
母 カイアナイト（08青鹿 ＊シンボリクリスエス）入着３回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（８）〕
ヨドノベスト（14牡鹿 スターリングローズ）１勝，��５勝
キュープライト（16牝青鹿 シビルウォー）�１勝�
セイウンミレイア（17牝青鹿 トゥザワールド）入着，���２勝
キクノトーヴァー（18牡青 スクリーンヒーロー）��入着２回
ブルートルマリン（19牝黒鹿 トーセンジョーダン）���入着

２代母 タンザナイト（00黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，西海賞３着，福寿草特別３着
モルガナイト（06牝 ＊アグネスデジタル）４勝，須磨特別，夕月特別

ブラックスピネル（13� タニノギムレット）５勝，東京新聞杯‐G3，白富士Ｓ
‐L，萩Ｓ‐LR，鳴尾記念‐G3 ２着，京都金杯‐G3 ２着，etc.

インフィナイト（18牝 モーリス）�２勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ２着，舞子特別
ラブラドライト（09� キングカメハメハ）４勝，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，万葉Ｓ

‐L ２着（２回），札幌日経ＯＰ‐LR ２着，札幌日経ＯＰ‐LR ３着，北海Ｈ，etc.
トリプライト（13牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝
ダンビュライト（14� ルーラーシップ）４勝，京都記念‐G2，ＡＪＣＣ‐G2，皐月

賞‐G1 ３着，京都大賞典‐G2 ２着，京都記念‐G2 ３着，etc.，�入着
ネプチュナイト（15牡 ルーラーシップ）３勝，比良山特別，美濃Ｓ２着，湾岸Ｓ３

着，緑風Ｓ３着，長良川特別３着，障害１勝

３代母 ＊キャサリーンパー（87 USA青鹿 Riverman）FR入着６回，アスタルテ賞‐G2
３着，プシュケ賞‐G3 ２着，オマール賞‐G3 ２着，P. d'Angerville‐L ２着
クリソプレーズ（02牝 ＊エルコンドルパサー）３勝，壇之浦特別２着，三木特別３着，

稲村ヶ崎特別３着，etc.
マリアライト（11牝 ディープインパクト）６勝，宝塚記念‐G1，エリザベス女

王杯‐G1，目黒記念‐G2 ２着，etc.，優古牝
アロンダイト（03牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，ジャパンＣダート‐Jpn1，東海Ｓ

‐G2 ２着，etc.，�入着��，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2 ３着，etc.，優ダート

４代母 リーガルイクセプション Regal Exception（69 USA鹿 Ribot）GB・FR・IR
E２勝，愛オークス，英オークス２着

販売申込者・所有者： 村上牧場＝新冠町朝日 �0146-47-4220
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

789 カイアナイト２０２１ 牡・黒鹿 ２／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒１歳 ディープインパクト
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＊ウインドインハーヘアミッキーグローリー ＊ホワイトマズル
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��
�メリッサ青鹿 2013 ストーミーラン

＊ Kris S.
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�シンボリクリスエス Tee Kayカイアナイト ＊サンデーサイレンス

��
��
�タンザナイト青鹿 2008 ＊キャサリーンパー

16a
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×M5×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 カウントオンミー（03黒鹿 バブルガムフェロー）１勝，�２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（10），地方－３（７）〕
ロッソマドンナ（12牝青鹿 スクリーンヒーロー）入着３回，�２勝��
ドライヴナイト（13�黒鹿 ＊カジノドライヴ）６勝，すばるＳ‐L（Ｄ1400），福島民

友Ｃ‐L（Ｄ1700）２着，ギャラクシーＳ‐OP（Ｄ1400）３着，貴船Ｓ（Ｄ1400），
はこべら賞（Ｄ1400），��出走�１勝�入着��，兵庫大賞典（Ｄ1870）３着，
白銀争覇（Ｄ1400）３着

ラソ（14牝黒鹿 ＊パイロ）１勝
トラストテッペン（15牝鹿 トランセンド）１勝
デルタ（17牝青鹿 ＊エスケンデレヤ）入着，�	２勝��
１勝・１勝
ケイサンフリーゼ（18牝青 リオンディーズ）�２勝，寒椿賞（Ｄ1400）２着
イオマンテ（19牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）�未出走

２代母 サンセットバレー（98鹿 ＊グルームダンサー）出走
クリムゾンベガ（04牡 アドマイヤベガ）４勝，若潮賞，汐留特別，天竜川特別２着，

浦佐特別２着，ひめさゆり賞２着，etc.，�２勝�
セトノメジャー（07牡 ゴールドアリュール）４勝，ＨＴＢ賞３着

３代母 スカーレットリボン（85栗 ＊ノーザンテースト）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，
ヒヤシンス賞‐OP ２着，カンナ賞‐OP ２着，ターコイズＳ‐OP ３着，紅梅賞，etc.
タヤスアンティーム（95牡 ＊トニービン）６勝，東海Ｓ‐Jpn2 ３着，関越Ｓ‐OP ２

着，北陸Ｓ‐OP ２着，etc.
リボンアート（01牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，朱雀Ｓ，西部日刊スポーツ杯，小

郡特別，etc.
リボントリコロール（10牝 ＊チチカステナンゴ）２勝，紫苑Ｓ‐LR ２着，秋華

賞‐G1 ５着，出雲崎特別

４代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走
［孫］ 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Ｃ

ｈＳ‐G1（２回），皐月賞‐Jpn1，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，etc.，優３牝，優父内

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

790 カウントオンミー２０２１ �・青鹿 ３／ ９

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲
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� Nashwan
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�
� Height of Fashionバゴ ムーンライツボックス Nureyev

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

＊サンデーサイレンス
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��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーカウントオンミー ＊グルームダンサー

��
��
�サンセットバレー黒鹿 2003 スカーレットリボン

＊スカーレツトインク 4d
Blushing Groom S3×M4 Northern Dancer S4×M5×M5 Halo M4×S5
Lyphard M4×M5
価格： 購買者：



母 カネスラッゾ（08栗 サクラバクシンオー）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（９）〕
ブキス（14牡鹿 ＊ファスリエフ）１勝，��３勝
シグナ（15牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝�
タグヤ（16牡鹿 ＊ノヴェリスト）��１勝�１勝�１勝�入着２回
スペラメント（17牡鹿 キズナ）入着４回，�	２勝
ライラックジェンヌ（19牝鹿 シルバーステート）出走，�地方未出走

２代母 ＊ベリーローズ（93 FR栗 Dancing Spree）FR出走
ローズキング（99牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，芙蓉Ｓ‐OP ３着，巌流島特別３

着，�１勝
ジュレップ（01
 ＊エンドスウィープ）６勝，アイビーＳ‐OP ３着，総武Ｓ，定山

渓特別，大島特別３着，障害１勝
ギャザーロージズ（07
 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，ＢＳＮ賞‐OP ３着，

アレキサンドライトＳ３着，丹沢Ｓ３着

３代母 レイディベリー Lady Berry（70 FR栗 Violon d'Ingres）FR６勝，ロイヤルオ
ーク賞‐G1，ポモーヌ賞‐G3，P. de Strasbourg，P. des Tuileries
フェザーヒル Featherhill（78 牝 Lyphard）FR・USA２勝，Lady Morvich H３着

＊グルームダンサー（84牡 Blushing Groom）GB・FR・IRE８勝，リュパン賞
‐G1，ダフニス賞‐G3，ギシュ賞‐G3，etc.，種牡馬

ルネンジョ－ン Le Nain Jaune（79牡 Pharly）GB・FR３勝，パリ大賞‐G1，エ
スペランス賞‐G3 ２着，P. de l'Avre２着，種牡馬

ロ－ズボンボン Rose Bonbon（84牝 High Top）FR１勝，P. de Thiberville‐L
２着，P. Belle de Nuit‐L ３着
デインドロップDanedrop（99牝 ＊デインヒル）不出走

＊デインドリーム（08牝 Lomitas）GB・FR・GER・ITY８勝，凱旋門賞‐G1，
Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，バーデン大賞‐G1（２回），etc.

インディアンロ－ズ Indian Rose（85牝 General Holme）GB・FR３勝，ヴェル
メイユ賞‐G1，クレオパトル賞‐G3，英オークス‐G1 ４着，etc.

ヴェ－ルタマンド Vert Amande（88牡 Kenmare）FR・GER・ITY・SPA５勝，ガ
ネー賞‐G1，モーリスドニュイユ賞‐G2，エドゥヴィル賞‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 今井 秀樹＝浦河町向別 �0146-22-0652
生 産 牧 場： 今井 秀樹
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

791 カネスラッゾ２０２１ 牡・鹿 ４／２３
＊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ミッキーグローリー ＊ホワイトマズル
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�メリッサ青鹿 2013 ストーミーラン

サクラユタカオー

�
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��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモカネスラッゾ
＊ Dancing Spree

��
��
�ベリーローズ栗 2008 Lady Berry

14
Lyphard S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 カラフルロマンス（15栗 ＊タイキシャトル）��１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 クィーンロマンス（01鹿 ＊ティンバーカントリー）２勝，ニセコ特別３着，�1
2 勝��入着２回����，新春盃，スプリント，園田ＣｈＣ３着
カイシュウヤマト（10牡 ＊ケイムホーム）１勝
レッドローズキング（11牡 ＊ロージズインメイ）��２勝�２勝�６勝	８勝��入

着４回
スカーレットロマン（12牡 ヴァーミリアン）�１勝�９勝
シャインスプライト（13牡 ＊ファスリエフ）入着２回，�４勝
メイショウラケーテ（14牡 ＊アグネスデジタル）４勝，高山特別２着，指宿特別２着，

河原町Ｓ３着，伊良湖特別３着

３代母 オグリロマンス（96芦 ＊ノーザンテースト）２勝

４代母 オグリローマン（91芦 ＊ブレイヴエストローマン）１勝，桜花賞‐Jpn1，チュ
ーリップ賞‐Jpn3 ２着，�６勝，ジュニアＧＰ，ゴールドウイング賞，プリンセ
ス特別，etc.
［子］ オグリホット（03牡 ＊タバスコキャット）入着，青島特別３着，�10 勝�

１勝���，ウイナーＣ，ＯＲＯＣ３着，etc.
［孫］ ステイパーシスト（13
 ステイゴールド）４勝，阿寒湖特別，グッドラッ

クＨ，出雲崎特別，etc.
ローズテソーロ（16牝 ハーツクライ）３勝，蛍池特別，両津湾特別
コウザンヒキリ（12牡 カネヒキリ）入着，��３勝�４勝，仙酔峡賞，す
みれ賞２着，長月賞２着，etc.

ハーピーマロン（18牝 スマートファルコン）�２勝��，湾岸スターＣ３着

５代母 ホワイトナルビー（74芦 ＊シルバーシヤーク）�４勝
［子］ オグリキャップ（85牡 ＊ダンシングキヤツプ）12勝，有馬記念‐Jpn1

（２回），安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1，etc.，�10 勝，優３
牡，特別賞，年代表，優古牡，種牡馬

オグリシャダイ（93牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，カシオペアＳ‐OP ３着，
�７勝，岐阜金賞３着

販売申込者・所有者： ㈲稲葉牧場＝新ひだか町三石歌笛 �090-7053-8963
生 産 牧 場： ㈲稲葉牧場
飼 養 者： ㈲稲葉牧場＝新ひだか町三石歌笛 �090-7053-8963

792 カラフルロマンス２０２１ 牡・栗 ３／１２

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲
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�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy
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� Kitten's Firstホークビル トレンサ Giant's Causeway
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�TrensaUSA 栗 2013 Serape

＊ Devil's Bag
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�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンカラフルロマンス ＊ティンバーカントリー

��
��
�クィーンロマンス栗 2015 オグリロマンス

＊シユリリー 7d
Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 カレイジャスミン（05鹿 タヤスツヨシ）３勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，ターコイズＳ
‐L（芝 1600）２着，豊栄特別（芝 1600），赤松賞（芝 1600），節分Ｓ（芝 1600）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ドラゴンランス（14牝栗 ドリームジャーニー）入着，�２勝��
ラベンデュラン（15牡鹿 ドリームジャーニー）��２勝��１勝
クロティルド（16牝鹿 ドリームジャーニー）�１勝�

２代母 ラピュセル（00鹿 ＊エリシオ）入着
ディアブラスト（07牡 タヤスツヨシ）３勝，障害１勝
カレイメモワール（09牝 アドマイヤムーン）入着

ドリームソルジャー（14牡 ドリームジャーニー）�４勝，阿武隈Ｓ，若戸大橋
特別，飯盛山特別２着，小倉城特別２着，ひめさゆり賞２着，障害１勝

プロース（16牡 マツリダゴッホ）�１勝，藻岩山特別２着，北海Ｈ３着，八ヶ
岳特別３着，�２勝��３勝

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

‐Jpn1，富士Ｓ‐Jpn3，etc.，優短距，優父内，種牡馬
エアシビュラ（96牝 ＊トニービン）入着３回

フジヤマビュティー（01牡 ＊エンドスウィープ）２勝，巌流島特別，�２勝�入
着２回	

バブルスプリングス（03牡 バブルガムフェロー）２勝，太宰府特別，�５勝
アイシーサイレンス（97牝 ＊サンデーサイレンス）出走

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

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

Ｓ３着，etc.

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

‐Jpn2，青葉賞‐Jpn3，若草Ｓ‐OP ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522

793 カレイジャスミン２０２１ �・鹿 ３／１１

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲
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�
� Dubawi

�
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�
�
�
�
�
� Zomaradahモンテロッソ ポルトロカ Barathea

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�タヤスツヨシ ＊マガロカレイジャスミン ＊エリシオ

��
��
�ラピュセル鹿 2005 アイシーゴーグル

＊サワーオレンジ 8g
Northern Dancer S5×M5 Fairy Bridge S5×M5

価格： 購買者：



母 カールブライトリー（07青 チアズブライトリー）�８勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ダバイマリチック（17�栗 ストロングリターン）��１勝��２勝
カールグリン（18牝栗 ローエングリン）��４勝�
アイノエクスプレス（19牡栗 トゥザワールド）��出走��出走

２代母 カールホールレデイ（83黒鹿 ＊アラナス）５勝，日吉特別，阿寒湖特別２着，
大倉山特別３着
カールラック（92牝 ＊ワツスルタツチ）２勝
カールカナ（96牝 ビワハヤヒデ）１勝
カールチャイナ（97牝 ダイナガリバー）１勝
カールプリンセス（99牝 メジロパーマー）	７勝�
ミヤコドリーム（06牡 ニューイングランド）	３勝

３代母 カールホールクイン（73鹿 ＊ハーケン）��７勝

４代母 ＊シヤノンクイーン（68 GB黒鹿 ＊スーパーサム）GB出走
［子］ ミスミネタカ（76牝 ＊ネプテユーヌス）�	12 勝，北海優駿，北海道３才

優駿，栄冠賞，etc.
ダイニミネタカ（78牝 ＊ホイスリングウインドⅡ）�	５勝，栄冠賞３着

５代母 パーシャンギャルPersian Gal（62 GB黒鹿 Persian Gulf）IRE 出走
［曾孫］ キングズアカデミー King's Academy（94牡 Shareef Dancer）IND20勝，

Calcutta Derby‐LR，Calcutta St. Leger‐LR，Queen Eli
zabeth II Cup‐L，etc.

ストレリツィア Strelitzia（06 牝 Razeen）IND６勝，Fillies' andMares
' S‐L，C. N. Wadia Gold Cup‐L ２着，Bangalore Oaks
‐LR ３着

スターホープフル Star Hopeful（02� Razeen）IND５勝，Golconda
Derby‐LR，C. N. Wadia Gold Cup‐L ３着

アンバーリージェント Amber Regent（99 牡 Razeen）IND７勝，Ban
galore Derby‐LR

販売申込者・所有者： ㈲一珍棒牧場＝浦河町上向別 �090-3113-3208
生 産 牧 場： ㈲一珍棒牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

794 カールブライトリー２０２１ �・栗 ４／ ６
＊ Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アフリート

�
�
�
�
�
�
�
�
� Polite Ladyバンブーエール

＊ Rainbow Quest

��
��
�レインボーウッド栗 2003 Priceless Fame

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�チアズブライトリー チアズダンサーカールブライトリー ＊アラナス

��
��
�カールホールレデイ青 2007 カールホールクイン

＊シヤノンクイーン 1e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ギリア（09 USA鹿 Fusaichi Pegasus）�１勝�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
コスモカモミール（17牡黒鹿 フェノーメノ）�３勝
エムティアンジェ（19牝栗 ＊マクフィ）��３勝�１勝�２勝，ライデンリーダー

記念（Ｄ1400），金沢ヤングＣｈ（Ｄ1700），ラブミーチャン記念（Ｄ1600），金
沢プリンセスＣ（Ｄ1400），兼六園ジュニアＣ（Ｄ1500）２着

２代母 キャシーズラブ（96鹿 A.P. Indy）入着５回
ファンシーワーク（01牝 ＊コマンダーインチーフ）�１勝
シルクスターシップ（03牡 ＊クロフネ）２勝，鋸山特別２着，花見山特別３着
シルクタフネス（04� タニノギムレット）�	１勝
７勝�入着
モンスターハンター（06牡 マンハッタンカフェ）�１勝�１勝

＊サトノモンスター（08牡 Fusaichi Pegasus）２勝
＊ペガサスジュニア（11牡 Fusaichi Pegasus）２勝
＊バンケットスクエア（14牡 Bellamy Road）２勝，
２勝

３代母 ＊キャシーズクール（89 USA鹿 Danzig）USA１勝
テイクユアマーク（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，千里山特別，文知摺特別，野

地特別
クラッシードレス（99牝 ＊エリシオ）２勝

ステージインパクト（12牡 ヴァーミリアン）入着，��９勝�６勝�	�，道
営記念，道営記念２着，赤レンガ記念，etc.

４代母 クラッシーキャシー Classy Cathy（83 USA黒鹿 Private Account）USA７
勝，アシュランドＳ‐G1，アラバマＳ‐G1，ガゼルＨ‐G1，Beaumont S‐L，
ベルダムＳ‐G1 ３着，etc.
［子］ プラサーヴィル Placerville（90 牡 Mr. Prospector）GB・FR３勝，プリ

ンスオヴウェイルズＳ‐G2，Feilden S‐L，サンダウンクラシック
トライアルＳ‐G3 ２着，種牡馬

［孫］ ナインパインズNine Pines（00 牝 Pine Bluff）USA２勝，Adena Spri
ngs Matchmaker Turf Sprint S

［曾孫］ シャープスター Sharp Starr（17 牝 Munnings）�USA４勝，ゴーフォー
ワンドＨ‐G3，Empire Distaff H‐R，La Verdad S‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

795 ギリア２０２１ �・鹿 ４／２４
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellブラックタイド

＊ Alzao

��
��
�ウインドインハーヘア黒鹿 2001 Burghclere

＊

フサイチペガサス Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Fusaichi Pegasus Angel Feverギリア A.P. Indy

��
��
�キャシーズラブ鹿USA 2009 ＊キャシーズクール

9e
Halo S3×M5 Danzig M4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 キューティロンプ（14黒鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シゲルハンマー（19牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）��１勝

２代母 セラフィックロンプ（04青鹿 マンハッタンカフェ）５勝，愛知杯‐G3（２回），府
中牝馬Ｓ‐G3 ２着，マーメイドＳ‐G3 ２着，糺の森特別，尾頭橋特別２着（２回），etc.
ミカタ（13� アドマイヤムーン）�２勝
ヴィーヴァザキング（15牡 ＊キングズベスト）�５勝
マーサーアン（18牡 ルーラーシップ）１勝
リュタン（19牡 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

３代母 エルソル（89鹿 ＊ロイヤルスキー）入着
シュア（98� ＊ソヴィエトスター）３勝，新・新潟市制施行記念３着

４代母 アズマローマン（79青鹿 ＊ラデイガ）１勝，��４勝
［子］ ダイヤッコ（87牝 アズマハンター）��６勝，トゥインクルレディ賞２着

メルクーリオ（93牡 ＊メンデス）１勝，ききょうＳ‐OP ３着，かえで賞３着
［孫］ ショウブパワー（90牡 ブラツクスキー）��６勝，ゴールドＣ，しらさぎ

賞，戸塚記念２着
オーミマツカゼ（95牡 イブキマイカグラ）３勝，千里山特別２着，生田特
別２着，障害１勝

モエレスペクタクル（08牡 ＊マジックマイルズ）�２勝�４勝	５勝，ジ
ュニアクラウン２着

５代母 ＊ハイタニア（71 USA鹿 Buckpasser）不出走
［子］ バンパサー（75牝 ＊ラデイガ）４勝，クイーンＳ，佐渡Ｓ

マルサスMalthus（92 牡 Temperence Hill）USA・PAN４勝，P. Emp
leados de Establos‐L，トラヴァーズＳ‐G1 ３着，ジムダンディＳ
‐G2 ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ アズマイースト（87牡 ＊サウスアトランテイツク）３勝，スプリングＳ
‐Jpn2，ディセンバーＳ‐OP，水仙賞２着，etc.，種牡馬

アゾーマ Azooma（98牝 Schembechler）USA５勝，Kudzu Juvenile S
‐R，Magic City Classic S‐R ２着

販売申込者・所有者： 守矢牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2872
生 産 牧 場： 守矢牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

796 キューティロンプ２０２１ �・青鹿 ３／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーグローリー ＊ホワイトマズル

��
��
�メリッサ青鹿 2013 ストーミーラン

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudキューティロンプ マンハッタンカフェ

��
��
�セラフィックロンプ黒鹿 2014 エルソル

＊ハイタニア 4r
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 キタサンテンビー（16黒鹿 ダイワメジャー）出走
初仔

２代母 ビッグテンビー（98黒鹿 ＊テンビー）１勝
ローレルゲレイロ（04牡 キングヘイロー）５勝，スプリンターズＳ‐G1，高松宮記

念‐G1，阪急杯‐G3，東京新聞杯‐G3，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ２着，etc.，
優短距，種牡馬

カシノネロ（05牡 ＊メイショウドトウ）２勝
トキノヤマトボシ（06� メジロライアン）３勝，積丹特別
マンゴプディング（07牝 ＊ムーンバラッド）２勝，はなのき賞２着，あざみ賞３着
リキサンマックス（08牡 キングヘイロー）１勝，きさらぎ賞‐G3 ２着
イントゥザブルー（09牡 キングヘイロー）１勝，会津特別２着
アメージングムーン（10牝 アドマイヤムーン）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ３着

ノースブリッジ（18牡 モーリス）�５勝，エプソムＣ‐G3，ラジオＮＩＫＫＥ
Ｉ賞‐G3 ３着，アメジストＳ，ｔｖｋ賞，葉牡丹賞

キタサンラブコール（11牡 キングヘイロー）４勝，中京日経賞，ハッピーエンドＣ，
フィリピンＴ３着，秋明菊賞３着

キャノンプレート（12� マンハッタンカフェ）１勝，�７勝�２勝
ジョワユーズ（15牝 ＊エンパイアメーカー）１勝
ディービースクエア（19牡 ディーマジェスティ）��１勝

３代母 モガミヒメ（92黒鹿 ＊カコイーシーズ）�２勝��１勝�，東京３歳優駿牝馬２着
ラヴァーズレーン（00牝 メジロライアン）５勝，由布院特別，桜島特別，ホンコン

ＪＣＴ３着
トキノフウジン（07牡 キングヘイロー）５勝，ＴＶ静岡賞，美唄特別，アカシ

ヤ特別２着，障害１勝
スルターナ（12牝 キングヘイロー）４勝，天の川賞，はこべら賞
オセアダイナスティ（18牡 オルフェーヴル）�３勝，津軽海峡特別，湯浜特別

ローレルウェルシュ（03牡 ＊テンビー）４勝，秋保特別，��２勝
ゼフィランサス（08牝 キングヘイロー）３勝

ディープボンド（17牡 キズナ）�４勝，阪神大賞典‐G2（２回），京都新聞杯
‐G2，etc.，FR１勝，フォワ賞‐G2

キタサンイナズマ（10牡 キングヘイロー）３勝，タケホープＣ，銀蹄Ｓ２着

販売申込者・所有者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

797 キタサンテンビー２０２１ �・黒鹿 ３／ ４

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hurry Home Hillaryトビーズコーナー ブランドンズライド Mister Frisky

��
��
�Brandon's RideUSA 栗 2008 Mrs. Bumble

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケキタサンテンビー ＊テンビー

��
��
�ビッグテンビー黒鹿 2016 モガミヒメ

＊セレタ 1b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 キテキ（07鹿 ＊スキャターザゴールド）�２勝��３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－５（19）〕
ニシケンマチェーテ（14牡黒鹿 アサクサキングス）�２勝��１勝
ムービンオン（15牝鹿 スズカコーズウェイ）�２勝�１勝
ノースヒビキ（16牝黒鹿 ベルシャザール）��２勝�２勝���
コウキトウライ（17牝鹿 ＊プリサイスエンド）�３勝�入着，ロータスクラウン賞
（Ｄ2000）２着

アイラグピース（18牝鹿 スマートファルコン）	６勝

２代母 クチブエ（94鹿 ＊アサティス）１勝，江差特別２着
グランドホイッスル（01牝 シアトルスズカ）３勝

ルイカズマ（11牡 ＊パイロ）２勝，ヤマボウシ賞３着，�２勝	１勝
パイロキネシスト（12牡 ＊パイロ）４勝，立川特別，丹沢Ｓ３着，etc.，��５

勝，佐賀スプリングＣ（２回），中島記念２着，佐賀王冠賞２着，etc.
ドゥラリュール（13
 ゴールドアリュール）３勝，両津湾特別，鳥屋野特別２

着，麒麟山特別２着，��６勝，九州ＣｈＳ，佐賀王冠賞
ハヤブサナンデダロ（14牡 ＊パイロ）３勝，駒場特別，わらび賞３着

スーパーパワー（05牡 ＊スキャターザゴールド）入着，�２勝��12 勝�３勝�，金
盃，勝島王冠，赤レンガ記念，星雲賞，星雲賞２着

ハヤフエ（06牝 ＊グレートサクセス）�１勝�
フォッケウルフ（08牡 ＊サウスヴィグラス）��６勝�１勝�３勝
ハンドフルート（10牝 スズカマンボ）�４勝�入着�

３代母 アイシャドー（86鹿 ＊エンペリー）４勝，ＳＴＶ賞，ＨＢＣ杯２着，八重桜賞３着
アイビートユー（93牝 ヤマニンスキー）４勝，長万部特別３着
ドリーミーアイ（95牝 ＊カコイーシーズ）不出走

タマモグレアー（04
 ジェニュイン）４勝，シャングリラ賞，etc.，障害４勝，
京都ハイジャンプ‐JG2，中山大障害‐JG1 ２着

ダイワビーコン（96牡 ＊アサティス）入着５回，�３勝�３勝��，吉野ヶ里記念３着

４代母 スイートベルン（80鹿 ＊パーソロン）出走
［子］ ユーワジェームス（84牡 ＊モガミ）３勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，

有馬記念‐Jpn1 ２着，菊花賞‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 元茂 修一＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3417
生 産 牧 場： 元茂 修一
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

798 キテキ２０２１ 牡・鹿 ３／１８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�スキャターザゴールド Dance Smartlyキテキ ＊アサティス

��
��
�クチブエ鹿 2007 アイシャドー

＊スヰート 1s
Mr. Prospector M3×S4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ギンマクノヨウセイ（02鹿 ＊グラスワンダー）�５勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－７（44）〕
ドリームスクリーン（09�栗 アドマイヤムーン）�10 勝���
キンショータイム（10牡栗 ＊ブライアンズタイム）２勝，��１勝・２勝	２勝

メジャーホープ（11牡栗 アドマイヤジャパン）�６勝�
キンショードリーム（13牡鹿 ＊エンパイアメーカー）��２勝
ギンチャン（14牝鹿 ＊パイロ）��９勝�１勝��５勝�
ブラックオリーブ（15牝青鹿 ブラックタイド）�１勝�入着２回��
シニョーラ（17牝鹿 スマートファルコン）�５勝�入着
ギンノカミカザリ（19牝芦 ＊ザファクター）�入着３回

２代母 オギティファニー（91鹿 ＊スマコバクリーク）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，
札幌スプリントＳ‐Jpn3 ２着，札幌スプリントＳ‐Jpn3 ３着，キーンランド
Ｃ‐OP，白樺賞‐OP ２着，etc.
マッキーヴォーグ（98牝 ダンスインザダーク）出走

マッキーバクシン（03牡 サクラバクシンオー）３勝，別府特別，豊橋特別
マッキーコバルト（06牡 ジャングルポケット）４勝，美利河特別，三河特別，

醍醐Ｓ２着，北九州短距離Ｓ２着，道新スポーツ杯２着，etc.
ミスターマスタード（08牡 ジャングルポケット）２勝，平ヶ岳特別２着

ベルソング（99牝 ＊トニービン）�１勝
レイナフェリス（00牝 ＊コマンダーインチーフ）�２勝��入着
スパイシーキティ（03牝 ＊タバスコキャット）�３勝	２勝

シーギリヤガール（10牝 スターリングローズ）１勝，すずらん賞‐OP，�３勝
��，北斗盃，栄冠賞
コスモジェミラ（17牝 ゴールドシップ）�２勝，江坂特別２着

３代母 テイーアツプ（84黒鹿 ＊ソーブレスド）２勝，岩室特別

４代母 イチコ（64栗 ＊ダイハード）６勝，クイーンＣ，オークス４着，日吉特別，フ
リージア特別
［子］ アンセルモ（72牝 ＊ホワイトフアイア）５勝，牝馬東タイ杯，クイーンＳ，

安田記念３着，etc.

販売申込者・所有者： 阿部 栄乃進＝厚真町浜厚真 �0145-28-2609
生 産 牧 場： 阿部 栄乃進
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

799 ギンマクノヨウセイ２０２１ 牡・鹿 ３／１６

＊

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

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraギンマクノヨウセイ ＊スマコバクリーク

��
��
�オギティファニー鹿 2002 テイーアツプ

＊セレタ 1b
Danzig S3×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 クインズキンバリー（13鹿 ゼンノロブロイ）�１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ブラックサウザー（19牡青 ＊ダノンレジェンド）�入着２回
キタカラキタダイヤ（20牝栗 スズカコーズウェイ）��出走

２代母 プリエミネンス（97鹿 ＊アフリート）６勝，エルムＳ‐Jpn3，etc.，��６勝
�１勝���	入着５回，彩の国浦和記念‐Jpn2，マーキュリーＣ‐Jpn3，マリ
ーンＣ‐Jpn3（２回），スパーキングＬＣ‐Jpn3，etc.

＊プリモウェイ（05牝 Giant's Causeway）USA入着２回
タイトロープウィン（16牝 ＊サウスヴィグラス）�２勝，ポプラ特別３着

＊ハヤブサエミネンス（07牝 Medaglia d'Oro）２勝
ハヤブサマカオー（15牡 ＊シニスターミニスター）２勝，エニフＳ‐L ２着，な

でしこ賞，�
５勝�１勝��入着２回��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2
＊メダグリアスズカ（08牡 Medaglia d'Oro）�１勝�７勝
＊ヴィットリオドーロ（09牡 Medaglia d'Oro）４勝，小金井特別３着，種牡馬
ホールドミータイト（11牝 ＊コマンズ）入着３回

スティールペガサス（17牡 ＊サウスヴィグラス）��５勝��２勝�入着�，道
営スプリント２着，エトワール賞２着，南部駒賞２着，星雲賞３着

ブレークオンスルー（14牡 ＊サウスヴィグラス）１勝，���３勝�１勝
イージーナウ（16牝 ＊シニスターミニスター）�３勝��２勝，ブロッサムＣ

３代母 アジテーション（89鹿 Caerleon）入着３回
スタートマーチ（96牝 ＊ドクターデヴィアス）２勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，チュ

ーリップ賞‐Jpn3 ３着，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ４着，etc.
タキオンバッハ（03牡 アグネスタキオン）１勝，揖斐川特別２着

４代母 ＊ランザリスク（76 GB鹿 Run the Gantlet）GB出走
［子］ リスクミ－Risk Me（84牡 Sharpo）GB・FR・IRE・USA５勝，パリ大

賞‐G1，ジャンプラ賞‐G1，グリーナムＳ‐G3，etc.，種牡馬
アイオーユー（90牝 ヤマニンスキー）７勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，フェブ
ラリーＳ‐Jpn2 ２着，ウインターＳ‐Jpn3 ２着，etc.，��入着２回

［孫］ グレイリスクGrey Risk（93 牡 Kendor）FR４勝，メシドール賞‐G3，
P. de Saint Patrick‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614

800 クインズキンバリー２０２１ �・黒鹿 ５／１４
＊

＊カンパラ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� トニービン

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

＊ Nureyev

��
��
�ダンスチャーマー鹿 1998 Skillful Joy

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルクインズキンバリー ＊アフリート

��
��
�プリエミネンス鹿 2013 アジテーション

＊ランザリスク 5d
Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 クリムゾンフレア（01鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：14，勝馬（勝鞍）数：中央－４（５），地方－８（53）〕
ルナレーヴェ（06牝栗 ＊タイキシャトル）１勝
サイカニア（07牡鹿 ＊バゴ）２勝
ゴシック（08牡栗 マヤノトップガン）１勝
ヴァルカモニカ（09牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝�２勝�８勝
ビリーバローズ（11牡栗 キングカメハメハ）��９勝
シャドウキングマン（12牡鹿 ＊エンパイアメーカー）�９勝��入着
カゼノシッポ（13牝栗 ジャングルポケット）１勝，�４勝
シモンズ（15牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，��２勝
ユイノムサシ（16牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着２回，���１勝�３勝
レイズアストーム（17牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝��７勝
ハローキャシー（18牝黒鹿 ＊ディスクリートキャット）��６勝
エックスフレア（19牡鹿 ストロングリターン）���出走
サバンナテソーロ（20牝鹿 ＊ビーチパトロール）�未出走

２代母 ビューティソング（97鹿 ＊デインヒル）不出走
ストラディヴァリオ（03牡 ＊クロフネ）４勝，総武Ｓ２着，甲南Ｓ２着
ジュリエットソング（09牝 ディープインパクト）１勝

シェーンリート（15牝 ＊ヘニーヒューズ）��３勝，平和賞３着
ココロノアイ（12牝 ステイゴールド）３勝，チューリップ賞‐G3，アルテミスＳ

‐G3，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，福島ＴＶＯＰ‐L ２着，マーメ
イドＳ‐G3 ３着

コウギョウマシェリ（13牝 ＊アサクサデンエン）１勝
テリオスマナ（18牝 エピファネイア）�１勝，栄特別２着，ひめさゆり賞３着

３代母 マックスジョリー（90鹿 ＊リアルシヤダイ）２勝，オークス‐Jpn1 ３着，桜
花賞‐Jpn1 ３着，アネモネＳ‐OP ２着，クローバー賞‐OP ２着，サフラン賞

４代母 マツクスビユーテイ（84鹿 ＊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，神戸新聞杯‐Jpn2，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： 山口 忠彦＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3501
生 産 牧 場： 山口 忠彦
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

801 クリムゾンフレア２０２１ �・栗 ５／１７
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellクリムゾンフレア ＊デインヒル

��
��
�ビューティソング鹿 2001 マックスジョリー

＊タイランツクヰーン 14f
Roberto S3×M5 Hail to Reason S4×M4 Nashua S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 クレタパラドックス（07鹿 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（８）〕
トゥルーセオリー（13牝黒鹿 マンハッタンカフェ）�１勝�２勝�
ハロングロットル（16牝芦 キャプテントゥーレ）�２勝
フィドル（17牝鹿 ヴィクトワールピサ）１勝，�３勝
ソングフォーマーヤ（19牝鹿 ディーマジェスティ）�入着２回
ヒープパラドックス（20牡鹿 レッドファルクス）�未出走

２代母 ＊ブラッシングインザレイン（88 USA鹿 Blushing Groom）不出走
ホットマイハート（96牝 ＊モガンボ）�２勝�５勝�，こまくさ賞，すみれ賞３着
トーホウシデン（97牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，中山金杯‐Jpn3，エイプリルＳ‐L，

菊花賞‐Jpn1 ２着，毎日王冠‐G2 ２着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
オースミブラッシー（98牝 ナリタブライアン）出走

ザグ（06牡 ニューイングランド）１勝，�	４勝�５勝，スパーキングサマー
Ｃ３着，建依別賞２着，大高坂賞３着，珊瑚冠賞３着

トライワンズラック（99牡 ＊トニービン）６勝，フェアウェルＳ，シャングリラ賞，
赤富士Ｓ２着

シルクプロシード（00牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝，
２勝
シルクアンフィニ（01牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

ラッシュアウト（14� ＊ケイムホーム）３勝，袖ケ浦特別，黒松賞，房総特別２着

３代母 ＊ダンシンインザレイン（80 USA鹿 Nijinsky）USA２勝
サルズシャトル Sal's Shuttle（84 牡 Mr. Prospector）USA４勝，Marfa H２着
ベストダンシング（90牝 ＊トニービン）３勝，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn3 ２着，

中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ５着，etc.
ベストアルバム（00牝 メジロライアン）５勝，ローズＳ‐Jpn2 ３着，萩Ｓ‐OP

３着，千里山特別，etc.

４代母 ショーレイディ Show Lady（76 USA鹿 Sir Ivor）不出走
［孫］ ハリケインスカイ Hurricane Sky（91牡 StarWatch）AUS６勝，ＡＴ

ＣオールエイジドＳ‐G1，ＭＲＣブルーダイアモンドＳ‐G1，ＭＲＣ
コールフィールドオータムクラシック‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲山際牧場＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2147
生 産 牧 場： ㈲山際牧場
飼 養 者： ㈲山際牧場＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2147

802 クレタパラドックス２０２１ �・鹿 ３／ 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サトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモクレタパラドックス
＊ Blushing Groom

��
��
�ブラッシングインザレイン鹿 2007 ＊ダンシンインザレイン

8f
Halo S4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 クロスアンジュ（13青鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝，�５勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ベルドラゴ（19牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

２代母 マンハッタン（97鹿 ＊アフリート）３勝，若菜賞２着，唐津特別３着，日向特
別３着
メトロノース（06牡 アドマイヤコジーン）２勝，摩耶Ｓ，etc.，�１勝�３勝�９勝

��，北海道２歳優駿‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ４着，吉野ヶ里記念，
九千部山賞，etc.

スタテンアイランド（07牝 デュランダル）��５勝�入着３回
マンハッタンコード（09牡 ネオユニヴァース）２勝，花見山特別
ローズヒル（10牝 フジキセキ）�１勝��１勝
フィーユドトネール（14牝 カネヒキリ）�１勝��６勝

３代母 ユーワジョイナー（90黒鹿 ＊ミルジヨージ）１勝
アルアラン（96牡 ＊アルカング）６勝，東海Ｓ‐Jpn2 ３着，etc.，�１勝�１勝�

	，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，オグリキャップ記念‐Jpn2
パーフェクトジョイ（03牝 ステイゴールド）５勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，大阪城Ｓ

‐L ３着，スイートピーＳ‐L ３着，etc.
オリオンスターズ（04牡 サクラバクシンオー）５勝，伏見Ｓ
シャドウシルエット（05牝 ＊シンボリクリスエス）不出走

ケイアイチョウサン（10牡 ステイゴールド）３勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3，
京成杯‐G3 ３着，福島民報杯‐L ３着，etc.

オジュウチョウサン（11牡 ステイゴールド）�２勝，障害 18勝，中山グランド
ジャンプ‐JG1，中山大障害‐JG1（３回），阪神スプリングジャンプ‐JG2
（３回），etc.，優障害（4回）

アップアンカー（10牡 サクラバクシンオー）１勝，�12 勝	３勝��入着��
，
くろゆり賞，名港盃

４代母 サシマサンダー（78栗 ＊ネヴアービート）不出走
［子］ ユーワフォルテ（85牡 ＊ミルジヨージ）５勝，新潟大賞典‐Jpn3，総武特

別，種牡馬

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： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

803 クロスアンジュ２０２１ 牡・青鹿 ３／ ８
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンクロスアンジュ ＊アフリート

��
��
�マンハッタン青鹿 2013 ユーワジョイナー

＊シアラ 4i
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Mill Reef S5×M5

価格： 購買者：



母 クラリン（07鹿 キングヘイロー）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（５）〕
クラヴィスオレア（16�黒鹿 レッドスパーダ）３勝，クローバー賞‐OP（芝 1500）３

着，日高Ｓ（芝 1500），鎌ケ谷特別（芝 1600），多摩川Ｓ（芝 1400）３着，キャン
ドルライト賞（芝 1600）３着，�１勝�１勝，ＯＲＯターフスプリント（芝 1000）

ビービースパート（18�栗 レッドスパーダ）��３勝

２代母 バトルサンサシオン（98鹿 ＊オジジアン）出走
ザバトルアスラン（06牡 ＊ティンバーカントリー）�２勝�１勝
エイユーバトル（10� ＊スウェプトオーヴァーボード）�３勝
タケマルワンダー（11牡 アドマイヤジャパン）�６勝
ゴッデスオブエッジ（15牝 スクリーンヒーロー）�２勝
タケマルビクトリー（16牡 ローズキングダム）��３勝

３代母 ＊ザカリフ（88 IRE 鹿 Lomond）不出走
シロキタロベルト（96牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，かきつばた賞２着
フミノアンタレス（99牝 ＊ジェイドロバリー）２勝，�５勝�１勝�入着

ジョーオリオン（09牡 ダイワメジャー）４勝，立春賞，新発田城特別，高尾特
別２着，etc.，	
１勝�入着

４代母 レイディカピュレット Lady Capulet（74 USA芦 Sir Ivor）GB・IRE１勝，
愛１０００ギニー‐G1，コロネイションＳ‐G2 ２着，愛プリティポリーＳ‐G2 ３着
［子］ エルプラード El Prado（89牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE４勝，愛

ナショナルＳ‐G1，ベレスフォードＳ‐G2，レイルウェイＳ‐G3，etc.，
種牡馬

エンタイトルド Entitled（84 牡 Mill Reef）GB・IRE２勝，デズモンドＳ
‐G3，愛２０００ギニー‐G1 ２着，フィーニクスチャンピオンＳ‐G1 ２
着，etc.，種牡馬

ポートレイトギャラリー Portrait Gallery（90 牡 Sadler's Wells）IRE３
勝，ブランドフォードＳ‐G2 ２着，Saval Beg S‐L ２着，カラＣ
‐G3 ３着，etc.，種牡馬

［孫］ ライトウェイ RightWay（89� Ahonoora）IRE・HKG11勝，Stewar
ds' Cup‐L，Sha Tin Trophy‐L，Chairman's Prize‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

804 クラリン２０２１ 牡・栗 ５／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイロークラリン ＊オジジアン

��
��
�バトルサンサシオン鹿 2007 ＊ザカリフ

1l
Halo S4×M4 Hail to Reason S5×S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5
Sir Ivor M5×M5
価格： 購買者：



母 キタサンポケット（14黒鹿 ジャングルポケット）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
マルノアンナ（19牝鹿 ＊ヘニーハウンド）�出走

２代母 キタサンユキ（05青 ＊マリエンバード）１勝
ダイリュウスター（12牡 ＊ロージズインメイ）�１勝�２勝
キタサンボサツ（15牝 キングヘイロー）��１勝
キタサンルージュ（16牝 ＊ヘニーヒューズ）�３勝���

３代母 キタサンヒボタン（99黒鹿 フジキセキ）５勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，フィ
リーズレビュー‐Jpn2 ３着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ４着，すずら
ん賞‐OP，新潟日報賞
キタサンオリュウ（06牝 ＊マリエンバード）入着２回

ニシノアンジュ（12牝 キングヘイロー）入着６回，稲光特別２着，郡山特別２
着，�３勝

キタサンスズラン（07牝 ＊アルカセット）２勝
スティールグレート（18牡 ＊アジアエクスプレス）��４勝�入着，知床賞２着，

栄冠賞２着

４代母 キタサンクイン（84黒鹿 ＊ロジンスキー）��４勝，東京プリンセス賞３着
［子］ キタサンチャンネル（98牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，ＮＺトロフィ

ー‐Jpn2，米子Ｓ‐L，アーリントンＣ‐Jpn3 ２着，etc.
キタサンフドー（94牡 サクラホクトオー）３勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2
３着，小倉３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，河北新報杯，etc.

キタサンテイオー（90牡 ＊サウスアトランテイツク）１勝，朱鷺Ｓ‐OP ２
着，etc.，��５勝，全日本３歳優駿，平和賞，etc.

［孫］ キタサンサジン（12牡 ＊サウスヴィグラス）５勝，栗東Ｓ‐L ３着，コーラ
ルＳ‐L ３着，etc.，障害１勝，��１勝，東京スプリント‐Jpn3

キタサンツバサ（09牡 ＊アジュディケーティング）��４勝�入着２回�，
クラウンＣ，由布岳賞２着

販売申込者・所有者： ㈲ヤマタケ牧場＝新冠町高江 �0146-47-2634
生 産 牧 場： ㈲ヤマタケ牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

805 キタサンポケット２０２１ �・黒鹿 ４／１６

＊

＊
＊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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーキタサンポケット ＊マリエンバード

��
��
�キタサンユキ黒鹿 2014 キタサンヒボタン

＊種道 22
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ケンコウランハート（04黒鹿 タニノギムレット）��２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（５）〕
ジュリアン（12牝芦 フサイチリシャール）��５勝
フランコイメル（18牡黒鹿 ベルシャザール）�１勝，荒川峡特別（芝 2400）３着
アイムアグレッシブ（19牡栗 アンライバルド）��入着５回

２代母 ＊ブレーヴユアハート（96 IRE 芦 Caerleon）１勝，つわぶき賞３着
タニノバロン（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，会津特別２着
ザザ（05牝 ダンスインザダーク）２勝，マカオＪＣＴ，筑紫特別２着
シェール（10牝 ＊ストーミングホーム）１勝

３代母 パサマクオディ Passamaquoddy（80 USA芦 Drone）USA７勝，Mill Race H
，Susan's Girl S‐R，Roseanna S‐R ２着，Rancocas H‐L ３着
タマニー Tammany（88牡 Mr. Prospector）USA３勝，Heritage S‐L ３着，

種牡馬
タミーム Tamim（89牡 Topsider）GB・UAE10 勝，Doncaster S‐L，Jebel

Ali Sprint‐L ３着
フマーム Humam（90牡 Nijinsky）GB・AUS３勝，Chesham S‐L，ヴィンテ

ージＳ‐G3 ２着，King Charles II S‐L ３着，etc.，種牡馬
＊パパゴ（91牝 Sadler's Wells）GB・FR１勝，レゼルヴォワール賞‐G3 ２着

フィガーオヴエイト Figure of Eight（99 牝 Octagonal）AUS出走
エイトストリート Eight Street（04� Street Cry）SAF・ZIM７勝，ヴィ
クトリームーンＳ‐G2，カップトライアル‐G3，Castle Tankard‐L
２着，etc.

オッティモOttimo（09� Oratorio）SAF６勝，ウムコマジＳ‐G2，Ea
st Cape Guineas‐L，Ibhayi S‐L ２着，etc.

メイショウベルーガ（05牝 ＊フレンチデピュティ）７勝，京都大賞典‐G2，日経
新春杯‐G2，エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.
メイショウテンゲン（16牡 ディープインパクト）�２勝，弥生賞‐G2，阪
神大賞典‐G2 ３着，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，etc.

ミステリードリームMystery Dream（95牝 Caerleon）IRE１勝
イビサ Ibiza（04 牝 Anees）VEN８勝，P. Eduardo Larrazabal Eduardo‐L，

P. Fuerza Aerea Bolivariana‐L，P. Miss Marena‐L ２着，etc.

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

806 ケンコウランハート２０２１ 牡・鹿 ３／２８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルケンコウランハート
＊ Caerleon

��
��
�ブレーヴユアハート黒鹿 2004 Passamaquoddy

3d
Nijinsky M4×S5

価格： 購買者：



母 コマノリリー（11鹿 キングカメハメハ）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－１（１）〕
コマノバルーガ（16牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）２勝
コマノウインクル（17牡黒鹿 キズナ）３勝，魚沼特別（芝 2000），弥彦Ｓ（芝 1800）

２着，逆瀬川Ｓ（芝 1800）２着，難波Ｓ（芝 1800）３着
メイクストーム（20牝鹿 ＊ディスクリートキャット）��１勝

２代母 リンデンジョオー（93鹿 ＊リアルシヤダイ）入着２回
コマノシャーク（99牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，鳴海特別，和田岬特別３着
コマノマコ（00牝 ＊フォーティナイナー）３勝，鎌倉特別３着，�１勝

コマノスクアーロ（08牝 ゼンノロブロイ）１勝，ニセコ特別２着
コマノゼニト（16牡 エイシンフラッシュ）２勝，三浦特別３着

コマノハイ（02牡 スペシャルウィーク）３勝，阿寒湖特別，英彦山特別，黄菊賞３着
コマノルカン（03牡 ＊ボストンハーバー）４勝，醍醐特別，ＳＴＶ賞，山城Ｓ２着，

壬生特別２着
コマノティブロン（07牡 マンハッタンカフェ）１勝
コマノアクラ（08牝 フジキセキ）入着

コマノインパルス（14牡 ＊バゴ）２勝，京成杯‐G3，葉牡丹賞２着
コマノガレオス（09牡 ＊ボストンハーバー）２勝

３代母 リンデンリリー（88栗 ＊ミルジヨージ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，ロー
ズＳ‐Jpn2，馬籠特別
リンデンルレーブ（95牝 ＊ノーザンテースト）２勝，浄土平特別３着

マスイデア（09牝 リンカーン）４勝，美利河特別，ＳＴＶ杯，ＨＴＢ杯３着，etc.
ヤマカツリリー（00牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，

阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ３着，etc.
ヤマカツハクリュウ（07牡 ＊クロフネ）５勝，奥多摩Ｓ，神奈川新聞杯，竹尾特

別，etc.，障害２勝
ハナイチリン（03牝 ＊ボストンハーバー）４勝

ヒラソール（16� マツリダゴッホ）４勝，名鉄杯‐OP ３着，天保山Ｓ‐OP ３
着，高瀬川Ｓ，��１勝��

販売申込者・所有者： ㈲新井牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4136
生 産 牧 場： ㈲新井牧場
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

807 コマノリリー２０２１ �・鹿 ４／ １
＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスコマノリリー ＊リアルシヤダイ

��
��
�リンデンジョオー鹿 2011 リンデンリリー

＊シユリリー 7d
Mr. Prospector M4×S5 Hail to Reason S5×M5 In Reality S5×M5

価格： 購買者：



母 コスモメソッド（14鹿 ヴィクトワールピサ）�５勝，大観峰賞（Ｄ1750）
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
インザライフ（19牝黒鹿 トゥザグローリー）���１勝
バクシーシ（20牡青鹿 トゥザグローリー）�地方未出走

２代母 アイアイサクラ（01鹿 ＊ペンタイア）３勝，錦秋特別３着
マイネルアイザック（09牡 ステイゴールド）４勝，江坂特別，奥の細道特別，湾岸

Ｓ２着，兵庫特別２着，緑風Ｓ３着，etc.，障害１勝
コスモプラナス（11牝 ＊コンデュイット）�１勝�入着３回��
コスモヴェルフェン（12牡 ステイゴールド）�２勝��
マイネルエポレット（16牡 トーセンホマレボシ）���２勝�２勝
スマイルサクラ（17牝 ジョーカプチーノ）��５勝

３代母 ラウレルシーダー（84鹿 サクラシヨウリ）５勝，播磨特別，石清水特別，高山
特別，琵琶湖特別３着，豊明特別３着
フォートベンチ（94牝 ＊イブンベイ）�１勝�６勝
ローズウッド（99牝 ＊ホワイトマズル）３勝，福島２歳Ｓ‐OP ３着，須賀川特別，

塩屋埼特別，etc.
ノブヴィクトリー（08牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
ライブリシュネル（10牡 アドマイヤコジーン）３勝，知立特別
パオロッサ（12牝 マツリダゴッホ）１勝，�２勝��

トーセングレイス（02牝 フサイチソニック）１勝

４代母 ギフトベンチ（79鹿 ＊デイバインギフト）不出走
［子］ ドリームジョイナー（88牝 ＊ノーザリー）	４勝，いで湯賞

５代母 マスベンチ（69黒鹿 ＊キングスベンチ）５勝，短距離特別，嵯峨特別，まりも賞
［子］ ヒシノリフオー（82牡 ＊リイフオー）８勝，関屋記念‐Jpn3，セントウル

Ｓ‐Jpn3 ２着，飛騨特別，etc.
［孫］ アサカリフアード（84牡 ＊リイフオー）２勝，アマリリス賞，御岳特別３

着，	２勝
入着
［曾孫］ ヤマヒサウイング（88牡 ＊プルラリズム）４勝，ＴＶＱ杯，飛梅賞，万葉

Ｓ２着，etc.

販売申込者・所有者： 山口 義彦＝浦河町絵笛 �0146-22-0715
生 産 牧 場： 山口 義彦
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

808 コスモメソッド２０２１ �・黒鹿 ４／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

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コスモメソッド ＊ペンタイア

��
��
�アイアイサクラ鹿 2014 ラウレルシーダー

＊星旗 16h
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラヴィッキー（04栗 ダンスインザダーク）��入着５回
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－４（19）〕
サクラインザスカイ（09牡栗 ＊ワイルドラッシュ）４勝，初春Ｓ（Ｄ1200），黒松賞
（芝 1200）３着，�２勝�７勝�入着��，トレノ賞（Ｄ1300），黒潮スプリン
ターズＣ（Ｄ1300）２着，旭岳賞（Ｄ1600）３着，エトワール賞（Ｄ1200）３着

サクラストラーダ（12牝栗 ＊ストラヴィンスキー）�４勝
ノーブルサファイア（14牝栗 ＊サウスヴィグラス）��４勝�１勝，ノースクイー

ンＣ（Ｄ1800）３着
ハッピースカイ（17牝栗 ＊シニスターミニスター）���１勝
エコロファルコン（18牡鹿 ホッコータルマエ）�２勝，アプローズ賞（Ｄ1600）２着
シナモンロール（19牝栗 ストロングリターン）�入着２回

２代母 サクラヴィクトリア（99栗 ＊トニービン）２勝，秋華賞‐Jpn1 ２着，ローズＳ
‐Jpn2 ２着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，呉竹賞，��１勝，関東オークス‐Jpn3
サクラヴィクトリー（09牡 タニノギムレット）２勝，石打特別，葉山特別３着，�

４勝�入着２回

３代母 サクラユスラウメ（94栗 サクラユタカオー）１勝
サクラボールド（07牡 ＊オペラハウス）３勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，八雲特別，いわき

特別，etc.，�３勝
サクラスリール（10牝 ＊ファンタスティックライト）不出走

アワジノサクラ（16牡 メイショウサムソン）��９勝�入着，白鷺賞２着，は
がくれ大賞典３着

カプリフレイバー（17牡 ＊サウスヴィグラス）���７勝，川崎スパーキングス
プリント，優駿スプリント，船橋記念２着，etc.

ラッキードリーム（18牡 ＊シニスターミニスター）���１勝�７勝�，ＪＢＣ
２歳優駿‐Jpn3，北海優駿，王冠賞，etc.

４代母 セダンフオーエバー（87鹿 マルゼンスキー）不出走
［子］ サクラプレジデント（00牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，中山記念‐Jpn2，

札幌記念‐Jpn2，札幌２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
サクラアルディート（08牡 ディープインパクト）６勝，福島ＴＶＯＰ‐L，
ＡＪＣＣ‐G2 ２着，大阪城Ｓ‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2036
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121

809 サクラヴィッキー２０２１ 牡・栗 ４／１１

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

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

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイサクラヴィッキー ＊トニービン

��
��
�サクラヴィクトリア栗 2004 サクラユスラウメ

＊スワンズウツドグローヴ 16a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ゴッドカリビアン（13鹿 ＊ベーカバド）１勝，十勝岳特別（芝 1800）２着，こうや
まき賞（芝 1600）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
ジュンウィンダム（20牝鹿 カレンブラックヒル）�未出走

２代母 オメガカリビアン（05芦 ＊フレンチデピュティ）不出走
レディカリビアン（11牝 ソングオブウインド）入着６回，大通特別３着，�２勝�

１勝�入着��
オヤコダカ（12牡 サムライハート）�17 勝�２勝��入着２回，兵庫ジュニアＧＰ

‐Jpn2 ２着，道営記念２着（２回），笠松ＧＰ２着，旭岳賞（２回），星雲賞（２回），etc.
クールモンスター（14� ＊シンボリクリスエス）���６勝

３代母 ゴッドインチーフ（96芦 ＊コマンダーインチーフ）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1 ３着，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，桜花
賞‐Jpn1 ４着，エルフィンＳ‐OP，etc.
ゴッドスマイルユー（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，伊吹山特別，石清水Ｓ２着，

宇治川特別２着，etc.
ゴッドビラブドミー（04牝 ＊ブライアンズタイム）�７勝

シュエット（13牝 ブラックタイド）�４勝，菊水賞
ライジングドラゴン（15牡 カネヒキリ）３勝，釧路湿原特別，ＴＶｈ賞２着，

梅田Ｓ３着，��入着２回
ミューチャリー（16牡 ＊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，etc.，
ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古牡

ゴッドダンシング（06牝 ダンスインザダーク）１勝
ランドボルケーノ（18牡 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，ドンカスターＣ

ゴッドフローラ（08牝 アグネスタキオン）１勝，�１勝�入着
ゴッドバンブルビー（16牝 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，陽春Ｓ２着，マカオＪＣ

Ｔ２着

４代母 ＊ファーガーズプロスペクト（90 USA芦 Chief's Crown）USA１勝
［孫］ ヌーヴォレコルト（11牝 ハーツクライ）５勝，オークス‐G1，中山記念

‐G2，ローズＳ‐G2，etc.，USA・HKG１勝

販売申込者・所有者： 芳住 鉄兵＝新冠町大富 �0146-47-2931
生 産 牧 場： 芳住 鉄兵
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

810 ゴッドカリビアン２０２１ �・鹿 ３／２０

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ Cape Cross

�
�
�
�
�

��
��

�ベーカバド Behkaraゴッドカリビアン ＊フレンチデピュティ

��
��
�オメガカリビアン鹿 2013 ゴッドインチーフ

＊ファーガーズプロスペクト 3d
Deputy Minister M4×S5 Hold Your Peace S5×M5

価格： 購買者：



母 ゴブレット（13鹿 ＊ホワイトマズル）１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ハルガキタ（18牝栗 エスポワールシチー）�１勝

２代母 ＊カクテル（01 GB鹿 MostWelcome）ITY７勝，P. Cancelli‐L，P. Ca
ncelli‐L ３着，P. Certosa‐L ３着
スペシャルエディション Special Edition（07牝 ＊ファンタスティックライト）ITY３勝
マウントフジ（08牝 Orientate）２勝，�１勝
ジャストザブレイン（09牡 デュランダル）２勝
レイアロハ（10牡 ＊アルデバランⅡ）２勝，�６勝��
ジャストザヨコハマ（12牡 ＊プリサイスエンド）２勝，��１勝

３代母 コカトリスCockatrice（96 GB鹿 Petong）GB出走

４代母 ノーブルペレグリンNoble Peregrine（89 GB鹿 Lomond）FR・ITY２勝
［子］ デュバイズタッチDubai's Touch（04牡 Dr Fong）GB・GER・ITY・T

UR・SAU６勝，Easter S‐L，Goodwood Thoroughbred S
‐L，Washington Singer S‐L，etc.

グラントリーアダムズGrantley Adams（03� Dansili）GB・UAE５勝，
His Highness The President Cup‐L，Starlit S‐L ３着

ノーベリストNobelist（95� Bering）GB・FR・UAE６勝，P. de Pont
arme‐L ２着，ジョンシェール賞‐G3 ３着

ワナビーアラウンドWannabe Around（98� Primo Dominie）GB・
NOR３勝，ダイオメドＳ‐G3 ３着，On the House S‐L ３着，
Royal Windsor S‐L ３着

［孫］ ファイティングキング Fighting King（19牡 Bobby's Kitten）�ITY２勝，
P. Divino Amore‐L ３着

５代母 ノーブルダストNoble Dust（82 USA鹿 ＊ダストコマンダー）不出走
［子］ ノ－ブルバレリ－ナNoble Ballerina（87 牝 Shareef Dancer）FR５勝，

P. Isonomy‐L，P. Madame Jean Couturie‐L ２着，P. R
ose deMai‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

811 ゴブレット２０２１ �・鹿 ３／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeゴブレット
＊ MostWelcome

��
��
�カクテル鹿 2013 Cockatrice

21a
Lyphard M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊キャッスルブラウン（00 USA黒鹿 Silver Hawk）３勝，火打山特別（芝 1800），
三面川特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８），地方－２（４）〕
グレートビンテージ（07牡青鹿 スペシャルウィーク）�３勝
コノハチャン（09牝鹿 スペシャルウィーク）入着，�１勝�
ニシノヘリオス（10牡青鹿 アグネスタキオン）１勝
ニシノラッシュ（12牡鹿 サクラバクシンオー）５勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，新

潟２歳Ｓ‐G3 ３着，クロッカスＳ‐OP（芝 1400），朱鷺Ｓ‐OP（芝 1400）２着，
石清水Ｓ（芝 1400），くるみ賞（芝 1400），佐世保Ｓ（芝 1200）２着，北九州短
距離Ｓ（芝 1200）３着

ニシノスマッシュ（14牡黒鹿 キングカメハメハ）入着，障害１勝
ニシノアスカ（15牝青鹿 ドリームジャーニー）１勝
グランチェイサー（17�黒鹿 ダイワメジャー）�１勝，下北半島特別（芝 1200）２着
トラストメイウェザ（19牡黒鹿 キズナ）�入着２回
ゼロフェイス（20牡鹿 ネロ）�未出走

２代母 ヒロオガーデンHiroo Garden（91 GB鹿 Caerleon）不出走
＊スペアミントキス（96牝 Woodman）１勝
＊デフィニット（97牝 ＊デヒア）１勝

デグラーティア（06牝 フジキセキ）４勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，フェニックス賞
‐OP，北九州短距離Ｓ，ジュライＳ３着

ボールライトニング（13牡 ダイワメジャー）３勝，京王杯２歳Ｓ‐G2，六甲Ｓ
‐LR ３着，飛鳥Ｓ，長岡京Ｓ２着，武庫川Ｓ３着

＊ミントフレーバー（99牝 ＊デヒア）１勝
＊アビリティガーデン（04牡 Grand Slam）１勝，咲花特別２着，柏崎特別２着

３代母 スイーピング Sweeping（86 GB鹿 ＊インデエアンキング）GB・FR１勝，
Princess Elizabeth S‐L ２着，Somerville Tattersall S‐L ３着
デザートリンクスDesert Lynx（93牝 Green Desert）GB２勝

ヌフースNufoos（02 牝 Zafonic）GB３勝，Eternal S‐L，チャートウェル
フィリーズＳ‐G3 ２着，ファースオヴクライドＳ‐G3 ２着，etc.
アウザーン Awzaan（07牡 Alhaarth）GB４勝，ミドルパークＳ‐G1，ミ
ルリーフＳ‐G2，Dubai Duty Free C‐L ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522

812 キャッスルブラウン２０２１ 牡・鹿 ３／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊

シルヴァーホーク Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�Silver Hawk Gris Vitesseキャッスルブラウン ヒロオガーデン Caerleon

��
��
�Hiroo Garden黒鹿USA 2000 Sweeping

4k
Hail to Reason M4×S5 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 クリンゲルベルガー（06芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，三河特別
（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（12）〕
レンベルガー（13牡青鹿 アンライバルド）入着２回，���１勝�２勝�３勝
テイエムウルトラ（15牡青鹿 トーセンホマレボシ）�１勝
グートエーデル（17牝芦 リアルインパクト）�１勝
キタノサスピション（18牝芦 カレンブラックヒル）���２勝�２勝
イチローイチロー（19牡鹿 カレンブラックヒル）�１勝
ベルーガサミット（20牝芦 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 ダイイチリカー（90黒鹿 ＊リアルシヤダイ）４勝，衣笠特別，鳥羽特別，黒竹
賞，寿Ｓ２着，衣笠特別２着，etc.
ダイイチアピール（96牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ホクトスルタン（04牡 メジロマックイーン）５勝，目黒記念‐Jpn2，札幌日経
ＯＰ‐L ２着，みなみ北海道Ｓ‐L ２着，都大路Ｓ‐L ３着，天皇賞（春）
‐G1 ４着，etc.

ドリームシグナル（05牡 ＊アグネスデジタル）２勝，シンザン記念‐Jpn3，京王
杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ４着，朝日杯フューチュリ
ティＳ‐Jpn1 ４着

ダイイチライン（97牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，奥尻特別，紫川特別，淡路特別
２着，野分特別３着，ＳＴＶ杯３着，etc.

ダイイチダンヒル（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，若葉Ｓ‐OP，若駒Ｓ‐OP ２
着，オーストラリアＴ‐OP ３着，福寿草特別，エリカ賞２着

ダイイチサザン（99牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ダイイチボタン（00牝 ＊ティンバーカントリー）１勝

ヒロシゲセブン（15牡 ディープブリランテ）入着，障害３勝，東京ハイジャン
プ‐JG2 ２着

３代母 ダイナフエアリー（83鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，オールカマー‐Jpn3，新
潟記念‐Jpn3，エプソムＣ‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，京成杯‐Jpn3，etc.
サマーサスピション（92牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，青葉賞‐Jpn3，種牡馬
ローゼンカバリー（93牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，目黒記念‐Jpn2，日経賞

‐Jpn2，ＡＪＣＣ‐Jpn2，セントライト記念‐Jpn2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 村上 雅規＝新冠町朝日 �0146-47-2652
生 産 牧 場： 村上 雅規
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

813 クリンゲルベルガー２０２１ 牡・青鹿 ４／１７

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceクリンゲルベルガー ＊リアルシヤダイ

��
��
�ダイイチリカー芦 2006 ダイナフエアリー

＊フアンシミン 9f
Roberto M4×S5 Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 クイーンカアフマヌ（04鹿 ＊キングズベスト）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－３（８）〕
カナロア（09牡鹿 ディープインパクト）４勝，石和特別（芝 1800），ダービースタ

リオンズＳ（芝 2400），瓢湖特別（芝 2200），鴨川特別（芝 2000）２着，潮来特別
（芝 2500）２着，北野特別（芝 2000）２着，南武特別（芝 2400）３着，九州スポー
ツ杯（芝 2000）３着

リリコイパイ（11牝鹿 ディープインパクト）２勝，早苗賞（芝 2000）
ホロムア（12牡鹿 ディープインパクト）�３勝�１勝
アカカ（14牝芦 ＊クロフネ）１勝
グシチャンノカゼ（17�黒鹿 カネヒキリ）入着，��入着２回�２勝�入着��
ヒルノベルモンタ（18�鹿 オルフェーヴル）��２勝�入着
ヒルノハドソン（19牡鹿 ハーツクライ）�地方未出走

２代母 ＊アルアメント（94 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR２勝，クレオパトル賞‐G3
キタサンイチ（05牡 フジキセキ）１勝
カネトシカトリーヌ（09牝 ハーツクライ）１勝

３代母 アリダレス Alydaress（86 USA芦 Alydar）GB・IRE・ITY３勝，愛オーク
ス‐G1，リブルズデイルＳ‐G2，ヨークシャーオークス‐G1 ２着，伊ジョッキー
クラブ大賞‐G1 ２着

＊ライール（96牝 Nureyev）GB１勝
レイマン Layman（02牡 ＊サンデーサイレンス）GB・FR・UAE３勝，ソヴリ

ンＳ‐G3，カブール賞‐G3，モルニー賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ポートレトオヴアレイディPortrait of a Lady（03牝 A.P. Indy）USA１勝
カメオ Cameo（09牝 Shamardal）AUS４勝，イラワラTCキースＦノー
ランクラシック‐G3，SRC Scone Cup‐L，ＭＶＲＣテシオＳ‐G3
２着，etc.

クケラーチャ Kukeracha（17� Night of Thunder）�AUS４勝，ＢＲＣ
クイーンズランドダービー‐G1，BRC Tails Quality S‐L，ゴールド
コーストＡＤホリンデイルＳ‐G2 ３着，etc.

＊アプリシエーション（98牝 Caerleon）IRE出走
フジサン Fujisan（04� フジキセキ）GB・FR・SWE４勝，Zawawi Cup‐L

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

814 クイーンカアフマヌ２０２１ �・鹿 ３／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaクイーンカアフマヌ
＊ Sadler's Wells

��
��
�アルアメント鹿 2004 Alydaress

14c
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer M4×S5 Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



母 クリアーパッション（11鹿 キングヘイロー）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
メイショウムート（18牡鹿 ディープスカイ）�出走，�２勝
メイショウヤナガセ（19牡栗 トゥザグローリー）�出走
ラシェル（20牝鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 ＊クリアーパス（98 USA栗 A.P. Indy）USA３勝
ランウェイスナップ（05牝 Distant View）�２勝

ヴェントヴォーチェ（17牡 ＊タートルボウル）�５勝，春雷Ｓ‐L，ＴＶｈ杯，鶴
ヶ城特別，はやぶさ賞，雪うさぎ賞２着，etc.

プティプランセス（06牝 キングカメハメハ）３勝，信濃川特別，レインボーＳ３着，
五頭連峰特別３着
ウォータースペース（16牝 ブラックタイド）３勝，新涼特別，駒場特別３着

モンテムーン（07牡 キングカメハメハ）�10 勝��
ズッカ（09牝 スペシャルウィーク）１勝
アローシルバー（12牝 スペシャルウィーク）１勝，�１勝�入着２回�
タイセイエクシード（15牡 エイシンフラッシュ）�１勝
バリフリクリ（18牝 フリオーソ）�２勝

３代母 マサケMasake（88 CAN鹿 Master Willie）USA３勝，ハニムーンＨ‐G3，
California Oaks‐L，ハリウッドオークス‐G1 ３着，Natalma S‐L ３着

＊ストレイラルホーク（99	 Silver Hawk）４勝，ベンジャミンＳ‐OP ３着，グッド
ラックＨ，成田特別２着，etc.

４代母 ノーザンレイクNorthern Lake（69 CAN鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ サザンアロー Southern Arrow（81牡 Smarten）GB・FR・GER・ITY４

勝，伊２０００ギニー‐G1，P. Bimbi‐L，P.dell'Avvenire‐L，種牡馬
［孫］ ウールームールーWoolloomooloo（92牝 Regal Intention）USA７勝，

Canadian H‐L，Dance Smartly H‐L，Bison City S‐R，etc.
ヴァティカンヴァイパー Vatican Viper（95	 Tyrone Terrific）USA12
勝，John Henry H，Louisiana Breeders' Derby‐R，Arcad
ia S‐R ３着，etc.

販売申込者・所有者： 本巣 敦＝浦河町杵臼 �0146-28-1623
生 産 牧 場： 本巣 敦
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

815 クリアーパッション２０２１ �・栗 ２／２５
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイロークリアーパッション
＊ A.P. Indy

��
��
�クリアーパス鹿 2011 Masake

1n
Halo S4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 コウユーユメダンス（07黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ヴィルゲート（18牝鹿 グランプリボス）���１勝�２勝�入着
ムーンプライド（20牝黒鹿 アドマイヤムーン）�未出走

２代母 ＊ヒドゥンダンス（93 USA黒鹿 Nureyev）不出走
トウカイステップ（99牡 ＊ジェイドロバリー）入着２回，障害１勝，��３勝�
トーホウアラン（03牡 ダンスインザダーク）５勝，京都大賞典‐G2，京都新聞杯

‐Jpn2，中日新聞杯‐Jpn3，朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，朝日ＣｈＣ‐G3 ３着，etc.
アブソルートライン（04牝 ダンスインザダーク）�１勝

リテラルフォース（14牡 ＊ホワイトマズル）３勝，梅田Ｓ，伊丹Ｓ２着，�１勝
��２勝

ハイブリッドダンス（13牝 キングカメハメハ）２勝
レーヌダンス（15牝 カネヒキリ）１勝

３代母 ヒドンライト Hidden Light（83 USA鹿 Majestic Light）USA６勝，ハリウ
ッドオークス‐G1，サンタアニタオークス‐G1，デルマーオークス‐G2，La Ha
bra S‐L，プリンセスＳ‐G3 ２着
アーティシラー Artie Schiller（01 牡 El Prado）USA10 勝，ＢＣマイル‐G1，バー

ナードバルークＨ‐G2，メイカーズマークマイルＳ‐G2，ジャマイカＨ‐G2，
ホールオヴフェイムＨ‐G2，etc.，種牡馬

アワテイブルマウンテンOur Table Mountain（03 牝 Fusaichi Pegasus）SAF６
勝，Olympic Duel S‐L，Olympic Duel S‐L ２着，Victress S‐L
３着
シルヴァーマウンテン Silver Mountain（12 牝 Silvano）SAF４勝，ケイプフ

ィリーズギニーズ‐G1，フィリーズチャンピオンシップ‐G2，パドックＳ
‐G1 ３着，etc.

クロスオヴクラウド Cloth of Cloud（13牝 Captain Al）SAF３勝，サウスア
フリカンナーサリー‐G1，プリティポリーＳ‐G3

４代母 タラート Tallahto（70 USA鹿 Nantallah）USA12 勝，ヴァニティＨ‐G1，
サンタバルバラＨ‐G1，オークトリー招待Ｓ‐G1，カールトンＦバークＨ‐G2，
サンタイネスＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 飯岡牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3412
生 産 牧 場： 飯岡牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

816 コウユーユメダンス２０２１ �・黒鹿 ４／１７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイコウユーユメダンス
＊ Nureyev

��
��
�ヒドゥンダンス黒鹿 2007 Hidden Light

13c
Northern Dancer M4×M5 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 サクレディーヴァ（13芦 ＊クロフネ）３勝，デイジー賞（芝 1800）３着
初仔

２代母 ラフェクレール（07栗 スペシャルウィーク）入着４回
エピックアン（15牡 ＊クロフネ）�３勝，清里特別２着，大倉山特別２着，鎌倉Ｓ３

着，中京スポーツ杯３着
エイカイキャロル（16牝 ロードカナロア）１勝，医王寺特別２着，��２勝

３代母 アドマイヤマカディ（91栗 ＊ノーザンテースト）不出走
アドマイヤコジーン（96牡 Cozzene）６勝，安田記念‐Jpn1，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，

阪急杯‐Jpn3，etc.，優２牡，優短距，種牡馬
タイキジャンヌ（98牝 ＊ティンバーカントリー）１勝

シゲルサケガシラ（13牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，ごぎょう賞２着，
�４勝��入着�

タイキエンデバー（01牡 ＊タイキシャトル）４勝，尾瀬特別，田舎館特別
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，水無月Ｓ２着
サファーガ（09牝 アグネスタキオン）出走

タンレイ（16牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，八代特別２着，���入
着２回

４代母 ＊ミセスマカディー（74 GB鹿 ＊トライバルチーフ）GB・USA８勝，英１０００ギ
ニー‐G1，European Free H，Strensall S，Sanyo S３着
［子］ シティダンサ－Citidancer（86 牡 Lomond）GB・FR・IRE・USA５勝，

グレンカーンＳ‐G3，バリーマコイＳ‐G3，フィーニクスチャンピ
オンＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ジノズスピリッツGino's Spirits（96 牝 ＊ペルジノ）GB・USA９勝，ノーブ
ルダムゼルＨ‐G3，Bryan Station S‐L，Hialeah H‐L，etc.

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

トブラー Tobler（98� Rebounding Thrill）IND５勝，Pune Derby
‐LR，Super Mile Cup‐L ２着，Indian 2000 Guineas‐LR ３着

販売申込者・所有者： ㈱アスラン＝苫小牧市樽前 �0144-68-0441
生 産 牧 場： ㈱アスラン
飼 養 者： ㈱アスラン＝苫小牧市樽前 �0144-68-0441

817 サクレディーヴァ２０２１ 牡・鹿 ２／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

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

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューサクレディーヴァ スペシャルウィーク

��
��
�ラフェクレール芦 2013 アドマイヤマカディ

＊ミセスマカディー 14b
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 サツマガイア（08黒鹿 ＊タイキシャトル）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（８）〕
ウルドシャトル（12牡栗 ＊フォーティナイナーズサン）�２勝
サマースワロー（14牝栗 ＊フォーティナイナーズサン）��１勝
オーシャンリバー（17牡栗 ノーザンリバー）��５勝
ワンエルメス（19牝栗 ディーマジェスティ）�１勝

２代母 ＊タイキガイア（00 USA青鹿 Phone Trick）１勝
ピースオブパワー（06牡 フジキセキ）４勝，大沼Ｓ‐OP ３着，銀蹄Ｓ，津軽海峡特

別，ファンタスティックＪＳＴ２着，春望Ｓ３着，etc.，�１勝��

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

＊クロフネミステリー（90牝 Clever Trick）６勝，白樺賞‐OP ３着，カーネーション
Ｃ‐OP ３着，etc.，USA入着，ディスタフＨ‐G2 ３着

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

‐Jpn3 ３着，飯豊特別，月岡特別２着
ハナコスマイル（98牝 ＊ダンスオブライフ）１勝，はなのき賞，�４勝，サラ・

クイーンＣ２着，ジュニアクラウン３着，etc.
ナムラミーティア（06牝 サクラバクシンオー）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3 ２
着，ラベンダー賞‐OP

ナムラビッグタイム（01牡 サクラバクシンオー）４勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2
３着，札幌日刊スポーツ杯‐L ２着，ファルコンＳ‐Jpn3 ３着，etc.，�1
1 勝����

トウカイミステリー（06牝 キングカメハメハ）６勝，北九州記念‐G3，札幌日
刊スポーツ杯，長万部特別，etc.

＊タイキクリスティー（96牝 Theatrical）出走
アーバンストリート（04牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）７勝，シルクロード

Ｓ‐G3，京洛Ｓ‐OP，アンコールＳ‐OP ３着，etc.
＊タイキエニグマ（01牡 Rubiano）７勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ２着，サウジアラビアＲＣ

‐L ３着，師走Ｓ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

818 サツマガイア２０２１ �・栗 ２／ ５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンサツマガイア
＊ Phone Trick

��
��
�タイキガイア黒鹿 2008 Certain Secret

2d
Halo S4×M4 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 ＊サラシー（11 FR栗 Teofilo）FR出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１），地方－１（１）〕
ポルティチPortici（16 FR牝栗 Mastercraftsman）FR１勝
イシャンゴ Ishango（17 FR�栗 Le Havre）�FR出走
ヴォルベンWorben（18 GB�鹿 Wootton Bassett）�海外未出走
レンヌメファ（19牝栗 Postponed）��１勝
アグラシアド（20牝鹿 リアルスティール）�未出走

２代母 マレーラMarella（02 GB鹿 Desert Prince）GB出走
ティコティコTycho Tycho（07� Galileo）FR・SWE６勝
ティエラデルフエゴ Tierra Del Fuego（13牝 Champs Elysees）FR１勝，P. La

Camargo‐L ３着

３代母 レインボーレイク Rainbow Lake（90 GB鹿 RainbowQuest）GB３勝，ラ
ンカシャーオークス‐G3，Ballymacoll Stud S‐L
パワーズコート Powerscourt（00 牡 Sadler's Wells）GB・IRE・GER・USA・U

AE・HKG５勝，アーリントンミリオンＳ‐G1，タタソールズゴールドＣ‐G1，
グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，etc.，種牡馬

カインド Kind（01牝 ＊デインヒル）GB・IRE６勝，Kilvington S‐L，Flower
of Scotland S‐L，バリーオーガンＳ‐G3 ３着，etc.
ブレットトレイン Bullet Train（07 牡 Sadler's Wells）GB２勝，リングフィ

ールドダービートライアルＳ‐G3，種牡馬
フランケル Frankel（08 牡 Galileo）GB14 勝，英２０００ギニー‐G1，クイーンエリザ

ベス二世Ｓ‐G1，英チャンピオンＳ‐G1，etc.，欧年度代表馬（2回），種牡馬
＊ノーブルミッション（09牡 Galileo）GB・FR・IRE・GER９勝，英チャンピオン

Ｓ‐G1，サンクルー大賞‐G1，タタソールズゴールドＣ‐G1，etc.，種牡馬
ジョワイユーズ Joyeuse（11 牝 Oasis Dream）GB・FR・IRE３勝，Cecil Fr

ail S‐L，Dick Poole S‐L，バリーオーガンＳ‐G3 ２着，etc.
ラストトレイン Last Train（09 牡 Rail Link）GB・FR２勝，バルブヴィル賞‐G3，

パリ大賞‐G1 ２着，ヴィコンテッスヴィジェ賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬
リポスト Riposte（10 牝 Dansili）GB・FR・IRE・USA４勝，ニューヨークＳ‐G2，

シープスヘッドベイＳ‐G2，リブルズデイル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

819 サラシー２０２１ �・栗 ２／２６
＊ 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

＊

テオフィロ Galileo

�
�
�
�
�

��
��

�Teofilo Speirbheanサラシー マレーラ Desert Prince

��
��
�Marella栗FR 2011 Rainbow Lake

1k
Northern Dancer S4×M5 Danzig M5×M5

価格： 購買者：



母 サンデーヒロイン（17栗 スクリーンヒーロー）不出走
初仔

２代母 サンデーミューズ（07栗 ＊アルカセット）３勝，パールＳ３着
ミュゼット（15牝 ＊ハードスパン）１勝
ルミネイト（19牝 ＊アメリカンペイトリオット）�２勝，早苗賞

３代母 スカルプトレス（01栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
ベルニーニ（09牡 ジャングルポケット）４勝，太宰府特別，関門橋Ｓ２着，名古屋

城Ｓ２着，etc.

４代母 シンコウビューティ（93栗 Caerleon）不出走
［子］ ハッピールック（98� ＊トニービン）５勝，札幌日経ＯＰ‐L，みなみ北海

道Ｓ‐L，ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ２着，etc.

５代母 ＊ハッピートレイルズ（84 IRE 鹿 ＊ポツセ）IRE入着
［子］ ＊シンコウラブリイ（89牝 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワン

Ｓ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，etc.，優古牝
ハッピーパス（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，札
幌日刊スポーツ杯‐L，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.

＊タイキマーシャル（92� ＊ダンスオブライフ）８勝，エプソムＣ‐Jpn3，
京成杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，朱鷺Ｓ‐OP，etc.

［孫］ チェッキーノ（13牝 キングカメハメハ）３勝，フローラＳ‐G2，アネモネ
Ｓ‐LR，オークス‐G1 ２着

キングストレイル（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，セントライト記念
‐Jpn2，京成杯オータムＨ‐G3，東風Ｓ‐L，etc.，種牡馬

コディーノ（10牡 キングカメハメハ）３勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3，札幌２
歳Ｓ‐G3，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ２着，etc.

ロードクロノス（95牡 ＊トニービン）８勝，中京記念‐Jpn3，七夕賞
‐Jpn3 ２着，外房Ｓ，etc.

トレジャー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，都大路Ｓ‐L，目黒記念
‐Jpn2 ２着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲絵笛牧場＝浦河町上絵笛 �0146-22-0686
生 産 牧 場： ㈲絵笛牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

820 サンデーヒロイン２０２１ 牡・栗 ３／ ５

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

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

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

＊グラスワンダー

�
�
�
�
�

��
��

�スクリーンヒーロー ランニングヒロインサンデーヒロイン ＊アルカセット

��
��
�サンデーミューズ栗 2017 スカルプトレス

＊ハッピートレイルズ 4d
サンデーサイレンスM4×M4 Roberto S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 サンマルリトリート（15鹿 ＊ハードスパン）１勝
初仔

２代母 ＊スイートリトリート（98 GB栗 Indian Ridge）IRE出走
マーシレス（11牡 ダイワメジャー）３勝，火打山特別２着

３代母 アプトスター Aptostar（85 USA鹿 Fappiano）USA６勝，エイコーンＳ
‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G2，ヴェイグランシーＨ‐G3，Ruthless S‐L，
ＣＣＡオークス‐G1 ２着，etc.
インアンティシペイション In Anticipation（91牝 Sadler's Wells）IRE２勝

リーガルジャウスティング Legal Jousting（97 牡 Indian Ridge）IRE・USA
２勝，テトラークＳ‐G3 ２着，Leopardstown 2000 Guineas Trial S
‐L ２着，フォートマーシーＨ‐G3 ３着，種牡馬

ダイアモンドトリムDiamond Trim（98牝 Highest Honor）IRE・ITY５勝，
Finale S‐L

イリジスティブルジュエル Irresistible Jewel（99 牝 ＊デインヒル）GB・FR・IRE
３勝，リブルズデイルＳ‐G2，ブランドフォードＳ‐G3，オペラ賞‐G1 ２着
ロイヤルダイアモンド Royal Diamond（06� ＊キングズベスト）GB・IR
E・AUS・UAE９勝，愛セントレジャー‐G1，バリーカレンＳ‐G3，英
ＢＣロングディスタンスＣ‐G3，etc.

インコミュニカード Incommunicado（94牝 Sadler's Wells）不出走
リルミスヘイリー Li'L Miss Hayley（06 牝 Savabeel）AUS入着

サヴァトクスル Savatoxl（15� Kuroshio）�AUS17 勝，ＳＡＪＣグッドウッ
ドＳ‐G1，ＭＲＣスキラッチＳ‐G2，ＳＡＪＣＤＣマッケイＳ‐G3，etc.

トータルリスポンス Total Response（10牝 Kheleyf）AUS・NZ３勝，Star
Way 1000‐L ３着

コロッサル Colossal（01 牡 Grand Lodge）IRE・MAC５勝，Macau Spring Tro
phy‐L ２着

アレクシアドAlexiade（02牝 Montjeu）FR・IRE２勝
アレクシオスコムネノス Alexios Komnenos（14 牡 Choisir）GB・IRE・USA２

勝，デズモンドＳ‐G3，タイロスＳ‐G3 ２着，Celebration S‐L ３着

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

821 サンマルリトリート２０２１ 牡・栗 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ディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystサンマルリトリート
＊ Indian Ridge

��
��
�スイートリトリート鹿 2015 Aptostar

1l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 サクラシンフォニー（05黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）入着，�２勝�入着�
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
スターリバー（15牝栗 スクリーンヒーロー）１勝，�３勝
キシリトールチョコ（16牡黒鹿 キングヘイロー）��２勝�１勝��入着２回
オノマトペ（18牝鹿 ＊シニスターミニスター）��３勝�入着３回

２代母 サクラフロンティア（98栗 サクラユタカオー）１勝
サクラメルシー（06牝 ＊スキャターザゴールド）�３勝�入着
サクラオハナ（07牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，��３勝�１勝�
サクラエスパーダ（08牡 ＊ヘクタープロテクター）�１勝�
シーイズザスター（09牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝�
マルマルフェイス（12牝 ＊フォーティナイナーズサン）�１勝�２勝��

３代母 サクラムソウ（84黒鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
サクラユメジ（91牝 サクラユタカオー）不出走

サクラプラチナ（97牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，定山渓特別２着
サクラシンオー（93牡 サクラユタカオー）４勝，青葉賞‐Jpn3 ３着，サンシャイン

Ｓ，東雲賞，etc.

４代母 サクラセダン（72鹿 ＊セダン）６勝，中山牝馬Ｓ‐OP，セプテンバーＳ，白百合賞
［子］ サクラチヨノオー（85牡 マルゼンスキー）５勝，日本ダービー‐Jpn1，朝

日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥生賞‐Jpn2，etc.，種牡馬
サクラホクトオー（86牡 トウシヨウボーイ）５勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，
ＡＪＣＣ‐Jpn2，セントライト記念‐Jpn2，etc.，優２牡，種牡馬

サクラトウコウ（81牡 マルゼンスキー）４勝，七夕賞‐Jpn3，函館３歳Ｓ，
スプリングＳ‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ サクラプレジデント（00牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，中山記念‐Jpn2，
札幌記念‐Jpn2，札幌２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬

サクラアルディート（08牡 ディープインパクト）６勝，福島ＴＶＯＰ‐L，
ＡＪＣＣ‐G2 ２着，大阪城Ｓ‐L ２着，etc.

［曾孫］ サクラヴィクトリア（99牝 ＊トニービン）２勝，秋華賞‐Jpn1 ２着，ロー
ズＳ‐Jpn2 ２着，etc.，��１勝，関東オークス‐Jpn3

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2036
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121

822 サクラシンフォニー２０２１ 牡・栗 ３／１３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkサクラシンフォニー サクラユタカオー

��
��
�サクラフロンティア黒鹿 2005 サクラムソウ

＊スワンズウツドグローヴ 16a
Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サーペンヴィグラス（05鹿 ＊サウスヴィグラス）��10 勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
シェルシェール（14牡栗 ＊シニスターミニスター）��１勝
ヨシノフローラ（17牝鹿 ノーザンリバー）�１勝�２勝�入着２回
ギンサー（18牡鹿 トランセンド）���入着２回
マルノコウキ（19牡鹿 コパノリッキー）���入着

２代母 グリンブリツジ（85鹿 ＊サーペンフロ）１勝，ききょう特別‐OP ２着，�２勝��	
グリンジュピター（93牡 サクラシンゲキ）�14 勝

グリンゼウス（95牡 カツラギエース）�４勝
グリンセレサ（96牝 ワカオライデン）�５勝
３勝
グリンシャーマン（97牝 ワカオライデン）�１勝
モンスターカール（98牝 ロングニュートリノ）�11 勝，岐阜金賞３着，サラ・プリ

ンセス特別３着
スタミョウカ（99牝 サクラトウコウ）�３勝
グリンゼファー（00牡 ヤマニンゼファー）��４勝，全日本２歳優駿‐Jpn1 ５着，

平和賞，ブルーバードＣ３着，ハイセイコー記念３着
グリンセレブ（01牝 タイキシャーロック）��８勝，ＴＣＫディスタフ２着，ＴＶ

埼玉杯３着
グリンスマイル（02牝 ヤマニンゼファー）��３勝
ハヤケンマドンナ（04牝 ＊ソウルオブザマター）��１勝
フローレンス（06牝 サニングデール）�２勝

３代母 ＊ミスケンブリツジ（68 NZ鹿 Persian Garden）不出走
タマモチャンピオン（83牡 ＊ソーブレスド）２勝，葵賞‐OP ２着，矢車賞，白藤賞２着
エンゼルキツス（84牝 ＊リイフオー）出走

リワードスティング（88牡 ホリスキー）２勝，恋路ケ浜特別２着，野分特別３着
リワードガルソン（89牡 ＊ミルフオード）３勝，クロッカスＳ‐OP，赤富士賞，

浦安特別２着，etc.
リワードランサー（97牡 ＊アルカング）�11 勝，日本海ダービー３着，北日本新

聞杯３着

販売申込者・所有者： 山野牧場＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2660
生 産 牧 場： 山野牧場
飼 養 者： �山野勝也ステーブル＝新冠町節婦町 �090-6000-2021

823 サーペンヴィグラス２０２１ �・栗 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターサーペンヴィグラス ＊サーペンフロ

��
��
�グリンブリツジ鹿 2005 ＊ミスケンブリツジ

1s
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 カイドウ（11黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
シゲルミズガメザ（17牡栗 マツリダゴッホ）１勝，朱竹賞（芝 1200）３着，障害１勝
ピンクパフェ（19牝鹿 マツリダゴッホ）��出走��出走
アンジェリア（20牝鹿 カレンブラックヒル）�未出走

２代母 ハッピーリズム（94鹿 ＊リズム）�14 勝
トウカイブラボー（02� ダンスインザダーク）２勝，福寿草特別
メイショウオニカゲ（05牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝
ギンザジャスマック（06牡 ダンスインザダーク）１勝
ドリームボンバー（08牡 ダンスインザダーク）１勝
マイネルバウンス（09牡 ゴールドアリュール）４勝，招福Ｓ，エリモハリアーＣ，

招福Ｓ２着，北総Ｓ３着，東北Ｓ３着，etc.

３代母 アミダス（81鹿 トウシヨウボーイ）入着
ファインサイクロン（86牡 ＊ミシシツピアン）３勝，米沢特別，土湯特別，障害１勝
グリーンエコー（88牝 アスワン）１勝

マコトヒエン（95牡 ヤマニンゼファー）３勝，平尾台特別２着，�１勝
インターリバーサル（89牡 ＊ノーリユート）３勝，宗谷特別，横津岳特別２着，摺上

特別３着，etc.
スマッシュボーイ（90牡 ＊プリンスオブバーズ）３勝，明石特別，節分賞２着，庄内

川特別３着，�１勝	11 勝
アップルケーキ（95牝 ＊クリミナルタイプ）３勝，釧路特別３着

４代母 ＊キスオブフアイア（63 FR鹿 ＊ヴエンチア）不出走
［子］ ホットレター（79牡 キタノカチドキ）６勝，北海道３歳Ｓ３着，立春特別，

橿原特別，etc.
サガミセンプー（69牡 Hook Money）４勝，ウィンターＨ
テツノカゼ（74牡 ＊シヤトーゲイ）４勝，中距離Ｈ，安達太良特別，�	４勝

［孫］ コスモセイリュウ（88牡 ヤマニンスペキユラ）
�４勝，高崎皐月賞２着
イースタンファスト（90牝 ＊ロードオブザダンス）	２勝，いで湯賞２着
マルシゲタテヤマ（90牡 ライフタテヤマ）�４勝�７勝，サラ系３歳優駿２着
メンヒ（84牝 ＊ステイールハート）１勝，土湯特別３着

販売申込者・所有者： 山際 智＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0360
生 産 牧 場： 山際 智
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

824 カイドウ２０２１ �・鹿 ３／１９
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkカイドウ ＊リズム

��
��
�ハッピーリズム黒鹿 2011 アミダス

＊キスオブフアイア 3e
テスコボーイ S4×M5 Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 カクテルフォンテン（10鹿 ＊ルールオブロー）�11 勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
エダマメ（17牝鹿 グランプリボス）���４勝
サンシルビア（18牝鹿 メイショウボーラー）��入着４回
ズンダ（19牝鹿 ＊ザファクター）�地方未出走

２代母 カクテルガール（04芦 アドマイヤコジーン）入着
マハリク（09牡 スパイキュール）�１勝�１勝

３代母 イーグルマドンナ（97鹿 ＊クリスタルグリツターズ）１勝
ノブシタイショウ（02牡 ＊マイネルラヴ）�10 勝
イーサンディーバ（05牝 サクラバクシンオー）１勝
ベルウッドゼウス（06牡 ＊グラスワンダー）１勝
ハードパワー（07牡 サクラバクシンオー）１勝，��８勝
イーグルフォンテン（08牝 サクラバクシンオー）�入着２回

ネコワールド（14牡 ＊ノボジャック）２勝，ヤマボウシ賞
マドンナフォンテン（10牝 ＊ルールオブロー）��４勝

マイヤン（17牡 ネオユニヴァース）�２勝�
ノースフォンテン（12牡 フサイチリシャール）入着２回，��７勝
ロイズブルー（15牝 ショウナンカンプ）１勝

４代母 マリキータ（81黒鹿 ＊テユデナム）２勝，新潟３歳Ｓ，京成杯３歳Ｓ２着
［子］ ウインドチーター（92牝 ＊クリスタルグリツターズ）３勝，秋山郷特別

イーグルバクシンオ（96牝 サクラバクシンオー）３勝，鈴鹿特別２着，帆
柱山特別３着

［孫］ パシコジュリエ（07牝 ＊アジュディケーティング）１勝，美唄特別２着，
�３勝，道営記念３着，華月賞２着，etc.

メイクアダッシュ（04牡 ウイングアロー）２勝，由布院特別２着，白馬岳
特別２着（２回），中ノ岳特別２着，etc.，�７勝	９勝�

ニシノガーランド（05牝 メジロライアン）１勝，古町特別２着，赤松賞２着

５代母 ＊ミスクラリー（72 GB鹿 Connaught）GB２勝
［孫］ トーシンタイガー（83
 ＊アラナス）２勝，野苺賞

販売申込者・所有者： 新井 弘幸＝日高町豊郷 �01456-2-6118
生 産 牧 場： 新井 弘幸
飼 養 者： 新井 弘幸＝日高町豊郷 �01456-2-6118

825 カクテルフォンテン２０２１ �・栗 ５／２７

＊

＊
＊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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�ルールオブロー Crystal Crossingカクテルフォンテン アドマイヤコジーン

��
��
�カクテルガール鹿 2010 イーグルマドンナ

＊ミスクラリー 14b
Cozzene S4×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ガニエ（13黒鹿 ダンスインザダーク）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
スピネル（18牡青鹿 フリオーソ）���２勝
エミネントタイム（19牝黒鹿 エスポワールシチー）���１勝

２代母 ロングレジナ（95黒鹿 ＊ダンシングブレーヴ）不出走
ミラクルマッハ（01牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）�４勝��１勝
ドラゴンバクシン（02牡 サクラバクシンオー）�５勝�入着２回
レチタティーヴォ（07� ＊オペラハウス）入着６回，�９勝��入着
レーガン（08牡 フサイチコンコルド）１勝，医王寺特別２着，障害１勝
フルオート（09牡 ＊グラスワンダー）�１勝	３勝

３代母 フアイアーダンサー（81鹿 アローエクスプレス）３勝，京都牝馬特別‐Jpn3，
報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，黄菊賞
ピクシー（88牝 ＊モガミ）２勝

スリーピナクル（93牡 ＊スリルシヨー）入着，
14 勝，新潟記念３着
ダンスパーティー（91牝 トウシヨウボーイ）不出走

ロックスキル（98牡 ＊ウォーニング）５勝，七重浜特別，ハッピーエンドＣ，出
雲崎特別，etc.

４代母 スイーブ（68栗 ＊テユーダーペリオツド）出走
［子］ ロンググレイス（80牝 ＊ゲイルーザツク）６勝，エリザベス女王杯，ロー

ズＳ，金杯‐Jpn3，etc.，優古牝
ロングイーグル（78牡 ＊トライバルチーフ）３勝，菊花賞３着，京都新聞
杯２着，金杯２着，etc.

［孫］ キストゥヘヴン（03牝 アドマイヤベガ）５勝，桜花賞‐Jpn1，中山牝馬Ｓ
‐G3，京成杯オータムＨ‐G3，etc.

ラツキーオカメ（82牝 トウシヨウボーイ）４勝，北九州記念‐Jpn3，ロー
ズＳ‐Jpn2 ３着，サファイヤＳ‐Jpn3 ２着，etc.

［曾孫］ タイムトゥヘヴン（18牡 ロードカナロア）�２勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，
ＮＺトロフィー‐G2 ２着，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，etc.

セフティーエンペラ（99� ＊ソヴィエトスター）６勝，福島記念‐Jpn3，
小倉大賞典‐Jpn3 ２着，ＨＴＢ賞，etc.

販売申込者・所有者： 横井 哲＝日高町清畠 �01456-5-6321
生 産 牧 場： 横井 哲
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

826 ガニエ２０２１ 牡・鹿 ２／１５
＊ Wild Again

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ワイルドラッシュ

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

��
��
�シネマスコープ鹿 2006 ブルーハワイ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイガニエ ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�ロングレジナ黒鹿 2013 フアイアーダンサー

＊カナデアンガール 2r
Key to the Mint S5×M5 Drone S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 クルイザキ（14鹿 ゴールドアリュール）��入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
トゥーナトライ（20牡鹿 フリオーソ）���出走

２代母 トウカイファイン（04鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝，若竹賞２着
トウカイビジョン（10牡 ゴールドアリュール）４勝，大島特別２着，�入着４回，

星雲賞２着，旭岳賞３着，グランシャリオ門別スプリント３着
トウカイセンス（11牝 ハーツクライ）５勝，南総Ｓ，御池特別，乙訓特別２着，天

草特別２着，ＴＶｈ杯３着
トウカイソンジュ（13牝 ゼンノロブロイ）�７勝
ゴールデンゾーン（16牡 ＊キンシャサノキセキ）入着５回，�１勝��入着
トウカイラルゴ（17牡 ロードカナロア）��８勝�６勝
ベンチャーアウト（18牡 リアルインパクト）�１勝

３代母 トウカイステラ（96鹿 トウカイテイオー）４勝，鏑矢特別，閃光特別
ヴィーヴァヴォドカ（06牝 ダンスインザダーク）２勝，フラワーＣ‐G3
アドマイヤオンリー（07牝 ＊クロフネ）３勝

オピニオン（14牝 ＊アイルハヴアナザー）出走
オンリーオピニオン（19牝 キズナ）�１勝，デイジー賞３着

４代母 ツジノダイアナ（86鹿 ＊マグニテユード）３勝
［子］ ダイアナショー（99牝 トウカイテイオー）２勝，カーネーション特別
［孫］ メイショウルシェロ（05牝 メイショウオウドウ）３勝，鞍ケ池特別，宇治

川特別２着，宇治川特別３着，etc.
メイショウダビンチ（09牡 オレハマッテルゼ）１勝，ネモフィラ賞３着

５代母 テツノアーク（68栗 ＊アークテイツクヴエイル）１勝
［子］ レイレナード（83牡 ＊アラナス）４勝，七夕賞‐Jpn3 ３着，秩父特別，陣

馬特別，etc.
［孫］ アキノサンシー（79� ＊サンシー）11勝，大阪城Ｓ‐OP，難波Ｓ，甲南Ｓ，etc.

オータムロンバード（81牡 ＊ロンバード）６勝，水無月Ｓ，パールＳ，み
なみ北海道Ｓ，etc.

アキノノーザリー（85牡 ＊ノーザリー）３勝，灘Ｓ３着，�３勝

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

827 クルイザキ２０２１ 牡・鹿 ４／１３
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤクルイザキ ＊フレンチデピュティ

��
��
�トウカイファイン鹿 2014 トウカイステラ

＊マイリー 7e
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 サワヤカムスメ（12鹿 ネオユニヴァース）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ディーバダンス（17牝鹿 トーセンジョーダン）入着，��２勝��入着
エグゼクティブラン（19牝鹿 ＊バゴ）��入着２回
サヤオンニ（20牝鹿 ＊タリスマニック）��１勝

２代母 サワヤカスズカ（97鹿 サクラバクシンオー）２勝
サワヤカラスカル（05牝 ラスカルスズカ）５勝，道頓堀Ｓ，うずしおＳ，君子蘭賞，

うずしおＳ２着，道頓堀Ｓ２着
スズカジョンブル（09牡 ジャングルポケット）３勝
サンレイロッキー（11牡 ゼンノロブロイ）１勝
サワヤカフェスタ（14牝 ナカヤマフェスタ）入着２回，�２勝
サワヤカタイド（15牡 ブラックタイド）�４勝
マイネルチューダ（17牡 マツリダゴッホ）�１勝，栃尾特別２着，合馬特別２着，

大牟田特別２着
ウインマミリアス（19牡 リオンディーズ）��１勝

３代母 ダンシングスズカ（87鹿 ミスターシービー）出走
ゴーイングスズカ（93牡 ダイナガリバー）８勝，目黒記念‐Jpn2，福島記念‐Jpn3，

ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，etc.
ゴーゴースズカ（00牝 ＊フォーティナイナー）１勝

ネガティヴ（12牝 アジュディミツオー）�１勝��１勝��入着４回，エーデ
ルワイス賞‐Jpn3 ３着，ジュニアＧＰ３着

ビューティ（13牡 スターリングローズ）���１勝�４勝�２勝��，金沢ヤ
ングＣｈ２着，兼六園ジュニアＣ３着

４代母 ダンシングフアイタ（78黒鹿 ＊ダンシングキヤツプ）５勝，中山牝馬Ｓ，京王杯
オータムＨ２着，ニューイヤーＳ‐OP，福島民報杯‐OP，アクアマリンＳ，�９勝
［孫］ タイムフェアレディ（98牝 メジロマックイーン）３勝，フラワーＣ‐Jpn3，

うぐいす賞，呉竹賞２着
スズカオペラ（01牡 ＊オペラハウス）３勝，バイオレットＳ‐OP，飛梅賞，
�入着�，名古屋優駿‐Jpn2 ３着

販売申込者・所有者： ㈲新井牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4136
生 産 牧 場： ㈲新井牧場
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

828 サワヤカムスメ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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスサワヤカムスメ サクラバクシンオー

��
��
�サワヤカスズカ鹿 2012 ダンシングスズカ

＊アストニシメント 7c
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 ＊シルバーフォー（14 USA鹿 Majesticperfection）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
キラーティー（19牝鹿 ミッキーアイル）��１勝
アリアージュ（20牡鹿 ヴィクトワールピサ）�出走

２代母 アニヴァーサリーAnniversary（06 USA鹿 Yankee Victor）不出走
デュラントDurant（12 牝 StevieWonderboy）USA３勝
カヴィトレイス Covey Trace（13牝 StevieWonderboy）USA４勝，チャールズ

タウンオークス‐G3
アルシェハブアルモードヒーAlshehab Almodhee（19牡 Bandini）�SAU２勝

３代母 ガッゾGhazo（96 USA栗 Ghazi）不出走
ヤンキーマスター Yankee Master（03 牡 Yankee Victor）USA４勝，Bourbon

S‐L，Kris S. S‐L ２着，Elkwood S２着，etc.
インディアンウェイ IndianWay（05牝 Indian Charlie）USA４勝，My Juliet S

‐L，プライオレスＳ‐G1 ３着
インディアンブラーヴァ Indian Brava（12牝 Bernardini）USA・CAN２勝，

Instant Racing S‐L ３着
ウェイストライキングWay Striking（13� Smart Strike）USA６勝，Jim R

asmussenMemorial S，Brooks Fields S２着，Gus Fonner S２着，etc.
ディヴァインビューティDivine Beauty（11 牝 Divine Park）USA４勝，Mardi

Gras S，Silverbulletday S‐L ２着，Pago Hop S３着

４代母 シルヴァートレイナー Silver Trainor（91 USA鹿 Silver Hawk）USA２勝
［子］ ハートフェルト Hartfelt（05 牝 Kafwain）USA２勝，La Senorita S

‐L，Remington Park Oaks‐L ２着
シルヴァーストリーカー Silver Streaker（98 牝 Smart Strike）USA・PR
４勝，C. Bold Forbes‐L

［孫］ ゴーストハンターGhost Hunter（10� Ghostzapper）�USA・CAN24
勝，アーリントンＨ‐G3，Presque Isle Mile S‐L，ハンシンＣ‐G3
２着，etc.

［曾孫］ マリアズプリンセスMariah's Princess（18 牝 Ghostzapper）�USA３
勝，Mistletoe S，Letellier Memorial S２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

829 シルバーフォー２０２１ 牡・青鹿 ４／１３
＊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

＊

マジェスティクパーフェクション Harlan's Holiday

�
�
�
�
�

��
��

�Majesticperfection Act So Nobleシルバーフォー アニヴァーサリー Yankee Victor

��
��
�Anniversary鹿USA 2014 Ghazo

11
Halo S4×M5 Caro S4×M5

価格： 購買者：



母 シャインパーミット（08鹿 ＊ファルブラヴ）��３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
アブレイズヒーロー（17牡黒鹿 スクリーンヒーロー）１勝
アマレーナイメル（20牝鹿 ビッグアーサー）�未出走

２代母 レミニセンス（00栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，鷹巣山特別，月岡特別，ロ
ベリア賞２着
メインエンジン（07牡 ＊タイキシャトル）�４勝
サンライズセンス（12牡 ＊グラスワンダー）３勝，名鉄杯，あずさ賞，木曽川特別２

着，琵琶湖特別２着，アザレア賞２着，etc.
コスモスーベニア（17牡 ＊アイルハヴアナザー）入着２回，���１勝

３代母 グレイエミネンス（90鹿 ＊トニービン）４勝，内外タイムス杯，エーデルワイ
スＳ，若鮎賞，ミモザ賞２着
エミスフェール（96牝 ＊ホワイトマズル）出走

エミーズスマイル（04牝 アグネスタキオン）２勝，アネモネＳ‐L，寒竹賞，etc.，
�１勝�入着，ジュニアＧＰ２着
エミーズパラダイス（09牝 フサイチコンコルド）�２勝��３勝��，エ
ンプレス杯‐Jpn2 ２着，ロジータ記念，羽田盃２着，etc.

オリジナルスマイル（10	 メイショウサムソン）３勝，陣馬特別，姫川特別
ホウオウエミーズ（17牝 ロードカナロア）�４勝，スピカＳ，織姫賞，常
総Ｓ２着，etc.

ディラクエ（05牡 フサイチコンコルド）�３勝��１勝，北海道２歳優駿
‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着，京浜盃，etc.，ＮＡＲ優２歳

エミネントピークス（97牝 ＊ティンバーカントリー）３勝，長岡特別，印旛沼特別，
白河特別２着，etc.
シャドウエミネンス（08牡 アグネスタキオン）２勝，蒲郡特別，大牟田特別２着

マイティーヒーロー（98牡 ＊ラムタラ）入着２回，糸魚川特別２着

４代母 ＊グレイキル（81 USA芦 Forceten）不出走
［子］ ピーロトーク（87牝 ニホンピロウイナー）３勝，鷹巣山特別３着，アカシ

ヤＳ３着

販売申込者・所有者： 上野 正恵＝新ひだか町静内東別 �080-5590-4099
生 産 牧 場： 上野 正恵
飼 養 者： 上野 正恵＝新ひだか町静内東別 �080-5590-4099

830 シャインパーミット２０２１ �・鹿 ３／３１
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightシャインパーミット ＊サンデーサイレンス

��
��
�レミニセンス鹿 2008 グレイエミネンス

＊グレイキル 5g
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ジュエルド（14栗 ＊ストーミングホーム）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
キタノコレット（19牝栗 アドマイヤムーン）��入着

２代母 ＊ルビーズアンドダイアモンズ（04 IRE 鹿 Singspiel）不出走
ピラミッド（09� Dubai Destination）１勝，�２勝�

３代母 トルーリースペシャル Truly Special（85 IRE 鹿 Caerleon）FR２勝，ロワイ
ヨモン賞‐G3，オペラ賞‐G2 ３着，ノネット賞‐G3 ２着，P. de la Seine‐L
２着，P. des Tuileries‐L ２着，etc.
ソロドリュヌ Solo de Lune（90牝 Law Society）FR・GER１勝，Bayerischer

Stutenpreis‐L ２着
セルリアンスカイ Cerulean Sky（96牝 Darshaan）GB・FR・USA３勝，サン

タラリ賞‐G1，P. La Camargo‐L，ＥＰテイラーＳ‐G1 ２着，etc.
ランクレッス L'Ancresse（00 牝 Darshaan）GB・IRE・USA２勝，Finale S

‐L，愛オークス‐G1 ２着，ＢＣターフ牝馬‐G1 ２着，etc.
ムーンストーンMoonstone（05牝 Dalakhani）GB・FR・IRE１勝，愛オーク

ス‐G1，英オークス‐G1 ２着
トルーリーアドリーム Truly a Dream（91牝 Darshaan）FR・USA３勝，ＥＰテ

イラーＳ‐G2，ロワイヨモン賞‐G3，プシュケ賞‐G3 ２着，etc.
ドリームピースDream Peace（08牝 Dansili）FR・USA・CAN・SIN４勝，

ノネット賞‐G2，P. Volterra‐L，ダイアナＳ‐G1 ２着（２回），etc.
ワリードWareed（98牡 Sadler's Wells）GB・FR４勝，ヴィコンテッスヴィジェ

賞‐G2，ユベールドショードネイ賞‐G2，Troy S‐L，etc.，種牡馬
リブレット Libretto（00 牝 Singspiel）不出走

コレット Colette（16 牝 Hallowed Crown）AUS８勝，ＶＲＣエンパイアローズ
Ｓ‐G1，ＡＴＣオーストラリアンオークス‐G1，ＡＴＣアポロＳ‐G2，etc.

４代母 アルクティクロワイヤル Arctique Royale（78 IRE 鹿 Royal and Regal）F
R・IRE３勝，愛１０００ギニー‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G2，愛プリティポリー
Ｓ‐G2 ２着

販売申込者・所有者： ㈲米田牧場＝新ひだか町三石西蓬莱 �0146-33-2156
生 産 牧 場： ㈲米田牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

831 ジュエルド２０２１ �・栗 ２／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�ストーミングホーム Try to Catch Meジュエルド
＊ Singspiel

��
��
�ルビーズアンドダイアモンズ栗 2014 Truly Special

23
Halo S4×M5×M5 Mr. Prospector M4×M5 Hail to Reason S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ジョリファム（10青鹿 スペシャルウィーク）�４勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５）〕
リゼブルー（16牝芦 ＊ダンカーク）１勝
セルフメイド（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）２勝，�地方未出走
ベストリーガード（19牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）�２勝，プラタナス賞（Ｄ1600）

２代母 メジロアニマート（03黒鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝
エッジ（14牡 トランセンド）�１勝����入着３回
サラート（15牝 マルカシェンク）�２勝
ダリアシャーク（18牝 ジョーカプチーノ）��１勝

３代母 ＊コロンバイト（96 GB青鹿 Caerleon）不出走
メジロニコラス（01� ＊サンデーサイレンス）５勝，札幌日経ＯＰ‐L ３着，晩秋特

別，支笏湖特別，etc.
メジロボンベイ（02牝 スペシャルウィーク）不出走

カシノペンダント（09牝 ローエングリン）入着，�２勝，初夏賞，文月賞２着，
佐賀皐月賞３着

４代母 グラファイトGraphite（84 USA黒鹿 Mr. Prospector）GB１勝
［孫］ ラージサマン Rajsaman（07牡 Linamix）GB・FR・UAE・HKG６勝，

ミュゲ賞‐G2，ダニエルヴィルデンシュタイン賞‐G2，フォンテヌブ
ロー賞‐G3，etc.，種牡馬

ロザワ Rosawa（02牝 Linamix）FR４勝，P. de la Calonne‐L，P. d
e Liancourt‐L

ラダンプール Radanpour（12 牡 Sea The Stars）IRE４勝，King Geor
ge V C‐L

［曾孫］ フービガットユーWhobegotyou（05� Street Cry）AUS10 勝，ＭＲＣ
コールフィールドＳ‐G1，ＭＲＣコールフィールドギニーズ‐G1，Ｍ
ＲＣＪＪリストンＳ‐G2，etc.

ロサナラ Rosanara（07 牝 Sinndar）GB・FR２勝，マルセルブサック賞
‐G1，仏オークス‐G1 ２着，クリテリヨムアンテルナシヨナル‐G1
３着，etc.

パールミクス Pearl Mix（09� Oratorio）GB３勝，Kempton Hyde S‐L

販売申込者・所有者： ㈱リアン＝大阪府茨木市 �072-622-6682
生 産 牧 場： 赤田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

832 ジョリファム２０２１ �・栗 ４／１１

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールジョリファム ＊フレンチデピュティ

��
��
�メジロアニマート青鹿 2010 ＊コロンバイト

14c
Mr. Prospector S4×S5×M5 Numbered Account S5×S5 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 シルヴァースプーン（08黒鹿 アグネスタキオン）入着２回，�２勝�入着４回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
クリノユメジ（15牡栗 ＊ハービンジャー）�１勝
ソルレオーネ（17牡鹿 ＊タートルボウル）��１勝�３勝�
ボナペティ（19牝栗 ストロングリターン）�１勝�
マロンアルジャン（20牝栗 エピファネイア）�未出走

２代母 ＊シルヴァーカップ（02 IRE 黒鹿 Almutawakel）ITY・USA８勝，サンタアナ
Ｈ‐G2，ブエナヴィスタＨ‐G2，サンゴルゴニオＨ‐G2，伊１０００ギニー‐G2，P
. Seregno‐L，etc.
シルヴァーグレイス（10牝 ハーツクライ）４勝，木津川特別，九州スポーツ杯２着，

知多特別２着，由比ヶ浜特別２着，恵那特別２着
カレンリスベット（11牝 マンハッタンカフェ）４勝，八ヶ岳特別，桑折特別，美浦

Ｓ２着，テレ玉杯２着，初富士Ｓ３着，etc.
ドラゴンカップ（13牡 ステイゴールド）４勝，柳都Ｓ，リボン賞，白川郷Ｓ２着，

納屋橋Ｓ３着，観月橋Ｓ３着，etc.
ルッジェーロ（15	 ＊キンシャサノキセキ）�４勝，朱鷺Ｓ‐L ２着，ヒヤシンスＳ‐L ３

着，ＴＶｈ賞‐OP ２着，タンザナイトＳ‐OP ３着，ながつきＳ‐OP ３着，etc.
ラルナブリラーレ（17牝 ハーツクライ）�４勝，パラダイスＳ‐L ２着，ユートピア

Ｓ，月岡温泉特別２着，垂水Ｓ３着

３代母 リブルズデイルRibblesdale（95 GB鹿 Northern Park）GB１勝
マダモゼイユアンナMadamoseille Anna（01牝 ＊シンコウフォレスト）不出走

シルスプール Silsupur（08 牡 Strike the Gold）TUR11 勝，Ertugrul Gazi‐L，
H Basri Karabucak S‐L，Yildirim Bayezid S‐L，etc.

シルヴァーミツワー Silver Mitzva（04牝 Almutawakel）GB・FR・GER・ITY２
勝，P. Giovanni Falck‐L ２着，P. Belle de Nuit‐L ３着

シルヴァーロック Silver Rock（07牝 ＊ロックオブジブラルタル）GB・USA２勝，
Candy Eclair S３着

４代母 タリブ Tarib（83 GB栗 Habitat）GB・GER・ITY６勝，ウンブリア賞‐G2，
オステルマンポカール‐G3，Scherping‐Rennen‐L，ゴルデネパイチェ
‐G3 ２着，Trafalgar House Sprint S‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別山際牧場＝日高町豊郷 �090-8897-4199
生 産 牧 場： ㈱門別山際牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

833 シルヴァースプーン２０２１ �・鹿 ２／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラシルヴァースプーン
＊ Almutawakel

��
��
�シルヴァーカップ黒鹿 2008 Ribblesdale

9c
サンデーサイレンス S3×M3 Mrs. Penny S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 シルクドレス（14栗 ディープスカイ）入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ミヤギザオウ（19牡黒鹿 ＊パイロ）���３勝，羽田盃（Ｄ1800）
ルーシースカイ（20牝鹿 ＊ダノンレジェンド）���入着

２代母 ＊アークティックシルク（01 GB栗 Selkirk）GB入着２回
アンタークティクデザートAntarctic Desert（07� Green Desert）GB・QAT１勝
ゴールデンナンバー（09牝 ダイワメジャー）５勝，京都牝馬Ｓ‐G3 ２着，パラダイ

スＳ‐OP ２着，ユートピアＳ，パールＳ，木津川特別，etc.
アンタークティカ（11牝 ＊コマンズ）入着，�２勝
ジンダバイン（12牝 ＊コマンズ）１勝，��１勝
ロードスター（13牡 アドマイヤムーン）３勝，湯浜特別２着，西部スポニチ賞３着，

三木特別３着
ウォルフズハウル（16牡 ハーツクライ）�２勝，燧ヶ岳特別，三陸特別２着，阿寒

湖特別３着，飯盛山特別３着，汐留特別３着
ポーラーサマー（17牡 キズナ）１勝，ルスツ特別２着，��１勝
アイスムーン（18牝 アドマイヤムーン）��３勝

３代母 ケイプヴァーディ Cape Verdi（95 IRE 鹿 Caerleon）GB３勝，英１０００ギニ
ー‐G1，ローザーＳ‐G2，ファルマスＳ‐G2 ３着，Chesham S‐L ２着
ナブッコNabucco（09� Dansili）GB・FR５勝，Godolphin S‐L，James Sey

mour S‐L，Goodwood Festival S‐L ３着，etc.，GB障害３勝

４代母 アフリクブルーアジュールAfrique Bleu Azur（87 USA黒鹿 Sagace）FR２勝
［子］ ラフリカンブルー L'Africain Bleu（93牡 Saint Cyrien）FR・USA６勝，

G.P. de Lyon‐L，P. de l'Avre‐L，P. de Reux‐L ２着，
種牡馬

［孫］ ダームクレールDame Claire（07 牝 Danehill Dancer）AUS６勝，M
orn R. M. Ansett Classic‐L，VRC Andrew Ramsden S‐L，ＳＡ
ＪＣアデレイドＣ‐G2 ３着，etc.

［曾孫］ イクスチェインジズ Exchanges（07 牝 Domesday）AUS２勝，TRC S
trutt S‐L ２着，TTC Tasmanian Oaks‐L ２着，SAJC Oakla
nds Plate‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲絵笛牧場＝浦河町上絵笛 �0146-22-0686
生 産 牧 場： ㈲絵笛牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

834 シルクドレス２０２１ �・鹿 ３／３０

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビシルクドレス
＊ Selkirk

��
��
�アークティックシルク栗 2014 Cape Verdi

8f
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊シーズババズディライト（01 USA栗 Distorted Humor）USA３勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：地方－７（36）〕
ケイアイカミノユメ（07牡栗 Lion Heart）�６勝�１勝
ドリームスカイハイ（11牡栗 ディープスカイ）�６勝��８勝
クリムゾンスカイ（12牝栗 ディープスカイ）�１勝��入着３回
ブラウンヘルシャー（14牡鹿 ＊エンパイアメーカー）�３勝��２勝
テクノマインド（15牡栗 アドマイヤムーン）��７勝，兵庫ダービー（Ｄ1870）３

着，園田ジュニアＣ（Ｄ1700）２着
テクノディライト（17牡栗 ＊マジェスティックウォリアー）�１勝
ナガタドール（19牝栗 ＊パイロ）���１勝

２代母 ビヘイヴィングダンサー Behaving Dancer（87 USA栗 Green Dancer）U
SA７勝，ゴールデンハーヴェストＨ‐G3，Locust Grove H‐L，Old South H
‐L，Lyrique H‐L，Capital Holding S‐L ２着，etc.
グリーンヘイローGreen Halo（02� ＊サザンヘイロー）USA１勝

３代母 ビヘイヴィングレイディ Behaving Lady（75 USA黒鹿 Ambehaving）USA
10 勝，Aspidistra H，Zippy do H，Ruddy Belle H２着，Begonia H
３着
ブラッシュリーBrushly（83 牝 Liloy）USA１勝

モーウルフMo.Wolf（88 牝 Wolf Power）USA４勝
モーディネロMoDinero（95� Lord AtWar）USA10 勝，Catchmeif
youcan S，IslandWhirl H，King's Court S２着

ジャーニートゥアファンタシー Journeytoafantasy（89 牝 Great Charmer）U
SA・PER４勝，P. Augusto N. Wiese‐L ３着

グランシエクルGrand Siecle（84 牡 Text）BEL６勝，Les Guineas‐L ３着
ジェントルマンズオナーGentleman's Honor（85� L'Enjoleur）USA５勝，Or

ange County H‐L ２着，Phil D. Shepherd S‐L ２着
リヴァーゴ Rivergo（86牡 Riverman）USA８勝，Wiley Post H２着，Cross

roads H３着，Remington Cup H３着，etc.，種牡馬
ミスワードフォーワードMisswordforword（88牝 Verbatim）USA２勝，Remi

ngton Park Oaks‐L ３着

販売申込者・所有者： 石田 英機＝青森県上北郡七戸町 �0176-62-2533
生 産 牧 場： 石田 英機
飼 養 者： 石田 英機＝青森県上北郡七戸町 �0176-62-2533

835 シーズババズディライト２０２１ 牡・栗 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスウインバリアシオン

＊ Storm Bird

��
��
�スーパーバレリーナ鹿 2008 ＊カウントオンアチェンジ

＊

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シーズババズディライト ビヘイヴィングダンサー Green Dancer

��
��
�Behaving Dancer栗USA 2001 Behaving Lady

10a
Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ガーリッシュハート（11鹿 ハーツクライ）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
サエル（19牝鹿 ＊ケープブランコ）�未出走
ソルトハート（20牡黒鹿 ＊バゴ）�未出走

２代母 ＊ルヴァーガール（00 GB鹿 Alzao）GB・USA３勝，ロックフェルＳ‐G2，
La Habra S‐L，プリンセスマーガレットＳ‐G3 ２着，Henry Carnarvon S
‐L ２着
エバーシャイニング（07牝 ゼンノロブロイ）２勝

ペイシャエヴァー（14牡 ショウナンカンプ）４勝，高砂特別３着，鈴鹿特別３着
ネバーゴーンアウト（17� ヴィクトワールピサ）�２勝，白井特別３着
フィールドモーリス（18牡 モーリス）１勝，��１勝

ネオザミスティック（08牝 ハーツクライ）２勝
クリスタロス（16牡 ＊タートルボウル）１勝
コスモシークレット（17牡 ＊タートルボウル）１勝，��１勝

サンライズマヌー（09牡 ＊シンボリクリスエス）２勝
セトノビーナス（12牝 デュランダル）１勝
ステイキングダム（13牡 ステイゴールド）３勝，近江特別３着，奥尻特別３着
アルングリム（14牡 ネオユニヴァース）�１勝�１勝
スパークルガール（16牝 ハーツクライ）���入着９回�３勝
ヴィサルガ（17� ダノンシャンティ）入着，�１勝	入着

３代母 ガールオヴマイドリームズGirl of My Dreams（93 IRE 鹿 Marju）GB２勝

４代母 スタイリッシュガール Stylish Girl（86 USA鹿 Star de Naskra）不出走

５代母 カーナビーガールCarnaby Girl（68 USA栗 ToMarket）USA２勝
［子］ ストレインジウェイズ Strangeways（78 牝 Olympiad King）USA３勝，

Merry Madeleine S，レイルバードＳ‐G3 ２着，Bangles an
d Beads S２着

ハイスタイル High Style（80 牝 King Pellinore）IRE・USA４勝，Lo
di H，Marble Hill S２着

販売申込者・所有者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村本牧場
飼 養 者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743

836 ガーリッシュハート２０２１ 牡・栃栗 ３／２５

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスガーリッシュハート
＊ Alzao

��
��
�ルヴァーガール鹿 2011 Girl of My Dreams

14c
Lyphard M4×M5

価格： 購買者：



母 ゴッドダンシング（06黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（８）〕
グッディー（13牝鹿 キングカメハメハ）��３勝
ゴッドスパロウ（15�鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，�２勝�
シゲルハクチョウザ（17牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）入着，���３勝
ランドボルケーノ（18牡黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，ドンカスターＣ（Ｄ1400）

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.
ゴッドビラブドミー（04牝 ＊ブライアンズタイム）�７勝

シュエット（13牝 ブラックタイド）�４勝，菊水賞
ライジングドラゴン（15牡 カネヒキリ）３勝，釧路湿原特別，ＴＶｈ賞２着，

梅田Ｓ３着，��入着２回
ミューチャリー（16牡 ＊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，etc.，ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古牡

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.

ゴッドフローラ（08牝 アグネスタキオン）１勝，�１勝�入着
ゴッドバンブルビー（16牝 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，陽春Ｓ２着，マカオＪＣ

Ｔ２着

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： 森永 聡＝新冠町万世 �0146-49-5200
生 産 牧 場： 森永 聡
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

837 ゴッドダンシング２０２１ �・鹿 ２／１２

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイゴッドダンシング ＊コマンダーインチーフ

��
��
�ゴッドインチーフ黒鹿 2006 ＊ファーガーズプロスペクト

3d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 コフィーチャン（08黒鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－４（14）〕
ワイルドゲーム（13牡鹿 ハイアーゲーム）２勝，��７勝
カンガルールブタン（14牝黒鹿 ローエングリン）１勝
トーシンヌメラトム（15牝鹿 トーセンホマレボシ）��１勝
ミユキメガバックス（16牡黒鹿 ベルシャザール）１勝，��２勝���
ミユキリバタリアン（17牡黒鹿 トーセンジョーダン）��２勝�２勝
ミユキザジャイアン（18牡鹿 ゼンノロブロイ）��入着２回
タイガークリスエス（19牡黒鹿 ラブリーデイ）�入着２回

２代母 ＊ウィギング（95 GB鹿 ＊ウォーニング）GB１勝
アドバンスピール（05牡 Singspiel）１勝，�２勝��１勝
ピックアンドポップ（12牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝

３代母 プッシー Pushy（78 GB栗 Sharpen Up）GB４勝，クイーンメアリーＳ‐G2，
コーンウォリスＳ‐G3，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着，モールコームＳ‐G3 ３着
プッシュオフPushoff（84 牝 Sauce Boat）GB１勝

スリリングデイ Thrilling Day（93牝 ＊グルームダンサー）GB・IRE・USA６勝，
ジェニーワイリーＳ‐G3，ネルグウィンＳ‐G3，Oak Tree S‐L，etc.

ブルーブック Bluebook（85牝 Secretariat）GB・FR４勝，フレッドダーリングＳ
‐G3，セーネオワーズ賞‐G3，プリンセスマーガレットＳ‐G3，etc.

マイセルフMyself（92 牝 Nashwan）GB・FR２勝，ネルグウィンＳ‐G3，パレロ
ワイヤル賞‐G3 ２着，クイーンメアリーＳ‐G3 ２着，etc.

ファースト First（98 牝 Highest Honor）FR２勝，P. Ceres‐L，P. de la Calo
nne‐L ３着
オールヴォワール Au Revoir（10 牡 Singspiel）FR・AUS５勝，ＭＲＣサンダ

ウンクラシック‐G2，Derby du Languedoc‐L，G.P. de Clairefonta
ine‐L，etc.

オーヴァルオフィスOval Office（99 牝 Pursuit of Love）GB２勝
グラスオフィスGlass Office（10 牡 Verglas）GB・UAE４勝，デュークオヴ

ヨークＳ‐G2，サイレニアＳ‐G3，Sandy Lane S‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

838 コフィーチャン２０２１ 牡・青鹿 ２／１９

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayコフィーチャン
＊

＊ウォーニング

��
��
�ウィギング黒鹿 2008 Pushy

14b
Roberto M4×M5 Hail to Reason S5×M5 In Reality S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ココロノスポーツ（10 USA鹿 Monarchos）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ジョースポーツ（15牡鹿 ジョーカプチーノ）�１勝
ケントホープ（16牡鹿 ＊パイロ）��２勝�１勝
ゴーウィズフェイス（19牝鹿 モーリス）�入着３回

２代母 サマーワイルドファイアー SummerWildfire（04 USA鹿 Forest Wildcat）
USA出走
リッチモナルコスRich Monarchos（09� Monarchos）USA１勝
バーニングスカイBurning Sky（11牝 Sky Mesa）USA１勝
コングラッツアンダプレアーCongratsandaprayer（12� Congrats）USA１勝

３代母 アリゼアAlizea（88 USA鹿 Premiership）USA２勝
アイランドエンペラー Island Emperor（93 牡 IslandWhirl）USA10 勝，Sporting

Plate H‐L，Passaic County S，Mr. Nickerson H２着，etc.
ポエトリーミス Poetry Miss（94 牝 Tasso）USA１勝，Ontario Debutante S

‐R ３着
＊エフワンナカヤマ（95牡 Skip Trial）２勝，京成杯‐Jpn3 ２着
ライフイザホワール Lifeisawhirl（96� IslandWhirl）USA６勝，Rocket Man S

‐L，Eillo S‐R，JosephM. O'Farrell S，etc.
ロードアフェアーRoad Affair（97 牝 Cahill Road）USA入着

ロマンティカミア Romantica Mia（10牝 Speightstown）USA・ARG４勝，
P. Bayakoa‐L ３着

ソングアンダプレアー Songandaprayer（98 牡 Unbridled's Song）USA３勝，フ
ァウンテンオヴユースＳ‐G1，Huntington S‐L，ブルーグラスＳ‐G1 ２
着，etc.，種牡馬

ジャストアジングル Just a Jingle（03 牝 Unbridled's Song）不出走
クリスマス Christmas（19 牝 Constitution）�USA３勝，Tah Dah S‐R，

Best of Ohio Queen City Oaks‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈱千里ファーム＝新ひだか町三石鳧舞 �090-6695-9165
生 産 牧 場： 山野牧場
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

839 ココロノスポーツ２０２１ �・鹿 ３／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊

モナルコス Maria's Mon

�
�
�
�
�

��
��

�Monarchos Regal Bandココロノスポーツ サマーワイルドファイアー Forest Wildcat

��
��
�SummerWildfire鹿USA 2010 Alizea

12b
Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 シルクプロミス（06栗 マヤノトップガン）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（７）〕
チェルナハート（16牝栗 ＊プリサイスエンド）��１勝��
レモン（17牝鹿 ＊プリサイスエンド）��２勝�１勝
カルシファー（18牡栗 ＊プリサイスエンド）��１勝
キタノプレッジ（19牡鹿 ＊プリサイスエンド）��１勝��１勝

２代母 ＊ウエルシュクイーン（94 IRE 黒鹿 Caerleon）IRE１勝，Derrinstown Stud
1000 Guineas Trial‐L ２着
グラスヴィンテージ（99牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
シルクトリニティー（00牝 ＊ブライアンズタイム）入着，��１勝
シルキーステラ（02牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，昇仙峡特別３着，燕特別３着

ワンダーロード（10牡 マンハッタンカフェ）４勝，利根川特別
シルクワンダー（03� ＊グラスワンダー）１勝
シルクイシュタール（04牝 キングヘイロー）�３勝�11 勝
シルクフリューゲル（07牡 キングヘイロー）�６勝
テイクチャージ（08牝 ＊プリサイスエンド）�７勝
キーヴュー（10牡 ヤマニンセラフィム）�７勝�１勝
キャンディキー（11牝 スクリーンヒーロー）入着４回，�１勝	３勝
マロンチーカ（12牝 ＊ファルブラヴ）�１勝�
ニシノオウカン（14牡 リーチザクラウン）２勝
ニシノラプランセス（15牝 リーチザクラウン）入着２回，�２勝

３代母 ステラーエンプレス Stellar Empress（89 USA黒鹿 Star de Naskra）IRE２勝

４代母 ラトリッジプレイスRutledge Place（85 USA黒鹿 Caro）不出走
［子］ ファームプレッジ Firm Pledge（90� Affirmed）GB・FR・USA７勝，

タンフォランＨ‐G3，デューハーストＳ‐G1 ３着，サンフランシス
コＨ‐G3 ２着，etc.

［孫］ ボストンイクスプレス Boston Express（01 牝 ＊ボストンハーバー）USA
４勝，Valid Expectations S‐L，Dixie Miss S，Carousel S
２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ラッキー牧場＝新冠町高江 �0146-47-2635
生 産 牧 場： ㈲ラッキー牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

840 シルクプロミス２０２１ 牡・鹿 ５／２８
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

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

��
��
�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�マヤノトップガン ＊アルプミープリーズシルクプロミス
＊ Caerleon

��
��
�ウエルシュクイーン栗 2006 Stellar Empress

14c
Northern Dancer S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 スイートアリエッタ（13鹿 ＊エンパイアメーカー）�５勝�１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ベルモットエール（20牝黒鹿 バンブーエール）��出走

２代母 ヒンギス（04黒鹿 マンハッタンカフェ）�１勝�６勝
ウインアルカディア（10牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，障害１勝
ポッドルージュ（11牝 ＊フレンチデピュティ）��３勝
ペプチドホープフル（12牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝�入着２回
ワンズネイチャ（14牝 ＊アイルハヴアナザー）�１勝��

３代母 スターバイオレット（96黒鹿 ＊ヘクタープロテクター）２勝，矢車賞，サフラ
ン賞２着，ゴールデンサドルＴ３着，藤森特別３着
ステイザコース（10� ステイゴールド）２勝，胎内川特別，睦月賞３着，熊野特別

３着，�１勝

４代母 ミユキカマダ（78黒鹿 ＊ダイアトム）３勝，バレンタイン特別，白梅賞
［子］ ルイジアナピット（85牝 ＊ヴアリイフオージユ）６勝，サンスポ阪神牝馬特別

‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ４着，etc.，優古牝
ダイカツリュウセイ（87牡 ＊プルラリズム）２勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，バ
イオレットＳ‐OP ２着，日高特別３着

フローレスリーフ（92牝 ＊ミルジヨージ）３勝，エリザベス女王杯‐Jpn1
４着，クリスマスキャロルＨ３着，御堂筋Ｓ３着，�６勝

［曾孫］ リトルアマポーラ（05牝 アグネスタキオン）５勝，エリザベス女王杯‐G1，
愛知杯‐G3，クイーンＣ‐Jpn3，etc.，優３牝

メイショウナルト（08� ハーツクライ）６勝，七夕賞‐G3，小倉記念‐G3，
オールカマー‐G2 ２着，etc.，障害１勝

エピカリス（14牡 ゴールドアリュール）３勝，ヒヤシンスＳ‐L，etc.，�
１勝��入着，北海道２歳優駿‐Jpn3，UAE入着，ＵＡＥダービー
‐G2 ２着，種牡馬

タガノデンジャラス（02牡 ＊エンドスウィープ）５勝，オーストラリアＴ
‐L，若葉Ｓ‐L ２着，中京２歳Ｓ‐OP ２着，etc.，障害１勝

ラッシュライフ（03牝 サクラバクシンオー）２勝，ファンタジーＳ‐Jpn3
２着，函館２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，谷川岳Ｓ‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲一珍棒牧場＝浦河町上向別 �090-3113-3208
生 産 牧 場： ㈲一珍棒牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

841 スイートアリエッタ２０２１ 牡・鹿 ４／２４
＊ Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アフリート

�
�
�
�
�
�
�
�
� Polite Ladyバンブーエール

＊ Rainbow Quest

��
��
�レインボーウッド栗 2003 Priceless Fame

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudスイートアリエッタ マンハッタンカフェ

��
��
�ヒンギス鹿 2013 スターバイオレット

＊コランデイア 9e
Mr. Prospector S3×M5

価格： 購買者：



母 スイートライラック（09黒鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（７）〕
ハーモニーブラス（14牡鹿 ヴァーミリアン）��３勝
ブラックキングダム（15牡青鹿 ローズキングダム）入着２回，�１勝���入着２回�
ニーニャボニータ（16牝黒鹿 カネヒキリ）�１勝�入着
リラジョリフィーユ（17牝黒鹿 キズナ）�１勝
マイブー（20牡鹿 エスポワールシチー）���１勝

２代母 ＊スイートスリリング（97 USA鹿 ＊サンダーガルチ）２勝，江戸川特別３着
スイートグラーツ（05牝 サクラバクシンオー）１勝
バンガロール（06牡 アグネスタキオン）４勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，マリーゴー

ルド賞‐OP ２着，会津特別，新春Ｓ３着
シンボリシュテルン（08牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
シンボリパソドブレ（10牡 スペシャルウィーク）１勝，��１勝

３代母 ＊ゲーリックチューン（91 USA鹿 Danzig）不出走
＊シンボリインディ（96牡 A.P. Indy）５勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，京成杯オータ

ムＨ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ２着，etc.
＊スイートクラフティ（98牝 Crafty Prospector）５勝，驀進特別，神奈川新聞杯，鳥

羽特別，etc.
マコトクオバディス（10牝 ダイワメジャー）入着２回，�６勝�入着２回，秋桜賞３着

４代母 スクアンソング Squan Song（81 USA黒鹿 Exceller）USA18 勝，アフェク
ショニトリーＨ‐G3，レアトリートＨ‐G3，コティリオンＳ‐G3，Carousel H
‐L（２回），Haddonfield H‐L（２回），etc.
［孫］ オメガコードOmega Code（00牡 Elusive Quality）USA３勝，サンミ

ゲルＳ‐G3，Jessman CloudMemorial S‐L，Gilded Time S
‐L ３着，種牡馬

テンペストフュージット Tempest Fugit（97	 Unaccounted For）US
A10 勝，John B.Campbell H‐L，Oceanport H‐L，Eight Th
irty S，etc.

ヴァーソエイヴァーソ Verso a Verso（10牝 Circular Quay）USA２勝，
MyDear Girl S‐R，John Franks Juvenile Fillies Turf S‐R ２着

販売申込者・所有者： 伊藤 敏明＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2361
生 産 牧 場： 伊藤 敏明
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

842 スイートライラック２０２１ 牡・黒鹿 ３／１３

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayスイートライラック
＊

＊サンダーガルチ

��
��
�スイートスリリング黒鹿 2009 ＊ゲーリックチューン

5f
Storm Bird S4×M5 Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 セラフィックロンプ（04青鹿 マンハッタンカフェ）５勝，愛知杯‐G3（２回），府
中牝馬Ｓ‐G3 ２着，マーメイドＳ‐G3 ２着，糺の森特別（芝 2000），尾頭橋特別
（芝 1800）２着（２回），etc.
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（７）〕
ミカタ（13�黒鹿 アドマイヤムーン）�２勝
ヴィーヴァザキング（15牡鹿 ＊キングズベスト）�５勝
マーサーアン（18牡鹿 ルーラーシップ）１勝
リュタン（19牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

２代母 エルソル（89鹿 ＊ロイヤルスキー）入着
ウルトラダン（97� ＊コマンダーインチーフ）１勝，�６勝�３勝�入着２回�
シュア（98� ＊ソヴィエトスター）３勝，新・新潟市制施行記念３着
ヒカルパラディーゾ（99牡 ＊リアルシヤダイ）�12 勝��
ヒカルダイチ（03牡 ダンスインザダーク）入着２回，�７勝

３代母 アズマローマン（79青鹿 ＊ラデイガ）１勝，��４勝
アズマフアンシー（86牝 アズマハンター）��入着

ショウブパワー（90牡 ブラツクスキー）��６勝，ゴールドＣ，しらさぎ賞，
戸塚記念２着

オーミマツカゼ（95牡 イブキマイカグラ）３勝，千里山特別２着，生田特別２
着，障害１勝

ダイヤッコ（87牝 アズマハンター）��６勝，トゥインクルレディ賞２着
メルクーリオ（93牡 ＊メンデス）１勝，ききょうＳ‐OP ３着，かえで賞３着
ユニコーン（94牝 マルゼンスキー）出走

モエレスペクタクル（08牡 ＊マジックマイルズ）�２勝�４勝	５勝，ジュニア
クラウン２着

４代母 ＊ハイタニア（71 USA鹿 Buckpasser）不出走
［子］ バンパサー（75牝 ＊ラデイガ）４勝，クイーンＳ，佐渡Ｓ

マルサスMalthus（92 牡 Temperence Hill）USA・PAN４勝，P. Emp
leados de Establos‐L，トラヴァーズＳ‐G1 ３着，ジムダンディＳ
‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 守矢牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2872
生 産 牧 場： 守矢牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

843 セラフィックロンプ２０２１ 牡・黒鹿 ５／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ 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 ＊サトルチェンジセラフィックロンプ ＊ロイヤルスキー

��
��
�エルソル青鹿 2004 アズマローマン

＊ハイタニア 4r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 スカイグラフィティ（10芦 ジャングルポケット）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（６）〕
コッヘル（17牡栗 ガルボ）�２勝�１勝��入着２回�
ロイコ（18牝芦 ガルボ）�地方未出走
グレタ（19牝芦 ガルボ）�１勝，�３勝

２代母 トップオブザヒル（04芦 ＊フレンチデピュティ）不出走
オモテナシ（11牝 ＊ブライアンズタイム）�10 勝
ダンツペレット（13牡 ジャングルポケット）２勝
サハラデザート（15牡 ＊ワイルドラッシュ）入着４回，�３勝
ジェントゥー（18牝 ディープブリランテ）��２勝
ワイワイドリーム（19牡 ディープブリランテ）��１勝

３代母 ＊マミーブルーⅡ（95 USA芦 Red Ransom）不出走
リリークラウン（05牝 ＊フレンチデピュティ）出走

チャイヨー（13牝 ＊アグネスデジタル）	５勝��３勝，ウイナーＣ，留守杯日
高賞２着，イーハトーブマイル３着，etc.

４代母 ＊ブルーアヴェニュー（90 USA芦 Classic Go Go）USA５勝，Pleasanton
Senorita H，San Jose Breeders' Cup H３着
［子］ ＊クロフネ（98牡 ＊フレンチデピュティ）６勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，ジャパ

ンＣダート‐Jpn1，武蔵野Ｓ‐Jpn3，etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬
ベッラベルーチ Bella Bellucci（99 牝 ＊フレンチデピュティ）USA５勝，
アスタリタＳ‐G2，カムリーＳ‐G3，Santa Paula S‐L，etc.

シシリアンブリーズ（08牝 ゼンノロブロイ）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着
ミスパスカリ（01牝 Mr. Greeley）３勝，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，御
在所特別，高山特別２着，etc.

［孫］ マウントロブソン（13牡 ディープインパクト）５勝，スプリングＳ‐G2，
オクトーバーＳ‐L，福島ＴＶＯＰ‐L，etc.

チャーオベッラ Ciao Bella（09 牝 Giant's Causeway）USA４勝，ランパー
トＳ‐G3，ラプレヴォワイヤントＨ‐G3 ２着，Dowager S‐L ２着

ミヤマザクラ（17牝 ディープインパクト）�２勝，クイーンＣ‐G3，Ｒ－
ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3 ２着，桜花賞‐G1 ５着

販売申込者・所有者： 山岡ファーム＝新冠町西泊津 �090-2698-9011
生 産 牧 場： 山岡ファーム
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

844 スカイグラフィティ２０２１ �・栗 ３／ ９
＊ 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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマースカイグラフィティ ＊フレンチデピュティ

��
��
�トップオブザヒル芦 2010 ＊マミーブルーⅡ

2r
Roberto S4×M5 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 スコッチリンクス（15鹿 ＊キンシャサノキセキ）不出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
イチノコマチ（20牝黒鹿 ＊パイロ）��１勝

２代母 マニーエクスプレス（00鹿 ＊ディアブロ）��２勝
ミラグロス（06牝 ビワシンセイキ）��２勝�入着８回�
ブリリアントアロー（11牝 オンファイア）��２勝

３代母 スターグラフ（91鹿 ラグビーボール）��６勝
ホシノダンサー（98牡 ＊フレイズ）��１勝
タッチミーテンダー（99牝 ＊アジュディケーティング）��11 勝

ランライクウインド（07牡 カルストンライトオ）��５勝
ジパング（01牡 アブクマポーロ）��３勝
ファイヤームーン（02牝 ビッグサンデー）��入着２回

モーントルーチェ（07牡 ノーリーズン）��１勝
ラヴィアンドール（10牡 ローエングリン）��１勝
ピオン（13牡 ＊カジノドライヴ）��１勝
フラヴィアレネット（14牝 ＊エーシンフォワード）��６勝
ライジングショット（15牡 ストロングリターン）��１勝

ガヴォット（05牝 ラスカルスズカ）��１勝

４代母 キラボシ（85青 ＊モガミ）入着
［子］ サンモンオペラ（93牡 ミホシンザン）�５勝

５代母 コスモトウシヨウ（76栗 ＊シヤトーゲイ）１勝
［子］ ロングソニック（92牡 ＊パーフライト）１勝，ひめゆり賞２着，�３勝	

ニューシティワープ（94牡 ウインザーノツト）
２勝�３勝
セキテイミノブ（84牝 カネミノブ）入着，�４勝
ランショウ（89牡 ＊ターナボス）�２勝

［孫］ テスコベルビュー（93牡 ドウカンテスコ）１勝，クローバー賞‐OP ２着
シルクケンザン（92牡 シルクテンザンオー）�２勝
ビッグシャープネス（97牝 ＊シャーディー）�１勝
ヒカルウェルス（97牝 ＊リンドシェーバー）��１勝

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

845 スコッチリンクス２０２１ �・鹿 ２／２０

＊

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

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンスコッチリンクス ＊ディアブロ

��
��
�マニーエクスプレス鹿 2015 スターグラフ

＊フロリースカツプ 3l
Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 スズカマンサク（15鹿 ロードカナロア）１勝
初仔

２代母 スズカローズマリー（03栗 ＊アフリート）２勝
スズカビスタ（11牡 スズカマンボ）２勝，宮崎特別，レインボーＳ２着，宮崎特別

３着，�５勝
スズカマドンナ（12牝 ディープインパクト）１勝
スズカマサル（13牡 スズカマンボ）１勝，松戸特別３着，�３勝
ダンシングサンダー（17牡 スズカコーズウェイ）２勝

３代母 ＊ローズオブスズカ（92 IRE 鹿 Fairy King）不出走
＊ローマンスズカⅡ（97牝 Seattle Slew）不出走

スズカローラン（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，名鉄杯，遊楽部特別，臥牛
山特別，etc.
スズカデヴィアス（11牡 キングカメハメハ）６勝，新潟大賞典‐G3，白富
士Ｓ‐L，京都記念‐G2 ２着，etc.，障害１勝

レイホーロマンス（13牝 ＊ハービンジャー）３勝，愛知杯‐G3 ２着，愛知
杯‐G3 ３着，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，etc.，�３勝

スズカフェニックス（02牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，高松宮記念‐G1，阪神Ｃ
‐Jpn2，東京新聞杯‐G3，etc.，種牡馬

４代母 ローズオヴジェリコRose of Jericho（84 USA鹿 Alleged）不出走
［子］ ＊ドクターデヴィアス（89牡 Ahonoora）GB・FR・IRE・USA６勝，英ダービ

ー‐G1，デューハーストＳ‐G1，愛チャンピオンＳ‐G1，etc.，種牡馬
＊シンコウキング（91牡 Fairy King）８勝，高松宮杯‐Jpn1，スプリンター

ズＳ‐Jpn1 ３着，etc.，HKG入着，香港国際ボウル‐G2 ３着，種牡馬
［孫］ ダンシングレインDancing Rain（08 牝 Danehill Dancer）GB・IRE・

GER・HKG４勝，英オークス‐G1，独オークス‐G1，英ＢＣフィリ
ーズ＆メアズＳ‐G2，etc.

＊イーヴンソー（17牝 Camelot）GB・FR・IRE３勝，愛オークス‐G1，
Naas Oaks Trial‐L，パークイクスプレスＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲稲原牧場＝平取町本町 �01457-2-2557
生 産 牧 場： ㈲稲原牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

846 スズカマンサク２０２１ 牡・鹿 ４／１７
＊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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムスズカマンサク ＊アフリート

��
��
�スズカローズマリー鹿 2015 ＊ローズオブスズカ

1t
Mr. Prospector M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 スイートリリック（10栗 ダイワメジャー）入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
リリカルフレイム（17牝黒鹿 ＊パイロ）�１勝
パストーソ（18牡栗 フリオーソ）���６勝，黒潮盃（Ｄ1800）２着
パルフェグラッセ（19牝栗 ＊ディスクリートキャット）�入着

２代母 ＊スリリングヴィクトリー（02 USA鹿 Event of the Year）USA６勝，Alb
any S，Angel Island S，BayMeadows Oaks，ラブレアＳ‐G1 ３着，
Golden Poppy BC S‐L ３着，etc.
トーセンセカイオー（09牡 キングカメハメハ）３勝
レディードリー（16牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝
モズセカイイサン（17牝 ジャスタウェイ）�２勝

３代母 ゴールデンシャドーズGolden Shadows（98 USA栗 ＊デヒア）不出走

４代母 プロミスオヴゴールドPromise of Gold（89 USA鹿 Slew o' Gold）不出走

５代母 アリダーズプロミスAlydar's Promise（83 USA栗 Alydar）GB出走
［子］ ジェネラルミーティングGeneral Meeting（88 牡 Seattle Slew）USA４

勝，ヴォランテＨ‐G3，Bradbury S‐R，ハリウッドフュチュリテ
ィ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ＊テディーズプロミス（08牝 Salt Lake）USA11 勝，ラブレアＳ‐G1，サン
タモニカＳ‐G2，Kalookan Queen S‐L，etc.

ノーサーNosir（03� Cee's Tizzy）USA11 勝，NewMexico State Fair
H，Charlie Iles H２着，Walter R. Cluer Memorial H２着，etc.

カウガールマリー Cowgirl Mally（07 牝 GoneWest）USA１勝，スカ
イラヴィルＳ‐G3 ３着

［曾孫］ マイラプソディ（17牡 ハーツクライ）�３勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２
歳Ｓ‐G3，都大路Ｓ‐L ２着，野路菊Ｓ‐OP

デヴルーDevereux（05� Forestry）USA９勝，Red Legend S‐L，
Tampa Bay Inaugural S，アムステルダムＳ‐G2 ３着，etc.

スキャッバード Scabbard（17� More Than Ready）�USA・UAE２
勝，サラトガスペシャルＳ‐G2 ２着，イロクオイＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 飯岡牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3412
生 産 牧 場： 飯岡牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

847 スイートリリック２０２１ 牡・栗 ３／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケスイートリリック
＊ Event of the Year

��
��
�スリリングヴィクトリー栗 2010 Golden Shadows

4r
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ドナアンブロージア（16栗 ＊パイロ）�１勝��
〔産駒馬名登録数：１〕
タツレーヴ（20牡栗 レーヴミストラル）�未出走

２代母 ポッドコンジュ（11栗 ＊コンデュイット）入着
グッドラックラブ（18牝 ヴィクトワールピサ）��１勝�

３代母 メジロトンキニーズ（02鹿 ダンスインザダーク）３勝，ダイヤモンドＳ
‐Jpn3 ２着，昇仙峡特別，カーネーションＣ２着，迎春Ｓ３着
グローリアスレイ（12牝 ＊チチカステナンゴ）１勝
シルクリバー（13牝 タニノギムレット）１勝
トリオンフ（14� ＊タートルボウル）７勝，中山金杯‐G3，小倉記念‐G3，小倉大賞

典‐G3，etc.
アルファライズ（16牝 エイシンフラッシュ）２勝，四国新聞杯３着
ズールー（17牝 キングカメハメハ）�１勝
クールキャット（18牝 スクリーンヒーロー）�２勝，フローラＳ‐G2

４代母 メジロクロヒメ（89青鹿 ＊モガミ）３勝，八瀬特別，檜山特別，御堂筋Ｓ２着，
甲南Ｓ２着，寿Ｓ２着，etc.
［子］ メジロバーバラ（97牝 ＊ミシル）６勝，ニューイヤーＳ‐L ３着，市川Ｓ，

ＨＴＢ杯，etc.
［孫］ タムロトップステイ（09牡 ダイワメジャー）２勝，アザレア賞，アルメリ

ア賞３着

５代母 メジロツシマ（74栗 ＊バウンテイアス）２勝，障害１勝
［子］ メジロトーマス（81牡 ＊フイデイオン）６勝，京都記念‐Jpn2，金杯

‐Jpn3，天皇賞（春）‐Jpn1 ２着，etc.
メジロマーシャス（85牡 メジロテイターン）８勝，函館記念‐Jpn3，毎日
王冠‐Jpn2 ３着，愛知杯‐Jpn3 ２着，etc.

メジロガイヤン（80牡 メジロムサシ）５勝，千葉日報杯
メジロジョリー（87牝 ＊モガミ）３勝，江差特別，姫島特別３着
メジロキャンデー（82牝 ラツキールーラ）２勝，下呂特別２着，鈴鹿特別
２着，紫川特別３着

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

848 ドナアンブロージア２０２１ �・鹿 ４／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionドナアンブロージア ＊コンデュイット

��
��
�ポッドコンジュ栗 2016 メジロトンキニーズ

＊アストニシメント 7c
サンデーサイレンス S3×M5 Sadler's Wells S4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 スティッチ（06鹿 ＊カコイーシーズ）�８勝���入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（13）〕
オオオヤブン（14牡鹿 ゴールドヘイロー）��１勝・10勝�
レイクタウン（15牡栗 キャプテントゥーレ）�１勝
イチマンボルト（18牡鹿 フリオーソ）���１勝
カマリ（19牝鹿 パドトロワ）��出走�出走

２代母 ホワイトカグラ（95芦 ＊ブラックタイアフェアー）入着７回
イブキフォルス（01牡 ジェニュイン）�１勝
イブキハゴロモ（03牝 ＊ホークスター）�１勝	１勝
シゲルサンクス（04牡 ＊グラスワンダー）��２勝��

３代母 ＊ブラッシングインザレイン（88 USA鹿 Blushing Groom）不出走
ホットマイハート（96牝 ＊モガンボ）�２勝
５勝	，こまくさ賞，すみれ賞３着
トーホウシデン（97牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，中山金杯‐Jpn3，エイプリルＳ

‐L，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.
オースミブラッシー（98牝 ナリタブライアン）出走

ザグ（06牡 ニューイングランド）１勝，��４勝�５勝，スパーキングサマー
Ｃ３着，建依別賞２着，大高坂賞３着，etc.

トライワンズラック（99牡 ＊トニービン）６勝，フェアウェルＳ，シャングリラ賞，
赤富士Ｓ２着

シルクアンフィニ（01牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
ラッシュアウト（14� ＊ケイムホーム）３勝，袖ケ浦特別，黒松賞，房総特別２着

４代母 ＊ダンシンインザレイン（80 USA鹿 Nijinsky）USA２勝
［子］ ベストダンシング（90牝 ＊トニービン）３勝，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn3

２着，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ５着，etc.
サルズシャトル Sal's Shuttle（84 牡 Mr. Prospector）USA４勝，Mar
fa H２着

ロイスジュニア（97牡 ＊トニービン）４勝，加治川特別，立冬特別，ロベ
リア賞，etc.，種牡馬

［孫］ ベストアルバム（00牝 メジロライアン）５勝，ローズＳ‐Jpn2 ３着，萩
Ｓ‐OP ３着，千里山特別，etc.

販売申込者・所有者： 門別 尚省＝日高町門別本町 �090-2696-3120
生 産 牧 場： 門別 敏朗
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

849 スティッチ２０２１ 牡・栗 ５／ ５
＊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

＊ Alydar

�
�
�
�
�

��
��

�カコイーシーズ Careless Notionスティッチ ＊ブラックタイアフェアー

��
��
�ホワイトカグラ鹿 2006 ＊ブラッシングインザレイン

8f
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ステージワンスモア（04鹿 タニノギムレット）�入着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（10）〕
キチロクステージ（13牡鹿 ローレルゲレイロ）２勝，釧路湿原特別（Ｄ1700）２着
リンノゲレイロ（15牡鹿 ローレルゲレイロ）��２勝�４勝�３勝��入着，佐賀皐

月賞（Ｄ1800），筑紫野賞（Ｄ1750），飛燕賞（Ｄ1800）２着，天山賞（Ｄ1400）３着
ニャーゴ（16牡鹿 サムライハート）�１勝
マーガリン（18牝栗 ＊サウンドボルケーノ）�	入着４回
アウトビアンキ（20牡栗 ＊ベストウォーリア）�地方未出走

２代母 エレガントダンサー（91鹿 ＊ナグルスキー）４勝，京葉Ｓ‐OP ３着，錦秋特別，
北総Ｓ３着
バクシンライアン（00牡 メジロライアン）	５勝
ダノンシャトル（02牡 ＊タイキシャトル）３勝，ＴＶ埼玉杯２着，青梅特別２着，藤

森特別３着，マラヤンＲＡＴ３着
セイウンデジレ（05牡 ＊ムーンバラッド）
１勝	１勝�
カシノライフ（06牝 バブルガムフェロー）�６勝
ノカゼ（08牝 サクラプレジデント）	１勝�
ジョウショウハート（11牡 サムライハート）��１勝
入着

３代母 メイバン（79鹿 ＊ダンデイルート）２勝，陸奥湾特別

４代母 ライトパレー（66鹿 ＊フエリオール）４勝，オークス２着，サンスポ四歳牝馬
特別３着，阪急杯３着，桜草特別
［子］ フアステスト（82牡 ＊クラウンドプリンス）２勝，弥生賞‐Jpn3 ３着，障

害１勝
ライトベイバー（73牡 タケシバオー）２勝，夏井川特別，��２勝
ナスカリンダ（75牝 ＊エタン）３勝，和布刈特別
タケライト（74牡 タケシバオー）入着３回，��
�14 勝，三条記念２着

［孫］ ロンガーワンダー（95牡 ＊ラシアンボンド）�５勝�６勝��，グランシ
ャリオＣ‐Jpn3 ３着，北海優駿，栄冠賞，etc.

トウカイステータス（86牡 ＊ピツトカーン）２勝，胎内川特別，糸魚川特
別，竜飛崎特別３着

販売申込者・所有者： ㈲浅川牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2914
生 産 牧 場： ㈲浅川牧場
飼 養 者： サラブレッド・トレーニング・サービス＝新冠町朝日 �0146-47-2914

850 ステージワンスモア２０２１ �・栗 ３／１１

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

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

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

＊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テージワンスモア ＊ナグルスキー

��
��
�エレガントダンサー鹿 2004 メイバン

＊メイビイソウ 27a
Northern Dancer S4×M5 Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 ストーリーライン（10栗 ＊ブライアンズタイム）��１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
カラスミヤビ（16牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）�３勝
バジガクシャーンス（19牝栗 トーセンラー）���入着２回
ストーリータイム（20牡栗 ディープブリランテ）�地方未出走

２代母 ビューチフルドラマ（93栗 ＊ヘクタープロテクター）１勝
セイコーサンデー（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，目黒記念‐Jpn2 ３着，エイ

プリルＳ‐OP ２着，スピカＳ，南武特別，利尻特別，etc.
テンタシオン（00牝 ＊エリシオ）不出走

レッツゴーヒチョリ（05牡 ＊マイネルラヴ）３勝，富嶽賞３着
ビューティファイン（06牝 サツカーボーイ）２勝，織姫賞
ライジングサン（08牡 アドマイヤジャパン）３勝，伊勢特別，咲花特別，鳴海

特別３着，花見山特別３着，菅名岳特別３着
ジョウテンロマン（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，�１勝，岩鷲賞３着
アールヌーヴォー（04牝 ＊ブライアンズタイム）２勝

ウォーロード（18牡 ヴァンセンヌ）�２勝，中ノ岳特別２着
ドットコム（05牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ホープフルＳ‐L ３着，美浦Ｓ，習

志野特別，山藤賞，上越Ｓ２着，etc.
モデルウォーク（08牝 キングカメハメハ）出走

ナンヨーオボロヅキ（16牝 ＊キンシャサノキセキ）���１勝�８勝�入着２回
��，黒潮菊花賞，高知優駿，土佐春花賞，佐賀ヴィーナスＣ２着，ル・
プランタン賞２着，etc.

ミッキーマーチ（09	 フジキセキ）１勝，中ノ岳特別２着，
２勝�入着３回��

３代母 ビューチフルロマン（86鹿 ＊ノノアルコ）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，関越Ｓ
‐OP，秋嶺Ｓ，東雲賞，本栖湖特別，etc.
ロマンスプレゼント（97牝 ＊ティンバーカントリー）不出走

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

４代母 ビクトリアクラウン（79栗 ＊フアバージ）６勝，エリザベス女王杯，クイーン
Ｓ，クイーンＣ，新潟３歳Ｓ，牝馬東タイ杯２着，etc.，優２牝，優３牝

販売申込者・所有者： レースホース牧場㈱＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3734
生 産 牧 場： レースホース牧場㈱
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

851 ストーリーライン２０２１ 牡・黒鹿 ４／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayストーリーライン ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ビューチフルドラマ栗 2010 ビューチフルロマン

＊ビユーチフルドリーマー 12
Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 スマートローズ（12栗 ＊ケイムホーム）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
リュウノイノリ（17牡青鹿 ネオユニヴァース）���２勝

２代母 グラスレビン（00鹿 ＊ブライアンズタイム）�２勝
グラスグローリー（07牡 サクラバクシンオー）�20 勝��６勝�４勝
キタサンオーゴン（10牡 マーベラスサンデー）��４勝，東京湾Ｃ２着，黒潮盃３

着，クラウンＣ３着
スズトラッド（11牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝，�３勝
ユーフォニアム（13牡 ＊エンパイアメーカー）�３勝��３勝
キモングラス（17牝 トランセンド）	２勝

３代母 ＊アナボタフォゴ（91 USA鹿 Danzig）BRZ２勝

４代母 グレイスフルタッチGraceful Touch（78 USA鹿 His Majesty）USA４勝
［子］ トリビュレイション Tribulation（90牝 Danzig）USA５勝，Ｑエリザベ

ス二世チャレンジＣ‐G1，ギャロレットＨ‐G3，ボイリングスプリン
グズＨ‐G3，etc.

グレイスフルダービーGraceful Darby（84牝 Darby Creek Road）US
A８勝，クイーンシャーロットＨ‐G3，ヴァイオレットＨ‐G3，ニジ
ャナＳ‐G3，etc.

［孫］ ワンダーアゲンWonder Again（99 牝 Silver Hawk）USA７勝，ダイア
ナＨ‐G1，ガーデンシティＨ‐G1，ニューヨークＨ‐G2，etc.

＊グラスワンダー（95牡 Silver Hawk）９勝，有馬記念‐Jpn1（２回），宝塚
記念‐Jpn1，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，etc.，優２牡，特別賞，種牡馬

ストールクリーク Stalcreek（90 牝 Stalwart）USA５勝，ラカニャーダＳ
‐G2，リンダヴィスタＨ‐G3，Sandy Blue H‐R，etc.

ボールドホーク Bold Hawk（04
 Silver Hawk）USA３勝，ホーソーン
ダービー‐G3，ハリウッドダービー‐G1 ３着，レッドスミスＨ‐G2
２着，etc.

グレイスフルキャットGraceful Cat（98 牝 Forest Wildcat）USA３勝，
Washington Oaks‐L，Irish Day H，Emerald Distaff H
‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲山際セントラルスタッド＝新ひだか町三石旭町 �0146-33-2843
生 産 牧 場： ㈲山際セントラルスタッド
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

852 スマートローズ２０２１ 牡・鹿 ３／２３

＊

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

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayスマートローズ ＊ブライアンズタイム

��
��
�グラスレビン栗 2012 ＊アナボタフォゴ

12c
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 スターリットスカイ（08栗 フジキセキ）入着７回，遊楽部特別（芝 1800）２着，栗
子特別（芝 1700）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ムーンスカイ（20牡鹿 トゥザワールド）�未出走

２代母 ＊トキオジュリア（95 USA栗 Crafty Prospector）４勝，鞍馬特別，蓬莱峡特
別２着
ワイルドソニック（02牡 フジキセキ）３勝，クローバー賞‐L ３着，朝里川特別，ニ

セコ特別２着，礼文特別３着
ミステリー（03牝 アグネスタキオン）入着２回，�１勝
トロサックス（07� ゼンノロブロイ）１勝
トラスティー（10牡 マンハッタンカフェ）１勝

３代母 ＊フライングジュリア（83 USA鹿 Flying Paster）USA６勝，サンタマルガリ
ータＨ‐G1，ラスフローレスＨ‐G3，ヴァニティＨ‐G1 ２着，ミレイディＨ‐G1
２着，チューラヴィスタＨ‐G2 ２着，etc.
パンサーランPanther Run（91牝 Cox's Ridge）USA１勝

クールンコレクティヴ Cool N Collective（97� Ruhlmann）USA・CAN15
勝，Elgin S‐R，ペガサスＨ‐G2 ２着，Michael G. Schaefer Mile S
‐L ２着，etc.

シックスアンドウォルナット Sixth andWalnut（99 牝 Defrere）USA６勝
ウィズウィングズWithWings（05� Marquetry）USA３勝，Michiga
n Futurity‐R

＊ダストワール（94牡 Storm Cat）５勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ５着，槍ヶ岳特別，オ
ーロラ特別２着，�２勝

４代母 シズケイト Sid's Kate（77 USA鹿 Chieftain）USA出走
［曾孫］ イクアリティズデビュターント Equalitysdebutante（05 牝 Equality）U

SA４勝，Larkspur H‐R，Michigan Sire S‐R，Temptress S
‐R，etc.

販売申込者・所有者： 森永牧場＝日高町豊田 �01456-5-6376
生 産 牧 場： 森永牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

853 スターリットスカイ２０２１ 牡・栗 ４／ ８

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサースターリットスカイ
＊ Crafty Prospector

��
��
�トキオジュリア栗 2008 ＊フライングジュリア

3l
Raise a Native S5×M5 In Reality M5×M5

価格： 購買者：



母 スリーアフロディテ（09鹿 スズカマンボ）４勝，札幌スポニチ賞（芝 1500），日田
特別（芝 2000），湯浜特別（芝 1800）２着，小倉城特別（芝 1800）２着，大倉山特別
（芝 1800）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
スズカパイロット（17牝青 ＊パイロ）�１勝
サイレントナイト（18牡黒鹿 リオンディーズ）入着７回，��入着７回
オーエンズテソーロ（19牝栗 ラブリーデイ）�１勝

２代母 アイライクスズカ（01栗 ＊ラムタラ）１勝，�３勝

３代母 ＊アイシングスズカ（92 USA鹿 Dayjur）１勝，北洋特別２着
ルンルンスズカ（99牝 ＊ラムタラ）１勝

スズカルパン（09牡 スズカマンボ）４勝，鴨川特別，下鴨Ｓ２着（２回），マレ
ーシアＣ３着，etc.

アイシースズカ（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
スズカゴーディー（14牡 スズカコーズウェイ）３勝，立川特別，天王寺特別２

着，日吉特別３着，etc.，��出走
スズカアーチスト（15牝 ＊エンパイアメーカー）２勝，日野特別３着，由比ヶ浜

特別３着

４代母 アイシング Icing（73 IRE 鹿 Prince Tenderfoot）GB・IRE４勝，フィリー
ズマイル‐G3，Mullion S，アスコット１０００ギニートライアル‐G3 ２着
［子］ アルハレブ Al Hareb（86牡 El Gran Senor）GB３勝，英フュチュリテ

ィＳ‐G1，種牡馬
ドクターサマーヴィルDr. Somerville（87 牡 Chief's Crown）FR４勝，
ラクープドメゾンラフィット‐G3，コンデ賞‐G3，P. Ridgway‐L

ライジング Rising（82 牡 Relkino）GB・IRE10 勝，Mooresbridge S
‐L，Ulster Harp Derby‐L，Waterford Crystal Nursery S‐L，etc.，
種牡馬

スノートップ Snowtop（83牝 Thatching）IRE３勝，Joe McGrath H‐L
［孫］ エルハイク Elhayq（95牡 Nashwan）GB・USA５勝，ボーリンググリー

ンＨ‐G2，種牡馬
シブル Shibl（97 牡 ＊アラジ）IRE・UAE・SAU13勝，ミンストレルＳ‐G3

販売申込者・所有者： ㈲新井牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4136
生 産 牧 場： ㈲新井牧場
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

854 スリーアフロディテ２０２１ 牡・鹿 ４／ ６
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボスリーアフロディテ ＊ラムタラ

��
��
�アイライクスズカ鹿 2009 ＊アイシングスズカ

13e
サンデーサイレンスM3×S4 Nijinsky M4×S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 シーエーパイロット（14黒鹿 ＊パイロ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
アイノットラブ（20牝栗 アドマイヤムーン）�未出走

２代母 シャドウファイル（01青鹿 フジキセキ）１勝
エンダーズシャドウ（07牡 ＊アグネスデジタル）１勝
シャドウシューター（08牡 タニノギムレット）�１勝
ハナズルオーテ（10牡 ＊チチカステナンゴ）�４勝
シャドウリーフ（11牝 ＊ヨハネスブルグ）�５勝
ローズシャドウ（13牝 ＊ハービンジャー）�２勝�
ポルティエーレ（17牡 アーネストリー）��４勝
ディストピアーナ（18牝 ＊プリサイスエンド）���２勝

３代母 ＊パーソナルファイル（91 IRE 黒鹿 Private Account）不出走
トコア（97牝 ＊カーネギー）３勝，ＳＴＶ賞，まりも特別２着，矢車賞３着

アドマイヤコマンド（05� アグネスタキオン）２勝，青葉賞‐Jpn2，毎日杯
‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，障害１勝

インナージョイ（08牡 スペシャルウィーク）１勝，すみれＳ‐OP ３着，タイラ
ンドＣ２着，積丹特別３着

ファシネートダイア（09牝 アグネスタキオン）１勝，	２勝
ファシネートゼット（17牝 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，鎌倉Ｓ２着，門松Ｓ
２着，	入着，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ３着

シンティレーション（19牝 ロードカナロア）�２勝，フラワーＣ‐G3 ３着，
若竹賞

テイクワンズアイ（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，登別特別，キーンランドＣ２
着，八雲特別３着

４代母 ＊ベーシイド（78 USA青鹿 Cool Moon）USA23 勝，アクサーベンクイーンズ
Ｈ‐G3（２回），Quivira H‐L，Quivira S，Ak‐Sar‐Ben Oaks，Jam
es Herbuveaux Mile H，etc.
［子］ ＊リンドシェーバー（88牡 Alydar）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥生賞

‐Jpn2 ２着，函館３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.，優２牡，種牡馬
［孫］ オーミアリス（12牝 ＊ホワイトマズル）２勝，小倉２歳Ｓ‐G3

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522

855 シーエーパイロット２０２１ �・青 ４／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊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

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionシーエーパイロット フジキセキ

��
��
�シャドウファイル黒鹿 2014 ＊パーソナルファイル

23b
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 セラフィーヌ（07鹿 ネオユニヴァース）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（５）〕
セデュイール（13牝鹿 ＊ファルブラヴ）入着，��１勝�１勝
ハワイアンダンサー（15牝鹿 ローエングリン）�３勝�入着４回
パドカトル（16牡鹿 パドトロワ）�２勝

２代母 ＊セニョラージェ（94 USA青鹿 Nureyev）FR１勝，フィユドレール賞‐G3 ２着
コックニー（00牝 Swain）２勝

アーバンキッド（13� ハーツクライ）３勝，毎日杯‐G3 ２着，ラジオＮＩＫＫ
ＥＩ賞‐G3 ３着，ジュニアＣ‐OP ２着，スピカＳ，etc.，障害１勝，�
�１勝，ＯＲＯＣ２着

クイーンアイリス（01牝 ダンスインザダーク）１勝，��１勝�
ミエノゴーゴー（08牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，大日岳特別，尾瀬特別２着
ミエノウインウイン（15� ＊ハービンジャー）�３勝，ベストウィッシュＣ，錦

Ｓ３着
レフォルマ（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝
ダイワワイルドボア（05牡 アグネスタキオン）３勝，セントライト記念‐Jpn2，新

緑賞，阿賀野川特別３着，佐渡特別３着
ファミリズム（06牝 ダンスインザダーク）１勝，京都２歳Ｓ‐L ２着
グッドマイスター（09牡 アグネスタキオン）４勝，端午Ｓ‐OP ２着，與杼特別，鷹

取特別，灘Ｓ２着，鷹取特別２着，etc.

３代母 スワヴィテ Suavite（81 USA鹿 Alleged）USA４勝，カムリーＳ‐G3 ２着，
Prioress S‐L ３着
スワーヴダンサー Suave Dancer（88 牡 Green Dancer）FR・IRE５勝，仏ダービー

‐G1，凱旋門賞‐G1，愛チャンピオンＳ‐G1，グレフュール賞‐G2，etc.，種牡馬
スワーヴターン Suave Tern（91牡 Arctic Tern）FR・GER・ITY・USA２勝，P. N

iceas‐L，伊ジョッキークラブ大賞‐G1 ２着，イタリア大賞‐G1 ２着，etc.
＊ウルトラフィネッセ（92牝 Rahy）FR２勝，マルレ賞‐G2 ２着，P. de Thiberville

‐L ３着
デボネアーDebonnaire（05 牝 Anabaa）GB２勝
ハートネル Hartnell（11� Authorized）GB・FR・AUS13 勝，ＡＴＣエプ
ソムＨ‐G1，ＭＲＣＣＦオールＳ‐G1，ＶＲＣターンブルＳ‐G1，etc.

販売申込者・所有者： ㈲山際牧場＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2147
生 産 牧 場： ㈲山際牧場
飼 養 者： ㈲山際牧場＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2147

856 セラフィーヌ２０２１ �・鹿 ４／２５
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 ＊ポインテッドパスセラフィーヌ
＊ Nureyev

��
��
�セニョラージェ鹿 2007 Suavite

4r
Nureyev M3×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ティアラトウショウ（12鹿 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アイディアリスト（18牡鹿 リアルインパクト）���１勝
ヴァロンダンス（19牝鹿 ＊ドレフォン）�入着

２代母 タバサトウショウ（93鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
バージントウショウ（99牝 フジキセキ）不出走

トウショウデザート（06牡 ＊デザートキング）３勝，鹿野山特別，九十九里特別
２着，信濃川特別２着，府中Ｓ３着，東雲賞３着，etc.

トウショウカズン（07牡 ＊クロフネ）６勝，根岸Ｓ‐G3 ２着，ギャラクシーＳ
‐LR ２着，栗東Ｓ‐L ２着，etc.，�����入着４回�，さきたま杯
‐Jpn2 ３着，黒船賞‐Jpn3 ２着，etc.

スイープトウショウ（01牝 ＊エンドスウィープ）８勝，宝塚記念‐G1，秋華賞‐Jpn1，
エリザベス女王杯‐Jpn1，京都大賞典‐G2，チューリップ賞‐Jpn3，etc.，優古牝
スイーズドリームス（14牡 ディープインパクト）４勝，ストークＳ，岡崎特別，

タイランドＣ，渡月橋Ｓ２着，賢島特別３着（２回）
スイープセレリタス（16牝 ハーツクライ）４勝，晩春Ｓ，月岡温泉特別，ユー

トピアＳ２着，うずしおＳ３着，春菜賞３着，etc.
トウショウデザイア（06牡 キングカメハメハ）２勝，睦月賞３着，天草特別３着，

障害３勝，小倉サマージャンプ‐JG3 ２着，�２勝，北國王冠
トウショウフリーク（07牡 キングカメハメハ）７勝，関越Ｓ‐L，アンタレスＳ‐G3

２着，etc.，�１勝����入着４回，川崎記念‐Jpn1 ３着，ダイオライト記
念‐Jpn2 ２着，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ２着，etc.

スウェアトウショウ（08牝 ディープインパクト）出走
アドマイヤハダル（18牡 ロードカナロア）�３勝，若葉Ｓ‐L，中山記念‐G2 ３

着，白富士Ｓ‐L ２着，皐月賞‐G1 ４着，エリカ賞
ピンクカメハメハ（18牡 リオンディーズ）１勝，UAE・SAU１勝

３代母 サマンサトウショウ（85黒鹿 トウシヨウボーイ）７勝，エプソムＣ‐Jpn3，
マイルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，京都牝馬特別‐Jpn3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３
着，朱雀Ｓ，etc.
トウショウノア（95牡 ＊オールドヴィック）６勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，夏至Ｓ，

関ケ原Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 乾 皆雄＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3753
生 産 牧 場： 乾 皆雄
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

857 ティアラトウショウ２０２１ �・鹿 ３／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズティアラトウショウ ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�タバサトウショウ鹿 2012 サマンサトウショウ

＊セヴアイン 5j
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 タガノシムナ（15黒鹿 ロードカナロア）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
グリーンライズ（19牡黒鹿 ＊パイロ）�入着

２代母 タガノディーバ（07栗 フジキセキ）１勝
タガノジェロディ（16牡 ＊ノヴェリスト）１勝
タガノネクステージ（18牡 ＊ディスクリートキャット）�２勝

３代母 ディーバ（97栗 Crafty Prospector）３勝
サンカルロ（06牡 ＊シンボリクリスエス）６勝，阪神Ｃ‐G2（２回），ＮＺトロフィー

‐G2，阪急杯‐G3，etc.，種牡馬
ヘルデンテノール（10牡 ディープインパクト）３勝，セントポーリア賞
ターゲリート（13牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，大島特別，ＢＳイレブン賞３着，

�３勝

４代母 ＊ミスセクレト（86 USA鹿 ＊セクレト）GB・FR・IRE・ITY・USA４勝，リデ
ィアテシオ賞‐G2，伊１０００ギニー‐G2，ドルメーロ賞‐G3，ヴィットリオディカ
プア賞‐G1 ２着，ローマ賞‐G1 ３着，etc.
［子］ ゴールドマイナーズゴールド Goldminers Gold（93牡 Crafty Prospector）

USA５勝，Drc BC Sprint H‐L，Kennedy Road S‐L，Friar
Rock S‐L ２着，etc.，種牡馬

バランストバジェット Balanced Budget（94 牡 Carson City）USA４勝，
Dancing Count S‐L，Ambernash S

ブラックミステリー Black Mystery（95 牝 Miswaki）USA３勝，Nav
ajo Princess S‐L，Montclair State College S‐L ２着

ワージーオヴシルヴァーWorthy of Silver（96 牝 Silver Ghost）USA４
勝，Hancock County H３着

［孫］ スプライトリー Sprightly（03 牝 ＊ワイルドラッシュ）USA・CAN２勝，
Cherokee Frolic S‐L ２着，Wonder Where S‐R ３着

ブレットブルー Bullet Brew（05� Milwaukee Brew）USA・CAN７勝，
Grand Prairie Turf Challenge S３着

ウォンザウォーWon theWar（09� Scipion）USA５勝，Maryland
Million Nursery S‐R ３着

販売申込者・所有者： ㈲市川ファーム＝浦河町姉茶 �0146-27-4283
生 産 牧 場： ㈲市川ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

858 タガノシムナ２０２１ �・鹿 ２／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムタガノシムナ フジキセキ

��
��
�タガノディーバ黒鹿 2015 ディーバ

＊ミスセクレト 23b
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



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（芝 2000）
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（４），地方－３（３）〕
ニシノコハク（09牝栗 ゴールドアリュール）１勝

イクノチャン（14牝 トランセンド）��１勝，ローレル賞２着
ニシノカンザシ（11牝鹿 タニノギムレット）１勝
ニシノハナムスメ（13牝青鹿 ディープインパクト）１勝
ニシノオマージュ（14牝鹿 ＊ストリートセンス）�１勝
カルトレガーメ（17牝青鹿 キズナ）入着，��１勝
ネオトリニティー（18牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）１勝，��１勝

２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
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

３代母 ニシノアート（84芦 ＊ネヴアーダンス）入着２回

４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

５代母 アメリボーAmeribot（70 USA鹿 Ribot）USA１勝
［子］ カーリボー Curribot（77 Little Current）USA37 勝，Albuquerque H

‐L，Sunland Park H（５回），Albuquerque H，etc.
カナディアンビッド Canadian Bid（78牡 Bold Bidder）USA５勝，L
addies S３着

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

859 ニシノフジムスメ２０２１ �・黒鹿 ３／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アグネスタキオン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アグネスフローラグランデッツァ

＊ Marju

��
��
�マルバイユ栗 2009 Hambye

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローニシノフジムスメ ＊ビシヨツプボブ

��
��
�ブランドアート鹿 2003 ニシノアート

＊ムサシネイテイブ A1
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 ＊ノーモアクライ（03 USA鹿 Cozzene）３勝，湯沢特別（芝 1200），伏拝特別
（芝 1200），飯豊特別（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－４（４），地方－２（２）〕
ネリヤカナヤ（13牝黒鹿 ＊タイキシャトル）出走

ハートプレイス（18牡 ネオユニヴァース）���４勝�１勝，優駿スプリント
２着，平和賞３着，イノセントＣ２着

ランディーニ（14牝黒鹿 ブラックタイド）�１勝�
シュガリートリーツ（16牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝
アマゾーヌ（17牝黒鹿 エピファネイア）１勝
ウインスーリール（18牝鹿 ヴィクトワールピサ）１勝，りんどう賞（芝 1400）２着
エシェロン（19牡黒鹿 トーセンラー）�１勝
イカリ（20牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）��１勝

２代母 レインシンフォニーRain Symphony（91 USA鹿 Fappiano）不出走
＊エイシンコジーン（97牡 Cozzene）６勝，ポートアイランドＳ‐OP ３着，京洛Ｓ，

轟Ｓ，疾風特別，伊吹山特別，etc.
＊シンシアナスワン（99� Mountain Cat）１勝，�５勝��入着７回
＊グッドリーズン（06牡 Alphabet Soup）	８勝���，園田ＦＣスプリント２着

３代母 レイズアンエアレスRaise an Heiress（83 USA栗 Raise a Native）USA２勝
レイズアカーターRaise a Carter（90 牝 Dr. Carter）USA２勝

＊レッドチリペッパー（96牝 Unbridled）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，富士Ｓ
‐Jpn3，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３着，etc.

プラウドエアレス Proud Heiress（04 牝 Broken Vow）USA・CAN５勝，ホイ
ムジカルＳ‐G3，WishingWell S（２回），ヘンドリーＳ‐G3 ２着，etc.

スライストブレッド Sliced Bread（11牝 Noonmark）不出走
カンタカ Kanthaka（15� Jimmy Creed）�USA・CAN３勝，サンヴィ
センテＳ‐G2，ラサロバレラＳ‐G3，ジャイプールＳ‐G1 ２着，etc.

ダナラDanara（92牝 Danzig）USA２勝
ダナウェイDanaway（05牝 Giant's Causeway）不出走
ダナレイクDanalake（10牝 Friends Lake）USA３勝，Our Mims S，
Blue Hen S‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲山岡牧場＝新冠町東町 �090-3118-2811
生 産 牧 場： ㈲山岡牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

860 ノーモアクライ２０２１ 牡・黒鹿 ２／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアレス
＊

＊デインヒル

��
��
�サトノアマゾネス黒鹿 2014 Prawn Cocktail

＊

コジーン Caro

�
�
�
�
�

��
��

�Cozzene Ride the Trailsノーモアクライ レインシンフォニー Fappiano

��
��
�Rain Symphony鹿USA 2003 Raise an Heiress

10a
Raise a Native M4×M5

価格： 購買者：



母 サクラエボル（08栗 サクラバクシンオー）入着，�２勝��入着６回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
シャインボルテージ（16牝黒鹿 サクラオリオン）�１勝�入着３回�
メモリア（17牝黒鹿 ＊ストーミングホーム）入着，��２勝���
オオモリクン（18	黒鹿 サクラオリオン）��１勝

２代母 サクラコンドル（99青鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
サクラナスカ（06牝 サクラバクシンオー）３勝

ワールドヘリテージ（15牡 アドマイヤコジーン）�３勝，ＳＴＶ賞，稲城特別，
弥彦Ｓ３着，初富士Ｓ３着，レインボーＳ３着

スタークニナガ（15	 サクラオリオン）��１勝�１勝�２勝
２勝�入着３回�，
オパールＣ，知床賞

３代母 ＊ローラローラ（85 FR栗 Saint Cyrien）FR１勝，P. de la Seine‐L ３着
サクラファビユラス Sakura Fabulous（90 牝 Fabulous Dancer）FR入着５回

＊ラタフィア（99牝 Cozzene）５勝，北摂特別，元町特別，月岡特別３着，etc.
エピセアローム（09牝 ダイワメジャー）４勝，セントウルＳ‐G2，小倉２
歳Ｓ‐G3，セントウルＳ‐G2 ３着，etc.

アッラサルーテ（13牝 ダイワメジャー）４勝，アネモネＳ‐LR ２着，南総
Ｓ２着，水無月Ｓ２着，etc.

＊サビアーレ（00牝 Capote）１勝，菜の花賞‐OP ２着
カポーティスター（09牡 ハーツクライ）４勝，日経新春杯‐G2，日経賞
‐G2 ２着，北野特別，etc.

サクラローレル（91牡 RainbowQuest）９勝，有馬記念‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，
オールカマー‐Jpn2，中山記念‐Jpn2，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

サクラフューチャー（96牝 サクラユタカオー）３勝，精進湖特別，アプローズ賞２着
サクラシャイニー（06牡 サクラプレジデント）４勝，霜月Ｓ‐L ３着（２回），天

保山Ｓ‐OP ３着，etc.，�１勝�15 勝�１勝��１勝，兵庫ゴールドＴ
‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121

861 サクラエボル２０２１ 牡・鹿 ３／２４
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモサクラエボル ＊サンデーサイレンス

��
��
�サクラコンドル栗 2008 ＊ローラローラ

14
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 クィーンロマンス（01鹿 ＊ティンバーカントリー）２勝，ニセコ特別（芝 1200）３
着，�12 勝��入着２回����，新春盃（Ｄ1400），スプリント（Ｄ1400），園田
ＣｈＣ（Ｄ1400）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－４（33）〕
カイシュウヤマト（10牡栗 ＊ケイムホーム）１勝
レッドローズキング（11牡栗 ＊ロージズインメイ）��２勝�２勝�６勝	８勝�

�入着４回
スカーレットロマン（12牡鹿 ヴァーミリアン）�１勝�９勝
シャインスプライト（13牡鹿 ＊ファスリエフ）入着２回，�４勝
メイショウラケーテ（14牡黒鹿 ＊アグネスデジタル）４勝，高山特別（Ｄ1400）２着，

指宿特別（Ｄ1700）２着，河原町Ｓ（Ｄ1400）３着，伊良湖特別（Ｄ1400）３着
カラフルロマンス（15牝栗 ＊タイキシャトル）��１勝

２代母 オグリロマンス（96芦 ＊ノーザンテースト）２勝
オグリスペシャル（04牡 ＊フォーティナイナー）２勝，�７勝����
サンマルミッシェル（06牝 ネオユニヴァース）�３勝
オグリボス（07牡 アドマイヤボス）�１勝�４勝
オグリソング（12牝 ＊ファルブラヴ）�１勝�入着７回��
クラウンロマン（13牝 カネヒキリ）２勝
ブレイヴロマンス（14
 カネヒキリ）��１勝�２勝
オグリクロノス（16牡 ＊ベーカバド）�７勝
フォルワールド（17牡 トゥザワールド）��２勝

３代母 オグリローマン（91芦 ＊ブレイヴエストローマン）１勝，桜花賞‐Jpn1，チュ
ーリップ賞‐Jpn3 ２着，�６勝，ジュニアＧＰ，ゴールドウイング賞，プリンセ
ス特別，etc.
オグリホット（03牡 ＊タバスコキャット）入着，青島特別３着，�10 勝�１勝���，

ウイナーＣ，ＯＲＯＣ３着，etc.

４代母 ホワイトナルビー（74芦 ＊シルバーシヤーク）�４勝
［子］ オグリキャップ（85牡 ＊ダンシングキヤツプ）12勝，有馬記念‐Jpn1

（２回），安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1，etc.，�10 勝，優３
牡，特別賞，年代表，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲稲葉牧場＝新ひだか町三石歌笛 �090-7053-8963
生 産 牧 場： ㈲稲葉牧場
飼 養 者： ㈲稲葉牧場＝新ひだか町三石歌笛 �090-7053-8963

862 クィーンロマンス２０２１ �・黒鹿 ４／ １

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenクィーンロマンス ＊ノーザンテースト

��
��
�オグリロマンス鹿 2001 オグリローマン

＊シユリリー 7d
Northern Dancer S4×M4

価格： 購買者：



母 タイセイアヴァンセ（16黒鹿 ＊ハービンジャー）入着３回
初仔

２代母 ゼフィランサス（08青 キングヘイロー）３勝
ダンケシェーン（15� ＊ヘニーヒューズ）�３勝，日吉特別，神鍋特別３着，夙川特

別３着
ディープボンド（17牡 キズナ）�４勝，阪神大賞典‐G2（２回），京都新聞杯‐G2，有

馬記念‐G1 ２着，天皇賞（春）‐G1 ２着（２回），etc.，FR１勝，フォワ賞‐G2
ドゥラモンディー（18牡 ドゥラメンテ）入着，�１勝
スパルタレオニダス（19牡 ＊ヘニーヒューズ）���１勝

３代母 モガミヒメ（92黒鹿 ＊カコイーシーズ）�２勝��１勝�，東京３歳優駿牝馬２着
ビッグテンビー（98牝 ＊テンビー）１勝

ローレルゲレイロ（04牡 キングヘイロー）５勝，スプリンターズＳ‐G1，高松
宮記念‐G1，阪急杯‐G3，etc.，優短距，種牡馬

トキノヤマトボシ（06� メジロライアン）３勝，積丹特別
マンゴプディング（07牝 ＊ムーンバラッド）２勝，はなのき賞２着，あざみ賞３着
リキサンマックス（08牡 キングヘイロー）１勝，きさらぎ賞‐G3 ２着
アメージングムーン（10牝 アドマイヤムーン）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ３着
ノースブリッジ（18牡 モーリス）�５勝，エプソムＣ‐G3，ラジオＮＩＫ
ＫＥＩ賞‐G3 ３着，アメジストＳ，etc.

キタサンラブコール（11牡 キングヘイロー）４勝，中京日経賞，ハッピーエン
ドＣ，フィリピンＴ３着，etc.

ラヴァーズレーン（00牝 メジロライアン）５勝，由布院特別，桜島特別，ホンコン
ＪＣＴ３着
トキノフウジン（07牡 キングヘイロー）５勝，ＴＶ静岡賞，美唄特別，アカシ

ヤ特別２着，障害１勝
スルターナ（12牝 キングヘイロー）４勝，天の川賞，はこべら賞
プライムコード（14牡 ステイゴールド）１勝，三陸特別，��出走��３勝�７勝
アヴォンリー（16牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝，浦安特別，岩室温泉特別２着
オセアダイナスティ（18牡 オルフェーヴル）�３勝，津軽海峡特別，湯浜特別

ローレルウェルシュ（03牡 ＊テンビー）４勝，秋保特別，��２勝
キタサンイナズマ（10牡 キングヘイロー）３勝，タケホープＣ，銀蹄Ｓ２着

販売申込者・所有者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

863 タイセイアヴァンセ２０２１ 牡・黒鹿 １／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスロジユニヴァース Cape Cross

��
��
�アコースティクス鹿 2006 ＊ソニンク

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlタイセイアヴァンセ キングヘイロー

��
��
�ゼフィランサス黒鹿 2016 モガミヒメ

＊セレタ 1b
Halo S4×M5 Danzig S5×M5

価格： 購買者：



母 タイセイヴィグラス（08鹿 ＊サウスヴィグラス）��５勝�
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ヒッサツシオキニン（18牡芦 ジョーカプチーノ）�１勝
グッドライズ（19牡栗 スマートファルコン）��３勝

２代母 テイクマイミラクル（99芦 Holy Bull）�７勝
ディアリゾン（05牝 ＊アグネスデジタル）��１勝
ワタリサウンド（06牡 マーベラスサンデー）�１勝	��
ナイトスカイ（15牡 ディープスカイ）��１勝

３代母 ＊ファーストナイティング（87 USA鹿 Alydar）USA２勝

４代母 アキスフォーラック A Kiss for Luck（79 USA黒鹿 Reflected Glory）USA
８勝，ヴァニティＨ‐G1，アノアキアＳ‐G3，Pasadena S，California Bre
eders' Champion Filly S‐LR，Daddy's Datsun H，etc.
［子］ ＊ゴールデンチェリー（94牝 Crafty Prospector）５勝，越後Ｓ，etc.，�

１勝�１勝�入着
��，クラスターＣ‐Jpn3，北海道スプリントＣ
‐Jpn3 ３着，etc.

［孫］ アルファベットキシズ Alphabet Kisses（01 牝 Alphabet Soup）USA７勝，
ラブレアＳ‐G1，エイグリームＨ‐G2，B. Thoughtful S‐R，etc.

キシンマイラヴ Kissin My Love（06牝 Ocean Terrace）CHI６勝，カ
ルロスカンピノ賞‐G2，カルロスカンピノ賞‐G2 ２着，フランシス
コバエサソトマヨル賞‐G2 ３着，etc.

クィーンズバーン（08牝 スペシャルウィーク）４勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，阪
神牝馬Ｓ‐G2 ３着，ディープインパクトＣ‐OP ２着，etc.

ワイルドソルジャー（01牡 ＊ブロッコ）４勝，ウェルカムＳ，赤富士Ｓ２
着，�１勝，名古屋ＧＰ‐Jpn2

ダノンカモン（06牡 ＊シンボリクリスエス）８勝，エニフＳ‐L，ペルセウ
スＳ‐L，etc.，�１勝���入着２回，名古屋大賞典‐Jpn3，etc.

アズユーライク As You Like（97 牡 Trempolino）ITY16 勝，P. del Piazz
ale‐L，P. Gardone‐L，Criterium Varesino‐L，etc.

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

864 タイセイヴィグラス２０２１ 牡・鹿 ３／１２

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

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

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタータイセイヴィグラス Holy Bull

��
��
�テイクマイミラクル鹿 2008 ＊ファーストナイティング

3d
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 トゥルーストーリー（12鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
イカロス（19牡鹿 ＊ドレフォン）�１勝

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

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

宮崎特別，夏木立賞２着，福寿草特別２着
タケノチャンス（07牝 ＊チーフベアハート）�７勝�４勝�

エムエスオープン（17牝 ＊バトルプラン）�６勝，中京ペガスターＣ，新春ペガ
サスＣ，東海ダービー２着，ゴールドウィング賞２着，駿蹄賞３着，etc.

アブシンベル（09牝 ＊ルールオブロー）１勝，かえで賞３着
ボールライトニング（13牡 ダイワメジャー）３勝，京王杯２歳Ｓ‐G2，六甲Ｓ‐LR

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

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

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

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

４代母 スイーピング Sweeping（86 GB鹿 ＊インデエアンキング）GB・FR１勝，
Princess Elizabeth S‐L ２着，Somerville Tattersall S‐L ３着
［子］ ウォッチングWatching（97
 Indian Ridge）GB・FR・IRE・SWE３

勝，Field Marshal S‐L，Sandown Sprint S‐L，グロシェーヌ
賞‐G2 ２着，etc.

［孫］ メディアモーガルMedia Mogul（98
 First Trump）GB・USA４勝，
ウィルロジャーズＳ‐G3，ジュライＳ‐G3 ２着，La Puente S‐R
２着，etc.

販売申込者・所有者： 恵比寿興業㈱那須野牧場＝栃木県那須郡那須町 �0287-76-2527
生 産 牧 場： 恵比寿興業㈱那須野牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

865 トゥルーストーリー２０２１ �・黒鹿 ３／ ４

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーントゥルーストーリー
＊

＊デヒア

��
��
�デフィニット鹿 2012 Hiroo Garden

4k
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 タスクミストレス（07黒鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（21）〕
プリンセチア（12牝黒鹿 ダイワメジャー）�２勝�４勝
シャトレーヌ（13牝黒鹿 ゴールドアリュール）�10 勝
サンドアート（14牝鹿 ゴールドアリュール）��２勝��
マツリダアシガル（16牡鹿 トーセンラー）�１勝
クロスザルビコン（17牡青鹿 フェノーメノ）�１勝，臥牛山特別（芝 2000）２着，

利尻特別（芝 2000）３着
パルヴニール（18牝青鹿 ＊キンシャサノキセキ）���２勝
コパノエルパソ（20牡鹿 コパノリッキー）�未出走

２代母 ワーキングガール（88鹿 ＊パドスール）４勝
クラフトマンシップ（95牡 ＊フレンチグローリー）５勝，函館記念‐Jpn3，函館記念

‐Jpn3 ２着，中山金杯‐Jpn3 ２着，新潟大賞典‐Jpn3 ３着，巴賞‐OP ２着，etc.
ワーキングイオン（98牝 ＊ジェイドロバリー）１勝

ワーキングボーイ（03牡 ＊エンドスウィープ）５勝，藤森特別，太秦Ｓ２着，プ
ラタナス賞３着

ワークオブアート（99牡 ダンスインザダーク）１勝
クラフトワーク（00牡 ＊ペンタイア）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，中山金杯‐Jpn3，函

館記念‐Jpn3，青葉賞‐Jpn2 ３着，東京新聞杯‐Jpn3 ２着，etc.
アクティビスト（02牝 ＊フレンチデピュティ）入着２回

ナンヨーマーズ（14牡 ハーツクライ）１勝，いわき特別２着，白梅賞２着，川
俣特別３着

クラフトミラージュ（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，新緑賞３着
ラヴォランテ（05� ＊シンボリクリスエス）３勝，長良川特別，初咲賞３着
ガールズトーク（08牝 ステイゴールド）不出走

トーセンナチュラル（12牝 メイショウサムソン）１勝，スイートピーＳ‐LR ２
着，湯浜特別３着

３代母 シヤダイワーデン（77栗 ＊ノーザンテースト）不出走
ダイナコスモス（83牡 ＊ハンターコム）４勝，皐月賞‐Jpn1，Ｒたんぱ賞‐Jpn3，

朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 秋田育成牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2302
生 産 牧 場： 秋田育成牧場
飼 養 者： 秋田育成牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2302

866 タスクミストレス２０２１ 牡・黒鹿 ３／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーグローリー ＊ホワイトマズル

��
��
�メリッサ青鹿 2013 ストーミーラン

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスタスクミストレス ＊パドスール

��
��
�ワーキングガール黒鹿 2007 シヤダイワーデン

＊ナイトライト 22d
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ダノニー（06青鹿 マンハッタンカフェ）２勝，岩船特別（芝 2200）
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（７）〕
ソード（13牝黒鹿 キングカメハメハ）�１勝�入着４回
ティーブラッサム（14牡黒鹿 ＊ハービンジャー）２勝
プラチナアッシュ（15�黒鹿 エイシンフラッシュ）２勝，信夫山特別（芝 2600）２

着，障害２勝
クレイジーエックス（18牡青鹿 ＊ノヴェリスト）��６勝��入着２回�

２代母 リズミカルシチー（98鹿 ＊トニービン）出走
プリズム（05牝 ゴールドアリュール）�１勝
ロメラ（07牝 サクラバクシンオー）�入着２回

シュプリームゾーン（14牡 ＊シニスターミニスター）１勝，花見山特別２着，早
鞆特別３着，��入着�１勝��３勝�入着

ブラウンシュガー（08� キングヘイロー）�６勝
エキゾチック（10牝 フジキセキ）�１勝

３代母 ケイジヨイナー（86鹿 ＊サドンソー）不出走
マイネルヤマト（89牡 オペツクホース）２勝，京成杯‐Jpn3 ２着，菜の花Ｓ‐OP，

福島３歳Ｓ‐OP ２着
ヘイセイクラウド（90牡 シービークラウド）	３勝�13 勝�，東海ゴールドＣ
ナムラコクオー（91牡 ＊キンググローリアス）６勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2，プロキオンＳ

‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3，etc.，�21 勝��
マキシムメルシー（93牝 ＊イブンベイ）出走

ナムラハクシャ（99牡 バブルガムフェロー）４勝，グランドマーチスメモリア
ル，瀬戸内海特別，木曽川特別２着，etc.

ナムラマームード（96牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，美唄特別２着，指宿特別３
着，障害２勝

ナムラシゲコ（02牝 ＊エンドスウィープ）１勝
ナムラビクター（09牡 ゼンノロブロイ）７勝，アンタレスＳ‐G3，仁川Ｓ‐L，

チャンピオンズＣ‐G1 ２着，etc.，��	�出走
ナムララオウ（10牡 ＊ストーミングホーム）３勝，伊勢特別，�１勝�入着���
ナムラアラシ（13牡 ＊エンパイアメーカー）７勝，ブリリアントＳ‐L ３着，仁

川Ｓ‐OP，アルデバランＳ‐OP，etc.，��５勝
���

販売申込者・所有者： ㈲いとう牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2419
生 産 牧 場： ㈲いとう牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

867 ダノニー２０２１ �・黒鹿 ４／ １
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジダノニー ＊トニービン

��
��
�リズミカルシチー青鹿 2006 ケイジヨイナー

＊アストニシメント 7c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 チャームアップ（06芦 ＊シルバーチャーム）�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
セイカヒカワザカ（12牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�７勝

２代母 ＊ペニーアップ（91 USA青 Halo）不出走
フサイチドラゴン（96牡 ＊オペラハウス）５勝，ノベンバーＳ，東雲賞（２回），霊山

特別，冬至Ｓ２着，オクトーバーＳ２着，etc.
ホットキャスケード（97牝 ＊フォーティナイナー）１勝
サンデーブレーヴ（99牝 ＊ダンシングブレーヴ）入着

トーセンクラウン（04牡 ＊オペラハウス）６勝，中山記念‐G2，日経賞‐G2 ３
着，福島記念‐G3 ３着，ニューイヤーＳ‐L ３着，スピカＳ，etc.

コウギョウマシーン（01牡 ＊デヒア）１勝
ミサトペニー（04牝 ＊オペラハウス）出走

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

トーセンキンボシ（05� ＊ボストンハーバー）１勝

３代母 ウィッシングウェルWishingWell（75 USA鹿 Understanding）USA12 勝，
ゲイムリーＨ‐G2，ウィルシャーＨ‐G3，Las Cienegas H，Convenienc
e S（２回），Autumn Days H，etc.

＊サンデーサイレンス（86牡 Halo）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，プリーク
ネスＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，スーパーダービー‐G1，サンタアニタダー
ビー‐G1，カリフォルニアンＳ‐G1，サンフェリペＨ‐G2，etc.，種牡馬

＊サンデーズシス（90牝 Halo）USA１勝
セイカカロブ（95牝 Sadler's Wells）５勝，桃山特別，姫路特別２着，摂津特

別２着，etc.
セイカプレスト（06牡 ＊イーグルカフェ）４勝，札幌日経ＯＰ‐LR，丹頂Ｓ
‐OP ３着，ＳＴＶ賞，etc.

＊サンデーウィッシュ（96牝 Sadler's Wells）不出走
パワーブリッツ Power Blitz（05� Fusaichi Pegasus）USA・SIN５勝，N

ew Year Cup‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲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

868 チャームアップ２０２１ 牡・芦 ２／２５

＊

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

＊ Silver Buck

�
�
�
�
�

��
��

�シルバーチャーム Bonnie's Pokerチャームアップ
＊ Halo

��
��
�ペニーアップ芦 2006 WishingWell

3e
Hail to Reason M4×M5

価格： 購買者：



母 トモトモリバー（13鹿 ブラックタイド）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
リッチハンター（20牡鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 ローズエンジェル（06鹿 ＊アグネスデジタル）入着，�１勝�１勝��
イヴシャンテマリー（12牝 メイショウボーラー）�２勝，金沢プリンセスＣ２着
ケイツールフィヤ（16牝 トゥザグローリー）��４勝�３勝��入着
エバニスタ（19牡 ホッコータルマエ）�１勝

３代母 シュガースポット（97鹿 Lear Fan）不出走
キタグニノホシ（03牡 キングヘイロー）１勝
ブルーアロハ（04牡 ＊ブラックホーク）�６勝��１勝，北日本新聞杯２着
シークエスト（05牡 ＊ゼンノエルシド）４勝，宇治川特別，�６勝��入着２回
コスモスピカ（12牡 ブラックタイド）�４勝��１勝�１勝，夏至賞

４代母 ＊トゥースフェアリー（92 USA鹿 Sadler's Wells）USA入着２回

５代母 アンエヴリシングナイス'N Everything Nice（79 USA鹿 Damascus）不出走
［子］ アイライクシークレッツ I Like Secrets（87 牝 ＊セクレト）USA２勝，

Seton Hall University S２着，Park Heights H２着，Queen B
C S２着

［孫］ チャイナストーム China Storm（96牝 Storm Cat）USA３勝，フォワー
ドギャルＳ‐G3

ザインラス Zain Lass（02 牝 Swain）USA入着７回，Hidden Light S
‐R ２着

［曾孫］ ヒーザビッグスター Hesa Big Star（02� Hesabull）USA11 勝，Ton
y Gatto Dream Big S（２回），Mo Bay S，Pennsylvania Gover
nor's C‐L ３着，etc.

ブライトリングフライアー Breitling Flyer（11 牡 Ghostzapper）USA３
勝，Forty Niner S２着，O.B.S. Sprint S‐R ２着，Bob Ump
hrey Turf Sprint‐L ３着，etc.

ファイヴスタースーザン Five Star Susan（03牝 Pentelicus）USA２勝，
Florida Stallion Desert Vixen S‐R ３着

販売申込者・所有者： 秋場牧場＝浦河町野深 �090-8898-7953
生 産 牧 場： 秋場牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

869 トモトモリバー２０２１ 牡・栗 ２／１９

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアトモトモリバー ＊アグネスデジタル

��
��
�ローズエンジェル鹿 2013 シュガースポット

＊トゥースフェアリー 9c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 トチノタイヨー（11黒鹿 ＊プリサイスエンド）�３勝��４勝
初仔

２代母 フジヤマビジン（97栗 ＊サンデーサイレンス）出走
フジヤマロバリー（01牡 ＊ジェイドロバリー）１勝，�７勝�７勝，九州記念３着，

九州王冠３着，大阿蘇大賞典３着
フジヤマヘイザン（02牡 ＊ジェイドロバリー）１勝
ノワドココ（07牝 キングヘイロー）��１勝�入着２回
ワタリハヤクモ（08牡 ＊プリサイスエンド）�１勝��１勝
ホッコーフジヤマ（10牡 ＊グラスワンダー）��９勝
ナチュラルビート（12牡 ＊アサクサデンエン）��４勝

３代母 アメリカンメモリー（87鹿 ＊ノーザンテースト）入着４回，日田特別３着，由
布院特別３着
ゴールデンタイムズ（94牝 ＊ゴールデンフェザント）入着

グラールテンショウ（99牡 メジロマックイーン）入着２回，�４勝�
ココネオグランビア（03牡 ＊ヴィクトリースピーチ）�10 勝

メモリアルサンデー（96� ＊サンデーサイレンス）�12 勝
キヨノブルボン（98牡 ミホノブルボン）�１勝	入着７回
ビクトリアメモリー（02牝 ジェニュイン）��１勝
エフテーアメリカン（05牡 ＊オース）�１勝
１勝

４代母 ＊ザツツマイパル（79 USA鹿 Key to the Mint）USA１勝
［子］ ロイスアンドロイス（90牡 ＊トニービン）３勝，ジャパンＣ‐G1 ３着，天

皇賞（秋）‐Jpn1 ３着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
ザッツマイドリーム（86牡 ＊ノーザンテースト）５勝，オールカマー
‐Jpn3 ３着，福島民報杯‐OP，朱鷺Ｓ‐OP ２着，etc.

ザッツマイウェイ（85牡 ＊ノーザンテースト）３勝，利尻特別２着，袖ケ
浦特別３着

アピ－リングドンAppealing Don（83牡 Valid Appeal）USA６勝

５代母 ビューティフルメモリーBeautiful Memory（73 USA鹿 Boldnesian）USA１勝
［子］ サンクロワフォールズ St. Croix Falls（83 牡 Sassafras）USA12 勝

販売申込者・所有者： 漆原牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1574
生 産 牧 場： 漆原 武男
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

870 トチノタイヨー２０２１ 牡・黒鹿 ４／１１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyトチノタイヨー ＊サンデーサイレンス

��
��
�フジヤマビジン黒鹿 2011 アメリカンメモリー

＊ザツツマイパル 21a
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊トーセンハーディ（15 GB栗 Compton Place）FR２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ペナンクライ（05 GB鹿 Barathea）不出走
＊ハービンジャーラス（10牝 ThousandWords）GB１勝

メイショウコジョウ（17牡 オルフェーヴル）�２勝，天白川特別２着，香嵐渓
特別３着

アヴニュデシャンAvenue des Champs（12� Champs Elysees）GB５勝
アートシーArtsy（13 牝 Dutch Art）GB１勝
トーセンソワレ（17牡 トーセンホマレボシ）��出走��１勝

３代母 ペナンパール Penang Pearl（96 FR鹿 Bering）GB・IRE３勝，October S‐L
＊ハービンジャー（06牡 Dansili）GB６勝，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，

ハードウィックＳ‐G2，ジョンポーターＳ‐G3，etc.，種牡馬

４代母 グアパGuapa（88 GB鹿 Shareef Dancer）GB２勝

５代母 ソースボート Sauceboat（72 GB鹿 Connaught）GB４勝，チャイルドＳ
‐G3，英ナッソーＳ‐G2 ２着（２回），サンチャリオットＳ‐G2 ３着，ダイオメ
ドＳ‐G3 ２着
［子］ カインドオヴハッシュ Kind of Hush（78牡 Welsh Pageant）GB３勝，

プリンスオヴウェイルズＳ‐G2，クレイヴァンＳ‐G3，ジョーマグ
ラスメモーリアルＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ダスティダラーDusty Dollar（83 牝 Kris）GB２勝，サンチャリオットＳ
‐G2，チャイルドＳ‐G3 ２着，Sceptre S‐L ２着

クライグリーン Kly Green（91牡 Green Desert）IRE２勝，レイルウェ
イＳ‐G3 ２着，Leopardstown 2000 Guineas Trial S‐L ２着，テ
トラークＳ‐G3 ３着

トップブート Top‐Boot（86 牡 High Top）GB・FR・IRE・ITY２勝，
カルロポルタ賞‐G3 ２着，Solonaway S‐L ２着

［曾孫］ ミスイロンデル（99牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，�１勝�入着��
��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着，兵庫Ｃｈ
Ｓ‐Jpn3 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

871 トーセンハーディ２０２１ �・栗 ２／１２
＊ 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

＊

コンプトンプレイス Indian Ridge

�
�
�
�
�

��
��

�Compton Place Noseyトーセンハーディ
＊ Barathea

��
��
�ペナンクライ栗GB 2015 Penang Pearl

1k
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ハイヨーシルバー（12芦 ＊クロフネ）��入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ホワイトエース（17牝芦 ワールドエース）���入着３回�２勝
サンダースピアー（18牡芦 ジョーカプチーノ）���２勝
カゼノハクシュウ（20牡芦 ネオユニヴァース）�出走

２代母 ＊ホウショウリヴ（03 USA芦 Holy Bull）２勝，ニセコ特別，ＴＶｈ賞２着，
朝里川特別２着
ビッグディッパー（14牡 ＊サウスヴィグラス）���10 勝�３勝
ショコラパフェ（15牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝�３勝��１勝�

３代母 マリーゴーラウンドMari Go Round（93 USA芦 Mari's Book）USA４勝，
Trinity Meadows Futurity‐L，Petticoat S，Kachina S‐R ２着

＊ゲイリーマドンナ（00牝 Smoke Glacken）出走
ユキエンゼル（08牝 キングヘイロー）�４勝�，荒炎賞２着
ベアータ（09牝 ＊チーフベアハート）�３勝	入着３回

リメンバーキング（11牡 ＊トワイニング）�１勝，知床賞３着

＊ゲイリースノーマン（01牡 Victory Gallop）５勝，太秦Ｓ，藤森特別，指宿特別，etc.
＊ゲイリークイン（05牝 Victory Gallop）�13 勝��
＊ホウショウキング（08� Eurosilver）�２勝�１勝	４勝���

４代母 レイシーヘイズ Lacey Haze（82 USA芦 Raise a Cup）USA１勝

５代母 クロノスKronos（75 USA芦 Decidedly）IRE 出走
［子］ カーヴァーズミル Carver's Mill（85 牝 Pass the Tab）USA２勝，Rh

ododendron H，Tucky Corbin Memorial S３着
［孫］ アコンカグア Aconcagua（94牝 Alhajras）VEN６勝，P. Mathieu Val

ery‐L ２着
［曾孫］ ビービーマンシーニ B. B. Mancini（04 牡 Mancini）USA・CAN10勝，

Indiana Futurity‐R，Hillsdale S‐R ２着，JimmyWinkfiel
d S３着，etc.

ハイウェイヒーロー Highway Hero（01� Lac Ouimet）USA３勝，I
ndiana Futurity‐R ３着，South Bend S‐R ３着

販売申込者・所有者： ウィニング・アグリー㈱＝東京都渋谷区 �090-7730-8308
生 産 牧 場： ㈱Ｕ・Ｍ・Ａ
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

872 ハイヨーシルバー２０２１ �・芦 ３／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーダノンシャンティ
＊ Mark of Esteem

��
��
�シャンソネット黒鹿 2007 Glorious Song

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューハイヨーシルバー
＊ Holy Bull

��
��
�ホウショウリヴ芦 2012 Mari Go Round

12b
Halo S4×S4

価格： 購買者：



母 トスカーナ（08栗 Medicean）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（21）〕
キャンティ（14牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）�３勝��３勝�３勝�入着
ティーズロワール（15牝栗 エスポワールシチー）�１勝��３勝
サンエイロイヤル（16牡栗 カネヒキリ）�６勝��入着３回�
ノーブルゲート（18牡栗 エスポワールシチー）���２勝
ステラセイコー（19牝黒鹿 トゥザワールド）���入着２回
メロディックスカイ（20牝栗 カレンブラックヒル）�未出走

２代母 ＊ロワージ（97 GB芦 Green Desert）GB１勝，Sandown National S‐L，
クイーンメアリーＳ‐G3 ２着
マイネルパラディ（14� スクリーンヒーロー）�４勝，千種川特別，２０１７ＷＡＳＪ

第１戦２着，渡月橋Ｓ３着，こうやまき賞３着，障害１勝

３代母 パメラピーチPamela Peach（86 GB芦 Habitat）GB・USA１勝
マールMarl（93 牝 Lycius）GB１勝

グリーンラインGreen Line（99� Green Desert）GB・USA・CAN８勝，
Live the Dream H‐L ２着，Bob Harding S２着

メドーMeadow（01牝 Green Desert）GB・IRE１勝
デインヒルコーディアクDanehill Kodiac（13� Kodiac）�GB・HKG
５勝，カンバーランドロッジＳ‐G3，ジョンポーターＳ‐G3 ２着，オ
ーモンドＳ‐G3 ２着，etc.

フラワーマーケット Flower Market（03 牝 Cadeaux Genereux）GB１勝
スピルウェイ Spillway（10� Rail Link）GB・AUS５勝，ＶＲＣオースト
ラリアンＣ‐G1，ＡＴＣＪＲＡプレイト‐G3，ＭＲＣＪＪリストンＳ
‐G2 ２着，etc.

メドリーMedley（04牝 Danehill Dancer）GB・USA４勝，Sceptre S‐L，
Politely S２着，Pavilion S‐L ３着，etc.
ライトミュージック Light Music（13 牝 Elusive Quality）GB２勝，Ra
dley S‐L，チャートウェルフィリーズＳ‐G3 ２着

ダヴォスキーDavoski（94� Niniski）GB２勝，Washington Singer S‐L ３着，
GB障害 10勝

販売申込者・所有者： ㈲ラッキー牧場＝新冠町高江 �0146-47-2635
生 産 牧 場： ㈲ラッキー牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

873 トスカーナ２０２１ �・栗 ４／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

メディチアン Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�Medicean Mystic Goddessトスカーナ
＊ Green Desert

��
��
�ロワージ栗 2008 Pamela Peach

3g
Halo S4×M5 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 テレキネシス（11鹿 ダイワメジャー）�入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ミユキアウグストス（17牡栗 ＊シニスターミニスター）�３勝��２勝
マイユリシス（18牝栗 ジャングルポケット）�１勝��
アダラ（19牝青鹿 ＊ロージズインメイ）��入着
エースフラワー（20牝鹿 ヤマカツエース）�地方未出走

２代母 ＊シンプリーラヴリー（02 CAN黒鹿 Bold Executive）USA・CAN３勝，F
anfreluche S‐R，Muskoka S‐R，Victorian Queen S‐R，Jammed Lo
vely S‐R ２着，La Prevoyante S‐R ２着，etc.
コンフィデンシャル（07牝 Fusaichi Pegasus）出走

タイガートゥーレ（15牡 キャプテントゥーレ）１勝
ラプレシオーサ（13牝 ダノンシャンティ）�２勝	２勝
１勝���入着２回，プ

リンセスＣ２着
イナロア（15牝 ロードカナロア）	５勝
タイセイアルディ（16牝 ＊ヘニーヒューズ）��１勝�入着
マルカアドラビーレ（17牝 ＊キンシャサノキセキ）�１勝	

３代母 ベルアフェアBelle Affair（95 CAN芦 Stalwart）USA２勝
ガリペットGalipette（04 牝 Bold n' Flashy）USA・CAN３勝，La Prevoyante

S‐R ２着

４代母 サザンアフェア Southern Affair（88 USA芦 Spectacular Bid）USA出走
［子］ ミュージカルアフェアMusical Affair（93� Stop the Music）USA13 勝，

Briartic H３着
［孫］ ワンモアディールOne More Deal（09� Survivalist）CAN２勝，Bu

ll Page S‐R ３着

５代母 フィフスアヴェニューレイディFifth Avenue Lady（78 USA黒鹿 Rising Market）
USA１勝
［子］ ヘイルアキャブ Hail a Cab（83牝 Hail the Pirates）USA11 勝，スピン

スターＳ‐G1，Fairway Fun S‐L，Dogwood S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 山際 智＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0360
生 産 牧 場： 山際 智
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

874 テレキネシス２０２１ �・黒鹿 ３／３０

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケテレキネシス
＊ Bold Executive

��
��
�シンプリーラヴリー鹿 2011 Belle Affair

8f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ダイヤモンドハート（12鹿 ダイワメジャー）��１勝�入着
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 エスティメーション（01鹿 ＊エンドスウィープ）３勝
エスキナンサス（09牝 スペシャルウィーク）��４勝�入着
コルチナ（10牝 ハーツクライ）�１勝��２勝，フローラルＣ３着
レオソフィア（13牝 ＊クロフネ）�１勝
ペイシャエスティマ（16牝 ＊パイロ）��１勝�１勝��２勝

３代母 ＊ハイエストエスティメイト（88 USA鹿 Seattle Slew）不出走

４代母 ハイエストリガード Highest Regard（77 USA鹿 Gallant Romeo）USA７
勝，Imperatrice H，Dark Mirage S，High Voltage S，Grey Flight
H３着
［子］ ＊オウインスパイアリング（86牡 Slew o' Gold）USA７勝，フラミンゴＳ‐G1，

アメリカンダービー‐G1，ジャージーダービー‐G2，etc.，種牡馬
レコグナイザブル Recognizable（91 牝 Seattle Slew）USA８勝，ディ
スタフＨ‐G2，ファーストレイディＨ‐G3，セイビンＨ‐G3，etc.

［孫］ スペシャルディスカウント Special Discount（94� Nureyev）FR５勝，
P. deMontretout‐L，P. du Ranelagh‐L ３着

トルーコンフィデンス True Confidence（97牡 Storm Cat）USA１勝，
エルカミノレアルダービー‐G3 ２着，種牡馬

［曾孫］ オフリミッツOff Limits（12 牝 Mastercraftsman）IRE・USA７勝，メイ
トリアークＳ‐G1，アシーニアＳ‐G3，ノーブルダムゼルＳ‐G3，etc.

カクタスクリス Cactus Kris（11 牝 Cactus Ridge）USA・CAN７勝，
ヘンドリーＳ‐G3，オンタリオファッションＳ‐G3，Satin and Lac
e S‐L，etc.

プランドトンタン Prends Ton Temps（97牡 Exit to Nowhere）FR９
勝，G.P. de Bordeaux‐L，G.P. de Marseille‐L ２着

グリントGlint（08� Sharp Humor）USA10 勝，Fitz Dixon，Jr. Memo
rial Juvenile S‐L，Mountain Valley S３着

ボブキャットジム Bobcat Jim（10� Sharp Humor）USA５勝，Ed Sk
inner Memorial S，Chick Lang S‐L ２着，Dark Star S２着，etc.

販売申込者・所有者： 上野 正恵＝新ひだか町静内東別 �080-5590-4099
生 産 牧 場： 上野 正恵
飼 養 者： 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

875 ダイヤモンドハート２０２１ 牡・栗 ３／１７

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

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

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケダイヤモンドハート ＊エンドスウィープ

��
��
�エスティメーション鹿 2012 ＊ハイエストエスティメイト

8h
Mr. Prospector S4×S5×M5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ニシノクローバー（12黒鹿 アドマイヤオーラ）��３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ニシノフォーリーフ（19牡青鹿 ローズキングダム）��１勝
ニシノパプルブリリ（20牝黒鹿 ディープブリランテ）�未出走

２代母 シュフルール（02鹿 ＊パントレセレブル）４勝，かもめ島特別，奥尻特別，障
害５勝
セイウンコレット（11牝 マンハッタンカフェ）障害１勝，�２勝�１勝�入着
ニシノムソウ（15牡 ヒルノダムール）�２勝
ウインベイランダー（17牡 ゴールドシップ）２勝，稲佐山特別，奥の細道特別２着

３代母 ベイフィオーリ（94鹿 ＊トニービン）１勝
オールゲイティー（00� ＊エリシオ）１勝
ワードレスギフト（01牡 ＊カーネギー）１勝，�１勝

４代母 ヒロポリシー（84鹿 バンブーアトラス）障害４勝
［子］ サイレントハンター（93牡 ＊サンデーサイレンス）11勝，産経大阪杯

‐Jpn2，新潟大賞典‐Jpn3（２回），中山金杯‐Jpn3，etc.，種牡馬
［孫］ チェリスト（02牡 キングヘイロー）２勝，飯坂温泉特別，�２勝��入着３回

ウメノカイウン（04牝 ＊スターオブコジーン）１勝，�２勝
ヒロゴウカイ（98牡 ウイニングチケット）１勝
ヒロスズラン（99牝 ダイナガリバー）	９勝�９勝��

［曾孫］ サンマルデューク（09牡 ＊ロージズインメイ）７勝，ポルックスＳ‐OP，
師走Ｓ‐OP，ジュライＳ‐OP ３着，etc.

ドリームトレジャー（05牡 ＊コマンダーインチーフ）４勝，雄国沼特別，etc.，
��１勝，埼玉栄冠賞，京成盃グランドマイラーズ３着

マイネルブリアー（04牡 ＊グラスワンダー）１勝，伊達特別３着，水仙賞
３着，百日草特別３着

サンマルホウセキ（11牝 ジャングルポケット）３勝

５代母 タイムポリシー（76栗 ＊フアバージ）入着 13回
［子］ シルクハピネス（82牡 ＊パーソロン）５勝，摩耶Ｓ，鴨川特別２着，瀬戸

内海特別２着，etc.，
５勝

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

876 ニシノクローバー２０２１ �・青鹿 １／２０
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mythネロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニシノタカラヅカ栗 2011 ＊デユプリシト

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤオーラ ビワハイジニシノクローバー ＊パントレセレブル

��
��
�シュフルール黒鹿 2012 ベイフィオーリ

＊アストニシメント 7c
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ニューステップ（09栗 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ツルガオウ（14牡栗 ＊パイロ）��５勝
シェナエンジ（17牝栗 ナカヤマフェスタ）���入着
アカサカココア（19牝鹿 ホッコータルマエ）��出走��１勝

２代母 プラントオジジアン（99栗 ＊オジジアン）出走
サンツェッペリン（04牡 ＊テンビー）２勝，京成杯‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，ホ

ープフルＳ‐L ２着，日本ダービー‐Jpn1 ４着，百日草特別２着
リバーミラクル（05牡 ＊ティンバーカントリー）�２勝
ベルウッドドラゴン（07牡 ＊アジュディケーティング）��３勝
ミヤコエンパイア（12牝 ＊エンパイアメーカー）�６勝
トウケイダンディ（13牡 ＊ロージズインメイ）１勝，�１勝
ヨンウォニ（17牝 ゴールドヘイロー）�入着２回，�３勝

３代母 ＊キクカローバート（87 USA栗 Roberto）１勝
キクカグローバル（96牝 マルゼンスキー）不出走

キクカネイチャ（01牡 ＊リンドシェーバー）２勝，水芭蕉特別２着，雪うさぎ賞
２着，鳥栖特別３着

キクカラヴリイ（04牝 ＊マイネルラヴ）２勝，鹿屋特別，中京スポニチ賞２着，
門司特別２着，etc.

キクカタキシード（07牡 ブラックタキシード）３勝，鳴滝特別，迎春Ｓ２着，
オリオンＳ２着，etc.

４代母 オールドグレナダOld Grenada（72 USA栗 Pronto）USA３勝
［子］ オールドイクスクルーシヴOld Exclusive（85 牡 His Majesty）USA５

勝，El Cajon S‐LR，種牡馬
［孫］ チェロキープリンス Cherokee Prince（00� Cherokee Run）USA10 勝，

Independence Day S‐L（２回），Labor Day S‐L，Budw
eiser Challenger S，etc.

［曾孫］ キングオヴスキャット King of Scat（96 牡 Eastern Echo）USA４勝，
Remington Futurity‐L，Oklahoma Classic Juvenile S‐R，
Oklahoma T.A. Futurity‐R，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

877 ニューステップ２０２１ 牡・栗 ４／２２
＊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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズニューステップ ＊オジジアン

��
��
�プラントオジジアン栗 2009 ＊キクカローバート

22b
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Mr. Prospector S4×M5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 ネオザフラッシュ（08栗 タニノギムレット）入着，�１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（７）〕
ネオヴィヴィッド（14牝芦 キャプテントゥーレ）�１勝
フラッシュイメル（15牝栗 ディープブリランテ）�３勝
クリノワンダフル（16牡栗 キャプテントゥーレ）�２勝
メイショウギンレイ（17牡芦 キャプテントゥーレ）入着，�１勝�

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
フロリアード（12牝 ＊クロフネ）入着２回，�２勝

メタスペクター（18牡 ＊ダンカーク）�２勝，三浦特別３着
ゴールドスノー（19牝 ＊ザファクター）��２勝，中京ペガスターＣ３着

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
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

販売申込者・所有者： 村下 明博＝浦河町野深 �0146-27-4352
生 産 牧 場： 村下 明博
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

878 ネオザフラッシュ２０２１ 牡・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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルネオザフラッシュ スペシャルウィーク

��
��
�キャスケードブーケ栗 2008 スカーレットブーケ

＊スカーレツトインク 4d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 サクラメガマックス（04鹿 ＊クロフネ）�１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－７（35）〕
サクラビクトワール（10�鹿 サクラローレル）１勝，�13 勝�入着���
サクラエルカミーノ（11牡鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝，��１勝
ガールズ（12牝鹿 ＊グラスワンダー）��４勝
ワンダフルワンダー（13牡鹿 サクラオリオン）��２勝
イヴレア（14牡栗 ローエングリン）��８勝
ハシュマル（18牝鹿 ＊ベーカバド）�	５勝
ピロコギガマックス（19牝鹿 ホッコータルマエ）��２勝�，兵庫若駒賞
（Ｄ1400）２着

２代母 サクラメガ（98栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
サクラメガワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）７勝，金鯱賞‐G2，鳴尾記念‐G3，鳴

尾記念‐Jpn3，Ｒたんぱ杯２歳Ｓ‐Jpn3，カシオペアＳ‐L，etc.，種牡馬
サクラメガスター（06牡 サクラローレル）１勝
サクラアンプルール（11牡 キングカメハメハ）４勝，札幌記念‐G2，中山記念‐G2

２着，日経賞‐G2 ３着（２回），函館記念‐G3 ２着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.，

２勝，種牡馬

３代母 サクラクレアー（82鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2 ２着
サクラヤマトオー（88牡 サクラユタカオー）４勝，オールカマー‐Jpn3 ２着，共同

通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，ホープフルＳ‐OP，etc.
サクラチトセオー（90牡 ＊トニービン）９勝，天皇賞（秋）‐Jpn1，ＡＪＣＣ‐Jpn2，

中山記念‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬
サクラヒーロー（91牝 サクラユタカオー）不出走

サクラローズマリー（06牝 サクラプレジデント）３勝，スイートピーＳ‐L ２着，
忘れな草賞‐OP ３着，御室特別，etc.

サクラキャンドル（92牝 サクラユタカオー）５勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，府中
牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＳ‐Jpn3，etc.

サクラプレステージ（97牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，ＵＨＢ杯‐OP ３着，おお
ぞら特別２着
サクラプレジール（10牝 サクラプレジデント）２勝，フラワーＣ‐G3

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2036
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121

879 サクラメガマックス２０２１ 牡・鹿 ４／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューサクラメガマックス ＊サンデーサイレンス

��
��
�サクラメガ鹿 2004 サクラクレアー

＊クレアーブリツジ 13c
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 センティーレ（02青 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（50）〕
ナスノキセキ（10牝黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��10 勝
ブラックバカラ（11牝青 ＊ロージズインメイ）��２勝�24 勝�，珊瑚冠賞（Ｄ1900）
クリールジェニー（12牝栗 ＊アグネスデジタル）�２勝��６勝�入着３回，知床

賞（Ｄ1400）２着，あやめ賞（Ｄ1400）３着
ドラゴンツリー（17牡栗 メイショウボーラー）��３勝��１勝
ソンノウジョウイ（18牡鹿 ＊ベーカバド）��２勝

２代母 ＊ルビーベイビー（93 USA黒鹿 ＊ハウスバスター）USA５勝，Miss Woodfor
d H‐L，La Troienne S‐L ２着
ルーベラ（99牝 Crafty Prospector）入着，�11 勝�

デザートフラワー（10牝 サイレントディール）	12 勝
スピーディキック（19牝 タイセイレジェンド）���３勝�３勝，エーデ
ルワイス賞‐Jpn3，関東オークス‐Jpn2 ３着，東京プリンセス賞，桜
花賞，東京２歳優駿牝馬，etc.，ＮＡＲ優２牝

ゴールドブレード（14牡 ヴァーミリアン）	９勝，駿蹄賞３着，中京ペガスタ
ーＣ３着

レッドスプレンダー（03牡 サクラバクシンオー）２勝，ファルコンＳ‐Jpn3 ３着
リーズレセプション（04牡 ＊クロフネ）３勝，鹿島特別３着，木古内特別３着
トーホウブエナス（07牝 ＊ストラヴィンスキー）３勝

３代母 オンザベンチOn the Bench（80 USA栗 Good Behaving）USA９勝，G
enuine Risk S‐L，Half Moon S，Milky Way S，Tanya S，アスタリ
タＳ‐G2 ２着，etc.
ライアンズギフト Ryan's Gift（86 牡 Nijinsky）GB・GER・ITY・CZE・POL・H

UN・SWI・AUT28 勝，CenaMinisterstva Polnohospodarstva‐L（２回），
Velka Cena Hlavniho Mesta Prahy‐L

スージーダイアモンド Suzie Diamond（88牝 ＊セクレト）USA出走
テナンツハーバー Tenants Harbor（92 牡 Badger Land）USA６勝，スティ

ーヴンフォスターＨ‐G2，ペンシルヴァニアダービー‐G2 ３着，フェア
マウントダービー‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 村上牧場＝新冠町朝日 �0146-47-4220
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

880 センティーレ２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ８

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

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

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーセンティーレ
＊

＊ハウスバスター

��
��
�ルビーベイビー青 2002 On the Bench

8k
Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 ハイレイヤー（07鹿 ＊シンボリクリスエス）入着３回，�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－２（12）〕
ペタルーダ（14牝鹿 ＊クロフネ）��入着��６勝
ラクロアクリスエス（15牡鹿 ＊タートルボウル）１勝
ライトマン（17牡鹿 エイシンフラッシュ）１勝，��６勝
サイモンバロン（19牡鹿 ＊ハービンジャー）�１勝
ブラーノマーノ（20牡鹿 ＊シャンハイボビー）���入着

２代母 セシルカット（92栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，栗子特別
ジェシカ（99牝 ＊トニービン）３勝，原町特別
オーバルカット（00牝 ＊エリシオ）不出走

ホワイトピルグリム（05牡 ＊クロフネ）５勝，金鯱賞‐G2 ３着，都大路Ｓ‐L ３
着，寿Ｓ，メルボルンＴ，高千穂特別，etc.

ピアチェヴォーレ（01牝 ＊オペラハウス）４勝，磐梯山特別，原町特別，燕特別２着，
原町特別３着

セシルブルース（03牝 ＊エルコンドルパサー）出走
アイムユアーズ（09牝 ＊ファルブラヴ）５勝，フィリーズレビュー‐G2，クイー

ンＳ‐G3（２回），ファンタジーＳ‐G3，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1
２着，桜花賞‐G1 ３着，etc.

リヴィエラブルー（04� ＊ホワイトマズル）２勝，瓢湖特別，九十九里特別２着，南
武特別３着，荒川峡特別３着

ゴッドエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）３勝，仲春特別
ゴダール（10� ＊ウォーエンブレム）３勝，舞鶴特別３着，妙高特別３着

３代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，札

幌記念‐Jpn2（２回），産経大阪杯‐Jpn2，etc.，年代表，優古牝
アドマイヤグルーヴ（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，エリザベス女王杯

‐Jpn1（２回），阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優古牝
ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞‐G2，etc.，

UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

販売申込者・所有者： 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

881 ハイレイヤー２０２１ 牡・鹿 ５／ 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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayハイレイヤー ＊サンデーサイレンス

��
��
�セシルカット鹿 2007 ダイナカール

＊パロクサイド 8f
Mr. Prospector S4×S5 Seattle Slew S5×M5 Northern Dancer S5×M5
Numbered Account S5×S5 Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

アロマティコ（09牝 キングカメハメハ）６勝，巴賞‐LR，秋華賞‐G1 ３着，エ
リザベス女王杯‐G1 ３着，etc.
ジオグリフ（19牡 ＊ドレフォン）�３勝，皐月賞‐G1，札幌２歳Ｓ‐G3，共
同通信杯‐G3 ２着，etc.

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

882 ハミングライフ２０２１ 牡・栗 ３／２６

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

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

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールハミングライフ ＊ドクターデヴィアス

��
��
�オーバーザウォール栗 2011 アンデスレディー

＊レデイチヤツター 19
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 バアゼルザウバー（10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：地方－１（４）〕
カーヴィーレーザー（17�鹿 エイシンフラッシュ）��４勝�
ディオアステリア（19牝芦 ＊ザファクター）�入着
オールイズバニティ（20牝鹿 リオンディーズ）��出走

２代母 ダイヤモンドピサ（00黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ピサライコネン（07牡 ＊クロフネ）３勝
オールザットジャズ（08牝 タニノギムレット）６勝，福島牝馬Ｓ‐G3（２回），中山牝馬

Ｓ‐G3 ２着，クイーンＳ‐G3 ３着，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，愛知杯‐G3 ３着，etc.
アナザーラブソング（16牡 ＊ハービンジャー）２勝，小豆島特別２着，札幌道新

スポーツ賞３着
ディモールト（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，萌黄賞，九州スポーツ杯２着

ピサノベッテル（09牝 ＊クロフネ）３勝
アナザープラネット（13牡 ＊ワークフォース）４勝，中京スポーツ杯，��出走�入着��

３代母 ＊ジョード（89 USA鹿 Danzig）GB・USA２勝
フーラエインジェル Hula Angel（96 牝 Woodman）GB・IRE３勝，愛１０００ギニー

‐G1，ロックフェルＳ‐G2，Oh So Sharp S‐L ３着
ザフィストオヴゴッド The Fist of God（05� Sadler's Wells）IRE３勝，

Eyrefield S‐L ２着，IRE障害３勝
ユーアーソービューティフル You'resobeautiful（17 牝 No Nay Never）�IR

E１勝，Polonia S‐L ２着
シルクジュリエット（99牝 マーベラスサンデー）１勝

ジャジャウマナラシ（12牡 ＊アサクサデンエン）��４勝	１勝，兵庫ジュニア
ＧＰ‐Jpn2，ＮＡＲ優２牡

スケジュール Schedule（01 牝 ＊ブライアンズタイム）USA５勝，Honeybee S，
Miss Liberty S，Crank It Up S２着，etc.
イルーシヴテンパー Elusive Temper（07 牝 Elusive Quality）USA２勝，L

ittle Silver S‐L ３着
シーキングアンエインジェル Seeking an Angel（03 牝 Seeking the Gold）USA

４勝，Omnibus S２着
セイントルーイ St. Louie（12� Arch）USA６勝，John's Call S‐R ３着

販売申込者・所有者： ㈲市川牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4747
生 産 牧 場： ㈲市川牧場
飼 養 者： ㈲市川牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4747

883 バアゼルザウバー２０２１ �・鹿 ２／１９

＊

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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayバアゼルザウバー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ダイヤモンドピサ鹿 2010 ＊ジョード

1s
Seattle Slew S4×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



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

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

グランヴィクトリア（16牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��４勝�１勝�２勝
マイストック（18牡鹿 ＊マクフィ）�１勝�
プロメテウス（19牡鹿 ＊マクフィ）��入着
ケントメリー（20牡鹿 レッドファルクス）��出走

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

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

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

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

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

＊ジャンダルム（15牡 Kitten's Joy）�６勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，オーシャン
Ｓ‐G3，春雷Ｓ‐L，信越Ｓ‐L，ニューイヤーＳ‐L，etc.

シマノタカラチャン（99牝 ＊ジェイドロバリー）１勝
ダイワマジック（01牡 ＊エルコンドルパサー）１勝，	１勝��４勝

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

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

884 バイオレントハート２０２１ 牡・黒鹿 ３／１７
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイバイオレントハート
＊ Danzig

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

22d
Nijinsky S4×M4 Northern Dancer M4×S5×M5 Hail to Reason S5×M5
Nearctic M5×M5
価格： 購買者：



母 パッションレッド（04栗 アグネスタキオン）３勝，アネモネＳ‐L（芝 1600）３着，
木津川特別（芝 1600），玄海特別（芝 2000）２着，高千穂特別（芝 2000）２着，ＨＢ
Ｃ賞（芝 1800）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－４（９）〕
セカンドネイチャー（14牝栗 ＊クロフネ）�４勝�
バイラビエン（16牝黒鹿 ロードカナロア）��１勝�１勝
エスパー（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）���１勝
オーケーパッション（18牝鹿 ルーラーシップ）入着，���入着３回
サンカハラ（19牝鹿 トーセンジョーダン）��２勝，カペラ賞（Ｄ1800）２着

２代母 ＊レッドチリペッパー（96 USA芦 Unbridled）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，富士
Ｓ‐Jpn3，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３着，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，クイーンＣ
‐Jpn3 ２着，etc.
ホワイトペッパー（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，山科特別３着，夙川特別３着，

香春岳特別３着
バルサミックムーン（17	 ＊タートルボウル）�２勝，由布院特別２着，大通公

園特別３着
バーニングレッド（03牝 アグネスタキオン）１勝

カラクレナイ（14牝 ローエングリン）４勝，フィリーズレビュー‐G2，京阪杯‐G3
３着，淀短距離Ｓ‐L ３着，オパールＳ‐L ３着，桜花賞‐G1 ４着，etc.

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

１勝
３勝�
ジェイド（09牡 ハーツクライ）１勝
ハラペーニョペパー（12牝 ゼンノロブロイ）３勝，伊良湖特別，播磨Ｓ２着，リボ

ン賞２着

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

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

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

販売申込者・所有者： 山口 忠彦＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3501
生 産 牧 場： 山口 忠彦
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

885 パッションレッド２０２１ 牡・黒鹿 ５／ ９
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラパッションレッド
＊ Unbridled

��
��
�レッドチリペッパー栗 2004 Raise a Carter

10a
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ハッピーディレンマ（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－１（３），地方－２（６）〕
ハッピーシェフ（12牡鹿 ＊クロフネ）入着２回，�１勝
ヒプノティスト（13牡栗 ＊クロフネ）３勝，アイビーＳ‐OP（芝 1800）３着，水仙賞
（芝 2200）２着，葉牡丹賞（芝 2000）２着

ハッピーパーティー（14牝芦 ＊クロフネ）�３勝��２勝
ナノハナバタケ（19牝鹿 メイショウサムソン）��入着

２代母 ＊ハンターズマーク（00 USA鹿 Titus Livius）GB・USA１勝
ミッキーハンター（05牡 Street Cry）入着２回，�６勝��
ターゲットマシン（08牡 ディープインパクト）３勝，寒竹賞，ｔｖｋ賞３着
クロンヌドール（09牝 アグネスタキオン）入着

マッスルビーチ（16牡 メイショウサムソン）�３勝，鳥取特別，白嶺Ｓ２着，
伊丹Ｓ３着，障害１勝

キンノマサカリ（17牡 メイショウサムソン）３勝，苗場特別，五泉特別２着，
ラジオ福島賞２着，もちの木賞２着

シャガールバローズ（10� アグネスタキオン）入着２回，��３勝
ナリノクインビー（13牝 ＊ワークフォース）入着，	２勝�入着
グローリーハンター（14牡 ヴィクトワールピサ）１勝
エクレアハンターEclair Hunter（15� ＊ノヴェリスト）１勝，MAC３勝
マイアマノイMyamanoi（17 牡 Temple City）�USA１勝

３代母 ＊マンファス（91 IRE 黒鹿 ＊ラストタイクーン）GB入着
ザデビュティ The Deputy（97 牡 Petardia）GB・USA４勝，サンタアニタダービ

ー‐G1，サンタカタリーナＳ‐G2，Hill Rise H‐L，etc.，種牡馬
キングカメハメハ（01牡 Kingmambo）７勝，日本ダービー‐Jpn1，ＮＨＫマイル

Ｃ‐Jpn1，神戸新聞杯‐Jpn2，etc.，優３牡，種牡馬
レースパイロット（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，エ

ルフィンＳ‐OP ３着，ミモザ賞

４代母 パイロットバード Pilot Bird（83 GB鹿 Blakeney）GB１勝，Sir Charles C
lore Memorial S‐L

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614

886 ハッピーディレンマ２０２１ 牡・鹿 ５／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ステイゴールド

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

��
��
�レーゲンボーゲン鹿 2013 レインボーファスト

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラハッピーディレンマ
＊ Titus Livius

��
��
�ハンターズマーク栗 2007 ＊マンファス

22d
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 パトリツィア（15鹿 ＊キングズベスト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ユウユウピッコラ（20牝黒鹿 ＊モンテロッソ）�地方未出走

２代母 ラファダリ（09黒鹿 Singspiel）３勝
ラファエル（17牡 アドマイヤムーン）入着，�５勝�１勝
コスモパラティーナ（18牡 ＊ディスクリートキャット）���２勝�１勝

３代母 ＊シシリーⅡ（00 USA黒鹿 Kris S.）GB１勝

４代母 ナジェカムNajecam（93 USA栗 Trempolino）USA６勝，プリンセスＳ
‐G2 ２着，サンクレメンテＨ‐G2 ３着，ハニムーンＨ‐G3 ３着，Kenneth L.
Graf Memorial H３着
［子］ アクションジスデイ Action This Day（01牡 Kris S.）USA２勝，ＢＣジ

ュヴェナイル‐G1，種牡馬
［孫］ ＊ドレフォン（13牡 Gio Ponti）USA６勝，ＢＣスプリント‐G1，フォアゴ

ーＳ‐G1，キングズビショップＳ‐G1，種牡馬
インシュアリング Ensuring（11 牡 New Approach）GB・HKG４勝，
Ladies' Purse‐L ３着

５代母 スーウォーナー SueWarner（88 USA黒鹿 Forli）不出走
［孫］ ロードアドミラル Lord Admiral（01 牡 El Prado）GB・IRE・USA・U

AE６勝，ジェベルハッタ‐G2，アルラシディヤ‐G3，バリーコーラ
スＳ‐G3，etc.，種牡馬

クワイエトメドーQuiet Meadow（05牝 El Prado）USA３勝，Tam
pa Bay Turf Distaff S‐R，ギャロレットＨ‐G3 ２着，マッチメイカ
ーＳ‐G3 ２着，etc.

［曾孫］ スターキャッチャー Star Catcher（16 牝 Sea The Stars）GB・FR・IR
E５勝，愛オークス‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1，英ＢＣフィリーズ＆
メアズＳ‐G1，etc.

キャノックチェイス Cannock Chase（11牡 Lemon Drop Kid）GB・C
AN・HKG５勝，カナディアンインターナショナルＳ‐G1，ハクスリ
ーＳ‐G3，ターセンテナリーＳ‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

887 パトリツィア２０２１ 牡・栗 ３／２０
＊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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaパトリツィア Singspiel

��
��
�ラファダリ鹿 2015 ＊シシリーⅡ

1n
Halo S4×S5×M5 Mr. Prospector S4×M4 Nureyev S4×M5
Glorious SongM4×S5
価格： 購買者：



母 パナマックス（05芦 ＊クロフネ）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－６（22）〕
ミラフローレス（10牝黒鹿 ダンスインザダーク）入着，�２勝
パセンジャーシップ（12牝芦 ダイワメジャー）２勝
スーパープルーム（13牝鹿 ネオユニヴァース）�２勝��４勝
クレマン（15牝芦 ダノンシャンティ）��４勝
ハーモニーブレイブ（16牡鹿 ドリームジャーニー）���３勝�２勝
バルボア（17牡芦 マツリダゴッホ）１勝，��４勝�
アレックス（18�黒鹿 ファーガソン）��未出走��１勝	
カネミツエース（20牡芦 サトノクラウン）��入着

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

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

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

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

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

ネバーエンディング（02牝 ＊エンドスウィープ）２勝
グラビテーション（16牡 ベルシャザール）��１勝，ハイセイコー記念３着，

鎌倉記念３着
ジョーストーリー（19牝 エスポワールシチー）���４勝，ユングフラウ賞２

着，ローレル賞３着
セブンサミッツ（06牡 フジキセキ）４勝，猪苗代特別，野分特別３着

３代母 ダイナセレナード（79黒鹿 ＊エルセンタウロ）４勝，鷹取特別，愛宕特別

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

888 パナマックス２０２１ �・芦 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リアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューパナマックス ＊ノーザンテースト

��
��
�マキシマムデニール芦 2005 ダイナセレナード

＊フリソデ A13
Hold Your Peace S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊ノーブルストーン（04 AUS栗 Hussonet）入着８回，桑名特別（芝 1200）２着，飛
竜特別（芝 1000）３着，医王寺特別（芝 1200）３着，鳥栖特別（芝 1200）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
イロハ（14牝鹿 ヴィクトワールピサ）１勝
ウォーターロレンス（15牡黒鹿 キングカメハメハ）１勝
キュアドリーム（20牝青鹿 キタサンブラック）�地方未出走

２代母 レイスウィング LaceWing（97 GB栗 Caerleon）GB１勝
ボラデイルBorradaile（01� Green Desert）AUS５勝
リヴェッテドRiveted（05� Hussonet）AUS７勝
ダニッシュレイスDanish Lace（10牝 Manton）AUS９勝

３代母 カポディモンテ Capo Di Monte（82 IRE 鹿 Final Straw）GB・FR・USA
５勝，ヴァインランドＨ‐G3，Pretty Polly S‐L，Virginia S‐L，マッチメ
イカーＳ‐G2 ２着，サンチャリオットＳ‐G2 ２着，etc.
ドリームティケットDream Ticket（92 牝 Danzig）GB１勝

マジックミッションMagic Mission（98牝 Machiavellian）FR・USA４勝，
ロイヤルヒロインＳ‐G3，メイトリアークＳ‐G1 ３着，パロマーＢＣＨ
‐G2 ２着，etc.

＊タリスマニック（13牡 Medaglia d'Oro）FR・USA・UAE・HKG８勝，
ＢＣターフ‐G1，モーリスドニュイユ賞‐G2，ゴントービロン賞‐G3，etc.，
種牡馬

＊ドリームモーメント（05牝 Machiavellian）出走
ロジクライ（13牡 ハーツクライ）５勝，富士Ｓ‐G3，シンザン記念‐G3，
六甲Ｓ‐LR，etc.，種牡馬

グリーンディライトGreen Delight（95 牝 Green Desert）FR出走
バーリンズソード Balin's Sword（00� Spectrum）GB・FR・USA３勝，ジ

ョンシェール賞‐G3 ３着
ガーデンシティGarden City（05 牝 Majorien）FR３勝，Criterium de Vites

se‐L ２着
コンプリメンタリーパスComplimentary Pass（96 牝 ＊デインヒル）GB入着

グイーバラGweebarra（04� Lomitas）GB・USA２勝，エイコムＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 石郷岡 松太郎＝新冠町大富 �0146-47-3647
生 産 牧 場： 石郷岡 松太郎
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

889 ノーブルストーン２０２１ �・鹿 ４／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊

フソネット Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Hussonet Sacahuistaノーブルストーン レイスウィング Caerleon

��
��
�LaceWing栗AUS 2004 Capo Di Monte

2f
Burghclere S4×M4 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 コマノレジェンド（14黒鹿 ＊ストリートセンス）３勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
メイクアストーリー（20牡鹿 ＊バゴ）���１勝

２代母 コマノスクアーロ（08鹿 ゼンノロブロイ）１勝，ニセコ特別２着
コマノジャスパ（15牡 ＊ノヴェリスト）１勝
コマノゼニト（16牡 エイシンフラッシュ）２勝，三浦特別３着
コマノカモン（19牡 ルーラーシップ）１勝
メイドイットマム（20牝 ＊ノヴェリスト）��１勝

３代母 コマノマコ（00鹿 ＊フォーティナイナー）３勝，鎌倉特別３着，�１勝

４代母 リンデンジョオー（93鹿 ＊リアルシヤダイ）入着２回
［子］ コマノルカン（03牡 ＊ボストンハーバー）４勝，醍醐特別，ＳＴＶ賞，山

城Ｓ２着，etc.
コマノハイ（02牡 スペシャルウィーク）３勝，阿寒湖特別，英彦山特別，
黄菊賞３着

コマノシャーク（99牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，鳴海特別，和田岬特別３着
［孫］ コマノインパルス（14牡 ＊バゴ）２勝，京成杯‐G3，葉牡丹賞２着

コマノウインクル（17牡 キズナ）３勝，魚沼特別，弥彦Ｓ２着，逆瀬川Ｓ
２着，etc.

５代母 リンデンリリー（88栗 ＊ミルジヨージ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，ロー
ズＳ‐Jpn2，馬籠特別
［子］ ヤマカツリリー（00牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，フィリーズレビュ

ー‐Jpn2，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1
３着，etc.

リンデンルレーブ（95牝 ＊ノーザンテースト）２勝，浄土平特別３着
［孫］ ヒラソール（16� マツリダゴッホ）４勝，名鉄杯‐OP ３着，天保山Ｓ

‐OP ３着，高瀬川Ｓ，��１勝��
ヤマカツハクリュウ（07牡 ＊クロフネ）５勝，奥多摩Ｓ，神奈川新聞杯，
竹尾特別，etc.，障害２勝

販売申込者・所有者： ㈲新井牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4136
生 産 牧 場： ㈲新井牧場
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

890 コマノレジェンド２０２１ 牡・鹿 ３／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleコマノレジェンド ゼンノロブロイ

��
��
�コマノスクアーロ黒鹿 2014 コマノマコ

＊シユリリー 7d
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 パワーフレーズ（14鹿 ＊クロフネ）�入着３回
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 アイアンブリッジ（98鹿 ＊トニービン）�１勝
カンファーバトル（06牡 マンハッタンカフェ）１勝，�３勝�
レッドシャンデル（08牝 ネオユニヴァース）��１勝
クロフネサプライズ（10牝 ＊クロフネ）３勝，チューリップ賞‐G3，阪神ジュベナイ

ルフィリーズ‐G1 ２着，桜花賞‐G1 ４着，りんどう賞
デジタルスパーク（11牡 ＊アグネスデジタル）�６勝
モズマーチャン（15牡 ロードカナロア）��７勝�２勝��

３代母 パイナップルスター（88黒鹿 ニホンピロウイナー）１勝，サフラン賞，三国特
別３着
オリジナルデザート（95牝 ＊リアルシヤダイ）出走

マイネルアドホック（02牡 ＊ホワイトマズル）２勝，コスモス賞‐OP
マイネルイディオス（03牡 バブルガムフェロー）１勝，	５勝
４勝，みちの

く大賞典２着
ドリームドルチェ（12牡 ＊マイネルラヴ）５勝，京葉Ｓ‐L ２着，京葉Ｓ‐LR ３

着，etc.，���１勝	１勝，かきつばた記念‐Jpn3 ３着，etc.
ティアドロップス（97牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

トップクリフォード（06牡 ジャングルポケット）２勝，すみれＳ‐OP，三田特
別２着

シルクアーネスト（07牡 ＊グラスワンダー）６勝，福島ＴＶＯＰ‐L，キャピタル
Ｓ‐L ２着，谷川岳Ｓ‐L ３着，etc.，
３勝

マイネルラクリマ（08牡 ＊チーフベアハート）６勝，オールカマー‐G2，七夕賞
‐G3，京都金杯‐G3，etc.

ロードセレリティ（13牡 キングカメハメハ）２勝，朱雀Ｓ，南総Ｓ２着，山城
Ｓ３着，etc.，��２勝

４代母 ダイナスワツプス（79鹿 ＊ノーザンテースト）３勝
［子］ ダンディコマンド（93牡 ニホンピロウイナー）５勝，北九州記念‐Jpn3，

皐月賞‐Jpn1 ５着，クロッカスＳ‐OP，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 上村 清志＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2504
生 産 牧 場： 上村 清志
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

891 パワーフレーズ２０２１ �・鹿 ３／ ８
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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューパワーフレーズ ＊トニービン

��
��
�アイアンブリッジ鹿 2014 パイナップルスター

＊サニースワツプス A4
トニービンM3×S4 ノーザンテースト S5×M5

価格： 購買者：



母 バーニングテイスト（14鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ハーラブリー（19牝鹿 ラブリーデイ）��２勝�入着

２代母 ホットフレイバー（04栗 ＊タバスコキャット）３勝，新涼特別，夙川特別２着，
銀嶺Ｓ３着
ロバストミノル（13牡 ゴールドアリュール）３勝，瀬戸特別２着，��１勝�１勝
リリーマイスター（15牡 マンハッタンカフェ）入着，��１勝�３勝�４勝�
ボーズキャット（16牝 ルーラーシップ）��５勝
ゴールドフレイバー（18牝 ゴールドシップ）���２勝�２勝

３代母 ノクターン（96栗 ＊クリスタルグリツターズ）�２勝

４代母 ＊ノーノーネヴアー（85 USA栗 Nijinsky）FR３勝，ミュゲ賞‐G3 ３着，P. d
u Pin‐L ３着
［子］ リキアイタイカン（98牡 ＊アフリート）６勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2，マイルＣ

ｈＳ‐Jpn1 ３着，高松宮記念‐Jpn1 ３着，etc.
リキアイワカタカ（94牡 Machiavellian）６勝，白川郷Ｓ，サンタクロー
スＳ，橿原Ｓ，etc.，種牡馬

ストップザネバー（95牝 ＊タイトスポット）３勝，立待岬特別，江差特別３着
サンエムウラノス（00牡 ＊ウォーニング）３勝，茨城新聞杯２着
ヤマカツシリウス（04牡 ＊クロフネ）１勝，有明特別３着

［孫］ リキアイダンディ（01牡 ＊タイキシャトル）４勝，水路閣特別，塩屋埼特
別，米山特別，etc.，�４勝���

タイタン（08牡 ＊デビッドジュニア）４勝，ＨＴＢ賞，大森浜特別，サン
シャインＳ２着，etc.，障害２勝

デンコウインパルス（12牡 ＊バゴ）３勝，白鷺特別，小倉城特別，兵庫特
別２着，etc.

ダッシュダクラウン（18	 ホッコータルマエ）�２勝，天白川特別２着，
香嵐渓特別３着

販売申込者・所有者： 漆原牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1574
生 産 牧 場： 漆原 武男
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

892 バーニングテイスト２０２１ �・鹿 ５／ ７
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlバーニングテイスト ＊タバスコキャット

��
��
�ホットフレイバー鹿 2014 ノクターン

＊ノーノーネヴアー 11g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 バーニングハート（10鹿 ＊ストラヴィンスキー）１勝，福島２歳Ｓ‐OP（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
フューリー（17牡黒鹿 ストロングリターン）�１勝�２勝��
ゲツレンカ（18牝黒鹿 ジョーカプチーノ）���出走�１勝
バーニングウインド（20牡鹿 トーセンラー）�未出走

２代母 ムーンライトソナタ（99黒鹿 サクラバクシンオー）４勝，賢島特別，有田特別，
長岡特別，知多特別２着（２回），芦屋川特別２着，etc.
エリーゼ（08牝 ＊ストラヴィンスキー）�２勝
リバティーホール（09牝 ＊ケイムホーム）１勝，白河特別２着，福島中央ＴＶ杯３着，

�２勝��
マイカイ（11牝 ＊ヨハネスブルグ）�３勝��５勝
タイヨウノコ（12牝 ＊エンパイアメーカー）１勝
チタノプリンセス（14牝 サクラプレジデント）���９勝�入着２回
ルーナセレナータ（16牝 トーセンラー）入着，�３勝�入着３回
デザートムーン（17牝 ベルシャザール）���４勝
ハヅキ（18牝 ＊ゴスホークケン）��２勝

３代母 ＊ブルースフォーユー（87 IRE 鹿 Cure the Blues）�入着４回

４代母 アーブリーArburie（71 IRE 栗 Exbury）FR・IRE１勝
［子］ アスクザウィンド Ask theWind（80牝 Run the Gantlet）FR・IRE３

勝，Hard Fought S‐L
［孫］ ファントムブリーズ Phantom Breeze（86牡 ＊ヴィジョン）IRE・USA８

勝，パンアメリカンＨ‐G2，マンハッタンＨ‐G2，愛ダービートライ
アルＳ‐G2，etc.，種牡馬

ミスティウィンドMistyWind（88牡 Be My Guest）IRE・USA６勝，
Point Reyes Invitational H‐R，Vallejo Day H‐L ２着，Ber
keley H２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ ストライクレイト Strike Rate（00 牝 Smart Strike）USA４勝，Winte
rgreen S，Decoration Day H‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲山岡牧場＝新冠町東町 �090-3118-2811
生 産 牧 場： ㈲山岡牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

893 バーニングハート２０２１ 牡・鹿 ２／１６
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

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

��
��
�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ストラヴィンスキー Fire the Groomバーニングハート サクラバクシンオー

��
��
�ムーンライトソナタ鹿 2010 ＊ブルースフォーユー

2u
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊パールデルタ（15 USA鹿 Giant's Causeway）IRE出走
本馬の他に産駒あり

２代母 フリーフォーレイシング Freefourracing（98 USA鹿 ＊フレンチデピュティ）
GB・USA６勝，プレスティージＳ‐G3，Indian Summer S‐L，Holiday Ina
ugural S２着，アシーニアＨ‐G3 ３着
スピードウェイ Speedway（04� Forest Wildcat）USA５勝，Mountaineer Ju

venile S‐L，Texas Heritage S，Northern Spur Breeders' Cup S‐L
３着

フリーブレイヴ Free Brave（05� Cherokee Run）USA８勝，Morluc S３着
レディレーサー Ready Racer（06� More Than Ready）USA・CAN20勝，S

un Sprint Championship H（２回），Ellis Park Juvenile S２着
フォローマイテイル FollowMy Tail（08 牝 Indian Charlie）USA１勝

レッドレイダー Red Raider（15� Roll Hennessy Roll）USA１勝，Copp
er Top Futurity‐R ２着

プルーフズインザプリン Proofsinthepuddin（18 牝 Marking）�USA３勝，
NewMexico Classic Cup Oaks Ch S‐R，Petticoat S‐R ２着，Sier
ra Starlet S‐R ２着，Carlos Salazar S‐R ３着

ダンシングインザストリートDancinginthestreet（11 牝 Street Boss）USA１勝
アンミサブルUnmissable（18 牡 Honor Code）�PAN１勝，P. Familia Fer

nandez‐L ３着
ダンスコードDance Code（19牡 Honor Code）�USA３勝，Parx Juvenil

e S，サンフォードＳ‐G3 ３着
＊レーシングマインド（17牡 Verrazano）１勝

３代母 ゲリーンジョーゴーGerri n Jo Go（85 USA鹿 Top Command）USA５勝，
La Troienne S‐L，Prima Donna S‐L，ポストデブＳ‐G3 ２着，Cro
wning Glory S‐LR ３着，TaWee S３着
バーンディ Barn D（95� ＊ブラッシングジョン）USA４勝，Daniel Van Clief S

‐R ３着
カムサック Kamsack（99� Crafty Prospector）USA３勝，デルマーフュチュリ

ティ‐G2 ２着，ラサロバレラメモリアルＳ‐G2 ３着，種牡馬

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： ㈲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

894 パールデルタ２０２１ �・鹿 ４／ ８

＊

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

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Giant's Causeway Mariah's Stormパールデルタ フリーフォーレイシング ＊フレンチデピュティ

��
��
�Freefourracing鹿USA 2015 Gerri n Jo Go

16h
Rahy S3×M4 Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 バーレーヘッズ（08黒鹿 スペシャルウィーク）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－３（８）〕
モズワッショイ（13牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）４勝，北陸Ｓ（Ｄ1200）
ブロードビーチ（14牝黒鹿 ヴァーミリアン）入着，��１勝��入着７回
サプライズハンター（15牡鹿 ＊サウスヴィグラス）��３勝�１勝�
モズベイビー（16牡青鹿 グランプリボス）２勝，���出走�出走
モズキタマサケンジ（18牡鹿 ＊ハービンジャー）��未出走�３勝
モズユウガ（19牡栗 ラブリーデイ）�出走
フラワーテイル（20牝栗 ラブリーデイ）��出走

２代母 ＊ヴェスタ（99 USA黒鹿 Fortunate Prospect）USA５勝，ミスプリークネス
Ｓ‐G3，Smart Halo S，Safely Kept S２着
アンコールスター（05牡 Tale of the Cat）２勝
フレイムプリースト（06牡 ＊ワイルドラッシュ）１勝
トーコーグリーン（10牡 アグネスタキオン）２勝，花見山特別，米沢特別３着
スリーヴェスタ（11牡 スズカマンボ）�４勝
スズカコーズライン（14牡 スズカコーズウェイ）７勝，大和Ｓ‐OP，オータムリーフ

Ｓ‐OP，銀蹄Ｓ，尾頭橋特別，etc.，�入着，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ２着
リュヌダムール（18牝 ダブルスター）入着５回，��４勝

３代母 アマヴァリドホープAmavalidhope（91 USA鹿 Valid Appeal）USA１勝
オナーラスHonor Lass（97 牝 Honor Grades）USA３勝

ペイパープレイン Paper Plane（08牝 Fusaichi Pegasus）USA２勝，Unio
n Avenue S‐R ３着

ホープフォーラヴ Hope for Love（00牝 Fortunate Prospect）USA２勝，O.B.
S. Sprint S‐R ２着，Jersey Jumper S３着
キャンディバイツ Candy Bites（10	 Candy Ride）USA13 勝，Babst Pala

cios Memorial H‐R，Howard B. Noonan S‐R，Best of Ohio Sprint
S‐R ２着，etc.

コフート Kohut（02	 Fortunate Prospect）USA６勝，Birdonthewire S‐L
２着，Fasig Tipton Turf Dash S２着

販売申込者・所有者： ㈱目黒牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6146
生 産 牧 場： ㈱目黒牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

895 バーレーヘッズ２０２１ 牡・鹿 ５／２５

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

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

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールバーレーヘッズ
＊ Fortunate Prospect

��
��
�ヴェスタ黒鹿 2008 Amavalidhope

9h
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ハートオブスワロー（14黒鹿 ハーツクライ）１勝，デイジー賞（芝 1800）３着
本馬の他に産駒あり

２代母 イソノスワロー（02鹿 ＊デヒア）入着，�４勝
トラストワン（08牡 ＊マイネルラヴ）５勝，アンドロメダＳ‐L ２着，クローバー賞

‐L ２着，大阪城Ｓ‐L ３着，丹頂Ｓ‐OP ２着，日本海Ｓ，etc.
モンストール（09牡 アドマイヤマックス）３勝，新潟２歳Ｓ‐G3，石和特別，ノエ

ル賞２着
ラーストチカ（10牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝
サングラスポテト（13牡 ディープスカイ）１勝，��５勝
ディアマンミノル（17牡 オルフェーヴル）�５勝，メトロポリタンＳ‐L ３着，大阪

―ハンブルクＣ‐OP，御堂筋Ｓ，高雄特別，金山特別，etc.

３代母 イソノルーブル（88鹿 ＊ラシアンルーブル）６勝，オークス‐Jpn1，報知４歳
牝馬特別‐Jpn2，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ５着，エルフィン
Ｓ‐OP，etc.
イソノウイナー（94牡 ＊クリスタルグリツターズ）６勝，ガーネットＳ‐Jpn3 ２着，

栗東Ｓ‐OP ２着，ギャラクシーＳ‐OP ２着，etc.
イソノフラワー（97牝 ＊ヘクタープロテクター）不出走

ニューブラウン（07牡 マーベラスサンデー）�１勝�４勝，サンライズＣ３着

４代母 キテイテスコ（80芦 ＊テスコボーイ）出走
［孫］ スライストップ（99� ＊クリスタルグリツターズ）３勝，両津湾特別２着，

西湖特別３着，岳特別３着

５代母 キテイオンワード（68芦 ＊ナスアロー）不出走
［子］ ゴールドマスター（74牡 ＊バルバール）３勝，毎日杯３着，醍醐特別，葵

賞，種牡馬
ラツキーハーケン（77牝 ＊ハーケン）４勝，たんぽぽ賞
ヒウガシヤイン（81牝 ＊ビービービー）入着３回，�８勝，サラブレッド
大賞典２着

ナカハマオー（73牡 ＊ハーケン）��５勝，羽田盃３着

販売申込者・所有者： ㈲村下農場＝浦河町野深 �0146-27-4454
生 産 牧 場： ㈲村下農場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

896 ハートオブスワロー２０２１ �・鹿 ４／２９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスハートオブスワロー ＊デヒア

��
��
�イソノスワロー黒鹿 2014 イソノルーブル

＊モウテイ 14a
Lyphard S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ハーランズワンダー（13鹿 Awesome Again）�５勝
〔産駒馬名登録数：１〕
コパノリンダ（19牝鹿 コパノリッキー）�入着３回

２代母 ＊ハーランズルビー（08 USA鹿 Harlan's Holiday）USA２勝，Valdale S，
アルシバイアディズＳ‐G1 ２着，ブルボネットオークス‐G3 ２着
ヒルノアトラーニ（14牡 マンハッタンカフェ）３勝，�１勝�
モズベッロ（16牡 ディープブリランテ）�４勝，日経新春杯‐G2，大阪杯‐G1 ２着，

宝塚記念‐G1 ３着，日経賞‐G2 ２着，白百合Ｓ‐L ２着，etc.
トキノソマリ（17牡 ＊マジェスティックウォリアー）入着，��２勝��１勝
フロムディスタンス（18牡 ＊ヘニーヒューズ）１勝

３代母 スマイリングアイズ Smiling Eyes（00 USA黒鹿 Saint Ballado）USA１勝
ヴァンピングザウインVamping theWin（09� Tapit）USA２勝
インカセイント Inca Saint（11� Cowboy Cal）USA６勝
ハーランシャッフルHarlan Shuffle（12 牝 Harlan's Holiday）不出走

カインドハーティドコタKindhearted Kota（16牝 Take Charge Indy）�U
SA４勝

トゥーソーズTwo Swords（15� First Samurai）USA４勝

４代母 ウェスタンレイディWestern Lady（95 USA黒鹿 GoneWest）不出走
［子］ ポピュラー Popular（99 牡 Saint Ballado）USA２勝，サンミゲルＳ‐G3，

ハリウッドプレヴューＳ‐G3 ２着，種牡馬

５代母 キーナQena（90 USA栗 The Minstrel）FR１勝
［子］ クイーンオヴノルウェイQueen of Norway（96牝 Woodman）FR・U

SA４勝，Drumtop H‐L，P. Ceres‐L ２着
［孫］ ミュージカルブルーMusical Brew（05牝 Milwaukee Brew）USA３勝，

Decoration Day H‐L ３着，Firecracker S‐L ３着
［曾孫］ ロイヤルロー Royal Law（10� Lawman）FR５勝，G.P. du Lion d'An

gers‐L ２着
コランド Corando（16牡 Dark Angel）FR１勝，Derby duMidi‐L
２着

販売申込者・所有者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

897 ハーランズワンダー２０２１ �・栗 １／２９

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

オーサムアゲイン Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�Awesome Again Primal Forceハーランズワンダー
＊ Harlan's Holiday

��
��
�ハーランズルビー鹿 2013 Smiling Eyes

4k
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 パールレディ（07芦 ＊クロフネ）�１勝��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シゲルマサイキリン（14牡芦 ヴァーミリアン）�１勝�
ウマノオマワリサン（20牡栗 ダノンシャーク）�地方未出走

２代母 ＊ミスワカウエイ（94 USA栗 Miswaki）USA１勝
ナムラゼウス（00牡 ジェニュイン）４勝，両津湾特別，瀬戸特別３着，�１勝，椿

賞３着
ルーチェエテルナ（01牝 ＊アジュディケーティング）�５勝
ベンチャールビー（02牝 ＊サフロンウォルデン）	３勝��
レアルグローリー（03牡 フサイチコンコルド）１勝
サンローガン（12牡 ＊パイロ）入着，��３勝
入着６回
ハイブリッドクロス（13牡 ニューイングランド）�１勝

３代母 ゴールウェイソングGalway Song（85 CAN鹿 Irish Tower）USA８勝，
Princess Elizabeth S‐LR，デムワゼルＳ‐G1 ３着，アスタリタＳ‐G2 ３着
ヘヴンリーソング Heavenly Song（97牝 Septieme Ciel）USA入着３回，Small

Wonder S‐L ２着
レインオヴタラ Reign of Tara（00牝 Beau Genius）USA２勝，Ruthless S

‐L ２着，Dearly Precious S‐L ３着
ゴールデンロンGolden Ron（08牡 Golden Missile）USA３勝，レイザーバ

ックＨ‐G3 ２着
アイリッシュラディー Irish Laddie（01� Lil's Lad）USA３勝，Federico Tesio

S‐L ３着，USA障害１勝
ビーコンオヴホープBeacon of Hope（02牝 Chief Seattle）USA２勝

ライトハウスサウンド Lighthouse Sound（07� Langfuhr）USA・CAN24勝，
Fifth Marine S２着，Restoration S‐L ３着，Quick Call S３着

４代母 ソプラノミス Soprano Miss（78 CAN芦 Ruritania）USA１勝
［孫］ フドロワヤーン Foudroyant（94 牡 Lupin）BRZ14 勝，P. Camara Muni

cipal de Sao Paulo‐L，G.P. Encerramento‐L ３着
ジプシーバロンGypsy Baron（95牡 Bold Forli）BRZ５勝，P. Jose A
ntonio Flores da Cunha‐L

販売申込者・所有者： ワールドファーム＝青森県八戸市 �0178-82-2210
生 産 牧 場： ワールドファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

898 パールレディ２０２１ 牡・鹿 ３／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューパールレディ
＊ Miswaki

��
��
�ミスワカウエイ芦 2007 Galway Song

3g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊フォーシンズ（04 GER鹿 Sinndar）GB・IRE・CAN３勝，ブランドフォードＳ
‐G2，ブルーウインドＳ‐G3，レパーズタウン１０００ギニーＴＲ‐G3 ２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），海外－１（２），地方－１（３）〕
フェリスタス（09牝鹿 Dansili）出走

オノリス（15牡 トーセンホマレボシ）�２勝，香嵐渓特別２着，犬山特別２着，
鷹取特別２着，日進特別３着，苗場特別３着，etc.

ディオジェーヌ（10牝鹿 ディープインパクト）３勝，遊楽部特別（芝 1800）２着，
リボン賞（芝 2000）３着
リブースト（19牡 ＊ハービンジャー）�２勝，紫菊賞

エーデルグランツ（11牡青鹿 ディープインパクト）１勝，脊振山特別（芝 1800）３着
ラフォリア（14牝黒鹿 マンハッタンカフェ）入着２回，�３勝
ホッカイドウミスHokkaido Miss（15 牝鹿 オルフェーヴル）FR・AUS２勝，AU

S障害１勝
カトルショセット（18牝鹿 ハーツクライ）�１勝

２代母 フォーロージズ Four Roses（98 IRE 鹿 Darshaan）不出走
フォーダンサーズ Four Dancers（05 牡 ＊シアトルダンサーⅡ）FR・GER４勝
フォーキャラット Four Carat（11� Montjeu）FR・AUS４勝，AUS障害１勝
フォアシー Foresee（13� Sea The Stars）�GB・FR７勝

３代母 フロイライントービン Fraulein Tobin（82 USA黒鹿 J.O. Tobin）GB１勝
ファブリアーノ Fabriano（89牡 Shardari）GER・SWE７勝，Robert Pferdmen

ges‐Rennen‐L，Concord Uhren Preis‐L，ドイツ統一賞‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

ジャーメインGermane（92牝 Distant Relative）GB１勝，ロックフェルＳ‐G3，
Oh So Sharp S‐L ２着，Firth of Clyde S‐L ３着
ラッキーチャッピー Lucky Chappy（09牡 High Chaparral）ITY・USA・A

US・UAE２勝，P. Giuseppe deMontel‐L，ハリウッドダービー‐G1
３着，ヴァージニアダービー‐G2 ２着，etc.

ファイアダンス Firedance（01牝 Lomitas）FR・GER１勝
フィアレスハンター Fearless Hunter（10� Alhaarth）UAE・NOR・SWE・

DEN７勝，マリットスヴェアースミネロップ‐G3，Polar Mile Cup‐L，
マリットスヴェアースミネロップ‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522

899 フォーシンズ２０２１ �・芦 ５／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊

シンダール Grand Lodge

�
�
�
�
�

��
��

�Sinndar Sinntaraフォーシンズ フォーロージズ Darshaan

��
��
�Four Roses鹿GER 2004 Fraulein Tobin

1e
Mill Reef M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ゴールドスカイ（14 GB鹿 Kyllachy）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
オフレッシュ（19牡鹿 ドゥラメンテ）�入着

２代母 ステラセンツァシエロ Stella Senza Cielo（08 IRE 鹿 Elusive City）ITY１勝
シエロドーロCielo D'Oro（16� Medaglia d'Oro）�AUS４勝
スーパーアクシオム Super Axiom（17� Exceed And Excel）�HKG２勝

３代母 ＊グッドウッドマーチ（03 GB鹿 Foxhound）GB１勝
ゴールドファンGold‐Fun（09� Le Vie Dei Colori）GB・FR・IRE・HKG11勝，

香港ジョッキークラブスプリント‐G2，香港ジョッキークラブマイル‐G2，
Chairman's Sprint Prize‐L，etc.

ボディアンドソール Body And Soul（10 牝 Captain Rio）GB５勝，Redcar Tw
o‐Year‐Old Trophy‐L，Kilvington Fillies S‐L ３着

４代母 ミリタリーチューンMilitary Tune（91 IRE 栗 Nashwan）不出走
［子］ プレイザットチューン Play That Tune（00牝 Zilzal）GB１勝，Atal

anta S‐L ３着，Sceptre S‐L ３着
ナイスチューンNice Tune（02牝 ＊ディクタット）GB４勝，Snowdro
p Fillies S‐L ３着

［孫］ ザコール The Call（09 牡 Call me Big）GER３勝，Hoppegartener Fl
ieger‐Preis‐L，Hessen Sprint‐L ２着

ミスターヴィクターMister Victor（13 牡 Yagli）BRZ７勝，P. Siphon‐L
ハイリーアクレイムド Highly Acclaimed（14� Phoenix Tower）IND
９勝，Alcock Arabian Million‐L ２着

５代母 マーティンゲイルMartingale（75 GB鹿 Luthier）GB２勝
［子］ マージーMersey（82牝 ＊クリスタルパレス）FR・USA５勝，ロイヤルオ

ーク賞‐G1，フォワ賞‐G3，ロワイヤリュー賞‐G3，etc.
＊ミュンシー（92牝 Sadler's Wells）FR３勝，サンタラリ賞‐G1，ペネロ

ープ賞‐G3

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

900 ゴールドスカイ２０２１ �・鹿 １／２２
＊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

＊

キラヒー Pivotal

�
�
�
�
�

��
��

�Kyllachy Pretty Poppyゴールドスカイ ステラセンツァシエロ Elusive City

��
��
�Stella Senza Cielo鹿GB 2014 ＊グッドウッドマーチ

1p
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ビウイッチアス（09黒鹿 ダイワメジャー）３勝，バーデンバーデンＣ‐L（芝 1200），
フィリーズレビュー‐G2 ２着，カンナＳ‐OP（芝 1200），福島２歳Ｓ‐OP
（芝 1200）２着，ＵＨＢ賞‐OP（芝 1200）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ゴールドプラネット（16牝黒鹿 ＊ケープブランコ）��１勝
ツクバマサカド（17牡青鹿 ルーラーシップ）入着，��３勝��入着２回
ナムラスパロー（18牝青鹿 エピファネイア）入着２回，��２勝

２代母 ＊フィールドソング（92 USA鹿 Gulch）３勝，室蘭特別，さざんか賞，北斗賞
２着（２回），涼秋Ｓ３着，室蘭特別３着
フィールドバースト（99牡 ナリタブライアン）３勝
フィールドブラスト（01牡 ＊ウォーニング）１勝
フィールドマーチ（04牡 ＊カリズマティック）１勝
ナムラウィッシュ（05牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，こぶし賞３着，白菊賞３着，

�１勝��
マイディアソング（08牝 ディープインパクト）３勝，御池特別２着

アメージングラン（17牡 ＊ヘニーヒューズ）１勝，��７勝�１勝，福永洋一記
念３着

３代母 アキスフォーラック A Kiss for Luck（79 USA黒鹿 Reflected Glory）USA
８勝，ヴァニティＨ‐G1，アノアキアＳ‐G3，Pasadena S，California Bre
eders' Champion Filly S‐LR，Daddy's Datsun H，etc.
キスフォーシックスKiss for Six（88 牝 Saratoga Six）USA２勝

アルファベットキシズ Alphabet Kisses（01 牝 Alphabet Soup）USA７勝，
ラブレアＳ‐G1，エイグリームＨ‐G2，B. Thoughtful S‐R，etc.

＊ゴールデンチェリー（94牝 Crafty Prospector）５勝，越後Ｓ，etc.，�１勝�１勝
�入着���，クラスターＣ‐Jpn3，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ３着，etc.

キシンマイフレンズKissin My Friends（01 牝 Crafty Friend）USA２勝
キシンマイラヴ Kissin My Love（06牝 Ocean Terrace）CHI６勝，カルロス

カンピノ賞‐G2，カルロスカンピノ賞‐G2 ２着，フランシスコバエサソ
トマヨル賞‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲いとう牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2419
生 産 牧 場： ㈲いとう牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

901 ビウイッチアス２０２１ 牡・鹿 ４／２６
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケビウイッチアス
＊ Gulch

��
��
�フィールドソング黒鹿 2009 A Kiss for Luck

3d
サンデーサイレンスM3×S4 ノーザンテーストM4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヒカルマイハート（03黒鹿 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（５）〕
サカジロヴィグラス（11牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）３勝，�２勝�２勝，早池峰

スーパースプリント（Ｄ1000）
ヒロノオリオン（15牝鹿 ＊カジノドライヴ）１勝，�１勝�入着
ウエノマルカエデ（19牝鹿 ＊パイロ）���出走

２代母 ヒカルバリオス（91鹿 マルゼンスキー）入着
ヒカルパルテール（97牝 ＊トニービン）１勝

ヒカルルージュ（03牝 マヤノトップガン）１勝
ヒカルマイデビュー（08牡 マンハッタンカフェ）１勝

ヒカルパラッツォ（98牡 ＊トニービン）１勝，千両賞２着
ヒカルイノベーター（99牡 メジロライアン）１勝
ヒカルフリート（00牝 ＊アフリート）不出走

ヒノクニリョジョウ（09牝 オレハマッテルゼ）１勝
ヒカルウイッシュ（02牡 ＊アフリート）５勝，マーチＳ‐G3 ３着，しらかばＳ‐OP，

ウェルカムＳ，道新スポーツ賞３着

３代母 クインオブナポリ（84鹿 ＊ノノアルコ）出走
シーザースネイチャ（90牡 シンボリルドルフ）６勝，白秋Ｓ，東風Ｓ，千葉ＴＶ杯，etc.

４代母 ホースメンシンプウ（71芦 ＊フオルテイノ）１勝
［子］ リバーストンハヤテ（92牡 ＊ラシアンルーブル）�３勝�４勝，佐賀競馬

ＬＪ特別
カネショウウルフ（88牡 ＊ラシアンルーブル）２勝，印旛沼特別３着，春
日山特別３着

５代母 ビーナス（62黒鹿 ＊ヒンドスタン）３勝
［子］ ホースメンウエーブ（72牡 ＊ダイハード）８勝，竜野特別，洛陽特別，八

瀬特別，etc.
［孫］ ダンシングサム（85牡 ＊ナイスダンサー）７勝，平安Ｓ‐OP，白樺賞‐OP

２着，シーサイドＳ‐OP ３着，etc.，障害１勝

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

902 ヒカルマイハート２０２１ 牡・黒鹿 ４／ １

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーヒカルマイハート マルゼンスキー

��
��
�ヒカルバリオス黒鹿 2003 クインオブナポリ

＊メイビイソウ 27a
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ピサノロマン（01鹿 ＊コマンダーインチーフ）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－７（35）〕
シゲルシャチョウ（08牡鹿 キングカメハメハ）１勝，千両賞（芝 1600）３着，かえ

で賞（芝 1400）３着
アガシーローマン（09牡黒鹿 ＊タイキシャトル）��１勝
マジョ（10牝黒鹿 ＊ブライアンズタイム）�１勝�入着３回
クールジョーカー（11牡黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝，�３勝�６勝
ラクテ（13牡鹿 ＊ワイルドラッシュ）��７勝，優駿スプリント（Ｄ1200）２着
ネコマレー（15牝鹿 ＊サウスヴィグラス）入着，���３勝�９勝
ユメアカリ（16牝鹿 ディープスカイ）��出走���入着 10回
ベルジークザンダー（18牡鹿 トランセンド）���４勝
ベルルークザンダー（19牡鹿 ＊ディスクリートキャット）���１勝

２代母 ファーストセーラ（91鹿 ＊ミルジヨージ）不出走
トップコマンダー（97牡 ＊コマンダーインチーフ）５勝，日経新春杯‐Jpn2，函館記

念‐Jpn3 ２着，東スポ杯３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ５着，い
ちょうＳ‐OP ２着，etc.，種牡馬

ピサノクルーザー（98牡 ＊コマンダーインチーフ）�５勝
ピサノランゲ（02牡 ガルウイング）１勝
パラダイスプラム（05牝 ＊パラダイスクリーク）１勝，�５勝
サリール（06牝 スペシャルウィーク）	１勝

３代母 ＊セニヨーラ（84 USA黒鹿 Conquistador Cielo）USA２勝

４代母 ヴェリースペシャルレイディ Very Special Lady（76 USA黒鹿 Buckpasser）
USA３勝，ファンタジーＳ‐G1 ３着，Osunitas S２着，Nursery S２着
［子］ ヴェリースペシャルライト Very Special Lite（90 牝 Majestic Light）U

SA９勝，ヴァインランドＨ‐G3，Bryan Station S‐L，Rachel J
ackson S‐L ２着，etc.

［孫］ ストラティージクパートナー Strategic Partner（98 牡 Kris S.）USA３勝，
アメリカンターフＳ‐G3，ジャマイカＨ‐G2 ２着，ホールオヴフ
ェイムＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

903 ピサノロマン２０２１ 牡・鹿 ２／２０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousピサノロマン ＊ミルジヨージ

��
��
�ファーストセーラ鹿 2001 ＊セニヨーラ

7c
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S4×S5 Raise a Native S5×M5
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ビーナストリック（10栗 キングヘイロー）３勝，羊ヶ丘特別（芝 1200），はやぶさ
賞（芝 1000）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
ケイゴールド（16牝青鹿 サムライハート）１勝，��入着２回��入着２回�
テイエムワールド（17牡鹿 トゥザワールド）�１勝
ビーナスオーキッド（18牝栗 ＊アジアエクスプレス）入着，���１勝
マハロマヤ（19牝青鹿 シルバーステート）��出走

２代母 ゴーゴーナイナー（98栗 ＊フォーティナイナー）��２勝
コテツ（03牡 ＊アジュディケーティング）��２勝
トーセンサッビア（06牝 ＊アジュディケーティング）��３勝
マクロユピテル（07牡 ＊アジュディケーティング）��１勝
ゴーゴーファイン（08牝 マヤノトップガン）��１勝
ゴーゴーカラ（09牝 ＊ファスリエフ）��１勝

３代母 ＊プラスマチョン（86 USA鹿 Super Concorde）USA１勝

４代母 パーフェクトイグザンプルPerfect Example（82 USA栗 Far North）不出走
［子］ カルチャーヴァルチャー Culture Vulture（89 牝 Timeless Moment）G

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

［孫］ サンタカタリナ Santa Catarina（00牝 Unbridled）USA３勝，ハリウッ
ドオークス‐G2，ケンタッキーオークス‐G1 ２着，フリゼットＳ
‐G1 ２着，etc.

［曾孫］ アプルーヴ Approve（08牡 Oasis Dream）GB・FR３勝，ジムクラックＳ
‐G2，英ノーフォークＳ‐G2，ミドルパークＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

ボーシャンクセルクセス Beauchamp Xerxes（06� Compton Admiral）
GB・FR・UAE４勝，On the House S‐L，Cocked Hat S‐L
２着，Floodlit S‐L ３着

ケイプオヴアプルーヴァル Cape of Approval（09� Cape Cross）GB
・FR・IRE５勝，Midsummer Sprint S‐L，Cork Sprint S‐L
２着

販売申込者・所有者： ㈲岩見牧場＝新冠町万世 �0146-49-5206
生 産 牧 場： ㈲岩見牧場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

904 ビーナストリック２０２１ 牡・栗 ２／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイロービーナストリック ＊フォーティナイナー

��
��
�ゴーゴーナイナー栗 2010 ＊プラスマチョン

8h
Halo S4×M4 Hail to Reason S5×S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 パチュリー（15鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着２回，��１勝
初仔

２代母 スーリア（99鹿 ＊ラストタイクーン）１勝，礼文特別２着，まりも特別２着
アイディンパワー（06牡 ニューイングランド）４勝，小千谷特別，初日の出Ｓ２着，

神無月Ｓ３着，��１勝��，アフター５スター賞２着，習志野きらっとス
プリント３着

アイディンマリー（08牝 ミラクルアドマイヤ）�２勝�３勝�入着��
アイディンビュー（10牝 バブルガムフェロー）１勝，��４勝�２勝�

マカルー（18牝 トゥザワールド）�	１勝�
アイディンラヴ（11牝 ＊マイネルラヴ）入着，��４勝

アイディンモンロー（20牝 ＊ロージズインメイ）���１勝
ヴィクタープライム（12牡 ＊マイネルラヴ）３勝，皆生特別，雪うさぎ賞，山城Ｓ２着
プレスティージオ（13牡 ＊カジノドライヴ）５勝，福島民友Ｃ‐L ２着，大沼Ｓ‐L ３

着，ベテルギウスＳ‐L ３着，御影Ｓ，鳴門Ｓ，etc.
ファイトプラス（14牡 ディープブリランテ）�４勝�１勝�１勝�
フェスティヴスーリ（17牡 キズナ）１勝

３代母 メイシヨウコマチ（83栗 トウシヨウボーイ）２勝，高山特別３着，寒桜賞３着

４代母 サツキテンザン（68栗 ＊ボウプリンス）入着
［子］ マルタカテンザン（78牡 ＊テスコボーイ）３勝，アマリリス賞
［孫］ ゴールドロビン（00牡 ＊キョウワアリシバ）３勝，阿武隈特別，フェアウ

ェルＳ３着，種牡馬

５代母 クサブエ（58鹿 ＊ヒンドスタン）３勝，障害５勝，東京障碍特別
［孫］ ダイゴウリュウ（81牡 ＊コントライト）４勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2 ３着，筑波

山特別，秩父特別，etc.
ランドサターン（87牡 ＊ヒツタイトグローリー）��４勝，しらさぎ賞２着
ゼンペイ（84牡 ＊ボールドリツク）２勝，葺合特別２着

［曾孫］ メリースルスミ（93牝 ＊ワイズカウンセラー）
�入着５回，高崎オーク
ス３着

ウエノマルヒーロー（97� ＊ミュージックタイム）１勝�，若駒賞３着

販売申込者・所有者： ㈲ラッキー牧場＝新冠町高江 �0146-47-2635
生 産 牧 場： ㈲ラッキー牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

905 パチュリー２０２１ 牡・鹿 ４／ ５
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

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンパチュリー ＊ラストタイクーン

��
��
�スーリア鹿 2015 メイシヨウコマチ

＊種道 22
ラストタイクーン S3×M3

価格： 購買者：



母 プーカ（10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：地方－１（７）〕
エメリミット（17牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）���７勝�，東京ダービー
（Ｄ2000），東京記念（Ｄ2400）２着，東京湾Ｃ（Ｄ1700）２着，ＮＡＲ優３牡

アマビリス（20牝青鹿 フリオーソ）���出走

２代母 ペニーホイッスル（02黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，札幌日刊スポーツ杯
‐L，アネモネＳ‐L，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，オーロＣ‐L ２着，福島民友Ｃ‐L
３着，etc.
ファドーグ（11� ＊シンボリクリスエス）４勝，初茜賞，オークランドＲＣＴ３着，

松戸特別３着，日野特別３着，�５勝，黒潮マイルＣｈＳ２着，etc.
フィップル（14牝 ルーラーシップ）１勝，�４勝�１勝��
カヴァル（15牡 エイシンフラッシュ）４勝，マレーシアＣ

３代母 ＊ラークホイッスル（94 CAN黒鹿 Silver Deputy）USA２勝，ShadyWell S
‐R，アディロンダックＳ‐G2 ３着，Princess Elizabeth S‐R ２着，MyD
ear S‐L ３着
タブアキャットTab a Cat（99 牝 ＊タバスコキャット）不出走

ミスターソウルMr. Soul（04� Aptitude）USA５勝，Jim RasmussenMem
orial H２着

イードバイデルオチョ Edubai Del Ocho（06牡 E Dubai）PAN15勝，P. Ar
ias Paredes y Alberto Arias Espinosa‐L

アップルビーガーデンズ Appleby Gardens（00 牝 A.P. Indy）USA２勝，Shad
y Well S‐R，フリゼットＳ‐G1 ３着

モエレソーブラッズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）入着，クローバー賞‐L ３着，	
５勝�１勝��１勝，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ３着，etc.，
ＮＡＲ優２歳

ストームホイッスル（04牝 ＊ブライアンズタイム）出走
メイケイペガスター（10牡 フジキセキ）３勝，共同通信杯‐G3，キャピタルＳ

‐L ３着，若駒Ｓ‐OP ３着，etc.

販売申込者・所有者： 飯岡牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3412
生 産 牧 場： 飯岡牧場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

906 プーカ２０２１ �・鹿 ３／２８

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

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

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスプーカ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ペニーホイッスル黒鹿 2010 ＊ラークホイッスル

9e
Deputy Minister S4×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 フォルゴラーレ（12黒鹿 ハーツクライ）２勝，矢車賞（芝 2000）
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ソッフィアーレ（19牡黒鹿 ＊ドレフォン）��１勝

２代母 ＊イリデ（08 USA鹿 Indian Charlie）不出走
アルコステラート（13� ゴールドアリュール）１勝，�３勝��
ウラガーノ（14牝 ＊キンシャサノキセキ）３勝，大山崎特別２着，箕面特別３着，�

１勝�１勝���，ベイスプリント，秋桜賞２着
スターリングブルス（15牝 ＊ハードスパン）１勝，�３勝�２勝�，兵庫クイーンＣ２着
ブラッディムーン（16牝 アドマイヤムーン）２勝
セントクリーガー（17牝 ゴールドアリュール）�２勝

３代母 レッドダッチェスRed Duchess（00 USA栗 Helmsman）USA４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

４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.
［子］ ＊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.
＊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
＊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�
＊パルラメンターレ（07� ＊エンパイアメーカー）４勝，平尾台特別，城崎

特別，響灘特別２着，etc.
＊コンプレッソ（03牡 Golden Missile）４勝，沓掛特別，��１勝
＊ファミッリア（06牝 Holy Bull）１勝，くすのき賞２着

［孫］ ＊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

［曾孫］ 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.

販売申込者・所有者： 藤田 孟司＝大阪府大阪市 �06-6910-7221
生 産 牧 場： モリナガファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

907 フォルゴラーレ２０２１ 牡・黒鹿 ５／ ３

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスフォルゴラーレ
＊ Indian Charlie

��
��
�イリデ黒鹿 2012 Red Duchess

16e
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 ファルファラ（06鹿 キングカメハメハ）入着，�３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（13）〕
ダンエクセル（14牡鹿 タニノギムレット）１勝
トワイライトビギン（16牝鹿 ＊タイキシャトル）��６勝��３勝
サンシャインキッド（17牡栗 マツリダゴッホ）入着，��４勝
ミレディ（20牝黒鹿 リーチザクラウン）�未出走

２代母 ウルトラスキー（96栗 タマモクロス）２勝，たちばな賞
ノースマンハッタン（04牝 マンハッタンカフェ）�２勝��１勝
フヨウ（05牝 フジキセキ）４勝
ギンザスクランブル（08� ゼンノロブロイ）入着３回，��１勝�
フジノゴトク（11牡 フジキセキ）１勝
ゲネラルプローベ（12牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，障害１勝

３代母 ノースフエイス（81鹿 マルゼンスキー）２勝，水仙賞
ウイニングベット（85牝 アローエクスプレス）２勝

キハク（93牝 ＊アサティス）３勝，麒麟山特別
レーザーズエッジ（02牡 ＊グラスワンダー）２勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3
３着，阿寒湖特別２着，稲村ヶ崎特別２着

ホウザン（05牡 ＊タイキシャトル）１勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，�１勝
�入着��，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着

ブンブイチドウ（07牡 ＊アフリート）�２勝��入着９回，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ２着，北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着，東京湾Ｃ２着，etc.

タイニーダンサー（13牝 ＊サウスヴィグラス）�５勝��１勝�，関東オー
クス‐Jpn2，北海道２歳優駿‐Jpn3，エーデルワイス賞‐Jpn3，etc.，
ＮＡＲ優２牝

エンズイギリ（00牡 ＊アサティス）	７勝���，九州ダービー栄城賞２着
ノーブルライフ（87牝 セクレフアスター）��１勝

ピンヒール（95牝 ＊アサティス）
４勝�，青山記念３着
ノースハッピー（88牝 ＊メンデス）��入着

ダークエンペラー（02牡 ニホンピロウイナー）�３勝	３勝��，王冠賞２着
ビービートルネード（03牡 タヤスツヨシ）��６勝�入着３回，川崎記念

‐Jpn1 ５着，報知オールスターＣ，戸塚記念，etc.

販売申込者・所有者： 元茂牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3662
生 産 牧 場： 元茂牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

908 ファルファラ２０２１ 牡・芦 ４／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� マンハッタンカフェ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サトルチェンジジョーカプチーノ フサイチコンコルド

��
��
�ジョープシケ芦 2006 ジョーユーチャリス

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスファルファラ タマモクロス

��
��
�ウルトラスキー鹿 2006 ノースフエイス

＊プロポンチス 4d
Nijinsky S5×M5 フオルテイノ S5×M5

価格： 購買者：



母 プテリュクス（16栗 スマートファルコン）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
グリームクィーン（20牝栗 リアルインパクト）�未出走

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

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

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

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

フィニフティ（15牝 ディープインパクト）１勝，クイーンＣ‐G3 ２着，佐渡Ｓ
２着，初音Ｓ２着，納屋橋Ｓ３着，うずしおＳ３着

ゴールデンハインド（06牡 ＊クロフネ）６勝，万葉Ｓ‐L，札幌日経ＯＰ‐LR，支笏湖
特別，横津岳特別

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

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

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

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

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

ッタ‐G1，ＭＲＣコールフィールドＳ‐G1 ２着

販売申込者・所有者： ㈱ウエスタンファーム＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-0087
生 産 牧 場： ㈱ウエスタンファーム
飼 養 者： ㈱ウエスタンファーム＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-0087

909 プテリュクス２０２１ �・栗 ５／１２

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

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

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

ゴールドアリュール

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�ゴールドティアラ栗 2016 Bright Tiara

10a
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 プリンセスミユキ（11芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�４勝���
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
ファステストシチー（18牡芦 エイシンヒカリ）��６勝�１勝�
クーラクー（19牡鹿 コパノリッキー）���入着

２代母 ジョウノボレロ（02青鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝
ジョウノアラミス（08牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，陣馬特別３着
リアライズキボンヌ（09牝 ＊アフリート）５勝，アレキサンドライトＳ，オホーツク

Ｈ，鹿島特別
ケンバトル（12牡 ゴールドアリュール）��２勝
オラシオン（13牡 ダイワメジャー）�３勝	１勝�入着２回
アルゴロオジエ（14牝 ハーツクライ）１勝
アイヴィーサ（16牝 ロードカナロア）�３勝�４勝	
リンダリンダリンダ（17牝 オルフェーヴル）��２勝	１勝

３代母 ＊ザンゼ（90 USA黒鹿 Dixieland Band）GB出走
ヘブンズブレス（95牝 Lycius）１勝

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

シルキーヴェルジェ（99牝 ＊ティンバーカントリー）出走
マイネオーチャード（08牝 ステイゴールド）５勝，エリザベス女王杯‐G1 ４着，

クリスマスＣ，魚野川特別，etc.
コパノモーニング（09
 マーベラスサンデー）�１勝�11 勝，水無月賞，ロー

タスクラウン賞２着，カンナ賞３着，etc.

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

キーンランドレキシントンＳ‐G2 ３着，ベストパルＳ‐G3 ３着
［曾孫］ カイシャエレトロニカ Caixa Eletronica（05牡 Arromanches）USA23

勝，チャールズタウンクラシック‐G2，トルーノースＨ‐G2，フォー
ルハイウエイトＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

910 プリンセスミユキ２０２１ �・芦 ３／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceプリンセスミユキ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ジョウノボレロ芦 2011 ＊ザンゼ

13c
Hail to Reason S5×M5 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ブルーインザスカイ（11芦 ＊チチカステナンゴ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ロバノチハレ（17牝芦 スマートファルコン）��１勝
シエルブルー（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着３回，��３勝
ガンモレジェンド（20牡黒鹿 カレンブラックヒル）�地方未出走

２代母 レンデフルール（04青鹿 ＊ブライアンズタイム）２勝，有田特別２着，郡山特
別２着，伏拝特別２着，喜多方特別３着，萌黄賞３着
エピックウィン（12� ＊バゴ）２勝
ディアパヴォーネ（14牝 ＊エンパイアメーカー）１勝
コパノビアンカ（17牝 ＊ノヴェリスト）１勝，ダリア賞‐OP ３着

３代母 ＊フローラルマジック（85 USA黒鹿 Affirmed）USA６勝，Los Altos H‐LR，
Puget Sound H２着，サンタイネスＳ‐G3 ３着，Charles H. Russell H
‐L ３着，Orinda H‐L ３着

＊ペイパーレイン（91牝 Bel Bolide）USA６勝
マツリダゴッホ（03牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，有馬記念‐G1，オールカマ

ー‐G2（３回），日経賞‐G2，etc.，種牡馬
ナリタトップロード（96牡 サツカーボーイ）８勝，菊花賞‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，

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

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

ンドＳ‐L，マイルＣｈＳ‐G1 ２着，etc.
ビップライブリー（13牡 ダイワメジャー）６勝，春雷Ｓ‐L，京阪杯‐G3 ２着，

タンザナイトＳ‐OP ３着，etc.
ディアナムラ（07牝 ザッツザプレンティ）出走

ナムラメルシー（14牝 ＊エンパイアメーカー）��８勝�３勝�，エンプレス杯
‐Jpn2 ２着

販売申込者・所有者： ㈲エムエム、ヤマダファーム＝浦河町野深 �0146-27-4377
生 産 牧 場： ㈲エムエム、ヤマダファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

911 ブルーインザスカイ２０２１ 牡・芦 ３／１８
＊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

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラブルーインザスカイ ＊ブライアンズタイム

��
��
�レンデフルール芦 2011 ＊フローラルマジック

18
Halo S4×S5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ブーケトウショウ（10鹿 サクラバクシンオー）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（９）〕
ミトノブラック（15牡青鹿 ゴールドヘイロー）１勝，��３勝
イズジョードリーム（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）��５勝
リボーントウショウ（19牝黒鹿 ブラックタイド）��１勝
クリダーム（20牡栗 ハーツクライ）�１勝

２代母 マザートウショウ（90黒鹿 ＊ステイールハート）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，Ｔ
Ｖ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，函館３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ５着，菖
蒲Ｓ‐OP ３着
トウショウトリガー（97牡 ＊ソヴィエトスター）５勝，京葉Ｓ‐OP ２着，福島民友

Ｃ‐OP ３着，ブラッドストーンＳ，アクアマリンＳ，etc.，障害１勝，�入着，
クラスターＣ‐Jpn3 ３着

ナウシカトウショウ（01牝 メジロライアン）１勝，サフラン賞３着
トウショウガナー（04牡 ＊フォーティナイナー）４勝，葛飾特別，八海山特別，初日

の出Ｓ２着，etc.，�２勝�１勝�入着，白銀争覇，マイル争覇２着
アームズトウショウ（06牝 ＊コロナドズクエスト）２勝
デプロマトウショウ（09牝 ＊ファスリエフ）２勝

３代母 エイテイトウシヨウ（78黒鹿 ＊ダンデイルート）９勝，中山記念（２回），金杯，
Ｒたんぱ賞，中山記念‐Jpn2 ２着，東京新聞杯２着（２回），etc.
トウショウヒューイ（88牡 ＊ロイヤルスキー）５勝，東京新聞杯‐Jpn3 ２着，七夕

賞‐Jpn3 ３着，エプソムＣ‐Jpn3 ３着，etc.
トウショウルーイ（91牡 ＊クリスタルグリツターズ）５勝，福島民報杯‐OP ３着，

仲冬Ｓ，ＴＵＦ杯，etc.

４代母 ソシアルトウシヨウ（72黒鹿 ＊ヴエンチア）２勝，オークス２着，アルメリア賞
［子］ トウシヨウペガサス（79牡 ＊ダンデイルート）８勝，中山記念‐Jpn2，ダ

ービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
トウシヨウサミツト（82牡 ＊サンシー）５勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2，函館記念
‐Jpn3 ３着（２回），金杯‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬

トウショウマリオ（85牡 ＊ノノアルコ）４勝，東京新聞杯‐Jpn3，京成杯
‐Jpn3，弥生賞‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

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

912 ブーケトウショウ２０２１ 牡・栗 ３／ ９
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモブーケトウショウ ＊ステイールハート

��
��
�マザートウショウ鹿 2010 エイテイトウシヨウ

＊ソシアルバターフライ 1w
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ニシノミーチャン（06鹿 キングカメハメハ）３勝，早鞆特別（Ｄ1700）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
ニシノラック（13牝栗 ゼンノロブロイ）�１勝
ブルーカルセドニー（18牝鹿 ディープブリランテ）�１勝，初茜賞（Ｄ1800）２着，

�２勝，フローラルＣ（Ｄ1600），ブロッサムＣ（Ｄ1700）２着

２代母 ニシノプロミネンス（98鹿 ＊ブライアンズタイム）５勝，大雪Ｈ２着，湾岸Ｓ
３着，新涼特別３着
ニシノマドカ（07牝 ジャングルポケット）１勝，�５勝

ギオンミスゴールド（15牝 ゴールドヘイロー）��４勝
ナイママ（16牡 ダノンバラード）�２勝，札幌２歳Ｓ‐G3 ２着，札幌日経ＯＰ

‐L ３着，コスモス賞‐OP，巴賞‐OP ３着，五稜郭Ｓ，�１勝
カイトレッド（17牝 ゴールドヘイロー）�１勝

ロケラニセブン（16牝 ストロングリターン）���１勝
フレアリボン（17牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝
キタノサブライム（18牡 グランデッツァ）��１勝��１勝

３代母 ブランドノーブル（90鹿 ＊シエルシユールドール）５勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3
３着，ターコイズＳ‐OP，加治川特別，佐渡Ｓ，べにばな賞，etc.
ニシノサブライム（99牡 フジキセキ）６勝，サンシャインＳ，初茜賞，昇仙峡特別，etc.
ニシノニチリン（00牝 メジロマックイーン）３勝，大倉山特別２着

ニシノシャイナー（07牡 ＊ムーンバラッド）１勝
ニシノキングダム（02牡 スペシャルウィーク）�５勝
ニシノフリーダム（03牡 アグネスタキオン）３勝，夏木立賞３着，山吹賞３着
ニシノサブリナ（06牝 ＊マリエンバード）	２勝
マイネルウインザー（07牡 ＊ロージズインメイ）入着４回，	３勝�５勝��入着２回

４代母 ニシノマツサリア（84鹿 ＊マグニテユード）入着２回
［子］ ニシノオーディン（98牡 ＊ダンシングブレーヴ）２勝

ニシノアジアオー（96牡 ＊オペラハウス）１勝
セントマンボ（89牡 ウインザーノツト）１勝

５代母 エリシヤ（77栗 ＊シヤトーゲイ）��１勝

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

913 ニシノミーチャン２０２１ 牡・鹿 ５／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスニシノミーチャン ＊ブライアンズタイム

��
��
�ニシノプロミネンス鹿 2006 ブランドノーブル

＊マツサリア 12c
Nureyev S4×M5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 フサイチミライ（03栗 ＊エンドスウィープ）入着２回，�２勝�６勝��６勝�，ト
ゥインクルレディー賞（Ｄ1600），トゥインクルレディ賞（Ｄ1600）３着，東京シンデ
レラマイル（Ｄ1600）３着，園田ＣｈＣ（Ｄ1400），兵庫サマークイーン賞（Ｄ1500）
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
アメリカズハート（15牝栗 バロズハート）入着３回，�２勝��３勝
デロリス（17牝青鹿 ＊パイロ）���２勝
グレイグレイル（18牡芦 ジョーカプチーノ）���入着６回

２代母 フサイチヨーコ（93黒鹿 アンバーシヤダイ）入着２回
フサイチジュエル（04牡 スペシャルウィーク）１勝

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

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

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

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

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

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

スターリーロマンス（98牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，こでまり賞２着，西日本ス
ポーツ杯３着
ダノンミル（08� ジャングルポケット）３勝，若葉Ｓ‐LR，千葉ＴＶ杯，野分

特別２着，etc.，�１勝�４勝��
ノボリディアーナ（10牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，小倉日

経ＯＰ‐LR ２着，ターコイズＳ‐L ２着，etc.
ミルルーテウス（04牝 アグネスタキオン）１勝

コスモカレンドゥラ（16牡 ＊ノヴェリスト）�４勝，アイビーＳ‐L ２着，ホー
プフルＳ‐G1 ４着，関門橋Ｓ‐OP ３着，etc.

販売申込者・所有者： ウィニング・アグリー㈱＝東京都渋谷区 �090-7730-8308
生 産 牧 場： ㈱Ｕ・Ｍ・Ａ
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

914 フサイチミライ２０２１ 牡・栗 ５／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーダノンシャンティ
＊ Mark of Esteem

��
��
�シャンソネット黒鹿 2007 Glorious Song

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceフサイチミライ アンバーシヤダイ

��
��
�フサイチヨーコ栗 2003 ＊ミルレーサー

22d
ミルレーサーS3×M3 Halo S4×S4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 プルクワパ（16鹿 ルーラーシップ）不出走
本馬の他に産駒あり

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

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： ㈲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

915 プルクワパ２０２１ �・黒鹿 ４／２５
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellダイワメジャー ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットブーケ栗 2001 ＊スカーレツトインク

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴプルクワパ
＊ Giant's Causeway

��
��
�マシュール鹿 2016 ＊ヴェイルオブアヴァロン

2f
ノーザンテースト S3×M5

価格： 購買者：



母 フレンチフレイバー（05鹿 ＊フレンチデピュティ）��入着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－６（12）〕
マリンフレイバー（10牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��１勝
ノースフェスタ（13牡鹿 ナカヤマフェスタ）��１勝
リュウノクレセント（14牝鹿 ディープブリランテ）��出走�１勝�５勝��
ヴオロス（15牡栗 ＊サウスヴィグラス）��２勝
ペイシャフレンチ（17牝鹿 タイムパラドックス）�１勝
コウジクン（18�鹿 ワールドエース）１勝，��１勝
サイレントウルフ（20牡鹿 リーチザクラウン）�地方未出走

２代母 ＊ウエストオブコディ（90 USA黒鹿 GoneWest）USA入着
テイエムエポック（98牡 ＊エルハーブ）１勝
フラワーオーカン（99牝 フジキセキ）�１勝�２勝	
コールアウト（02牡 ＊ヘネシー）１勝，��２勝�入着２回	
テイエムポラリス（03牡 ＊ボストンハーバー）１勝
セトウチサンダー（06牡 ダンスインザダーク）入着，��６勝	�

３代母 ヘレンスカ Helenska（84 USA鹿 Nijinsky）USA４勝，ヴァインランドＨ
‐G3，Golden Isles S‐R
カリフォルニアラッシュ California Rush（92牝 ＊フォーティナイナー）USA３勝，

Pimlico Nobiliary S３着
シャスタティー Shasta T（02牝 Forestry）USA１勝
ウープズヴィルスルーOopsville Slew（08牝 Evansville Slew）USA１
勝，Ladies On the Lawn S‐R ２着

プライヴェトパスート Private Pursuit（94 牝 Private Account）USA４勝，アル
シバイアディズＳ‐G2 ３着，Opening Bid S‐R ２着，My Charmer S
‐L ３着，etc.

バテンキル Battenkill（97 牝 Rahy）USA４勝，Twixtslusive H‐L ２着，レイ
クジョージＳ‐G3 ３着，Beautiful Day S３着
ウォーキルWar Kill（06 牝 War Chant）USA４勝，ボーモントＳ‐G2

販売申込者・所有者： ㈲赤石牧場＝平取町荷菜 �01457-2-2750
生 産 牧 場： ㈲赤石牧場
飼 養 者： ㈲赤石牧場＝平取町荷菜 �01457-2-2750

916 フレンチフレイバー２０２１ �・栗 ４／１５
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandフレンチフレイバー
＊ GoneWest

��
��
�ウエストオブコディ鹿 2005 Helenska

4r
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ブラッシュウィズデスティニー（01 CAN黒鹿 Broad Brush）USA１勝，マザリ
ーンＳ‐G2 ３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－６（53）〕
ケイアイゲンブ（06牡鹿 Smart Strike）１勝，なでしこ賞（Ｄ1700）３着，��10

勝，東京スプリング盃（Ｄ1400）２着
ケイアイブレイズ（07牡鹿 ＊クロフネ）�15 勝�入着�
ケイアイアルテミス（08牝鹿 ジャングルポケット）１勝，�２勝��
クインズストリーク（11牝黒鹿 ゴールドアリュール）��８勝
クインズダルビー（14�鹿 フリオーソ）��３勝��４勝�２勝
イチジン（17牡鹿 アドマイヤムーン）���５勝	４勝

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

３代母 フォーリアナ Forleana（75 CAN鹿 Forum）USA６勝，Tattling H２着
クイーンオヴイージプトQueen of Egypt（82 牝 Vice Regent）USA６勝，Jammed

Lovely S‐LR，Tattling H‐L，Ontario Colleen H‐R ２着，etc.
クワイエトクレオQuiet Cleo（88牝 No Louder）USA14 勝，La Prevoyante S

‐R，Wonder Where S‐R，Tattling H‐L ２着（２回），etc.
クワイエトリゾルヴQuiet Resolve（95� Affirmed）USA10 勝，アット
マイル‐G1，キングエドワードＨ‐G2，ディクシーＳ‐G2，etc.

アイオヴザスフィンクス Eye of the Sphynx（01牝 Smart Strike）USA４勝，
セリーニＳ‐G2，Fury S‐R，Woodbine Oaks‐R，etc.

ローマンブライアー Roman Briar（86 牝 Briartic）USA１勝，Wonder Where S
‐LR ２着，Lady Angela S‐LR ３着

ローマンビューグル Roman Bugle（89 牝 No Louder）USA２勝，Princess Eliz
abeth S‐R ３着

＊フォーザキング（90牝 Deputy Minister）USA３勝，Queen Alexandra S２着

販売申込者・所有者： 漆原牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1574
生 産 牧 場： 漆原 武男
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

917 ブラッシュウィズデスティニー２０２１ �・鹿 ５／２０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊

ブロードブラッシュ Ack Ack

�
�
�
�
�

��
��

�Broad Brush Hay Patcherブラッシュウィズデスティニー フォレヴァークラシック Regal Classic

��
��
�Forever Classic黒鹿CAN 2001 Forleana

2h
Turn‐to M5×M5

価格： 購買者：



母 ベルモントパティ（00黒鹿 ＊ブライアンズタイム）５勝，武蔵野Ｓ‐G3 ３着，霞
ヶ浦特別（Ｄ1800），彦星賞（Ｄ1700），塩沢特別（Ｄ1800）２着，両津湾特別
（Ｄ1800）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－７（32）〕
ベルモントディーバ（08牝鹿 ネオユニヴァース）�９勝
コーネルレインボー（10牝黒鹿 ＊アジュディケーティング）�７勝��入着４回
ベルモントタイム（11牡黒鹿 ＊ファンタスティックライト）�６勝�入着４回
ピットブル（13�栗 ＊フレンチデピュティ）��６勝�入着２回
カズフィンテック（15牡黒鹿 マンハッタンカフェ）�１勝
クリノガオガオ（17牡鹿 トランセンド）�	入着３回�２勝
ダバイソンツェ（18牝鹿 ホッコータルマエ）��１勝

２代母 ＊ペラドンナ（92 USA栗 Woodman）１勝，呉竹賞２着
エーピートンコウ（97牡 ＊アジュディケーティング）１勝，
�11 勝
ベルモントオリーブ（98牝 ＊アジュディケーティング）��３勝，関東オークス‐Jpn3

３着，ロジータ記念２着，ゴールデンティアラ賞２着，東京プリンセス賞２着
ベルモントクエスト（99牝 ＊カーネギー）１勝
ベルモントエリカ（01牝 ＊エリシオ）１勝，�３勝��入着�
ベルモントバジル（05牝 ＊アジュディケーティング）２勝，��１勝
ベルモントベロニカ（08牝 ゴールドアリュール）出走

ハルキストン（15牡 ＊ロージズインメイ）１勝，障害５勝，小倉サマージャンプ
‐JG3 ３着

ベルモントラヴ（10牝 ＊クロフネ）１勝

３代母 フーシ Hushi（85 USA栗 Riverman）USA９勝，Gold Beauty S，Chr
is Evert S，Prom S，ポインセティアＳ‐G3 ２着，Stefanita H‐L ２着，etc.
リヴァーオヴゴールド River of Gold（94 牝 Java Gold）USA５勝，Novi S２着
ゴールデンディスクGolden Disk（97 牝 Diesis）USA入着

シェルドン Sheldon（11牡 Purim）USA１勝，セクレタリアトＳ‐G1 ３着
ポジティヴプライズ Positive Prize（02� Prized）USA７勝，Gottstein Futurity

‐L，Wtba Lads S，Emerald Express S３着
キネティックモーション Kinetic Motion（05� Hussonet）USA４勝，T.T.A. S

ales Futurity‐R ２着

販売申込者・所有者： 村上牧場＝新冠町朝日 �0146-47-4220
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

918 ベルモントパティ２０２１ 牡・鹿 ４／１１
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayベルモントパティ
＊ Woodman

��
��
�ペラドンナ黒鹿 2000 Hushi

4r
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 フロールシータ（11栗 エアジハード）１勝，�１勝��
〔産駒馬名登録数：２〕
チャクシンアリ（19牝栗 ＊トビーズコーナー）出走，�地方未出走
ブルーシャトー（20牡青鹿 トゥザワールド）�出走

２代母 ナショナルホリデー（04栗 ダンスインザダーク）３勝，鳥屋野特別
マルカベッカム（13牡 ＊ワークフォース）１勝
ナショナルアンセム（17牝 ロードカナロア）��２勝
タイセイマーベル（18牡 スクリーンヒーロー）�１勝

３代母 ナショナルフラッグ（86栗 ＊デイクタス）４勝，阿寒湖特別，積丹特別，青葉
城特別，知床特別２着，十勝岳特別２着，etc.
インターフラッグ（93牡 ＊ノーザンテースト）８勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2，札幌日

経ＯＰ‐OP，嵐山Ｓ‐OP，etc.，�１勝�２勝�１勝，種牡馬
マルカコマチ（95牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，京都牝馬特別‐Jpn3，京阪杯

‐Jpn3 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，etc.
マルカアイチャン（03牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，つわぶき賞，りんどう賞

２着，あけび賞３着
シャドウアプローチ（13牡 ジャングルポケット）２勝，朝日杯フューチュ
リティＳ‐G1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，ききょうＳ‐OP

アスクデピュティ（04牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，白富士Ｓ‐L ３着，紫苑
Ｓ‐L ３着，ウェルカムＳ，etc.
ミュゼスルタン（12牡 キングカメハメハ）３勝，新潟２歳Ｓ‐G3，ＮＨＫ
マイルＣ‐G1 ３着，青梅特別，種牡馬

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 門別 尚省＝日高町門別本町 �090-2696-3120
生 産 牧 場： 門別 敏朗
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

919 フロールシータ２０２１ 牡・栗 ５／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�エアジハード アイシーゴーグルフロールシータ ダンスインザダーク

��
��
�ナショナルホリデー栗 2011 ナショナルフラッグ

＊ハニードリーマー 23b
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ＊フラットウェアー（13 USA芦 Flatter）USA２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：海外－１（４）〕
アンバークラウンAmbar Crown（18 USA牝鹿 Orb）�MEX４勝
サードフォース（19牡栗 Violence）�出走
ドゥラミチャン（20牝栗 ドゥラメンテ）�未出走

２代母 カリナリー Culinary（02 USA芦 El Amante）USA５勝，アーリントンワシ
ントンラッシーＳ‐G3，Furl Sail H‐L，Sam Houston Distaff H，ドッグウ
ッドＢＣＳ‐G3 ２着，Goddess S‐L ２着，etc.
ダッツクールDattts Cool（08 牝 Bluegrass Cat）USA２勝

＊ウォリアーズクロス（13牡 Warrior's Reward）４勝
コーストライン Coastline（11 牡 Speightstown）USA・CAN５勝，Clocker's C

orner H‐R，Street Sense S，サンカルロスＳ‐G2 ２着，デイトナＳ‐G3
２着，スパイラルＳ‐G3 ３着，etc.

スカイビストロ Sky Bistro（12 牡 Sky Mesa）USA１勝
ブリストルズブルックBristol's Brooke（15牝 Speightstown）USA１勝
クリティックCritic（17 牡 Orb）�USA１勝
ベイビークラウドBaby Cloud（18牝 Munnings）�USA１勝

３代母 ボランティア Volunteer（94 ARG芦 Ski Champ）USA・ARG１勝，銀杯大
賞‐G1 ３着，USA障害１勝

４代母 ピガールPigalle（89 ARG鹿 Kasteel）ARG入着
［孫］ ファーター Fhurter（09 牡 Chullo）ARG２勝，エドゥアルドカセイ賞

‐G2，種牡馬

５代母 ヴァイスレーヌ Vice Reine（74 BRZ鹿 Felicio）BRZ５勝，G.P. Mariano
Procopio，G.P. Manoel Mendes Campos，ガヴェアディアナ大賞２着，
G.P. Francisco Villela de Paula Machado２着，G.P. Carlos Teles da Rocha Far
ia３着
［孫］ ＊ヴォルピア（94牝 Ski Champ）USA・BRZ４勝，エウヴァルドロディ大

賞‐G3，ロジェルゲドン大賞‐G3

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

920 フラットウェアー２０２１ �・鹿 ４／１９
＊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

＊

フラッター A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Flatter Praiseフラットウェアー カリナリー El Amante

��
��
�Culinary芦USA 2013 Volunteer

3c
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×M5 Secretariat S5×M5
Icecapade M5×M5
価格： 購買者：



母 プロジェクション（13鹿 メイショウサムソン）入着，�２勝�入着３回
〔産駒馬名登録数：２〕
ブレイクアンドキル（19牡栗 エスポワールシチー）���入着４回
レディーアスリート（20牝栗 ＊シニスターミニスター）�地方未出走

２代母 プライムアクトレス（02鹿 ＊エルコンドルパサー）３勝，こでまり賞３着
パフォームワンダー（10牡 ＊グラスワンダー）�１勝
プライムグローリー（11牡 タニノギムレット）２勝
ヒドゥンパラメータ（14牡 ルーラーシップ）１勝，二王子特別２着，栗子特別３着，

障害１勝
アサクサスポット（15牡 ＊ワークフォース）１勝
パイカジ（16牝 ローエングリン）�６勝�２勝��

３代母 プライムステージ（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，
札幌３歳Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，ローズＳ‐Jpn2 ２着，クイーンＣ
‐Jpn3 ２着，etc.
アマビリータ（00牝 ＊ダンシングブレーヴ）２勝，ハッピーエンドＣ３着，�５勝
アブソリュート（04� タニノギムレット）７勝，富士Ｓ‐G3，東京新聞杯‐G3，マ

イルＣｈＳ‐G1 ５着，etc.
エフティアクトレス（05牝 ＊ファルブラヴ）２勝，桜草特別３着

カクテルライト（19牝 カレンブラックヒル）��３勝	１勝，ウイナーＣ，若
駒賞，ビギナーズＣ，etc.

４代母 ダイナアクトレス（83鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，京王杯スプリングＣ
‐Jpn2，スプリンターズＳ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優古牝（2回）
［子］ ステージチャンプ（90牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，日経賞‐Jpn2，ステイ

ヤーズＳ‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.
［孫］ スクリーンヒーロー（04牡 ＊グラスワンダー）５勝，ジャパンＣ‐G1，Ａ

Ｒ共和国杯‐Jpn2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，etc.，優古牡，種牡馬
ベストアクター（14� ディープインパクト）６勝，阪急杯‐G3，雲雀Ｓ，
神奈川新聞杯，etc.

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

921 プロジェクション２０２１ 牡・黒鹿 ３／３１
＊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ミッキーグローリー ＊ホワイトマズル

��
��
�メリッサ青鹿 2013 ストーミーラン

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアンプロジェクション ＊エルコンドルパサー

��
��
�プライムアクトレス鹿 2013 プライムステージ

＊マジツクゴデイス 1s
サンデーサイレンス S3×M4 ダンシングブレーヴ S4×M4 Sadler's Wells M4×M5
Lyphard S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 ファウンテンジョイ（06芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��４勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
セイマーメイド（15牝鹿 アッミラーレ）��３勝�４勝�入着
シェナノララ（19牝芦 ベルシャザール）���１勝
ピュアアメリカン（20牝芦 ＊アメリカンペイトリオット）�地方未出走

２代母 ＊エレガントタイクーン（93 AUS黒鹿 ＊ラストタイクーン）不出走
ラフィット（98牡 タヤスツヨシ）入着２回，�１勝��２勝
キングセイバー（99牡 ＊キンググローリアス）��７勝，東京ダービー，クラウンＣ
アオミクラスター（01牝 エアダブリン）�１勝
ハーバータウン（02牡 ジェニュイン）入着，�１勝�５勝�11 勝
プリミティーヴ（04牡 ＊ミシル）�12 勝��２勝
グレイホーク（05牡 ＊マイネルラヴ）入着，��４勝�３勝�	，唐津湾賞３着

３代母 ジョドカ Jodoka（85 USA黒鹿 Danzig）GB・USA２勝，Bonusprint Cha
mpion 2yo Trophy‐L ３着
ジョージェスト Jo Jest（91 牡 Rory's Jester）AUS１勝，BRC J. F. Meynink S‐L

３着
ダロリーDarory（92
 Rory's Jester）AUS・MAC１勝，MRC Rancher Qualit

y H‐L ３着

４代母 ジンババ Zimbaba（78 USA黒鹿 ＊ブレイヴエストローマン）USA３勝，Kiss
Me Kate S２着，Meadowlands Starlight S２着，ポストデブＳ‐G3 ３着
［子］ サンドボックスキャプテン Sandbox Captain（86 牡 Highland Blade）

USA４勝，Passaic County S３着
［孫］ ジョンズカインダガール John's Kinda Girl（01 牝 Lost Soldier）USA４

勝，Barona Cup H‐L ２着
ドビルヤックDobil Yack（03牡 Outflanker）PR・MEX８勝，C. Inte
rnacional del Caribe‐L ２着

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

922 ファウンテンジョイ２０２１ �・鹿 ３／２６

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceファウンテンジョイ
＊

＊ラストタイクーン

��
��
�エレガントタイクーン芦 2006 Jodoka

2n
Danzig S3×M4 Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊フルオブドリームズ（16 IRE 黒鹿 Dream Ahead）�入着２回�
初仔

２代母 レオポルディーネ Leopoldine（03 GB黒鹿 Desert Prince）GB・USA１勝，
チャートウェルフィリーズＳ‐G3 ２着

３代母 ビーミング Beaming（91 GB黒鹿 Mtoto）GB・FR２勝，Rosemary S‐L
３着

４代母 グランシングGlancing（79 GB鹿 ＊グランデイ）GB・FR３勝，アランベー
ル賞‐G3，Ripon Champion 2‐Y‐O Trophy
［孫］ ウォッチングWatching（97� Indian Ridge）GB・FR・IRE・SWE３

勝，Field Marshal S‐L，Sandown Sprint S‐L，グロシェーヌ
賞‐G2 ２着，etc.

ステップウィズスタイル Step with Style（97 牝 Gulch）IRE・USA４勝，
Rockingham Park Breeders' Cup H‐L，My Fair Lady S，ス
ワニーリヴァーＨ‐G3 ２着，etc.

［曾孫］ リヴィングザライフ Living The Life（10 牝 Footstepsinthesand）GB・
USA10 勝，プレスクアイルダウンズマスターズＳ‐G2（２回），オール
アメリカンＳ‐G3，サンタマルガリータＳ‐G1 ３着，etc.

メディアモーガルMedia Mogul（98� First Trump）GB・USA４勝，
ウィルロジャーズＳ‐G3，ジュライＳ‐G3 ２着，La Puente S‐R
２着，etc.

プリンセスルールー Princess Loulou（10牝 Pivotal）GB・FR・IRE３勝，
Gillies S‐L，ジャンロマネ賞‐G1 ２着，Conqueror S‐L
２着，etc.

ヌフースNufoos（02 牝 Zafonic）GB３勝，Eternal S‐L，チャートウ
ェルフィリーズＳ‐G3 ２着，ファースオヴクライドＳ‐G3 ２着，etc.

レッツゴーラウンドアゲイン Letsgoroundagain（09 牡 Redback）GB・
FR・HKG２勝，Silver Tankard S‐L

ヒューストン Heuston（09� Acclamation）IRE・USA・CAN４勝，
Prairie Bayou S

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614

923 フルオブドリームズ２０２１ 牡・鹿 ３／２７
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

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

��
��
�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

＊

ドリームアヘッド ＊ディクタット

�
�
�
�
�

��
��

�Dream Ahead Land of Dreamsフルオブドリームズ レオポルディーネ Desert Prince

��
��
�Leopoldine黒鹿IRE 2016 Beaming

4k
Green Desert M4×M5

価格： 購買者：



母 ブルーロゼット（16鹿 ＊キングズベスト）不出走
初仔

２代母 ＊コスモポリタン（05 GB栗 Cadeaux Genereux）GB３勝
ソサエティクイーン（12牝 ＊ストーミングホーム）入着５回，�１勝��，フェアリ

ーＣ２着
ボーダレス（13牝 アドマイヤムーン）２勝，カンナＳ‐OP，すずらん賞‐OP ３着
メルティングポット（15牝 ＊ハードスパン）��３勝
コスモノート（18牡 アドマイヤムーン）�１勝

３代母 パリジャンエレガンス Parisian Elegance（99 GB鹿 Zilzal）GB・FR２勝，
プリンセスマーガレットＳ‐G3 ３着，Sandy Lane S‐L ３着，Rose Bowl S
‐L ３着
マーチオンビートルートMarch On Beetroot（08� Cape Cross）GB・HKG２

勝，Sandy Lane S‐L ２着

４代母 トゥシックTshusick（91 GB鹿 ＊ダンシングブレーヴ）GB１勝
［子］ マジェスティクミサイルMajestic Missile（01 牡 Royal Applause）GB

・FR・IRE６勝，プティクヴェール賞‐G3，コーンウォリスＳ‐G3，
モールコームＳ‐G3，etc.，種牡馬

サントパードレ Santo Padre（04� Elnadim）GB・IRE５勝，Woodland
s S‐L，Achilles S‐L ２着，Abergwaun S‐L ２着，etc.

ブラックモース Black Moth（08牡 Invincible Spirit）GB・HKG２勝，
Ripon Champion 2‐Y‐O Trophy‐L ３着

マジェスティクアレグザンダーMajestic Alexander（11 牝 Bushranger）
GB２勝，Dragon S‐L ３着

［孫］ エクティラーン Eqtiraan（14� Helmet）�GB・UAE３勝，Cathedr
al S‐L，ジェベルハッタ‐G1 ２着，His Highness The President C
up‐L ２着，etc.

［曾孫］ プリモウオモ Primo Uomo（12� Strategic Prince）�GB・IRE７勝，
Woodlands S‐L，Woodlands S‐L ３着（２回），Marble H
ill S‐L ３着

販売申込者・所有者： 小林 和幸＝釧路市音別町 �090-8897-0677
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

924 ブルーロゼット２０２１ �・鹿 ４／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヘンリーバローズ
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ鹿 2015 Boubskaia

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaブルーロゼット
＊ Cadeaux Genereux

��
��
�コスモポリタン鹿 2016 Parisian Elegance

1t
Hail to Reason S5×S5 Nureyev M5×M5

価格： 購買者：



母 ミキノクレシェンド（06栗 ブラックタキシード）１勝，赤湯特別（芝 1200）３着，
別府特別（芝 1200）３着，��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
ミキノアレグロ（14牝栗 ＊ジャイアントレッカー）��１勝�
ミキノティンパニー（15牝栗 スターリングローズ）��６勝�２勝�

２代母 ミキノファンシー（00栗 ＊ディアブロ）�６勝
ミキノフォルテ（07牝 ウインデュエル）��１勝�１勝
ミキノバロンドール（08牡 サツカーボーイ）入着，�２勝
ミキノティータイム（10牝 ブラックタキシード）入着４回，�２勝
ミキノタマテバコ（14牝 スターリングローズ）１勝，�１勝�
ミキノイチバンコ（17牡 ミキノバンジョー）�１勝

３代母 オギスーパーゲラン（93栗 ＊プリンスオブバーズ）出走

４代母 ビユーテイゲラン（85鹿 ＊サテインゴ）不出走
［子］ シンボリプレオ（01牡 サクラチトセオー）３勝，津田沼特別，摂津特別２

着，土湯温泉特別２着，etc.
マツニシキ（92牝 ＊ラツキーソブリン）３勝，由布院特別，赤穂特別２着，
野分特別３着，etc.

［孫］ ブイアタッカー（03牡 ＊タバスコキャット）３勝，道新スポーツ賞３着，
北斗賞３着，	１勝

５代母 スイートゲラン（71鹿 ＊フアラモンド）４勝，山陽特別，姫路特別，もみじ賞
［子］ エトワールゲラン（82牡 ＊ラツキーソブリン）３勝，猪名川特別

カムイショート（89牡 ＊ワツスルタツチ）
１勝	21 勝，ＲＫＣ杯
［孫］ ラッキーゲラン（86牡 ＊ラツキーソブリン）８勝，阪神３歳Ｓ‐Jpn1，毎

日王冠‐Jpn2，函館記念‐Jpn3，etc.
タモンテン（87牡 ＊ロイヤルニジンスキー）５勝，冬至Ｓ，六社特別，犬
吠埼特別２着，etc.

タガノテースト（97牡 ＊ノーザンテースト）３勝，豊前特別，檜原湖特別，
飯盛山特別２着，etc.，�４勝�入着３回�

販売申込者・所有者： ㈲浦河育成牧場＝浦河町東幌別 �0146-28-1861
生 産 牧 場： ㈲浦河育成牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

925 ミキノクレシェンド２０２１ 牡・栗 ５／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタキシード ＊オーピーキャットミキノクレシェンド ＊ディアブロ

��
��
�ミキノファンシー栗 2006 オギスーパーゲラン

＊ミスブゼン 18
Halo M4×M5 Storm Bird M5×M5

価格： 購買者：



母 サクラワイズ（04栗 サクラバクシンオー）３勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（18）〕
サクラベリー（10牝鹿 ＊ボストンハーバー）１勝，��９勝
サクラアリオン（12牡芦 アドマイヤコジーン）�２勝���入着２回
コハンニャ（13牝黒鹿 サクラオリオン）�１勝��入着
ヒロノオンリーワン（14牡黒鹿 ジャングルポケット）�１勝
シェナブライト（18牡鹿 ＊シニスターミニスター）���５勝

２代母 サクラテンシ（97栗 ＊サンデーサイレンス）２勝
サクラモサ（03牡 サクラバクシンオー）１勝，手稲山特別３着，��１勝�１勝�入着

３代母 ＊ローラローラ（85 FR栗 Saint Cyrien）FR１勝，P. de la Seine‐L ３着
サクラファビユラス Sakura Fabulous（90 牝 Fabulous Dancer）FR入着５回

＊ラタフィア（99牝 Cozzene）５勝，北摂特別，元町特別，月岡特別３着，etc.
エピセアローム（09牝 ダイワメジャー）４勝，セントウルＳ‐G2，小倉２
歳Ｓ‐G3，セントウルＳ‐G2 ３着，etc.

アッラサルーテ（13牝 ダイワメジャー）４勝，アネモネＳ‐LR ２着，南総
Ｓ２着，水無月Ｓ２着，etc.

＊サビアーレ（00牝 Capote）１勝，菜の花賞‐OP ２着
カポーティスター（09牡 ハーツクライ）４勝，日経新春杯‐G2，日経賞
‐G2 ２着，北野特別，etc.

サクラローレル（91牡 RainbowQuest）９勝，有馬記念‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，
オールカマー‐Jpn2，中山記念‐Jpn2，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

サクラフューチャー（96牝 サクラユタカオー）３勝，精進湖特別，アプローズ賞２着
サクラシャイニー（06牡 サクラプレジデント）４勝，霜月Ｓ‐L ３着（２回），天

保山Ｓ‐OP ３着，etc.，�１勝�15 勝�１勝��１勝，兵庫ゴールドＴ
‐Jpn3 ３着，etc.

４代母 ボールドレイディ Bold Lady（74 FR栗 ＊ボールドラツド）FR３勝，P. de l
a Seine２着，P. Herod３着
［孫］ スティ－マ－ダック Steamer Duck（88牡 Bering）FR・GER・ITY・A

US２勝，伊グランクリテリウム‐G1，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2036
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121

926 サクラワイズ２０２１ 牡・栗 ５／１２

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hurry Home Hillaryトビーズコーナー ブランドンズライド Mister Frisky

��
��
�Brandon's RideUSA 栗 2008 Mrs. Bumble

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモサクラワイズ ＊サンデーサイレンス

��
��
�サクラテンシ栗 2004 ＊ローラローラ

14
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 メイショウベルシア（11鹿 タニノギムレット）�３勝
〔産駒馬名登録数：３〕

２代母 メイショウフクヒメ（99黒鹿 バブルガムフェロー）５勝，秋分特別２着，出石
特別２着，北山Ｓ３着，橿原Ｓ３着，桜島特別３着，etc.
メイショウゴウヒメ（08牝 ジャングルポケット）１勝

メイショウジーク（14牡 メイショウボーラー）３勝，西郷特別３着
メイショウテツワン（15牡 ＊パイロ）１勝
メイショウハクサン（17牡 ＊モンテロッソ）�３勝，出石特別３着，麒麟山特別３着
メイショウキートス（18牝 ＊パイロ）�１勝

メイショウツレヅレ（09牝 ＊サウスヴィグラス）４勝，山科Ｓ２着，貴船Ｓ２着，西
陣Ｓ３着

メイショウトリトン（10� メイショウサムソン）１勝，�３勝
メイショウクノイチ（13牝 ＊エンパイアメーカー）入着，�３勝
メイショウエイコウ（14牡 ＊サマーバード）�５勝，カノープスＳ‐OP ２着，御陵

Ｓ，北山Ｓ２着，渡島特別２着，大倉山特別２着，etc.
メイショウコトダマ（18牡 メイショウボーラー）入着３回，��１勝�１勝

３代母 キタノファンタジー（91鹿 ＊ラシアンルーブル）４勝，巴賞‐OP ３着，摩周湖
特別，層雲峡特別
フラワーチャンプ（98牝 フジキセキ）６勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，古都Ｓ，朱鷺

Ｓ３着，etc.
アイキャン（07牝 ＊タイキシャトル）��２勝��
キクノウィング（17牝 ＊シニスターミニスター）��出走�４勝�，園田ジ
ュニアＣ２着

アテンフラワー（15牝 メイショウサムソン）３勝，米沢特別，バーデンバーデ
ンＣ２着

４代母 ビユテイフルクイン（84鹿 トウシヨウボーイ）不出走
［子］ ピュアーホワイト（88牝 ＊ラシアンルーブル）２勝，コスモス賞‐OP ２着，

湯浜特別，下北半島特別２着，etc.
ライヴジャパン（94牡 ニホンピロウイナー）２勝，喜多方特別３着

販売申込者・所有者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �090-1388-9993
生 産 牧 場： ㈱リトルブルーファーム
飼 養 者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �090-1388-9993

927 メイショウベルシア２０２１ 牡・鹿 ３／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルメイショウベルシア バブルガムフェロー

��
��
�メイショウフクヒメ鹿 2011 キタノファンタジー

＊マリアドロ 21a
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Hail to Reason S5×M5
Lyphard S5×M5
価格： 購買者：



母 ピアグラス（10栗 ＊チチカステナンゴ）出走
〔産駒馬名登録数：４〕
アリストヴェール（18牝鹿 トーセンラー）��出走�出走
マーゴットピア（20牝青鹿 レッドファルクス）�未出走

２代母 クルーピアスター（96栗 ＊サンデーサイレンス）６勝，北九州短距離Ｓ‐OP ３
着，飛騨Ｓ，サンタクロースＳ，雲仙特別，東山特別，etc.
ガーネットスター（03牝 ＊エルコンドルパサー）２勝
アサクサキングス（04牡 ＊ホワイトマズル）６勝，菊花賞‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，京

都記念‐G2，きさらぎ賞‐Jpn3，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，優３牡，種牡馬
ガイディングスター（05牡 ＊ファルブラヴ）�１勝
ウマザイル（06牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
ステラアルピーナ（07牝 ＊ファルブラヴ）�１勝�入着
ブラックアテナ（08牝 ＊シンボリクリスエス）２勝

スウェアー（17牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝，２０２１ＹＪＳＦＲ中山
１戦，��２勝

３代母 ＊クルーピアレディー（83 USA栗 What Luck）USA13 勝，Sportsmans' Park
Ruffian H‐L，Delta Downs Breeders' Fund S，Jefferson Downs Breeders'
Cup H，Trevose H，Heartland H２着，etc.
ジェニュイン（92牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，皐月賞‐Jpn1，マイルＣｈＳ

‐Jpn1，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
タガノラピス（94牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，エルフィンＳ‐OP ３着，あんず

賞２着，矢車賞２着，etc.
グレートサン（95牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，栗子特別２着，白山特別３着，種牡馬
ホワットアリーズン（97� ＊サンデーサイレンス）５勝，上総特別，日高特別，大森

浜特別，etc.

４代母 ケスティヨンダルジャンQuestion d'Argent（77 CAN鹿 Tentam）USA出走
［子］ プレミアクエスチョン Premier Question（87牝 Premiership）USA11 勝，

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

販売申込者・所有者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

928 ピアグラス２０２１ 牡・栗 ３／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラピアグラス ＊サンデーサイレンス

��
��
�クルーピアスター栗 2010 ＊クルーピアレディー

4g
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ピカケレイ（14栗 ディープブリランテ）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
マイレレイ（19牡鹿 リオンディーズ）���１勝
ヘンリー（20牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 キャッチータイトル（03栗 ＊オペラハウス）５勝，日本海Ｓ，檜原湖特別３着
メジャープレゼンス（10� ダイワメジャー）３勝
メジャーステップ（11� ダイワメジャー）３勝
チャンドラプラバー（12牝 アドマイヤムーン）�１勝
メジャーエンブレム（13牝 ダイワメジャー）５勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，阪神ジュ

ベナイルフィリーズ‐G1，クイーンＣ‐G3，アルテミスＳ‐G3 ２着，桜花賞
‐G1 ４着，etc.，優２牝

メジャーラプソディ（15牝 ゴールドアリュール）１勝

３代母 ＊タイトルド（96 GB鹿 RainbowQuest）不出走
エクスタシア（01牝 Singspiel）不出走

ペンタシア Pentasia（07 牝 ＊ペンタイア）AUS８勝，BRC Chief de Beers Qu
ality S‐L，Clarence River JC Ramornie H‐L ３着

タイトルパート（06牝 アグネスタキオン）１勝
リーディングパート（17牝 ＊ハービンジャー）�１勝，村上特別２着

メルセンヌナンバー（07牝 ＊ワイルドラッシュ）不出走
エーティーメジャー（17牡 ダイワメジャー）�３勝，仲春特別
アサケレディ（18牝 キズナ）�２勝，土湯温泉特別２着

４代母 ハーレイディシップ Her Ladyship（91 GB鹿 Polish Precedent）FR・IRE
２勝，P. de la Seine‐L，仏オークス‐G1 ２着，オペラ賞‐G2 ３着
［子］ ディグニファイDignify（97 牝 RainbowQuest）GB・FR・ITY２勝，

オマール賞‐G3，Sweet Solera S‐L ３着
＊レディバウンティフル（02牝 Spectrum）FR３勝，P. Urban Sea‐L ３着

［曾孫］ ジュルタラーロ Curtaralo（13 牡 Kurtiniadis）�TUR16 勝，Anafartal
ar S‐L ３着，Beyoglu S‐L ３着

ジーナモンタナGina Montana（14牝 Scarface）TUR８勝，Turkish
St. Leger‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲秋田牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2764
生 産 牧 場： ㈲秋田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

929 ピカケレイ２０２１ 牡・栗 ３／１５
＊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

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�ディープブリランテ ＊ラヴアンドバブルズピカケレイ ＊オペラハウス

��
��
�キャッチータイトル栗 2014 ＊タイトルド

B3
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5
Blushing Groom S5×M5
価格： 購買者：



母 ピュアアモーレ（14鹿 マツリダゴッホ）入着，��３勝
初仔

２代母 ピュアシンフォニー（07鹿 ＊ストラヴィンスキー）��４勝
ピュアノアール（12牝 ブラックタイド）３勝
コクスイセン（13牡 ブラックタイド）３勝，雅Ｓ，濃尾特別２着，��１勝
ピュアセレニティー（16牝 ブラックタイド）�１勝��４勝�
スリーシンフォニー（17牡 スマートファルコン）�２勝
エトワールジェンヌ（19牝 ブラックタイド）�１勝

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

関東オークス‐Jpn2 ２着
ピュアダイヤモンド（09牝 フジキセキ）２勝

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

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

ラカン（18牡 キズナ）�１勝，南相馬特別３着

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

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

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

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

インディアングレイシー Indian Gracey（08牝 Indian Ocean）USA３勝，
California State Fair Sprint H‐L，オークリーフＳ‐G1 ３着

ミスメアリーパットMiss Mary Pat（04 牝 Service Stripe）USA３勝，
Silver Spur Breeders' Cup S，T.T.A. Sales Futurity‐R

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： ㈲新井牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

930 ピュアアモーレ２０２１ 牡・栗 ５／１０

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マツリダゴッホ ＊ペイパーレインピュアアモーレ ＊ストラヴィンスキー

��
��
�ピュアシンフォニー鹿 2014 ＊ピュアブラウン

7f
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 プチットマドレーヌ（13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（１）〕
メイショウカークス（18牡鹿 ホッコータルマエ）入着２回，��１勝

２代母 タイキマドレーヌ（03栗 ＊ブライアンズタイム）５勝，秋風Ｓ，野分特別，祇
園特別，三面川特別２着，宝ケ池特別２着，etc.
サトノフラム（12牡 マンハッタンカフェ）２勝
マベルロンジュ（17牝 ハーツクライ）�１勝，稲佐山特別，安房特別２着，�３勝

３代母 ＊ウェルシュマフィン（87 GB鹿 Caerleon）IRE・USA５勝，Phoenix 1000
Guineas Trial S‐L，Mint Julep H‐L ２着

＊タイキフォレスト（93牝 Green Forest）３勝
タイキアルファ（00牡 バブルガムフェロー）６勝，ブリリアントＳ‐L ２着，東

京競馬場新スタンドＯＰ記念，渡島特別，etc.
＊タイキシャトル（94牡 Devil's Bag）10勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1

（２回），スプリンターズＳ‐Jpn1，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，スワンＳ‐Jpn2，etc.，
FR１勝，ジャックルマロワ賞‐G1，優短距（2回），年代表，優古牡，種牡馬

＊タイキチェイサー（95牡 ＊ジェイドハンター）４勝，北摂特別，早鞆特別，日光特別，etc.
＊タイキマフィン（96牝 Devil's Bag）出走

タイキパラドックス（12牡 タイムパラドックス）１勝，相馬特別，��２勝�
２勝�７勝

＊タイキミルフィーユ（00牝 Devil's Bag）出走
エイシンナナツボシ（07牡 ＊クロフネ）４勝，もちの木賞２着，きんもくせい特

別２着，�１勝�１勝�入着４回���	，道営記念２着，etc.

４代母 マフィティスMuffitys（82 IRE 鹿 Thatch）IRE３勝，Marble Hill S‐L
［孫］ ピースオブワールド（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，阪神ジュベナイ

ルフィリーズ‐Jpn1，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ３
着，etc.，優２牝

［曾孫］ サミットストーン（08牡 ＊ロージズインメイ）４勝，�７勝�	３勝�，
浦和記念‐Jpn2，東京大賞典‐G1 ３着，川崎記念‐Jpn1 ３着，etc.，
ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 本巣 敦＝浦河町杵臼 �0146-28-1623
生 産 牧 場： 本巣 敦
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

931 プチットマドレーヌ２０２１ 牡・黒鹿 ４／２０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊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プチットマドレーヌ ＊ブライアンズタイム

��
��
�タイキマドレーヌ鹿 2013 ＊ウェルシュマフィン

4d
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ベルフロレゾン（15栗 ＊クロフネ）１勝
初仔

２代母 ウインフロレゾン（09黒鹿 フジキセキ）２勝，大寒桜賞２着，燕特別３着
スタッドリー（18牡 ＊ハービンジャー）�３勝，若葉Ｓ‐L ３着，千里山特別，明石

特別２着，天竜川特別２着，黄菊賞３着

３代母 ブランシェリー（98鹿 ＊トニービン）２勝
シャトーブランシュ（10牝 キングヘイロー）４勝，マーメイドＳ‐G3，ローズＳ

‐G2 ２着，夕月特別，etc.
ヴァイスメテオール（18牡 キングカメハメハ）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

‐G3，メトロポリタンＳ‐L
イクイノックス（19牡 キタサンブラック）�２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G2，日本

ダービー‐G1 ２着，皐月賞‐G1 ２着

４代母 メゾンブランシュ（89鹿 Alleged）５勝，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，浦安特別，
浦安特別２着
［子］ オースミシュネル（99� ＊サンデーサイレンス）�13 勝，ブリーダーズＧ

Ｃ‐Jpn2 ３着，ステイヤーズＣ（２回），ステイヤーズＣ３着
ブランディス（97� サクラバクシンオー）３勝，湯浜特別３着，障害６勝，
中山グランドジャンプ‐JG1，中山大障害‐JG1，優障害

５代母 ＊ブランシユレイン（82 FR芦 Nureyev）FR１勝
［子］ バルロワ Balleroy（88牡 Kaldoun）FR・USA４勝，ギシュ賞‐G3，ジャ

ンプラ賞‐G1 ２着，コンデ賞‐G3 ２着，種牡馬
エイシンビーナス（93牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1 ４着，シクラメンＳ‐OP ３着，山陽特別，etc.

ビクトリアスバイオ（95牝 ＊ヘクタープロテクター）２勝，りんどう賞
［孫］ エーシンハクリュー（10牡 ジャングルポケット）３勝，許波多特別，グリ

ーンＳ２着，松籟Ｓ３着
エイシンルンナ（02牝 ＊エイシンワシントン）２勝，対馬特別，朝日岳特
別３着，対馬特別３着，障害１勝

マイネルカルナバル（05牡 サクラバクシンオー）１勝，千種特別２着

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522

932 ベルフロレゾン２０２１ �・鹿 ３／３１

＊

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューベルフロレゾン フジキセキ

��
��
�ウインフロレゾン栗 2015 ブランシェリー

＊ブランシユレイン 16b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ヘイハニー（06鹿 Cherokee Run）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－６（23）〕
アーブル（11牡黒鹿 ディープスカイ）２勝
アゲマキ（13牝青鹿 ヴァーミリアン）��１勝
ナムラモンブラン（14牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）入着，�２勝��入着３回
デイジーカーニバル（15牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）���１勝・７勝
リュウノロック（16牡黒鹿 エイシンフラッシュ）�１勝��入着４回�
ミスターサンライズ（17牡黒鹿 フェノーメノ）��６勝
デイジーカプシーヌ（18牝鹿 ナムラタイタン）���５勝
ダニエラハニー（19牝黒鹿 トゥザワールド）�出走

２代母 ＊ポレント（93 GB鹿 Polish Precedent）FR２勝
テントポールTentpole（98 牝 RainbowQuest）IRE１勝

トゥーマッチトラブル Too Much Trouble（06� Barathea）GB・ITY・UA
E11 勝，アブダビチャンピオンシップ‐G3 ３着

ポレンタPolenta（01 牝 ＊サンデーサイレンス）不出走
キャプテンクック Captain Cook（12� Admiralofthefleet）IND８勝，Cal

cutta Derby‐LR，Calcutta Million‐L，Calcutta St. Leger‐LR
２着，Indian Champagne S‐L ２着

イターナルエインジェル Eternal Angel（14 牝 Serious Spender）IND４勝，
Golconda Oaks‐L ３着

インパヴィッド Impavid（16 牡 Air Support）IND５勝，Deccan Colts Cha
mpionship S‐L，South India 2000 Guineas‐LR，Colts' Champio
nship S‐LR ２着，Derby Bangalore‐LR ２着，South India Der
by‐LR ３着，etc.

フィラテリスト Philatelist（04� Rahy）GB・FR・USA・TUR５勝，サンアント
ニオＨ‐G2 ３着，ゴードンリチャーズＳ‐G3 ３着

メリーポピンズ（08牝 ネオユニヴァース）入着，�１勝�

３代母 アワーシフ Awaasif（79 CAN鹿 Snow Knight）GB・FR・ITY・USA４勝，
ヨークシャーオークス‐G1，伊ジョッキークラブ大賞‐G1，凱旋門賞‐G1 ３着
スノーブライド Snow Bride（86 牝 Blushing Groom）GB・FR５勝，英オークス

‐G1，ミュージドラＳ‐G3，プリンセスロイヤルＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 秋田育成牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2302
生 産 牧 場： 秋田育成牧場
飼 養 者： 秋田育成牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2302

933 ヘイハニー２０２１ �・鹿 １／２９
＊ Wild Again

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ワイルドラッシュ

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

��
��
�シネマスコープ鹿 2006 ブルーハワイ

チェロキーラン Runaway Groom

�
�
�
�
�

��
��

�Cherokee Run Cherokee Dameヘイハニー
＊ Polish Precedent

��
��
�ポレント鹿 2006 Awaasif

22b
Drone S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ペニーホイッスル（02黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，札幌日刊スポーツ杯‐L
（芝 1200），アネモネＳ‐L（芝 1600），フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，オーロＣ‐L
（芝 1400）２着，福島民友Ｃ‐L（芝 1200）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（９），地方－３（12）〕
ファドーグ（11�黒鹿 ＊シンボリクリスエス）４勝，初茜賞（Ｄ1800），オークラン

ドＲＣＴ（Ｄ1800）３着，松戸特別（Ｄ1800）３着，日野特別（Ｄ1600）３着，�
�１勝・４勝，黒潮マイルＣｈＳ（Ｄ1600）２着，珊瑚冠賞（Ｄ1900）３着

フィップル（14牝鹿 ルーラーシップ）１勝，�４勝�１勝��
カヴァル（15牡青鹿 エイシンフラッシュ）４勝，マレーシアＣ（芝 2000）
ネイプルスイエロー（17牡青 サンカルロ）入着，�	２勝
テーオーソフィア（18牝黒鹿 ＊ハービンジャー）�	出走

２代母 ＊ラークホイッスル（94 CAN黒鹿 Silver Deputy）USA２勝，ShadyWell S
‐R，アディロンダックＳ‐G2 ３着，Princess Elizabeth S‐R ２着，MyD
ear S‐L ３着
タブアキャットTab a Cat（99 牝 ＊タバスコキャット）不出走

ミスターソウルMr. Soul（04� Aptitude）USA５勝，Jim RasmussenMem
orial H２着

イードバイデルオチョ Edubai Del Ocho（06牡 E Dubai）PAN15勝，P. Ar
ias Paredes y Alberto Arias Espinosa‐L

アップルビーガーデンズ Appleby Gardens（00 牝 A.P. Indy）USA２勝，Shad
y Well S‐R，フリゼットＳ‐G1 ３着

モエレソーブラッズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）入着，クローバー賞‐L ３着，

５勝	１勝��１勝，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ３着，
星雲賞３着，ＮＡＲ優２歳

ストームホイッスル（04牝 ＊ブライアンズタイム）出走
メイケイペガスター（10牡 フジキセキ）３勝，共同通信杯‐G3，キャピタルＳ

‐L ３着，若駒Ｓ‐OP ３着，ＢＳイレブン賞，清水Ｓ２着
グランデタキオン（07牡 アグネスタキオン）１勝，�２勝
ウインアルエット（09牝 ダンスインザダーク）２勝

３代母 ファインドハピネス Find Happiness（82 USA鹿 Buckfinder）USA９勝，
Nicosia S‐L，Susan's Girl S，バレリーナＳ‐G2 ４着

販売申込者・所有者： 若林 順一＝日高町庫富 �090-8426-7621
生 産 牧 場： 若林 順一
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

934 ペニーホイッスル２０２１ 牡・鹿 ４／１５

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellペニーホイッスル
＊ Silver Deputy

��
��
�ラークホイッスル黒鹿 2002 Find Happiness

9e
Mr. Prospector S4×M5 Shenanigans S5×M5

価格： 購買者：



母 ペパーミントラヴ（06芦 ＊シンボリクリスエス）３勝，粟島特別（Ｄ1800）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
カズノスイセイ（14牝黒鹿 ハーツクライ）��４勝
ゲンパチノーブル（17牝芦 オルフェーヴル）���２勝�４勝
トーホウサキ（18牝鹿 ロードカナロア）�２勝
マジカルミント（19牡鹿 アドマイヤムーン）��出走�出走

２代母 ＊レッドチリペッパー（96 USA芦 Unbridled）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，富士
Ｓ‐Jpn3，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３着，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，クイーンＣ
‐Jpn3 ２着，etc.
ホワイトペッパー（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，山科特別３着，夙川特別３着，

香春岳特別３着
スパイスマジック（15� ローエングリン）２勝，津軽海峡特別２着，��１勝
バルサミックムーン（17� ＊タートルボウル）�２勝，由布院特別２着，大通公

園特別３着
バーニングレッド（03牝 アグネスタキオン）１勝

カラクレナイ（14牝 ローエングリン）４勝，フィリーズレビュー‐G2，京阪杯‐G3
３着，淀短距離Ｓ‐L ３着，オパールＳ‐L ３着，桜花賞‐G1 ４着，etc.

パッションレッド（04牝 アグネスタキオン）３勝，アネモネＳ‐L ３着，木津川特別，
玄海特別２着，高千穂特別２着，ＨＢＣ賞２着，etc.
サンカハラ（19牝 トーセンジョーダン）��２勝，カペラ賞２着

ホットチリペッパー（07牡 ネオユニヴァース）２勝，紫川特別，沖の島特別，��
１勝�３勝	

ジェイド（09牡 ハーツクライ）１勝
ハラペーニョペパー（12牝 ゼンノロブロイ）３勝，伊良湖特別，播磨Ｓ２着，リボ

ン賞２着

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

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

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

販売申込者・所有者： 飯岡牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3412
生 産 牧 場： 飯岡牧場
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

935 ペパーミントラヴ２０２１ �・鹿 ２／２８
＊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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayペパーミントラヴ
＊ Unbridled

��
��
�レッドチリペッパー芦 2006 Raise a Carter

10a
ノーザンテースト S4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ベルファム（06栗 ＊ブライアンズタイム）入着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（10）〕
ベッロポモドーロ（13牝栗 アジュディミツオー）�２勝�１勝�入着２回����，

梅桜賞（Ｄ1800）２着，園田クイーンセレクション（Ｄ1400）２着，ライデン
リーダー記念（Ｄ1600）２着

ヨンハブラック（14牡青 ブラックタイド）�１勝
ロンプフェイス（15牝鹿 トーセンホマレボシ）�５勝��
ブロンディグラス（17牝栗 ストロングリターン）�１勝
ステインタッチ（19牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）	�入着�入着２回

２代母 シルクアピール（00栗 ＊フォーティナイナー）出走
ゴールデンキャット（11牡 ＊ワイルドラッシュ）�６勝
ギャラントレディ（12牝 ＊バトルプラン）�２勝��
グローリアスロウラ（13牝 アサクサキングス）入着２回，��６勝
ヌンフェスタ（14
 ナカヤマフェスタ）�２勝��６勝
マルヒロキング（15牡 キングヘイロー）	��３勝
レディトゥフライ（17牝 ベルシャザール）�１勝�
オオエスサノオ（18牡 ＊ヘニーヒューズ）	�２勝
アズグレーター（20牡 グレーターロンドン）	�１勝

３代母 ＊ドラゴンティーナ（92 USA鹿 Danzig）FR出走
アルドラゴン（01牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，�２勝�18 勝���，名古屋大賞

典‐Jpn3，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ３着，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3 ２着，etc.

４代母 シャルマント Charmante（85 USA栗 Alydar）IRE・USA３勝，Wassl Ra
ce‐L
［孫］ アルモラディ Almoradi（14 牡 Top Hat）	UAE・URU・SAU14勝，

P. Alfredo de Castro Perez‐L，P. Asociacion Uruguaya Propietar
ios‐L，P. Zelmar Michelini‐L（２回），etc.

［曾孫］ ラナウェイ Runaway（07
 Slickly）FR・GER・SWI７勝，ハンザ賞‐G2，
ゲルリンク賞‐G2 ２着，Grand Prix Jockey Club‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

936 ベルファム２０２１ 牡・栗 ２／１３

＊

＊
＊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ベルファム ＊フォーティナイナー

��
��
�シルクアピール栗 2006 ＊ドラゴンティーナ

8h
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 プロプライエタリ（13黒鹿 マンハッタンカフェ）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
リネンフリー（17牝黒鹿 フリオーソ）��４勝�３勝
ブレッシングユー（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）���出走

２代母 ＊ルークラティブ（98 USA栗 Seeking the Gold）FR２勝
プロフィタビリティ Profitability（05 牝 Cherokee Run）GB・USA３勝，City o

f Phoenix S２着，Chandler S２着
カロライナジャスミン Carolina Jasmine（12牝 Line of David）USA６勝，

Letellier Memorial S２着
プラータオプローモ Plata O Plomo（14� Paddy O'Prado）�UAE・SWE９勝，

Norra Skanska Regementets Minneslopning‐L，PrammsMemorial
‐L，Nickes Minneslopning‐L ２着，Norra Skanska Regementets M
inneslopning‐L ３着，PrammsMemorial‐L ３着

バンクマージャー Bank Merger（07 牡 Consolidator）USA・UAE４勝，Galla
nt Bob S‐L，キングズビショップＳ‐G1 ２着，IslandWhirl S２着

バンカーズギャル（16牝 アドマイヤムーン）�５勝

３代母 バンカーズレイディ Banker's Lady（85 USA栗 Nijinsky）USA８勝，トッ
プフライトＨ‐G1，シュヴィーＨ‐G1，レイディーズＨ‐G1，ベッドオーロージ
ズＨ‐G2，ロングルックＨ‐G2，etc.
バンカーズゴールド Banker's Gold（94 牡 ＊フォーティナイナー）USA６勝，トムフ

ールＨ‐G2，ピーターパンＳ‐G2，メトロポリタンＨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ソサイエティコラム Society Column（96牝 Seeking the Gold）USA出走

レイテストスクープ Latest Scoop（05牝 Tiznow）USA１勝
＊パーソナルダイアリー（11牝 City Zip）USA・CAN３勝，デルマーオーク

ス‐G1，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G1 ３着，リグレットＳ‐G3
２着，etc.

スイートチャリティ Sweet Charity（99 牝 A.P. Indy）USA１勝
チャリティーベル Charity Belle（06 牝 ＊エンパイアメーカー）GB・FR２勝，

ノネット賞‐G3

販売申込者・所有者： ワールドファーム＝青森県八戸市 �0178-82-2210
生 産 牧 場： ワールドファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

937 プロプライエタリ２０２１ 牡・栗 ４／ ６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジプロプライエタリ
＊ Seeking the Gold

��
��
�ルークラティブ黒鹿 2013 Banker's Lady

1l
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ペロチャン（12黒鹿 サクラプレジデント）�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（６）〕
ライチェフェイス（17�鹿 キングヘイロー）１勝，��２勝�入着
ピースワンスパーダ（18�鹿 ベルシャザール）��２勝
ゲコクジョウ（19牡鹿 ロゴタイプ）�１勝
ワラ（20牡鹿 コパノリッキー）��１勝

２代母 ジョウノエンジェル（91鹿 トウシヨウボーイ）３勝，石和特別２着
ウインセレーノ（98� ＊サンデーサイレンス）１勝，��１勝�
トーセンシャナオー（03牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，セントライト記念‐Jpn2，

プリンシパルＳ‐L ３着，若葉Ｓ‐L ３着，�１勝
トーセンペガサス（04牡 ＊ブライアンズタイム）１勝，��１勝
ジョウノワンダー（06牡 マンハッタンカフェ）１勝
アーバンウィナー（07牡 タヤスツヨシ）４勝，いちょうＳ‐L ２着，札幌２歳Ｓ

‐Jpn3 ３着，二本松特別３着
ラグジードライブ（11� アドマイヤジャパン）１勝，障害１勝

３代母 ザンベージ（85鹿 ＊ノーザンテースト）出走
ユウキサンガール（90牝 ＊トニービン）３勝，花背特別２着，寒梅賞２着
シーズグレイス（93牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，

ローズＳ‐Jpn2 ２着，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，etc.
シャドウスケイプ（99牡 ＊フォーティナイナー）４勝，根岸Ｓ‐Jpn3，etc.，�

１勝����入着５回，クラスターＣ‐Jpn3，東京盃‐Jpn2 ３着，etc.

４代母 ヨドセンリヨウ（75黒鹿 ＊エルセンタウロ）１勝
［子］ センリョウヤクシャ（86牡 ＊ノーザンテースト）６勝，阪急杯‐Jpn3，ス

ワンＳ‐Jpn2 ３着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
［孫］ ショウワモダン（04牡 エアジハード）10勝，安田記念‐G1，ダービー卿Ｃ

ｈＴ‐G3，ディセンバーＳ‐L，etc.
ユメノシルシ（02牡 フジキセキ）７勝，新潟記念‐G3，福島ＴＶＯＰ‐L，
七夕賞‐G3 ３着，etc.

イブキインターハイ（92牡 ＊ジェイドロバリー）２勝，京都４歳特別
‐Jpn3，毎日杯‐Jpn3 ２着，すみれＳ‐OP ３着，etc.，	４勝

販売申込者・所有者： ㈱門別山際牧場＝日高町豊郷 �090-8897-4199
生 産 牧 場： ㈱門別山際牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

938 ペロチャン２０２１ �・鹿 ４／２７
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーペロチャン トウシヨウボーイ

��
��
�ジョウノエンジェル黒鹿 2012 ザンベージ

＊リリーオブザナイル 10a
テスコボーイ S4×M4 ノーザンテースト S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 フロントタック（10芦 Macho Uno）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
タイセイカレッジ（15牡芦 ブラックタイド）１勝，�１勝��
スモモモモモモモモ（18牝芦 アンライバルド）���１勝

２代母 ＊マーキーアトラクション（00 USA黒鹿 Storm Cat）USA出走
ライヴフロムアポロ Live From Appollo（04 牡 Maria's Mon）USA13 勝，Holi

day Cheer S２着，種牡馬
テラルバ Terralba（09牝 Langfuhr）USA１勝，Marshua S‐L ２着，Smart

Halo S３着
ダノングランツ（13牡 ディープインパクト）１勝，�４勝�
イエローマリンバ（15牝 ディープインパクト）４勝，北九州短距離Ｓ‐OP ３着，鞍

馬Ｓ‐OP ３着，浜松Ｓ，醍醐特別，皆生特別２着

３代母 ゴールデンアトラクションGolden Attraction（93 USA鹿 Mr. Prospector）
USA８勝，フリゼットＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，ターフ
ウェイＳ‐G2，スカイラヴィルＳ‐G2，etc.
ゴールドトレイダーGold Trader（98 牡 Storm Cat）USA２勝，Golden State

Mile S‐L
スイフトアトラクション Swift Attraction（01牡 Storm Cat）USA１勝，ケンタッ

キーＣスプリントＳ‐G3 ３着
ビッグトップキャット Big Top Cat（02 牡 Storm Cat）USA２勝，ベイショアＳ

‐G3 ３着，種牡馬
リターントゥグレイス Return to Grace（12牝 English Channel）USA２勝，D

ueling Grounds Oaks，パカラップＳ‐G3 ２着，リグレットＳ‐G3 ３着

４代母 シーサイドアトラクション Seaside Attraction（87 USA鹿 Seattle Slew）
USA４勝，ケンタッキーオークス‐G1，エイコーンＳ‐G1 ３着，チャーチルダウ
ンズＢＣＨ‐G3 ２着，ボーモントＳ‐G3 ３着
［子］ ケイプタウン Cape Town（95牡 Seeking the Gold）USA５勝，フロ

リダダービー‐G1，ホーリーブルＳ‐G3，ケンタッキージョッキーク
ラブＳ‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ヤマイチ牧場＝むかわ町穂別和泉 �0145-45-2938
生 産 牧 場： ㈲ヤマイチ牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

939 フロントタック２０２１ 牡・青鹿 ４／ ６

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

マッチョウノ Holy Bull

�
�
�
�
�

��
��

�Macho Uno Primal Forceフロントタック
＊ Storm Cat

��
��
�マーキーアトラクション芦 2010 Golden Attraction

14c
Mr. Prospector M4×S5×M5 Seattle Slew S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ポレモス（08鹿 アグネスタキオン）入着２回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－４（12）〕
ドライバーズハイ（13牡鹿 ＊カジノドライヴ）３勝
エーアガイツ（14�鹿 フリオーソ）入着，��２勝
カルチョ（15牝黒鹿 フリオーソ）入着，��５勝�１勝
プレイヤーズハイ（16牡黒鹿 フリオーソ）�２勝
ロードクリーガー（17牡黒鹿 ルーラーシップ）��２勝�１勝
ラパンドネージュ（19牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）���１勝
リワードジョン（20牡鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 ＊クリスマスウィーク（95 USA鹿 Theatrical）入着
スペラーレ（02牡 ＊アフリート）３勝，猪苗代特別，スピカＳ３着，石打特別３着，

�２勝��
ドマーニ（03牡 ＊スターオブコジーン）１勝
ジェネローゾ（05牡 ＊クロフネ）１勝，�１勝�１勝��
セータミスタ（07牝 キングカメハメハ）１勝

３代母 アンカゲルマニア Anka Germania（82 IRE 栗 Malinowski）FR・USA16 勝，
ソードダンサーＨ‐G1，ブラックヘレンＨ‐G2，ニューヨークＨ‐G2，オーキ
ッドＨ‐G2，スワニーリヴァーＨ‐G3，etc.
ウェイクアップノエルWake Up Noel（89 牝 Nureyev）不出走

マッドアダムMad Adam（02牡 Service Stripe）USA５勝，U.S.A. S‐L，
Forerunner S‐L ２着，Debartolo Memorial H‐L ３着

ダンスマニアDance Mania（91 牝 Danzig）不出走
フェディナ Fedina（98牝 Shaamit）ITY５勝，P. Novella‐L ２着

デピュティコマンダーDeputy Commander（94 牡 Deputy Minister）USA４勝，ト
ラヴァーズＳ‐G1，スーパーダービー‐G1，アファームドＨ‐G3，etc.，種牡馬

アンカブリタニアAnka Britannia（96 牝 Irish River）FR入着
ブリタニック Britannic（03� RainbowQuest）GB・FR・GER・SWI２勝，

リス賞‐G3 ３着，P. de l'Avre‐L ３着
ブレーメン Bremen（03� Sadler's Wells）FR・IRE２勝，ノアイユ賞‐G2 ２着，

GB・IRE障害４勝

販売申込者・所有者： 藤田 孟司＝大阪府大阪市 �06-6910-7221
生 産 牧 場： モリナガファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

940 ポレモス２０２１ 牡・鹿 ４／２１

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラポレモス
＊ Theatrical

��
��
�クリスマスウィーク鹿 2008 Anka Germania

16f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴォーグジャック（09鹿 ＊クロフネ）�７勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（５）〕
ラティ（18牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��４勝�１勝
トリグラフ（19牡鹿 サトノアラジン）�１勝

２代母 ミルフォードスバル（01鹿 ＊ホークアタック）３勝，ＳＴＶ賞，こでまり賞，
はやぶさ賞２着，水無月特別３着
グランデスバル（08牡 アドマイヤジャパン）３勝，府中市市制施行６０周年記念，グ

ッドラックＨ，湾岸Ｓ２着，常総Ｓ２着，etc.，�１勝�４勝，球磨川賞，etc.
ダイヤモンドキッス（11牝 ＊アグネスデジタル）�１勝
タイムトリップ（14牡 ＊ロードアルティマ）４勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着，クロッカ

スＳ‐OP，カンナＳ‐OP，すずらん賞‐OP ２着，ジュニアＣ‐OP ３着，etc.，
��出走��出走

ロードジパング（15牡 アドマイヤジャパン）１勝
ギニー（16牡 トゥザグローリー）�２勝�
ウインドケーヴ（19牡 トゥザグローリー）��２勝，兵庫ユースＣ２着

３代母 グリーンサムナー（94鹿 ＊シャーディー）不出走

４代母 アヤテンリユウ（80鹿 ＊シヤトーゲイ）１勝
［子］ ダイイチオイシ（87牡 マルゼンスキー）２勝，函館３歳Ｓ‐Jpn3，葵Ｓ

‐OP ２着
セントグローリ（90牡 ＊ストームオンザルース）４勝，福島３歳Ｓ‐OP，
御堂筋Ｓ，グリーンＳ，etc.

シンクルセダ（85牡 ＊クルセダーキヤツスル）４勝，ききょう特別‐OP，
鷹取特別，玄海特別３着，etc.

ラパシオン（96牝 ＊ノーザンテースト）４勝，小倉日経ＯＰ‐OP ２着，有
明特別，室町特別，etc.

マルカジョージ（88牡 ＊ミルジヨージ）２勝，こでまり賞，	６勝
［孫］ ディアチャンス（01牝 ＊タイキシャトル）７勝，マーメイドＳ‐G3，クイ

ーンＳ‐Jpn3 ３着，エメラルドＳ，etc.
マルカボルト（07牡 ネオユニヴァース）５勝，ディセンバーＳ‐L ２着，
レインボーＳ，元町Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 鵜木 唯義＝浦河町杵臼 �090-9087-3244
生 産 牧 場： 鵜木 唯義
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

941 ヴォーグジャック２０２１ 牡・鹿 ４／ ９

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューヴォーグジャック ＊ホークアタック

��
��
�ミルフォードスバル鹿 2009 グリーンサムナー

＊フオーテリング 14a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ヤマイチシキブ（08青鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－１（７）〕
ヤマイチキセキ（12牡鹿 カネヒキリ）２勝
モリノマリン（15牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）��７勝
ペイシャシキブ（16�黒鹿 ゼンノロブロイ）１勝
ミルトボス（18牡鹿 スマートファルコン）�１勝

２代母 サクセスアルデンテ（01鹿 ＊エルコンドルパサー）１勝
ウエスタンフライト（06牝 アグネスフライト）��１勝
ケンプトンパーク（07牡 ＊アグネスデジタル）入着，��７勝�
シャリーワン（09牡 ＊アグネスデジタル）��５勝

３代母 ＊アワーミスレッグス（93 USA黒鹿 Deputy Minister）FR１勝
サクセスビューティ（99牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，

菜の花賞‐OP，千両賞３着
サクセスブロッケン（05牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，フェブラリーＳ‐G1，etc.，

��２勝��入着２回，東京大賞典‐Jpn1，ジャパンＤダービー
‐Jpn1，etc.

サクセスウイッチ（00牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
マカニビスティー（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，日経新春杯‐G2 ３着，万葉Ｓ

‐L ２着，etc.，��２勝�入着�，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ２着，etc.
サクセスヒューゴー（06牡 ネオユニヴァース）４勝，白馬岳特別３着
サクセスアイニー（07牝 ジャングルポケット）��７勝

サクセスエナジー（14牡 ＊キンシャサノキセキ）�７勝，�１勝��３勝�１勝	１
勝�入着
，東京盃‐Jpn2，さきたま杯‐Jpn2，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3，etc.

４代母 コロニアルウォーターズ Colonial Waters（85 USA黒鹿 Pleasant Colony）
USA６勝，ジョンＡモリスＨ‐G1，レイディーズＨ‐G2，ジョニーウォーカーク
ラシック‐G2，Florida Oaks‐L，Lady's Secret S，etc.
［子］ パナマカナル Panama Canal（94牝 Gulch）USA４勝，ネクストムーヴＨ‐G3
［孫］ サルザバーバー Sal the Barber（06 牡 Alphabet Soup）USA４勝，コ

ールダーダービー‐G3，Three Coins Up S，Don Jack S，etc.，
USA障害１勝

販売申込者・所有者： ㈲石川牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2611
生 産 牧 場： ㈲石川牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

942 ヤマイチシキブ２０２１ �・青鹿 ２／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayヤマイチシキブ ＊エルコンドルパサー

��
��
�サクセスアルデンテ青鹿 2008 ＊アワーミスレッグス

4r
Roberto M3×S4 Hail to Reason M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ポリリズム（06栗 ＊バチアー）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（３）〕
バトルムーングロウ（11牝栗 アドマイヤムーン）２勝，勝浦特別（芝 1200）２着
マカルーテソーロ（16牡鹿 ローズキングダム）入着，�３勝��
グングニル（20牡栗 ミッキーアイル）�出走

２代母 スプリットザナイト（95鹿 ＊トニービン）出走
マジシャン（00牡 ダンスインザダーク）入着２回，�３勝�３勝�入着�
アドマイヤモナーク（01牡 ＊ドリームウェル）８勝，日経新春杯‐G2，ダイヤモンド

Ｓ‐Jpn3，有馬記念‐G1 ２着，京都大賞典‐G2 ２着，日経賞‐G2 ３着，etc.
アドマイヤセナ（03牡 アグネスタキオン）３勝，千里山特別２着，春日特別２着，

糸魚川特別２着
アドマイヤカーリン（08牡 ディープインパクト）２勝，玄海特別２着，芦ノ湖特別

２着，白鷺特別２着，淡路特別３着
デビル（11牡 ダイワメジャー）１勝
ライトファンタジア（12牝 ゼンノロブロイ）３勝，すみれＳ‐OP ２着，淡路特別２

着，高雄特別２着，梅花賞２着，西海賞３着
マレボプール（13牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，クリスマスローズＳ‐OP

３代母 ＊サウンド（84 USA芦 Danzig）USA１勝
ハギノリアルキング（90牡 ＊リアルシヤダイ）７勝，日経新春杯‐Jpn2，目黒記念

‐Jpn2，天皇賞（春）‐Jpn1 ３着，etc.
パルセイト（91牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，桃

花賞，北総特別２着，etc.
トーセンブリリアン（03牝 ＊ホワイトマズル）出走
トーセンベニザクラ（09牝 ダイワメジャー）４勝，フェアリーＳ‐G3，初
音Ｓ，etc.，��入着	，しらさぎ賞３着

ロングセレッソ（92牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，横津岳特別３着
サウンドカーニバル（00牝 バブルガムフェロー）入着，��１勝

マツリバヤシ（08牝 スマートボーイ）�１勝��入着２回
，エーデルワイス
賞‐Jpn3 ２着，ユングフラウ賞２着，東京２歳優駿牝馬３着，etc.

４代母 ディンDin（74 USA芦 Drone）USA３勝，リトルシルヴァーＨ‐G3

販売申込者・所有者： 乾 皆雄＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3753
生 産 牧 場： 乾 皆雄
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

943 ポリリズム２０２１ �・黒鹿 ２／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊ Desert Style

�
�
�
�
�

��
��

�バチアー MorningWelcomeポリリズム ＊トニービン

��
��
�スプリットザナイト栗 2006 ＊サウンド

1l
Danzig M4×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ポーズ（09鹿 ゼンノロブロイ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
ミスティクィーン（14牝鹿 タニノギムレット）入着，�１勝
キフジン（15牝黒鹿 ＊グラスワンダー）�５勝
プラチナキング（16牡鹿 ジャングルポケット）�２勝
ロマンスタイム（18牝栗 ジャングルポケット）��入着２回
ライパチ（19牡鹿 タニノギムレット）�出走
フークアーデル（20牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）��出走

２代母 ＊スプリングタイムロマンス（01 USA青鹿 Kris S.）GB１勝
ステイジブライト Stage Bright（08 牡 Cape Cross）�２勝，SIN１勝
マオノクララ（18牝 トゥザワールド）��出走�２勝
ダバイロマンス（19牝 ＊ラニ）�１勝�

３代母 ハムシンKhamsin（91 USA黒鹿 Mr. Prospector）FR入着
スビーン Subeen（96牝 Caerleon）GB１勝，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着

スチューペンダスミス Stupendous Miss（01 牝 Dynaformer）FR・USA５勝，
オールアロングＢＣＳ‐G3
ドゥーイトオールDo It All（07 牡 Distorted Humor）USA・UAE４勝，
ザビールマイル‐G2，サンフェルナンドＳ‐G2 ３着

テイルズオヴグリム Tales of Grimm（09� Distorted Humor）GB・A
US・UAE５勝，BRC Spear Chief H‐L，SRC Scone Cup‐L，ホ
ークスベリーゴールドＣ‐G3 ２着，etc.

クロージングレインジ Closing Range（09牝 After Market）USA５勝，ラプ
レヴォワイヤントＨ‐G3，Osunitas S‐R，Twin Light S
ケンタッキーゴースト Kentucky Ghost（17� Ghostzapper）�USA４勝，
Cliff Hanger S‐L，Buckland S２着，Tvg S‐R ２着

プラースデヴォージュ Place des Vosges（12 牝 Pleasantly Perfect）USA４
勝，C.T.T. & T.O.C. H２着，Possibly Perfect S‐L ３着

ハルキーサKhalkissa（00 牝 Diesis）GB・FR・UAE２勝
カシーズアンジェル Kassie's Angel（15 牝 アグネスゴールド）BRZ４勝，ゼリ

アゴンザガペイショトディカストロ大賞‐G1 ３着
＊マラチバンド（03牝 Dixieland Band）GB・FR２勝，P. Urban Sea‐L ３着

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

944 ポーズ２０２１ 牡・黒鹿 ３／１３

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Medaglia d'Oro

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

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊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ポーズ
＊ Kris S.

��
��
�スプリングタイムロマンス鹿 2009 Khamsin

4j
Mr. Prospector S4×M4×M5 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 ホーリーフルーツ（13鹿 ＊ワークフォース）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ベガフェン（19牡鹿 カレンブラックヒル）�未出走

２代母 レッドリップス（06栗 ＊フレンチデピュティ）３勝，会津特別，汐留特別
レッドチェイサー（15� キングヘイロー）���２勝�７勝�１勝
イチゴチャン（16牝 ＊ノヴェリスト）��７勝
ブラッククリスマス（17牡 ＊ノヴェリスト）�２勝
ゴーストレート（18牡 エイシンフラッシュ）�２勝

３代母 オレンジブロッサム（98栗 ＊サンデーサイレンス）２勝，つわぶき賞３着
オレンジシュプール（05牝 ジャングルポケット）２勝，中京日経賞３着
オレンジティアラ（07牝 サクラバクシンオー）４勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，フェ

ニックス賞‐OP ３着，立待岬特別，etc.
ポメランチェ（19牝 キングカメハメハ）�１勝，すずらん賞‐OP ２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.
メローフルーツ（91牝 Halo）２勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，フラワーＣ
‐Jpn3 ２着，桜花賞‐Jpn1 ４着

ダイワサイレンス（97牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，富嶽賞，袖ケ浦特
別３着

ダイイチノボル（92牡 ＊ノーザンテースト）３勝，若鮎賞，内外タイムス
杯２着，雅Ｓ２着，etc.，	１勝
�入着

［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

ブラックコンドル（01牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，平安Ｓ‐Jpn3 ２着，
トパーズＳ‐L ３着，etc.，障害２勝，�入着，佐賀記念‐Jpn3 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

［曾孫］ カークランド Kirkland（14� Highly Recommended）NZ２勝，Wa
nganui Guineas‐L ２着

販売申込者・所有者： 村上 雅規＝新冠町朝日 �0146-47-2652
生 産 牧 場： 村上 雅規
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

945 ホーリーフルーツ２０２１ 牡・鹿 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonホーリーフルーツ ＊フレンチデピュティ

��
��
�レッドリップス鹿 2013 オレンジブロッサム

＊バッフドオレンジ 3c
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ホワイトプラネット（10芦 ＊クロフネ）２勝，��３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
デスブロー（18牝芦 ＊サウスヴィグラス）�１勝��１勝�
ベターザンエヴァー（19牡芦 ＊ダノンレジェンド）���１勝�１勝
スイープステークス（20牝芦 ＊パイロ）���１勝

２代母 フェアノータム（03鹿 アグネスタキオン）出走
ショウナンマハ（08牝 ＊タイキシャトル）４勝，ＨＢＣ賞，石打特別，桑折特別２着，

ゴールデンホイップＴ３着，美利河特別３着
バスティード（11牡 アドマイヤムーン）１勝
ツクバイーメーカー（12牡 ＊エンパイアメーカー）２勝
フローラルパーク（16牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝

３代母 ＊バブルウイングス（92 FR鹿 In TheWings）GB４勝
ウイングオブラック（99牝 ＊ブライアンズタイム）出走

フライングメリッサ（04牝 ダンスインザダーク）３勝，秩父特別，ストークＳ
２着，関ケ原Ｓ３着，etc.
マイネルラフレシア（13牡 ジャングルポケット）３勝，プリンシパルＳ
‐LR ２着，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，アイビーＳ‐OP，etc.

ショウナンパントル（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，阪神ジュベナイルフィリー
ズ‐Jpn1，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，紫苑Ｓ‐L ２着，優２牝
ショウナンアチーヴ（11牡 ショウナンカンプ）３勝，ＮＺトロフィー‐G2，朝

日杯フューチュリティＳ‐G1 ２着，からまつ賞，etc.

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

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

［孫］ ＊ラヴアンドバブルズ（01牝 Loup Sauvage）FR３勝，クロエ賞‐G3，
Criterium de Languedoc‐L，クレオパトル賞‐G3 ２着，etc.

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

販売申込者・所有者： ㈲ムラカミファーム＝新冠町朝日 �0146-47-2502
生 産 牧 場： ㈲ムラカミファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

946 ホワイトプラネット２０２１ �・芦 ５／１０

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

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

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューホワイトプラネット アグネスタキオン

��
��
�フェアノータム芦 2010 ＊バブルウイングス

1b
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ボンジュールカレン（06黒鹿 ゴールドアリュール）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－４（16）〕
リビエールブルー（10牝鹿 アドマイヤムーン）�５勝�４勝�
シゲルミマサカ（11牝青鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝，��２勝
マラケシュ（12牝青鹿 ヴァーミリアン）１勝
アサムシホープ（14牡栗 メイショウボーラー）�３勝
マーカス（15牡鹿 ローレルゲレイロ）��２勝
アラカザーム（18牝栗 ＊アジアエクスプレス）�１勝

２代母 ＊ベンチャービジネス（96 USA鹿 Danzig）出走
エイミングポイント（02牡 タヤスツヨシ）２勝，青葉城特別
エンドレスビジネス（03牝 ＊エンドスウィープ）４勝，苗場特別

フィードバック（16� ブラックタイド）�４勝，アレキサンドライトＳ，チバ
テレ杯，障害１勝

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

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

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

グッドラックガスGood Luck Gus（12� Lookin At Lucky）USA５勝，Ha
ynesfield S‐R，Albany S‐R，Damon Runyon S‐R，etc.

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

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

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

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

947 ボンジュールカレン２０２１ �・青鹿 ３／ ５
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤボンジュールカレン
＊ Danzig

��
��
�ベンチャービジネス黒鹿 2006 Strategic Maneuver

4g
サンデーサイレンスM3×S4 Nureyev M4×S5 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 マイネマニフィーク（02鹿 アドマイヤベガ）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（34）〕
レッドフェアリー（09牡鹿 ＊サウスヴィグラス）�14 勝
サンマルヴィグラス（10牡鹿 ＊サウスヴィグラス）２勝
タケノペガサス（11牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�５勝��４勝，背振山賞（Ｄ1750），

筑紫野賞（Ｄ1750），ル・プランタン賞（Ｄ1800）３着
タケノサイコウ（19牡 ロードバリオス）���１勝・８勝，カペラ賞

サンマルゴージャス（13牝鹿 メイショウボーラー）�５勝�２勝�
グロースアルティヒ（14牡鹿 ＊ロードアルティマ）入着２回，���１勝
マカロン（15牝鹿 ＊モンテロッソ）��３勝
ハオプトロレ（19牡鹿 ＊パイロ）���入着
フィアスサーメット（20牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）��入着

２代母 マイネゴージャス（96鹿 ＊トニービン）入着２回
マイネルデラックス（01牡 ＊ペンタイア）	２勝
マイネルランプロス（03牡 ＊ブライアンズタイム）３勝
マイネルエルドール（04牡 スペシャルウィーク）
３勝�２勝�入着３回�
コスモアンフォセ（07牡 ＊ロージズインメイ）�４勝�４勝�３勝���
入着 21回

３代母 レツドコスモス（79鹿 マルゼンスキー）不出走
スピードライダー（86牡 カツラギエース）４勝，節分賞，東風Ｓ３着，��３勝
マイネルージュ（88牝 ＊ノーリユート）入着４回

マルマツジェット（00牡 ＊パークリージエント）��２勝��入着３回，ニュー
イヤーＣ３着

マイネアリーナ（90牝 カツラギエース）１勝，呉竹賞３着
マイネルスタード（99牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，三条特別，美濃特別２着，

横手特別３着，etc.，�10 勝��入着

４代母 ヒンドバース（68鹿 ＊ヒンドスタン）２勝
［孫］ ロングレザー（81牝 ＊ダンサーズイメージ）４勝，ローズＳ‐Jpn2，桜花

賞‐Jpn1 ２着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.
マイネルブラウ（97牡 アンバーシヤダイ）５勝，小倉大賞典‐Jpn3，中日
新聞杯‐Jpn3 ２着，愛知杯‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲絵笛牧場＝浦河町上絵笛 �0146-22-0686
生 産 牧 場： ㈲絵笛牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

948 マイネマニフィーク２０２１ �・鹿 ４／２９

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤベガ ベガマイネマニフィーク ＊トニービン

��
��
�マイネゴージャス鹿 2002 レツドコスモス

＊フロリースカツプ 3l
トニービンM3×M4

価格： 購買者：



母 リリースタイル（13鹿 マンハッタンカフェ）�１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
クリノス（18牝栗 ＊グラスワンダー）��入着�
アンビシャスサルー（19牡鹿 エスポワールシチー）���１勝

２代母 ファイナルリリー（07黒鹿 ＊ロージズインメイ）出走
リーガルリリー（15牝 ＊ヨハネスブルグ）２勝
レサイヤ（16牡 ＊サウスヴィグラス）１勝

３代母 リンデンリリー（88栗 ＊ミルジヨージ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，ロー
ズＳ‐Jpn2，馬籠特別
リンデンジョオー（93牝 ＊リアルシヤダイ）入着２回

コマノシャーク（99牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，鳴海特別，和田岬特別３着
コマノマコ（00牝 ＊フォーティナイナー）３勝，鎌倉特別３着，�１勝
コマノハイ（02牡 スペシャルウィーク）３勝，阿寒湖特別，英彦山特別，黄菊

賞３着
コマノルカン（03牡 ＊ボストンハーバー）４勝，醍醐特別，ＳＴＶ賞，山城Ｓ２

着，etc.
コマノアクラ（08牝 フジキセキ）入着
コマノインパルス（14牡 ＊バゴ）２勝，京成杯‐G3，葉牡丹賞２着

リンデンシラユリ（94牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
グラヴィテーション（06牡 ネオユニヴァース）４勝，恵庭岳特別２着，夕張特

別２着，錦秋Ｓ３着
リンデンルレーブ（95牝 ＊ノーザンテースト）２勝，浄土平特別３着

マスイデア（09牝 リンカーン）４勝，美利河特別，ＳＴＶ杯，ＨＴＢ杯３着，etc.
ヤマカツリリー（00牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，

阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ３着，etc.
ヤマカツハクリュウ（07牡 ＊クロフネ）５勝，奥多摩Ｓ，神奈川新聞杯，竹尾特

別，etc.，障害２勝
ハナイチリン（03牝 ＊ボストンハーバー）４勝

ヒラソール（16� マツリダゴッホ）４勝，名鉄杯‐OP ３着，天保山Ｓ‐OP ３
着，高瀬川Ｓ，��１勝��

販売申込者・所有者： 阿部 栄乃進＝厚真町浜厚真 �0145-28-2609
生 産 牧 場： 阿部 栄乃進
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

949 リリースタイル２０２１ 牡・黒鹿 ４／２７
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジリリースタイル ＊ロージズインメイ

��
��
�ファイナルリリー鹿 2013 リンデンリリー

＊シユリリー 7d
Mill Reef S5×M5

価格： 購買者：



母 イシノウォーニング（07栗 ＊ムーンバラッド）�１勝�２勝，阿久利黒賞
（Ｄ1600）２着，不来方賞（Ｄ2000）３着，ひまわり賞（Ｄ2000）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（９）〕
ヤマサンホワイト（15牡栗 ロジユニヴァース）��入着��２勝
バトルレディネス（16牝黒鹿 ＊バトルプラン）��５勝
レストレーション（17�黒鹿 アサクサキングス）入着２回，���２勝
キュートシャイン（18牝鹿 アドマイヤマックス）�	出走
シャルムドール（19牝黒鹿 ベルシャザール）�出走

２代母 イシノドリーム（98鹿 ＊ウォーニング）��２勝
ミラクルマオ（05牝 ニューイングランド）	４勝
１勝
キングカイ（08� キングヘイロー）�４勝
アーユーカトレア（13牝 マヤノトップガン）�１勝
スマッグフェイス（14牡 ローレルゲレイロ）	２勝
エンドウォーニング（15牡 ＊プリサイスエンド）入着，���２勝
ケイコクノビジン（16牝 サンカルロ）	１勝

３代母 イーストサツキ（88鹿 ヤマニンスキー）１勝

４代母 イーストサイド（69鹿 ＊パーソロン）６勝，中冬Ｓ，みちのくＳ，福島民報杯，
奥多摩特別
［子］ モガミチャンピオン（85牡 トウシヨウボーイ）６勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，

札幌記念‐Jpn3 ２着，新潟大賞典‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
アドマイヤゲイル（92牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ＮＺトロフィー４歳
Ｓ‐Jpn2 ３着，マーガレットＳ‐OP ２着，菜の花Ｓ‐OP ２着，etc.

ピアレスレデイ（79牝 ＊テスコボーイ）４勝，ターコイズＳ‐OP，錦秋特
別，習志野特別

ツジノジヨオー（84牝 ＊ターゴワイス）３勝，相川特別，加治川特別３着
［孫］ ニホンピロラック（88牡 ＊ラツキーソブリン）６勝，シンザン記念‐Jpn3

３着，クリスマスＳ‐OP，etc.，障害３勝，東京障害特別（秋）
［曾孫］ ミヤビランベリ（03牡 ＊オペラハウス）７勝，ＡＲ共和国杯‐G2，目黒記

念‐G2，七夕賞‐G3（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

950 イシノウォーニング２０２１ �・栗 ３／ ５

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊ Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

�ムーンバラッド Velvet Moonイシノウォーニング ＊ウォーニング

��
��
�イシノドリーム栗 2007 イーストサツキ

＊ビユーチフルドリーマー 12
Mr. Prospector S5×S5 Roberto S5×M5

価格： 購買者：



母 メジロコウミョウ（08黒鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－１（８）〕
テンノイセヒメ（16牝黒鹿 トーセンジョーダン）��７勝�１勝
コウソクスピード（17�青鹿 ヴィクトワールピサ）�３勝，東村山特別（Ｄ1300）
シホノディレット（19牡鹿 ＊アジアエクスプレス）�２勝
アドマイヤサジー（20牝黒鹿 ＊ハービンジャー）�未出走

２代母 メジロルルド（02栃栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
メジロクリントン（07牡 ＊アグネスデジタル）１勝，障害２勝
ルルドノヒトミ（10牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝
ライアンセンス（11牡 ジャングルポケット）１勝
マッサビエル（12牡 ＊ハービンジャー）３勝，芦ノ湖特別，新緑賞，水仙賞２着
ポリアンサ（16牝 ＊ハービンジャー）２勝，菜の花賞３着

３代母 メジロドーベル（94鹿 メジロライアン）10勝，オークス‐Jpn1，秋華賞
‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1（２回），阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，オールカマー
‐Jpn2，etc.，優２牝，優３牝，優父内，優古牝（2回）
メジロシャレード（06牝 マンハッタンカフェ）１勝

ショウナンラグーン（11牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，青葉賞‐G2，菊花賞
‐G1 ５着，山吹賞３着，etc.

メジロオードリー（07牝 スペシャルウィーク）２勝，遊楽部特別２着，松浜特別３
着，春菜賞３着
ホウオウイクセル（18牝 ルーラーシップ）�２勝，フラワーＣ‐G3，フェアリ

ーＳ‐G3 ２着
メジロダイボサツ（08牡 ディープインパクト）１勝，横津岳特別３着，種牡馬
レーヌドブリエ（12牝 ゼンノロブロイ）４勝，夕月特別，松浜特別，清水Ｓ２着，etc.
ホウオウドリーム（14牡 ルーラーシップ）４勝，御堂筋Ｓ，南武特別，積丹特別３着

４代母 メジロビユーテイー（82鹿 ＊パーソロン）２勝，スイートピー賞
［子］ メジロコルセア（02牡 メジロライアン）５勝，みなみ北海道Ｓ‐L，松前特

別，開成山特別
［孫］ メジロマントル（97牡 ＊ヘクタープロテクター）７勝，鳴尾記念‐Jpn3，

朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，朱鷺Ｓ，etc.，��１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

951 メジロコウミョウ２０２１ �・鹿 ２／１３
＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスメジロコウミョウ ＊サンデーサイレンス

��
��
�メジロルルド黒鹿 2008 メジロドーベル

＊デヴオーニア 10d
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 ライムチャン（13鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝
初仔

２代母 キープザフェイス（02栗 エアジハード）４勝，苗場特別，河口湖特別
キープザブレイヴ（08牡 ゼンノロブロイ）�３勝
スローライフ（11牝 ハーツクライ）入着２回，�３勝

３代母 ライプオレンジ（95栗 ＊ヘクタープロテクター）１勝
レッドアイ（06� タニノギムレット）４勝，伊勢佐木特別３着
ティノ（13牝 ＊キンシャサノキセキ）入着２回

テーオーディエス（18牝 ラブリーデイ）�２勝，十日町特別

４代母 ダイナオレンジ（83栗 ＊ノーザンテースト）８勝，新潟記念‐Jpn3，吾妻小富
士賞‐OP，フリーウェイＳ，越後特別，赤倉特別２着，etc.
［子］ センターライジング（93牝 ＊ヘクタープロテクター）４勝，サンスポ４歳

牝馬特別‐Jpn2，中京３歳Ｓ‐OP，コスモス賞‐OP，etc.
ブラッドオレンジ（96牡 フジキセキ）４勝，シドニーＴ，小石原特別，知
多特別３着，etc.

スマイリングカット（91牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，松浜特別３着
［孫］ アプリコットデュー（95牝 ＊ヘクタープロテクター）５勝，漁火Ｓ，米沢

特別，庄内川特別，etc.
センターキュリオス（98牡 メジロライアン）１勝，野苺賞２着，ムーニー
バレーレーシングＣ賞２着

［曾孫］ エイティーンガール（16牝 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，京阪杯‐G3，キー
ンランドＣ‐G3，キーンランドＣ‐G3 ２着，etc.

ダイワリベラル（11牡 ダイワメジャー）６勝，ニューイヤーＳ‐L，東風Ｓ
‐L ２着，ニューイヤーＳ‐L ３着，etc.，�１勝���

マッドドッグ（15� ＊パイロ）��入着	２勝��２勝�入着，鎌倉記念
２着，王冠賞２着，南部駒賞２着

グリーンアラモード（03牡 ＊エリシオ）４勝，河原町Ｓ２着，安芸Ｓ２着，
御宿特別２着

ハーコット（09牡 ゼンノロブロイ）４勝，三陸特別２着，神奈川新聞杯３着

販売申込者・所有者： 山岡ファーム＝新冠町西泊津 �090-2698-9011
生 産 牧 場： 山岡ファーム
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

952 ライムチャン２０２１ �・栗 ２／２７
＊ Silver Hawk

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� グラスワンダー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Amerifloraスクリーンヒーロー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ランニングヒロイン栗 2004 ダイナアクトレス

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンライムチャン エアジハード

��
��
�キープザフェイス鹿 2013 ライプオレンジ

＊サワーオレンジ 8g
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×M5 Hail to Reason S5×S5
Northern Dancer S5×S5 His Majesty S5×M5
価格： 購買者：



母 マチカネセキガハラ（06栗 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（５），地方－２（３）〕
ヴェルミオン（13牡鹿 ヴァーミリアン）�２勝��入着４回
ビップキャッツアイ（14牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，��１勝
ケールダンセール（15牝芦 ＊クロフネ）２勝
キセキノカガヤキ（16牝黒鹿 トーセンホマレボシ）１勝，���入着３回
ラグビーボーイ（17牡黒鹿 エイシンフラッシュ）１勝
ミエノアッパレ（19牡鹿 ルーラーシップ）�入着

２代母 ＊マチカネチコウヨレ（99 USA栗 Deputy Minister）不出走
マチカネニホンバレ（05牡 ＊シンボリクリスエス）７勝，エルムＳ‐G3，マリーンＳ

‐L，ブリリアントＳ‐L，ブリリアントＳ‐L ２着，フェブラリーＳ‐G1 ５着，etc.，
�３勝�１勝���

アシェンライト（09牡 ＊ファンタスティックライト）１勝
ゲットクローサー（12牝 ＊ワイルドラッシュ）２勝
サトノティターン（13牡 ＊シンボリクリスエス）６勝，マーチＳ‐G3，ブラジルＣ‐L，

エルムＳ‐G3 ３着，ブリリアントＳ‐L ３着，スレイプニルＳ‐OP ３着，etc.
ウェルカムゴールド（15牡 ゴールドアリュール）４勝，スレイプニルＳ‐OP ３着，

瀬戸Ｓ

３代母 アリーズベル Alysbelle（89 USA鹿 Alydar）USA４勝，ラカニャーダＳ
‐G2，Variety Queen S‐R，ハリウッドオークス‐G1 ３着，サンタマリアＨ
‐G1 ３着，デルマーオークス‐G2 ３着，etc.

＊マチカネキンノホシ（96牡 Seattle Slew）４勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，ＡＪＣＣ
‐Jpn2，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

ベルオヴザバンドBelle of the Band（97牝 Dixieland Band）USA１勝
＊ザガールインザットソング（11牝 My Golden Song）USA５勝，ラカニャーダＳ

‐G2，Happy Ticket S‐L，Lone Star Texas Stallion S‐R，etc.
ベターザンモーストBetter Than Most（04 牝 Elusive Quality）不出走

モアザンモーストMore Than Most（13 牝 Indygo Mountain）USA８勝，La S
enorita S‐L，San Jacinto Turf S‐R，Fiesta Mile S‐R，etc.

レッドゴースト Red Ghost（18 牝 Ghostzapper）�USA３勝，ミスプリーク
ネスＳ‐G3

販売申込者・所有者： アイズスタッド㈱＝日高町清畠 �01456-5-2022
生 産 牧 場： アイズスタッド㈱
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

953 マチカネセキガハラ２０２１ �・黒鹿 ３／２７
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーマチカネセキガハラ
＊ Deputy Minister

��
��
�マチカネチコウヨレ栗 2006 Alysbelle

20
Hail to Reason S5×M5 Raise a Native S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 マイネローレライ（08青鹿 ＊ロージズインメイ）入着３回，�２勝�入着��
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
バトルローア（15牝鹿 ＊バトルプラン）�２勝��
ボルドーアラン（18牡黒鹿 ＊アイルハヴアナザー）���１勝���入着９回

２代母 ラッキーマーメイド（02黒鹿 フジキセキ）出走
ラブミーアゴー（09牝 ＊ロージズインメイ）�１勝��１勝�１勝�入着，のじぎく

賞３着

３代母 ビワグッドラック（95鹿 ＊アジュディケーティング）３勝，ローズＳ‐Jpn2
２着，野分特別
ノーメイク（03牝 アグネスタキオン）入着２回，�２勝�４勝�入着，兵庫牝馬特

別２着，兵庫クイーンＣ２着

４代母 ＊マラブー（89 USA栗 Roberto）GB入着
［子］ ビコーフェザー（04	 ＊ホワイトマズル）入着２回，障害３勝，東京ハイ

ジャンプ‐JG2 ２着，新潟ジャンプＳ‐JG3 ２着，東京ハイジャンプ
‐JG2 ３着，etc.

［孫］ シルクフェイマス（99牡 マーベラスサンデー）９勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，京
都記念‐Jpn2，日経新春杯‐Jpn2，etc.，種牡馬

ケンブリッジエル（06牡 ＊エイシンプレストン）４勝，シルクロードＳ
‐G3 ３着，勝浦特別，雪うさぎ賞，etc.

ケンエンデバー（03牝 マーベラスサンデー）３勝，仁山特別
［曾孫］ ケンガイア（16牝 トランセンド）��４勝�１勝，ハヤテスプリント，Ｏ

ＲＯターフスプリント３着（２回）
テイエムグッドマン（14牡 ＊アグネスデジタル）３勝，高瀬川Ｓ２着，鳴
門Ｓ２着，播磨Ｓ３着，etc.，障害１勝

ライトニングブルー（20牝 ホッコータルマエ）��１勝，栄冠賞２着

販売申込者・所有者： ㈲荒谷牧場＝青森県上北郡東北町 �0176-62-2825
生 産 牧 場： ㈲荒谷牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

954 マイネローレライ２０２１ �・青鹿 ３／１４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Devil His Due

�
�
�
�
�

��
��

�ロージズインメイ Tell a Secretマイネローレライ フジキセキ

��
��
�ラッキーマーメイド青鹿 2008 ビワグッドラック

＊マラブー 5g
Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 マイラッキー（05鹿 Elusive Quality）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（11），地方－１（８）〕
メイショウパワーズ（11牡栗 メイショウボーラー）３勝，ヒヤシンスＳ‐LR
（Ｄ1600）２着，端午Ｓ‐OP（Ｄ1400）

メイショウザイル（13牡鹿 メイショウボーラー）入着，��８勝
メイショウヴォルガ（14牡鹿 メイショウサムソン）４勝，��出走
メイショウヒバリ（17牝栗 ＊サウスヴィグラス）�３勝
メイショウキッド（19牡鹿 ホッコータルマエ）�１勝
メイショウコガシラ（20牡黒鹿 メイショウボーラー）�未出走

２代母 ＊エレクションスター（99 USA栗 Deputy Minister）USA２勝
エレクションバウElection Vow（10� Broken Vow）USA・CAN11勝

３代母 マフドゥーダMahhdooda（94 USA鹿 ＊フォーティナイナー）USA出走
ビューティフルクレイジー Beautiful Crazy（00牝 Capote）USA４勝，Hawth

orne Oaks‐L
ラッキーフライヤー Lucky Flyer（05 牝 Fusaichi Pegasus）USA１勝
ナヴァルコマンドNaval Command（12牝 Midshipman）USA３勝，
Happy Ticket S‐L，Cassidy S２着

４代母 ラッキ－ラッキ－ラッキ－Lucky Lucky Lucky（81 USA鹿 Chieftain）US
A６勝，ケンタッキーオークス‐G1，メイトロンＳ‐G1，ブラックアイドスーザン
Ｓ‐G2，アルシバイアディズＳ‐G2，ガーデニアＳ‐G2，etc.
［子］ マシャイルMashair（90 牝 Diesis）GB１勝，Ballymacoll Stud S‐L

２着
［孫］ ハードドライヴィン Hard Drivin'（98 牡 Muhtarram）BRZ９勝，ダービ

ークラブ大賞‐G3（２回），ジョアンサンパイオ会長大賞‐G3（２回），
オズワルドアランハ大賞‐G1 ３着，etc.

プエルトリコ Puerto Rico（04牡 Dubai Dust）BRZ２勝，ヒカルドＬヴ
ィディガル大賞‐G3 ２着

マラーMarah（97牝 Machiavellian）GB１勝，Star S‐L ３着
アンバリ Anbari（97 牡 Muhtarram）GB・NOR・SWE・SPA11 勝，S
kanska Faltrittklubbens Jubileums‐L ３着

販売申込者・所有者： 村下 明博＝浦河町野深 �0146-27-4352
生 産 牧 場： 村下 明博
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

955 マイラッキー２０２１ �・鹿 ４／１０
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

イルーシヴクォリティ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Elusive Quality Touch of Greatnessマイラッキー
＊ Deputy Minister

��
��
�エレクションスター鹿 2005 Mahhdooda

6e
Mr. Prospector S4×M4×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 マインツ（12青 ＊ジャイアントレッカー）�10 勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ヒルノエルニド（18牝黒鹿 トゥザグローリー）��２勝�入着４回
デルマアズラエル（19牡芦 ＊ダンカーク）���１勝

２代母 メトロポリタン（07黒鹿 スペシャルウィーク）１勝
ダンシングハルク（13牡 ＊ジャイアントレッカー）�９勝

３代母 カーニバルソング（01鹿 ＊エルコンドルパサー）１勝，ダリア賞‐OP ３着
プロフェッサー（09牡 リンカーン）２勝，甲武特別
インターンシップ（11牡 ディープインパクト）１勝，国東特別２着，鳥栖特別３着
アンビシャス Ambitious（12 牡 ディープインパクト）５勝，産経大阪杯‐G2，ラジ

オＮＩＫＫＥＩ賞‐G3，プリンシパルＳ‐LR，etc.，AUS入着２回

４代母 ＊カルニオラ（93 GB鹿 RainbowQuest）FR４勝，P. Rose deMai‐L
［子］ シュトラウス（03牡 ＊エンドスウィープ）２勝，寺泊特別
［孫］ ダークサイド（11� ＊ストーミングホーム）１勝，八丈島特別２着
［曾孫］ ニシノアカツキ（11牝 ＊オペラハウス）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着，ク

イーンＣ‐G3 ３着，オークス‐G1 ４着
ニシノラブウインク（19牝 エピファネイア）�１勝，フラワーＣ‐G3 ２着

５代母 カーニヴァルスピリットCarnival Spirit（86 GB栗 Kris）GB１勝
［子］ イグゾールテイション Exaltation（98牡 RainbowQuest）IRE・UAE２

勝，ガリニュールＳ‐G3，ロイヤルホイップＳ‐G2 ３着，愛ダービ
ートライアルＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

バスリング Bustling（99 牝 ＊デインヒル）FR・GER４勝，Derby duMi
di‐L，マルレ賞‐G2 ３着，P. Caravelle‐L ２着

バランキラ Baranquilla（01 牝 Acatenango）FR２勝，P. Madame Jea
n Couturie‐L

［孫］ バズワード Buzzword（07牡 Pivotal）GB・FR・GER・USA・UAE・T
UR３勝，独ダービー‐G1，ラロシェット賞‐G3，ジャンリュクラガ
ルデール賞‐G1 ３着，etc.，種牡馬

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

956 マインツ２０２１ 牡・鹿 ３／２４

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊ Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�ジャイアントレッカー Homewreckerマインツ スペシャルウィーク

��
��
�メトロポリタン青 2012 カーニバルソング

＊カルニオラ 16a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 マリーンジャングル（10黒鹿 ジャングルポケット）�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
トウホクファルコン（17牝鹿 スマートファルコン）��２勝�
ステファニー（19牝栗 エスポワールシチー）���入着

２代母 ビッグマリーン（01黒鹿 フジキセキ）１勝，野路菊Ｓ‐OP ２着，りんどう賞２着
ロイヤルデジタル（06牡 ＊アグネスデジタル）��３勝
マストバイアイテム（07牝 ＊アフリート）３勝

ヨハン（16牡 ＊ヨハネスブルグ）４勝，ＴＶ静岡賞，カトレア賞３着，���入
着４回

ノーリス（18牡 ＊アジアエクスプレス）�３勝，大島特別
ドライスタウト（19牡 ＊シニスターミニスター）�２勝，オキザリス賞，��１

勝�，全日本２歳優駿‐Jpn1
サンライズポパイ（08牡 サクラバクシンオー）２勝，伏拝特別，中京スポニチ賞２

着，喜多方特別２着，五色沼特別２着
サンライズカラー（09牡 キングカメハメハ）２勝
サンライズセナ（15牡 ＊カジノドライヴ）�３勝，日進特別，花園Ｓ２着，花のみち

Ｓ３着，リボン賞３着
ビッグブルー（16牡 ＊タートルボウル）１勝，��６勝

３代母 ドラゴンマリーン（96鹿 ＊リアルシヤダイ）２勝，黄菊賞，りんどう賞２着
ティキマハロ（07牡 ＊バゴ）１勝，小倉城特別２着，岩船特別３着，白藤賞３着，�１勝

４代母 ＊パーフェクトポイント（82 USA鹿 Nijinsky）USA８勝，Rumson H‐L，
Susquehanna H，ダイアナＨ‐G2 ２着，ニューヨークＨ‐G2 ３着，クイー
ンシャーロットＨ‐G2 ３着，etc.

５代母 チャームスクールCharm School（70 USA栗 Dr. Fager）不出走
［孫］ パースエイシヴ Persuasive（88 牝 EndsWell）USA11 勝，Rosenna S

３着
［曾孫］ ジーナコーズ Zina Cause（00	 Cause for Pause）USA８勝，Inau

gural H

販売申込者・所有者： 伊藤牧場＝青森県八戸市 �0178-83-2555
生 産 牧 場： 伊藤牧場
飼 養 者： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

957 マリーンジャングル２０２１ 牡・青鹿 ３／２８

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲
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�
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�
� Nashwan

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

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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーマリーンジャングル フジキセキ

��
��
�ビッグマリーン黒鹿 2010 ドラゴンマリーン

＊パーフェクトポイント 1l
Nureyev S3×M4 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 マルティプライ（07黒鹿 Fusaichi Pegasus）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（41）〕
ユンゼイ（12牡鹿 ゴールドアリュール）�14 勝�
セイントレイチェル（14牝青鹿 カネヒキリ）��１勝�３勝�３勝�２勝��
マイネルトワイス（15牡栗 ディープスカイ）入着，���７勝
カセノウィナー（16牡栗 エスポワールシチー）２勝，土湯温泉特別（Ｄ1700）
ガンバギフ（17牝黒鹿 フェノーメノ）��９勝
グランフェデリーゴ（18牡青鹿 フェノーメノ）��入着２回���入着７回，若駒

賞（Ｄ1600）３着
キバルスター（19牡青 トゥザワールド）��２勝

２代母 ＊マイティーダンサー（00 GER黒鹿 Alzao）GER・ITY・USA・CAN・TUR・DE
N４勝，フランクフルト牝馬賞‐G3 ２着，バーデンヴュルテンベルクトロフィ‐G3
３着，ブレーメン牝馬大賞‐G3 ３着，スカンディナヴィアオープンＣｈ．‐G3 ３着
マスカレイド（09牝 アグネスタキオン）	３勝
セイユウダンサー（14牝 ネオユニヴァース）	４勝�１勝��
ミックスベリー（18牝 コパノリチャード）
１勝�１勝��

３代母 モルトインガンバMolto In Gamba（92 GER栗 Surumu）GER１勝
モーストオナラブルMost Honourable（97� Law Society）GER２勝，P. der F

irma Jungheinrich Gabelstapler‐L ２着，Grosser Radeberger Pilsner Prei
s‐L ３着

４代母 モーレMole（74 GER栗 Espresso）GER５勝，P. der Jahrlingsauktion，
GER障害１勝
［子］ モンドリアンMondrian（86牡 Surumu）GB・FR・GER・USA12 勝，独ダ

ービー‐G1，オイロパ賞‐G1，バーデン大賞‐G1（２回），etc.，種牡馬
［曾孫］ ゴヴィンダGovinda（07� Pulpit）FR・GER・ITY・UAE・NOR・S

WE・DEN12勝，ハンブルクフリーガートロフィ‐G3（２回），ゴルデ
ネパイチェ‐G2 ２着，Bremer Sprint Cup‐L ２着，etc.

ハワードルカナール Howard Le Canard（01� Hamas）FR・GER８勝，
G.P. de la Riviera Cote d'Azur‐L，Derby duMidi‐L ２着，
Le Vase d'Argent‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： 村上 雅規＝新冠町朝日 �0146-47-2652
生 産 牧 場： 村上 雅規
飼 養 者： 村上 雅規＝新冠町朝日 �0146-47-2652

958 マルティプライ２０２１ �・栗 ２／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ゴールドアリュール
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�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

フサイチペガサス Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Fusaichi Pegasus Angel Feverマルティプライ
＊ Alzao

��
��
�マイティーダンサー黒鹿 2007 Molto In Gamba

2w
Halo S4×M5 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 マイネフォクシー（01鹿 メジロライアン）１勝，�16 勝�入着��，ゴールド争
覇（Ｄ1600），サマーＣ（Ｄ1400），新春盃（Ｄ1400），読売レディス杯（Ｄ1500）２
着，マイル争覇（Ｄ1600）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（６），地方－７（17）〕
タキカズ（09牡鹿 テレグノシス）��１勝・４勝��３勝�入着２回
ナインテイルズ（11牡栗 ローエングリン）６勝，淀短距離Ｓ‐L（芝 1200），京阪杯

‐G3 ２着，アイビスサマーダッシュ‐G3 ３着，水無月Ｓ（芝 1200），壬生特
別（芝 1200），みちのくＳ（芝 1200）２着，駿風Ｓ（芝 1000）３着，彦根Ｓ
（芝 1200）３着，淀屋橋Ｓ（芝 1200）３着，芦屋川特別（芝 1200）３着，etc.

タカ（12牝栗 ローエングリン）�１勝�２勝
サムライサーベル（13牝鹿 サムライハート）�１勝�入着５回
キンショーフェスタ（14牡鹿 ナカヤマフェスタ）�２勝
ティーズフェリス（15牡鹿 ＊エイシンアポロン）��１勝
シックガニアン（16牡鹿 ナカヤマフェスタ）入着，	１勝
ヨモギ（17牝栗 ワールドエース）
	入着２回
サウスエクスプレス（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）
��１勝

２代母 ＊ゴールデンタッソー（90 USA鹿 Tasso）２勝，清津峡特別３着
ダスティーウィン（96牡 ニホンピロウイナー）２勝
ヨロコビノサイフ（99牡 メジロライアン）２勝，飯盛山特別

３代母 リードダンサー Lead Dancer（80 USA鹿 The Minstrel）USA１勝
チェルシーズチャームChelsea's Charm（93牝 Rare Brick）USA３勝

レアチャーム Rare Charm（00牝 Cathexis）USA２勝，CTBA Lassie S‐R
３着

ルイシータズチョイス Luisita's Choice（95� Sports View）USA・PR16 勝，P
ennsylvania T.H.A. Juvenile S，Primer S‐L ２着，New Kent S‐L ３着

４代母 バニングBanning（65 CAN鹿 Crafty Admiral）IRE 出走
［孫］ ハイラート Hyrat（97 牡 Tsunami Slew）BRZ12 勝，ＡＢＣＰＣＣ大賞

‐G1，P. Semana Internacional‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2446
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

959 マイネフォクシー２０２１ 牡・鹿 ３／２９
Singspiel

体高
胸囲
管囲
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＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

アンバーシヤダイ

�
�
�
�
�

��
��

�メジロライアン メジロチエイサーマイネフォクシー
＊ Tasso

��
��
�ゴールデンタッソー鹿 2001 Lead Dancer

1s
Halo S4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊マジックポーションⅡ（06 IRE 鹿 Danehill Dancer）IRE 出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（10）〕
ミストラルジョワ（12牝鹿 Elusive Quality）�８勝
サンセットトウホク（13牡黒鹿 ディープインパクト）１勝
ミツカネマジック（14牝黒鹿 ＊ハービンジャー）�１勝�
ルーモス（15牝黒鹿 ハーツクライ）２勝，�１勝
ディヴァイン（16牡栗 ハーツクライ）１勝
トーホウバッカス（18牡青鹿 ダイワメジャー）��入着３回
クリノガイア（19牝栗 ジャスタウェイ）�出走
マルプリ（20牝鹿 ミッキーアイル）�未出走

２代母 ラシャンバレイRussian Ballet（88 USA栗 Nijinsky）IRE 入着
＊マチカネササメユキ（93牝 Woodman）２勝，富良野特別２着，インディアＴ３着，

積丹特別３着，湯川特別３着
ファーゴ（09牝 ハーツクライ）３勝，村上特別，三条特別２着，松浜特別２着，

寺泊特別３着
ヴァルディゼール（16牡 ロードカナロア）３勝，シンザン記念‐G3，洛陽Ｓ‐L

ドクタージョンソンDr Johnson（94牡 Woodman）IRE４勝，Ballycullen S
‐L，Silver S‐L，愛ダービー‐G1 ２着，種牡馬

バレットBallette（02 牝 Giant's Causeway）IRE２勝
セイチェムスピリット Sachem Spirit（09 牡 Mr. Greeley）USA・CAN５勝，

Arlington Classic‐L ２着
チェーロ Cerro（10� Mr. Greeley）ITY・USA13 勝，Canonero II S，

Delaware Barbaro S‐L ３着，Stanton S３着
ツァーリ Czar（12 牡 ＊マクフィ）USA２勝，Kentucky Downs Juvenile３着

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲秋田牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2764
生 産 牧 場： ㈲秋田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

960 マジックポーションⅡ２０２１ �・青鹿 ４／１８
＊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インパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊

デインヒルダンサー ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Danehill Dancer Mira AdondeマジックポーションⅡ ラシャンバレイ Nijinsky

��
��
�Russian Ballet鹿IRE 2006 Sex Appeal

8f
Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 マヤノロシュニ（06芦 マンハッタンカフェ）４勝，飯豊特別（芝 1200），閃光特別
（芝 1000），飛翼特別（芝 1000），河北新報杯（芝 1200）２着，稲妻特別（芝 1000）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（21）〕
ニューヨーカー（14牡黒鹿 ＊ストーミングホーム）�１勝�５勝
マヤノフロスティ（15牡芦 ＊キングズベスト）��１勝・９勝
マヤノハルモニア（16牝鹿 ＊ハービンジャー）入着，��２勝���
シゲルジョウム（18牝栗 エピファネイア）�２勝
ワールドブルックス（19牡芦 ルーラーシップ）�	１勝

２代母 ＊ジゼールペン（91 USA芦 Cozzene）ITY４勝，Criterium Femminile‐L
ジゼルインラヴGiselle in Love（96牝 Law Society）ITY２勝

リセット Liset（02 牝 Almutawakel）ITY４勝，Criterium Femminile‐L，
P. Pietro Bessero‐L ２着，P. Ubaldo Pandolfi‐L ３着

マヤノタリーク（97牡 ＊ラムタラ）２勝，筑紫特別，あやめ賞３着
マヤノオードリー（99牝 マヤノトップガン）３勝，こでまり賞
マヤノジャハーン（00牡 マヤノトップガン）３勝，長岡特別，鞍ケ池特別
マヤノサムサラ（01牡 ＊トワイニング）３勝，大内宿特別２着，�５勝�入着��，

くろゆり賞３着

３代母 ガルソニエールGarconniere（82 IRE 鹿 ＊ゲイメセン）FR出走
ララヴァンダイア La Lavandaia（90 牝 Stalwart）ITY６勝

ハラヴ Halav（99
 Hamas）ITY９勝，P. Fia Breeder's C‐L
プリティデイヴィス Pretty Davis（92 牝 Trempolino）FR１勝，P. Yacowlef

‐L ３着

４代母 グリーディオヴゲインGreedy of Gain（71 GB黒鹿 Habitat）ITY４勝，
P. dei Laghi２着，P. Montevecchia３着
［子］ グリースGrease（79 牝 Filiberto）GB・FR・ITY・USA10 勝，伊グラン

クリテリウム‐G1，マルレ賞‐G2，クロエ賞‐G3，etc.
ゴドーGodot（77 牡 Canisbay）ITY４勝，ウンブリア賞‐G2，クリテリ
ウムナツィオナーレ‐G3，P. Resegone，etc.，種牡馬

［孫］ スーサレイション Susurration（87牝 Erins Isle）GB・FR・ITY・USA７勝，
パース賞‐G3，United Breweries S‐L，Darley S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲天羽牧場＝日高町清畠 �01456-5-7530
生 産 牧 場： ㈲天羽牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

961 マヤノロシュニ２０２１ �・鹿 ３／ ９
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒２歳 Marju
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�
� Flame of Taraサトノクラウン

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
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�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジマヤノロシュニ
＊ Cozzene

��
��
�ジゼールペン芦 2006 Garconniere

6b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ランデックギブリ（12鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝
〔産駒馬名登録数：３〕
モッテルネ（19牝鹿 フェノーメノ）���入着３回
コンイルヴェント（20牡鹿 ミッキーアイル）�出走

２代母 アンナヴァン（01栗 ＊エンドスウィープ）１勝
サトノネプチューン（10牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，ホープフルＳ‐LR，韓国馬

事会杯２着，南総Ｓ３着
アナザーバージョン（11� ＊クロフネ）３勝，青竜Ｓ‐OP ２着，清里特別２着，富

嶽賞２着，瀬波温泉特別２着，彦星賞２着，etc.
サンキューゴッド（14� ＊ハービンジャー）�３勝
グリッサード（16牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
エールオンレール（17牝 エピファネイア）１勝
ミユキアイラブユー（19牡 ルーラーシップ）�２勝

３代母 フサイチミニヨン（96鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
アンブロワーズ（02牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，ファイナル

Ｓ‐L，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，etc.
ロシュフォール（15牡 キングカメハメハ）４勝，新潟大賞典‐G3 ３着，アメジ

ストＳ，ｔｖｋ賞，etc.
ビアンコカンドーレ（11牝 ＊チチカステナンゴ）１勝，基坂特別２着

４代母 ＊バレークイーン（88 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
［子］ アンライバルド（06牡 ネオユニヴァース）４勝，皐月賞‐Jpn1，スプリン

グＳ‐Jpn2，京都２歳Ｓ‐L ３着，etc.，種牡馬
フサイチコンコルド（93牡 Caerleon）３勝，日本ダービー‐Jpn1，菊花
賞‐Jpn1 ３着，すみれＳ‐OP，etc.，種牡馬

ボーンキング（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京成杯‐Jpn3，弥生賞
‐Jpn2 ２着，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，etc.，種牡馬

［孫］ ヴィクトリー（04牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，皐月賞‐Jpn1，若葉Ｓ
‐L，京都記念‐G2 ３着，etc.，種牡馬

リンカーン（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，京都大賞典‐G2，阪神大
賞典‐G2，日経賞‐Jpn2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

962 ランデックギブリ２０２１ �・青鹿 ５／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� フジキセキ
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＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene
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��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayランデックギブリ ＊エンドスウィープ

��
��
�アンナヴァン鹿 2012 フサイチミニヨン

＊バレークイーン 1l
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 リサイトアチャーム（04栗 アグネスタキオン）入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（３）〕
ウインディバイン（12牡黒鹿 ＊バゴ）�１勝�
ガーデンタイム（13牝鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝
ディヴェルト（17牝鹿 ワールドエース）�１勝

２代母 チャッターボックス（87鹿 ＊ターゴワイス）２勝，クレマチス賞，呉竹賞２着
タガノチャッター（92牝 ＊トニービン）��６勝

ロードヴァンガード（01牡 ＊ホワイトマズル）２勝，寒狭川特別
シルキー（93牝 ＊バイアモン）不出走

フィクシアス（04� ＊ボストンハーバー）４勝，八幡特別，秋吉台特別，桜草特
別２着，小郡特別３着，千葉日報杯３着

チャッターリップス（95牝 ＊リファーズウィッシュ）４勝，ディセンバーＳ‐OP ２
着，耶馬渓特別，市川Ｓ２着，房総特別２着，若水賞２着，etc.
カトルズリップス（08牝 マンハッタンカフェ）４勝，うずしおＳ，くるみ賞，

初音Ｓ２着，札幌スポニチ賞３着
フェリーチェレガロ（10牝 マンハッタンカフェ）４勝，古都Ｓ，五条坂特別３

着，�２勝
チャッターマジック（98牝 ＊ティンバーカントリー）１勝
ヒルオブトスカーナ（99牡 サクラローレル）３勝，津軽海峡特別３着
プレミアムボックス（03牡 アドマイヤベガ）８勝，京阪杯‐G3，ＣＢＣ賞‐G3，オ

ーシャンＳ‐Jpn3，阪神Ｃ‐G2 ２着，山城Ｓ，etc.
スワンキーポーチ（05牝 アグネスタキオン）１勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，菜の

花賞‐OP ２着

３代母 シヤダイチヤツター（80栗 ＊ノーザンテースト）６勝，小倉記念‐Jpn3，北九
州記念‐Jpn3 ２着，金鯱賞‐Jpn3 ２着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，小倉記念
‐Jpn3 ２着，etc.
スケアヘッドライン（88牝 ＊パドスール）不出走

スマートギア（05牡 マーベラスサンデー）５勝，中日新聞杯‐G3，京都大賞典
‐G2 ２着，金鯱賞‐G2 ３着，etc.，障害１勝

マルカミラー（97牡 ＊グルームダンサー）２勝，京都新聞杯‐Jpn3 ２着，ゆきつば
き賞，日南特別２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522

963 リサイトアチャーム２０２１ �・鹿 ３／１１
＊ダンシングブレーヴ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングヘイロー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊グッバイヘイローキタサンミカヅキ サクラバクシンオー

��
��
�キタサンジュエリー鹿 2010 キタサンコール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラリサイトアチャーム ＊ターゴワイス

��
��
�チャッターボックス栗 2004 シヤダイチヤツター

＊レデイチヤツター 19
Halo S4×M4 Round Table M4×S5 ノーザンテーストM4×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 リバーラスベル（08鹿 ロサード）��１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
クロヴァージョ（14牡青鹿 ローレルゲレイロ）��６勝
ダイナミックゲイン（15牡青鹿 ＊ロージズインメイ）��４勝
スカイクリアー（17牝芦 ジョーカプチーノ）��１勝��１勝
ヒキガネ（18牡青鹿 ジョーカプチーノ）入着２回，��入着７回
タイムフォール（19牡栗 タイムパラドックス）���入着

２代母 リバーラス（85鹿 マルゼンスキー）出走
ヤマジュンオー（89牡 ヤマニンスペキユラ）��11 勝�１勝�，かしわ記念，開設７

０周年記念，サラブレッド大賞典３着
オールビッグウエイ（92牡 ＊ローズリーフⅡ）��３勝�
マイネルオデッセイ（93牡 ＊イブンベイ）２勝，�２勝�入着	
����
ブラボーチャチャ（94牝 ＊ローズリーフⅡ）��４勝
リザーブユアホープ（97牡 ＊スターオブコジーン）��４勝
２勝
マイネルメッセージ（98牡 ＊スターオブコジーン）１勝，障害１勝，��２勝
マイネルリバティー（99牡 ＊スターオブコジーン）３勝，丹波特別，元町特別２着，

魚野川特別２着，マルゼンスキーメモリアル２着，豊栄特別２着，etc.
ブルーファイブ（01牝 ＊シンコウキング）��３勝

ビラゴーティアラ（07牝 ＊スターオブコジーン）５勝，駿風Ｓ，邁進特別，アク
アマリンＳ２着，閃光特別２着，轟Ｓ３着
コスモカッティーボ（17牡 アンライバルド）�２勝，黒松賞３着

コスモデガジェ（02牡 ＊マイネルラヴ）��９勝
スマイルザマター（03牡 ＊ソウルオブザマター）��１勝
マイネルローモンド（04牡 ＊マイネルラヴ）１勝
ギュンター（07牡 ＊スターオブコジーン）１勝

３代母 エースエンジエル（77黒鹿 ＊チヤイナロツク）２勝，障害２勝
トーシンイーグル（88牡 マルゼンスキー）入着，��７勝�７勝，川崎記念，東京

湾Ｃ，ゴールドＣ，etc.

販売申込者・所有者： 山野牧場＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2660
生 産 牧 場： 山野牧場
飼 養 者： �山野勝也ステーブル＝新冠町節婦町 �090-6000-2021

964 リバーラスベル２０２１ �・青鹿 ３／１２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ロサード ＊ローザネイリバーラスベル マルゼンスキー

��
��
�リバーラス鹿 2008 エースエンジエル

＊キユリオツサ 19
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ミナスジェライス（11鹿 マンハッタンカフェ）�８勝�２勝�４勝��
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
トリプルアイ（19牝栗 ＊ダンカーク）��１勝

２代母 ＊キッズトゥデイ（99 USA芦 Siphon）USA出走
ランウェイロージー Runway Rosie（04 牝 Include）USA６勝，Proud Delta S

‐L，Rare Treat H‐L，Sharp Cat S‐L，Ride Sally S，ラスヴィルヘ
ネスＳ‐G1 ３着，etc.

ダイアボリカルキッドDiabolical Kid（05 牡 Devil His Due）JAM７勝
レイスカーラグズRacecar Rags（06 牝 Vicar）USA・CAN２勝
レジットレイディ Legit Lady（07牝 Vicar）USA・CAN３勝
ペラフィネ（08牝 Include）出走

ルピナスベル（13牝 ＊ホワイトマズル）１勝，会津特別２着
シルバーレイショウ（09牡 ダイワメジャー）２勝
ネイムザデイ（12牝 ゼンノロブロイ）�１勝�
カープストリーマー（13牡 ダイワメジャー）２勝，甲東特別３着

３代母 スモークアラート Smoke Alert（93 USA芦 Carson City）USA１勝，Do
minant Dancer S３着
スモークスタック Smokestack（02 牝 Stormin Fever）USA２勝，Revidere S

３着

４代母 ファイアアラーム Fire Alarm（88 USA芦 Secretariat）USA１勝
［子］ ウェスタンシティWestern City（95 牡 Carson City）USA３勝，Lec

omte H‐L，John Battaglia Memorial S‐L ２着，種牡馬

５代母 アイシージェニファー Icy Jennifer（82 USA芦 Icecapade）USA１勝
［子］ コブルストーンロード Cobblestone Road（89	 Believe It）USA９勝，

ＷＬマクナイトＨ‐G2，Noble Dancer H‐L ２着，Restorati
on S２着，etc.

［孫］ テンパードサファイア Tempered Sapphire（09 牝 Tempered Appeal）
CAN７勝，Edmonton Distaff H‐L，Madamoiselle H，Jo
hn Patrick H，etc.

販売申込者・所有者： ㈲絵笛牧場＝浦河町上絵笛 �0146-22-0686
生 産 牧 場： ㈲絵笛牧場
飼 養 者： 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

965 ミナスジェライス２０２１ 牡・黒鹿 ２／１７
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 ＊サトルチェンジミナスジェライス
＊ Siphon

��
��
�キッズトゥデイ鹿 2011 Smoke Alert

9a
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ミヤジマミー（14黒鹿 ヴィクトワールピサ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ミヤジミニー（20牝鹿 ミッキーアイル）�未出走

２代母 ＊シャイニンオーラ（08 USA黒鹿 キングカメハメハ）入着２回
シャイニンカーラ（13牝 ヴィクトワールピサ）�２勝�１勝�５勝�入着
コトブキスフェール（16牝 オルフェーヴル）入着，��入着４回�２勝

３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，etc.
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

４代母 シャイニンレーサー（91黒鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ‐Jpn3，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，紅梅賞‐OP ２着，シクラ
メンＳ‐OP ２着，etc.
［子］ シャイニンググラス（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.
フェラーリファイブ（03牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，八重桜賞，青嵐
賞２着，白川特別２着，etc.

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

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

シトラスノキセキ（16牝 ＊ワークフォース）２勝，朝日岳特別
シャイニーフェイト（08牡 キングカメハメハ）	15 勝�13 勝，池田湖賞，
春望賞，長月賞，etc.

ロードキング（13牡 ディープインパクト）２勝，湯川特別３着

販売申込者・所有者： 村中牧場＝浦河町野深 �0146-27-4337
生 産 牧 場： 村中牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

966 ミヤジマミー２０２１ 牡・鹿 ５／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

ネオユニヴァース

�
�
�
�
�

��
��

�ヴィクトワールピサ ＊ホワイトウォーターアフェアミヤジマミー
＊ キングカメハメハ

��
��
�シャイニンオーラ黒鹿 2014 シャイニンルビー

22d
サンデーサイレンス S3×M4×M4 Mr. Prospector S4×M5×M5
Miesque S4×M5
価格： 購買者：



母 メイショウジビュス（09鹿 フジキセキ）２勝
〔産駒馬名登録数：３〕
メイショウサソリザ（17牝黒鹿 メイショウボーラー）��入着２回

２代母 ＊フォーフリーダムス（95 FR鹿 Green Desert）FR入着
モアマイガール（01牝 フジキセキ）３勝

ドナメデューサ（09牝 サクラバクシンオー）１勝，あやめ賞３着，�１勝�１勝
ドントタッチミー（10牡 サクラバクシンオー）入着，�１勝�４勝，師走賞２

着，久住山賞２着，英彦山賞２着，耶馬溪賞２着，長月賞３着
ドナエテルニテ（11牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，�３勝，ヴィーナススプリ

ント２着
トップフリーダム（06牡 マーベラスサンデー）１勝，障害１勝，新潟ジャンプＳ

‐JG3 ２着
フェイスフルラバー（08牝 ジャングルポケット）１勝
メイショウヒコボシ（11牡 メイショウボーラー）５勝，赤富士Ｓ，米沢特別，天王

寺特別２着，鈴鹿特別２着，オークランドＲＣＴ３着，etc.

３代母 シャイニングアイズ Shining Eyes（85 USA鹿 Mr. Prospector）不出走
ネダーラーNedaarah（90牝 Reference Point）GB・FR４勝，FR障害５勝

ナイトパッションNight Passion（99� Night Shift）GB・USA４勝，Hill
Rise S‐L ３着

サイモンズイン Symonds Inn（94牡 In TheWings）GB１勝，Silver Tankard
S‐L ３着，GB障害４勝

アゴグ Agog（99牡 Singspiel）FR４勝，P. Vulcain‐L，P. de l'Avre‐L ２着
シャイニンググローリー Shining Glory（03 牝 Singspiel）不出走

ムーンウォークインパリMoonwalk in Paris（08� Oratorio）FR・UAE５勝，
ファイアーブレイクＳ‐G3，エドモンブラン賞‐G3，ゴドルフィンマイ
ル‐G2 ３着，etc.

コスタデルソル Costa Del Sol（12 牡 Phoenix Tower）IND６勝，RWIT
C Gold Cup‐L，Breeders' Multi Million‐LR，F. D. Wadia Trophy
‐L，etc.

販売申込者・所有者： 本巣 敦＝浦河町杵臼 �0146-28-1623
生 産 牧 場： 本巣 敦
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

967 メイショウジビュス２０２１ 牡・黒鹿 ４／２３
＊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ドミラブル ＊シンボリクリスエス

��
��
�スカーレット鹿 2014 グレースアドマイヤ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーメイショウジビュス
＊ Green Desert

��
��
�フォーフリーダムス鹿 2009 Shining Eyes

6b
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 メイレディ（09黒鹿 ジェニュイン）�４勝�１勝�入着�，兵庫ダービー
（Ｄ1870），ル・プランタン賞（Ｄ1800），兵庫若駒賞（Ｄ1400），のじぎく賞
（Ｄ1700）２着，若草賞（Ｄ1800）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
アキレアガール（15牝鹿 タニノギムレット）�２勝��１勝
ノーブルブリザード（16牝鹿 ディープブリランテ）��３勝
チェリーフラッシュ（18牝鹿 エイシンフラッシュ）�	出走�２勝
アンサン（19牝鹿 ビッグアーサー）��３勝�，園田ジュニアＣ（Ｄ1700）２着，

園田プリンセスＣ（Ｄ1400）３着

２代母 ゴッドエンジェル（01鹿 ＊ラムタラ）入着
ベルレイナ（06牝 レギュラーメンバー）�３勝
ダイナミックソング（07牡 タヤスツヨシ）�10 勝
ヒアルロンサン（10牝 ＊トワイニング）１勝
キャプテンシップ（12牡 ＊ノボジャック）５勝，ＮＳＴ賞‐L ３着，安芸Ｓ，ヤマボ

ウシ賞，シドニーＴ２着，夙川特別２着，etc.
エルブランシュ（13牝 ゴールドヘイロー）入着，�２勝
キングキャラット（16牡 ＊ノボジャック）１勝

３代母 フジノキャラット（93黒鹿 ＊リズム）
�１勝

４代母 ハギノトツプレデイ（77黒鹿 ＊サンシー）７勝，桜花賞，エリザベス女王杯，
高松宮杯，京都牝馬特別，宝塚記念４着，etc.，優３牝
［子］ ダイイチルビー（87牝 トウシヨウボーイ）６勝，安田記念‐Jpn1，スプリ

ンターズＳ‐Jpn1，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，etc.，優古牝，優短距
［孫］ マイネルセレクト（99牡 ＊フォーティナイナー）７勝，��２勝�１勝，Ｊ

ＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，黒船賞‐Jpn3，etc.，種牡馬
ダイイチシガー（94牝 ＊トニービン）２勝，オークス‐Jpn1 ３着，サンス
ポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，etc.

［曾孫］ ドリームサンデー（04牡 ＊タイキシャトル）６勝，オーストラリアＴ‐L，
金鯱賞‐G2 ２着，中日新聞杯‐G3 ２着，etc.

サダムイダテン（05牡 ＊フォーティナイナー）１勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯
２歳Ｓ‐Jpn3 ２着

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

968 メイレディ２０２１ 牡・鹿 ５／１２

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ジェニュイン ＊クルーピアレディーメイレディ ＊ラムタラ

��
��
�ゴッドエンジェル黒鹿 2009 フジノキャラット

＊マイリー 7e
Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 メロークーミス（08鹿 ダンスインザダーク）２勝，稲妻特別（芝 1000）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－１（３）〕
カシャーサ（15牝黒鹿 ＊パイロ）��１勝�２勝���入着８回��
ヴァリアント（16牡青鹿 スクリーンヒーロー）�２勝，火打山特別（Ｄ1200）２着
ナックジーニアス（17牡栗 ＊エスケンデレヤ）２勝，�地方未出走
ライヴクラッカー（18牡黒鹿 ホッコータルマエ）�１勝
ピッコロバンビーナ（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�出走

２代母 ＊ジョーンズギフト（90 GB鹿 ＊デュラブ）GB出走
＊アイチェックユー（97牝 Miswaki）３勝

イチゴイチエ（04牝 マンハッタンカフェ）３勝，かもめ島特別２着，ＨＴＢ杯
３着，遊楽部特別３着
ハヤブサレジェンド（15牡 ＊ヘニーヒューズ）４勝，ＢＳＮ賞‐L ２着，安
達太良Ｓ，白河特別，福島中央ＴＶ杯２着

トモリ Tomori（99 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GER・ITY１勝，独ダービー‐G1 ３着，
ヘンケルレネン‐G2 ２着，リディアテシオ賞‐G2 ３着，ドイツ統一賞‐G3 ３着

３代母 ＊アグサン（85 IRE 青 Lord Gayle）GB入着３回
ビワハイジ（93牝 Caerleon）４勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，京都牝馬特別‐Jpn3，

札幌３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優２牝
アドマイヤジャパン（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京成杯‐Jpn3，菊花賞

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 守矢牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2872
生 産 牧 場： 守矢牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

969 メロークーミス２０２１ �・栗 ３／１８

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイメロークーミス
＊

＊デュラブ

��
��
�ジョーンズギフト鹿 2008 ＊アグサン

16c
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 オグリダイアン（04芦 キングヘイロー）�１勝，サラ・プリンセス特別（Ｄ1400）３着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－９（27）〕
オグリシュンコー（08牡芦 ＊スキャン）�１勝�５勝����，スプリングＣ
（Ｄ1800）３着

オグリカントリー（09牝芦 ＊ティンバーカントリー）�１勝�１勝
オグリグラス（11牝芦 ＊サウスヴィグラス）�２勝�２勝��入着３回
オグリマウント（12牝青 ヴァーミリアン）�１勝���
トーシンキング（14牡青鹿 ＊ベーカバド）入着３回，�１勝��入着
ネイチャーキング（15牡芦 ＊ベーカバド）�６勝
ロワシーナ（16牡鹿 カネヒキリ）１勝，��未出走�３勝
ハーモニーヴォルト（17牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）���１勝
ベアカキーン（19牡芦 ＊ヘニーヒューズ）��３勝

２代母 ホホエミガエシ（96芦 マルゼンスキー）�２勝
ノボライトニング（03	 マーベラスサンデー）障害１勝，新潟ジャンプＳ‐JG3 ２着，

東京オータムジャンプ‐JG3 ３着

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

‐Jpn3，マーキュリーＣ‐Jpn3，帝王賞‐Jpn1 ２着
グリーンヒルマック（99牝 ＊ダンシングブレーヴ）入着

サンライズマックス（04牡 ステイゴールド）６勝，小倉大賞典‐G3，エプソム
Ｃ‐G3，中日新聞杯‐Jpn3，etc.

ビッグロマンス（08牡 ＊グラスワンダー）２勝，プラタナス賞，��１勝�入着

，全日本２歳優駿‐Jpn1，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着

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

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

販売申込者・所有者： ㈲ヤマタケ牧場＝新冠町高江 �0146-47-2634
生 産 牧 場： ㈲ヤマタケ牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

970 オグリダイアン２０２１ 牡・芦 ３／１７
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローオグリダイアン マルゼンスキー

��
��
�ホホエミガエシ芦 2004 マツクスフリート

＊種正 5h
Halo M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ヤマイチマロン（13鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ミュークマロン（18牝栗 エスポワールシチー）�１勝�

２代母 ローレルマロン（99栗 ＊フォーティナイナー）１勝
ラムセスジュベリー（07牡 キングヘイロー）�１勝��７勝�６勝�２勝�
ロードナイト（09牝 ジャングルポケット）２勝
ポッドマロン（12牝 ネオユニヴァース）�１勝���入着３回
オリジネイター（14牡 ＊エンパイアメーカー）入着，���17 勝
コパノマーボー（15牡 ＊ヘニーヒューズ）入着４回，��１勝�入着�
ビューティーラブ（18牝 エスポワールシチー）��１勝

３代母 ミルフォードスルー（88栗 ＊スルーザドラゴン）３勝，シンザン記念‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳Ｓ‐Jpn1 ３着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，etc.
ランフォザドリーム（94牝 ＊リアルシヤダイ）５勝，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，マーメイド

Ｓ‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２着，etc.
フィーユドゥレーヴ（01牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，フ

ィリーズレビュー‐Jpn2 ３着，キーンランドＣ３着
ヤマノランボー（06牡 ダンスインザダーク）１勝，浦佐特別３着
オウケンサクラ（07牝 ＊バゴ）３勝，フラワーＣ‐G3，桜花賞‐G1 ２着，天皇

賞（秋）‐G1 ４着，etc.
ヤマノウィザード（11牡 ディープインパクト）２勝，青葉賞‐G2 ３着，梅花賞，

�９勝

４代母 スピードキヨフジ（70鹿 ＊チヤイナロツク）��７勝
［孫］ キクノアポロ（06牡 ＊アジュディケーティング）６勝，ブリリアントＳ‐L，

仁川Ｓ‐L ３着，etc.，���出走，川崎記念‐Jpn1 ５着
［曾孫］ カネツフルーヴ（97牡 ＊パラダイスクリーク）６勝，��３勝�１勝	入

着，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，オグリキャップ記念‐Jpn2，etc.，
種牡馬

イブキガバメント（96牡 ＊コマンダーインチーフ）８勝，鳴尾記念‐Jpn3，
朝日ＣｈＣ‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲石川牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2611
生 産 牧 場： ㈲石川牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

971 ヤマイチマロン２０２１ �・鹿 ３／１７
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudヤマイチマロン ＊フォーティナイナー

��
��
�ローレルマロン鹿 2013 ミルフォードスルー

＊チツプトツプ 4m
Halo S4×S5 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 ヤマトダイアンサス（10栃栗 ゼンノロブロイ）２勝，ホンコンＪＣＴ（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ワチルボンズ（18牡栗 ＊アイルハヴアナザー）��１勝

２代母 ＊ノエラロワイヤル（01 FR黒鹿 Garde Royale）出走
プレゼピオ（06牡 フジキセキ）３勝
コンシンランニング（07牡 ＊コマンダーインチーフ）�１勝
ディエスナタリス（08牡 フジキセキ）��１勝
フレイムハーツ（11牡 ハーツクライ）�６勝�，王冠賞３着
タケノファラオン（12牡 アドマイヤムーン）��１勝
レオフェアリー（14牝 ＊ロージズインメイ）�３勝

３代母 ビューティワルBeautywal（89 FR栗 Magwal）FR１勝
＊ガゼルロワイヤル（94牝 Garde Royale）GB・FR・GER１勝，英オークス‐G1 ２

着，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，サンクルー大賞‐G1 ３着，etc.
エルダンジュ（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，甲斐路特別３着
アドマイヤテンクウ（07牡 キングカメハメハ）２勝，京成杯‐G3 ２着，北
山Ｓ，障害１勝

アドマイヤスピカ（10牡 キングカメハメハ）５勝，セントライト記念‐G2
３着，松籟Ｓ，境港特別，etc.

エルデュクラージュ（14� ＊クロフネ）７勝，ブリリアントＳ‐L，etc.，���
入着４回�，川崎記念‐Jpn1 ２着，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.

パルマリア（15牡 ロードカナロア）２勝，ジュニアＣ‐LR ２着，秩父特別
２着，豊川特別２着

グランロワイヤル（02牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，福寿草特別２着，渡島特
別３着，奥只見特別３着，etc.

レッドルーラー（10牡 キングカメハメハ）４勝，若葉Ｓ‐LR，境港特別，梅花
賞，etc.，障害１勝

４代母 トルービューティTrue Beauty（79 IRE 栗 ＊サンプリンス）FR入着
［子］ ラグリーヴ La Grive（84 牝 Pharly）FR・BEL１勝，P. Colonel Baron

Leclercq‐L

販売申込者・所有者： ㈱門別山際牧場＝日高町豊郷 �090-8897-4199
生 産 牧 場： ㈱門別山際牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

972 ヤマトダイアンサス２０２１ �・鹿 ５／ ６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルヤマトダイアンサス
＊ Garde Royale

��
��
�ノエラロワイヤル栃栗 2010 Beautywal

1o
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ユキノセリーヌ（08鹿 ＊ワイルドラッシュ）�２勝�入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（15）〕
ビクトリーテン（15牡鹿 ＊ゼンノドラゴン）��１勝
ニシノクローデット（16牝鹿 リーチザクラウン）��７勝
アイノウィステリア（17牡鹿 リーチザクラウン）���４勝�３勝
ツルマルタイヨー（20牝黒鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 バアゼルクローバー（99鹿 ＊ラムタラ）２勝，ゆきつばき賞３着
イイデソユーズ（05牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，��３勝�
ファンキーラッシュ（07牡 ＊ワイルドラッシュ）�３勝�入着３回
マイオリオン（09牝 スズカマンボ）１勝，�６勝
インデュアランス（10	 アドマイヤムーン）�１勝
スピリッツミノル（12牡 ディープスカイ）６勝，大阪城Ｓ‐L，万葉Ｓ‐L ３着，すみ

れＳ‐OP，比叡Ｓ，京橋特別，etc.，種牡馬

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

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

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

ワキノコクリュウ（11牡 ＊ケイムホーム）２勝，天童特別，雪うさぎ賞３着，�１勝
プロフェシーライツ（00牝 ＊アフリート）１勝

バンザイ（09牡 ＊タイキシャトル）３勝，若竹賞，葉山特別３着
ピサノベネチアン（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

サトノパンサー（08牡 キングカメハメハ）５勝，プロミネントＪＳＴ，京橋特
別，筥崎特別，etc.

スリーアロー（11牝 ＊アルデバランⅡ）３勝，和布刈特別，釧路湿原特別２着，
ポプラ特別２着，etc.，�３勝

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

販売申込者・所有者： 市正牧場＝浦河町富里 �0146-25-2124
生 産 牧 場： 市正牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

973 ユキノセリーヌ２０２１ �・黒鹿 ４／１０

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkユキノセリーヌ ＊ラムタラ

��
��
�バアゼルクローバー鹿 2008 ＊ストームザミント

2s
Storm Cat S3×M4 Blushing Groom S4×M5 Northern Dancer S5×M5
Key to the Mint M5×M5
価格： 購買者：



母 ユメカスミ（16青鹿 エイシンフラッシュ）�３勝
初仔

２代母 カネツスペシャル（11鹿 スペシャルウィーク）入着２回
アウスヴァール（18� ＊ノヴェリスト）�３勝，雄国沼特別，三春駒特別，再度山特

別２着，あずさ賞３着

３代母 カネツテンビー（99鹿 ＊テンビー）６勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2 ２着，秋風Ｓ，中
京日経賞，鳥羽特別，ＴＵＦ杯２着，etc.
タガノバルベッタ（09牡 フジキセキ）�１勝
チサト（10牝 ダイワメジャー）�３勝

ヘヴンリージェガー（17牡 シビルウォー）�１勝�４勝

４代母 プロポーション（86芦 ＊ハバツト）３勝，湯沢特別
［子］ カネツプリンス（94牡 ＊ラツキーソブリン）４勝，中京スポーツ杯３着，

鳴海特別３着，etc.，�１勝�，スプリング争覇２着，etc.
キタサンチャレンジ（97牡 タマモクロス）３勝，北斗賞３着
カネツフラップ（98牝 ホリスキー）３勝

［孫］ スターバリオン（09牡 ゴールドアリュール）５勝，ラジオ日本賞‐OP ２
着，丹沢Ｓ，昇仙峡特別，etc.

ビットスターダム（08牡 オンファイア）３勝，芝桜賞，周防灘特別２着，
佐世保特別３着，etc.

５代母 ヘーゼルブロンド（78栃栗 ＊サンシー）５勝，朝日杯３歳Ｓ３着，府中３歳Ｓ
‐OP，葛飾特別，コスモス賞
［子］ オンステージ（84牝 ＊ソーブレスド）５勝，札幌日刊スポーツ杯‐OP ３着，

苫小牧特別，津久井湖特別，etc.
シンコウハツシモ（92牡 ＊ルション）２勝，ＴＶ埼玉杯２着，節分賞２着，
平ヶ岳特別２着，etc.

カネツサプライズ（87牡 ＊ロイヤルスキー）２勝，金華山特別２着
アサクサハミング（93牡 ミスターシービー）２勝，ＴＶＫ賞３着

［曾孫］ ゴールデンドリーム（07牝 ＊タップダンスシチー）�４勝，福山プリンセ
スＣ２着

販売申込者・所有者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �090-1388-9993
生 産 牧 場： ㈱リトルブルーファーム
飼 養 者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �090-1388-9993

974 ユメカスミ２０２１ �・黒鹿 ４／１４

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hurry Home Hillaryトビーズコーナー ブランドンズライド Mister Frisky

��
��
�Brandon's RideUSA 栗 2008 Mrs. Bumble

＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンフラッシュ ＊ムーンレディユメカスミ スペシャルウィーク

��
��
�カネツスペシャル青鹿 2016 カネツテンビー

＊シスターサリー 1l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ユーアーマイン（09鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
クロワッサンリュヌ（16牡鹿 ＊ハービンジャー）��１勝
サンシャインワン（17牝栗 グランプリボス）��２勝�
キュン（18牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝
オレンジムスメ（20牝青鹿 ベルシャザール）��出走

２代母 ドリームインザサン（00鹿 ＊トニービン）不出走

３代母 メジロマーリン（84黒鹿 ＊モガミ）出走
メジロベッサン（89牝 ＊クリスタルパレス）不出走

バンフレッシュ（99牝 サクラチトセオー）�４勝，日高賞
メジロランバダ（93牝 ＊テリオス）６勝，日経新春杯‐Jpn2，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，

��入着３回，エンプレス杯‐Jpn2 ２着，etc.
メジロラガマフィン（02牝 メジロライアン）２勝，鳴海特別２着
メジロマシューズ（03牡 ステイゴールド）１勝，聖護院特別２着，かきつばた

賞２着，安城特別３着，etc.，障害１勝
ボヘミアンチェリー（94牝 メジロテイターン）３勝，菜の花Ｓ‐OP ２着，天竜川特

別２着，下呂特別２着，etc.
ブルーサヴァンナ（96牝 シンボリルドルフ）１勝

ブルートルネード（01牡 ＊ジェイドロバリー）５勝，日経賞‐Jpn2 ３着，函館
記念‐Jpn3 ２着，巴賞‐L ２着，etc.

ハネダテンシ（03牝 フジキセキ）３勝，雲雀Ｓ２着，船橋Ｓ３着，新発田城特
別３着，etc.

４代母 メジロヒリユウ（72鹿 ＊ネヴアービート）４勝，府中特別，かんなづき賞，障
害１勝
［子］ メジロラモーヌ（83牝 ＊モガミ）９勝，オークス‐Jpn1，桜花賞‐Jpn1，

エリザベス女王杯‐Jpn1，etc.，優２牝，優３牝
メジロアルダン（85牡 アスワン）４勝，高松宮杯‐Jpn2，日本ダービー
‐Jpn1 ２着，天皇賞（秋）‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 飯岡牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3412
生 産 牧 場： 飯岡牧場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

975 ユーアーマイン２０２１ 牡・鹿 ３／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアユーアーマイン ＊トニービン

��
��
�ドリームインザサン鹿 2009 メジロマーリン

＊アマゾンウオリアー 9f
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5 Lyphard M5×M5

価格： 購買者：



母 アイライン（12黒鹿 ローレルゲレイロ）４勝，オーロＣ‐L（芝 1400）２着，信越Ｓ
‐L（芝 1400）２着，パラダイスＳ‐L（芝 1400）３着，オーロＣ‐L（芝 1400）３着，サ
ンライズＳ（芝 1200），etc.，�３勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ローレルシャイン（97黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）不出走
ギンブラ（02牝 ＊クロコルージュ）入着２回，�６勝
テイエムアメジスト（03牝 ＊キャプテンスティーヴ）�11 勝
ドリームインパワー（04牡 ＊オース）�２勝���入着３回，九州皐月賞荒尾ダービ

ー３着
ピンクバーディー（05牝 ＊オース）�４勝�入着，栄冠賞２着
アラマサスクワート（06牝 ＊スクワートルスクワート）２勝，知立特別３着，賢島特

別３着
アラマサアフリート（08牝 スターリングローズ）��２勝
アラマサシャープ（10牝 マヤノトップガン）�６勝��	�入着８回��，高知優駿，

土佐春花賞２着，金の鞍賞２着，黒潮菊花賞３着，東海クイーンＣ３着，etc.
エキマエ（11牡 メイショウボーラー）３勝，ヒヤシンスＳ‐LR，樅の木賞３着，�

１勝，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2

３代母 アラマサゴールド（92鹿 ＊オウインスパイアリング）１勝

４代母 アラホウトク（85黒鹿 トウシヨウボーイ）４勝，桜花賞‐Jpn1，サンスポ４
歳牝馬特別‐Jpn2，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４
着，初雛賞，優３牝
［子］ オースミコンドル（97牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝，Ｒたんぱ杯３歳

Ｓ‐Jpn3 ２着，プリンシパルＳ‐OP ２着，ウェルカムＳ２着
アラマサダンサー（96牝 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，陣馬特別，松戸特
別，天童特別，etc.

［孫］ ワンダーポデリオ（04牡 ＊フォーティナイナー）５勝，霜月Ｓ‐L，コーラ
ルＳ‐L ２着，ペルセウスＳ‐L ２着，etc.，�１勝�１勝�

［曾孫］ ワンダーコロアール（09牡 ＊ケイムホーム）５勝，アハルテケＳ‐OP ３着，
オータムリーフＳ‐OP ３着，etc.，�入着，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着

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

976 アイライン２０２１ 牡・鹿 ２／２５

＊

＊ 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

キングヘイロー

�
�
�
�
�

��
��

�ローレルゲレイロ ビッグテンビーアイライン ＊コマンダーインチーフ

��
��
�ローレルシャイン黒鹿 2012 アラマサゴールド

＊トリーテイ 4l
ダンシングブレーヴM4×M4

価格： 購買者：



母 ＊アイランドファッション（00 USA芦 Petionville）USA・UAE６勝，アラバマＳ
‐G1，サンタモニカＨ‐G1，ラブレアＳ‐G1，レイディズシークレットＨ‐G2，
デラウェアオークス‐G3，etc.
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－７（13）〕
チェイスザストームChase the Storm（08 USA牝黒鹿 Storm Cat）不出走

リトルサイクロン Little Cyclone（13牝 City Zip）USA３勝，Parx Oaks
２着

オーシャンドライブ（09牡黒鹿 Ghostzapper）３勝，白馬岳特別（Ｄ1800）２着
アイズオンリー（10牝芦 ネオユニヴァース）１勝，寒竹賞（芝 2000）２着

セグレドスペリオル（16牡 トーセンホマレボシ）�２勝，萩Ｓ‐L ３着，豊川特
別，出石特別３着，こぶし賞３着

パシフィックギャル（11牝芦 ゼンノロブロイ）１勝，フラワーＣ‐G3 ２着，アルテミ
スＳ（重賞）（芝1600）‐L２着，芙蓉Ｓ‐OP（芝 1600）３着，アスター賞（芝 1800）２着

サトノソルタス（15牡芦 ディープインパクト）２勝，金鯱賞‐G2 ２着，共同通信杯
‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3 ３着，ノベンバーＳ（芝 2000），ジューンＳ（芝 2000）
３着

アラゴネーゼ（16牝芦 ゴールドアリュール）２勝
シネマトグラフ（17牝芦 ロードカナロア）２勝
ミニーアイル（18牝芦 ミッキーアイル）２勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着，あ

ざみ賞（芝 1200）

２代母 ダンジグズファッションDanzigs Fashion（88 USA芦 ANative Danzig）
USA９勝，Likely Exchange S‐L，Marigold S‐L ３着，Ellis Park Dahli
a S３着
グランドファッションGrand Fashion（96牡 Grand Flotilla）USA３勝
フラッシュオヴファッション Flash of Fashion（01牝 Petionville）USA１勝

ストラットザカナリー Strut the Canary（06 牝 Mineshaft）USA５勝，Mar
shua S，Wide Country S２着，Sugar Maple S‐L ３着

ファッショントレンド Fashion Trend（07牝 Petionville）USA２勝，Palomare
s S，エルエンシノＳ‐G2 ３着，California Oaks‐L ２着

フールドバイフールズ Fooled by Fools（09 牝 Petionville）USA１勝

３代母 ハイヴューファッションHigh View Fashion（83 USA鹿 Bold Tropic）不出走

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

977 アイランドファッション２０２１ 牡・芦 ３／２７
＊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

＊

ペションヴィル Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�Petionville Vana Turnsアイランドファッション ダンジグズファッション ANative Danzig

��
��
�Danzigs Fashion芦USA 2000 High View Fashion

8c
Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



母 アップルティー（02芦 ＊サンデーサイレンス）入着５回
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－４（20）〕
プリティーピュティ（07牝鹿 ＊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牡芦 ＊クロフネ）１勝
プラネットマジック（11牡芦 サクラバクシンオー）�９勝
キンショーユキヒメ（13牝芦 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），ジングルベル賞（芝 2000）２着，君子蘭賞（芝 1800）２着，夕
月特別（芝 1800）３着，水仙賞（芝 2200）３着

ランリーナ（15牝芦 エイシンフラッシュ）１勝，デイジー賞（芝 1800）３着
ストームウォリアー（16�黒鹿 メイショウボーラー）�４勝�２勝
フィエールボス（17�芦 ＊プリサイスエンド）���１勝�３勝
ゲットデザイアー（19牝芦 ＊ザファクター）�出走

２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，両国特別，オンワードゼアメモリアル，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，

尾張特別２着
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，フローラＳ‐G2 ３着，愛知杯‐G3 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，両国特別３着，ベゴニア賞３着

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

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，花見小路特別３着，セントポーリア賞３着

３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： ㈲元道牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2460
生 産 牧 場： ㈲元道牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

978 アップルティー２０２１ 牡・芦 ３／２０
＊ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� オペラハウス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Colorspinメイショウサムソン ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�マイヴィヴィアン鹿 2003 ウイルプリンセス

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellアップルティー
＊ Highest Honor

��
��
�アドマイス芦 2002 Admiration

5e
Northern Dancer S4×S5

価格： 購買者：



母 イイデサンドラ（07芦 サクラプレジデント）２勝，菜の花賞（芝 1600），ひいらぎ
賞（芝 1600）２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（15）〕
イイデシロ（13牝芦 ＊ファルブラヴ）��３勝
イイデファイナル（14牡芦 ＊サウスヴィグラス）２勝，沈丁花賞（Ｄ1400）２着，く

すのき賞（Ｄ1700）２着，��１勝�
サンドラフラッシュ（15牝芦 エイシンフラッシュ）�３勝��入着
サンタコマ（16牡鹿 ジャングルポケット）��１勝���入着２回
ヒデノペリドット（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）���４勝�３勝

２代母 ロマンスレディー（89芦 Caro）不出走
ブイヤマト（99牡 ＊ウォーニング）６勝，栗東Ｓ‐L，秋吉台特別，九重特別３着

３代母 ＊シユジンスキー（80 USA栗 Nijinsky）不出走
ワンダリングレイスWandering Lace（84牝 Private Account）USA１勝

ドリナDrina（88牝 Regal and Royal）USA11 勝，Vizcaya H‐L，Asp
idistra H‐L ２着，Miss Tropical H‐L ２着
スペイン Spain（97 牝 ＊サンダーガルチ）USA９勝，ＢＣディスタフ‐G1，
ラブレアＳ‐G1，フルールデリスＨ‐G2，etc.

プエルトバヌス Puerto Banus（99 牡 Supremo）USA５勝，サンルイスオ
ビスポＨ‐G2，サンセットＨ‐G2，Sham S‐R ２着，種牡馬

ファンタスティックスペイン Fantastic Spain（00 牡 Fantastic Fellow）
USA５勝，ゴールデンゲイトフィールズＢＣＳ‐G3，ベイメドーズＢＣ
Ｈ‐G3 ２着，スタンフォードＢＣＨ‐G3 ３着，種牡馬

パスオヴサンダー Path of Thunder（01 牝 ＊サンダーガルチ）USA６勝，
Golden Pond S‐R，Princess Mora S２着

ステルチェラ Stelluchella（94 牝 Honor Grades）USA１勝
エクスエクスエクス Ex Ex Ex（12牡 Read the Footnotes）USA・PR７
勝，New York Stallion Series S‐R

ワンダリングパインWandering Pine（97牝 Country Pine）USA１勝
カポモラーノ Capomorano（10牡 Bluegrass Cat）PAN12勝，P. Laffit
Pincay‐L，P. Junta de Control de Juegos‐L ２着，P. President
e de la Republica‐L ３着（２回）

販売申込者・所有者： 山岡ファーム＝新冠町西泊津 �090-2698-9011
生 産 牧 場： 山岡ファーム
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

979 イイデサンドラ２０２１ �・鹿 ２／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーイイデサンドラ Caro

��
��
�ロマンスレディー芦 2007 ＊シユジンスキー

9f
サンデーサイレンス S3×M3 Nijinsky M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウボーテ（13芦 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
テイエムナイスラン（19牡芦 ジャスタウェイ）�出走

２代母 ニンナナンナ（99芦 Unbridled's Song）３勝
メイショウモネ（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝
デンコウリョウ（08� タニノギムレット）１勝，�５勝
メイショウマルマル（10牡 ネオユニヴァース）３勝
ウインネオルーラー（11� ネオユニヴァース）２勝，ゆきつばき賞２着，�２勝�
カナラズカナラズ（12牝 ジャングルポケット）１勝
ガッツポーズ（15牡 ゼンノロブロイ）��３勝��８勝
メイショウホルス（17牡 ヴィクトワールピサ）入着，��３勝

３代母 ＊ナイスレイズ（94 USA黒鹿 Storm Cat）USA１勝
マイミッシェル（00牝 ＊タイキシャトル）１勝，塩屋埼特別３着

マッハヴェロシティ（06牡 マンハッタンカフェ）３勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，新
潟大賞典‐G3 ２着，すみれＳ‐OP ３着，etc.

メイショウボーラー（01牡 ＊タイキシャトル）７勝，フェブラリーＳ‐Jpn1，デイリ
ー杯２歳Ｓ‐Jpn2，根岸Ｓ‐Jpn3，etc.，��入着２回��	，種牡馬

メイショウトッパー（03牡 テイエムオペラオー）５勝，春雷Ｓ‐L ３着，北九州短距
離Ｓ，水無月特別，etc.

メイショウキトリ（04牝 ＊マリエンバード）４勝，洛陽Ｓ，尾瀬特別，郡山特別，	２勝
メイショウアツヒメ（06牝 ＊タイキシャトル）３勝，夙川特別，つわぶき賞，岩室温

泉特別２着，etc.
メイショウヤタロウ（08牡 アグネスタキオン）５勝，小倉日経ＯＰ‐LR，谷川岳Ｓ

‐L ２着，米子Ｓ‐L ３着，etc.

４代母 ナイストラディションNice Tradition（79 ARG鹿 Search Tradition）USA
・ARG７勝，クリアドレス大賞‐G1，フェデリコデアルベアル賞‐G2，フアンシ
ョウ賞‐G2，エンリケアセバル賞‐G1 ２着
［孫］ トゥーマンススレント TwoMonths Rent（09� Purim）USA３勝，ホ

ーソーンダービー‐G3，フェアグラウンズＳ‐G3 ３着，ケントＳ
‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 村下 明博＝浦河町野深 �0146-27-4352
生 産 牧 場： 村下 明博
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

980 メイショウボーテ２０２１ 牡・鹿 ４／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayメイショウボーテ Unbridled's Song

��
��
�ニンナナンナ芦 2013 ＊ナイスレイズ

10
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ライトゼア（13 USA鹿 ＊エスケンデレヤ）USA１勝，Landaluce S‐L，シャ
ンデリアＳ‐G1 ３着，California Oaks３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
＊カルフレグランス（18 USA牝黒鹿 ＊カリフォルニアクローム）入着，��入着２回

��３勝�入着
クロームズライトChrome's Right（19 USA牡栗 ＊カリフォルニアクローム）�U

SA入着４回

２代母 エルローズElrose（99 USA黒鹿 Deputy Minister）USA出走
スーパーフリーキー Super Freaky（04牝 Smart Strike）USA３勝，プロヴィデン

シアＳ‐G3，La Habra S‐L，デルマーオークス‐G1 ３着，ハニムーンＨ
‐G2 ２着，セニョリータＳ‐G3 ２着，etc.

フェアローズ Fair Rose（05牝 Harlan's Holiday）USA１勝
フェアポイント Fair Point（12 牝 Smart Strike）USA５勝，セナターケンマデ

ィＳ‐G3，Smart N Fancy S，カーディナルＨ‐G3 ２着，フランクリ
ンカウンティＳ‐G3 ２着，Caress S２着

デインジャートゥソサイエティDanger to Society（06� Harlan's Holiday）US
A・PR４勝

サージェントエンブルトン Sgt. Embleton（07� Harlan's Holiday）USA４勝

３代母 ボニーズポーカーBonnie's Poker（82 USA黒鹿 Poker）USA11 勝
ダラーポーカーDollar Poker（90 牝 Silver Buck）USA２勝

ベットミーアップBet Me Up（97牝 Foreign Survivor）不出走
オルモスタOlmosta（03 牝 Olmos）USA８勝，J.E.H. Stallion Station S
‐R，Fiesta Mile S‐R，New Braunfels S，etc.

バダバムバダブーン Bada Bam Bada Boom（98� In Case）USA・CAN13
勝，MarylandMillion Sweepstakes S‐R ２着，Northern Dancer S
‐R ２着

＊シルバーチャーム（94牡 Silver Buck）USA・UAE12 勝，ドバイワールドＣ‐G1，
ケンタッキーダービー‐G1，プリークネスＳ‐G1，サンパスカルＨ‐G2，クラ
ークＨ‐G2，米グッドウッドＨ‐G2，ストラブＳ‐G2，サンフェルナンドＳ
‐G2，デルマーフュチュリティ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： Ｐｅｒｒｙ Ｍａｒｔｉｎ＝新ひだか町静内本町 �0146-42-2544
生 産 牧 場： 村上 欽哉
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

981 ライトゼア２０２１ 牡・黒鹿 ２／２３

＊

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

＊

＊ Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�エスケンデレヤ Aldebaran Lightライトゼア エルローズ Deputy Minister

��
��
�Elrose鹿USA 2013 Bonnie's Poker

3l
Mr. Prospector S4×S5 Seattle SlewM4×S5 Northern Dancer S5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 ＊ライブリースプライト（11 GB鹿 Dansili）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１）〕
セイクレドスプライト Sacred Sprite（15 GB牝鹿 Nathaniel）GB１勝
モズテンクウ（19牡鹿 ＊ドレフォン）出走，�地方未出走
シアワセノアシオト（20牝黒鹿 ＊ドレフォン）�未出走

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

＊プレザントケイプ（06牝 Cape Cross）不出走
ペイシャフェリス（11牝 スペシャルウィーク）４勝，朱鷺Ｓ‐L，アネモネＳ

‐LR，六甲Ｓ‐LR ２着，ニューイヤーＳ‐L ２着，市川Ｓ，etc.
ペイシャフェリシタ（13牝 ハーツクライ）６勝，春雷Ｓ‐L，キーンランドＣ

‐G3 ３着，カーバンクルＳ‐OP ２着（２回），浜松Ｓ，神奈川新聞杯，etc.
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： ㈱アスラン＝苫小牧市樽前 �0144-68-0441
生 産 牧 場： ㈱アスラン
飼 養 者： ㈱アスラン＝苫小牧市樽前 �0144-68-0441

982 ライブリースプライト２０２１ �・栗 ３／１０
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊

ダンシリ ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Dansili Hasiliライブリースプライト フェリシティ Selkirk

��
��
�Felicity鹿GB 2011 Las Flores

8i
Sharpen UpM4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ラサンバ（04 AUS栗 Orientate）AUS１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（12）〕
＊シューニャ（10 AUS牡鹿 God's Own）�５勝���
ラブリッサ（13牝栗 ダイワメジャー）�１勝�入着
ラカマロネス（15牝鹿 ロードカナロア）入着５回，�３勝�入着
ラテルネラ（16牝栗 スクリーンヒーロー）��２勝
ノンリファレンス（18牝鹿 モーリス）�１勝
アルカンサス（19牡鹿 シルバーステート）�出走
アイアンストーン（20牡栗 スズカコーズウェイ）��入着

２代母 ラバムバ La Bamba（94 AUS黒鹿 ＊ラストタイクーン）AUS２勝
プロヴァンス Provence（01牝 Redoute's Choice）AUS４勝，VRCDesirable S

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

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

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

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

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

ワンジナWandjina（11牡 ＊スニッツェル）GB・AUS３勝，ＶＲＣオーストラリア
ンギニーズ‐G1，ＶＲＣザデボネアＳ‐G3，ＡＴＣオールエイジドＳ‐G1 ２
着，ＭＲＣコールフィールドギニーズ‐G1 ３着，種牡馬

３代母 パーティParty（77 AUS栗 Lunchtime）AUS３勝
フェスタル Festal（84 牡 Vain）AUS・NZ８勝，テレグラフＨ‐G1，Pegasus H

‐L，コンコルドＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
マスクトパーティMasked Party（92� Marscay）AUS・NZ12勝，ＡＴＣザギャ

ラクシー‐G1，ＡＴＣプレミアＳ‐G2，ＳＡＪＣユークレイスＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 守矢牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2872
生 産 牧 場： 守矢牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

983 ラサンバ２０２１ 牡・鹿 ３／２７

＊

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

＊

オリエンテイト Mt. Livermore

�
�
�
�
�

��
��

�Orientate Dream Teamラサンバ ラバムバ ＊ラストタイクーン

��
��
�La Bamba栗AUS 2004 Party

2e
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ラプチュア（15栗 バンブーエール）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
オフトン（20牝栗 ニシケンモノノフ）�地方未出走

２代母 クニコチャン（09栗 ゴールドアリュール）１勝
カネコメアサヒ（16牡 ＊ダンカーク）�２勝，妙高特別２着
カネコメノボル（17� ローズキングダム）�３勝
セイレリック（18牝 メイショウボーラー）��出走�１勝

３代母 ＊クバター（92 ARG栗 De Ramiro）USA・ARG２勝，サンイシドロ２歳牝馬大
賞‐G1，コパデプラタインテルナシオナル‐G1 ２着，エンリケアセバル大賞‐G1
２着，フランシスコＪベアスレイ賞‐G2 ３着，Miss Huntington S‐R ３着
ユアアディクト（00牝 ＊ハウスバスター）��１勝

アイリスモレア（05牝 ショウナンカンプ）１勝，ラベンダー賞‐OP ２着
ディアセルヴィス（10牡 アドマイヤジャパン）２勝，福島２歳Ｓ‐OP，ク
ロッカスＳ‐OP ２着，ＢＳイレブン賞２着

カルリーノ（16牡 マツリダゴッホ）�３勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，ジュ
ニアＣ‐L ２着，函館２歳Ｓ‐G3 ３着，etc.

コンカラン（07牝 ジャングルポケット）３勝，再度山特別２着，夕月特別３着
（２回），西部スポニチ賞３着，etc.
リュクスポケット（15牡 ダイワメジャー）２勝，萩Ｓ‐LR ３着，鞍ケ池特別２

着，丹波特別３着，etc.

４代母 ゴールデンレリックGolden Relic（75 ARG鹿 Relko）ARG３勝
［子］ ジャンガダ Jangada（84牝 Kasteel）ARG２勝，ミゲルアンヘル＆トマ

スＪセルマン賞‐G2 ４着
［曾孫］ ウマニータ Humanita（03 牝 Just Us）BRZ６勝，G.P. Diana Cristal‐L

ムーチョリンドMucho Lindo（07牡 Top Size）BRZ１勝，Taca de C
ristal‐L ３着

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： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

984 ラプチュア２０２１ �・青鹿 ２／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーグローリー ＊ホワイトマズル

��
��
�メリッサ青鹿 2013 ストーミーラン

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�バンブーエール ＊レインボーウッドラプチュア ゴールドアリュール

��
��
�クニコチャン栗 2015 ＊クバター

3i
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ラブリーサンデー（14鹿 ＊サマーバード）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
プリーツスカート（18牝青鹿 トゥザワールド）���１勝
アエノコクオウ（20牡栗 ＊バトルプラン）�地方未出走

２代母 トーヨートーヤコ（01青鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
ウルトラマシーン（05牡 ジャングルポケット）�４勝�１勝
アドバンスペリー（07牡 ＊クロフネ）１勝
ザジャズダンス（10牡 ＊ホワイトマズル）�１勝

３代母 ＊サンダードーム（83 USA黒鹿 Lyphard）GB・USA６勝，Mint Julep S，
Valnor H
メコンMekong（89� Riverman）IRE・UAE４勝，Orby S‐L，愛ナショナル

Ｓ‐G1 ３着，愛フュチュリティＳ‐G3 ３着
トーヨーリファール（90牡 Relaunch）６勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，マーチ

Ｓ‐Jpn3，平安Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
トーヨーシービー（92牝 ミスターシービー）２勝，もみじＳ‐OP ３着，野路菊Ｓ

‐OP ３着
トーヨーサンダー（93牝 サクラチヨノオー）３勝，インディアＴ，美濃特別２着，

梅花賞２着，etc.
トーヨーリアル（94牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，渥美特別３着
トーヨーイナズマ（95牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，サイネリア賞２着，��１勝�
トーヨーサンバ（98牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，	��入着２回，関東オーク

ス‐Jpn3 ２着，北海道３歳優駿‐Jpn3 ３着
トーヨーサイレンス（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，九十九島特別，利根川特別３着

４代母 ミスターピーズガールMr. P.'s Girl（78 USA黒鹿 Mr. Prospector）USA２勝
［孫］ パールオヴラヴ Pearl of Love（01牡 ＊パントレセレブル）GB・FR・IR

E・ITY・UAE４勝，伊グランクリテリウム‐G1，愛フュチュリティ
Ｓ‐G2，Chesham S‐L，etc.，種牡馬

ソーシャルチャーター Social Charter（95 牡 Nureyev）GB・FR・USA
７勝，エクリプスＨ‐G3，ファイエットＳ‐G3，ケンタッキーＣクラ
シック‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 荒木 貴宏＝新ひだか町静内東別 �0146-48-2749
生 産 牧 場： 荒木 貴宏
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

985 ラブリーサンデー２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ７
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

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

��
��
�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

＊ Birdstone

�
�
�
�
�

��
��

�サマーバード Hong Kong Squallラブリーサンデー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トーヨートーヤコ鹿 2014 ＊サンダードーム

3d
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×M5
Storm Bird M5×M5
価格： 購買者：



母 ラーケン（14鹿 ＊エンパイアメーカー）�１勝��４勝
初仔

２代母 スズカグレイス（02鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
スズカクエーサー（08牝 ジャングルポケット）出走

ペイシャオブワキア（14牝 フリオーソ）２勝
ペイシャクェーサー（18牝 フリオーソ）�３勝，尾瀬特別

スズカキングダム（09牡 キングカメハメハ）２勝
スズカグランデ（11� キングカメハメハ）入着，障害１勝，�３勝
スズカグリーン（12牝 ＊ハービンジャー）出走

アグードイメル（17牡 トーセンジョーダン）１勝
オリベ（19牡 ＊モンテロッソ）��２勝�１勝，九州ダービー栄城賞２着

スズカノロッソ（15� ＊モンテロッソ）�２勝，脊振山特別，松前特別２着，八代特
別２着

スズカヘネシー（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�２勝
ノーブルグレイス（18牝 ＊マクフィ）１勝

３代母 ワキアオブスズカ（93鹿 ＊ダンスオブライフ）２勝
スズカドリーム（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京成杯‐Jpn3，毎日杯‐Jpn3 ３着

４代母 ＊ワキア（87 USA鹿 Miswaki）USA７勝，Ingenue H，Rancho del Cha
rro H，Pasadena S‐L ３着，Betsy Ross H３着
［子］ サイレンススズカ（94牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，宝塚記念‐Jpn1，

毎日王冠‐Jpn2，金鯱賞‐Jpn2，etc.，特別賞
ラスカルスズカ（96牡 ＊コマンダーインチーフ）４勝，天皇賞（春）‐Jpn1
２着，菊花賞‐Jpn1 ３着，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

コマンドスズカ（95牡 ＊コマンダーインチーフ）５勝，八瀬特別，稲荷特
別，湯浜特別，etc.

５代母 ラスカルラスカル Rascal Rascal（81 USA黒鹿 Ack Ack）USA４勝，Ha
il Hilarious S，BayMeadows Lassie S，Vallejo S３着
［子］ ベニーザディップ Benny the Dip（94牡 Silver Hawk）GB５勝，英ダ

ービー‐G1，ダンテＳ‐G2，ロイヤルロッジＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲稲原牧場＝平取町本町 �01457-2-2557
生 産 牧 場： ㈲稲原牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

986 ラーケン２０２１ 牡・黒鹿 ４／２８

＊

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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudラーケン ＊サンデーサイレンス

��
��
�スズカグレイス鹿 2014 ワキアオブスズカ

＊ワキア 9a
Halo M4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 レジェ（13黒鹿 ステイゴールド）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ソラネル（19牝黒鹿 ルーラーシップ）�出走
パンフィーリ（20牝青鹿 リオンディーズ）�地方未出走

２代母 ジャッキーテースト（01黒鹿 ＊カーネギー）４勝，立春賞，本栖湖特別２着，
クリスマスキャロル賞３着，�１勝
プレミアムテースト（08牡 ディープインパクト）２勝，金倉山特別３着
グレイスフラワー（09牝 ダイワメジャー）３勝，オクトーバーＳ，火打山特別，信

濃川特別３着，二本松特別３着，��２勝
ストライプ（18牝 ルーラーシップ）�２勝，クロッカスＳ‐L

サトノフェアリー（10牝 ディープインパクト）３勝，信夫山特別
ロジテースト（11牡 ダイワメジャー）２勝，�４勝�２勝�入着４回
アロマドゥルセ（14牝 ディープインパクト）３勝，生田特別，西海賞２着，淡路特

別２着，琵琶湖特別２着，兵庫特別２着，etc.
エクスプレッサー（17牡 スクリーンヒーロー）入着，�５勝

３代母 ＊ジャッキーマックス（82 IRE 芦 Sexton Blake）FR・USA５勝，P. des Bell
es Filles‐L

＊マックスファックス（90牝 Known Fact）USA４勝
シベリアンライオン（02牡 ＊マルターズライオン）３勝，伏竜Ｓ‐OP ３着，初

春賞３着，横手特別３着
＊マックスジーン（93牝 Cozzene）出走，USA11 勝，シープスヘッドベイＨ‐G2

（２回），ニューヨークＨ‐G2，ビウィッチＳ‐G3，etc.
フライバイペガサス（02牝 Fusaichi Pegasus）出走
マルヒロナッツオー（14牡 ＊パイロ）��５勝，平和賞３着

マクシマール（03牝 アグネスタキオン）１勝
アンジュジョリー（14牝 ＊タートルボウル）�２勝��４勝�入着，東京プ
リンセス賞，東京２歳優駿牝馬３着，金沢シンデレラＣ２着

ペッグエリーPeg Elly（94 牝 Dr. Carter）USA出走
レーイレアル Rey Real（08 牡 ChopperWon）VEN１勝，Copa Juan Aria

s‐L ３着

販売申込者・所有者： レースホース牧場㈱＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3734
生 産 牧 場： レースホース牧場㈱
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

987 レジェ２０２１ �・黒鹿 ５／２２
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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュレジェ ＊カーネギー

��
��
�ジャッキーテースト黒鹿 2013 ＊ジャッキーマックス

9e
ノーザンテースト S4×M5 Blakeney S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エルビーローズ（11黒鹿 ＊クロフネ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ローズピルグリム（15牝青鹿 ＊タイキシャトル）入着，��４勝
サンエイグレース（19牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��入着４回�

２代母 オープンエンド（07青鹿 ＊プリサイスエンド）不出走
アクティブボス（12牡 ＊バゴ）入着３回，�７勝
レイオブシャイン（18牡 ＊ダンカーク）��１勝

３代母 ショウワグローリー（90黒鹿 ホリスキー）��６勝
パープルタロー（98牡 フジキセキ）３勝，帆柱山特別２着
オースミヘネシー（02牡 ＊ヘネシー）５勝，柳都Ｓ，花園Ｓ，御陵特別，etc.，障害１勝
パープルパンチ（04牝 ＊マリエンバード）�１勝�７勝��３勝

オーミポルカ（13牝 キングヘイロー）入着，	１勝�
入着２回
ブラーブサージュ（18牡 マツリダゴッホ）��８勝，佐賀ユースＣ２着

４代母 ヘロイーダ（82黒鹿 ＊ハビトニー）３勝，清里特別
［子］ マチカネギョウセイ（93牡 ニツポーテイオー）３勝，保津峡特別，飯豊特

別３着
ヤマトメロディー（98牝 ＊エルハーブ）３勝，ＳＴＶ賞２着

５代母 サークルカマダ（76栗 ヒデチカラ）４勝，武蔵野Ｓ，牝馬特別，福寿草特別
［子］ サークルシヨウワ（85牝 モンテプリンス）２勝，クイーンＣ‐Jpn3

ツルギテンザン（81牡 ＊コインドシルバー）５勝，和布刈特別，熱田特別
［孫］ アンクルスーパー（97牡 ＊デインヒル）５勝，福島記念‐Jpn3 ２着，中京

記念‐Jpn3 ２着，大阪城Ｓ‐L ２着（２回），etc.，種牡馬
ベルウイナー（92牡 ニホンピロウイナー）７勝，関屋記念‐Jpn3 ２着，
ポートアイランドＳ‐OP，朱鷺Ｓ‐OP，etc.，障害１勝

エバービクトリー（91牡 アンバーシヤダイ）４勝，周防灘特別，恵庭岳特
別，二見ケ浦特別２着，etc.

ツルギシンプウ（89牡 サンシヤインボーイ）２勝，企救丘特別２着，北方
特別２着，濃尾特別３着

サークルメモリー（93牝 ＊エブロス）２勝，三国特別２着

販売申込者・所有者： 鵜木 唯義＝浦河町杵臼 �090-9087-3244
生 産 牧 場： 鵜木 唯義
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

988 エルビーローズ２０２１ �・黒鹿 ４／３０
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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューエルビーローズ ＊プリサイスエンド

��
��
�オープンエンド黒鹿 2011 ショウワグローリー

＊キングスサークル 1n
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ローズヘイロー（06鹿 キングヘイロー）�６勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（９）〕
ロチュス（13牝鹿 カンパニー）�１勝
シゲルベンガルトラ（14牡栗 ＊プリサイスエンド）３勝，青竜Ｓ‐OP（Ｄ1600）３着，

端午Ｓ‐OP（Ｄ1400）３着，昇竜Ｓ‐OP（Ｄ1400）３着，寒椿賞（Ｄ1400），さ
くらんぼ特別（芝 1200）２着，オキザリス賞（Ｄ1400）２着，袖ケ浦特別
（芝 1200）３着，なでしこ賞（Ｄ1400）３着

ブルベアノザワナ（15牡栗 タイムパラドックス）��２勝�１勝�
インプルーヴ（18牝栗 フリオーソ）���１勝・４勝
エコロヴィーガ（20牝栗 ＊ベストウォーリア）�未出走

２代母 ツジノローズ（97栗 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）１勝，�１勝
シルクロージネス（04牡 マーベラスサンデー）��３勝
スパークスフライ（08牡 ニューイングランド）１勝
リワードドルゴン（09	 スズカマンボ）
６勝�２勝
ローズファンタジア（10牝 ＊アサクサデンエン）��１勝�入着�
オランジェリー（11牡 マヤノトップガン）��９勝

３代母 ツジノライン（92栗 ＊オウインスパイアリング）出走

４代母 ツジノジヨオー（84栃栗 ＊ターゴワイス）３勝，相川特別，加治川特別３着
［子］ ナリタオンワード（94牡 ヤマニンスキー）３勝，伏拝特別２着

５代母 イーストサイド（69鹿 ＊パーソロン）６勝，中冬Ｓ，みちのくＳ，福島民報杯，
奥多摩特別
［子］ モガミチャンピオン（85牡 トウシヨウボーイ）６勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，

札幌記念‐Jpn3 ２着，新潟大賞典‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
アドマイヤゲイル（92牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ＮＺトロフィー４歳
Ｓ‐Jpn2 ３着，マーガレットＳ‐OP ２着，菜の花Ｓ‐OP ２着，etc.

［孫］ ニホンピロラック（88牡 ＊ラツキーソブリン）６勝，シンザン記念‐Jpn3
３着，クリスマスＳ‐OP，etc.，障害３勝，東京障害特別（秋）

［曾孫］ ミヤビランベリ（03牡 ＊オペラハウス）７勝，ＡＲ共和国杯‐G2，目黒記
念‐G2，七夕賞‐G3（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

989 ローズヘイロー２０２１ �・栗 ３／ ７

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

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

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローローズヘイロー ＊ロイヤルアカデミーⅡ

��
��
�ツジノローズ鹿 2006 ツジノライン

＊ビユーチフルドリーマー 12
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 レッドアランダ（14青鹿 ディープインパクト）入着３回，�１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊マンダララ（97 IRE 栗 Lahib）FR１勝
マンデシャMandesha（03牝 Desert Style）GB・FR６勝，ヴェルメイユ賞‐G1，ア

スタルテ賞‐G1，オペラ賞‐G1，コリーダ賞‐G2，P. Urban Sea‐L，etc.
マンドゥールMandour（09 牡 Smart Strike）GB・FR３勝，Gala S‐L，イ

スパーン賞‐G1 ３着，ドラール賞‐G2 ２着，ギシュ賞‐G3 ３着，種牡馬
マンダリMandali（04� Sinndar）FR２勝，P. de la Porte deMadrid‐L ３着，

FR障害６勝
ユアアイズオンリー（07牡 Dinyeper）�６勝
レッドベルフィーユ（10牝 アグネスタキオン）入着２回

レッドサイオン（16� ロードカナロア）�４勝，春興Ｓ，ｔｖｋ賞，スピカＳ
３着，アメジストＳ３着

レッドシェリール（11牝 ゼンノロブロイ）２勝
レッドアルマーダ（16� ロードカナロア）�３勝，ＨＴＢ賞，国分寺特別，二

王子特別，武庫川Ｓ３着
レッドラマンシュ（19牡 ロードカナロア）�１勝，フローラルウォーク賞３着，

こうやまき賞３着
レッドマジュール（12牝 ディープインパクト）３勝，新発田城特別２着，彦星賞２着

３代母 マディリヤMadiriya（87 IRE 栗 Diesis）GB・FR４勝，Galtres S‐L
マンディラクMandilak（94 牡 El Gran Senor）GB・FR・ITY８勝，P. di Lomb

ardia‐L，P. Ambrosiano‐L，エリントン賞‐G2 ３着
マンダールManndar（96 牡 Doyoun）GB・FR・USA４勝，マンハッタンＨ‐G1，

ＷＲターフクラシック‐G1，Fairway S‐L，etc.，種牡馬
マンダラMandara（03牝 Mark of Esteem）IRE１勝

トゥザマナーボーン To the Manor Born（10牝 Royal Kingdom）IND４勝，
Eve Champion Trophy‐LR，C. N. Wadia Gold Cup‐L ２着，
Eclipse S of India‐L ２着

マリディイナMaridiyna（05牝 Sinndar）不出走
セイントスティーヴン Saint Steven（13� Art Connoisseur）�ITY９勝，

Criterium dell'Immacolata‐L ２着

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

990 レッドアランダ２０２１ �・青鹿 ４／ ７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアレッドアランダ
＊ Lahib

��
��
�マンダララ青鹿 2014 Madiriya

9c
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 ＊レディルー（12 GER鹿 Samum）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
プロキシーファイト（19牡鹿 サトノアラジン）��入着

２代母 ラブーシュ La Bouche（95 GER鹿 In TheWings）FR・GER・ITY２勝，
P. Giovanni Falck‐L ２着
ラグランダム La Grande Dame（02牝 Monsun）GER１勝
＊ラブーム（03牝 Monsun）FR５勝，フィユドレール賞‐G3，フロール賞‐G3，P.

Panacee‐L，ジャンロマネ賞‐G1 ３着，コリーダ賞‐G2 ２着，etc.
リセエンヌ（13牝 ディープインパクト）２勝，国東特別２着
オーマイダーリン（17牝 ディープインパクト）�２勝，ローズＳ‐G2 ３着，三

木特別２着，城崎特別２着，西尾特別３着
ロームドニュイ L'Homme de Nuit（04 牡 Samum）GB・GER２勝，GB障害１勝
ラトゥールヌソル La Tournesol（05 牝 Samum）FR・GER３勝，P. du Carrous

el‐L ２着，Badener Steher Cup‐L ３着
ラヴアンドウォー Love andWar（07牝 War Blade）FR・GER１勝

３代母 ラメサ La Mesa（88 GB鹿 Sharpo）GER１勝，Idee Festa Rennen‐L
２着

４代母 レティシア Leticia（77 GER黒鹿 Caracol）GER３勝，独オークス‐G2，独１
０００ギニー‐G3，ドイツ牝馬賞‐G3 ２着，ルードヴィッヒゲーベルス記念‐G3 ２
着，ハルヴェスター大賞‐G3 ３着
［子］ レオナ Leona（86牝 Lagunas）GER４勝，ドイツ牝馬賞‐G3，Berber

is‐Rennen‐L，独オークス‐G2 ２着，etc.
レカナ Lekana（84牝 ＊イルドブルボン）GER３勝，Dusseldorfer Stut
enpreis‐L，独１０００ギニー‐G2 ２着，Junioren Preis‐L ２着，etc.

レオポルディナ Leopoldina（83牝 Beldale Flutter）GER２勝，Las Vega
s‐Slenderella‐Rennen‐L，Fruhjahrs‐Stuten Preis‐L ３着

［孫］ レオポルド Leopoldo（88牡 Windwurf）GER・SWI７勝，P. der Hotell
erie Baden‐Baden‐L，Hoffnungs Preis‐L ２着，P. der Stadt
Baden‐Baden‐L ３着，etc.，GER・SWI障害３勝

販売申込者・所有者： ㈲秋田牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2764
生 産 牧 場： ㈲秋田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

991 レディルー２０２１ 牡・鹿 ３／３０
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊

ザムーム Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�Samum Sacarinaレディルー ラブーシュ In TheWings

��
��
�La Bouche鹿GER 2012 La Mesa

16a
In TheWings M3×S4 Halo S4×S5 Sadler's Wells M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 レイバーリフォーム（16黒鹿 ルーラーシップ）入着
初仔

２代母 ワーキングウーマン（04黒鹿 フジキセキ）４勝
ディーセントワーク（11牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，�１勝�２勝�１勝
ワーキングプライド（12牝 ＊ハービンジャー）４勝，三面川特別，御室特別，粟島特

別，糺の森特別２着，四国新聞杯２着
ドンナラボリオーザ（18牝 エイシンフラッシュ）��２勝�２勝

３代母 ワーキングイオン（98栗 ＊ジェイドロバリー）１勝
ワーキングボーイ（03牡 ＊エンドスウィープ）５勝，藤森特別，太秦Ｓ２着，プラタ

ナス賞３着

４代母 ワーキングガール（88鹿 ＊パドスール）４勝
［子］ クラフトワーク（00牡 ＊ペンタイア）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，中山金杯

‐Jpn3，函館記念‐Jpn3，etc.
クラフトマンシップ（95牡 ＊フレンチグローリー）５勝，函館記念‐Jpn3，
函館記念‐Jpn3 ２着，中山金杯‐Jpn3 ２着，etc.

ラヴォランテ（05� ＊シンボリクリスエス）３勝，長良川特別，初咲賞３着
クラフトミラージュ（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，新緑賞３着

［孫］ トーセンナチュラル（12牝 メイショウサムソン）１勝，スイートピーＳ
‐LR ２着，湯浜特別３着

ナンヨーマーズ（14牡 ハーツクライ）１勝，いわき特別２着，白梅賞２着，
川俣特別３着

クロスザルビコン（17牡 フェノーメノ）�１勝，臥牛山特別２着，利尻特
別３着

スプリングガール（13牝 トーセンブライト）１勝，��２勝	５勝
入着
�，読売レディス杯２着，トレノ賞２着

［曾孫］ グローリアスカペラ（18牝 エピファネイア）�１勝，春菜賞３着

５代母 シヤダイワーデン（77栗 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ ダイナコスモス（83牡 ＊ハンターコム）４勝，皐月賞‐Jpn1，Ｒたんぱ賞

‐Jpn3，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

992 レイバーリフォーム２０２１ 牡・青鹿 ２／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴレイバーリフォーム フジキセキ

��
��
�ワーキングウーマン黒鹿 2016 ワーキングイオン

＊ナイトライト 22d
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 レッツグルーヴ（10栗 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（15）〕
トゥクトゥクボーイ（14牡黒鹿 ダノンシャンティ）�４勝
スウィング（17牡栗 ＊アイルハヴアナザー）���９勝
グルーヴィカグヤ（18牝栗 ディープブリランテ）��２勝

２代母 フィールグルービー（98鹿 ＊トニービン）出走
グルーヴィンハイ（03牡 ＊アフリート）３勝
ツルガオカランナー（05牡 ＊クロフネ）３勝，�１勝�
ハートビートソング（07牡 ゼンノロブロイ）５勝，目黒記念‐G2 ２着，青葉賞‐G2 ３

着，ブリリアントＳ‐L ２着，アンタレスＳ‐G3 ３着，ブラジルＣ‐LR ３着，etc.

３代母 ＊プレイヤーホイール（86 CAN栗 Conquistador Cielo）USA２勝，Natal
ma S‐L ２着
ストラティージクマヌーヴァー Strategic Maneuver（91 牝 Cryptoclearance）US

A５勝，メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，デムワゼルＳ‐G2，スカイ
ラヴィルＳ‐G2，etc.
イシグル Ishiguru（98牡 Danzig）GB・FR・IRE３勝，フライイングファイヴ

Ｓ‐G3，Belgrave S‐L，Richard H. Faught Memorial S‐L ２着，
種牡馬

キャットファイター Cat Fighter（00 牝 Storm Cat）USA３勝，ラカニャーダ
Ｓ‐G2，エルエンシノＳ‐G2 ３着，ルイヴィルＢＣＨ‐G2 ３着，etc.

シークレットサールム Secret Psalm（92牝 Cryptoclearance）USA出走
デロスビエントスDelosvientos（03� Siphon）USA８勝，ブルックリンＨ

‐G2，Fit To Fight S‐L，Gallant Fox H‐L，etc.
アシュフォードキャスル Ashford Castle（94 牝 Bates Motel）USA７勝，River

Downs BC H‐L，アシュランドマイルＳ‐G3 ２着，Pago Hop S‐L ２着，etc.
ミッショナリーMissionary（95 牡 Deputy Minister）USA８勝，Canterbury Derb

y‐L，Damascus H‐L，Kentucky Colonel S‐L，etc.，種牡馬
フォルナリーナ（96牝 Capote）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，対馬特別２

着，わらび賞２着
ダイワズーム（09牝 ハーツクライ）４勝，スイートピーＳ‐LR，松島特別，デ

イジー賞，etc.

販売申込者・所有者： 荒井ファーム＝日高町豊郷 �01456-7-2408
生 産 牧 場： 荒井ファーム
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

993 レッツグルーヴ２０２１ �・栗 ３／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandレッツグルーヴ ＊トニービン

��
��
�フィールグルービー栗 2010 ＊プレイヤーホイール

4g
トニービンM3×S4 Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5
Mr. Prospector S5×M5
価格： 購買者：



母 リキサンキャロル（06栗 ニューイングランド）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
ウールーズ（12牝鹿 ローレルゲレイロ）�１勝��入着４回��
セイプラウド（13牡青鹿 ローレルゲレイロ）��１勝
ブラックソーン（15牡黒鹿 ローレルゲレイロ）��１勝�３勝�１勝��
パープルツバメ（19牝鹿 フェノーメノ）�出走

２代母 ミアモーレ（01鹿 ＊コマンダーインチーフ）入着２回
スキールニル（07牡 サクラローレル）�１勝�入着４回�
モルフェメイト（08牝 ニューイングランド）１勝，�２勝

３代母 ＊カスパースカイゴールド（92 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
メジェール（97牝 ＊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，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
メジェルダ（13牝 ディープインパクト）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着，
りんどう賞２着

クロワラモー（07牝 スペシャルウィーク）３勝，宇治川特別，奥只見特別，ク
リスマスキャロル賞２着，etc.
オーパキャマラード（16牝 ＊ダンカーク）２勝，ＨＴＢ杯３着

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

フミノウインダム（03牡 フジキセキ）２勝，犬山特別，飯盛山特別３着

５代母 ＊ビバレジナ（79 USA鹿 His Majesty）USA出走
［子］ アストロゲート（89牡 Secretariat）２勝，青葉賞‐OP ２着，山吹賞，種牡馬

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

994 リキサンキャロル２０２１ 牡・黒鹿 ４／１６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ニューイングランド ＊クラウンフォレストリキサンキャロル ＊コマンダーインチーフ

��
��
�ミアモーレ栗 2006 ＊カスパースカイゴールド

20
Danzig S3×M5

価格： 購買者：



母 リコーマチルダ（13黒鹿 ゼンノロブロイ）��入着４回
〔産駒馬名登録数：１〕
リコーウージー（20牝鹿 ワンアンドオンリー）��出走

２代母 ブランシェリー（98鹿 ＊トニービン）２勝
ブライトウィーク（06牡 スペシャルウィーク）��２勝�入着２回
ウインフロレゾン（09牝 フジキセキ）２勝，大寒桜賞２着，燕特別３着

ベルフロレゾン（15牝 ＊クロフネ）１勝
スタッドリー（18牡 ＊ハービンジャー）�３勝，若葉Ｓ‐L ３着，千里山特別，

明石特別２着，天竜川特別２着，黄菊賞３着
シャトーブランシュ（10牝 キングヘイロー）４勝，マーメイドＳ‐G3，ローズＳ

‐G2 ２着，夕月特別，鳥栖特別，西海賞２着，etc.
ミスビアンカ（17牝 ロードカナロア）�３勝
ヴァイスメテオール（18牡 キングカメハメハ）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

‐G3，メトロポリタンＳ‐L
イクイノックス（19牡 キタサンブラック）�２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G2，日本

ダービー‐G1 ２着，皐月賞‐G1 ２着
リコーココヘッド（11牝 オンファイア）�２勝�１勝�１勝

３代母 メゾンブランシュ（89鹿 Alleged）５勝，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，浦安特別，
浦安特別２着
ブランディス（97� サクラバクシンオー）３勝，湯浜特別３着，障害６勝，中山グ

ランドジャンプ‐JG1，中山大障害‐JG1，優障害
オースミシュネル（99� ＊サンデーサイレンス）�13 勝，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2

３着，ステイヤーズＣ（２回），ステイヤーズＣ３着

４代母 ＊ブランシユレイン（82 FR芦 Nureyev）FR１勝
［子］ バルロワ Balleroy（88牡 Kaldoun）FR・USA４勝，ギシュ賞‐G3，ジャ

ンプラ賞‐G1 ２着，コンデ賞‐G3 ２着，種牡馬
エイシンビーナス（93牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1 ４着，シクラメンＳ‐OP ３着，山陽特別，etc.

ビクトリアスバイオ（95牝 ＊ヘクタープロテクター）２勝，りんどう賞

販売申込者・所有者： ㈱リコーファーム＝新冠町共栄 �080-6095-2006
生 産 牧 場： ㈱リコーファーム
飼 養 者： ㈱リコーファーム＝日高町平賀 �080-6095-2006

995 リコーマチルダ２０２１ 牡・黒鹿 ４／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊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リコーマチルダ ＊トニービン

��
��
�ブランシェリー黒鹿 2013 メゾンブランシュ

＊ブランシユレイン 16b
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ウマヤノニウシ（14芦 ＊ストリートセンス）��出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シークレットギア（18牡鹿 リーチザクラウン）���１勝��
ヤノニノキセキ（20牡芦 ＊キンシャサノキセキ）�地方未出走

２代母 キストゥクラウン（06芦 ＊クロフネ）１勝
フォーチュンラック（13牝 ゼンノロブロイ）�１勝
ラビングシーン（17牝 スピルバーグ）�２勝

３代母 ＊ファイナルキス（96 USA鹿 Danzig）１勝，フローラＳ‐OP ２着，りんどう
賞３着，�１勝

４代母 ＊クラシッククラウン（85 USA鹿 Mr. Prospector）USA４勝，フリゼットＳ
‐G1，ガゼルＨ‐G1，ベルダムＳ‐G1 ２着，ラフィアンＨ‐G1 ２着，テストＳ
‐G1 ３着，etc.
［子］ ＊ルールオブライト（95牡 Kris S.）３勝，立春賞，香取特別３着
［孫］ リーチザクラウン（06牡 スペシャルウィーク）４勝，マイラーズＣ‐G2，

きさらぎ賞‐G3，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
＊エーシンジーライン（05牡 Giant's Causeway）６勝，小倉大賞典‐G3，

朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，etc.，障害３勝，	入着，名古屋大賞典‐Jpn3
３着，種牡馬

クラウンプリンセス（04牝 スペシャルウィーク）７勝，ポートアイランド
Ｓ‐L，米子Ｓ‐L，小倉記念‐G3 ３着，etc.

＊エーシンエフダンズ（04牡 Forestry）５勝，オーシャンＳ‐G3 ２着，船
橋Ｓ，江差特別，etc.，�１勝	２勝
１勝�入着６回�

タマモグランプリ（07� ＊グランデラ）２勝，琵琶湖特別，香住特別２着，
淡路特別３着，etc.

シンシアズブレス（13牝 ダイワメジャー）１勝，羊ヶ丘特別２着，御在所
特別３着

スナークハーバー（04� ＊ボストンハーバー）入着，舞子特別２着，�５
勝	１勝

フルオブスターズ（13牝 ＊エンパイアメーカー）１勝，郡山特別３着

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

996 ウマヤノニウシ２０２１ �・芦 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スペシャルウィーク

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

��
��
�クラウンピース青鹿 2006 ＊クラシッククラウン

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleウマヤノニウシ ＊クロフネ

��
��
�キストゥクラウン芦 2014 ＊ファイナルキス

23b
クラシッククラウンS3×M4 Mr. Prospector S4×M5×M5
Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 オンザウインド（13鹿 ヴィクトワールピサ）�１勝�５勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ジュリエット（00 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・IRE・USA２勝，Give Tha
nks S‐L，Noblesse S‐L ２着，Finale S‐L ３着
ベストアンサー（07牡 アグネスタキオン）２勝，浦佐特別，稲村ヶ崎特別３着
ロザライン（09牝 ゴールドアリュール）�１勝
ジェットソング（10牡 マンハッタンカフェ）入着，�12 勝�
アロングマイハート（11牝 ダイワメジャー）�２勝
ヴィヴァント（12牝 ハーツクライ）�１勝��入着

フューリアス（18牡 ＊バトルプラン）�出走，�６勝��，サラブレッド大賞典２着，
北日本新聞杯２着，中日杯３着，石川ダービー３着，金沢ヤングＣｈ３着

ラブリージュリ（15牝 ジャングルポケット）��１勝�３勝
トロペジェンヌ（16牝 ブラックタイド）�	１勝��１勝

３代母 アルトゥアArutua（93 USA黒鹿 Riverman）不出走
プラトー Plato（97 牡 Lure）IRE・USA３勝，ベルモントレキシントンＳ‐G3 ２着，

種牡馬
ファーハ Farha（98牝 Nureyev）GB２勝

サザンルーラー Southern Ruler（16 牡 Saamidd）�IND１勝，Mysore Der
by‐LR，Breeders' Juvenile Colts' Championship‐LR ２着，Ban
galore 2000 Guineas‐LR ３着

ウォームウェルカムWarmWelcome（08牝 Motivator）不出走
ダニエルズフライアーDanielsflyer（14
 Dandy Man）�GB・IRE４勝，

Woodcote S‐L ２着

４代母 オールアロング All Along（79 FR鹿 ＊ターゴワイス）入着，GB・FR・USA
９勝，ロスマンズインターナショナル‐G1，凱旋門賞‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1，
ターフクラシックＳ‐G1，ワシントンＤＣ国際‐G1，etc.
［子］ ＊アロングオール（86牡 Mill Reef）FR２勝，グレフュール賞‐G2，シェー

ヌ賞‐G3，仏グランクリテリヨム‐G1 ２着，種牡馬
アルナキュール Arnaqueur（95 牡 Miswaki）FR３勝，P. Lord Seymour
‐L，エドゥヴィル賞‐G3 ２着，ラロシェット賞‐G3 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 山野牧場＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2660
生 産 牧 場： 山野牧場
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651

997 オンザウインド２０２１ 牡・青鹿 ４／２９
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

ネオユニヴァース

�
�
�
�
�

��
��

�ヴィクトワールピサ ＊ホワイトウォーターアフェアオンザウインド
＊ Sadler's Wells

��
��
�ジュリエット鹿 2013 Arutua

1d
サンデーサイレンス S3×M4 Sadler's Wells M3×S5 Halo S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 アリーヤ（10鹿 キングカメハメハ）��１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
デジデーリョ（17牡鹿 キングヘイロー）�１勝
スプリングメドウ（18牡鹿 シビルウォー）��６勝�，湾岸スターＣ（Ｄ1600），

東海ダービー（Ｄ1900）３着，駿蹄賞（Ｄ1800）３着

２代母 ノンストップラブ（98鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，大森浜特別２着
プリティジェンヌ（07牝 ＊タイキシャトル）�５勝�２勝
フルーツマウンテン（08牝 タニノギムレット）�８勝	

ハッピーマリーン（09牝 ＊タイキシャトル）３勝
プラチナウィンド（12牝 ＊チチカステナンゴ）�１勝�入着７回
ノットオンリー（14� ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，�	７勝
シュヴァルダムール（15� ＊フレンチデピュティ）�１勝��５勝

３代母 ノンストップレディ（90鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，木曽川特別２着，アカ
シヤＳ２着
ラブフォーエバー（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，堀川特別，ゴールデンサドル

Ｔ２着，東山特別２着，etc.
ロールオブザダイス（05牡 ＊トワイニング）６勝，平安Ｓ‐G3，etc.，���	入着

５回���，東京大賞典‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，etc.
ノンスタンダード（00牡 ＊ラムタラ）３勝，生田特別２着
フレンチマリー（06牝 ＊フレンチデピュティ）�１勝��３勝	入着，オパールＣ２着

４代母 ＊マガロ（80 USA黒鹿 Caro）USA４勝
［子］ タヤスツヨシ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー‐Jpn1，

Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
クーラウィン Coolawin（86牝 Nodouble）USA９勝，オーキッドＨ
‐G2，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G2，ビウィッチＳ‐G3，etc.

［孫］ シルヴァーラプソディ Silver Rhapsody（95牝 Silver Hawk）GB・FR
・GER２勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，ヨークシャーオークス‐G1
３着，英ジョッキークラブＳ‐G2 ２着，etc.

キューバンサンデイ Cuban Sunday（07� Benicio）AUS５勝，MRC
Heatherlie H‐L，MRCGalilee Series Final‐L ３着

販売申込者・所有者： 門別 正＝日高町富川西 �01456-2-0589
生 産 牧 場： 門別 正
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

998 アリーヤ２０２１ �・栗 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アグネスタキオン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アグネスフローラグランデッツァ

＊ Marju

��
��
�マルバイユ栗 2009 Hambye

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスアリーヤ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ノンストップラブ鹿 2010 ノンストップレディ

＊マガロ 1r
サンデーサイレンス S3×M3 ラストタイクーン S4×M4

価格： 購買者：



母 リトルダーリン（08黒鹿 ディープインパクト）３勝，蓬莱峡特別（芝 1800），西海
賞（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４）〕
フィニステール（17牡黒鹿 キングカメハメハ）�４勝，伊勢Ｓ（Ｄ1900），あやめ

賞（芝 1800）２着
グートアウス（19牡黒鹿 キングカメハメハ）�出走

２代母 エリモエクセル（95栗 ＊ロドリゴデトリアーノ）６勝，オークス‐Jpn1，府中
牝馬Ｓ‐Jpn3，マーメイドＳ‐Jpn3，中京記念‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn2 ３着，etc.
ユニバーサル（01牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，琵琶湖特別３着，桑折特別３着

ワールドフォーラブ（14牝 ディープインパクト）４勝，中京スポーツ杯，桑名
特別，鳥羽特別２着，中京スポーツ杯２着，マカオＪＣＴ２着，etc.

クリノアリエル（15牝 ディープインパクト）�２勝，大濠特別，千歳特別２着，
淀屋橋Ｓ３着，下関Ｓ３着，�６勝��

ハレクラニ（02牝 ＊ブライアンズタイム）出走
ブラックバード（12� ダイワメジャー）２勝，彦星賞，八代特別２着，鞍ケ池

特別２着，邁進特別３着，�１勝��入着
ダノンエクスプレス（06牡 アグネスタキオン）４勝，柏崎特別
エクセルワールド（13牡 ヴィクトワールピサ）入着２回，��１勝�２勝
ラストエクセル（17牝 ハーツクライ）�入着，�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.

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： ㈱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

999 リトルダーリン２０２１ �・鹿 ４／ ２
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアリトルダーリン ＊ロドリゴデトリアーノ

��
��
�エリモエクセル黒鹿 2008 ＊エリモファンタジー

1k
サンデーサイレンスM3×S4 Riverman M4×S5 Northern Dancer S5×M5
Lyphard S5×M5
価格： 購買者：



母 レイニータ（07栗 ＊アグネスデジタル）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－５（22）〕
レイオーロ（12牡栗 キングカメハメハ）�６勝
ロワール（13牝栗 アドマイヤムーン）�２勝
ララメンテ（14牝栗 ディープスカイ）��６勝
スパニッシュフライ（15牝栗 ＊バゴ）入着２回，�６勝
キョウワドライヴ（17牡栗 ＊カジノドライヴ）�２勝

２代母 ＊グッバイヘイロー（85 USA栗 Halo）USA11 勝，マザーグースＳ‐G1，ＣＣ
Ａオークス‐G1，ケンタッキーオークス‐G1，ハリウッドスターレットＳ‐G1，
ラスヴィルヘネスＳ‐G1，ラカニャーダＳ‐G1，デムワゼルＳ‐G1，チューラヴ
ィスタＨ‐G2，etc.
ウチュウニカガヤク（94牝 ＊ナスルエルアラブ）不出走

キョウワシンズイ（00牡 ＊サンシャック）入着８回，�２勝���，大阿蘇大賞
典３着

キングヘイロー（95牡 ＊ダンシングブレーヴ）６勝，高松宮記念‐Jpn1，中山記念
‐Jpn2，東京新聞杯‐Jpn3，東スポ杯３歳Ｓ‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，etc.，
種牡馬

キングアカデミー（97牡 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）１勝，春日山特別２着
ツルハチクィーン（98牝 ＊ラムタラ）出走

キョウワウォール（16牡 ベルシャザール）�１勝，八女特別２着，小倉城特別
３着，�１勝��

ツルハチキング（99牡 ＊フォーティナイナー）３勝，はなのき賞３着，もちの木賞３
着，�４勝���

キョウワノキリンジ（01牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝，ゆきつばき賞３着

３代母 パウンドフーリッシュPound Foolish（79 USA鹿 Sir Ivor）不出走
ランペイジングネイティヴ Rampaging Native（84 牡 Raise a Native）USA３勝，

Rushaway H，種牡馬

４代母 スクワンダー Squander（74 USA鹿 Buckpasser）USA３勝，ソロリティＳ
‐G1，Astoria S，Las Flores H２着

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522

1000 レイニータ２０２１ �・鹿 ３／１５

＊

ケイプクロス Green Desert

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Cape Cross

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

��
��
�BehkaraFR 鹿 2007 Behera

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawレイニータ
＊ Halo

��
��
�グッバイヘイロー栗 2007 Pound Foolish

8h
Danzig S4×M5 Sir Ivor M4×S5

価格： 購買者：



母 レオキラメキ（07黒鹿 ＊アルカセット）入着３回，��２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ラルムオブダリア（18牝鹿 ナムラタイタン）���３勝
パワースレイヴ（19牝栗 エスポワールシチー）���２勝

２代母 ユーワテイクワン（95青鹿 ＊ヒシマサル）１勝，芙蓉Ｓ‐OP ３着，長岡特別２着
レオシュガー（02牝 ＊トワイニング）１勝
レオエンジェル（03牝 ＊ムタファーウエク）�４勝
レオスマイル（04牝 トーホウエンペラー）１勝，��３勝
レオプログレス（05牡 ステイゴールド）３勝，九十九里特別，瓢湖特別，陣馬特別

２着，鹿野山特別２着，潮来特別２着，etc.，�２勝
アルメナーラ（08牝 ＊ルールオブロー）入着，�１勝��
ハチミツ（09牝 アドマイヤマックス）�１勝�３勝
ロッカビアンカ（11牡 スリーロールス）�１勝�３勝	入着４回

３代母 ＊トライアンフアンドジョイ（84 USA鹿 Mari's Book）USA出走
クイーンオヴトライアンフQueen of Triumph（89牝 King of the North）USA

５勝，ブシャーＨ‐G3，New York Stallion S‐R，マザーグースＳ‐G1 ３
着，etc.

リリースラッガー（97牡 ウイニングチケット）３勝，城崎特別３着，雪割草特別３着

４代母 レイディアブラ Lady Abla（72 ARG栗 Alsina）USA・ARG６勝，P. Cle
mente Benavides，P. Manuel F. Gnecco，P. Nereida３着
［子］ キュープコイズジョイ Cupecoy's Joy（79 牝 ＊ノーザリー）USA６勝，

エイコーンＳ‐G1，マザーグースＳ‐G1，Montauk S‐LR，etc.
［孫］ シシリアンボーイ Sicilian Boy（01牡 Senor Speedy）USA９勝，Kin

gston H‐R ２着
［曾孫］ スイートリッキー Sweet Ricky（98牡 Astudillo）USA・PAN５勝，Alex

M. Robb H‐R，New York Derby‐R，Mike Lee S‐R ２着
ウィンドブローズWind Blows（97牝 Senor Speedy）USA１勝，Ea
st View S‐R ２着

シークレットバンドル Secret Bundle（90 牝 ＊セクレト）USA１勝，K
entucky Breeders' Cup S３着

販売申込者・所有者： 若林 順一＝日高町庫富 �090-8426-7621
生 産 牧 場： 若林 順一
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

1001 レオキラメキ２０２１ 牡・青鹿 ５／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�アルカセット ＊チェサプラナレオキラメキ ＊ヒシマサル

��
��
�ユーワテイクワン黒鹿 2007 ＊トライアンフアンドジョイ

4h
Nureyev S4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 レアリサール（08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：地方－２（２）〕
ファッションガール（15牝栗 アドマイヤジャパン）�１勝
ミキコウジ（17牡黒鹿 トーセンホマレボシ）�１勝
シナノリオン（18�黒鹿 リオンディーズ）�地方未出走
コスモマスティフ（19牡栗 カレンブラックヒル）��入着

２代母 ナイスジュノー（91栗 ＊ナイスダンサー）出走
ガルシア（97牡 ＊セレスティアルストーム）��１勝
イブキリムジンオー（98牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，上賀茂Ｓ，加古川特別，鷹取

特別，釧路湿原特別，etc.，障害１勝，小倉サマージャンプ‐JG3 ２着，�１勝
ナイスドラゴン（00牡 マーベラスサンデー）��５勝
アドマイヤプラウド（04牡 ＊アフリート）�７勝	１勝
マサカーネ（05牝 ＊トワイニング）�１勝�
アマテラスAmateras（06 牝 ＊シルバーチャーム）KOR１勝

３代母 ミスデルモント（82栗 ＊ゲイルーザツク）�１勝
ニホンピロナーリー（89牡 ＊タツプオンウツド）４勝，京都記念‐Jpn2 ３着，白嶺

Ｓ，初霜特別，etc.，
２勝
アスクウルフ（93� ヤマニンスキー）１勝，障害１勝
アスクファンタジー（94牝 ＊トニービン）４勝，阿寒湖特別，湯川特別２着，古都Ｓ

３着，etc.
アスクジュビリー（00牡 ＊コマンダーインチーフ）５勝，若草Ｓ‐OP，下鴨Ｓ，

再度山特別，etc.
アイムゾンターク（02牝 ＊ブライアンズタイム）出走
トモロマイスター（07牡 マーベラスサンデー）２勝，二王子特別２着

シルクガーランド（95牝 ＊コマンダーインチーフ）入着２回
イシノイングランド（06牡 ニューイングランド）�２勝，ジュニアＧＰ２着

４代母 スピードハクセス（73栃栗 ＊ダイハード）��出走

５代母 チヤイナスピード（66栗 ＊チヤイナロツク）��，東京王冠賞，しらさぎ賞２
着，東京ダービー２着，関東オークス２着，クイーン賞３着

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1002 レアリサール２０２１ �・鹿 ４／ １
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayレアリサール ＊ナイスダンサー

��
��
�ナイスジュノー鹿 2008 ミスデルモント

＊チツプトツプ 4m
Roberto M3×S4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊レイクポンチャトレイン（12 USA鹿 Afleet Express）USA20 勝，Dance To Bristo
l S，Pink Ribbon S（２回），Hoist Her Flag S２着，Dashing Beauty S２
着，Hollywood GamingMahoning Distaff S２着，etc.
初仔

２代母 ハーモー二ーレイクHarmony Lake（03 USA鹿 Lucky Lionel）USA出走
ストームインザレイク Storm in the Lake（08� Stormin Fever）USA６勝
コンヴォイキャプテンConvoy Captain（10� Northern Afleet）USA４勝

３代母 コートニーレイクCourtney Lake（95 USA黒鹿 Meadowlake）USA入着３回
コンバスチョンCombustion（00� Explosive Red）USA１勝
フェイトテイクズアハンド Fate Takes a Hand（04牡 Tale of the Cat）USA４勝
ブリティッシュコロンビアBritish Columbia（05� E Dubai）USA９勝
チェロキーコーカスCherokee Caucus（06 牝 Cherokee Run）USA２勝
ディースマーティキャットD'smarty Cat（09� D'Wildcat）USA２勝
サイドバイサイドデルココ Sidebysidedelcoco（12� Pleasant Strike）USA１勝

４代母 ジェットアゼル Jetazelle（88 USA黒鹿 Tri Jet）USA４勝
［子］ チェロキーカントリー Cherokee Country（04 牡 Yonaguska）USA12 勝，

フォールハイウエイトＨ‐G3，Valley Forge S‐L，Anderson
Fowler S，etc.，種牡馬

ラナウェイジェット Runaway Jet（97� Runaway Groom）USA５勝，
Clever Trick S，Autobot S２着

レッツパント Let's Punt（99 牝 Rubiano）USA２勝
［孫］ ミニーパントMinnie Punt（06� Gold Fever）USA９勝，Kingston S

‐R，New York Stallion Spectacular Bid S‐R，West Point S
‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： Ｐｅｒｒｙ Ｍａｒｔｉｎ＝新ひだか町静内本町 �0146-42-2544
生 産 牧 場： 村上 欽哉
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

1003 レイクポンチャトレイン２０２１ �・鹿 ２／２５

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊

アフリートイクスプレス Afleet Alex

�
�
�
�
�

��
��

�Afleet Express Expanseレイクポンチャトレイン ハーモー二ーレイク Lucky Lionel

��
��
�Harmony Lake鹿USA 2012 Courtney Lake

2b
Mr. Prospector S4×S5×M5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 リジョウクラウン（08栗 ＊チーフベアハート）�６勝�１勝�入着���，若草賞
（Ｄ1800），園田プリンセスＣ（Ｄ1400），兵庫サマークイーン賞（Ｄ1700）３着（２回），
園田クイーンセレクション（Ｄ1400）３着，プリンセス特別（Ｄ1600）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ジョケツ（19牝栗 フリオーソ）��１勝

２代母 ターフオーシャン（94栗 ＊スキャン）１勝
ウエーブシチー（01牡 ＊ハンセル）入着２回，�１勝��
トーセンクルーズ（03牡 ステイゴールド）１勝
リンドカッチー（05牝 ＊リンドシェーバー）��２勝
エクセルチェイサー（07牡 キングヘイロー）��１勝�入着，北海優駿２着
シグラップヒラリー（14牝 ＊トビーズコーナー）��１勝	入着９回


３代母 カミノポイント（78鹿 ＊ネヴアービート）不出走
クイックワーカー（90牡 ＊ラツキーソブリン）３勝，�６勝�入着４回，新春ＧＰ２

着，ダイヤモンドＣ３着
カミノスルスミ（93牝 マルゼンスキー）入着

ダイワカーメル（01牡 フジキセキ）２勝，いちょうＳ‐L ２着，白山特別，山中
湖特別３着

チャレンジシチー（02牡 キングヘイロー）４勝，越後Ｓ２着，七重浜特別２着，
安芸Ｓ３着

フクシア（08牝 ゴールドアリュール）入着２回
ダモンデ（15牡 ＊プリサイスエンド）�８勝��２勝	１勝，南部駒賞，ハ
ヤテスプリント２着

４代母 オカクモ（65鹿 ＊ライジングフレーム）４勝，阪神牝馬特別２着，毎日杯２着，
牝馬特別‐OP，４歳牝馬特別‐OP
［孫］ ダイアナソロン（81牝 ＊パーソロン）５勝，桜花賞‐Jpn1，サファイヤＳ

‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，etc.，優３牝
［曾孫］ デーエスソロン（89牝 ＊ノーザンテースト）３勝，赤穂特別，長篠特別，

ＨＢＣ杯２着，etc.
チェリーテースト（91牝 ＊ノーザンテースト）３勝，エーデルワイスＳ，
八重桜賞

販売申込者・所有者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �090-1388-9993
生 産 牧 場： ㈱リトルブルーファーム
飼 養 者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �090-1388-9993

1004 リジョウクラウン２０２１ 牡・鹿 ２／１３

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahモンテロッソ ポルトロカ Barathea

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊ Chief's Crown

�
�
�
�
�

��
��

�チーフベアハート Amelia Bearhartリジョウクラウン ＊スキャン

��
��
�ターフオーシャン栗 2008 カミノポイント

＊星若 3
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5 Gold Digger M5×M5

価格： 購買者：



母 ロイヤルメジャー（14鹿 ダイワメジャー）３勝，周防灘特別（芝 1200），山陽特別
（芝 1200）２着，帆柱山特別（芝 1200）２着，ＳＴＶ杯（芝 1200）３着，ＵＨＢ杯
（芝 1200）３着，etc.
初仔

２代母 クリミナルコード（07鹿 Red Ransom）２勝
インテグリティー（13牡 アドマイヤムーン）２勝
ロジャージーニアス（15� ネオユニヴァース）１勝
クリムパルフェ（16牝 ナカヤマフェスタ）�１勝��３勝�

３代母 ＊クライム（96 USA黒鹿 Gulch）FR１勝
クライムシーン Crime Scene（03� Royal Applause）GB・AUS・UAE８勝，セ

ントサイモンＳ‐G3，Steventon S‐L，ＶＲＣメルボルンＣ‐G1 ２着
マラヴィータMalavita（06 牝 Singspiel）FR・CAN１勝

オールドバンチOld Bunch（12牡 Not for Sale）ARG・URU５勝，オトニョ賞
‐G2，ビセンテＬカサレス賞‐G2，ミゲルＦマルティネス大佐賞‐G2，etc.

４代母 パッシングヴァイス Passing Vice（90 USA鹿 Vice Regent）USA６勝，ベ
イメドーズオークス‐G3，ハリウッドスターレットＳ‐G1 ２着，デラウェアＨ
‐G2 ２着，プリンセスＳ‐G2 ３着，アーリントンメイトロンＨ‐G3 ２着，etc.

５代母 パッシングルック Passing Look（71 USA鹿 Buckpasser）USA４勝，Ta
ttling H３着，Pocahontas S３着
［子］ トランペッツブレアー Trumpet's Blare（87 牝 Vice Regent）USA９勝，

アーリントンワシントンラッシーＳ‐G1，Fairway Fun S‐L，
Poinciana H，etc.

インマイキャップ In My Cap（82牝 Vice Regent）USA８勝，Bison City
S‐LR，La Prevoyante S‐LR，Maple Leaf S‐LR，etc.

［孫］ ラージャズリヴェンジ Raja's Revenge（83牡 Raja Baba）USA６勝，
ジャイプールＳ‐G3，ナシュアＳ‐G3，ヤングアメリカＳ‐G1 ４着，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

1005 ロイヤルメジャー２０２１ �・鹿 ２／２４

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケロイヤルメジャー Red Ransom

��
��
�クリミナルコード鹿 2014 ＊クライム

16h
Halo M4×S5 Mr. Prospector S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ロッツオブラブ（13栗 ステイゴールド）��１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ティーファイブ（19牡栗 ＊アグネスデジタル）���３勝

２代母 ケイティラブ（04栗 ＊スキャン）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3，稲妻特
別，ＴＶユー福島賞３着，駿風Ｓ３着
マイネルエメ（15� ステイゴールド）１勝，こうやまき賞３着，��12 勝��

３代母 ウイニングリバー（93鹿 ＊ムーンマツドネス）�４勝
ロッコウパレス（98牡 ＊エブロス）��１勝
サカモトスキャン（99牝 ＊スキャン）�８勝
マイネルブルック（01牡 ＊スターオブコジーン）３勝，きさらぎ賞‐Jpn3，寒竹賞，

葉牡丹賞２着
シュルヴィーヴル（05牝 ＊スターオブコジーン）入着，�４勝�５勝	入着
トップレイスター（06牝 マヤノトップガン）��９勝
マイネルタイド（07牡 ＊マイネルラヴ）�６勝

４代母 ＊ビーマイフアイア（86 IRE 栗 Be My Guest）不出走
［子］ ビーマイナカヤマ（94牡 ＊エブロス）７勝，ガーネットＳ‐Jpn3（２回），etc.，


１勝��１勝��２勝１勝�１勝�入着，とちぎマロニエ
Ｃ‐Jpn3，朱鷺大賞典‐Jpn3，etc.，種牡馬

マイネルフォーグ（04牡 ＊スターオブコジーン）２勝，谷川岳Ｓ‐L，ＮＺ
トロフィー‐Jpn2 ２着，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.

マーブルステラ（98牝 ＊ゴールデンフェザント）２勝，別府特別２着
［孫］ ケイティブレイブ（13牡 アドマイヤマックス）３勝，ＪＢＣクラシック

‐Jpn1，etc.，�１勝��６勝	１勝�１勝，帝王賞‐Jpn1，川崎記
念‐Jpn1，etc.

ケイティマドンナ（16牝 サクラプレジデント）入着３回，��２勝，ロジ
ータ記念３着

５代母 ファイアアンドアイス Fire and Ice（76 FR栗 Reliance）FR出走
［曾孫］ ホンコンレジェンド Hongkong Legend（05� Mull of Kintyre）SWE

・DEN８勝，Copenhagen GoldenMile‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614

1006 ロッツオブラブ２０２１ 牡・鹿 ４／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� マンハッタンカフェ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サトルチェンジジョーカプチーノ フサイチコンコルド

��
��
�ジョープシケ芦 2006 ジョーユーチャリス

＊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ロッツオブラブ ＊スキャン

��
��
�ケイティラブ栗 2013 ウイニングリバー

＊ビーマイフアイア 1s
サンデーサイレンス S3×M3 Nijinsky S5×M5 Foreseer S5×M5

価格： 購買者：



母 ロードナイト（09鹿 ジャングルポケット）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ビルドアップ（18牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）���４勝
ハッピーオーラ（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）��１勝
カップケーキ（20牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 ローレルマロン（99栗 ＊フォーティナイナー）１勝
ラムセスジュベリー（07牡 キングヘイロー）�１勝��７勝�６勝�２勝�
ポッドマロン（12牝 ネオユニヴァース）�１勝���入着３回
オリジネイター（14牡 ＊エンパイアメーカー）入着，���17 勝
コパノマーボー（15牡 ＊ヘニーヒューズ）入着４回，��１勝�入着�
ビューティーラブ（18牝 エスポワールシチー）��１勝

３代母 ミルフォードスルー（88栗 ＊スルーザドラゴン）３勝，シンザン記念‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳Ｓ‐Jpn1 ３着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，etc.
ランフォザドリーム（94牝 ＊リアルシヤダイ）５勝，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，マーメイド

Ｓ‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２着，etc.
フィーユドゥレーヴ（01牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，フ

ィリーズレビュー‐Jpn2 ３着，キーンランドＣ３着
ヤマノランボー（06牡 ダンスインザダーク）１勝，浦佐特別３着
オウケンサクラ（07牝 ＊バゴ）３勝，フラワーＣ‐G3，桜花賞‐G1 ２着，天皇

賞（秋）‐G1 ４着，etc.
ヤマノウィザード（11牡 ディープインパクト）２勝，青葉賞‐G2 ３着，梅花賞，

�９勝

４代母 スピードキヨフジ（70鹿 ＊チヤイナロツク）��７勝
［孫］ キクノアポロ（06牡 ＊アジュディケーティング）６勝，ブリリアントＳ‐L，

仁川Ｓ‐L ３着，etc.，���出走，川崎記念‐Jpn1 ５着
［曾孫］ カネツフルーヴ（97牡 ＊パラダイスクリーク）６勝，��３勝�１勝	入

着，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，オグリキャップ記念‐Jpn2，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲石川牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2611
生 産 牧 場： ㈲石川牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1007 ロードナイト２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ２

＊

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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーロードナイト ＊フォーティナイナー

��
��
�ローレルマロン鹿 2009 ミルフォードスルー

＊チツプトツプ 4m
Seattle Slew S3×M5 Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4
Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊ロアジス（11 USA鹿 Medaglia d'Oro）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
テーオープラトン（17牡栗 ゼンノロブロイ）��４勝
アラメア（18牝鹿 ドゥラメンテ）��１勝
ブライトミニスター（19牡栗 ＊シニスターミニスター）��出走�１勝
アーティスティック（20牡黒鹿 ＊パイロ）�地方未出走

２代母 コーネリア（07鹿 ＊フォーティナイナー）不出走
＊グラブザフラッグ（12� Tapit）１勝，浄土平特別２着，唐戸特別２着，セントポー

リア賞３着
＊ソウルセイバー（15� ＊ストリートセンス）２勝

３代母 ＊キャットクイル（90 CAN鹿 Storm Cat）GB入着
ファレノプシス（95牝 ＊ブライアンズタイム）７勝，桜花賞‐Jpn1，秋華賞‐Jpn1，

エリザベス女王杯‐Jpn1，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優３牝，優古牝
アディアフォーン（06牝 ダンスインザダーク）３勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３

着，対馬特別３着
ラナンキュラス（07牝 スペシャルウィーク）２勝，フィリーズレビュー‐G2 ２

着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ４着，りんどう賞
アランダ（96牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，さざんか賞３着

ネイキッド（04牡 ＊フレンチデピュティ）５勝，エルムＳ‐G3 ２着，平安Ｓ
‐G3 ３着，ベテルギウスＳ‐OP ３着，etc.

サンデーブレイク（99牡 ＊フォーティナイナー）USA４勝，ピーターパンＳ‐G2，
ベルモントＳ‐G1 ３着，ウッドメモリアルＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

キズナ（10牡 ディープインパクト）６勝，日本ダービー‐G1，産経大阪杯‐G2，京
都新聞杯‐G2，etc.，FR１勝，ニエル賞‐G2，優３牡，種牡馬

４代母 パシフィックプリンセス Pacific Princess（73 USA鹿 Damascus）USA７
勝，デラウェアオークス‐G1，ヘムステッドＨ‐G2，メイトロンＳ‐G1 ２着，マ
スケットＨ‐G2 ２着，ガゼルＨ‐G2 ２着，etc.
［孫］ ナリタブライアン（91牡 ＊ブライアンズタイム）12勝，日本ダービー‐Jpn1，

有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，etc.，優２牡，年代表，優３牡，種牡馬

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

1008 ロアジス２０２１ �・栗 ３／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

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

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

＊

メダーリアドーロ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Medaglia d'Oro Cappucino Bayロアジス ＊フォーティナイナー

��
��
�コーネリア鹿USA 2011 ＊キャットクイル

13a
ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer S5×M5 Damascus M5×M5

価格： 購買者：



母 レッドスピリッツ（09黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
ユキノボタン（15牝栗 ＊グラスワンダー）�２勝��
ゴールドソウル（16牝栗 ジャングルポケット）��２勝
レッドシャリオン（17牝栗 ＊エイシンアポロン）�１勝�２勝，園田クイーンセレ

クション（Ｄ1400）３着
ギントアカ（19牡鹿 シルバーステート）�出走

２代母 ＊ドメーヌ（01 CHI 鹿 Hussonet）USA・CHI２勝，アルトゥロリオンペニャ賞
‐G1，サルバドルヘスリべロス大賞‐G2 ２着
ヴァインバッハ（08牝 アグネスタキオン）��１勝，平和賞

ティターヌ（16牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，市原特別
ヴェルメンティーノ（11牝 ダイワメジャー）３勝

３代母 ウォーカバウトWalkabout（88 CHI 鹿 Worldwatch）CHI１勝
プロムナードPromenade（98牝 Hussonet）CHI２勝

デラストラーダDella Strada（06牝 Della Francesca）CHI６勝，P. Socie
dad Hipica Luis Cousino‐L ２着

ラトローサ La Torrosa（07牝 Merchant of Venice）CHI２勝，ホセＳバエ
サ賞‐G3

ウエユスカ Hueyusca（02牝 Hussonet）CHI３勝，P. Lisimaco Jaraquemada
‐L，カルロスカンピノ賞‐G2 ２着，P. Victor Raby‐L ２着
エラスヴェローナ Hellas Verona（15牝 Interaction）�ARG５勝，ＣＥディ

スタフ‐G1 ３着，ロサリオジョッキークラブ賞‐G3 ３着
フアサンガ Huasanga（17牝 Suggestive Boy）�ARG３勝，ルシオタボルダ

賞‐G3 ３着

４代母 ノースビーチNorth Beach（82 CHI 黒鹿 Nobloys）CHI 出走
［孫］ マーキゼットMarquisette（96 牝 Memo）USA・CHI13 勝，カルロスＡ

ナバロ賞‐G2，P. As.Propiet. de F. S. de Carreras A. G.‐L，P. Ciu
dad de Santiago‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

1009 レッドスピリッツ２０２１ 牡・栗 ２／２８

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジレッドスピリッツ
＊ Hussonet

��
��
�ドメーヌ黒鹿 2009 Walkabout

2s
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ワンスアポンタイム（13鹿 サクラプレジデント）�２勝��
本馬の他に産駒あり

２代母 サクラエミリー（08栗 ＊タイキシャトル）不出走
スウィートセシル（14牝 ＊サウスヴィグラス）�４勝
スクワットゴールズ（15牝 ナカヤマフェスタ）�２勝�入着��
レモネード（18牝 マツリダゴッホ）�２勝

３代母 サクラヴィクトリア（99栗 ＊トニービン）２勝，秋華賞‐Jpn1 ２着，ローズＳ
‐Jpn2 ２着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，呉竹賞，��１勝，関東オークス‐Jpn3
サクラヴィッキー（04牝 ダンスインザダーク）��入着５回

サクラインザスカイ（09牡 ＊ワイルドラッシュ）４勝，初春Ｓ，etc.，�２勝�
７勝�入着��，トレノ賞，黒潮スプリンターズＣ２着，etc.

ノーブルサファイア（14牝 ＊サウスヴィグラス）��４勝�１勝，ノースクイー
ンＣ３着

エコロファルコン（18牡 ホッコータルマエ）�２勝，アプローズ賞２着
サクラヴィクトリー（09牡 タニノギムレット）２勝，石打特別，葉山特別３着，�

４勝�入着２回

４代母 サクラユスラウメ（94栗 サクラユタカオー）１勝
［子］ サクラボールド（07牡 ＊オペラハウス）３勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，八雲特別，

いわき特別，etc.，�３勝
［孫］ ラッキードリーム（18牡 ＊シニスターミニスター）���１勝�７勝�，

ＪＢＣ２歳優駿‐Jpn3，北海優駿，王冠賞，etc.
カプリフレイバー（17牡 ＊サウスヴィグラス）���７勝，川崎スパーキ
ングスプリント，優駿スプリント，船橋記念２着，etc.

アワジノサクラ（16牡 メイショウサムソン）��９勝�入着，白鷺賞２着，
はがくれ大賞典３着

コパノチャンス（13牡 ＊タイキシャトル）３勝，潮騒特別
サクラルーフェン（16牡 ＊アイルハヴアナザー）�３勝，苫小牧特別

販売申込者・所有者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121

1010 ワンスアポンタイム２０２１ 牡・青鹿 ３／１６
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エルコンドルパサー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サドラーズギャルサクラオリオン
＊ Danzig

��
��
�サクラセクレテーム黒鹿 2002 Secrettame

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーワンスアポンタイム ＊タイキシャトル

��
��
�サクラエミリー鹿 2013 サクラヴィクトリア

＊スワンズウツドグローヴ 16a
セダンフオーエバーM3×M5 Northern Dancer S4×S5 Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 エナジーワイルド（05芦 ＊カリズマティック）�１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（13）〕
ネオレグルス（13牡芦 アンライバルド）�１勝�入着３回
エナジーウェーブ（15牝栗 アンライバルド）�１勝�１勝��入着 12回
ヴァルラーム（16牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）���７勝
ミーアンザミニバー（18牝芦 ＊サウスヴィグラス）�３勝�
ウォーゲーム（20牡鹿 ＊デクラレーションオブウォー）�地方未出走

２代母 レグルスバンダム（95芦 マルゼンスキー）不出走
ピースオブレグルス（03牡 ＊ポリッシュパトリオット）１勝，わらび賞，瀬波温泉特

別２着，彦星賞２着，�３勝	入着，道営記念３着
プラチナチケット（04牝 テイエムオペラオー）	１勝�入着８回

３代母 スノートウシヨウ（82芦 トウシヨウボーイ）出走
バンダムマーフィー（92牡 タマモクロス）３勝，対馬特別，玄海特別３着

４代母 グレイトウシヨウ（74芦 ＊シルバーシヤーク）３勝
［子］ アテナトウシヨウ（81牝 トウシヨウボーイ）２勝，クイーンＣ‐Jpn3 ３着
［孫］ マチカネフクキタル（94牡 ＊クリスタルグリツターズ）６勝，菊花賞

‐Jpn1，京都新聞杯‐Jpn2，神戸新聞杯‐Jpn2，etc.，種牡馬
アサクサキャノン（87牡 ＊ノーザンディクテイター）３勝，セントライト
記念‐Jpn2 ２着，赤倉特別，ＮＳＴ賞２着，etc.

シンショウフジ（96牡 ＊ラシアンルーブル）��２勝，しらさぎ賞２着
ユウキエトワール（88牝 ＊ステイールハート）３勝，白藤Ｓ
マチカネテマリウタ（99牝 ＊フォーティナイナー）４勝，御影特別３着，
若菜賞３着

［曾孫］ テイエムアモーレ（08牝 ＊タイキシャトル）２勝，飛揚特別２着
ナゲッツ（14牝 ＊ベーカバド）
６勝��，加賀友禅賞２着
ケルソン（12牡 ＊タイキシャトル）�３勝	１勝�入着��，ゴールドジ
ュニア３着

販売申込者・所有者： 阿部 栄乃進＝厚真町浜厚真 �0145-28-2609
生 産 牧 場： 阿部 栄乃進
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1011 エナジーワイルド２０２１ 牡・栗 ４／１６

＊

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

＊ Summer Squall

�
�
�
�
�

��
��

�カリズマティック Bali Babeエナジーワイルド マルゼンスキー

��
��
�レグルスバンダム芦 2005 スノートウシヨウ

＊フロリースカツプ 3l
Lyphard S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ワイルドテイル（14青鹿 ＊ケイムホーム）�１勝��１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 オーマイクリス（07鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
シナノパワー（17牡 トゥザグローリー）���３勝
マイヴァルキリー（18牝 ＊マジェスティックウォリアー）��４勝

３代母 オーバルカット（00鹿 ＊エリシオ）不出走
ホワイトピルグリム（05牡 ＊クロフネ）５勝，金鯱賞‐G2 ３着，都大路Ｓ‐L ３着，

寿Ｓ，etc.

４代母 セシルカット（92栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，栗子特別
［子］ ピアチェヴォーレ（01牝 ＊オペラハウス）４勝，磐梯山特別，原町特別，

燕特別２着，etc.
ゴッドエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）３勝，仲春特別
リヴィエラブルー（04� ＊ホワイトマズル）２勝，瓢湖特別，九十九里特
別２着，南武特別３着，etc.

ジェシカ（99牝 ＊トニービン）３勝，原町特別
ゴダール（10� ＊ウォーエンブレム）３勝，舞鶴特別３着，妙高特別３着

［孫］ アイムユアーズ（09牝 ＊ファルブラヴ）５勝，フィリーズレビュー‐G2，
クイーンＳ‐G3（２回），ファンタジーＳ‐G3，etc.

トーセンアルニカ（10牝 メイショウサムソン）５勝，エリザベス女王杯
‐G1 ４着，迎春Ｓ，いわき特別，etc.

ジェシー（15牡 エイシンフラッシュ）４勝，西宮Ｓ，千里山特別，湯川特
別，etc.

ゼアブラヴ（14牡 ＊ファルブラヴ）１勝，万両賞３着，�２勝

５代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
［子］ エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2（２回），etc.，年代表，優古牝
［孫］ ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞

‐G2，etc.，UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

販売申込者・所有者： 鵜木 唯義＝浦河町杵臼 �090-9087-3244
生 産 牧 場： 鵜木 唯義
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1012 ワイルドテイル２０２１ 牡・鹿 ４／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアドミラブル ＊シンボリクリスエス

��
��
�スカーレット鹿 2014 グレースアドマイヤ

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayワイルドテイル ＊シンボリクリスエス

��
��
�オーマイクリス青鹿 2014 オーバルカット

＊パロクサイド 8f
サンデーサイレンス S3×M5 シンボリクリスエス S3×M3

価格： 購買者：



母 ＊アイアムトゥルー（04 USA鹿 Yes It's True）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－５（14）〕
アテーナ（09牝栗 デュランダル）�３勝��
ドラグレスク（10牡鹿 キングヘイロー）１勝
マイマイン（11牝栗 ジャングルポケット）��１勝��入着４回
トゥルームーン（12牝鹿 マツリダゴッホ）３勝，雪うさぎ賞（芝 1200）３着，�５勝��
ウインベラシアス（14牡栗 スクリーンヒーロー）１勝，�４勝
ネオトゥルー（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�２勝
ヨシノリッキー（19牝栗 コパノリッキー）��１勝

２代母 セイフティディポジト Safety Deposit（95 USA鹿 Deposit Ticket）USA出走
タックスコンシデレイションズTax Considerations（02 牝 Yes It's True）USA５勝
クワイアレイディChoir Lady（03牝 Songandaprayer）USA２勝
スノーバンク Snow Bank（06牝 Snow Ridge）USA１勝

３代母 ネリーフォーブズNellie Forbes（77 USA鹿 Secretariat）IRE１勝
＊イブニングエアー（82牝 J.O. Tobin）不出走

マルティマラMultimara（90牝 Arctic Tern）USA入着２回
インペリアルビューティ Imperial Beauty（96 牝 Imperial Ballet）GB・
FR４勝，アベイドロンシャン賞‐G1，Dubai World Trophy‐L，
York Summer S‐L，etc.

シャドーソング Shadow Song（02牝 Pennekamp）FR１勝
ヤンフェルメール Jan Vermeer（07 牡 Montjeu）GB・FR・IRE３勝，ク
リテリヨムアンテルナシヨナル‐G1，ガリニュールＳ‐G3，愛ダービー
‐G1 ３着，etc.，種牡馬

トゲザー Together（08 牝 Galileo）GB・IRE・USA３勝，Ｑエリザベス
二世チャレンジＣ‐G1，シルヴァーフラッシュＳ‐G3，英１０００ギニー
‐G1 ２着，etc.

＊アンシエントタイム（84牡 Nijinsky）FR・IRE３勝，Ballysax Race‐L，愛ダー
ビートライアルＳ‐G2 ２着，種牡馬

シティカリッジ City College（94 牝 Carson City）USA３勝，スカイラヴィルＳ
‐G2 ３着

販売申込者・所有者： 荒井ファーム＝日高町豊郷 �01456-7-2408
生 産 牧 場： 荒井ファーム
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

1013 アイアムトゥルー２０２１ �・鹿 ２／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊

イエスイツトルー Is It True

�
�
�
�
�

��
��

�Yes It's True Clever Moniqueアイアムトゥルー セイフティディポジト Deposit Ticket

��
��
�Safety Deposit鹿USA 2004 Nellie Forbes

9f
Northern Dancer S5×M5 Bold Ruler M5×M5

価格： 購買者：



母 アイシースズカ（00黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－３（21）〕
スズカアクシオ（08牡鹿 ラスカルスズカ）入着，�６勝
スズカアーサー（09牡鹿 ラスカルスズカ）１勝，潮騒特別（芝 1200）３着，�２勝

��１勝��
スズカアポロ（11牡黒鹿 キングカメハメハ）入着，�12 勝
スズカゴーディー（14牡黒鹿 スズカコーズウェイ）３勝，立川特別（Ｄ1400），天王寺

特別（Ｄ1400）２着，日吉特別（Ｄ1400）３着，大島特別（Ｄ1400）３着，��出走
スズカアーチスト（15牝黒鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝，日野特別（Ｄ1600）３着，

由比ヶ浜特別（芝 1400）３着
スズカビーチ（18牝黒鹿 スズカコーズウェイ）１勝
スズカアーム（19牝鹿 スズカコーズウェイ）�出走

２代母 ＊アイシングスズカ（92 USA鹿 Dayjur）１勝，北洋特別２着
アイラブスズカ（98牝 タマモクロス）２勝
ルンルンスズカ（99牝 ＊ラムタラ）１勝
アイライクスズカ（01牝 ＊ラムタラ）１勝，�３勝
サンレイアイシング（05牝 ラスカルスズカ）１勝
サンレイワイルド（08牡 ＊ワイルドラッシュ）１勝

３代母 アイシング Icing（73 IRE 鹿 Prince Tenderfoot）GB・IRE４勝，フィリー
ズマイル‐G3，Mullion S，アスコット１０００ギニートライアル‐G3 ２着
スノートップ Snowtop（83牝 Thatching）IRE３勝，Joe McGrath H‐L

ドゥルチャタDulceata（88 牝 ＊ルション）GB出走
マイボーイチャーリーMyboycharlie（05 牡 Danetime）FR・IRE・USA
４勝，モルニー賞‐G1，アングルシーＳ‐G3，愛ナショナルＳ‐G1 ３
着，種牡馬

スノードリフト Snowdrift（94 牝 Polish Precedent）FR入着
スノーランド Snowland（99牡 Snippets）AUS９勝，ＡＴＣザギャラクシ
ー‐G1，ＡＴＣトッドマンスリッパートライアル‐G2，ＡＴＣアップア
ンドカミングＳ‐G2，etc.，種牡馬

アルハレブ Al Hareb（86牡 El Gran Senor）GB３勝，英フュチュリティＳ‐G1，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲稲原牧場＝平取町本町 �01457-2-2557
生 産 牧 場： ㈲稲原牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

1014 アイシースズカ２０２１ 牡・鹿 ５／１４
ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormスズカコーズウェイ

＊
＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチリヴィエラ栗 2004 Actinella

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellアイシースズカ
＊ Dayjur

��
��
�アイシングスズカ黒鹿 2000 Icing

13e
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アドバンスクラーレ（07青鹿 サクラバクシンオー）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（14）〕
アドマイヤデライト（13牡黒鹿 アドマイヤムーン）２勝，伏拝特別（芝 1200），九

州スポーツ杯（芝 1200）２着
アドバンスクライ（14牡鹿 ＊ストリートセンス）��２勝�
グローバルステップ（16牡青鹿 ＊キンシャサノキセキ）��４勝
ホテルカリホルニア（17牡鹿 ゴールドアリュール）�入着８回，�６勝
アヴァンツァーレ（18牡黒鹿 ドゥラメンテ）���１勝�１勝
アルセニウス（19牡青鹿 ドゥラメンテ）�未出走

２代母 ヴァンドノワール（96青 ＊ヘクタープロテクター）１勝
ブラックエンブレム（05牝 ＊ウォーエンブレム）４勝，秋華賞‐Jpn1，フラワーＣ

‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ４着，きんせんか賞，葉牡丹賞３着
テスタメント（11牡 ディープインパクト）３勝，高湯温泉特別，いわき特別２

着，白井特別３着
ブライトエンブレム（12牡 ネオユニヴァース）２勝，札幌２歳Ｓ‐G3，弥生賞

‐G2 ２着，皐月賞‐G1 ４着
アストラエンブレム（13� ダイワメジャー）�７勝，ラピスラズリＳ‐L，谷川

岳Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L，新潟記念‐G3 ２着，エプソムＣ‐G3 ２着，etc.
ウィクトーリア（16牝 ヴィクトワールピサ）３勝，フローラＳ‐G2，ローズＳ

‐G2 ３着，オークス‐G1 ４着
アトリビュート（17牝 ディープインパクト）�２勝，三国特別，蓬莱峡特別２

着，オルフェーヴルＣ２着，宮崎特別２着，皆生特別３着
ピースエンブレム（06牝 ＊ウォーエンブレム）４勝，舞浜特別，ミモザ賞２着
ダノンオリエント（09牡 ハーツクライ）１勝
ホルボッシュ（11牡 ＊チチカステナンゴ）１勝，夏木立賞２着，ひめさゆり賞２着，

寒竹賞２着

３代母 ＊プリンセスデリーデ（81 GB鹿 Vaguely Noble）FR１勝，P. du Ranelagh
‐L ２着，フロール賞‐G3 ３着，P. Charles Laffitte‐L ３着
ドゥースフランスDouce France（89牝 Fabulous Dancer）FR６勝，P. Occita

nie‐L，P. de la Sorellina‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱那須野＝新冠町東泊津 �0146-47-4666
生 産 牧 場： 恵比寿興業㈱那須野牧場
飼 養 者： ナスノファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-4666

1015 アドバンスクラーレ２０２１ 牡・鹿 ４／１６

＊

＊
＊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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモアドバンスクラーレ ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ヴァンドノワール青鹿 2007 ＊プリンセスデリーデ

3c
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 アドマイヤジュエル（04黒鹿 アドマイヤベガ）入着２回
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（16）〕
ヴィットーリア（09牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝��入着
シーライオン（14牡黒鹿 ＊ファスリエフ）障害１勝，��１勝�入着
ゴールデンライオン（16牡鹿 ＊パイロ）２勝，加古川特別（Ｄ1800）２着，ラジオ福

島賞（Ｄ1800）３着，天白川特別（Ｄ1900）３着，濃尾特別（Ｄ1800）３着，瀬戸
特別（Ｄ1800）３着

キャツクレードル（17牝黒鹿 ローレルゲレイロ）��２勝�１勝
ディンゴ（18牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��８勝�１勝
ブルーインサニティ（19牡鹿 ビッグアーサー）���出走�２勝

２代母 スエヒロジョウオー（90鹿 トウシヨウペガサス）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1，きんせんか賞，優２牝
スエヒロコマンダー（95牡 ＊コマンダーインチーフ）７勝，鳴尾記念‐Jpn2，小倉大

賞典‐Jpn3，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，京都大賞典‐Jpn2 ２着，金鯱賞
‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

コウエイベラドンナ（96牝 メジロライアン）１勝，野路菊Ｓ‐OP ２着
マイネルロブスト（09牡 ＊ゼンノエルシド）２勝，クローバー賞‐LR，朝日杯フュー

チュリティＳ‐G1 ２着，京成杯‐G3 ２着，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，障害１勝
コウエイブルーム（98牝 ＊ウォーニング）１勝

グッドキララ（04牡 メジロライアン）５勝，佐世保Ｓ，宝ケ池特別２着，西部
日刊スポーツ杯２着，北摂特別３着，障害１勝

スエヒロサプライズ（00牝 ＊ラムタラ）出走
コウエイフラッシュ（06	 ＊コロナドズクエスト）４勝，黒埼特別，越後Ｓ２着，

プラタナス賞２着，山科Ｓ３着，長浜特別３着
イナズマローレル（01牝 ＊ピルサドスキー）３勝，檜原湖特別，ＴＶｈ賞３着

アルマワイオリ（12牡 マツリダゴッホ）２勝，朝日杯フューチュリティＳ‐G1
２着，ＮＺトロフィー‐G2 ３着，アーリントンＣ‐G3 ２着，バーデンバ
ーデンＣ‐L ３着，もみじＳ‐OP，etc.

イナズマイージス（03牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，対馬特別２着，利尻特別２
着，糸魚川特別３着

３代母 イセスズカ（82青鹿 マルゼンスキー）１勝

販売申込者・所有者： ㈲いとう牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2419
生 産 牧 場： ㈲いとう牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1016 アドマイヤジュエル２０２１ �・鹿 ３／ ７

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤベガ ベガアドマイヤジュエル トウシヨウペガサス

��
��
�スエヒロジョウオー黒鹿 2004 イセスズカ

＊メダリオン 3l
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アイアムエレガント（08黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝，障害１勝，��１勝��
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
アイアムサファイア（15牝青鹿 ＊ヨハネスブルグ）�２勝
ハタノビウガ（17牝栗 ＊アイルハヴアナザー）�１勝�

２代母 ＊フサイチエレガンス（95 USA栗 Rahy）不出走
ステルステクニック（00牡 フサイチコンコルド）��10 勝，若潮盃２着，平和賞３着
ビーボタンダッシュ（05牡 ＊クロフネ）１勝，�１勝�２勝	１勝��
，ファイナ

ルＧＰ，高知県知事賞２着，福山大賞典２着，大高坂賞３着
エロージュ（06牝 フサイチコンコルド）��３勝，トゥインクルレディ賞２着，ユ

ングフラウ賞２着，桜花賞３着，東京２歳優駿牝馬３着
マグニフィカ（07牡 ゼンノロブロイ）��７勝�１勝
�入着５回，ジャパンＤダ

ービー‐Jpn1，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ３着，京成盃グランドマイラーズ，東京湾
Ｃ，東京ダービー３着，etc.，ＮＡＲ優３歳

ラルゴスパーダ（10� ゼンノロブロイ）１勝，�８勝

３代母 イクスクルーシヴバード Exclusive Bird（88 USA栗 Storm Bird）USA８勝，
La Troienne S‐L，Thistledown Scarlet Carnation H，Queen BC S
３着
プライヴェトライアン Private Ryan（97� Quiet American）USA８勝，Native

Dancer S，John B.Campbell H‐L ２着，ボルティモアＨ‐G3 ３着
シーズイクスクルーシヴ She's Exclusive（01 牝 Pyramid Peak）USA１勝

シェーザローマンルーラー Sheza Roman Ruler（10 牝 Roman Ruler）USA２勝
フィエスティフィスト Fiesty Fist（19� Iron Fist）�USA２勝，D. S. S
hine Young Futurity‐R，Louisiana Legacy S‐R ３着

シーガル Sea Gull（06 牝 Mineshaft）USA２勝
イーグル Eagle（12 牡 Candy Ride）USA７勝，ベンアリＳ‐G3，Michael

G. Schaefer Memorial S‐L，Tenacious S，etc.，種牡馬
カタリーナクルーザー Catalina Cruiser（14 牡 Union Rags）USA７勝，パッ

トオブライエンＳ‐G2（２回），サンディエゴＨ‐G2（２回），トルーノース
Ｓ‐G2，種牡馬

ロイヤルフラッグ Royal Flag（16 牝 Candy Ride）�USA６勝，ベルダムＳ
‐G2，シュヴィーＳ‐G3，ターンバックジアラームＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

1017 アイアムエレガント２０２１ 牡・鹿 ３／１６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジアイアムエレガント
＊ Rahy

��
��
�フサイチエレガンス黒鹿 2008 Exclusive Bird

9a
Halo M4×M5 Glorious SongM4×S5 Alleged S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 アウレオーラ（10黒鹿 ダイワメジャー）１勝，障害１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
グリーンエンジェル（19牝黒鹿 トランセンド）出走，�地方未出走

２代母 シルクラジアンス（98鹿 ＊マイニング）３勝
ジーワンボーイ（07牡 フジキセキ）２勝
タガノインペーロ（13牡 ＊エンパイアメーカー）１勝

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

‐Jpn1 ３着，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.
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，etc.
ネオルミエール（12牡 ネオユニヴァース）１勝，いちょうＳ（重賞）‐L ２着，朝

日杯フューチュリティＳ‐G1 ４着
モエレアドミラル（02牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，アクアラインＳ，etc.，�５

勝，北海道２歳優駿‐Jpn3，サンライズＣ
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，etc.

４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.
［子］ シェルジンジャー Shell Ginger（94 牝 Woodman）IRE２勝，キラヴラ

ンＳ‐G3
ハウスバウンド Housebound（91牡 Pancho Villa）USA３勝，Friar
Rock S‐L，Woodstock S‐L

ヨーマンズポイント Yeoman's Point（96� Sadler's Wells）IRE・ITY
３勝，Challenge S‐L，カラＣ‐G3 ２着，GB・IRE障害４勝

［孫］ プレザントシークレット Pleasant Secret（97 牡 Pleasant Tap）CHI17
勝，イサベル二世杯‐G2，ラコーパ‐G3，ベラーノＡコウシニョＬ賞
‐G2 ２着（２回），etc.

販売申込者・所有者： 山野牧場＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2660
生 産 牧 場： 山野牧場
飼 養 者： �山野勝也ステーブル＝新冠町節婦町 �090-6000-2021

1018 アウレオーラ２０２１ �・鹿 ５／１０
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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケアウレオーラ ＊マイニング

��
��
�シルクラジアンス黒鹿 2010 ＊バウンドトゥダンス

13c
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 アムールエテルネル（07栗 ＊アルカセット）入着，�４勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（13）〕
ゴールドバリオス（13牡栗 マーベラスサンデー）�６勝�１勝
ムーンライトアリア（17牝栗 エスポワールシチー）��２勝�１勝
オーミテンペスト（18牡鹿 ＊ベーカバド）��２勝��入着４回
オーミルーナ（19牝栗 ナムラタイタン）�１勝

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
ローザレーヌ（06牝 マンハッタンカフェ）３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

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： ㈲三石ビクトリーファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-7367-8235
生 産 牧 場： 山本 和彦
飼 養 者： パッショーネ＝新冠町節婦町 �090-2433-5036

1019 アムールエテルネル２０２１ �・栗 ４／１４
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellゼンノロブロイ

＊
＊マイニング

��
��
�ローミンレイチェル黒鹿 2000 One Smart Lady

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�アルカセット ＊チェサプラナアムールエテルネル トウシヨウボーイ

��
��
�トウショウアイ栗 2007 アローキヨサチ

＊チツプトツプ 4m
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 エルメスショコラ（13鹿 アドマイヤムーン）�４勝
〔産駒馬名登録数：１〕
アヴェマリア（19牝鹿 コパノリッキー）�出走

２代母 エルメスグリーン（06鹿 アグネスタキオン）２勝
ハナサキ（14牝 ＊アイルハヴアナザー）２勝
シャンボールナイト（15� ＊ノヴェリスト）�２勝，障害１勝

３代母 エルメスティアラ（98鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
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，Ｎ

ＨＫマイルＣ‐G1 ５着，クロッカスＳ‐OP，etc.，�４勝
ワールドレーヴ（10牡 ＊ファンタスティックライト）３勝，札幌日経ＯＰ‐LR ３着，

陣馬特別，日野特別，etc.，�入着３回��
ホクラニミサ（11牝 ディープインパクト）２勝，デイジー賞
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
ディーグランデ（14� ディープインパクト）２勝，横津岳特別２着，��入着

４代母 ＊シンコウエルメス（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）出走
［子］ レイクトーヤ Lake Toya（02牝 Darshaan）GB・FR４勝，Gillies S

‐L，P. Caravelle‐L，Gillies S‐L ２着，etc.
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.

［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

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

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.

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

1020 エルメスショコラ２０２１ �・栗 ２／１８

＊

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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズエルメスショコラ アグネスタキオン

��
��
�エルメスグリーン鹿 2013 エルメスティアラ

＊シンコウエルメス 4n
サンデーサイレンスM4×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 アルトゥーナ（11黒鹿 ハーツクライ）１勝，白菊賞（芝 1600）２着
〔産駒馬名登録数：２〕
ジェイケイボス（19牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�入着

２代母 ＊インディアナカーヴ（96 USA黒鹿 A.P. Indy）５勝，蓬莱峡特別，三宮特別，
ガーベラ賞３着
インディドライバー（03牡 フジキセキ）２勝
フローラルカーヴ（04牝 アグネスタキオン）１勝，アネモネＳ‐L ２着，さざんかＳ

‐OP ３着
グランディフローラ（12牝 メイショウサムソン）２勝，睦月賞２着，高雄特別

２着，美濃特別２着，２０１５ＷＡＳＪ第１戦３着
インディーグラブ（08牡 ディープインパクト）１勝
エクセラントカーヴ（09牝 ダイワメジャー）６勝，京成杯オータムＨ‐G3，クイー

ンＣ‐G3 ３着，新潟日報賞，江の島特別
ブルームスベリー（17牝 ＊ハービンジャー）�２勝，日田特別２着，野島崎特別

３着，浜名湖特別３着

３代母 アンティ－クオ－クション Antique Auction（90 CAN黒鹿 Geiger Counter）
USA４勝，Star Shoot S‐L，Fanfreluche S‐R，MyDear S‐L ２着，
Glorious Song S‐R ２着，Bold Jill H‐L ３着

＊オステアアンティカ（95牝 A.P. Indy）不出走
アウトディスタンス（01牡 ＊カーネギー）１勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着

オークションキャットAuction Cat（97 牝 Storm Bird）不出走
キャットカトールズ Cat Quatorze（02 牝 Louis Quatorze）USA４勝，Lik

ely Exchange S
＊ネットオークション（98牝 Storm Bird）１勝，��２勝

コレクターアイテム（10牝 ハーツクライ）３勝，アルテミスＳ（重賞）‐L，阪神
ジュベナイルフィリーズ‐G1 ４着，鷹巣山特別，etc.

＊アンティックタイル（02牝 Fusaichi Pegasus）入着，�６勝�入着
メイショウアキシノ（09牝 デュランダル）２勝
メイショウケイメイ（16牝 ＊ワークフォース）�３勝，紅梅Ｓ‐L

＊ストーンウェア（12牡 Birdstone）５勝，若駒Ｓ‐LR ２着，福島民報杯‐L ３着，メ
イＳ‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： 山田 政宏＝日高町豊田 �01456-5-2064
生 産 牧 場： 山田 政宏
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

1021 アルトゥーナ２０２１ 牡・鹿 ３／２９

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスアルトゥーナ
＊ A.P. Indy

��
��
�インディアナカーヴ黒鹿 2011 Antique Auction

9f
A.P. Indy S3×M3 Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 アルデグロリア（10栗 ＊アルデバランⅡ）３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ネイチャーシップ（18牡芦 ゴールドシップ）�１勝，燧ヶ岳特別（芝 2600）３着
サザンフルーヴ（20牝栗 レーヴミストラル）��出走

２代母 イースタンロマン（94鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
テイクツーラン（99牡 ＊スターオブコジーン）１勝，須賀川特別２着
テイクツーソウル（00牡 ＊ソウルオブザマター）入着５回，�８勝��入着５回
サンセルマン（09牡 ＊ケイムホーム）３勝
カーリーズタイム（11牝 オレハマッテルゼ）�３勝
パルミエ（12牝 ＊ケイムホーム）�７勝
リベラリズム（14牝 ＊ストリートセンス）�１勝���入着５回

３代母 スズノグロリア（82鹿 マルゼンスキー）不出走
スズノキャサリン（86牝 アローエクスプレス）１勝

スズノクリエイター（92牡 ＊クリエイター）３勝，積丹特別，生田特別２着，青
嵐賞２着，etc.

オースミブルーム（98牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，国東特別３着，障害１勝
テンノヒーロ（00牡 ＊ハートレイク）�５勝，サラブレッドフレッシュＣ３着

レオターゲット（92牡 ＊リヴリア）１勝，アイビーＳ‐OP ３着，樅の木賞２着，
��１勝

４代母 キリハヤテ（74鹿 ＊テスコボーイ）５勝，牝馬特別，新春牝馬特別，若竹賞
［子］ ナカノハヤテ（88牡 ＊マナード）３勝，中日スポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，

ひめゆりＳ，さわらび賞
ライトスラツガー（80牡 ＊シルバーシヤーク）４勝，橿原特別，御在所特
別，�５勝，新春ＧＰ，etc.

アイアビラー（90牡 ＊フオテイテン）５勝，白川特別，赤倉特別，和布刈
特別２着，etc.

シンワティターン（92牡 メジロテイターン）３勝，白鷺特別
ホーワスター（81牡 ＊シルバーシヤーク）１勝，����	８勝，川崎記
念３着

［孫］ ダンツライナー（99
 ニホンピロウイナー）３勝，九重特別，仲秋特別３着

販売申込者・所有者： 元茂牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3662
生 産 牧 場： 元茂牧場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

1022 アルデグロリア２０２１ 牡・栗 ４／ ５

＊

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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アルデバランⅡ Chimes of Freedomアルデグロリア ＊ブライアンズタイム

��
��
�イースタンロマン栗 2010 スズノグロリア

＊デツキテニス 3o
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊アクアシャンデリア（08 IRE 芦 Galileo）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（２）〕
レッドルーク（15牡鹿 オルフェーヴル）入着２回，�２勝
レッドサーシャ（17牝栗 スピルバーグ）１勝
レガーミ（19牝芦 ハーツクライ）�１勝

２代母 ＊ショウダウン（99 GB芦 Darshaan）GB入着
レッドリーガル（12牡 ＊ファルブラヴ）３勝，鷹ケ峰特別
レッドエルディスト（13牡 ゼンノロブロイ）２勝，青葉賞‐G2 ２着，神戸新聞杯

‐G2 ３着，大寒桜賞
レッドアルジーヌ（15牝 ハーツクライ）２勝
レッドルーヴル（16牝 レッドスパーダ）３勝，西海賞，英彦山特別，太宰府特別２

着，胎内川特別２着，飯盛山特別２着，etc.

３代母 ラストセカンド Last Second（93 IRE 芦 Alzao）GB・FR・IRE４勝，英ナッソ
ーＳ‐G2，サンチャリオットＳ‐G2，愛パークＳ‐G3，コロネイションＳ‐G1 ２着
アプローチ Approach（00牝 Darshaan）GB・FR・USA３勝，Ballymacoll Stu

d S‐L，ギャラクシーＳ‐G2 ２着，メイヒルＳ‐G3 ２着
ミダースタッチMidas Touch（07牡 Galileo）GB・FR・IRE・AUS２勝，愛

ダービートライアルＳ‐G2，愛ダービー‐G1 ２着，英セントレジャー
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

コロネット Coronet（14 牝 Dubawi）GB・FR・IRE６勝，サンクルー大賞
‐G1，ジャンロマネ賞‐G1，ミドルトンＳ‐G2，etc.

イントリーグド Intrigued（02牝 Darshaan）GB・FR・GER１勝，Chalice S
‐L ３着，Pinnacle S‐L ３着
キュリアスマインドCurious Mind（10牝 Dansili）GB１勝
ガリレオクロームGalileo Chrome（17牡 Australia）GB・IRE４勝，英
セントレジャー‐G1，Yeats S‐L，種牡馬

オーシールールズ Aussie Rules（03 牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・USA４勝，
仏２０００ギニー‐G1，シャドウェルターフマイルＳ‐G1，サマーヴィルタタソー
ルＳ‐G3，etc.，種牡馬

グースベリーフールGooseberry Fool（09 牝 Danehill Dancer）GB・FR・IRE・
GER・SWE１勝，シルヴァーフラッシュＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲米田牧場＝新ひだか町三石西蓬莱 �0146-33-2156
生 産 牧 場： ㈲米田牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

1023 アクアシャンデリア２０２１ 牡・芦 ３／２６

＊

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

＊

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaアクアシャンデリア
＊ Darshaan

��
��
�ショウダウン芦IRE 2008 Last Second

9c
Northern Dancer M4×S5 Shirley Heights M4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 アースウィンド（11青鹿 ディープスカイ）１勝，きんもくせい特別（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（20）〕
アースグロウ（15牝鹿 オルフェーヴル）��４勝�２勝�14 勝��，だるま夕日賞

（Ｄ1600）３着，黒潮スプリンターズＣ（Ｄ1300）３着，二十四万石賞（Ｄ1900）３着
ブルーグローブ（16牝黒鹿 オルフェーヴル）１勝，サフラン賞（芝 1600）３着
ファインバーグ（19牡青鹿 シルバーステート）�１勝

２代母 ベストオブチャンス（01鹿 サクラローレル）�２勝��５勝
ビップセレブアイ（08牡 ゼンノロブロイ）３勝，エクセル浜松開設記念３着
デンコウチャレンジ（09牝 マンハッタンカフェ）�13 勝�１勝�，兵庫クイーンＣ２着
メイショウハバネラ（14牝 ＊アイルハヴアナザー）１勝
メイショウモチヅキ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）入着２回，��３勝�１勝
メイショウランブ（18牝 マツリダゴッホ）��２勝

３代母 サガミコトブキ（84鹿 ＊ノーザンアンサー）３勝，すずかけ賞‐OP ２着，新春
４歳牝馬Ｓ‐OP ３着，白百合賞
グランドシンゲキ（90牡 カネミノブ）３勝，アーリントンＣ‐Jpn3，シンザン記念

‐Jpn3 ３着，千両賞
プロスペリオス（93牝 バンブーアトラス）出走

タガノシャンハイ（02牡 ＊シャンハイ）２勝，花背特別，�２勝�
ファイヤエンブレム（94	 メジロライアン）３勝，医王寺特別，文知摺特別
ノボママ（96牝 ニホンピロウイナー）３勝

ヤサカファイン（06牡 ブラックタキシード）��８勝
�入着２回�，東京盃
‐Jpn2 ２着，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ２着，アフター５スター賞，etc.

リュウキュウスター（97牡 ＊オジジアン）２勝，ニセコ特別２着

４代母 ロニイ（74鹿 ＊シルバーシヤーク）２勝
［子］ サガミテイオー（82牡 ＊ブレイヴエストローマン）４勝，エプソムＣ

‐Jpn3 ２着，立川特別，りんどう賞，種牡馬
サガミリンドウ（81牝 シンザン）２勝，黄菊賞
サガミジヨーブ（86牡 ＊ハードツービート）３勝，青葉城特別２着
サガミタイクーン（89牡 ＊ワツスルタツチ）１勝，清津峡特別２着

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522

1024 アースウィンド２０２１ �・青鹿 ４／ ９
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビアースウィンド サクラローレル

��
��
�ベストオブチャンス青鹿 2011 サガミコトブキ

＊カデンザゼセカンド 8f
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 オグリピンキー（98鹿 ＊トニービン）出走
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－11（40）〕
オグリキラーズ（02牡鹿 ＊リンドシェーバー）�５勝
ガッツマン（04牡鹿 ダイタクリーヴァ）�２勝
オグリコウチャン（05牡鹿 ＊コマンダーインチーフ）�１勝
オグリスター（06牝黒鹿 ＊スターオブコジーン）�１勝
オグリピンク（08牝鹿 ＊タップダンスシチー）�８勝����
オグリアミーガ（09牝鹿 ＊スキャン）�２勝
オグリサンキュー（10牝鹿 ＊ティンバーカントリー）�３勝�入着
オグリガール（11牝鹿 スマートボーイ）�７勝
コウザンヒキリ（12牡鹿 カネヒキリ）入着，��３勝	４勝，仙酔峡賞（Ｄ1750），

すみれ賞（Ｄ1800）２着，長月賞（Ｄ1750）２着，御船山賞（Ｄ1800）３着，師
走賞（Ｄ1800）３着，耶馬溪賞（Ｄ1400）３着

クリップスプリンガ（14牡鹿 キングヘイロー）１勝，�２勝
ピンキーポップ（18牝黒鹿 ＊ベーカバド）�２勝
インセイン（20牡鹿 ゴールドアクター）
��入着

２代母 オグリローマン（91芦 ＊ブレイヴエストローマン）１勝，桜花賞‐Jpn1，チュ
ーリップ賞‐Jpn3 ２着，�６勝，ジュニアＧＰ，ゴールドウイング賞，プリンセ
ス特別，etc.
オグリロマンス（96牝 ＊ノーザンテースト）２勝
オグリデンセツ（97牡 ＊ジェネラス）１勝
オグリホット（03牡 ＊タバスコキャット）入着，青島特別３着，�10 勝�１勝���，

ウイナーＣ，ＯＲＯＣ３着，阿久利黒賞３着
ロマンシエール（05牝 ＊アグネスデジタル）２勝

ステイパーシスト（13� ステイゴールド）４勝，阿寒湖特別，グッドラックＨ，
出雲崎特別，サンシャインＳ３着（２回），グレイトフルＳ３着

ローズテソーロ（16牝 ハーツクライ）３勝，蛍池特別，両津湾特別

３代母 ホワイトナルビー（74芦 ＊シルバーシヤーク）�４勝
オグリキャップ（85牡 ＊ダンシングキヤツプ）12勝，有馬記念‐Jpn1（２回），安田記念

‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1，毎日王冠‐Jpn2（２回），高松宮杯‐Jpn2，ＮＺト
ロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，�10 勝，優３牡，特別賞，年代表，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ヤマタケ牧場＝新冠町高江 �0146-47-2634
生 産 牧 場： ㈲ヤマタケ牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1025 オグリピンキー２０２１ 牡・鹿 ４／ ７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊
＊カンパラ

�
�
�
�
�

��
��

�トニービン Severn Bridgeオグリピンキー ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�オグリローマン鹿 1998 ホワイトナルビー

＊シユリリー 7d
Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 イイデステップ（08鹿 ＊ファンタスティックライト）３勝，秩父特別（芝 2000），
糺の森特別（芝 1800）２着，十勝岳特別（芝 1800）２着，調布特別（芝 1800）３着，
逢坂山特別（芝 1800）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：４〕
ベアキング（20牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�未出走

２代母 パレガルニエ（00鹿 ＊シアトルダンサーⅡ）��４勝�入着，東京２歳優駿牝
馬，鎌倉記念
イイデジャスト（10牝 リンカーン）�９勝��入着２回
イイデフューチャー（11牡 アドマイヤジャパン）３勝，春日山特別，遠刈田特別，

国東特別２着，鳥栖特別２着，英彦山特別３着
イイデメモリー（14牝 ゴールドアリュール）１勝
ヒルノマリブ（17牝 ゴールドアリュール）２勝，紅梅Ｓ‐L，すずらん賞‐OP ２着，

白菊賞３着

３代母 ダービーベター（91黒鹿 ＊キンググローリアス）２勝，香取特別３着，中ノ岳
特別３着
プラスアルファ（99牝 ＊スリルシヨー）��１勝
ビューティフォーム（01牝 ＊リンドシェーバー）１勝，�３勝
スパークプラネット（03牝 ウイングアロー）��３勝
ティアップキセキ（06牝 ダンスインザダーク）�１勝
ティアップビギン（07牡 アグネスフライト）�６勝�入着２回��
ヤマトダービー（09牝 ＊タイキシャトル）��１勝

４代母 ダービーナイト（78黒鹿 ＊シヤイニングナイト）��８勝，クイーン賞，しら
さぎ賞３着
［子］ ダービーラウンド（85牡 グレートダービー）��10 勝�５勝�入着，川崎

記念２着
サンシスイメイ（94牝 ＊ゲイメセン）��８勝

５代母 ＊サンルプローシユ（65 GB鹿 Above Suspicion）GB入着
［孫］ サレルノ Salerno（81牡 Roger's Dandy）ARG５勝，P. Carlos Gardel

‐L ２着，P. Cocles‐L ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 山岡ファーム＝新冠町西泊津 �090-2698-9011
生 産 牧 場： 山岡ファーム
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1026 イイデステップ２０２１ 牡・栗 ３／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodイイデステップ ＊シアトルダンサーⅡ

��
��
�パレガルニエ鹿 2008 ダービーベター

＊サンルプローシユ 2i
Halo S4×S5×M5 Nijinsky M4×M4

価格： 購買者：



母 イケノナイン（06栗 ＊ジェリ）入着，�５勝��３勝�，平和賞（Ｄ1600）２着，
リリーＣ（Ｄ1000）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（29）〕
イケノパシスタ（13牝鹿 ブラックタイド）�５勝��１勝�３勝
イケノアサ（14牝栗 ＊カジノドライヴ）�２勝��１勝�８勝��
カイジンファルコン（15牝栗 スマートファルコン）�５勝��１勝
シゲルメイオウセイ（17牡鹿 アッミラーレ）入着，��１勝
ナックファルコン（19牡栗 スマートファルコン）���２勝

２代母 ピンクジュエル（01鹿 ＊ジェイドロバリー）�２勝
ノーブルブラッド（07牡 ブラックタキシード）�１勝��６勝	

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

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

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

賞，すみれ賞，etc.
クロフネマンボ（04牝 ＊クロフネ）入着３回，��２勝

ガルボマンボ（19牡 ガルボ）��５勝�１勝，高知優駿，土佐春花賞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.

販売申込者・所有者： 池添 安雄＝日高町庫富 �01456-7-2211
生 産 牧 場： 池添 安雄
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

1027 イケノナイン２０２１ 牡・栗 ４／１０

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

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

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊ Theatrical

�
�
�
�
�

��
��

�ジェリ Garimpeiroイケノナイン ＊ジェイドロバリー

��
��
�ピンクジュエル栗 2006 ＊リーガルウェイズ

5f
Mr. Prospector S4×M4×M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5×M5
Special M5×M5
価格： 購買者：



母 イシノエストック（04鹿 ＊タバスコキャット）��３勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（19）〕
リアルファイト（14牡黒鹿 ＊ファスリエフ）��３勝�４勝
マアトコウボウ（15牡黒鹿 スズカマンボ）��２勝�１勝�
バイオレットブーケ（16牝鹿 キングヘイロー）�１勝
カトゥール（17牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）��７勝�，園田ユースＣ（Ｄ1400）３着
アーバンヒーロー（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）�１勝
ライブリバンバン（19牡鹿 トゥザワールド）��１勝
ビーハーモニ（20牝栗 コパノリッキー）��入着

２代母 ＊イクスプロアー（91 USA鹿 Mr. Prospector）不出走
アドマイヤギンガ（99牡 Gilded Time）	４勝
ローレルエスパー（00牝 ＊ブライアンズタイム）	５勝
シルクアワード（01牝 ＊スピニングワールド）入着２回，�１勝

ディオーネプリンス（16牡 ロジユニヴァース）入着２回，燧ヶ岳特別３着，障
害１勝

ローレルソヒール（07牡 アドマイヤマックス）入着，��３勝

３代母 ヴェルーシュカVeroushka（73 USA栗 Nijinsky）USA入着５回
ブロードウェイリヴュー Broadway Review（78牡 Reviewer）USA10 勝，Alu

mni H３着
ルーセンス Lucence（79牡 Majestic Light）USA７勝，サンマルコスＨ‐G2，ラ

ウンドテイブルＨ‐G2，Exceller S，etc.，種牡馬
ファインド Find（82牝 Mr. Prospector）USA３勝，Colleen S３着

ディスカヴァーDiscover（88 牡 Cox's Ridge）USA９勝，スティーヴンフォ
スターＨ‐G3，フェアマウントダービー‐G3，Thistledown Breeders' C
up H‐L，etc.，種牡馬

ギルドGild（86 牝 Mr. Prospector）USA３勝，ガーデニアＳ‐G2，デムワゼルＳ
‐G1 ３着
ポーカーブラッド Poker Brad（98
 Go for Gin）USA９勝，Mt. Rainier H

‐L（２回），Independence Day H，PortlandMeadowsMile H，etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

1028 イシノエストック２０２１ 牡・鹿 ４／ ５
＊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

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�タバスコキャット Barbicue Sauceイシノエストック
＊ Mr. Prospector

��
��
�イクスプロアー鹿 2004 Veroushka

3e
Mr. Prospector M3×S4 Halo S4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 エレガントテソーロ（15鹿 ハーツクライ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
フェイスイースト（20牝鹿 ＊ノヴェリスト）�地方未出走

２代母 ＊ニライカナイ（04 IRE 鹿 Montjeu）出走
マグメル（09牡 ゴールドアリュール）２勝，鹿野山特別２着，�１勝�
ティマイオス（12牡 ゼンノロブロイ）�３勝
ペイドゥレーヴ（14牝 ダノンシャンティ）��１勝��入着３回
ガンガラー（16牝 ヴィクトワールピサ）�１勝��入着２回
ハヤブサユートピア（18牡 フェノーメノ）１勝

３代母 タマリーヤTamariyya（98 IRE 鹿 Alzao）不出走

４代母 タズミーンTazmeen（86 IRE 鹿 Darshaan）不出走
［子］ タワシラ Tawasila（97 牝 Turtle Island）FR１勝，P. Charles Laffitte‐L

５代母 セーガヴィル Sega Ville（68 FR鹿 Charlottesville）FR２勝，フロール賞，
クロエ賞２着
［子］ トップヴィル Top Ville（76 牡 High Top）FR６勝，仏ダービー‐G1，

リュパン賞‐G1，ギシュ賞‐G3，etc.，種牡馬
［孫］ タジューン Tajoun（94� General Holme）GB・FR14 勝，カドラン賞‐G1，

ヴィコンテッスヴィジェ賞‐G2，グラディアトゥール賞‐G3，etc.
トルジューン Torjoun（86牡 Green Dancer）GB・USA２勝，ダンテＳ
‐G2，種牡馬

タカルーナ Takarouna（90牝 Green Dancer）IRE２勝，愛プリティポ
リーＳ‐G2

［曾孫］ タカリアン Takarian（95牡 Doyoun）IRE・USA・UAE６勝，アメリカ
ンＨ‐G2（２回），ベイメドーズダービー‐G3，メルドＳ‐G3，etc.

タカーリ Takali（97 牡 Kris）IRE・SAU６勝，ロイヤルホイップＳ‐G2，
メルドＳ‐G3，種牡馬

タカール Takar（09 牡 Oratorio）FR・IRE・SPA10 勝，ミンストレルＳ
‐G3，Glencairn S‐L，Tetrarch S‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： レースホース牧場㈱＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3734
生 産 牧 場： レースホース牧場㈱
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1029 エレガントテソーロ２０２１ 牡・黒鹿 ３／２４

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスエレガントテソーロ
＊ Montjeu

��
��
�ニライカナイ鹿 2015 Tamariyya

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

価格： 購買者：



母 ＊エイシンポラリス（11 USA芦 Unbridled's Song）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
エイシンナーサリー（17牝芦 スマートファルコン）�１勝�２勝
エイシンギザ（18牡鹿 トーセンラー）��出走
パフィリア（19牡芦 エイシンヒカリ）１勝

２代母 ビーニャ Binya（99 GER栗 Royal Solo）FR・GER・USA５勝，ガルフスト
リームザヴェリワンＨ‐G3，P. de Saint‐Cyr‐L，P. Isola Bella‐L，ビウィ
ッチＳ‐G3 ３着，セーネオワーズ賞‐G3 ３着
ダイネアDynaire（08 牝 Dynaformer）不出走

サドラーズジョイ Sadler's Joy（13 牡 Kitten's Joy）USA７勝，ソードダンサ
ーＳ‐G1，マックディアミダＳ‐G2，パンアメリカンＳ‐G2，レッドスミ
スＳ‐G3，マンノウォーＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ルナール Lunaire（14� Malibu Moon）�USA３勝，English Channel S
３着

ダイナパッサーDyna Passer（16 牝 Lemon Drop Kid）USA２勝，Jockey
Club Oaks Invitational S３着

ウルフィーズダイナゴーストWolfie's Dynaghost（18 牡 Ghostzapper）�U
SA４勝，アップルトンＳ‐G3 ２着，Seek Again S３着，Better Tal
k Now S‐R ３着

ビーパーフェクト Be Perfect（09 牡 Street Cry）�GB・FR・IRE16 勝，Quebe
c S‐L ３着

ベルハムバーBelhambar（10 牡 Rock Hard Ten）FR・QAT１勝
ビューベル Beau Belle（15 牝 Giant's Causeway）USA２勝，グレンズフォール

ズＳ‐G2 ３着，River Memories S‐L ３着

３代母 ベアコネール Beaconaire（74 USA鹿 Vaguely Noble）FR３勝，P. des T
ourelles，P. du Nabob，Handicap d'Ete３着
サビン Sabin（80 牝 Lyphard）USA18 勝，イエローリボン招待Ｓ‐G1，ゲイムリーＨ

‐G1，ブラックヘレンＨ‐G2，マッチメイカーＳ‐G2，オーキッドＨ‐G2，シ
ープスヘッドベイＨ‐G2（２回），ニューヨークＨ‐G2，サラナクＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 元茂 修一
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

1030 エイシンポラリス２０２１ �・鹿 ２／ １

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊

アンブライドルズソング Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�Unbridled's Song Trolley Songエイシンポラリス ビーニャ Royal Solo

��
��
�Binya芦USA 2011 Beaconaire

4m
Northern Dancer S4×M5 Fappiano M4×S5

価格： 購買者：



母 ウィズペイシェンス（07鹿 ネオユニヴァース）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－２（５）〕
ペイシャモンシェリ（11牡鹿 ショウナンカンプ）５勝，京葉Ｓ‐LR（Ｄ1200）２着，

アクアラインＳ（Ｄ1200），春風Ｓ（Ｄ1200），高砂特別（Ｄ1200），花のみちＳ
（Ｄ1200）２着

ペイシェンス（15牝栗 ＊バゴ）入着２回，�１勝�２勝
タロマンダラ（19牡鹿 イスラボニータ）��２勝

２代母 コンクラーベ（91鹿 アンバーシヤダイ）４勝，紅梅賞‐OP ３着，不知火特別，
長良川特別２着，吉野ケ里特別２着，オークランドＲＣＴ３着
コンフェッション（99牡 ＊ティンバーカントリー）３勝
ヴァドヴィーツェ（00牝 ＊エリシオ）１勝

ヤサカオディール（09牝 メイショウボーラー）４勝，セプテンバーＳ，飯豊特
別，紫川特別３着

エヴァンジル（12牝 ブラックタイド）１勝，浄土平特別３着，高湯温泉特別３
着，�２勝��

コンコルディア（01牝 フジキセキ）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ３着，
淀短距離Ｓ‐L ２着，カンナＳ‐OP，六甲アイランドＳ

コンフリクト（02牡 ＊ジェイドロバリー）１勝
コンヴィヴィオ（05牡 アグネスタキオン）１勝，�１勝
ピエナファンタスト（06牡 ジャングルポケット）４勝，オーロＣ，青嵐賞

３代母 ＊コンカロ（81 USA芦 Caro）USA１勝
ミスコンテスト（90牝 ＊リアルシヤダイ）不出走

リンダトリアーノ（98牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝
バシケーン（05牡 シルクジャスティス）障害３勝，中山大障害‐JG1，優障害

コンフィデンス（92牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，相馬特別，きんせんか賞，渡利特
別３着

コンタクト（96牡 ＊ジェイドロバリー）６勝，ファイナルＳ‐OP ２着，オーロＣ
‐OP ３着，渡月橋Ｓ，etc.

コンパス（97牝 ＊ノーザンテースト）出走
チュウワプリンス（06牡 マンハッタンカフェ）４勝，ホンコンＪＣＴ，精進湖

特別３着，信濃川特別３着

販売申込者・所有者： ㈲赤石牧場＝平取町荷菜 �01457-2-2750
生 産 牧 場： ㈲赤石牧場
飼 養 者： ㈲赤石牧場＝平取町荷菜 �01457-2-2750

1031 ウィズペイシェンス２０２１ �・青鹿 ３／１７

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスウィズペイシェンス アンバーシヤダイ

��
��
�コンクラーベ鹿 2007 ＊コンカロ

23b
Halo M4×S5 Won't Tell You S5×M5

価格： 購買者：



母 ウインホイッスル（11黒鹿 ＊ブライアンズタイム）��４勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
グラスホッパー（18牝黒鹿 トゥザワールド）��１勝�入着��

２代母 ダンスインザロッチ（02黒鹿 ダンスインザダーク）�２勝
サザンウインドウ（07牡 ＊スキャン）�１勝
エコジュリエット（08牝 ＊ルールオブロー）��１勝�１勝

３代母 エンプレスロッチ（95栗 ＊カコイーシーズ）３勝，渡島特別，桧山特別２着
コスモヨハネ（12牡 ＊ヨハネスブルグ）３勝，古作特別，刈谷特別，新発田城特別２

着，etc.

４代母 ロツチウインド（82栗 ＊テスコボーイ）３勝，洞爺湖特別

５代母 クリプシー（75栗 アローエクスプレス）２勝，横津岳特別
［子］ マチカネタンホイザ（89牡 ＊ノーザンテースト）８勝，高松宮杯‐Jpn2，

ＡＪＣＣ‐Jpn2，目黒記念‐Jpn2，etc.，種牡馬
コニーストン（87牝 ＊プルラリズム）２勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ２着，
函館３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，紅梅賞‐OP，etc.

マチカネオトコヤマ（88牡 ミスターシービー）２勝，太宰府特別２着，etc.，
障害１勝，�５勝，ステイヤーズＣ，ステイヤーズＣ２着

［孫］ ワコーチカコ（90牝 ＊リヴリア）９勝，京都記念‐Jpn2，金杯‐Jpn3，函
館記念‐Jpn3，etc.

メイショウヤエガキ（93牝 ＊クリエイター）３勝，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，
ホープフルＳ‐OP，エリカ賞

［曾孫］ ダンツジャッジ（99牡 ＊ウォーニング）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，ダービー
卿ＣｈＴ‐Jpn3，ディセンバーＳ‐L，etc.

マイネルスターリー（05牡 ＊スターオブコジーン）８勝，函館記念‐G3，
巴賞‐LR，アイルランドＴ‐L，etc.

メイショウラムセス（98牡 ＊ラムタラ）６勝，富士Ｓ‐G3，マイルＣｈＳ
‐Jpn1 ５着，菩提樹Ｓ‐OP，etc.

レオマイスター（05牡 ニューイングランド）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
‐Jpn3，福島２歳Ｓ‐OP ２着，阿武隈Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 小林 和幸＝釧路市音別町 �090-8897-0677
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1032 ウインホイッスル２０２１ �・黒鹿 ５／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ロイヤルタッチ

�
�
�
�
�
�
�
�
� パワフルレデイカキツバタロイヤル アンバーシヤダイ

��
��
�ホウヨウリリー鹿 2006 ブライトホウヨウ

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayウインホイッスル ダンスインザダーク

��
��
�ダンスインザロッチ黒鹿 2011 エンプレスロッチ

＊クレイグダーロツチ 11c
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason M4×S5 Nijinsky S5×M5
テスコボーイ S5×M5
価格： 購買者：



母 ヴェレーナ（13栗 ＊アルデバランⅡ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
キャトルレーヴ（18牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）��出走�２勝
プレストオメガ（19牡栗 ＊アジアエクスプレス）���入着
ミギフック（20牝鹿 ＊デクラレーションオブウォー）�地方未出走

２代母 ビッグマリーン（01黒鹿 フジキセキ）１勝，野路菊Ｓ‐OP ２着，りんどう賞２着
ロイヤルデジタル（06牡 ＊アグネスデジタル）��３勝
マストバイアイテム（07牝 ＊アフリート）３勝

ヨハン（16牡 ＊ヨハネスブルグ）４勝，ＴＶ静岡賞，カトレア賞３着，���入
着４回

ノーリス（18牡 ＊アジアエクスプレス）�３勝，大島特別
ドライスタウト（19牡 ＊シニスターミニスター）�２勝，オキザリス賞，��１

勝�，全日本２歳優駿‐Jpn1
サンライズポパイ（08牡 サクラバクシンオー）２勝，伏拝特別，中京スポニチ賞２

着，喜多方特別２着，五色沼特別２着
サンライズカラー（09牡 キングカメハメハ）２勝
マリーンジャングル（10牝 ジャングルポケット）�２勝
サンライズセナ（15牡 ＊カジノドライヴ）�３勝，日進特別，花園Ｓ２着，花のみち

Ｓ３着，リボン賞３着
ビッグブルー（16牡 ＊タートルボウル）１勝，��６勝

３代母 ドラゴンマリーン（96鹿 ＊リアルシヤダイ）２勝，黄菊賞，りんどう賞２着
ティキマハロ（07牡 ＊バゴ）１勝，小倉城特別２着，岩船特別３着，白藤賞３着，�１勝

４代母 ＊パーフェクトポイント（82 USA鹿 Nijinsky）USA８勝，Rumson H‐L，
Susquehanna H，ダイアナＨ‐G2 ２着，ニューヨークＨ‐G2 ３着，クイー
ンシャーロットＨ‐G2 ３着，etc.

５代母 チャームスクールCharm School（70 USA栗 Dr. Fager）不出走
［曾孫］ ジーナコーズ Zina Cause（00� Cause for Pause）USA８勝，Inau

gural H

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

1033 ヴェレーナ２０２１ �・栗 １／２８

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

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

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アルデバランⅡ Chimes of Freedomヴェレーナ フジキセキ

��
��
�ビッグマリーン栗 2013 ドラゴンマリーン

＊パーフェクトポイント 1l
Raise a Native M4×S5 Northern Dancer S5×S5 Roberto S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊エーシンヘラ（10 FR鹿 Montjeu）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
エイシンエディソン（15牡鹿 ヴァーミリアン）�１勝��２勝

２代母 ダンシングレイディDancing Lady（04 FR鹿 Dansili）FR２勝，P. de la S
eine‐L，リュテース賞‐G3 ２着，ミネルヴ賞‐G3 ３着
ミスアニーMiss Annie（11 牝 Dubawi）FR出走

ボーンザセイムデイBorn the Same Day（18� Stormy River）�FR・HKG２勝
セイリングレイディ Sailing Lady（14牝 Henrythenavigator）FR２勝

３代母 アーカレイディ Aka Lady（95 FR鹿 Sanglamore）FR２勝，P. Petite Etoil
e‐L，G.P. de la Ville de Nantes‐L ２着
エーグルAegle（00 牝 Night Shift）FR２勝

アポロンApollon（08� Green Tune）FR３勝
イシスドゥプティヴィル Isis de Petiville（13 牝 Palace Episode）FR５勝

プライヴェトバンキング Private Banking（02牝 Anabaa）FR・USA５勝，Autu
mn Leaves H‐L，Marina S，Moment To Buy S‐L ２着，etc.
プライヴェトレイベルPrivate Label（11 牡 ＊エンパイアメーカー）USA１勝
コールドバレエ Corps de Ballet（13 牝 Speightstown）USA・CAN４勝，

Osunitas S‐R ２着，Pike Place Dancer S３着

４代母 アカディア Akadya（86 FR黒鹿 Akarad）FR２勝，P. de Thiberville‐L，
P. des Tuileries‐L ２着，P. des Tourelles‐L ３着
［子］ アーカタイムAkatime（93� Lead on Time）FR・UAE６勝

ホーリーアカディアHoly Akadya（05牝 Holy Bull）USA２勝
レイミステリオRey Misterio（02� High Yield）ITY２勝
ラスカディア Laskadya（92牝 Lashkari）FR２勝

［孫］ スペインヒル Spain Hill（02� Night Shift）FR１勝

５代母 ソースロワイヤル Sauce Royale（71 GB芦 Royal Palace）GB出走
［子］ ケンソース Ken Sauce（83� Kenmare）FR２勝，P. des Jouvenceau

x et Jouvencelles‐L，Criterium de Vichy‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲元道牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2460
生 産 牧 場： ㈲元道牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1034 エーシンヘラ２０２１ 牡・鹿 ３／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊

モンジュー Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Montjeu Floripedesエーシンヘラ ダンシングレイディ Dansili

��
��
�Dancing Lady鹿FR 2010 Aka Lady

1k
Northern Dancer M4×S5 Special S5×M5

価格： 購買者：



母 エヴァンジェリン（13鹿 ダイワメジャー）��３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ラステラブリランテ（20牡鹿 アドマイヤマックス）��入着

２代母 ＊エヴァディングタンペット（07 GB鹿 Dubai Destination）GB・FR・ITY・
USA・TUR３勝，伊１０００ギニー‐G3，P. Ronde de Nuit‐L，アンプリュダー
ンス賞‐G3 ２着，International Istanbul Trophy‐L ２着，マイチャーマーＨ
‐G3 ３着，etc.
ストロベリームーン（14牝 ＊キンシャサノキセキ）６勝，ＮＳＴ賞‐OP，越後Ｓ，岩

室温泉特別，ラジオ福島賞，花のみちＳ２着，etc.
オールモストゼア（15牝 ディープインパクト）入着２回，�１勝
アジャストザルート（17牡 ジャスタウェイ）�３勝，鷹取特別２着，鳥取特別３着
ショコラドボンボン（18牝 ハーツクライ）��出走��１勝

３代母 レイトサマー Late Summer（98 USA黒鹿 GoneWest）GB出走
フォーザカウント For the Count（09 牝 Dylan Thomas）SAF２勝，East Cape

Oaks‐L ３着

４代母 サンアンドシェイド Sun and Shade（89 GB鹿 Ajdal）GB・USA４勝，L
ady Morvich H‐L ２着
［子］ ダガーズドローンDaggers Drawn（95牡 Diesis）GB３勝，英シャンペ

インＳ‐G2，リッチモンドＳ‐G2，種牡馬
エネミーアクション Enemy Action（96牝 ＊フォーティナイナー）GB・I
RE・USA２勝，MindyMalone S３着

［孫］ ブレヴィティ Brevity（08 牝 Street Cry）GB・FR２勝，Dick Poole Fill
ies' S‐L，Atalanta S‐L ３着

スーパースルース Super Sleuth（06 牝 Selkirk）GB・IRE入着６回，英１０
００ギニー‐G1 ３着，フレッドダーリングＳ‐G3 ２着，Montrose F
illies S‐L ２着，etc.

コンサイス Concise（10 牝 Lemon Drop Kid）GB・USA２勝，ガーデ
ンシティＳ‐G1 ３着，ロバートＧディックメモリアルＳ‐G3 ２着

［曾孫］ シャドウハンター Shadow Hunter（13 牝 Arcano）GB１勝，Roses S
‐L，コーンウォリスＳ‐G3 ３着，Lansdown S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

1035 エヴァンジェリン２０２１ �・栗 ３／１５

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケエヴァンジェリン
＊ Dubai Destination

��
��
�エヴァディングタンペット鹿 2013 Late Summer

2o
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector S5×M5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 エフヨンエフ（14黒鹿 ハイアーゲーム）�６勝
〔産駒馬名登録数：１〕
グーチョキパー（20牝黒鹿 トゥザワールド）�地方未出走

２代母 ジェネスジェット（98鹿 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.
タレントナチュラル（12牝 エイシンサンディ）�２勝�入着４回
エピ（15牝 アドマイヤマックス）��入着�２勝��入着３回�

３代母 サンシャインステラ（90鹿 ＊トニービン）入着２回
サンプレイス（95牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，新潟記念‐Jpn3，中山記念

‐Jpn2 ３着，中京記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
スタートラッカー（00牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

スターリーベイ（08牝 キングカメハメハ）出走
オオエフォーチュン（16牡 メイショウサムソン）��４勝�１勝�，新春
賞３着，兵庫ダービー３着，ゴールドジュニア，etc.

バレンティーノ（15牝 ＊ベーカバド）�	
２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
メイグレイス（07牝 ネオユニヴァース）不出走

キャプテンペリー（13� ＊クロフネ）�５勝，ニューイヤーＳ‐L ２着，芙蓉Ｓ
‐LR ３着，市川Ｓ，etc.，障害３勝

バーブル（17牡 トゥザワールド）�	
４勝�６勝�１勝�，イーハトーブマ
イル２着

４代母 ステラスポート（81鹿 ＊ニゾン）３勝
［孫］ キマグレ（02牝 サクラバクシンオー）２勝，飛竜特別

アイライクエンカ（98牡 フジキセキ）２勝，笹山特別２着，新津特別３着
［曾孫］ ジンセイハオマツリ（10牡 オレハマッテルゼ）２勝，高砂特別２着，萌黄

賞３着，�１勝

販売申込者・所有者： ㈲米田牧場＝新ひだか町三石西蓬莱 �0146-33-2156
生 産 牧 場： ㈲米田牧場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

1036 エフヨンエフ２０２１ �・黒鹿 ４／ ３
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハイアーゲーム ＊ファンジカエフヨンエフ サクラバクシンオー

��
��
�ジェネスジェット黒鹿 2014 サンシャインステラ

＊マジツクゴデイス 1s
Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 エリモプリンセス（06黒鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（３）〕
ニヴォーズ（11牝鹿 ジャングルポケット）�１勝
アスカノハヤテ（14牡鹿 ＊サマーバード）１勝，��入着２回��１勝
ブケパロス（15牡黒鹿 ブラックタイド）��１勝

２代母 エリモルミナス（00鹿 ＊タイキシャトル）３勝，りんどう賞２着，つわぶき賞３着
スーパーフレア（12牝 ＊アルデバランⅡ）�３勝�３勝	��入着４回�，背振山賞３着

３代母 エリモアメジスト（92鹿 Seattle Slew）２勝，若竹賞２着，エリカ賞２着
エリモマキシム（99
 ＊ブライアンズタイム）７勝，カシオペアＳ‐L，大原Ｓ，etc.，

障害３勝，新潟ジャンプＳ‐JG3
エリモフィナーレ（03牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ファンファーレ（11牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，閃光特別，はやぶさ賞２着，
驀進特別３着，etc.

メイショウロセツ（15牡 ＊ノヴェリスト）�３勝，常滑特別，英彦山特別，熊野
特別２着

メイショウドヒョウ（17牡 ＊アイルハヴアナザー）�４勝，名古屋城Ｓ‐OP ２
着，伊丹Ｓ，吹田特別，etc.

エリモクイーン（07牝 アグネスタキオン）２勝，矢車賞
トウシンイーグル（08
 ハーツクライ）５勝，シリウスＳ‐G3 ３着，ブラジルＣ‐LR

３着，etc.，�１勝���入着２回��	，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.

４代母 ＊ステラーオデッセイ（84 USA鹿 Northern Dancer）不出走
［孫］ ブレイゾンリー Blazonry（00 牡 ＊ヘネシー）GB・USA２勝，ラサロバレ

ラメモリアルＳ‐G2，種牡馬
トーラスジェミニ（16牡 ＊キングズベスト）�８勝，七夕賞‐G3，東風Ｓ
‐L，ディセンバーＳ‐L，etc.

［曾孫］＊エスケンデレヤ（07牡 Giant's Causeway）USA４勝，ウッドメモリアル
Ｓ‐G1，ファウンテンオヴユースＳ‐G2，Pilgrim S‐L，種牡馬

バルモント Balmont（01 牡 ＊ストラヴィンスキー）GB・IRE４勝，ミドルパ
ークＳ‐G1，ジムクラックＳ‐G2，ジュライＣ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲山際セントラルスタッド＝新ひだか町三石旭町 �0146-33-2843
生 産 牧 場： ㈲山際セントラルスタッド
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

1037 エリモプリンセス２０２１ 牡・鹿 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスエリモプリンセス ＊タイキシャトル

��
��
�エリモルミナス黒鹿 2006 エリモアメジスト

＊ステラーオデッセイ 2d
Halo S4×M5 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エムオーパール（11黒鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
オイコイケ（16牝栗 ＊セイントアレックス）�１勝�，東海クイーンＣ（Ｄ1800）３着
エムオーゴールド（18牝黒鹿 ホッコータルマエ）��１勝��
ミヤビダンシロー（19牡芦 ＊ダンカーク）���出走
メンコイメイコー（20牝鹿 パドトロワ）��入着

２代母 ＊コンプトンエンジェル（96 IRE 鹿 Fairy King）GB・FR１勝
ガンサルート（03� ＊タイキシャトル）��２勝�５勝
ダッパージェム（06牝 ＊グランデラ）	３勝
フィールドポップ（07� フジキセキ）�14 勝
エクスビート（08牡 ネオユニヴァース）１勝
コンプトンジュエル（09牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，��３勝

３代母 ＊エンブラ（83 GB黒鹿 Dominion）GB４勝，チヴァリーパークＳ‐G1，コロ
ネイションＳ‐G2 ２着，ネルグウィンＳ‐G3 ４着
ゴーストトリーGhost Tree（90牝 Caerleon）GB１勝

ワンステップアトアタイムOne Step At A Time（97牝 Sabrehill）GB・SA
U２勝，Autumn S‐L ２着

ゴットトゥゴーGot To Go（98牝 Shareef Dancer）GB１勝，Valiant S
‐L ２着

＊カトリア（94牝 Caerleon）GB入着
マニエラ（00牝 ＊フォーティナイナー）３勝
マニエリスム（08牝 ゼンノロブロイ）�２勝��５勝
，関東オークス
‐Jpn2 ３着，東京プリンセス賞，しらさぎ賞３着，etc.

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

モエレエターナル（06牝 ゴールドヘイロー）�２勝��２勝，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ５着，ユングフラウ賞，ニューイヤーＣ，etc.
クリノホノオ（17牡 メイショウサムソン）�１勝，ＲＫＢ賞２着，インデ
ィアＴ３着，鷹取特別３着，�３勝

＊ゼンノエルシド（97牡 Caerleon）６勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，京成杯オータムＨ
‐Jpn3，摩周湖特別，etc.，種牡馬

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

1038 エムオーパール２０２１ 牡・青鹿 ３／１７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュエムオーパール
＊ Fairy King

��
��
�コンプトンエンジェル黒鹿 2011 ＊エンブラ

16g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 エレンシア（13黒鹿 ＊ワークフォース）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
エレダール（19牡黒鹿 ゼンノロブロイ）入着，�地方未出走

２代母 エリモシック（93青鹿 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，
秋華賞‐Jpn1 ２着，札幌記念‐Jpn2 ２着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３
着，札幌日経ＯＰ‐OP ３着，etc.
サイレンスゴールド（01� ＊サンデーサイレンス）３勝，タイランドＣ，青島特別，

山国川特別２着，名古屋日刊スポーツ杯３着
ファストパス（04牝 ＊タイキシャトル）１勝
ダノンエリモトップ（06牡 キングカメハメハ）４勝，上総Ｓ，咲花特別，江戸川特

別２着，��１勝�
サトノフェニックス（10牡 ＊シンボリクリスエス）�１勝�４勝��入着�，摂津盃２着

３代母 エリモシユーテング（84黒鹿 ＊テスコボーイ）２勝，忘れな草賞‐OP
エリモピクシー（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，ファイナルＳ‐L，京都牝馬Ｓ

‐Jpn3 ３着，愛知杯‐Jpn3 ３着，etc.
リディル（07牡 アグネスタキオン）５勝，スワンＳ‐G2，デイリー杯２歳Ｓ

‐Jpn2，米子Ｓ‐L，etc.
クラレント（09牡 ダンスインザダーク）７勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，京成杯

オータムＨ‐G3，関屋記念‐G3，etc.
レッドアリオン（10� アグネスタキオン）７勝，マイラーズＣ‐G2，関屋記念

‐G3，ニューイヤーＳ‐L，etc.
サトノルパン（11牡 ディープインパクト）５勝，京阪杯‐G3，スワンＳ‐G2 ２

着，ファルコンＳ‐G3 ２着，etc.
レッドアヴァンセ（13牝 ディープインパクト）４勝，ヴィクトリアマイル‐G1

３着，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，富士Ｓ‐G3 ３着，etc.
レッドオルガ（14牝 ディープインパクト）５勝，東京新聞杯‐G3 ２着，富士Ｓ

‐G3 ３着，紅葉Ｓ，etc.
レッドヴェイロン（15牡 キングカメハメハ）�４勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ３着，

キャピタルＳ‐L ２着，アーリントンＣ‐G3 ３着，etc.
ディーエスハリアー（02牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，プリンシパルＳ‐L ３着，

新緑賞，ライラック賞２着，etc.

販売申込者・所有者： 恵比寿興業㈱那須野牧場＝栃木県那須郡那須町 �0287-76-2527
生 産 牧 場： 恵比寿興業㈱那須野牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1039 エレンシア２０２１ 牡・鹿 ２／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonエレンシア ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�エリモシック黒鹿 2013 エリモシユーテング

＊デプグリーフ 9f
Mr. Prospector S4×M5 Miesque S4×M5 Lyphard M4×S5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 エンゼルジョーカー（07黒鹿 ＊ブライアンズタイム）�１勝�３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－３（４）〕
アスタリスク（13牡鹿 ブラックタイド）３勝，�２勝��
カガヒーロー（14牡栗 スクリーンヒーロー）入着，�１勝
アスカノダイチ（16牡栗 グランプリボス）２勝，シンガポールＴＣ賞（Ｄ1000）３着
カシノルシーダ（18牡鹿 トーセンジョーダン）��入着４回��１勝

２代母 ビューチフルドラマ（93栗 ＊ヘクタープロテクター）１勝
セイコーサンデー（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，目黒記念‐Jpn2 ３着，エイ

プリルＳ‐OP ２着，スピカＳ，南武特別，利尻特別，etc.
テンタシオン（00牝 ＊エリシオ）不出走

ビューティファイン（06牝 サツカーボーイ）２勝，織姫賞
ライジングサン（08牡 アドマイヤジャパン）３勝，伊勢特別，咲花特別，鳴海

特別３着，花見山特別３着，菅名岳特別３着
ジョウテンロマン（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，�１勝，岩鷲賞３着
アールヌーヴォー（04牝 ＊ブライアンズタイム）２勝

ウォーロード（18牡 ヴァンセンヌ）�２勝，中ノ岳特別２着
ドットコム（05牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ホープフルＳ‐L ３着，美浦Ｓ，習

志野特別，山藤賞，上越Ｓ２着，etc.
モデルウォーク（08牝 キングカメハメハ）出走

ナンヨーオボロヅキ（16牝 ＊キンシャサノキセキ）���１勝�８勝�入着２回
	
，黒潮菊花賞，高知優駿，土佐春花賞，佐賀ヴィーナスＣ２着，ル・
プランタン賞２着，etc.

ミッキーマーチ（09� フジキセキ）１勝，中ノ岳特別２着，�２勝�入着３回��

３代母 ビューチフルロマン（86鹿 ＊ノノアルコ）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，関越Ｓ
‐OP，秋嶺Ｓ，東雲賞，本栖湖特別，etc.
ロマンスプレゼント（97牝 ＊ティンバーカントリー）不出走

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

４代母 ビクトリアクラウン（79栗 ＊フアバージ）６勝，エリザベス女王杯，クイーン
Ｓ，クイーンＣ，新潟３歳Ｓ，牝馬東タイ杯２着，etc.，優２牝，優３牝

販売申込者・所有者： 山際 智＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0360
生 産 牧 場： 山際 智
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

1040 エンゼルジョーカー２０２１ �・黒鹿 ３／２８
＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayエンゼルジョーカー ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ビューチフルドラマ黒鹿 2007 ビューチフルロマン

＊ビユーチフルドリーマー 12
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 オンザスローン（06鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
クリスタルボール（16牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）��４勝
キタノポケット（17牝栗 オルフェーヴル）�入着２回，�３勝
セシボン（19牝黒鹿 シルバーステート）��１勝��２勝�入着２回
アンズ（20牝鹿 レインボーライン）��出走

２代母 ＊アズワー（93 USA鹿 Danzig）GB・USA３勝
コウエイプライム（99牡 Smart Strike）２勝，�２勝�
コウユーキズナ（04牝 ＊ティンバーカントリー）５勝，淀屋橋Ｓ，西日本スポーツ杯，

播磨特別，筑紫特別，醍醐特別２着，etc.
コウユーココロコロ（05牝 ＊コロナドズクエスト）１勝
ヴォラドーレス（07牝 ＊クロフネ）�入着

ショウナンアンセム（13牡 ジャングルポケット）６勝，パラダイスＳ‐L，高松
宮記念‐G1 ３着，ジュニアＣ‐OP ３着，多摩川Ｓ，鎌ケ谷特別，etc.

マジカルポケット（08牡 ジャングルポケット）２勝，函館２歳Ｓ‐G3，クロッカス
Ｓ‐OP ３着

グロリエッテ（10牝 アドマイヤムーン）出走
モリノカワセミ（16牝 ＊ヘニーヒューズ）�２勝，ベストウィッシュＣ２着

３代母 マジックスリッパーMagic Slipper（83 GB黒鹿 Habitat）GB２勝，Jame
s Seymour S‐L ３着
アフバブAhbab（89牝 Ajdal）GB１勝

ラベク Labeq（94牡 Lycius）GB・UAE４勝，Steventon S‐L ２着
ニューシーカーNew Seeker（00	 Green Desert）GB・IRE・ITY８勝，L

eicestershire S‐L，Guisborough S‐L，Dubai Duty Free C‐L，etc.
ムハーブMuhab（92牡 Lyphard）GB・NOR・SWE５勝，Somerville Tattersal

l S‐L ２着，種牡馬
アトナブAtnab（94牝 Riverman）GB１勝

グレイミスティックGrey Mystique（03牝 Linamix）FR３勝，P. Michel Ho
uyvet‐L ２着

ダンシリダンサーDansili Dancer（02	 Dansili）GB８勝，Floodlit S‐L，ウ
ィンターダービー‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 森永牧場＝日高町豊田 �01456-5-6376
生 産 牧 場： 森永牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1041 オンザスローン２０２１ �・鹿 ５／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアレスバローズ ＊トニービン

��
��
�タイセイエトワール黒鹿 2012 エンスラーリング

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスオンザスローン
＊ Danzig

��
��
�アズワー鹿 2006 Magic Slipper

1s
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 オーバルカット（00鹿 ＊エリシオ）不出走
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－４（20）〕
ホワイトピルグリム（05牡芦 ＊クロフネ）５勝，金鯱賞‐G2 ３着，都大路Ｓ‐L
（芝 1800）３着，寿Ｓ（芝 2000），メルボルンＴ（芝 2000），高千穂特別
（芝 2000），ひめさゆり賞（芝 1800），飛鳥Ｓ（芝 1800）２着

オーバルライト（09牡鹿 ＊ファンタスティックライト）�５勝�３勝�入着２回
イーストホープ（12牡栗 ＊クロフネ）�５勝
エスペランサスカイ（15牡鹿 エイシンフラッシュ）�４勝�
チャーミングポポ（17牝鹿 ＊タイキシャトル）�３勝
ダイヤモンドカーク（18牝栗 ＊ダンカーク）��入着�入着

２代母 セシルカット（92栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，栗子特別
ジェシカ（99牝 ＊トニービン）３勝，原町特別
ピアチェヴォーレ（01牝 ＊オペラハウス）４勝，磐梯山特別，原町特別，燕特別２着，

原町特別３着
セシルブルース（03牝 ＊エルコンドルパサー）出走

アイムユアーズ（09牝 ＊ファルブラヴ）５勝，フィリーズレビュー‐G2，クイー
ンＳ‐G3（２回），ファンタジーＳ‐G3，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1
２着，桜花賞‐G1 ３着，etc.

リヴィエラブルー（04� ＊ホワイトマズル）２勝，瓢湖特別，九十九里特別２着，南
武特別３着，荒川峡特別３着

ゴッドエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）３勝，仲春特別
ゴダール（10� ＊ウォーエンブレム）３勝，舞鶴特別３着，妙高特別３着

３代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，札

幌記念‐Jpn2（２回），産経大阪杯‐Jpn2，etc.，年代表，優古牝
アドマイヤグルーヴ（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，エリザベス女王杯

‐Jpn1（２回），阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優古牝
ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞‐G2，etc.，

UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

販売申込者・所有者： 鵜木 唯義＝浦河町杵臼 �090-9087-3244
生 産 牧 場： 鵜木 唯義
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1042 オーバルカット２０２１ 牡・鹿 ４／１３

＊

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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�エリシオ Heliceオーバルカット ＊サンデーサイレンス

��
��
�セシルカット鹿 2000 ダイナカール

＊パロクサイド 8f
Seattle Slew S3×M5 Secretariat S4×S5 Northern Dancer M4×S5×M5
Buckpasser S5×S5
価格： 購買者：
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