
母 マロンパンナ（15栗 ＊サウスヴィグラス）�３勝�
初仔

２代母 アサティスジョオー（02鹿 ＊アサティス）��３勝，東京２歳優駿牝馬
ラヴクエスト（08牝 ＊マイネルラヴ）�１勝�入着�
ガルシーズン（09牝 タヤスツヨシ）�３勝��入着２回�，ル・プランタン賞２着
パッショネイトラン（12� ヴァーミリアン）２勝
イエロースター（13牝 ＊サウスヴィグラス）１勝

ディアナブレイン（18牝 エスポワールシチー）	��３勝
リプレイス（14牡 ＊サウスヴィグラス）�10 勝

３代母 シゲノタイトル（92栗 ニチドウアラシ）�５勝
シゲノマルゼン（98� マルゼンスキー）�１勝�
アサティスダイオー（99牡 ＊アサティス）�３勝��２勝�１勝，京浜盃３着，栄冠賞
ブラッシングダイヤ（01牡 ＊ブラッシングジョン）�３勝��７勝

４代母 サクセスウーマン（86青 ハイセイコー）入着２回
［子］ マイネルマックス（94牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，

マイラーズＣ‐Jpn2，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優２牡，種牡馬
マイネルサクセス（96牡 ＊ステートリードン）２勝，すみれＳ‐OP ２着，
飯坂特別，�１勝


ダンディリーフ（91牡 ＊サウスアトランテイツク）��３勝，黒潮盃２着，
ニューイヤーＣ２着

ダンシングホーク（99牡 ＊ダンシングブレーヴ）３勝，ＴＶ埼玉杯３着
マイネルスピード（97牡 ＊リズム）１勝
ミヤビセイコウ（98牝 ＊ティンバーカントリー）��１勝

［孫］ ベルガド（15牡 スズカフェニックス）１勝，若菜賞２着，�１勝
スモールキング（08牡 キングヘイロー）３勝，中京競馬場グランドＯＰ記
念３着

フォールズマウス（07牡 ＊タップダンスシチー）��４勝
ノースキング（18牡 キングヘイロー）	��１勝

［曾孫］ セトノダイヤモンド（19牝 ネオユニヴァース）	�４勝
ヴィーヴォ（17牡 キングヘイロー）	�２勝�１勝

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

1 マロンパンナ２０２１ �・栗 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターマロンパンナ ＊アサティス

��
��
�アサティスジョオー栗 2015 シゲノタイトル

＊トリーソング 9h
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊マンゴタンゴ（13 FR鹿 Siyouni）GB・FR・QAT７勝，ポモーヌ賞‐G2 ２着，
クレオパトル賞‐G3 ２着
〔産駒馬名登録数：１〕
ケアレスグレース（20牝鹿 Showcasing）�未出走

２代母 アレクサンドリナAlexandrina（06 GER鹿 Monsun）FR入着
フィエルテダムール Fierte d'Amour（15 牝 Siyouni）FR１勝
ゴーストスピリットGhost Spirit（19� Charm Spirit）�FR１勝

３代母 アイレットAilette（98 GB鹿 Second Set）GER１勝
アメール Ameer（07 牡 Monsun）GB・FR・ITY２勝，トーマスブライアン賞‐G3

３着

４代母 アカスマAkasma（90 GER鹿 Windwurf）GER３勝
［子］ アヴィソ Aviso（04� Tertullian）GB・FR・GER８勝，独２０００ギニー

‐G2，ハンブルクマイレ‐G3 ３着，GB障害３勝
アッティリア Attilia（01 牝 Tiger Hill）GER３勝，Idee Festa Rennen
‐L，Kronimus Rennen‐L

アヴォチェット Avocette（95 牝 Kings Lake）GER２勝，Idee Festa R
ennen‐L

［孫］ アマレット Amarette（01 牝 Monsun）GER３勝，独オークス‐G1，シュ
ヴァルツゴルトレネン‐G3

アナトラ Anatola（02 牝 Tiger Hill）GER２勝，Euroselect‐Preis‐L，
Grosser Stutenpreis von Krefeld‐L ３着

アンブリア Ambria（07 牝 Monsun）GER１勝，P. des Union Gestuts‐L
［曾孫］ アルマンダン Almandin（10� Monsun）FR・GER・AUS７勝，ＡＴＣ

ＨＥタンクレドＳ‐G1，ＶＲＣメルボルンＣ‐G1，バーディシェンウ
ンターネーメン大賞‐G2，etc.

アテンポ Atempo（08牡 Monsun）GER２勝，ゲルリンク賞‐G2，Bre
men Derby‐Trial‐L，ハンザ賞‐G2 ３着

＊ラシグネア（15牝 Siyouni）FR・USA３勝，ワンダーアゲインＳ‐G3，
Sand Springs S‐L，ゲイムリーＳ‐G1 ２着，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

2 マンゴタンゴ２０２１ �・黒鹿 ３／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊

シユーニ Pivotal

�
�
�
�
�

��
��

�Siyouni Sichillaマンゴタンゴ アレクサンドリナ Monsun

��
��
�Alexandrina鹿FR 2013 Ailette

2n
Alzao S4×M5

価格： 購買者：



母 ミニレイスター（09鹿 ＊シニスターミニスター）��８勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
イエローキャブ（18牡鹿 ゼンノロブロイ）��５勝
カヤドーブラック（20牝黒鹿 ブラックタイド）�未出走

２代母 ヤマサカントリー（99黒鹿 ＊ティンバーカントリー）��１勝�７勝
ウィングワンダー（08牡 ＊グラスワンダー）��１勝�入着４回�
ジギースンナー（11牝 サムライハート）１勝，��３勝
レオチェックメイト（14牡 ブラックタイド）�４勝��８勝
シンキングタイム（15牝 ヴァーミリアン）��１勝�１勝��３勝�入着，園田プ

リンセスＣ２着
ピンチガチャンス（18牝 アロマカフェ）���１勝�２勝	入着３回�
エムテイルビー（19牝 タイムパラドックス）�
１勝

３代母 ＊ミスワキジャパン（93 USA鹿 Phone Trick）３勝，下総特別
マイネルイェーガー（00牡 マヤノトップガン）３勝，スプリングＳ‐Jpn2 ３着，黄梅賞
キセキノメガミ（01牝 フジキセキ）入着２回，�１勝

コウユーココロザシ（12牝 ショウナンカンプ）１勝，飛竜特別２着，�１勝
シルクドラグーン（03牡 スペシャルウィーク）４勝，ラベンダー賞‐OP ２着，ゴー

ルデンサドルＴ，五色沼特別，etc.，
２勝	入着�
ミルクトーレル（04牝 ダンスインザダーク）３勝，セレブレイション賞，播磨特別

２着，摂津特別２着，etc.
ミルクデール（11牝 キングカメハメハ）不出走
ユナチャン（18牝 ＊マクフィ）��５勝，兵庫クイーンセレクション３着

ロイヤルダリア（06牡 スペシャルウィーク）２勝，奥の細道特別２着，呼子特別３
着，葉牡丹賞３着

４代母 オフィスポリティクスOffice Politics（87 USA鹿 Secretariat）不出走
［子］ プレイリージャンクション Prairie Junction（94牡 Mt. Livermore）US

A２勝，バシュフォードマナーＳ‐G3 ２着，Kentucky Breeders' C
up S‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲浜口牧場＝新冠町朝日 �090-7050-3282
生 産 牧 場： ㈲浜口牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

3 ミニレイスター２０２１ 牡・黒鹿 ４／１５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスベルシャザール ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカキャンディ青鹿 2008 ＊ジーナロマンティカ

＊ Old Trieste

�
�
�
�
�

��
��

�シニスターミニスター Sweet Ministerミニレイスター ＊ティンバーカントリー

��
��
�ヤマサカントリー鹿 2009 ＊ミスワキジャパン

16g
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ムスタパルタ（11鹿 Tapit）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
スターオブオナー（16�栗 トーセンホマレボシ）１勝
パルタージュ（19牝鹿 トゥザワールド）��１勝

２代母 ＊ワンダーレディアンエル（03 USA鹿 Real Quiet）USA３勝，ＣＣＡオーク
ス‐G1，デムワゼルＳ‐G2，ボニーミスＳ‐G2 ２着，エルエンシノＳ‐G2 ３着，
ダヴォナデイルＳ‐G2 ３着，etc.
クラークレーン Clarke Lane（08牡 Giant's Causeway）GB・USA１勝，Alyd

ar S３着，種牡馬
ディストーテドドリームDistorted Dream（09� Distorted Humor）USA９勝
ワンダハウアイガットヒアWundahowigothere（10 牝 Big Brown）USA２勝
トランシルヴァニア（17� オルフェーヴル）�２勝，川俣特別２着

３代母 ＊アンチョ（98 CAN鹿 Wild Zone）不出走
イングリッド（08牝 ディープインパクト）３勝

キングリッド（14牡 キングカメハメハ）４勝，月岡温泉特別２着，羊ヶ丘特別
２着，国分寺特別２着，etc.，障害１勝

アンチュラス（09牝 ディープインパクト）２勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着，阪神ジ
ュベナイルフィリーズ‐G1 ５着，鳥羽特別２着，etc.
アンティシペイト（17牡 ルーラーシップ）�５勝，福島民報杯‐L，七夕賞‐G3

３着，オホーツクＳ，etc.

４代母 ルースアンドゥオール Ruth Ann d'Or（93 USA黒鹿 Tour d'Or）USA２勝，
Bassinet S‐L ３着
［子］ マターオヴローMatter of Law（99牝 Matter of Honor）USA２勝，

Nandi S‐R ２着，Lady Angela S‐R ３着，Fanfreluche S
‐R ３着

［孫］ レゼンダリー Lezendary（15 牝 Zensational）USA２勝，Cicada S
マーガレットレイMargaret Reay（12牝 Pioneerof the Nile）USA１勝，
ミスグリジョＳ‐G3 ２着，Chelsea Flower S３着

［曾孫］ ホッピングノットホーピングHopping Not Hoping（14牝 サイレントネーム）
CAN２勝，ShadyWell S‐R

販売申込者・所有者： ㈲下河辺トレーニングセンター＝千葉県香取市 �0478-75-2231
生 産 牧 場： ㈲下河辺トレーニングセンター
飼 養 者： ㈲下河辺トレーニングセンター＝千葉県香取市 �0478-75-2231

4 ムスタパルタ２０２１ �・鹿 ４／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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��
�

�
�
�
�
� 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

タピット Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�Tapit Tap Your Heelsムスタパルタ
＊ Real Quiet

��
��
�ワンダーレディアンエル鹿 2011 ＊アンチョ

9e
Wild Again S3×M5 Fappiano M5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウフーガ（10鹿 メイショウサムソン）�入着７回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
グリムカレッジ（18牡鹿 トゥザワールド）��１勝��入着３回
サクラダイスキ（19牝鹿 キングヘイロー）��出走�出走

２代母 ビップホーラー（05黒鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
メイショウユピテル（12牝 ＊プリサイスエンド）�３勝�３勝

３代母 ＊レディテルライド（97 USA黒鹿 A.P. Indy）不出走
プレゼンテーション（01牝 Awesome Again）出走

デンコウデア（09牝 スペシャルウィーク）３勝，香嵐渓特別３着，筑紫特別３着
デンコウリジエール（17牡 メイショウボーラー）�５勝，オータムリーフ
Ｓ‐OP，大垣Ｓ

プリモスペシャル（04牝 ＊フォーティナイナー）出走
スタンドアウト（11牡 スズカマンボ）�９勝�７勝�７勝	入着２回��，王

冠賞，北海優駿３着
オトコギ（12牡 ＊サウスヴィグラス）�１勝
１勝�９勝	３勝，菊水賞３着

４代母 ハイランドクリスタル Highland Crystal（88 USA鹿 Raise a Man）USA
９勝，ヴァイオレットＨ‐G3，River Downs S‐L，Penn National BC H，
マッチメイカーＳ‐G2 ２着，ダイアナＨ‐G2 ３着，etc.
［曾孫］＊チーカブー（13牝 Unusual Heat）USA３勝，ハニムーンＳ‐G2，Ca

mpanile S‐R，Sandy Blue S２着，etc.

５代母 ハイランドミルズHighland Mills（79 USA黒鹿 Pia Star）USA入着
［子］ ミスジョシュMiss Josh（86牝 Nasty and Bold）USA14 勝，ゲイムリ

ーＨ‐G1，マッチメイカーＳ‐G2，ギャロレットＨ‐G3，etc.
ロイヤルマウンテンイン Royal Mountain Inn（89� Vigors）USA７勝，
マンノウォーＳ‐G1，レッドスミスＨ‐G2，バーナードバルークＨ
‐G2 ３着

［孫］ ビットオヴホイムジー Bit ofWhimsy（04牝 Distorted Humor）USA
４勝，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G1，ミセズリヴィアＳ‐G2，
サンズポイントＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 黒川 賢司＝平取町貫気別 �01457-5-5715
生 産 牧 場： 黒川 賢司
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

5 メイショウフーガ２０２１ �・鹿 ４／１１

＊

＊ 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

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアンメイショウフーガ ＊シンボリクリスエス

��
��
�ビップホーラー鹿 2010 ＊レディテルライド

14f
A.P. Indy S3×M4 Mr. Prospector S5×S5 Roberto S5×M5

価格： 購買者：



母 メモリーフェスタ（08黒鹿 ＊キャプテンスティーヴ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
メモリーミリオン（13牡黒鹿 ヴァーミリアン）�３勝，ゴールドジュニア
（Ｄ1600）２着

メモリーメンヒル（15牡黒鹿 フリオーソ）���１勝・７勝
ワンオアエイト（20牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）��１勝

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 メモリーフェスタ２０２１ �・黒鹿 ４／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ディープインパクト
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＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Fly So Free

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�メモリーキセキ黒鹿 2008 メモリーベリフア

＊バラワキ 16
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 メモラブルワーズ（01鹿 バブルガムフェロー）出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：地方－８（38）〕
ブレーヴクン（06牡鹿 ジョウテンブレーヴ）入着５回，�３勝����入着４回
ラブビジョン（08牝鹿 ＊ストラヴィンスキー）��５勝�２勝�入着３回
カプレーゼ（09牝黒鹿 ＊アグネスデジタル）��４勝
サブノハゴロモ（10牝鹿 ＊アルデバランⅡ）��５勝，東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600）３着
サブノホホエミ（11牝鹿 ＊ストラヴィンスキー）��５勝
メモラブルドラゴン（12牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）��４勝
サノノヒカリ（15牡鹿 メイショウボーラー）��１勝�４勝��１勝
ツーエムプライド（17�青 メイショウボーラー）�	２勝�２勝
オグメンタ（20牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）���入着

２代母 ＊メモラブルグリーン（94 IRE 鹿 Night Shift）不出走
グリーンヴィガー（00牡 ＊ウォーニング）３勝，��１勝
バンダムハリアー（02牡 サクラバクシンオー）１勝
エイシンイッパツ（04牡 ＊メイショウドトウ）３勝，
２勝	５勝�３勝����
ブリーズフレイバー（07牡 ＊フォーティナイナー）��10 勝�	，種牡馬
グレイトスピリット（08牡 アッミラーレ）��５勝
ローザデオーロ（10牝 アドマイヤムーン）��１勝
イゾラフレイバー（11� ゼンノロブロイ）��５勝
セイントパートナー（12牡 ＊プリサイスエンド）��２勝

３代母 ＊ベーシイド（78 USA青鹿 Cool Moon）USA23 勝，アクサーベンクイーンズ
Ｈ‐G3（２回），Quivira H‐L，Quivira S，Ak‐Sar‐Ben Oaks，Jam
es Herbuveaux Mile H，etc.

＊リンドシェーバー（88牡 Alydar）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥生賞‐Jpn2 ２着，
函館３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.，優２牡，種牡馬

＊パーソナルファイル（91牝 Private Account）不出走
トコア（97牝 ＊カーネギー）３勝，ＳＴＶ賞，まりも特別２着，矢車賞３着
アドマイヤコマンド（05� アグネスタキオン）２勝，青葉賞‐Jpn2，毎日
杯‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，障害１勝

ポットアカデミー（95牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）出走
オーミアリス（12牝 ＊ホワイトマズル）２勝，小倉２歳Ｓ‐G3

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

7 メモラブルワーズ２０２１ �・鹿 ４／２３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザグローリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2007 ＊フェアリードール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーメモラブルワーズ
＊ Night Shift

��
��
�メモラブルグリーン鹿 2001 ＊ベーシイド

23b
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×S5 Northern Dancer M4×S5×M5
Nearctic M5×M5
価格： 購買者：



母 モエレアイドル（06黒鹿 ゴールドヘイロー）１勝，�１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
ダイドマッセル（14牝青鹿 ローマンエンパイア）�３勝�１勝�入着
スウォードキング（16牡鹿 タイムパラドックス）���４勝
バラク（18牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）���２勝

２代母 エルフィッシュ（89鹿 ＊リアルシヤダイ）不出走
プリティークール（95牝 ＊ミルジヨージ）不出走

ダイワロシナンテ（03牡 ＊ホワイトマズル）入着，彦星賞２着，��７勝
ジェリーフィッシュ（96牡 ＊アルカング）１勝
プレシャスデライト（98牡 ＊ミルジヨージ）１勝
モエレフレッシュ（99牝 メジロライアン）��２勝

コスモユッカ（09牡 ゴールドヘイロー）４勝，初咲賞，岩船特別３着
フューチャギャング（00牡 ＊サンダーガルチ）１勝，障害１勝
スナークエレガント（01牝 ダンスインザダーク）１勝
アポロカリビアン（02牝 ＊ブライアンズタイム）��出走

バーバリライオン（13牡 オンファイア）�１勝�５勝���，北日本新聞杯

３代母 ダイナフエアリー（83鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，オールカマー‐Jpn3，新
潟記念‐Jpn3，エプソムＣ‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，京成杯‐Jpn3，etc.
ダイイチリカー（90牝 ＊リアルシヤダイ）４勝，衣笠特別，鳥羽特別，黒竹賞，etc.

ダイイチアピール（96牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ホクトスルタン（04牡 メジロマックイーン）５勝，目黒記念‐Jpn2，札幌
日経ＯＰ‐L ２着，みなみ北海道Ｓ‐L ２着，etc.

ドリームシグナル（05牡 ＊アグネスデジタル）２勝，シンザン記念‐Jpn3，
京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ４着，etc.

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： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

8 モエレアイドル２０２１ 牡・黒鹿 ４／１１

＊

ワイルドキャットエア Forest Wildcat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Wildcat Heir

�
�
�
�
�
�
�
�
� Penniless Heiressルックスザットキル キャロルズアモーレ Two Punch

��
��
�Carol's AmoreUSA 鹿 2012 Lady Bering

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドモエレアイドル ＊リアルシヤダイ

��
��
�エルフィッシュ黒鹿 2006 ダイナフエアリー

＊フアンシミン 9f
Mr. Prospector S4×M5 Hail to Reason M5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 モレサンドニ（10栗 フジキセキ）２勝，���１勝・２勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ランペルティーザ（01栗 ＊トワイニング）４勝，箕面特別，妙高特別，白鳥大
橋特別２着，��１勝
ランパスインベガス（08牡 フジキセキ）２勝，出雲崎特別，弥彦特別２着，稲城特

別２着，ロベリア賞２着
ジェイフォース（09牡 ゴールドアリュール）入着，�２勝�５勝�入着２回��
ラブリープラネット（11牡 ダイワメジャー）１勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，小倉２

歳Ｓ‐G3 ３着，須賀川特別２着，巌流島特別３着
マンゴジェリー（12牡 ネオユニヴァース）２勝
ダイワオスカー（13牡 マンハッタンカフェ）�１勝

３代母 ヤングダリア（94鹿 ＊リヴリア）不出走
レットイットライド（04� ニューイングランド）３勝，外房特別２着，長岡特別３着
コリコパット（06牡 ＊トワイニング）３勝，クリスマスローズＳ‐OP ２着，すずら

ん賞‐OP ３着，白鳥大橋特別３着，etc.

４代母 ラツクオメガー（83栗 トウシヨウボーイ）３勝，初雛賞
［子］ ラックダイヤモンド（90牡 ＊ストームオンザルース）５勝，東海Ｓ‐OP ２

着，心斎橋Ｓ，宝塚市制４０周年記念，etc.
ラックマンセル（89牡 ＊ヴイテイージ）５勝，恵那特別，若戸特別２着，
あざみ賞２着

ウイングッドラック（96牡 ＊ヴィジョン）入着２回，	４勝
３勝，若草
賞２着

［孫］ トシザマキ（07牝 デュランダル）５勝，ムーンライトＨ，西海賞，聖護院
特別３着

トシザユカ（04牝 ＊タイキシャトル）２勝，小樽特別２着，湯浜特別３着
トシザレイクブルー（06牝 ステイゴールド）入着３回，まりも特別２着，
�２勝

サンライズジャパン（11牡 ステイゴールド）１勝，知床特別２着，�３勝

販売申込者・所有者： 社台ファーム＝千葉県富里市 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

9 モレサンドニ２０２１ �・栗 ４／２７

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Giant's Causeway

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

��
��
�Beyond theWavesUSA 黒鹿 2014 Excedent

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーモレサンドニ ＊トワイニング

��
��
�ランペルティーザ栗 2010 ヤングダリア

＊ダーバリー 12f
Storm Bird S4×S4

価格： 購買者：



母 ミスクリスエス（17鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
初仔

２代母 ブリュードロア（03鹿 ＊フォーティナイナー）入着，�６勝�
アルノルフィーニ（12牡 エイシンデピュティ）１勝
ゴールドブルーGold Blue（13牝 ゴールドアリュール）KOR４勝，Gyeongnam

Governor's C‐L ２着，Ttukseom Cup‐L ３着
ジュエリーハート（14牝 サムライハート）�１勝
バンドゥーラ（15牝 スクリーンヒーロー）�１勝�入着
カナデソニック（19牝 ベルシャザール）��３勝�

３代母 ポンパドール（94鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
ヒカルラブリーアイ（00牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，笹山特別，阿賀野川特別２

着，織姫賞３着
フォセット（01牝 ＊キンググローリアス）入着３回

ジェットコルサ（12牡 ＊ストーミングホーム）３勝，下北半島特別３着，小樽特
別３着

エアジュプロンサ（08牝 ハーツクライ）入着
エーティーソブリン（18牡 リオンディーズ）�２勝，天神橋特別２着，小豆島

特別３着

４代母 ＊パッショナリアⅡ（86 FR鹿 Beldale Flutter）FR・USA４勝，ロワイヤリュ
ー賞‐G2，P. des Tourelles‐L，Princess Rooney S‐L ２着
［子］ フサイチソニック（97牡 ＊デインヒル）４勝，神戸新聞杯‐Jpn2，ＨＴＢ

賞，知床特別，種牡馬
フサイチファントム（92牡 ＊ソヴィエトスター）４勝，関ケ原Ｓ，浜名湖
特別，桐花賞，etc.

アグネスハンサム（93牡 ＊ノーザンテースト）５勝，卯月Ｓ，佐渡Ｓ，春
嶺Ｓ２着，etc.

フサイチゴールド（96牡 ＊ノーザンテースト）４勝，マラヤンＲＡＴ，姫
路特別，大阪スポーツ杯２着，etc.，障害２勝

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

10 ミスクリスエス２０２１ �・鹿 ３／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayミスクリスエス ＊フォーティナイナー

��
��
�ブリュードロア鹿 2017 ポンパドール

＊パッショナリアⅡ 9f
Mr. Prospector S4×M4 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ライジングネクスト（07栗 マイネルセレクト）��４勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ディミニッシュ（16牝栗 サイレントディール）���１勝
ジュニアフェザー（18牝鹿 ＊アポロソニック）��２勝
ベストオーシャン（20牡黒鹿 ゼンノロブロイ）��入着３回

２代母 ＊シルバーシャワーズ（93 USA栗 Zilzal）GB入着
アービター（04牡 ＊スクワートルスクワート）１勝

３代母 ＊ケイティーズファースト（87 USA鹿 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du
Cercle‐L，Remembrance Day S‐L
ゴーステディ（97牡 ＊トニービン）６勝，中山金杯‐Jpn3 ３着，白富士Ｓ‐OP ２着，

日本海Ｓ，etc.
マイケイティーズ（98牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

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

プレイ（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）１勝，弥生賞‐G2 ２着，京都２歳Ｓ
‐L ２着，京成杯‐G3 ３着，etc.

トールハンマー（00牡 ＊エリシオ）６勝，ＵＨＢ杯‐L ２着，札幌日刊スポーツ杯‐L
２着，尾張Ｓ‐OP ２着，etc.

ケイティーズギフト（02牝 ＊フレンチデピュティ）１勝
ダディーズビビッド（18牡 キズナ）�３勝，橘Ｓ‐L，安土城Ｓ‐L ２着，淀短距

離Ｓ‐L ２着，etc.
ケイティーズハート（09牝 ハーツクライ）３勝，羊蹄山特別２着，エリモハリアー

Ｃ３着
エフフォーリア（18牡 エピファネイア）�６勝，有馬記念‐G1，皐月賞‐G1，

天皇賞（秋）‐G1，etc.，年代表，優３牡

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

販売申込者・所有者： スウィングフィールド牧場＝日高町富川東 �01456-2-2011
生 産 牧 場： スウィングフィールド牧場
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

11 ライジングネクスト２０２１ 牡・栗 ３／１４

＊

ビッグブラウン Boundary

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Big Brown

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mienアポロソニック ピュアリーサプライズド Pure Prize

��
��
�Purely SurprizedUSA 鹿 2010 Raise the Prize

＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルセレクト ウメノアスコットライジングネクスト
＊ Zilzal

��
��
�シルバーシャワーズ栗 2007 ＊ケイティーズファースト

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

価格： 購買者：



母 ＊ライブリーチューン（04 USA黒鹿 Dixieland Band）不出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－５（19）〕
ダノンゴールド（09�黒鹿 ゴールドアリュール）５勝，ＫＢＣ杯（Ｄ1700），檜山

特別（Ｄ1700）（２回），黒竹賞（Ｄ1800）３着，障害３勝
クリアザコースト（11牡鹿 ダイワメジャー）入着２回，�５勝�入着３回
トウシンタイガー（13�鹿 ゴールドアリュール）１勝，�３勝�１勝�
レッドアルディ（15�鹿 ＊アイルハヴアナザー）１勝，�５勝
シャイニングブルー（17牡黒鹿 スクリーンヒーロー）入着４回，�３勝
プレイマウント（18牡鹿 スピルバーグ）入着，��２勝�	入着
モルフェブーケ（20牝鹿 ダイワメジャー）�出走

２代母 イクストラヴァガントウーマンExtravagantWoman（82 USA鹿 Alydar）
不出走
リヴィングヴァイカリアスリー Living Vicariously（90 牡 Time for a Change）

USA５勝，ブルックリンＨ‐G2，ブリーダーズフュチュリティ‐G2 ２着，デ
ィスカヴァリーＨ‐G3 ３着

ラグジュアリアスリー Luxuriously（95 牝 Danzig）USA出走
ニットワンパートゥー Knit One Purr Too（11牝 Tale of the Cat）USA３

勝，Stormy Blues S，Brandywine S３着
リゾート Resort（97 牝 Pleasant Colony）USA４勝，ＣＣＡオークス‐G1 ２着，

ガゼルＨ‐G1 ３着，ターンバックジアラームＨ‐G3 ２着，Monmouth Bea
ch S‐L ３着
サイトシーイング Sightseeing（04牡 Pulpit）USA２勝，ピーターパンＳ‐G2，

ウッドメモリアルＳ‐G1 ２着，ドゥワイアＳ‐G2 ３着，ジムダンディ
Ｓ‐G2 ３着，ナシュアＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

ウィズディスティンクションWith Distinction（01牡 Storm Cat）USA６勝，エル
コネホＨ‐G3，チャーチルダウンズＨ‐G2 ２着，サンアントニオＨ‐G2 ２着，
メリーランドＢＣＨ‐G3 ２着，Bet On Sunshine H２着，etc.，種牡馬

３代母 スクワンダー Squander（74 USA鹿 Buckpasser）USA３勝，ソロリティＳ
‐G1，Astoria S，Las Flores H２着

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

12 ライブリーチューン２０２１ �・芦 ３／３１
＊

＊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

＊

ディクシーランドバンド Northern Dancer

�
�
�
�
�

��
��

�Dixieland Band Mississippi Mudライブリーチューン イクストラヴァガントウーマン Alydar

��
��
�ExtravagantWoman黒鹿USA 2004 Squander

8h
Native Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ラッキースプリント（12鹿 ＊トワイニング）��４勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
コーミズアムール（19牝鹿 ベルシャザール）���１勝，ゴールドジュニア
（Ｄ1200）３着

ダンソンラローズ（20牝栗 スピルバーグ）�地方未出走

２代母 ＊マーゴーン（95 USA青鹿 Dayjur）GB・GER入着４回
クリスサルー（00牝 ＊スキャン）２勝
ジュンプリンセス（02牝 ＊タイキシャトル）�４勝��

スーパーアース（10牝 スパイキュール）２勝，千葉日報杯２着
スズカマジェスタ（08牡 スズカマンボ）１勝，こけもも賞３着，障害１勝
ハッピースプリント（11牡 アッミラーレ）�５勝��６勝��，全日本２歳優駿

‐Jpn1，浦和記念‐Jpn2，北海道２歳優駿‐Jpn3，ジャパンＤダービー
‐Jpn1 ２着，帝王賞‐Jpn1 ３着，etc.，ＮＡＲ年代表（2回），ＮＡＲ優２牡，
ＮＡＲ優３牡，ＮＡＲ優古牡，種牡馬

エキドナ（13牝 ＊スタチューオブリバティ）３勝，鷹取特別３着

３代母 ホイスパードシークレットWhispered Secret（90 CAN黒鹿 Secretariat）
不出走

４代母 クラッシーンスマート Classy 'n Smart（81 CAN鹿 Smarten）USA５勝，
Bison City S‐R，Canadian Oaks‐R，Fury S‐R，Ontario Colleen
H‐R，Duchess S‐L ２着，etc.
［子］ ダンススマートリーDance Smartly（88 牝 Danzig）USA12 勝，ＢＣデ

ィスタフ‐G1，モルソンイクスポートミリオンＳ‐G2，Selene S
‐L，etc.

スマートストライク Smart Strike（92 牡 Mr. Prospector）USA６勝，フ
ィリップＨアイズリンＨ‐G1，サルヴェイターマイル‐G3，種牡馬

フルオヴワンダー Full of Wonder（98 牡 Mr. Prospector）USA５勝，
ナイアガラＨ‐G1

［孫］ ダンススルーザドーンDancethruthedawn（98牝 Mr. Prospector）US
A７勝，ゴーフォーワンドＨ‐G1，Doubledogdare S‐L，Que
en's Plate S‐R，etc.

販売申込者・所有者： 小田 誠一＝様似町朝日丘 �0146-36-4645
生 産 牧 場： 小田 誠一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

13 ラッキースプリント２０２１ �・黒鹿 ３／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�トワイニング Courtly Deeラッキースプリント
＊ Dayjur

��
��
�マーゴーン鹿 2012 Whispered Secret

23b
Danzig S4×M4 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 ラヴィアージュ（11鹿 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ヌーヴォレーヴ（19牝栗 ＊パイロ）���出走

２代母 ＊ヴァージニー（94 BRZ鹿 Legal Case）USA・BRZ９勝，ビヴァリーヒルズＨ
‐G1，ガヴェアディアナ大賞‐G1，エンリケポソーロ大賞‐G1，マルシアーヌＡモレ
イラ大賞‐G1，ローシャファリア大賞‐G2，フランシスコＶパウラマシャド大賞‐G2，etc.
ステップトゲザー Step Together（03 牝 Danzig）不出走

マリシーMaricy（07 牝 ＊ケイムホーム）ARG５勝，P. Omnium‐L ２着
レディカーニバル（04牝 Giant's Causeway）入着２回，�２勝

ブリュネット（10牝 ダイワメジャー）３勝，フローラＳ‐G2 ３着，精進湖特別，
野島崎特別２着，富里特別２着，太宰府特別２着

トニフィカーレ（09牝 スペシャルウィーク）�１勝��２勝�３勝�９勝，黒潮マ
イルＣｈＳ

３代母 ミスティムーンMisty Moon（86 BRZ黒鹿 Baronius）BRZ１勝
オールウェイズラッキー Always Lucky（95牝 Westheimer）BRZ２勝，ゼリアゴ

ンザガペイショトディカストロ大賞‐G1 ２着
＊ビーフェアー（96牝 Fast Gold）USA・BRZ５勝，ガヴェアディアナ大賞‐G1，エ

ンリケポソーロ大賞‐G1，マルシアーヌＡモレイラ大賞‐G1，etc.
ビーソーフェア Be So Fair（04 牝 ＊ストラヴィンスキー）BRZ３勝，エルナー

ニＡシルヴァ会長大賞‐G2 ３着，P. Presidente Luiz Oliveira de Barros
‐L ２着
ヴェリーナイスムーン Very Nice Moon（13牝 Nedawi）BRZ５勝，イ
メンシティ大賞‐G1，ジョゼアントニオＰアンドラデ会長大賞‐G2，ギ
レェルミエリス会長大賞‐G3，etc.

ムーンドリーMoon Dolly（01 牝 Kris S.）USA・CAN４勝，Claire Marine S，
North Broadway S３着，USA障害１勝

サンバクイーン Samba Queen（03牝 Giant's Causeway）USA入着
シッピン Sippin（14 牝 Swissle Stick）USA９勝，Lasenora S‐R，NewMex

ico Classic Lassie Championship S‐R，Permian Basin S，etc.
トゥーステッパー Two Stepper（17 牝 Attila's Storm）USA３勝，Lasenor

a S‐R，Rio Grande Senorita Futurity‐R ３着

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

14 ラヴィアージュ２０２１ 牡・栗 ３／１６

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューラヴィアージュ
＊ Legal Case

��
��
�ヴァージニー鹿 2011 Misty Moon

8g
Deputy Minister M4×S5 Hold Your Peace S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ラシアンレヴォリューション（02 GB鹿 Dubai Millennium）GB１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－１（１），地方－１（４）〕
ソーシャルリアリズム Social Realism（08 IRE 牝鹿 Pivotal）GB・FR１勝，GB

障害３勝
アノシュカ（12牝黒鹿 ＊コマンズ）�４勝
ウィンターパレス（15牝青鹿 ＊パイロ）１勝
アタックタイガー（20牡芦 ＊ダンカーク）�未出走

２代母 ラシャンスノーズ Russian Snows（92 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・FR・IR
E・UAE４勝，ロワイヤリュー賞‐G2，Oyster S‐L，愛オークス‐G1 ２着，
愛プリティポリーＳ‐G2 ２着，ロイヤルホイップＳ‐G3 ２着，etc.
シベリー Siberie（98 牝 Caerleon）FR入着３回

エリートシクスティシクス Elite Sixty‐Six（05� Orientate）HKG・MAC６
勝，Macau Kam Pek Paradise Cup‐L ３着

ラシャンソサイエティ Russian Society（00 牝 Darshaan）GB１勝，Gillies Filli
es' S‐L ２着

ディープウィンターDeepWinter（05 牝 Pivotal）GB・GER４勝，G.P von Han
nover‐L ３着
オールウェイズアンドフォーレヴァー Alwaysandforever（14 牝 Teofilo）GB

・FR・IRE２勝，Chalice S‐L ２着，Pontefract Castle S‐L ２着，
River Eden S‐L ２着

ムルマンスクMurmansk（07牝 Dalakhani）FR・BRZ２勝，ジョゼＰノゲイラ大
賞‐G3 ２着

プラシャン Prussian（09牝 Dubai Destination）GB・UAE５勝，バランシーヌＳ
‐G2 ２着

バックホイート Buckwheat（10� Manduro）GB・FR・UAE１勝，P. Ridgway
‐L，GB障害２勝

３代母 アルクティクロワイヤル Arctique Royale（78 IRE 鹿 Royal and Regal）F
R・IRE３勝，愛１０００ギニー‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G2，愛プリティポリー
Ｓ‐G2 ２着

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

15 ラシアンレヴォリューション２０２１ 牡・鹿 ４／１９

＊

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

＊

ドバイミレニアム Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�Dubai Millennium Colorado Dancerラシアンレヴォリューション ラシャンスノーズ Sadler's Wells

��
��
�Russian Snows鹿GB 2002 Arctique Royale

23
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer M4×S5×M5 Special S5×M5

価格： 購買者：



母 ラストパートナー（01鹿 ＊エリシオ）１勝，�３勝��
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－６（25）〕
ミヤコデラックス（09牡鹿 タニノギムレット）障害１勝，阪神ジャンプＳ‐JG3
（3140）３着

テイエムダイトッパ（10牡鹿 マンハッタンカフェ）入着，�２勝
ウインエスパシオ（12牡青鹿 ネオユニヴァース）入着５回，�３勝�２勝
ミトノグラス（13牡鹿 ＊グラスワンダー）２勝，英彦山特別（芝 2000）２着，筑後川

特別（芝 1800）３着，�１勝���
ヒダルマ（15牡鹿 スクリーンヒーロー）入着３回，��13 勝��，摂津盃
（Ｄ1700）２着，摂津盃（Ｄ1700）

ビチュリス（17牝鹿 マツリダゴッホ）��１勝�１勝
タクシードライバー（18牡鹿 ＊グラスワンダー）��入着�１勝	１勝�入着２回

２代母 ＊プチアノ（94 USA芦 Rubiano）USA１勝
グラッドリー（03牝 アグネスタキオン）１勝

トモジャドット（16牡 ＊サウスヴィグラス）�３勝，有田特別，西郷特別２着，
冬至特別３着

クリーペル（06牝 ＊タイキシャトル）�入着
ミスターバッハ（15牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝��３勝，クラウンＣ２着，

イノセントＣ２着，サッポロクラシックＣ３着

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

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

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

mbus Classic H，Indiana S，etc.，種牡馬

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

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

16 ラストパートナー２０２１ 牡・鹿 ３／ ２

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�エリシオ Heliceラストパートナー
＊ Rubiano

��
��
�プチアノ鹿 2001 Pucheca

1s
Northern Dancer S4×M4 Special S4×M5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ラマルティーヌ（11鹿 マンハッタンカフェ）入着，��４勝
〔産駒馬名登録数：３〕
グローリアスピリカ（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）���出走
プティステラ（20牝栗 ファインニードル）��出走

２代母 ＊ポイズド（97 USA鹿 Rahy）FR入着
＊ペニーロイヤル（04牝 ＊ジェイドロバリー）��１勝�入着２回
フミタツアーロン（13牡 ディープスカイ）��15 勝�
ポッドドナータ（14牝 ＊ストリートセンス）��１勝

３代母 ＊ダンスールファビュルー（82 USA鹿 Northern Dancer）FR・USA入着７回，
ミネルヴ賞‐G3 ２着

＊アラジ（89牡 Blushing Groom）GB・FR・USA９勝，ＢＣジュヴェナイル‐G1，
仏グランクリテリヨム‐G1，モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，ロンポワ
ン賞‐G2，ロベールパパン賞‐G2，etc.，欧年度代表馬，種牡馬

フォートローズ Fortrose（90 牝 ＊フォーティナイナー）FR１勝，P. des Lilas‐L
２着

＊ファントムクリーク（93牝 Mr. Prospector）GB・UAE１勝
＊ヴリル（01牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ３着，奥多摩Ｓ，

白秋Ｓ，etc.，障害２勝，種牡馬
バラッドBarad（94牝 RainbowQuest）不出走

スイートアズアローズ Sweet as a Rose（11牝 War Pass）USA２勝，Ast
ra S３着

＊プレスティジャス（96牝 RainbowQuest）不出走
プリーマルダル Premardal（06 牝 Shamardal）AUS５勝，WATC Jungle D

awn Classic‐L（２回），WATC Starstruck Classic‐L，WATC Bo
lton Sprint‐L ２着，etc.

ファラシー Fallacy（13 牝 ＊コマンズ）AUS１勝，ＡＴＣアドリアンノックスＳ
‐G3 ３着

ノヴェールNoverre（98 牡 Rahy）GB・FR・USA・UAE・HKG５勝，サセックス
Ｓ‐G1，英シャンペインＳ‐G2，ジュライＳ‐G3，etc.，種牡馬

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

17 ラマルティーヌ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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジラマルティーヌ
＊ Rahy

��
��
�ポイズド鹿 2011 ＊ダンスールファビュルー

7
Hail to Reason S4×M5 Halo M4×M5 Northern Dancer M4×S5
Nashua S5×S5
価格： 購買者：



母 ラレッサングル（13鹿 キングカメハメハ）入着 12回，汐留特別（芝 2000）２着，�
３勝�
初仔

２代母 ＊オーベルゲイド（96 FR芦 Kaldoun）FR２勝，P. Rose deMai‐L，ポモー
ヌ賞‐G2 ３着，ペネロープ賞‐G3 ２着，P. Joubert‐L ３着
グッドネイバー（02牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，若葉Ｓ‐L ３着，すみれＳ‐OP

２着，赤倉特別３着，北野特別３着，小牧特別３着，etc.
オーソリティバイオ（04牡 ＊フレンチデピュティ）２勝
プラチナベール（05牝 アグネスタキオン）出走

ウェディングベール（15牝 ＊タートルボウル）２勝，栗子特別２着
カルカソンヌ（06牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，夏木立賞，フリージア賞２着

３代母 アンナエドAnna Edes（85 FR鹿 Fabulous Dancer）FR入着
アバティアール Abbatiale（95 牝 Kaldoun）FR３勝，ペネロープ賞‐G3，P. Ros

e deMai‐L，仏オークス‐G1 ２着
ビウィッチト Bewitched（07牝 Dansili）GB・FR・IRE・CAN８勝，バリー

コーラスＳ‐G3，ルネサンスＳ‐G3（２回），ベンゴーフＳ‐G3，etc.
パブロエスコバル Pablo Escobarr（16� Galileo）�GB・UAE３勝，グ
ッドウッドグローリアスＳ‐G3，Wild Flower S‐L，Dubai Racin
g Club Classic‐L ２着，etc.

アタショントAttachante（09 牝 Teofilo）不出走
アヴィアチュール Aviateur（15 牡 Intense Focus）�FR・GER・ITY５
勝，ヴィルトシャフト大賞‐G3，バーデナーマイレ‐G2 ２着

アンナデエスAnna Deesse（03 牝 Anabaa）不出走
シンギングバード Singing Bird（09 牝 Excellent Art）IRE１勝，ミンストレル

Ｓ‐G3 ２着
アルタアンナAlta Anna（05牝 Anabaa）不出走

サザンフランス Southern France（15� Galileo）�GB・IRE・AUS４勝，ＭＲ
Ｃサンダウンクラシック‐G2，バリーカレンＳ‐G3，Yeats S‐L，etc.

ボリショイバレエ Bolshoi Ballet（18 牡 Galileo）�GB・FR・IRE・USA・H
KG４勝，ベルモントダービー‐G1，愛ダービートライアルＳ‐G3，バリ
ーサックスＳ‐G3

販売申込者・所有者： 高橋 陵＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2056
生 産 牧 場： 高橋 陵
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

18 ラレッサングル２０２１ �・青鹿 ３／２８

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスラレッサングル
＊ Kaldoun

��
��
�オーベルゲイド鹿 2013 Anna Edes

8f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 マザーロード（06栗 ＊フォーティナイナー）１勝，出雲崎特別（Ｄ1200）２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－１（８）〕
トリプルアロー（13牡栗 アンライバルド）�１勝��７勝
ムースチャレンジ（17牝栗 エスポワールシチー）���入着８回
ドルズデスティニー（19牡栗 タイムパラドックス）��入着２回
マドンナリリー（20牝栗 ミュゼスルタン）�未出走

２代母 トップサンキスト（92栗 ＊アサティス）４勝，北九州記念‐Jpn3 ２着，スト
ークＳ，なでしこ賞３着，野苺賞３着
サワノバンビーノ（98牡 ＊リアルシヤダイ）�４勝
カムロギパラダイス（00牡 ＊ティッカネン）�１勝�２勝�入着３回
トップオブワールド（01牡 ＊シャンハイ）３勝，ユニコーンＳ‐Jpn3，ジャパンＣダ

ート‐Jpn1 ５着，師走Ｓ‐OP ２着，etc.，�入着，ダービーＧＰ‐Jpn1 ２
着，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ４着

サイキョウカチドキ（02牡 ＊スピードワールド）�１勝	１勝，兼六園ジュニアＣ
リバービバップ（08
 デュランダル）１勝，��４勝
ゴールデンムーン（09牝 アドマイヤムーン）４勝，葵Ｓ‐LR ２着，メイショウカイ

ドウＣ，下北半島特別，りんどう賞２着，賢島特別３着
サンキストロード（10牡 サクラバクシンオー）３勝，須賀川特別，合馬特別，天童

特別２着，西郷特別２着，戎橋特別３着
シトラスクーラー（13
 ゼンノロブロイ）２勝，��１勝

３代母 サンキストイエロー（86黒鹿 カツラギエース）出走

４代母 チヤイナバース（77黒鹿 ＊チヤイナロツク）�３勝
［孫］ タカキスター（99牝 ムービースター）�18 勝，大阿蘇大賞典２着，大阿蘇

大賞典３着
［曾孫］ ホクトグレイン（06牝 ＊アグネスデジタル）４勝，ターコイズＳ‐L ２着，

白井特別，習志野特別，etc.
マイネルアーバニタ（04牡 ＊ブライアンズタイム）１勝，矢作川特別３着

販売申込者・所有者： ㈲細川牧場＝日高町賀張 �090-5987-6093
生 産 牧 場： ㈲細川牧場
飼 養 者： ㈲細川牧場＝日高町賀張 �090-5987-6093

19 マザーロード２０２１ �・鹿 ５／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileマザーロード ＊アサティス

��
��
�トップサンキスト栗 2006 サンキストイエロー

＊フロリースカツプ 3l
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アスクザリーズン（12栗 キングカメハメハ）�１勝�入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
プレストハンター（18牡黒鹿 ＊パイロ）��１勝
メルル（19牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）���入着

２代母 ＊シンティー（00 IRE 栗 ＊サンデーサイレンス）FR１勝
チリトテチン（11牝 ＊コマンズ）�３勝�入着�
タイガーアイ（15牝 ＊ヨハネスブルグ）�４勝�１勝�入着
ニッチモサッチモ（16	 ＊プリサイスエンド）���４勝

３代母 ＊シンコウエルメス（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）出走
エルメスティアラ（98牝 ＊ブライアンズタイム）不出走

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

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

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

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.
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
＊ブルーダヌーブ（04牝 Bahri）FR１勝

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.

＊スノーパイン（10牝 Dalakhani）FR２勝
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
シックススセンス Sixth Sense（13 牡 Shamardal）GB・FR・IRE・MAC２勝，

Winkfield S‐L，シェーヌ賞‐G3 ３着，Chesham S‐L ３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： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

20 アスクザリーズン２０２１ �・栗 ３／１２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスアスクザリーズン
＊

＊サンデーサイレンス

��
��
�シンティー栗 2012 ＊シンコウエルメス

4n
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 リアンノン（14栗 ステイゴールド）�１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊スノーフレークⅡ（98 IRE 黒鹿 Caerleon）GB・IRE・USA４勝，英ナッソー
Ｓ‐G1 ２着，Reloy H‐L ２着，Waya H２着
スノーマスター Snowmaster（06� Maria's Mon）USA・UAE２勝
アッパーラインUpperline（07 牝 Maria's Mon）USA・CAN９勝，アーリントン

メイトロンＳ‐G3，ビウィッチＳ‐G3，アーリントンオークス‐G3，Dowa
ger S‐L，Bayou H‐L，etc.
ウォーセクレタリーWar Secretary（14 牡 War Front）GB・IRE２勝，Pa

tton S‐L，種牡馬
レイニングスピリット Reigning Spirit（17� War Front）�USA２勝，ルイ

ヴィルＳ‐G3 ２着
スノーフォール Snow Fall（08 牝 War Front）USA４勝，Paseana H，Pik

e Creek S，Kalookan Queen S‐L ２着
エルダリオン（09牡 Aragorn）１勝，�１勝，長月賞３着
クレスタラン（12� ＊ストーミングホーム）��１勝�24 勝

３代母 アイヴィアナ Ivyanna（89 IRE 鹿 Reference Point）FR・IRE・ITY３勝，
伊オークス‐G1
アイヴィカスケイド Ivy Cascade（96牝 Sadler's Wells）不出走

イルロミート Il Romito（09� Shirocco）ITY９勝，P. Regione Toscana
‐L ２着，ITY障害２勝

４代母 アイヴィ Ivy（81 USA鹿 Sir Ivor）USA入着２回
［孫］ ディスティンクションDistinction（99� ＊デインヒル）GB・AUS８勝，

グッドウッドＣ‐G2，Esher S‐L，Fenwolf S‐L，etc.
ゴールデンテンパーGolden Temper（96 牝 ＊フォーティナイナー）USA
６勝，ドグウッドＳ‐G3，Iowa Oaks‐L，ダヴォナデイルＳ‐G2
２着，etc.

イレクトロライザー Electrolyser（05� Daylami）GB・FR・UAE４勝，
Further Flight S‐L，Fenwolf S‐L，グッドウッドＣ‐G2 ２
着，etc.，GB障害１勝

販売申込者・所有者： 森田 藤治＝大阪府吹田市 �06-6382-7776
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

21 リアンノン２０２１ �・栗 ４／２７

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュリアンノン
＊ Caerleon

��
��
�スノーフレークⅡ栗 2014 Ivyanna

1l
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 リキアイノキセキ（02青鹿 フジキセキ）�１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
キタノエイカン（17牡黒鹿 フリオーソ）��３勝�入着５回
リキノキセキ（19牝青鹿 ＊ダノンレジェンド）��２勝
キタノマリリン（20牝黒鹿 ヤマカツエース）��出走

２代母 リキアイノーザン（85黒鹿 ＊ノーザンディクテイター）７勝，京都牝馬特別
‐Jpn3（２回），中山牝馬Ｓ‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn3，中山牝馬Ｓ
‐Jpn3 ２着，漁火特別，etc.
リキアイワンダー（93牝 ＊クリスタルグリツターズ）２勝，清滝特別３着

テイエムメガロ（98牡 ホリスキー）１勝，��３勝
アクティブワンダー（00牝 ＊アサティス）�４勝�，楠賞，園田ジュニアＣ３着
キャプテンマジン（05牡 ＊キャプテンスティーヴ）４勝，�	入着 11回，由布岳

賞３着，はがくれ大賞典３着
リキアイタイヨー（94牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，伊丹特別２着，御嶽特別３

着，タイランドＣ３着
リキアイトニーオー（95牡 ＊トニービン）１勝，	４勝��
リキアイフォーティ（97牡 ＊フォーティナイナー）入着４回，
１勝�２勝�
リキアイセイザ（00牡 ＊フォーティナイナー）１勝
リキアイアチーブ（04牝 ＊ボストンハーバー）�５勝
アクトオブグレイス（05牝 ＊スキャン）入着，�２勝
ランギット（08牡 リキアイワカタカ）入着２回，�３勝

３代母 サミースパータン（72鹿 ＊サミーデイヴイス）出走
タカノカイウン（79牡 ＊オーバーサーブ）３勝，下鴨特別，葉牡丹賞
サミーテンリユウ（80牡 ＊ノーザンディクテイター）４勝，アメジストＨ
マイスパータン（84牡 ＊マイスワロー）１勝，新涼特別，飛騨特別２着，
５勝�３

勝�入着	，農林水産大臣賞典２着
リキアイエイカン（86牡 ＊ノーザンディクテイター）４勝，洲本特別，恵那特別，犬

山特別３着

４代母 チトセワンダー（64黒鹿 ＊ズクロ）出走
［子］ スパータンエイト（73牡 ＊サミーデイヴイス）５勝，短距離特別，須磨特別

販売申込者・所有者： 漆原牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1574
生 産 牧 場： 漆原 武男
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

22 リキアイノキセキ２０２１ 牡・青鹿 ３／ １

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�
�
�
�
� Charming Lassieビーチパトロール バッシュフルバーティー Quiet American

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーリキアイノキセキ ＊ノーザンディクテイター

��
��
�リキアイノーザン青鹿 2002 サミースパータン

＊フラッタリー 14f
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 リリーオブザバリー（06青鹿 バブルガムフェロー）���１勝�３勝�
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（12）〕
モンスタープリンス（16牡鹿 ＊グラスワンダー）���２勝�３勝�６勝�
リネンヒロイン（19牝青鹿 フリオーソ）��１勝
ミュークテリウス（20牡青鹿 イスラボニータ）���出走

２代母 カシマスズラン（87鹿 マルゼンスキー）２勝
カシマフジ（92牡 ＊ミルジヨージ）１勝
カシマトウクン（93牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，信夫山特別２着
カシマオトメ（94牝 シンボリルドルフ）１勝
カシマアルデル（96牡 ＊トニービン）３勝，いちょうＳ‐OP ２着，芙蓉Ｓ‐OP ２着，

本栖湖特別，葉牡丹賞
カシマムソウ（97牡 ＊アジュディケーティング）１勝，水上特別２着
カシマテンモン（98牡 ＊トニービン）１勝
カシマトレジャー（99牝 ＊ブライアンズタイム）入着２回

カシマブロッサム（13牝 マンハッタンカフェ）１勝
カシマブライアン（01牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
リファインドボディ（03牡 ＊スターオブコジーン）４勝，ＴＶｈ賞，知床特別，葉山

特別２着，野島崎特別２着
ロイヤルコロリン（04牡 サクラチトセオー）��１勝
リバーブレイブ（05牡 スリリングサンデー）	４勝
マイネルホークアイ（08牡 ＊ブラックホーク）�３勝

３代母 カシマビクトリー（79栗 ＊テスコボーイ）３勝，精進湖特別

４代母 ＊ホールドアツプ（71 SWE鹿 Hornbeam）不出走
［子］ フタバトウコー（74牝 ＊パーソロン）６勝，オクトーバーＳ，駒ヶ岳特別

グリーンビーム（81牡 ＊ヴアイスリーガル）８勝，白川特別，灘Ｓ３着，

１勝	�入着４回�

［孫］ ヤマタケサリー（87牝 サクラシンゲキ）３勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，
フラワーＣ‐Jpn3 ２着，カーネーションＣ‐OP ３着，etc.

タガジヨオー（82牡 ＊ハビトニー）６勝，北九州記念‐Jpn3，木曽川特別，
逆瀬川特別，etc.，���５勝，種牡馬

販売申込者・所有者： 廣中 稔＝日高町平賀 �01456-2-0124
生 産 牧 場： 廣中 稔
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

23 リリーオブザバリー２０２１ �・鹿 ５／２５
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーリリーオブザバリー マルゼンスキー

��
��
�カシマスズラン青鹿 2006 カシマビクトリー

＊ホールドアツプ 1n
Lyphard S4×M4 Halo S4×M4 テスコボーイM4×S5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ルリエーヴル（17鹿 ロードカナロア）出走
初仔

２代母 ＊ライラックスアンドレース（08 USA栗 Flower Alley）USA３勝，アシュラ
ンドＳ‐G1，California Oaks‐L，Corte Madera S‐L ２着
ラルク L'Arc（13 牝 ディープインパクト）３勝，比良山特別２着
ラッキーライラック（15牝 オルフェーヴル）７勝，大阪杯‐G1，エリザベス女王杯

‐G1（２回），阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1，チューリップ賞‐G2，アルテ
ミスＳ‐G3，etc.，HKG入着，優２牝

ライル（16� ディープインパクト）２勝
グランメテオール（18� ダイワメジャー）�１勝

３代母 リファインメントRefinement（94 USA鹿 Seattle Slew）USA出走
ソーシャルサヴィ Social Savvy（99牝 Deputy Minister）USA出走

ステラマーク Stella Mark（04� Benchmark）USA６勝，Tiznow S‐R，
ローンスターパークＨ‐G3 ３着

ワードアソシエイションWord Association（07牝 Benchmark）USA３勝，
Cat's Cradle H‐R ２着

フィギュアヘッド Figurehead（03牝 Deputy Minister）不出走
ダニーキューDanny Q（06� Bertrando）USA１勝，Barretts Juvenile S

‐R ３着
コメティン Cometin（15 牡 Trappe Shot）USA５勝，Bear's Den S３着

セララダ Serralada（07牝 El Corredor）USA・CAN４勝
セントメナト Sentmenat（13 牝 Neko Bay）CHI６勝，カルロスＡナバロ賞

‐G3 ３着，P. Constancio Silva Mandiola‐L ３着（２回）

４代母 ＊ステラマドリッド（87 USA鹿 Alydar）USA６勝，エイコーンＳ‐G1，フリゼ
ットＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，Bridgework S，etc.
［子］ ダイヤモンドビコー（98牝 ＊サンデーサイレンス）７勝，阪神牝馬Ｓ

‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，優古牝
［孫］ バーナードループ（17牡 ロードカナロア）２勝，���出走�１勝，兵庫

ＣｈＳ‐Jpn2

販売申込者・所有者： ㈲ノーザンレーシング＝安平町早来源武 �0145-22-3737
生 産 牧 場： ㈲ノーザンレーシング
飼 養 者： ㈲坂東牧場＝平取町川向 �01456-2-1545

24 ルリエーヴル２０２１ �・栗 ２／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル 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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムルリエーヴル
＊ Flower Alley

��
��
�ライラックスアンドレース鹿 2017 Refinement

6a
ノーザンテースト S4×S5

価格： 購買者：



母 ルルマントウショウ（12栗 キングヘイロー）�６勝�２勝�入着�
本馬の他に産駒あり

２代母 デコトウショウ（04鹿 サクラバクシンオー）�１勝
トウショウパシオン（10牡 メイショウボーラー）�７勝�２勝�１勝�２勝
ガイアトウショウ（13牝 デュランダル）１勝
ラルグス（14牡 スズカフェニックス）��２勝
キーオブサーガ（17牡 キングヘイロー）	１勝��入着２回
コパノランニング（18牡 ＊プリサイスエンド）�１勝
ベラジオスピリッツ（19牡 エピファネイア）
�１勝

３代母 バージントウショウ（99黒鹿 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，etc.
トウショウカズン（07牡 ＊クロフネ）６勝，根岸Ｓ‐G3 ２着，etc.，�����入

着４回	，さきたま杯‐Jpn2 ３着，黒船賞‐Jpn3 ２着，etc.
ギタートウショウ（08牝 ＊アグネスデジタル）出走

オスズ（13牝 ローエングリン）�７勝，九州ジュニアＣｈ２着

４代母 タバサトウショウ（93鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
［子］ スイープトウショウ（01牝 ＊エンドスウィープ）８勝，宝塚記念‐G1，秋

華賞‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1，etc.，優古牝
トウショウフリーク（07牡 キングカメハメハ）７勝，関越Ｓ‐L，etc.，�
１勝	���入着４回，川崎記念‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念
‐Jpn2 ２着，etc.

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，etc.，
障害３勝，小倉サマージャンプ‐JG3 ２着，�２勝，北國王冠

［孫］ 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，etc.

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，etc.

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，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ニシケン牧場＝新ひだか町三石鳧舞 �0146-49-2132
生 産 牧 場： 藤本 直弘
飼 養 者： ㈱ニシケン牧場＝新ひだか町三石鳧舞 �0146-49-2132

25 ルルマントウショウ２０２１ �・栗 ５／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤ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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイロールルマントウショウ サクラバクシンオー

��
��
�デコトウショウ栗 2012 バージントウショウ

＊セヴアイン 5j
サンデーサイレンス S3×M5 ダンシングブレーヴM3×M5 Halo S4×M4
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 マッシュレイヤー（06栗 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
マッシュクール（14牡黒鹿 トーセンブライト）入着，���４勝
マッシュブライト（18牝鹿 トーセンブライト）���１勝
タケマルストーリー（19牝鹿 サトノアラジン）��１勝
メイレーヴ（20牝栗 ＊シニスターミニスター）��出走

２代母 セシルカット（92栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，栗子特別
ジェシカ（99牝 ＊トニービン）３勝，原町特別
オーバルカット（00牝 ＊エリシオ）不出走

ホワイトピルグリム（05牡 ＊クロフネ）５勝，金鯱賞‐G2 ３着，都大路Ｓ‐L ３
着，寿Ｓ，メルボルンＴ，高千穂特別，etc.

ピアチェヴォーレ（01牝 ＊オペラハウス）４勝，磐梯山特別，原町特別，燕特別２着，
原町特別３着

セシルブルース（03牝 ＊エルコンドルパサー）出走
アイムユアーズ（09牝 ＊ファルブラヴ）５勝，フィリーズレビュー‐G2，クイー

ンＳ‐G3（２回），ファンタジーＳ‐G3，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1
２着，桜花賞‐G1 ３着，etc.

リヴィエラブルー（04� ＊ホワイトマズル）２勝，瓢湖特別，九十九里特別２着，南
武特別３着，荒川峡特別３着

ゴッドエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）３勝，仲春特別
ゴダール（10� ＊ウォーエンブレム）３勝，舞鶴特別３着，妙高特別３着

３代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，札

幌記念‐Jpn2（２回），産経大阪杯‐Jpn2，etc.，年代表，優古牝
アドマイヤグルーヴ（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，エリザベス女王杯

‐Jpn1（２回），阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優古牝
ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞‐G2，etc.，

UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

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

26 マッシュレイヤー２０２１ �・栗 ３／２６

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーマッシュレイヤー ＊サンデーサイレンス

��
��
�セシルカット栗 2006 ダイナカール

＊パロクサイド 8f
Nureyev S3×M4 Northern Dancer S4×M5×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ミルファンティ（12芦 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：４〕
ハーピーブロッサム（19牝鹿 トーセンジョーダン）���入着３回
ハーピーレックス（20牡鹿 ＊ビーチパトロール）���入着

２代母 ミルフィオリ（00鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，木津川特別，アザレア賞，
須磨特別２着，久多特別２着，富嶽賞２着，etc.
ミルドリーム（09牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，若葉Ｓ‐LR ３着，すみれＳ‐OP

３着，飛鳥Ｓ，弥彦特別，梅花賞，etc.
サトノバリアント（11牡 キングカメハメハ）３勝，北國新聞杯２着，もちの木賞３着
ロライマ（13� キングカメハメハ）３勝，祇園特別，日高Ｓ２着，新春Ｓ２着，長

岡京Ｓ２着，斑鳩Ｓ２着，etc.

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

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

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

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

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

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

スターリーロマンス（98牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，こでまり賞２着，西日本ス
ポーツ杯３着
ダノンミル（08� ジャングルポケット）３勝，若葉Ｓ‐LR，千葉ＴＶ杯，野分

特別２着，etc.，�１勝�４勝��
ノボリディアーナ（10牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，小倉日

経ＯＰ‐LR ２着，ターコイズＳ‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 寺井 文秀＝えりも町歌別 �01466-2-3624
生 産 牧 場： 寺井 文秀
飼 養 者： ディーエスファーム＝日高町平賀 �090-3399-4109

27 ミルファンティ２０２１ �・鹿 ４／ ３
＊

＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューミルファンティ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ミルフィオリ芦 2012 ＊ミルレーサー

22d
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 メガミチャン（12鹿 ＊クロフネ）入着，�７勝�
〔産駒馬名登録数：１〕
ハルノサムソン（20牡鹿 メイショウサムソン）�地方未出走

２代母 ラッキーダイス（07栗 ネオユニヴァース）１勝
ジョーカナチャン（15牝 ロードカナロア）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3，淀

短距離Ｓ‐L ２着，韋駄天Ｓ‐OP ２着，駿風Ｓ，飛翼特別

３代母 ＊ミスベガス（01 IRE 鹿 Efisio）ITY・USA７勝，セニョリータＳ‐G3，Fla
wlessly S‐L，P. Alessandro Perrone‐L，P. Ubaldo Pandolfi‐L，P. V
ittorio Crespi‐L，etc.
ダイワプリベール（06牡 ＊エンパイアメーカー）３勝，芙蓉Ｓ‐OP，初日の出Ｓ３着，

�１勝�

４代母 ドウィンヘローDwingeloo（93 IRE 鹿 Dancing Dissident）GB１勝
［子］ ヴェガスクイーン Vegas Queen（02牝 Celtic Swing）ITY２勝，P. R

epubbliche Marinare‐L ３着
リアルトナマラRealt Na Mara（03� Tagula）GB・IRE８勝
インポーター Importer（06 牡 Efisio）GB・SAU・QAT２勝

５代母 サンクワンズスターズThank One's Stars（86 IRE 鹿 Alzao）不出走
［子］ サンクスギヴィング Thanksgiving（95 牝 Indian Ridge）GB１勝，C

harlotte Fillies S‐L ３着，Firth of Clyde S‐L ３着
スリス Suris（91 牡 Taufan）GB・ITY８勝
シークレットファンタジー Secret Fantasy（90 牝 Taufan）GB・TRI７勝
インチギーラ Inchigeelagh（04牝 Inchinor）GB・GRC３勝
オールソーツスターAll Sorts Star（00� Accordion）IRE２勝，IRE障
害１勝

スターオヴアラビア Star of Arabia（99 牝 Hamas）GB２勝
スターキャスト Star Cast（97 牝 In TheWings）GB２勝
ビーサンクスフルBe Thankfull（96 牝 Linamix）GB２勝

［孫］ プリンセスエリス Princess Ellis（04 牝 Compton Place）GB５勝，L
and O'Burns S‐L ２着，Rous S‐L ３着

販売申込者・所有者： 富田 恭司＝様似町朝日丘 �0146-36-4644
生 産 牧 場： 富田 恭司
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

28 メガミチャン２０２１ 牡・栗 ４／２０
＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューメガミチャン ネオユニヴァース

��
��
�ラッキーダイス鹿 2012 ＊ミスベガス

12b
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 イヴニングブルーム（16鹿 アドマイヤムーン）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
エフロレセンス（20牝鹿 ＊タリスマニック）�未出走

２代母 ＊ローズトレイル（07 USA鹿 Kingmambo）不出走
ローゼンタール Rosental（12 牝 Pivotal）GB・FR・IRE４勝，P. Dahlia‐L
（２回），フィユドレール賞‐G3 ３着，Upavon S‐L ３着

ローザインペリアル Rosa Imperial（13 牝 Pivotal）FR・UAE４勝，リゾランジ賞
‐G3，P. de la Calonne‐L，P. Hampton‐L，ロートシルト賞‐G1 ３着

リーディングエッジ（15� New Approach）１勝

３代母 マニングトンMannington（97 AUS鹿 ＊デインヒル）AUS３勝，ＭＲＣブル
ーダイアモンドプレリュードＦ‐G3，VRC Talindert S‐L，ＶＲＣニューマー
ケットＨ‐G1 ３着，ＭＲＣブルーダイアモンドＳ‐G1 ３着，ＭＲＣスキラッチ
Ｓ‐G2 ２着，etc.
ベニシオ Benicio（02 牡 More Than Ready）AUS３勝，ＶＲＣヴィクトリアダービ

ー‐G1，ＡＡＭＩヴァーズ‐G2 ３着，VRC Anzac Day S‐L ２着，種牡馬
レーマRhema（04牝 Fusaichi Pegasus）AUS２勝

カイリア Kyria（09 牝 Encosta De Lago）AUS入着３回，ＡＴＣシルヴァー
スリッパーＳ‐G2 ３着，ＡＴＣスイートエンブレイスＳ‐G3 ３着

オールウェイズアリソン Always Allison（12牝 More Than Ready）AUS２
勝，ＡＴＣスイートエンブレイスＳ‐G2

ロムネヤ Romneya（05牝 Red Ransom）AUS６勝，ムーニーヴァリーフィリーズク
ラシック‐G2，ＶＲＣヴァニティＳ‐G3，SAJC Oaklands Plate‐L，etc.
マティリジャMatilija（11 牝 Medaglia d'Oro）AUS２勝，ＡＴＣＰＪベルＳ

‐G3 ３着，ＭＶＲＣタイフーントレイシーＳ‐G3 ３着
ロヘリン Roheryn（15� Lonhro）�AUS８勝，ＡＴＣショーカウンティクオリティ

‐G3，BRC Falvelon Quality H‐L，BRC Falvelon Quality‐L，etc.

４代母 ビントマースケイ Bint Marscay（90 AUS栗 Marscay）AUS４勝，ＡＴＣゴ
ールデンスリッパーＳ‐G1，チャーンサイドＳ‐G2，ＡＴＣマジックナイトＳ‐G2，
ATC Kindergarten S‐L，ＢＲＣドゥームベン１０，０００Ｓ‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166
生 産 牧 場： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲
飼 養 者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166

29 イヴニングブルーム２０２１ �・鹿 ４／１０

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズイヴニングブルーム
＊ Kingmambo

��
��
�ローズトレイル鹿GB 2016 Mannington

2c
Mr. Prospector M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ロイヤルジュエリー（06鹿 キングカメハメハ）��３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ロイヤルファルコン（14牡鹿 スマートファルコン）��５勝
ロイヤルエピック（18牡鹿 スマートファルコン）���入着６回

２代母 ＊メインリー（96 CAN鹿 Wild Again）USA２勝
ボニーアクション（04牝 Cat Thief）１勝

ボニーマジェスティ（19牡 ディーマジェスティ）��３勝，北海優駿２着
ローマンブリッジ（05牝 ＊ブライアンズタイム）２勝
サンライズプリンス（07牡 アグネスタキオン）３勝，ＮＺトロフィー‐G2，ニュー

イヤーＳ‐L ３着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ４着，ビオラ賞
テイクザサン（08牝 キングカメハメハ）１勝

３代母 プライマリリー Primarily（88 USA鹿 Lord AtWar）USA２勝，MyDea
r S‐L
ワンオーヴァープライムOne Over Prime（92牝 With Approval）不出走

トワイライトミーティア Twilight Meteor（04 牡 Smart Strike）USA・CAN
５勝，トロピカルターフＨ‐G3，カナディアンターフＳ‐G3，Halland
ale Beach S‐L，etc.

ホイスキーウィズダムWhiskeyWisdom（93牡 Wild Again）USA５勝，ファイ
エットＳ‐G3，Damascus H‐L，種牡馬

＊プライマリーⅢ（95牝 Alydeed）USA３勝，Princess Elizabeth S‐R，ＢＣジュ
ヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着，Selene S‐L ２着，etc.

ポエティカリー Poetically（98 牝 Silver Deputy）USA５勝，Glorious Song S
‐L，Ontario Debutante S‐L，Jammed Lovely S‐R，etc.

シトロナード Citronnade（03牝 Lemon Drop Kid）USA・CAN９勝，ゲイムリ
ーＳ‐G1，ビヴァリーヒルズＨ‐G2，サンタアナＨ‐G2，ダリアＨ‐G2，サン
ゴルゴニオＨ‐G2，etc.

ステラプリマ Stella Prima（04牝 El Prado）不出走
スモールベア Small Bear（14� Macho Uno）USA・CAN５勝，Gio Ponti

S，Parx Pennsylvania T.H.A. President's Cup２着，Better Talk
Now S‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲新冠伊藤牧場＝新冠町大狩部 �090-3392-1577
生 産 牧 場： ㈲新冠伊藤牧場
飼 養 者： ㈲新冠伊藤牧場＝新冠町大狩部 �090-3392-1577

30 ロイヤルジュエリー２０２１ �・栗 ５／ ７

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスロイヤルジュエリー
＊ Wild Again

��
��
�メインリー鹿 2006 Primarily

4m
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ロールラフィネ（16鹿 Medaglia d'Oro）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ナリノルル（20牡栗 ヴィクトワールピサ）���入着

２代母 ＊レニーズゴットジップ（09 USA栗 City Zip）USA８勝，サンタイネスＳ
‐G2，ランチョベルナルドＨ‐G3，C.E.R.F. S‐R（２回），Skillful Joy S，
サンタアニタオークス‐G1 ２着，etc.
ストリクトコード（17牝 ディープインパクト）�３勝，横津岳特別，高山Ｓ２着，

シドニーＴ２着，ムーンライトＨ２着
スプリングイズヒア（18牝 キングカメハメハ）���２勝

３代母 ノードレスコードNo Dress Code（00 USA栗 Distorted Humor）USA１勝
フーウェアーズザパンツWhowearsthepants（06 牝 Congaree）USA・CAN２勝
オーヴィルガットイーヴンOrville Got Even（08� Stephen Got Even）CAN２勝
エルエーフリーウェイ L. A. Freeway（11� Run Away and Hide）�USA10 勝
カムアズユーアーCome as You Are（12牡 Run Away and Hide）USA１勝
セヴンスセンス Seventh Sense（13 牡 City Zip）USA・TUR８勝

４代母 ウェストフォールドヴェイルWestfold Vale（89 USA栗 Flying Paster）U
SA８勝，La Primavera H
［子］ エマリア Emmaria（97 牝 ＊ハンセル）USA４勝，Miss Houston S２

着，Bayou City S３着
ペストPesto（99� Prospector Jones）USA６勝
ロージーリヴァーRosey River（96 牝 River Special）USA２勝
ウェスタンシルヴァーWestern Silver（09 牝 Silver Season）USA１勝
シルヴァーブレットマン Silver Bullet Man（08� Silver Season）USA１勝

５代母 インホープス In Hopes（82 USA鹿 Affirmed）USA１勝，Straight Deal S
‐R ２着
［子］ ビッグジャグ Big Jag（93� Kleven）USA・UAE・HKG13勝，パロスヴ

ェルデスＨ‐G2，ポトレログランデＨ‐G2，サンカルロスＨ‐G2，etc.
［曾孫］ ファーライト Far Right（12 牡 Notional）USA４勝，サウスウェストＳ

‐G3，Smarty Jones S‐L，アーカンソーダービー‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 社台ファーム＝千葉県富里市 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

31 ロールラフィネ２０２１ 牡・栗 ５／１１
＊ 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

メダーリアドーロ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Medaglia d'Oro Cappucino Bayロールラフィネ
＊ City Zip

��
��
�レニーズゴットジップ鹿 2016 No Dress Code

A4
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ワタリプリンセス（10鹿 ダンスインザダーク）�９勝��
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
イキトウゴウ（17牡青鹿 シビルウォー）�４勝
セイダンシング（19牡青鹿 トゥザワールド）���入着２回�１勝
エクスプロラベスト（20牝鹿 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 コンサートクィーン（98鹿 ＊カコイーシーズ）��３勝
ブルーヒーロー（06牡 ＊シーロ）��３勝，戸塚記念２着，黒潮盃２着，東京ダービ

ー２着，クラウンＣ２着，東京湾Ｃ３着
ワタリキングオー（11牡 キングヘイロー）�２勝��２勝，クラウンＣ
ケンタキシード（14牡 ブラックタキシード）��１勝
エムオークィーン（15牝 スマートファルコン）�２勝��４勝
ワタリビクトリー（17牝 ベルシャザール）��出走��１勝
シンメロワン（18� リーチザクラウン）���１勝
クィーンズヒル（20牝 カレンブラックヒル）��１勝

３代母 マルゼンラッド（91鹿 ＊ミルジヨージ）��４勝
クールダウン（96牝 ＊シャンハイ）３勝，甲斐駒特別２着
サダムアオイツキ（99牡 ＊シャンハイ）３勝，出雲崎特別
シャンハイサラ（00牝 ＊シャンハイ）��２勝�１勝，サラ・クイーンＣ２着
ワレンダラッド（05牝 ＊ワレンダー）不出走

エムオーグリッタ（14牡 ブラックタキシード）５勝，古町Ｓ，與杼特別，名古
屋城Ｓ２着，etc.，���出走

ブルーラッド（06牡 ＊シーロ）�１勝��６勝	４勝�入着，浦和記念‐Jpn2，マー
キュリーＣ‐Jpn3 ２着，埼玉栄冠賞，etc.，ＮＡＲ優３歳

４代母 マルゼンキール（81栗 ＊ボールドラツド）１勝
［孫］ レッツゴーキリシマ（05牡 メジロライアン）５勝，関屋記念‐G3，カシオ

ペアＳ‐L，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ２着，etc.
ゴウゴウキリシマ（03牡 キングヘイロー）３勝，シンザン記念‐Jpn3，千
両賞，黄菊賞３着

ゴールドキリシマ（04牡 ステイゴールド）３勝，京都２歳Ｓ‐L，中京２歳
Ｓ‐OP ３着，清水Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 田中 春美＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3177
生 産 牧 場： 田中 春美
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

32 ワタリプリンセス２０２１ �・鹿 ４／２９
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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイワタリプリンセス ＊カコイーシーズ

��
��
�コンサートクィーン鹿 2010 マルゼンラッド

＊シル 5g
Nijinsky M4×S5 Raise a Native S5×M5 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 アドマイヤオウカ（09青鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－３（11）〕
アドマイヤキズナ（13牡黒鹿 ＊ハービンジャー）４勝，小豆島特別（芝 1600），鳴滝特別

（芝 2200），英彦山特別（芝 2000），尼崎Ｓ（芝 2200）２着，能勢特別（芝 2000）２着
アドマイヤコメット（16牝黒鹿 ロードカナロア）入着，�８勝
フルフィル（18牝鹿 ロードカナロア）���１勝
ローザロード（19牝鹿 ＊ドレフォン）���２勝

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

トウカイハッピー（13牡 ＊ワークフォース）１勝，�３勝，二十四万石賞２着
ダノンロゼ（06牡 ＊フレンチデピュティ）入着３回，伊万里特別３着，�５勝
アドマイヤサンダー（11牡 ＊クロフネ）�４勝�

３代母 ＊ローザネイ（88 FR栗 Lyphard）FR１勝
ロゼカラー（93牝 Shirley Heights）２勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，秋華賞

‐Jpn1 ３着，シンザン記念‐Jpn3 ２着，etc.
ローズバド（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，マ

ーメイドＳ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，etc.
ローズキングダム（07牡 キングカメハメハ）６勝，ジャパンＣ‐G1，朝日
杯フューチュリティＳ‐Jpn1，京都大賞典‐G2，etc.，優２牡，種牡馬

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

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

ロサード（96牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，オールカマー‐Jpn2，小倉記念
‐Jpn3（２回），京阪杯‐Jpn3，etc.，種牡馬

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

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

33 アドマイヤオウカ２０２１ 牡・青鹿 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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayアドマイヤオウカ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロゼダンジュ青鹿 2009 ＊ローザネイ

1w
Northern Dancer S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 アドマイヤカラット（15青鹿 エイシンフラッシュ）１勝
初仔

２代母 ネオイリュージョン（06青鹿 ネオユニヴァース）出走
エアワイバーン（13� ＊ハービンジャー）１勝，燧ヶ岳特別２着，荒川峡特別３着
タスクフォース（14牡 ＊ワークフォース）２勝
イルジオーネ（16牝 ＊ワークフォース）２勝
ブルーダイヤ（18牝 モーリス）１勝
マテンロウマジック（19牡 エピファネイア）�１勝

３代母 ＊マンファス（91 IRE 黒鹿 ＊ラストタイクーン）GB入着
ザデビュティ The Deputy（97 牡 Petardia）GB・USA４勝，サンタアニタダービ

ー‐G1，サンタカタリーナＳ‐G2，Hill Rise H‐L，etc.，種牡馬
＊ハンターズマーク（00牝 Titus Livius）GB・USA１勝

ハッピーディレンマ（07牝 アグネスタキオン）入着
ヒプノティスト（13牡 ＊クロフネ）３勝，アイビーＳ‐OP ３着，水仙賞２
着，葉牡丹賞２着

ターゲットマシン（08牡 ディープインパクト）３勝，寒竹賞，ｔｖｋ賞３着
クロンヌドール（09牝 アグネスタキオン）入着
マッスルビーチ（16牡 メイショウサムソン）�３勝，鳥取特別，白嶺Ｓ２
着，伊丹Ｓ３着，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，etc.

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
［孫］ アラワクケイ Arawak Cay（95� Common Grounds）GB・HKG１勝，

英ノーフォークＳ‐G3 ３着，Superlative S‐L ３着

販売申込者・所有者： ヒサイファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2532
生 産 牧 場： ヒサイファーム
飼 養 者： ヒサイファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2532

34 アドマイヤカラット２０２１ �・鹿 ４／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンフラッシュ ＊ムーンレディアドマイヤカラット ネオユニヴァース

��
��
�ネオイリュージョン青鹿 2015 ＊マンファス

22d
サンデーサイレンス S3×M4 Surumu S4×M5

価格： 購買者：



母 アマレット（08鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝�１勝��
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
コパノアーチャー（17牡鹿 ヴァンセンヌ）�２勝�
バジガクゴレアーダ（18牝鹿 リヤンドファミユ）��出走
パンツァー（19牡鹿 ＊ラニ）�１勝�

２代母 ＊アドベンチャーオン（90 USA鹿 Relaunch）USA３勝，カリフォルニアジョ
ッキークラブＨ‐G3 ３着，Tulare Breeders' Cup S３着
ケイアイバルーン（97牝 ＊ノーザンテースト）�１勝
ケイアイエイブル（99牡 ＊フォーティナイナー）��１勝
ケイアイワルツ（00牝 ＊タイキシャトル）��３勝
ケイアイガード（01牡 ＊デヒア）５勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3，都大路Ｓ‐L，神戸新聞

杯‐Jpn2 ２着，毎日王冠‐G2 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，etc.
アソビゴコロアワー（04牝 ＊ヘクタープロテクター）�１勝�入着
ケイアイマーズ（06牡 ＊デヒア）３勝
ケイアイラプター（07牡 タニノギムレット）�２勝

３代母 ホワイミーロードWhyMe Lord（74 USA黒鹿 Bold Reasoning）USA１勝
ビダーズイミッジ Bidders Image（78牡 Circle Home）USA10 勝，Syracuse H

３着
＊アレミロード（83牡 Tom Rolfe）入着，GB・GER・USA７勝，オークトリー招待

Ｈ‐G1，オイロパ賞‐G1，ゴードンリチャーズＳ‐G3，etc.，種牡馬
ジャワギャル Java Gal（93 牝 Java Gold）USA１勝

ジャワウォリアー JavaWarrior（02 牡 Cape Town）USA４勝，M. Tyson
Gilpin S‐R ３着

ゲットシリアスGet Serious（04	 City Zip）USA14 勝，レッドバンクＳ‐G3
（３回），モンマスＳ‐G3，オーシャンポートＳ‐G3，etc.

ブロンドレイディBlond Lady（96牝 Rubiano）USA１勝
ビストード Bestowed（02	 Repeal）USA・CAN８勝，Da Hoss S，Pr

esque Isle Mile S‐L ２着，Elkwood S２着，etc.
アリスト Aristo（03 牝 Adcat）USA３勝，Rare Treat H２着，Saratoga

Dew S‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈲中本牧場＝新冠町高江 �0146-47-2763
生 産 牧 場： ㈲中本牧場
飼 養 者： 村上牧場＝新冠町朝日 �0146-47-4220

35 アマレット２０２１ �・鹿 ４／２０
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceアマレット
＊ Relaunch

��
��
�アドベンチャーオン鹿 2008 Why Me Lord

8f
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 アルゴロオジエ（14黒鹿 ハーツクライ）１勝
本馬の他に産駒あり

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
プリンセスミユキ（11牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�４勝���
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
［孫］ ラクマジュール Lac Majeur（04� Daliapour）FR４勝，P. du Haras d

e la Huderie‐L ２着，Criterium du Fonds Europen de l'Elevage
‐L 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.

グリンデルヴァルト（17牝 ヴァンセンヌ）
３勝，横手特別２着

販売申込者・所有者： エンジェルレーシング㈱＝東京都港区 �090-2146-2057
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ㈲ファンタストクラブ＝日高町平賀 �01456-2-1881

36 アルゴロオジエ２０２１ �・黒鹿 ３／１４
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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスアルゴロオジエ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ジョウノボレロ黒鹿 2014 ＊ザンゼ

13c
トニービン S3×M4 Northern Dancer S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 アムールブラン（13芦 ＊マイネルラヴ）入着，��４勝
初仔

２代母 コスモカラーズ（06芦 ＊クロフネ）２勝
レインボーショット（14牝 ＊コンデュイット）�４勝
シャイニーカラーズ（15牡 スマートファルコン）�１勝
ストロングカラーズ（16牡 ストロングリターン）��１勝
ヒロインカラーズ（18牝 リオンディーズ）１勝，��入着��入着４回
ラッピングカラーズ（19牝 ディープブリランテ）�１勝

３代母 フォーティカラーズ（00栗 ＊フォーティナイナー）不出走
ヒルノクオリア（10牡 ネオユニヴァース）２勝，山陽特別２着，宇治川特別３着，

�１勝��
キャンバス（11� ディープスカイ）３勝，駒場特別，�３勝

４代母 ＊ダンジグカラーズ（94 USA鹿 Danzig）３勝，室町特別２着，ＴＶｈ賞３着

５代母 ウィニングカラーズWinning Colors（85 USA芦 Caro）USA８勝，ケンタ
ッキーダービー‐G1，サンタアニタダービー‐G1，サンタアニタオークス‐G1，
Turfway Park H‐L，La Centinela S‐LR，etc.
［子］ ＊ゴールデンカラーズ（93牝 Mr. Prospector）３勝，クイーンＣ‐Jpn3 ２

着，フローラＳ‐OP，ひいらぎ賞
［孫］ ＊エスキモーキセス（15牝 To Honor and Serve）USA３勝，アラバマＳ

‐G1，アシュランドＳ‐G1 ２着，フェアグラウンズオークス‐G2 ２着
チアフルスマイル（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，キーンランドＣ
‐Jpn3，谷川岳Ｓ‐L，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.

ラコンセイアント La Conseillante（04 牝 Elusive Quality）FR・USA
３勝，P. Aymeri de Mauleon‐L

［曾孫］ アルヴァリタ Alvarita（04 牝 ＊ジェイドロバリー）IND３勝，Fillies Tri
al S‐L，Breeders' Juvenile Fillies' Championship‐L ２着，B
reeders' Multi Million‐L ２着，etc.

アーツ Arts（06 牡 Ontario）IND10勝，Turf Club Trophy‐L，Ma
haraja's Cup‐L ３着

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： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

37 アムールブラン２０２１ 牡・鹿 ６／ 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

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyアムールブラン ＊クロフネ

��
��
�コスモカラーズ芦 2013 フォーティカラーズ

＊ダンジグカラーズ 23b
Mr. Prospector S3×M4×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 アラーラム（17栗 ダイワメジャー）出走
初仔

２代母 ＊アラリーン（08 USA鹿 Selkirk）GB入着
インポージング（16牡 ＊キングズベスト）�１勝�入着２回
エースオブエース（18牡 アドマイヤムーン）��１勝�１勝
クライアンテル（19牝 ＊アメリカンペイトリオット）���１勝

３代母 イニュエンド Innuendo（95 IRE 鹿 Caerleon）GB・FR・USA７勝，オーキ
ッドＨ‐G2，ガルフストリームザヴェリワンＨ‐G3，Galtres S‐L，Godolp
hin S‐L，ＥＰテイラーＳ‐G1 ３着，etc.
クリティシズム Criticism（04牝 Machiavellian）FR・USA９勝，ラプレヴォワイヤン

トＨ‐G2，シープスヘッドベイＳ‐G2，ガルフストリームザヴェリワンＳ‐G3，etc.
マジカルタッチMagical Touch（15牝 Dubawi）GB・FR・GER４勝，Ho

ppegartener Steher Preis‐L，P. Gold River‐L ２着，P. Denisy
‐L ２着，etc.

ピーコート Peacoat（07 牝 Doyen）FR２勝，P. Melisande‐L

４代母 インファミー Infamy（84 IRE 芦 Shirley Heights）GB・USA７勝，ロスマ
ンズインターナショナル‐G1，サンチャリオットＳ‐G2，ゴードンリチャーズＳ
‐G3，コロネイションＣ‐G1 ２着，ハードウィックＳ‐G2 ２着，etc.
［子］ ムーンクイーンMoon Queen（98牝 Sadler's Wells）FR・USA４勝，

ロワイヤリュー賞‐G2，ガルフストリームザヴェリワンＨ‐G3，P.
des Tourelles‐L，etc.

＊バラファミー（96牝 Barathea）GB・ITY２勝，ドルメーロ賞‐G3，ミュ
ージドラＳ‐G3 ３着，メイヒルＳ‐G3 ３着

ロストロポーヴィッチ Rostropovich（97� Sadler's Wells）GB・FR・I
RE３勝，Saval Beg S‐L，ユベールドショードネイ賞‐G2 ３着，
Ballyroan S‐L ３着，GB・IRE障害４勝

［孫］ ラーアトール Raa Atoll（15 牡 Sea The Stars）�GB・IRE・GER・US
A３勝，オレアンダーレネン‐G2，カラＣ‐G2 ３着

ビューティパーラー Beauty Parlor（11 牝 Elusive Quality）FR・USA４勝，
オーキッドＳ‐G3，P. Occitanie‐L，P. Caravelle‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6022
生 産 牧 場： ㈲大狩部牧場
飼 養 者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6022

38 アラーラム２０２１ 牡・栗 ３／ ９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケアラーラム
＊ Selkirk

��
��
�アラリーン栗 2017 Innuendo

9e
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アスパラガス（10栗 ＊ティンバーカントリー）�１勝�６勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（15）〕
ブロッコリー（15牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着７回，��４勝
オクラ（16牝栗 スマートファルコン）�２勝�４勝
ケール（17牝栗 リアルインパクト）��２勝��入着４回
ドリームキャット（18牝栗 ＊ディスクリートキャット）�２勝����，新春ペガ

サスＣ（Ｄ1600）３着
デルマオベロン（19牡栗 イスラボニータ）��１勝�

２代母 シンコウローズ（97栗 ＊ブライアンズタイム）不出走
アスターローズ（06牝 ＊マイネルラヴ）１勝，�２勝
パリカラノテガミ（11牡 ジャングルポケット）５勝，常総Ｓ，藻岩山特別，二王子

特別，２０１６ＷＡＳＪ第２戦３着，南相馬特別３着，障害２勝

３代母 ＊ピンクタートル（88 USA栗 Blushing Groom）FR・USA４勝，P. Madam
e Jean Couturie‐L，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，プシュケ賞‐G3 ２着，P. de l
a Pepiniere‐L ２着，ノネット賞‐G3 ３着，etc.

＊ピノシェット（95牝 Storm Cat）GB・USA１勝
カフェピノコ（00牝 ＊ジェイドロバリー）１勝
タマノブリュネット（12牝 ディープスカイ）３勝，レパードＳ‐G3 ３着，etc.，
��２勝，Ｌプレリュード‐Jpn2，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着，etc.

スピリタス（05	 タニノギムレット）５勝，ディセンバーＳ‐L ２着，小倉日経
ＯＰ‐LR ２着，ＮＳＴ賞‐L ２着，etc.

レディパステル（98牝 ＊トニービン）６勝，オークス‐Jpn1，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，
中山牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.

＊ロードロックスター（06牡 ＊ロックオブジブラルタル）４勝，京都新聞杯‐G2
３着，はなみずき賞，朱雀Ｓ２着，etc.

ロードアクレイム（09牡 ディープインパクト）２勝，神戸新聞杯‐G2 ２着，夏
木立賞

ポップアイコン（09牝 ダイワメジャー）３勝，鳥取特別２着，ＴＶＱ杯２着
アルサトワ（17牡 ルーラーシップ）�５勝，大阪城Ｓ‐L，但馬Ｓ

販売申込者・所有者： 岡田 猛＝新ひだか町静内目名 �090-4874-6639
生 産 牧 場： 岡田 猛
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

39 アスパラガス２０２１ �・栗 ４／１８
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

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenアスパラガス ＊ブライアンズタイム

��
��
�シンコウローズ栗 2010 ＊ピンクタートル

1l
Mr. Prospector S4×M4 Roberto M4×S5

価格： 購買者：



母 アルコシエロ（09栗 ハーツクライ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
シングンオフビート（15�黒鹿 シングンオペラ）障害２勝，�３勝
シングンノヴァ（18牡鹿 シングンオペラ）�１勝
マロンルピナス（20牝栗 ＊バゴ）�未出走

２代母 キボウ（01栗 サツカーボーイ）出走
カチドキ（08牡 ＊ロージズインメイ）�４勝�入着７回
エリースプラッシュ（11牝 ダンスインザダーク）�５勝���
ルファンタスク（12牡 キングヘイロー）�５勝
エヌケイボーイ（13牡 ネオユニヴァース）入着，��４勝
クリノヴィクトリア（14牝 アサクサキングス）３勝

３代母 ＊セイメイ（93 USA栗 Exuberant）１勝
トウジュ（00牝 ＊テンビー）１勝

ラインシュナイダー（12牡 ヴァーミリアン）５勝，グリーンチャンネルＣ‐L ２
着，エニフＳ‐L ３着，etc.，�１勝	，サマーＣｈ‐Jpn3

センカク（02牡 マーベラスサンデー）４勝，中京記念‐G3 ２着，オパールＳ‐L ３
着，府中Ｓ，etc.

４代母 プラウドエントランスProud Entrance（86 USA栗 At the Threshold）US
A２勝
［子］ プラウドマン Proud Man（98牡 Manlove）USA10 勝，エヴァグレイズ

Ｓ‐G3，ヒルプリンスＳ‐G3，パームビーチＳ‐G3，etc.，種牡馬

５代母 プラウデストケイジーProudest Cagey（72 USA栗 Proudest Roman）US
A５勝
［子］ ＊ケイジーイグザーベランス（84牝 Exuberant）USA18 勝，アスタリタＳ

‐G2，インタバラＨ‐G3，ファーストフライトＨ‐G3，etc.
［孫］ ファイナルフリング Final Fling（05 牝 Bertrando）USA２勝，サンタイサ

ベルＳ‐G3，サンタアニタオークス‐G1 ３着，Melair S‐R ２着

販売申込者・所有者： 伊坂 重憲＝東京都港区 �03-3441-3245
生 産 牧 場： ㈲広富牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

40 アルコシエロ２０２１ �・栗 ３／ ２

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

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

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスアルコシエロ サツカーボーイ

��
��
�キボウ栗 2009 ＊セイメイ

8k
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 アロマジュエリー（02黒鹿 ＊グラスワンダー）入着２回，��１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－７（38）〕
ボウシュウローズ（08牝黒鹿 オンファイア）１勝
アロマラベンダー（10牝芦 フサイチリシャール）�２勝�２勝
サムライワンダー（11牡青鹿 サムライハート）�５勝
アロマベール（12牡黒鹿 オンファイア）�１勝�２勝��１勝�１勝，戸塚記念
（Ｄ2100）２着，金沢ヤングＣｈ（Ｄ1700），兼六園ジュニアＣ（Ｄ1500）

ジュエリーハンター（13牝青鹿 オンファイア）�９勝
エムザックヒーロー（15牡栗 キングヘイロー）��９勝��入着，北日本新聞杯

（Ｄ1700）２着，サラブレッド大賞典（Ｄ2000）３着，兼六園ジュニアＣ（Ｄ1500）３着
ムスターファ（17牡栗 エスポワールシチー）�１勝�３勝
アロマフォルテ（19牝鹿 ＊ベーカバド）��２勝

２代母 ラベンダーベール（93鹿 マルゼンスキー）１勝，ぶっぽうそう特別２着
ゼンノジャイブ（99牡 マヤノトップガン）入着３回，�２勝
ジョウテンファミリ（04牡 タニノギムレット）入着，��４勝
ラベンダーガーデン（05牝 ＊アグネスデジタル）��１勝
ホクセツスミレ（06牝 ＊アグネスデジタル）�２勝
バランスシート（07牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�２勝
ロイヤルパープル（08牡 マーベラスサンデー）１勝

３代母 カイムラサキ（80黒鹿 ＊サンプリンス）１勝
ローブデコルテ（88牝 ＊ノーアテンシヨン）入着

ダイワテキサス（93牡 ＊トロメオ）11勝，中山記念‐Jpn2，オールカマー
‐Jpn2，新潟記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

４代母 ミスオーハヤブサ（73鹿 ＊パーソロン）不出走
［孫］ ニツポーテイオー（83牡 ＊リイフオー）８勝，安田記念‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1，etc.，優短距（2回），優古牡，種牡馬
タレンテイドガール（84牝 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，
オークス‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ライオンズ＝富山県高岡市 �090-3290-1363
生 産 牧 場： 田中 啓雅
飼 養 者： ㈲新生ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4457

41 アロマジュエリー２０２１ 牡・栗 ４／２６

＊

＊ 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

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraアロマジュエリー マルゼンスキー

��
��
�ラベンダーベール黒鹿 2002 カイムラサキ

＊ビユーチフルドリーマー 12
Silver HawkM3×S4 Mr. Prospector S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ウインシンシア（03黒鹿 ダンスインザダーク）３勝，チューリップ賞‐Jpn3 ３着，
有松特別（芝 2000），岡崎特別（芝 2000），都井岬特別（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（５）〕
クーファアーマー（11牝鹿 ＊ファスリエフ）�５勝
ゼンノブレーメン（12牡鹿 ＊ハービンジャー）２勝，国東特別（芝 2000）
ゼンノペギング（18�青鹿 エピファネイア）��入着３回�入着３回
シンシアフォーユー（19牝黒鹿 ルーラーシップ）��入着

２代母 ラッキーダイアリー（90鹿 ＊ジヤツジアンジエルーチ）２勝
スペシャルストック（99牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，横手特別２着，カトレア賞２

着，なにわＳ３着，鹿島特別３着，浦安特別３着
テンイムホウ（02牝 ＊ラムタラ）５勝，尾張Ｓ‐OP ３着，市川Ｓ，河北新報杯，千

葉日報杯，若鮎賞，etc.
テンテマリ（11牝 スズカフェニックス）２勝，白河特別，鳥羽特別２着，�１

勝�２勝
イチダイ（13牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，潮来特別，赤倉特別２着，高湯温

泉特別２着，萬代橋特別２着，etc.，�１勝�１勝，寒菊賞，etc.
サンシロウ（14� ネオユニヴァース）�３勝，胎内川特別，燕特別，陣馬特別

２着，南武特別２着，九十九里特別２着，etc.
キヨラ（18牝 エピファネイア）�出走，�３勝，オパールＣ

ナムラブレット（06牡 エイシンサンディ）３勝，四国新聞杯２着，姫路特別３着，
�	１勝，ゴールドＣ３着，大井記念３着

トウケイキング（07牡 キングヘイロー）�	８勝

３代母 ダイナシユペール（82鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3，デイリー
杯３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，サファイヤＳ‐Jpn3 ３着，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着
シュペリーヌ（87牝 ＊リアルシヤダイ）１勝

ボールドエンペラー（95牡 ＊キンググローリアス）２勝，デイリー杯３歳Ｓ
‐Jpn2，日本ダービー‐Jpn1 ２着，神戸新聞杯‐Jpn2 ２着，etc.

レイニア（89牝 ＊スルーザドラゴン）２勝，野地特別３着
コアレスドール（91牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，�	５勝

コアレスタイム（98牡 ワカオライデン）３勝，�	２勝�入着
，かきつばた記念
‐Jpn3 ３着，ＪＢＣマイル‐Jpn1 ４着，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ５着，etc.

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

42 ウインシンシア２０２１ �・鹿 ４／１２
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイウインシンシア ＊ジヤツジアンジエルーチ

��
��
�ラッキーダイアリー黒鹿 2003 ダイナシユペール

＊カレンダーメイド 19b
サンデーサイレンスM3×S4 Nijinsky M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンマイウェイ（17栗 ＊ヨハネスブルグ）不出走
初仔

２代母 エーシンサルサ（10黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�14 勝�１勝�，園田金盃，兵
庫クイーンＣ，兵庫サマークイーン賞（２回），摂津盃，読売レディス杯，etc.
イソエイヒカリ（18牡 エイシンヒカリ）���１勝�１勝

３代母 ＊サクラメントガール（02 USA青鹿 Devil His Due）�１勝
エーシンヴンダバー（09牡 ゴールドアリュール）�４勝�７勝，カンナ賞，佐賀弥

生賞２着，すみれ賞３着

４代母 ＊エイシンルイジアナ（91 USA鹿 Fappiano）３勝，高砂特別
［子］ エイシンセダン（99牡 フジキセキ）２勝，昇竜Ｓ‐OP ２着，秋分特別２

着，�１勝��，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ４着

５代母 バンコクBangkok（82 USA鹿 Riverman）不出走
［子］ リヴァースクオール River Squall（94 牡 Summer Squall）USA６勝，ホ

ーソーンダービー‐G3，サラナクＳ‐G3，ホールオヴフェイムＳ‐G2
２着，etc.，種牡馬

イースタンジュード Eastern Dude（88牡 ＊ダハール）USA４勝，Lord
Avie S‐L，Transylvania S‐L，フォアラナーＳ‐G3 ２着

シーニックポイント Scenic Point（93 牝 Unbridled）USA５勝，Princ
ess Rooney S，ロングアイランドＨ‐G2 ３着，ピムリコディスタフ
Ｈ‐G3 ２着

［孫］ ヘヴンリーランディング Heavenly Landing（07牝 Pulpit）USA５勝，
マーシュアズリヴァーＳ‐G3，イートンタウンＨ‐G3 ２着，ミント
ジュレップＨ‐G3 ２着

＊ベターナウ（03牝 ＊サンダーガルチ）USA３勝，テンプテドＳ‐G3
［曾孫］ フォービドンラヴ Forbidden Love（17牝 All Too Hard）�AUS５勝，

ＡＴＣサラウンドＳ‐G1，ATC Reginald Allen Quality H‐L，
Gosford Guineas‐L，etc.

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 栄進牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

43 エイシンマイウェイ２０２１ �・芦 ４／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythエイシンマイウェイ ＊サウスヴィグラス

��
��
�エーシンサルサ栗 2017 ＊サクラメントガール

3i
Storm Cat S3×M4

価格： 購買者：



母 マメールロア（16栗 オルフェーヴル）出走
初仔

２代母 フレンチバレリーナ（03栗 ＊フレンチデピュティ）不出走
スーブルソー（07� ネオユニヴァース）４勝，市原特別，白嶺Ｓ３着，�４勝，桐

花賞，トウケイニセイ記念３着
アソルータ（08牝 ゼンノロブロイ）２勝，三春駒特別

タイセイモナーク（16牡 ルーラーシップ）�３勝，万葉Ｓ‐OP ２着，尾張特別，
ゆきやなぎ賞，古都Ｓ２着，松籟Ｓ２着

アンレール（10牝 ディープインパクト）３勝，四国新聞杯，ＨＴＢ杯２着，かもめ
島特別３着

プリモンディアル（11牝 ディープインパクト）３勝，野島崎特別，白井特別２着，
堀川特別２着，三木特別３着，テレ玉杯３着，etc.

ルリアン（17牡 キズナ）�３勝，調布特別，茨城新聞杯２着，信濃川特別３着

３代母 ＊バレークイーン（88 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
フサイチコンコルド（93牡 Caerleon）３勝，日本ダービー‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1

３着，すみれＳ‐OP，etc.，種牡馬
グレースアドマイヤ（94牝 ＊トニービン）５勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，

府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，東大路Ｓ，etc.
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
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
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
アンライバルド（06牡 ネオユニヴァース）４勝，皐月賞‐Jpn1，スプリングＳ

‐Jpn2，京都２歳Ｓ‐L ３着，etc.，種牡馬

４代母 サンプリンセス Sun Princess（80 IRE 鹿 ＊イングリツシユプリンス）GB・F
R３勝，英セントレジャー‐G1，英オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，凱
旋門賞‐G1 ２着，コロネイションＣ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ＭＫアセット＝東京都港区 �090-8892-6144
生 産 牧 場： 能登 浩
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

44 マメールロア２０２１ �・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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスアンライバルド
＊ Sadler's Wells

��
��
�バレークイーン鹿 2006 Sun Princess

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�オルフェーヴル オリエンタルアートマメールロア ＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチバレリーナ栗 2016 ＊バレークイーン

1l
バレークイーンS2×M3 サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 モズフリムカナイデ（12芦 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５）〕
モズナガレボシ（17牡芦 グランプリボス）�４勝，小倉記念‐G3，皿倉山特別

（芝 2600），御堂筋Ｓ（芝 2400）２着，佐渡Ｓ（芝 1800）３着，但馬Ｓ（芝 2000）３着
モズミツボシ（19牡鹿 グランプリボス）�１勝
モズアンタレス（20牝芦 グランプリボス）�未出走

２代母 ＊スラボンスカ（93 USA栗 Diesis）不出走
ソレイユダンス（98牝 ＊トニービン）２勝，あずさ賞，あざみ賞３着
ラインプレアー（05牡 ＊クロフネ）６勝，谷川岳Ｓ‐L，京葉Ｓ‐OP ３着，バイオレ

ットＳ‐OP ３着，貴船Ｓ，etc.，��入着，ゴールドＣ３着
レインボーストーン（06� ＊シンボリクリスエス）��６勝
ノアスピリタス（07牝 スペシャルウィーク）�２勝
ラインジェニファー（09牝 ＊クロフネ）�６勝
サマーキララ（10牝 ステイゴールド）�８勝

３代母 ＊スラヴォニア（88 USA栗 Nijinsky）不出走
トウカイリザーブ（96牡 Trempolino）５勝，ＨＢＣ賞，木曽川特別，三田特別２着
（２回），etc.，障害１勝

４代母 キーパートナーKey Partner（76 USA黒鹿 Key to the Mint）USA２勝
［子］ キ－ダンサ－Key Dancer（81 牝 Nijinsky）USA６勝，マッチメイカー

Ｓ‐G2，アシーニアＨ‐G3，Caltha S‐L，etc.
［孫］ ダンスインザムード（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，桜花賞‐Jpn1，

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

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

ダンスインザダーク（93牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，菊花賞‐Jpn1，
京都新聞杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，優３牡，種牡馬

エアダブリン（91牡 ＊トニービン）５勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，ステイ
ヤーズＳ‐Jpn3，青葉賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

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

45 モズフリムカナイデ２０２１ �・芦 ２／２３
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモグランプリボス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロージーミスト鹿 2008 ＊ビューティフルベーシック

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューモズフリムカナイデ
＊ Diesis

��
��
�スラボンスカ芦 2012 ＊スラヴォニア

7
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊アンビホールドゥン（09 USA芦 Bluegrass Cat）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
レースフェーベル（14牝栗 スズカフェニックス）�１勝�入着３回��
ミッドサマーナイト（16牝鹿 ＊ダンカーク）��１勝�２勝
パッドゥラパン（18牝芦 トゥザグローリー）入着，��３勝

２代母 ロマンティックサマーRomantic Summer（89 USA芦 On to Glory）USA４勝
サマーノート Summer Note（97� Notebook）USA４勝，ハッチソンＳ‐G2，ト

ムフールＨ‐G2 ３着
サマーブック Summer Book（01� Notebook）USA・CAN５勝，Slipton Fell H

‐L，フレッドＷフーパーＨ‐G3 ２着，ナショナルＪＣＨ‐G3 ２着，Sunsh
ine Millions Classic S‐R ２着，スペンドアバックＨ‐G3 ３着，etc.

ダイアモンドストライプスDiamond Stripes（03� Notebook）USA・UAE６勝，
メドーランズＣ‐G2，ゴドルフィンマイル‐G2，ペガサスＳ‐G3，ホイット
ニーＨ‐G1 ３着，ウッドワードＳ‐G1 ３着，etc.

３代母 サマーロマンス Summer Romance（80 USA黒鹿 Cutlass）USA１勝
テスタドゥーラ Testadura（87 牝 Ankara）USA・PR10 勝，C. Wiso G.‐L ３着

ファビュラ Fabula（98 牝 Fappiano's Star）PR４勝，C. Criadores de Puert
o Rico‐L ３着

リトルフランキーボーイ Little Franky Boy（01� Fappiano's Star）PR９勝，
C. Brigido‐L，C. Navidad‐L，C. Antonio R. Barcelo‐L ２
着，etc.

シャヒード Shahid（02� Fappiano's Star）PR５勝，C. Dia de Reyes‐L，
Copa Criadores Machos‐L，C. Antonio Fernandez Castrillon
‐L ２着，etc.

トスディト Tozudito（92 牡 Big Stanley）PR９勝，C. Dia de Reyes‐L ３着，
種牡馬

サマースイートハート Summer Sweetheart（95 牝 Honor Grades）USA２勝
トリップサウスTrip South（03牝 Trippi）不出走
シグナルマン Signalman（16牡 General Quarters）USA３勝，ケンタッ
キージョッキークラブＳ‐G2，ブリーダーズフュチュリティ‐G1 ２着，
ＢＣジュヴェナイル‐G1 ３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

46 アンビホールドゥン２０２１ 牡・鹿 ３／２４

＊

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

＊

ブルーグラスキャット Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Bluegrass Cat She's aWinnerアンビホールドゥン ロマンティックサマー On to Glory

��
��
�Romantic Summer芦USA 2009 Summer Romance

4k
Storm Cat M3×S4 Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 アンプレヴー（06栗 ＊トワイニング）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
エクラドレーヴ（12牝栗 ステイゴールド）�１勝�３勝
マイルポスト（17牡栗 リアルインパクト）１勝
ゴールドエース（19牡鹿 ワールドエース）���１勝
コウセイエミオト（20牝鹿 リアルスティール）�出走

２代母 ＊マイワイルドフラワー（86 USA鹿 Topsider）IRE・USA２勝
アイシンミサイル（92� ＊ジヤツジアンジエルーチ）２勝
インザジャングル（93牝 ＊ヘクタープロテクター）不出走

ダイキチムスメ（00牝 ＊タイキブリザード）３勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，新
涼特別３着，�１勝，九州王冠２着

ハゲタカオー（97� ＊ジェイドロバリー）３勝，稲毛特別，浦安特別２着
ジョイフルハート（01牡 サクラバクシンオー）８勝，エニフＳ‐L，栗東Ｓ‐L ２着，

ＢＳＮ賞‐OP，安芸Ｓ，etc.，�１勝，北海道スプリントＣ‐Jpn3
アドマイヤサプライ（02牡 フジキセキ）１勝
ブルーメンブラット（03牝 アドマイヤベガ）８勝，マイルＣｈＳ‐G1，府中牝馬Ｓ‐G3，

オーロＣ‐L，ヴィクトリアマイル‐Jpn1 ３着，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，etc.
フォラブリューテ（19牝 エピファネイア）�２勝，紅梅Ｓ‐L

ソングバード（04牝 ダンスインザダーク）入着２回，�２勝
アドマイヤウイナー AdmireWinner（14 牡 ＊ワークフォース）２勝，青葉賞‐G2

３着，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，大寒桜賞，札幌日刊スポーツ杯３着，紫菊賞３着

３代母 ワイルドウックWildwook（65 USA鹿 Sir Gaylord）USA４勝，アディロ
ンダックＳ
ライドザトレイルズRide the Trails（71 牝 Prince John）不出走

モチーラMochila（79 牝 In Reality）USA９勝，Busher H，ラフィアンＨ
‐G1 ２着，ベルダムＳ‐G1 ３着，etc.
セラーピ Serape（88牝 Fappiano）USA５勝，バレリーナＳ‐G1，Stra
ight Deal H‐L，ジェニュインリスクＳ‐G2 ２着，etc.

コジーン Cozzene（80牡 Caro）USA10 勝，ＢＣマイル‐G1，ロングフェロー
Ｈ‐G2，オーシャンポートＨ‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱アースファーム＝日高町幾千世 �090-3115-2121
生 産 牧 場： ㈱アースファーム
飼 養 者： Ｉｋｕｃｈｉｓｅ Ｓｔｕｄ＝日高町幾千世 �090-9525-9309

47 アンプレヴー２０２１ 牡・栗 ４／２８

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�トワイニング Courtly Deeアンプレヴー
＊ Topsider

��
��
�マイワイルドフラワー栗 2006 Wildwook

4m
Mr. Prospector S4×M4 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊アスワンサンセット（17 USA鹿 Pioneerof the Nile）出走
初仔

２代母 ＊イブニングジュエル（07 USA鹿 Northern Afleet）USA７勝，アシュランド
Ｓ‐G1，デルマーオークス‐G1，ハニムーンＨ‐G2，サンクレメンテＨ‐G2，S
unshine Millions Distaff S‐R，etc.
ベルナディーヴァ Bernadiva（14牝 Bernardini）USA２勝，Riskaverse S‐R

３着
ムーンビード（18牝 American Pharoah）１勝

３代母 ＊ジュエルオブザナイト（02 USA栗 Giant's Causeway）USA出走
マギーマクゴーワンMaggie McGowan（08牝 Salt Lake）USA１勝

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

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

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

Problem S‐R，Dream of Summer S‐R ２着，Fran's Valentine S
‐R ２着，etc.

ドクタートラウトマンDr. Troutman（14� Vronsky）�USA６勝，Snow
Chief S‐R ３着

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

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

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

ジー賞，うずしおＳ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱社台ブラッドメア＝千歳市東丘 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

48 アスワンサンセット２０２１ 牡・鹿 ４／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

＊

パイオニアオヴザナイル ＊エンパイアメーカー

�
�
�
�
�

��
��

�Pioneerof the Nile Star of Goshenアスワンサンセット
＊ Northern Afleet

��
��
�イブニングジュエル鹿USA 2017 ＊ジュエルオブザナイト

16g
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 アスタラビクトリア（10栗 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（８）〕
セイウンニジョーズ（14牡栗 ローエングリン）�５勝�１勝�２勝
プレステッツァ（16牝鹿 ルーラーシップ）１勝，わらび賞（Ｄ1800）３着

２代母 ＊ホワイトウォーターアフェア（93 GB栗 Machiavellian）GB・FR・IRE４勝，
ポモーヌ賞‐G2，ジョンポーターＳ‐G3，Lupe S‐L，ヨークシャーオーク
ス‐G1 ２着，愛セントレジャー‐G1 ３着，etc.

＊アサクサデンエン（99牡 Singspiel）８勝，安田記念‐G1，京王杯スプリングＣ‐G2，安
田記念‐G1 ２着，マイラーズＣ‐G2 ３着，ニューイヤーＳ‐L ２着，etc.，種牡馬

スウィフトカレント（01牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，小倉記念‐Jpn3，天皇賞
（秋）‐Jpn1 ２着，金鯱賞‐G2 ２着，日経新春杯‐Jpn2 ２着，etc.，��出
走，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ５着，種牡馬

ミスティックリバー（03牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，洛西特別２着，おおぞら特
別３着，九州スポーツ杯３着，有松特別３着，太宰府特別３着

トーセンモナーク（05牡 アグネスタキオン）４勝，ブリリアントＳ‐L ３着，阪神ス
プリングプレミアム，��２勝，種牡馬

ヴィクトワールピサ（07牡 ネオユニヴァース）７勝，有馬記念‐G1，皐月賞‐G1，
中山記念‐G2，弥生賞‐G2，etc.，FR・UAE１勝，ドバイワールドＣ‐G1，
優３牡，優古牡，種牡馬

３代母 マッチトゥーリスキーMuch Too Risky（82 GB栗 Bustino）GB２勝
リトルロック Little Rock（96牡 ＊ウォーニング）GB・FR・IRE・GER・ITY６勝，

プリンセスオヴウェイルズＳ‐G2，ゴードンリチャーズＳ‐G3，James Se
ymour S‐L，etc.，種牡馬

＊リッチアフェアー（00牝 Machiavellian）GB１勝，Lady Godiva Fillies S‐L ３着
プチノワール（05牝 Singspiel）不出走
ローブティサージュ（10牝 ＊ウォーエンブレム）３勝，阪神ジュベナイルフ
ィリーズ‐G1，キーンランドＣ‐G3，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，etc.，優２牝

ショートスカート Short Skirt（03 牝 ＊ディクタット）GB・FR・ITY４勝，ミュー
ジドラＳ‐G3，セントサイモンＳ‐G3，Severals S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ハクレイファーム＝新冠町緑丘 �0146-47-1051
生 産 牧 場： ㈱ハクレイファーム
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

49 アスタラビクトリア２０２１ �・栗 ２／１２

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスアスタラビクトリア
＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア栗 2010 Much Too Risky

8d
Machiavellian S3×M3 Halo M4×S5×M5 Boulevard S5×M5

価格： 購買者：



母 アズマガール（09鹿 キングカメハメハ）�入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（６）〕
ベルウッドキング（15牡鹿 ＊バゴ）１勝
アリスチャン（16牝鹿 メイショウボーラー）�３勝�
スタニングビスタ（17牝栗 ＊エスケンデレヤ）���入着６回�２勝
フォトンストリーム（18牡鹿 ＊クリエイターⅡ）�１勝�入着５回�
コウセイマリア（20牝鹿 リアルスティール）�未出走

２代母 サイレントラヴ（01鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ハーティンハート（07牡 サクラバクシンオー）２勝，相模湖特別２着，朝日岳特別

２着，外房特別３着，�４勝	入着３回���
ホクセツダンス（08牝 ＊アグネスデジタル）５勝，神無月Ｓ，羊蹄山特別，麦秋Ｓ２

着，播磨特別２着，ファイナルＳ３着，etc.
アズマクリスエス（10牡 ＊シンボリクリスエス）�４勝
モリトシラユリ（14牝 ＊クロフネ）３勝，フェアリーＳ‐G3 ３着
シゲルミズナ（15牝 ＊ワークフォース）入着２回，��１勝�１勝	１勝
ジュンノサップ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）１勝，���出走
ヒデノヴェローチェ（17牡 エイシンフラッシュ）���２勝�１勝

３代母 フアーストラブ（86鹿 ＊ナイスダンサー）��４勝
メモリアルガイ（92牡 サツカーボーイ）３勝，石打特別
メロウキス（93牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，甲東特別，耶馬渓特別３着

キープユアスマイル（03牝 アグネスタキオン）２勝，紫苑Ｓ‐L ２着
ノボリユキオー（96牡 ＊トニービン）６勝，北九州短距離Ｓ‐OP ２着，ＴＶ愛知Ｏ

Ｐ‐OP ２着，etc.，��入着２回，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着
プレシャスソング（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，佐渡特別
トーセントゥルー（04牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，火打山特別２着，シンガポー

ルＴＣ賞３着
アズマタイショウ（06牡 キングカメハメハ）２勝，わらび賞

４代母 レデイーシラオキ（78鹿 ＊セントクレスピン）４勝，中距離特別
［孫］ スペシャルウィーク（95牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，ジャパンＣ‐G1，

日本ダービー‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，etc.，特別賞，種牡馬

販売申込者・所有者： 増尾牧場＝日高町豊郷 �090-3779-1721
生 産 牧 場： 増尾牧場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

50 アズマガール２０２１ 牡・鹿 ２／２５

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスアズマガール ＊サンデーサイレンス

��
��
�サイレントラヴ鹿 2009 フアーストラブ

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 イーグルアモン（11鹿 ＊イーグルカフェ）２勝，ＨＢＣ賞（芝 1200）３着，湯沢特
別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
ハンバーグハマー（20牝黒鹿 メイショウボーラー）��出走

２代母 ミスアモン（04鹿 メジロライアン）�２勝��入着２回
ソーワンダーフル（09牝 エアジハード）�２勝
ラブリーアモン（13牝 ソングオブウインド）１勝，粟島特別２着，糸魚川特別２着，

西尾特別３着，松浜特別３着，桑折特別３着
ファンシーアモン（14牝 ソングオブウインド）入着

エムティコア（19牡 フェノーメノ）��出走�１勝�
ラッキーアモン（16牡 トーセンホマレボシ）入着，���１勝
ベリンダアン（17牝 フェノーメノ）入着２回，�１勝

３代母 クリアモン（92黒鹿 ＊バイアモン）１勝
ナンプーユウキ（99牝 ＊シャーディー）１勝，�２勝��１勝�

エンジェルサー（07牡 ＊ワレンダー）��３勝
オートキャロル（00牝 ＊キンググローリアス）�１勝
オートハーレー（01牡 ＊キンググローリアス）１勝，�２勝��入着２回
トップオブマジック（05牡 メジロライアン）１勝
ミスクリアモン（06牝 ＊イーグルカフェ）４勝，ＴＶｈ賞，勝浦特別，ニセコ特別，etc.
ミスバイアモン（08牝 タヤスツヨシ）出走

ルチオアンファン（12牝 ＊イーグルカフェ）�３勝��入着４回

４代母 クリヤング（82青鹿 ＊ノーザンネイテイヴ）出走
［子］ クリトライ（89牡 ＊フオテイテン）２勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3 ３着，アイビ

ーＳ‐OP ２着，山桜賞

５代母 クリアミー（74黒鹿 ＊シーフユリユー）１勝
［子］ ブリージーラッド（81牡 ＊ボールドラツド）障害４勝，阪神障害Ｓ（春），

��３勝，青雲賞
［孫］ ショーファイト（94牡 ＊スリルシヨー）３勝，織姫賞２着，君津特別２着，

摺上特別２着，etc.

販売申込者・所有者： 千島 勇一＝小清水町北斗 �0152-67-2325
生 産 牧 場： 千島 勇一
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

51 イーグルアモン２０２１ �・鹿 ４／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアドミラブル ＊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

＊ Gulch

�
�
�
�
�

��
��

�イーグルカフェ Net Dancerイーグルアモン メジロライアン

��
��
�ミスアモン鹿 2011 クリアモン

＊アイリツシユアイズ 1c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 インマイラヴ（01鹿 ダンスインザダーク）�入着
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－10（48）〕
ユキノアメリカン（06牝黒鹿 ＊アメリカンボス）�２勝�３勝
オブリラブ（09牝鹿 ウインクリューガー）�３勝，福山ＣｈＳ（Ｄ1800）３着，ヤ

ングＣｈ（Ｄ1600）３着
インターラブリー（10牝鹿 ＊パーソナルラッシュ）��７勝
ミスタージャック（11牡栗 ＊ノボジャック）�12 勝��１勝�３勝�，大淀川賞
（Ｄ1400），耶馬溪賞（Ｄ1400），天山賞（Ｄ1400），大村湾賞（Ｄ1400）２着，
志布志湾賞（Ｄ1400）２着，黒髪山賞（Ｄ1400）３着，雲仙岳賞（Ｄ1800）３着，
カペラ賞（Ｄ1750）３着

カシノジャック（14牡黒鹿 ＊ノボジャック）�４勝
ラヴノット（15牝鹿 ＊ノボジャック）１勝，��１勝
ヤマショウブラック（16牡黒鹿 ルースリンド）	
２勝�５勝��１勝，桐花賞
（Ｄ2000），イーハトーブマイル（Ｄ1600），不来方賞（Ｄ2000），知床賞
（Ｄ1400），白嶺賞（Ｄ1600）２着，寒菊賞（Ｄ1600）２着，赤松杯（Ｄ1600）３
着（２回），あすなろ賞（Ｄ1900）３着，シアンモア記念（Ｄ1600）３着

オンザルース（17牝黒鹿 ルースリンド）	�１勝
コスモマイディア（18牡黒鹿 シビルウォー）	�２勝�入着３回
コブラ（19牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）	��１勝
マハロケアクア（20牝黒鹿 ルースリンド）	�出走

２代母 ラヴリーエリ（96鹿 ＊ジェイドロバリー）�３勝
キミノジョンエ（02牝 アドマイヤベガ）�７勝
プレシャスエリー（08牝 プレシャスカフェ）�14 勝

３代母 プリテイゲラン（79栗 ＊ネヴアービート）不出走
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： ㈲大北牧場＝浦河町野深 �080-5580-2159
生 産 牧 場： ㈲大北牧場
飼 養 者： ㈲大北牧場＝浦河町野深 �080-5580-2159

52 インマイラヴ２０２１ 牡・鹿 ４／２８
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エルコンドルパサー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サドラーズギャルルースリンド
＊ Deputy Minister

��
��
�ルーズブルーマーズ鹿 2001 Late Bloomer

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイインマイラヴ ＊ジェイドロバリー

��
��
�ラヴリーエリ鹿 2001 プリテイゲラン

＊ミスブゼン 18
Mr. Prospector S4×M4 Nijinsky M4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊エイシンヒマワリ（13 USA鹿 Uncle Mo）１勝，�４勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ミヤジタンジロウ（19牡鹿 ＊マクフィ）��１勝

２代母 ＊ホームフロムオズ（02 USA栗 Pulpit）不出走
＊エーシンゴールド（10牡 Medaglia d'Oro）４勝，アルデバランＳ‐OP，昇竜Ｓ

‐OP ２着，鷹取特別，��入着，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着
メイドフロムラッキーMadefromlucky（12牡 Lookin At Lucky）USA６勝，ピー

ターパンＳ‐G2，ウェストヴァージニアダービー‐G2，グリーンウッドカップ
Ｓ‐G3，Temperence Hill S‐L，レベルＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

シージェイオズC J Oz（14牝 Colonel John）不出走
シャンペインポエトリー Champagne Poetry（19 牝 Carpe Diem）�USA１

勝，Ruthless S２着
エイシンオズ（16牝 ＊エイシンアポロン）１勝
エイシンバッカス（17牡 ＊ヨハネスブルグ）�３勝，清洲Ｓ２着，伊良湖特別３着
エイシンデュエラー（19牡 ドゥラメンテ）�１勝

３代母 タップユアヒールズ Tap Your Heels（96 USA芦 Unbridled）USA１勝，
Hildene S‐R
タピット Tapit（01 牡 Pulpit）USA３勝，ウッドメモリアルＳ‐G1，ローレルフュ

チュリティ‐G3，種牡馬
オーヴァランダビューティOverandabeauty（05 牝 Grand Slam）USA３勝，O

hio Valley H‐L ２着，Pearl City S３着
ノーブルアンダビューティNoble and a Beauty（12 牝 Noble Causeway）

USA３勝，Cicada S‐L，Ruthless S‐L ２着

４代母 ルビースリッパーズRuby Slippers（82 USA芦 Nijinsky）USA５勝
［子］ ルビアノ Rubiano（87牡 Fappiano）USA13 勝，ＮＹＲＡマイルＨ‐G1，

カーターＨ‐G1，ヴォスバーグＳ‐G1，etc.，種牡馬
［孫］ ダブレオDubleo（02牡 ＊サザンヘイロー）USA７勝，サマーＳ‐G2，ジ

ェネラスＳ‐G3，Dave Feldman S，etc.，種牡馬
インチューン In Tune（11牝 Unbridled's Song）USA３勝，ガルフスト
リームパークオークス‐G2

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 栄進牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

53 エイシンヒマワリ２０２１ 牡・鹿 ２／１３

＊

テイルオヴザキャット Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tale of the Cat

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

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

＊

アンクルモー Indian Charlie

�
�
�
�
�

��
��

�Uncle Mo Playa Mayaエイシンヒマワリ
＊ Pulpit

��
��
�ホームフロムオズ鹿USA 2013 Tap Your Heels

3o
Mr. Prospector S4×M5 Narrate S4×M5 Unbridled S4×M4
Northern Dancer S5×S5
価格： 購買者：



母 リアリーラヴユー（08鹿 スペシャルウィーク）１勝，飯盛山特別（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（３）〕
ヴァンキッシュアイ（16牡鹿 ＊ワークフォース）�１勝��
シュッシー（17�栗 ＊マジェスティックウォリアー）�１勝
スマートリン（18牡鹿 ＊クリエイターⅡ）入着，���出走
ジョウショーポピー（19牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�１勝
トキノヤマト（20牡芦 ＊ダンカーク）�未出走

２代母 ＊リアリーライジング（94 USA栗 For Really）USA１勝，Sunday Sally S
２着
バディーギル Buddy Gil（00� Eastern Echo）USA６勝，サンタアニタダービー

‐G1，サンフェリペＳ‐G2，ボールドウィンＳ‐G3，Golden Bear S，A
ck Ack H‐L ２着，etc.

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

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 高橋 陵＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2056
生 産 牧 場： 高橋 陵
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

54 リアリーラヴユー２０２１ 牡・鹿 ４／２４

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�リアリーライジング鹿 2008 RisingWriter

1n
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ウィンターパレス（15青鹿 ＊パイロ）１勝
初仔

２代母 ＊ラシアンレヴォリューション（02 GB鹿 Dubai Millennium）GB１勝
アップライジング（11牝 ＊コマンズ）不出走

スマイルウィ（17牡 エスポワールシチー）���11 勝，京成盃グランドマイラ
ーズ，スパーキングサマーＣ２着，マイルＧＰ２着

アノシュカ（12牝 ＊コマンズ）�４勝

３代母 ラシャンスノーズ Russian Snows（92 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・FR・IR
E・UAE４勝，ロワイヤリュー賞‐G2，Oyster S‐L，愛オークス‐G1 ２着，
愛プリティポリーＳ‐G2 ２着，ロイヤルホイップＳ‐G3 ２着，etc.
シベリー Siberie（98 牝 Caerleon）FR入着３回

エリートシクスティシクス Elite Sixty‐Six（05� Orientate）HKG・MAC６
勝，Macau Kam Pek Paradise Cup‐L ３着

ラシャンソサイエティ Russian Society（00 牝 Darshaan）GB１勝，Gillies Filli
es' S‐L ２着

ディープウィンターDeepWinter（05 牝 Pivotal）GB・GER４勝，G.P von Han
nover‐L ３着
オールウェイズアンドフォーレヴァー Alwaysandforever（14 牝 Teofilo）GB

・FR・IRE２勝，Chalice S‐L ２着，Pontefract Castle S‐L ２着，
River Eden S‐L ２着

ムルマンスクMurmansk（07牝 Dalakhani）FR・BRZ２勝，ジョゼＰノゲイラ大
賞‐G3 ２着

プラシャン Prussian（09牝 Dubai Destination）GB・UAE５勝，バランシーヌＳ
‐G2 ２着

バックホイート Buckwheat（10� Manduro）GB・FR・UAE１勝，P. Ridgway
‐L，GB障害２勝

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： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166
生 産 牧 場： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲
飼 養 者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166

55 ウィンターパレス２０２１ �・黒鹿 ２／２７

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionウィンターパレス
＊ Dubai Millennium

��
��
�ラシアンレヴォリューション青鹿 2015 Russian Snows

23
Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ヴァカンス（11鹿 ＊サウスヴィグラス）��３勝，ローレル賞（Ｄ1600）２着
初仔

２代母 リンクシェーマ（00青鹿 ダンスインザダーク）１勝
マイネルアリオン（06牡 ＊アグネスデジタル）１勝，尖閣湾特別３着
ミヤコギムレット（08牡 タニノギムレット）��１勝
ホワイトソウル（09牝 アドマイヤコジーン）�１勝�１勝�１勝�入着
ヴォルカニック（10牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
ハーモニーウィル（12牡 ＊サウスヴィグラス）��３勝��
フォルスペランツァ（16牝 ＊サウスヴィグラス）��１勝�

３代母 ＊シェーマ（95 USA栗 Silver Hawk）不出走
ティーアイディップ（02牝 ＊ジェイドロバリー）不出走

コスモロビン（08牡 ゼンノロブロイ）５勝，目黒記念‐G2 ３着，丹頂Ｓ‐OP
２着，緑風Ｓ，etc.

ラペルトワ（13牝 ゼンノロブロイ）１勝，唐戸特別３着
ドリームスピリット（15牡 ディープブリランテ）３勝，町田特別，青嵐賞２着，

北海Ｈ２着，etc.

４代母 カパズ Capades（86 USA栗 Overskate）USA11 勝，セリマＳ‐G1，マッチ
メイカーＳ‐G2，ニューヨークＨ‐G2，アシーニアＨ‐G3，カンタベリーオーク
ス‐G3，etc.
［子］ キャップベイノ Cap Beino（93牝 Lyphard）USA３勝，Lilac S，

Miss Indy Anna S
［孫］ メインイディションMain Edition（16牝 Zoffany）GB・IRE・GER６勝，

独１０００キニー‐G2，アルバニーＳ‐G3，スイートソレラＳ‐G3，etc.
メイジャーカドーMajor Cadeaux（04牡 Cadeaux Genereux）GB・F
R・IRE・HKG４勝，サンダウンマイル‐G2，ジョンオヴゴーントＳ
‐G3，グリーナムＳ‐G3，etc.，種牡馬

ビーチファイアー Beachfire（07� Indian Haven）GB５勝，Wolfert
on H‐L，GB障害１勝

グローリアスグレイGlorious Grey（07牡 Highest Honor）ITY３勝，
P. Roma Vecchia‐L ２着

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

56 ヴァカンス２０２１ �・鹿 ３／ ４
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターヴァカンス ダンスインザダーク

��
��
�リンクシェーマ鹿 2011 ＊シェーマ

19
Roberto S3×M5 Mr. Prospector S3×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 ヴィジオネール（11黒鹿 ＊トワイニング）入着，�４勝�入着７回
〔産駒馬名登録数：１〕
シュプリームシマー（19牡青鹿 ＊プリサイスエンド）��入着�入着４回

２代母 フェミニンタッチ（94青鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，湯之谷特別２着，沈
丁花賞２着，�１勝
レインフォーレスト（06牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）５勝，府中Ｓ，むらさき

賞，尾頭橋特別，ひめさゆり賞
カトルズタッチ（08牝 マヤノトップガン）１勝
キープインタッチ（10牡 ＊トワイニング）５勝，ブリリアントＳ‐L ２着，フェアウ

ェルＳ，横手特別，下総Ｓ２着，金蹄Ｓ２着，etc.，�５勝��
ブラインドタッチ（12牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝

３代母 ダイナタツチ（80鹿 ＊ノーザンテースト）３勝
タッチオブゴールド（96牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，相馬特別，蔵王特別２着，

桑折特別３着，etc.
オープンアップ（03牝 タヤスツヨシ）�１勝��
デルマヌラリヒョン（10牡 ＊バトルライン）５勝，藤森Ｓ，鳴海特別，三陸
特別，etc.

ゴールドアグリ（04牡 タニノギムレット）４勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，ニューイ
ヤーＳ‐L ３着，アクアマリンＳ，etc.

フラムドール（07牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，乙訓特別，君子蘭賞２着
ラルムドール（15� ハーツクライ）１勝，出石特別２着，三春駒特別３着

エアラギオール（08牡 タニノギムレット）３勝，八王子特別２着，青梅特別３
着，	２勝，青藍賞３着

タケル（97牡 フジキセキ）
４勝�８勝�１勝�入着��，二十四万石賞２着

４代母 ＊ラドンザ（66 USA鹿 Globemaster）FR１勝
［子］ ラドンゼイジョン La Donzation（74牝 Insubordination）USA４勝，

Vantage S３着
［曾孫］ マイティーフォース（92牡 ＊テンパレートシル）３勝，京成杯‐Jpn3，朝

日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ４着，萩Ｓ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： ㈲サンローゼン＝新冠町明和 �0146-47-2575
生 産 牧 場： ㈲サンローゼン
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

57 ヴィジオネール２０２１ �・青鹿 ４／１９
＊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

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�トワイニング Courtly Deeヴィジオネール ＊サンデーサイレンス

��
��
�フェミニンタッチ黒鹿 2011 ダイナタツチ

＊ラドンザ 22a
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 ヴァニラシャンティ（08黒鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
ヴァニラエッセンス（14牝鹿 ＊ワークフォース）�３勝
ヴァニラシェイク（16牝黒鹿 ＊ケイムホーム）入着，��１勝
フェアリーミラー（18牝黒鹿 メイショウサムソン）��３勝
リリーアロー（19牡鹿 フェノーメノ）�入着４回

２代母 アグネスショコラ（96黒鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝
フレンチクルーラー（02牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，習志野特別，サンシャイン

Ｓ２着
ゴールデンチケット（06牡 キングカメハメハ）１勝，ジャパンＣダート‐G1 ３着，

毎日杯‐G3 ２着，シリウスＳ‐G3 ３着，etc.，��１勝�１勝，兵庫ＣｈＳ
‐Jpn2，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，etc.

ロワジャルダン（11牡 キングカメハメハ）６勝，みやこＳ‐G3，東海Ｓ‐G2 ３着，マー
チＳ‐G3 ３着，アンタレスＳ‐G3 ３着，みやこＳ‐G3 ３着，etc.，��入着２回

ショコラブラン（12牡 ＊クロフネ）６勝，京葉Ｓ‐LR，千葉Ｓ‐OP ３着，春風Ｓ，etc.，
��入着３回���，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ２着，かきつばた記念
‐Jpn3 ３着，etc.

フィナールショコラ（17牝 ストロングリターン）�２勝，小金井特別３着

３代母 ＊スキーパラダイス（90 USA芦 Lyphard）１勝，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，etc.，
GB・FR・USA５勝，ムーランドロンシャン賞‐G1，アスタルテ賞‐G2，サ
ンドリンガム賞‐G3，P. d'Angerville‐L，etc.
エアトゥーレ（97牝 ＊トニービン）６勝，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，報知４歳牝馬特別‐Jpn2

３着，etc.，GB・FR・SIN入着３回，モーリスドゲースト賞‐G1 ２着，etc.
キャプテントゥーレ（05牡 アグネスタキオン）５勝，皐月賞‐Jpn1，デイリー

杯２歳Ｓ‐Jpn2，朝日ＣｈＣ‐G3（２回），etc.，種牡馬
アスピリンスノー（02牝 ＊エルコンドルパサー）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ３着，対

馬特別２着，鷹巣山特別３着，etc.，�１勝

４代母 スキーゴーグル Ski Goggle（80 USA芦 ＊ロイヤルスキー）USA５勝，エイ
コーンＳ‐G1，レイルバードＳ‐G3，Santa Ysabel S‐L，リンダヴィスタＨ
‐G3 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： Ｎ＆Ｓｔａｒ�トレーニングセンター＝新冠町万世 �070-4795-3955

58 ヴァニラシャンティ２０２１ �・鹿 ４／２０
＊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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayヴァニラシャンティ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アグネスショコラ黒鹿 2008 ＊スキーパラダイス

3l
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 モッシュピット（16鹿 オルフェーヴル）入着２回
初仔

２代母 ＊ライブリーチューン（04 USA黒鹿 Dixieland Band）不出走
ダノンゴールド（09� ゴールドアリュール）５勝，ＫＢＣ杯，檜山特別（２回），黒

竹賞３着，障害３勝
トウシンタイガー（13� ゴールドアリュール）１勝，�３勝�１勝�
レッドアルディ（15� ＊アイルハヴアナザー）１勝，�５勝

３代母 イクストラヴァガントウーマンExtravagantWoman（82 USA鹿 Alydar）
不出走
リヴィングヴァイカリアスリー Living Vicariously（90 牡 Time for a Change）

USA５勝，ブルックリンＨ‐G2，ブリーダーズフュチュリティ‐G2 ２着，デ
ィスカヴァリーＨ‐G3 ３着

ラグジュアリアスリー Luxuriously（95 牝 Danzig）USA出走
ニットワンパートゥー Knit One Purr Too（11牝 Tale of the Cat）USA３

勝，Stormy Blues S，Brandywine S３着
リゾート Resort（97 牝 Pleasant Colony）USA４勝，ＣＣＡオークス‐G1 ２着，

ガゼルＨ‐G1 ３着，ターンバックジアラームＨ‐G3 ２着，etc.
サイトシーイング Sightseeing（04牡 Pulpit）USA２勝，ピーターパンＳ‐G2，

ウッドメモリアルＳ‐G1 ２着，ドゥワイアＳ‐G2 ３着，etc.，種牡馬
シーアイランド Sea Island（09牝 Pulpit）USA３勝，ガゼルＳ‐G1 ２着，アレ

ールデュポンディスタフＳ‐G3 ２着，Banner Gala S‐L ２着，etc.
ソーシック So Chic（98 牝 Private Terms）不出走

ヒーズソーシック He's So Chic（04 牡 Jump Start）USA・CAN15勝，Te
ddy Drone S‐L ２着，Fall Highweight H‐L ２着，Pelican S２
着，etc.，種牡馬

ウィズディスティンクションWith Distinction（01牡 Storm Cat）USA６勝，エ
ルコネホＨ‐G3，チャーチルダウンズＨ‐G2 ２着，サンアントニオＨ‐G2 ２
着，etc.，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： ㈲木村牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0605
生 産 牧 場： ㈲木村牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

59 モッシュピット２０２１ �・栗 ５／ ５
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

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�オルフェーヴル オリエンタルアートモッシュピット
＊ Dixieland Band

��
��
�ライブリーチューン鹿 2016 ExtravagantWoman

8h
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ユキノレッシャ（09黒鹿 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（11）〕
リュウシンローズ（14牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝�３勝
スノーガーデン（15牝鹿 ショウナンカンプ）１勝，�６勝
コンプラドール（20牡栗 ＊ベストウォーリア）���入着２回

２代母 レイサッシュ（96鹿 ＊パラダイスクリーク）３勝，道新スポーツ賞２着，袖ケ
浦特別３着
ルシフェリン（05牡 アグネスタキオン）２勝，伊勢特別３着，八重桜賞３着
レディーノパンチ（06牝 ＊フレンチデピュティ）不出走

カラテ（16牡 トゥザグローリー）�６勝，東京新聞杯‐G3，ニューイヤーＳ‐L，
中山記念‐G2 ２着，関屋記念‐G3 ２着，東京新聞杯‐G3 ３着，etc.

グランドサッシュ（11牡 ハーツクライ）４勝，青嵐賞（２回），安房特別２着，グレ
イトフルＳ３着，緑風Ｓ３着，佐渡Ｓ３着，etc.，�１勝��

タガノカムイ（12牡 ダイワメジャー）３勝，鳥栖特別２着，戸畑特別３着，五頭連
峰特別３着

タガノアシュラ（14牡 マンハッタンカフェ）２勝，すみれＳ‐OP ２着，黄菊賞

３代母 ゴールデンサッシュ（88栗 ＊デイクタス）入着
ステイゴールド（94牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，日経新春杯‐Jpn2，目黒記念

‐Jpn2，etc.，UAE・HKG２勝，香港ヴァーズ‐G1，ドバイシーマクラシッ
ク‐G2，特別賞，種牡馬

グレースランド（98牝 ＊トニービン）入着２回
ドリームパスポート（03牡 フジキセキ）３勝，神戸新聞杯‐Jpn2，きさらぎ賞

‐Jpn3，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.
レクレドール（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ‐Jpn2，クイーンＳ

‐Jpn3，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.
キューティゴールド（04牝 ＊フレンチデピュティ）入着２回

ショウナンパンドラ（11牝 ディープインパクト）５勝，ジャパンＣ‐G1，秋華
賞‐G1，オールカマー‐G2，etc.，優古牝

メルヴェイユドール（07牝 フジキセキ）３勝，マーメイドＳ‐G3 ３着，壇之浦特別，
紫竹山特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈱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

60 ユキノレッシャ２０２１ �・黒鹿 ５／ ３

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーユキノレッシャ ＊パラダイスクリーク

��
��
�レイサッシュ黒鹿 2009 ゴールデンサッシュ

＊ロイヤルサツシユ 1t
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アナモリ（05鹿 ＊トワイニング）５勝，内房Ｓ（Ｄ1200），天王山特別（Ｄ1200），
橿原Ｓ（Ｄ1200）３着，円山特別（Ｄ1200）３着，出石特別（Ｄ1200）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（17）〕
ピッコラストレーガ（13牝黒鹿 ゼンノロブロイ）�４勝�
サンエイダイヤ（14牝黒鹿 ゼンノロブロイ）�８勝
アナマリア（15牝青鹿 ゼンノロブロイ）��１勝�
プティドバトゥ（16牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�３勝��入着
マサハヤリュウ（18牡黒鹿 ダイワメジャー）�１勝�入着
アンコロモチ（19�鹿 ダイワメジャー）���入着３回
トレジャートレイル（20牡青 イスラボニータ）�出走

２代母 エクシードワン（99青鹿 ナリタブライアン）２勝，湯沢特別
キングオブヘイロー（06牡 ゴールドアリュール）３勝，オーロラ特別，伊良湖特別，

西陣Ｓ２着，なにわＳ２着，大津特別２着，etc.，��２勝
ショウナンナパ（10牡 ＊アルデバランⅡ）�２勝
ヒラボクプリンセス（11牝 ゼンノロブロイ）�３勝
ユアーザワン（12牡 ゴールドアリュール）障害１勝，�２勝
シハツレッシャ（14牡 ダイワメジャー）�６勝	�入着３回
アルクマール（16牡 ゴールドアリュール）	２勝��１勝

３代母 オーパスワン（91鹿 Theatrical）３勝，なでしこ賞２着，犬山特別３着，長久
手特別３着
ピサノキャニオン（00牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，ニセコ特別，�１勝
サンライズベガ（04牡 アドマイヤベガ）６勝，小倉大賞典‐G3，京都新聞杯‐Jpn2

３着，新潟記念‐G3 ２着（２回），etc.
オーパスクイーン（07牝 スペシャルウィーク）３勝

サンライズホープ（17牡 ＊マジェスティックウォリアー）�６勝，シリウスＳ
‐G3，三宮Ｓ‐OP，灘Ｓ，etc.

サンライズクラウド（09牡 ネオユニヴァース）１勝，
２勝，水無月賞３着

４代母 ＊ティルティング（81 USA鹿 Seattle Slew）USA出走
［子］ ドーンキホーテDawnQuixote（87 牡 Grey Dawn）USA６勝，パーム

ビーチＳ‐G3，Lord Avie S‐L，Tyro S‐L，etc.，種牡馬

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

61 アナモリ２０２１ 牡・青鹿 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアトーセンラー
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア黒鹿 2008 Dance Image

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�トワイニング Courtly Deeアナモリ ナリタブライアン

��
��
�エクシードワン鹿 2005 オーパスワン

＊ティルティング 21a
Mr. Prospector S4×M4 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンヴァルハラ（12鹿 ヴァーミリアン）�１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ボブテイル（19牡黒鹿 エイシンヒカリ）��４勝��入着２回

２代母 ＊バーリンスワン（99 USA栗 Peaks and Valleys）２勝，�３勝��入着２回
エーシングリズリー（09牡 ＊ゼンノエルシド）４勝，苗場特別，西陣Ｓ２着，貴船Ｓ

３着，�３勝�
エイシンルンディー（10牝 ゴールドヘイロー）�８勝�１勝	入着����，ル・

プランタン賞，留守杯日高賞２着，プリンセス特別２着，岐阜金賞３着
エイシンローリン（11牝 ＊サウスヴィグラス）５勝，ＮＳＴ賞‐L，室町Ｓ‐OP ２着，

室町Ｓ‐OP ３着，陽春Ｓ，夙川特別，etc.
エイシンヴィーヴォ（13牝 ＊サウスヴィグラス）�９勝
スマートメイス（17牡 ＊サウスヴィグラス）��８勝

３代母 コスメルキティCozumel Kitty（84 USA栗 Tom Rolfe）USA出走
コージーブルーズ Cozy Blues（94 牝 Cure the Blues）USA６勝，ジャストアゲ

イムＨ‐G3，Hilltop S‐L，サンクレメンテＨ‐G2 ２着，etc.
ジェイコブズラン Jacob's Run（04牡 Gulch）USA６勝，Sonny Hine S２

着，Gallant Bob H‐L ３着
ブルーズレジェンドBlues Legend（07牝 Mr. Greeley）USA２勝
ジョヴァンナブルーズGiovanna Blues（13 牝 Gio Ponti）USA・CAN４
勝，Flaming Page S，ロバートＧディックメモリアルＳ‐G3 ２着，
オンタリオメイトロンＳ‐G3 ３着

アクアイアドテイストAcquired Taste（97 牝 Scarlet Ibis）USA１勝
アクアイアドキャット Acquired Cat（04 牝 Tactical Cat）USA12 勝，Irish

Actress S‐R ３着
ヘルダットガンポイント Heldatgunpoint（14 牡 Courageous Cat）USA１勝，

New York Stallion S‐R ２着

４代母 コスメルCozumel（69 USA栗 T.V. Lark）USA１勝
［子］ マヤニージャンMayanesian（79牡 Bold Hour）USA９勝，サンフォー

ドＳ‐G2，Engine One S‐L，A Phenomenon S‐L ２着，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 堀川 洋之＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2381
生 産 牧 場： 堀川 洋之
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

62 エイシンヴァルハラ２０２１ 牡・栗 ４／２６

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your Heelsゴールデンバローズ

＊ Mayakovsky

��
��
�マザーロシアUSA 栗 2012 Still Secret

＊エルコンドルパサー

�
�
�
�
�

��
��

�ヴァーミリアン スカーレットレディエイシンヴァルハラ
＊ Peaks and Valleys

��
��
�バーリンスワン鹿 2012 Cozumel Kitty

14a
Mt. Livermore M4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 エアワルツ（05鹿 ダンスインザダーク）１勝，栗子特別（芝 1700）２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
チャンピオンキカン（15牡鹿 ロードカナロア）��２勝
チャンピオンピース（16牡鹿 エイシンフラッシュ）�３勝��１勝
アークリオン（18牝鹿 リオンディーズ）���１勝�１勝
ホバーコルテ（20牝鹿 ホッコータルマエ）�出走

２代母 ＊マチカネハツシマダ（95 USA鹿 Private Account）３勝，五泉特別，白河特
別３着
マチカネハナサソウ（01牝 スペシャルウィーク）入着

ゴールデンブレイヴ（13牡 ＊クロフネ）４勝，北総Ｓ，檜山特別，��６勝��
１勝�，トレノ賞３着

ユノナゲット（02牡 ＊フォーティナイナー）５勝，麦秋Ｓ，立夏Ｓ２着，シャングリ
ラ賞２着

ダノンブライアン（04� ＊ブライアンズタイム）４勝，南総特別，オラシオンＳ２着，
雲雀Ｓ３着

チョイワルグランパ（06牡 マンハッタンカフェ）３勝，シリウスＳ‐G3 ３着，アレ
キサンドライトＳ，松戸特別，堺Ｓ３着，障害１勝，�２勝	３勝��入着２回

ダークシャドウ（07牡 ダンスインザダーク）５勝，毎日王冠‐G2，エプソムＣ‐G3，
天皇賞（秋）‐G1 ２着，札幌記念‐G2 ２着，京都記念‐G2 ２着，etc.

ナリタポセイドン（09牡 ハーツクライ）４勝，ジュライＳ‐OP ２着，金蹄Ｓ，夏木
立賞２着，etc.，	３勝�４勝�入着２回，北上川大賞典，絆Ｃ

アールプロセス（11牡 ネオユニヴァース）５勝，大和Ｓ‐OP ２着，千葉Ｓ‐OP ３
着，初春Ｓ，三峰山特別，納屋橋Ｓ２着，etc.，�２勝

３代母 ユーセフィア Yousefia（89 USA鹿 Danzig）GB・USA４勝，Great Lady
M. H‐L，Morvich H‐L ２着，Autumn Days H‐L ３着
ミシカルガールMythical Girl（96 牝 GoneWest）GB・IRE３勝，プリンセスマ

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

販売申込者・所有者： �小泉学＝新冠町朝日 �090-3112-4906
生 産 牧 場： �小泉学
飼 養 者： 萬牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5676

63 エアワルツ２０２１ 牡・鹿 ４／１４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイエアワルツ
＊ Private Account

��
��
�マチカネハツシマダ鹿 2005 Yousefia

A4
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 エヌティボタン（12芦 アドマイヤコジーン）��３勝
初仔

２代母 シャトーモア（98黒鹿 ＊ジョリーズヘイロー）不出走
シロヤマハーツ（02牡 フサイチソニック）入着２回，��４勝
スマートドライブ（04牡 ＊マイネルラヴ）�１勝
ラブミラー（06牝 ミラクルアドマイヤ）１勝

ボールドジャパン（11牡 アドマイヤジャパン）３勝，東雲賞３着，相模湖特別
３着，羊ヶ丘特別３着，��出走

ラブミラーボード（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
ミサゴドライヴ（08牝 ＊イーグルカフェ）�14 勝��，福山ダービー３着
シゲノチコク（09牝 ＊アサクサデンエン）�９勝�１勝，福山ダービー３着
エナエビス（11牡 ＊ノボジャック）�11 勝�１勝�６勝，摂津盃，東海桜花賞
バリスコア（14牡 フリオーソ）�９勝�５勝���入着３回，兵庫ジュニアＧＰ

‐Jpn2 ３着，北斗盃３着
ターコイズリング（17牝 グランデッツァ）��４勝	２勝

３代母 グロリーサクラ（84芦 ＊シーホーク）不出走
サンエイサンキュー（89牝 ダイナサンキユー）５勝，サファイヤＳ‐Jpn3，札幌記

念‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，etc.

４代母 ジヤガーサクラ（79芦 ＊ラフインゴラ）不出走

５代母 ヤシマキーパー（61栗 トビサクラ）入着６回
［孫］ シルバーサン（81牡 ホクトボーイ）３勝，夕月特別，有明特別，周防灘特

別２着，etc.，��７勝
レポートボーイ（77牡 シエスキイ）２勝，祇園特別，長距離特別，��

��９勝

テンリゴールド（86牡 ゴールドマサユキ）２勝，白鷺特別，渥美特別２着
コマノホープ（72牡 ＊フイダルゴ）障害１勝，����18 勝，中日杯２
着，北国王冠２着，農林大臣賞典２着，etc.

［曾孫］ ヘイセイジュエル（89牡 ＊フイリツプオブスペイン）�10 勝�４勝，ゴー
ルドウィング賞３着

販売申込者・所有者： ㈲賀張中川牧場＝日高町賀張 �01456-5-2662
生 産 牧 場： ㈲賀張中川牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

64 エヌティボタン２０２１ �・芦 ３／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンバラード
＊ Unbridled

��
��
�レディバラード黒鹿 2008 Angelic Song

Cozzene

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤコジーン アドマイヤマカディエヌティボタン ＊ジョリーズヘイロー

��
��
�シャトーモア芦 2012 グロリーサクラ

＊星旗 16h
Halo S4×S4×M4 Herbager S5×M5

価格： 購買者：



母 エイグレット（00栗 ＊サンデーサイレンス）３勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－10（28），地方－１（１）〕
ミトラ（08�黒鹿 ＊シンボリクリスエス）９勝，金鯱賞‐G2，福島記念‐G3，ニュ

ーイヤーＳ‐L（芝 1600），ＡＪＣＣ‐G2 ２着，オールカマー‐G2 ３着，福島
記念‐G3 ２着，オーロＣ‐L（芝 1400）２着，京成杯オータムＨ‐G3 ３着，パ
ラダイスＳ‐OP（芝 1400），紅葉Ｓ（芝 1600），etc.

カヒリ（09牝鹿 キングカメハメハ）１勝
ポリゴンウェイヴ（20牡 ＊ヘニーヒューズ）���未出走�１勝，ブリーダーズ

ゴールドジュニアＣ３着，栄冠賞３着
ネオヴァロン（11牡鹿 ジャングルポケット）１勝
モンドアルジェンテ（12牡芦 ＊クロフネ）５勝，赤富士Ｓ（Ｄ2100），是政特別
（Ｄ2100），��１勝，スパーキングサマーＣ（Ｄ1600）２着

フィビュラ（13牝芦 ＊クロフネ）２勝，月岡温泉特別（芝 1800）２着
ダークプリンセス（14牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
グレンガリー（15�鹿 ＊ハービンジャー）�４勝，日本海Ｓ（芝 2200），ホンコンＪ

ＣＴ（芝 2000），甲斐路Ｓ（芝 2000）３着
バスクベレー（16�鹿 ロードカナロア）２勝，���出走
ホウオウサミット（18牡鹿 ロードカナロア）２勝，恵山特別（芝 1800）
バーリンギャップ（19牝芦 ＊クロフネ）�１勝
ウヴァロヴァイト（20牝鹿 サトノクラウン）�入着

２代母 ノーザンプリンセス（91栗 ＊ノーザンテースト）３勝，七夕賞‐Jpn3 ３着，
キャピタルＳ‐OP，フローラＳ‐OP，奥多摩Ｓ２着，ひいらぎ賞２着
グリーンセイヴァー（97牡 サクラユタカオー）２勝，古町特別２着
トーセンビーイング（98牡 ＊トニービン）３勝，富里特別，奥尻特別２着，湯浜特別

２着，磐梯山特別３着，遠賀川特別３着
トーセンテンショウ（99牡 ＊トニービン）５勝，秋川特別，ハクチカラメモリアル，

バレンタインＳ２着，セレブレイション賞２着，ｔｖｋ賞２着，etc.，種牡馬
ミラクルカフェ（01牡 フジキセキ）１勝，�４勝
アドマイヤサイモン（08牡 ハーツクライ）２勝，障害１勝

３代母 ウイルプリンセス（83鹿 ＊サンプリンス）１勝，相馬特別３着

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

65 エイグレット２０２１ �・栗 ５／１７

＊

＊ 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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellエイグレット ＊ノーザンテースト

��
��
�ノーザンプリンセス栗 2000 ウイルプリンセス

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 エボニーアイボリー（14黒鹿 ＊ファルブラヴ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ロゴマジック（20牡黒鹿 ロゴタイプ）�出走

２代母 セラフィーヌ（07鹿 ネオユニヴァース）１勝
セデュイール（13牝 ＊ファルブラヴ）入着，��１勝�１勝
ハワイアンダンサー（15牝 ローエングリン）�３勝�入着４回
パドカトル（16牡 パドトロワ）�２勝

３代母 ＊セニョラージェ（94 USA青鹿 Nureyev）FR１勝，フィユドレール賞‐G3 ２着
コックニー（00牝 Swain）２勝

スタープロフィット（08牡 ゴールドアリュール）�２勝�１勝��６勝，オパ
ールＣ，北海優駿２着，南部駒賞３着

アーバンキッド（13� ハーツクライ）３勝，毎日杯‐G3 ２着，ラジオＮＩＫＫ
ＥＩ賞‐G3 ３着，ジュニアＣ‐OP ２着，etc.，障害１勝，��１勝

クイーンアイリス（01牝 ダンスインザダーク）１勝，��１勝�
ミエノゴーゴー（08牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，大日岳特別，尾瀬特別２着
ミエノウインウイン（15� ＊ハービンジャー）３勝，ベストウィッシュＣ，錦Ｓ３着

ダイワワイルドボア（05牡 アグネスタキオン）３勝，セントライト記念‐Jpn2，新
緑賞，阿賀野川特別３着，etc.

ファミリズム（06牝 ダンスインザダーク）１勝，京都２歳Ｓ‐L ２着
グッドマイスター（09牡 アグネスタキオン）４勝，端午Ｓ‐OP ２着，與杼特別，鷹

取特別，etc.

４代母 スワヴィテ Suavite（81 USA鹿 Alleged）USA４勝，カムリーＳ‐G3 ２着，
Prioress S‐L ３着
［子］ スワーヴダンサー Suave Dancer（88 牡 Green Dancer）FR・IRE５勝，

仏ダービー‐G1，凱旋門賞‐G1，愛チャンピオンＳ‐G1，etc.，種牡馬
スワーヴターン Suave Tern（91牡 Arctic Tern）FR・GER・ITY・US
A２勝，P. Niceas‐L，伊ジョッキークラブ大賞‐G1 ２着，イタ
リア大賞‐G1 ２着，etc.

セニョリアル Seignorial（95 牡 Kingmambo）GB・FR・IRE・USA３勝，
P. Scaramouche‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： 浦河小林牧場＝浦河町西幌別 �090-3114-5790
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

66 エボニーアイボリー２０２１ 牡・鹿 ４／ ３
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エボニーアイボリー ネオユニヴァース

��
��
�セラフィーヌ黒鹿 2014 ＊セニョラージェ

4r
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Northern Dancer M4×M5
Nureyev M4×S5 Special M5×M5
価格： 購買者：



母 エメラルドビーム（12鹿 ＊ファスリエフ）入着２回，�１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
モンテフォルス（19牡青鹿 ポアゾンブラック）��１勝
アギレラビーム（20牝鹿 ワールドエース）�出走

２代母 オールマイティ（03黒鹿 フジキセキ）不出走
マイネルマイティ（09牡 キングカメハメハ）��１勝�１勝�入着２回
チュロ（11牝 キングヘイロー）１勝

３代母 ファイトガリバー（93鹿 ダイナガリバー）３勝，桜花賞‐Jpn1，オークス
‐Jpn1 ２着，紅梅賞‐OP ２着，アネモネＳ‐OP ３着，桃花賞
ファイトブライアン（99牡 ナリタブライアン）２勝，君子蘭賞，芦屋川特別２着，

れんげ賞２着，etc.
ペガサスファイト（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，アメジストＳ，木曽川特別，

淡路特別２着，etc.，障害１勝
トップエクセレント（04牝 アグネスタキオン）２勝，鹿屋特別，夕月特別２着，白

藤賞２着
ペガサスボス（12牡 ディープインパクト）３勝，犬山特別２着，白梅賞２着，仲秋

Ｓ３着，etc.

４代母 ビユーテイマリヤ（80黒鹿 ＊トライバルチーフ）��１勝
［子］ ナリタタイセイ（89牡 ダイナガリバー）４勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2，皐月賞

‐Jpn1 ２着，若駒Ｓ‐OP，etc.
［孫］ イグゼキュティヴ（06牡 ＊チーフベアハート）１勝，京都２歳Ｓ‐L，札幌

２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，コスモス賞‐OP ２着，etc.，�２勝�２勝，Ｎ
ＡＲ優ターフ

マイネルベナード（01牡 ＊チーフベアハート）３勝，大阪城Ｓ‐L ３着，若
草Ｓ‐OP，萩Ｓ‐OP ２着，etc.

［曾孫］ コスモプラチナ（03牝 ステイゴールド）６勝，マーメイドＳ‐G3，天の川
Ｓ，佐渡特別，etc.

コスモフォーチュン（02牝 ＊マイネルラヴ）５勝，北九州記念‐Jpn3，小
倉２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，疾風特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： 畠山牧場豊畑トレーニングセンター＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352

67 エメラルドビーム２０２１ �・鹿 ４／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessエメラルドビーム フジキセキ

��
��
�オールマイティ鹿 2012 ファイトガリバー

＊アストニシメント 7c
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer M4×S5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 エレガントビーナス（13鹿 ダノンシャンティ）�１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ナミエヒーロー（20牡鹿 ヴァンセンヌ）�地方未出走

２代母 サチノスイーティー（03鹿 カリスタグローリ）５勝，アイビスサマーダッシュ
‐Jpn3，オーシャンＳ‐Jpn3 ２着，エニフＳ‐L ２着，京葉Ｓ‐OP，etc.，�１
勝��入着２回，かきつばた記念‐Jpn3 ２着
アーススカイ（12牡 リンカーン）��６勝��４勝
シトリカ（15牝 ＊ヨハネスブルグ）１勝
コンカラー（16牡 ネオユニヴァース）４勝，梅田Ｓ，川西特別，九州スポーツ杯３

着，��２勝，九州大賞典３着
ペイダート（17牡 ディープスカイ）入着２回，�２勝
ティーストーク（18牝 ジャスタウェイ）���１勝
ライトモティーフ（19牡 ミッキーアイル）��１勝

３代母 ペルファヴォーレ（97栃栗 ＊アフリート）�入着
カネマサデューク（01牡 ＊ソウルオブザマター）入着３回，富里特別３着，猪苗代特

別３着，�１勝��５勝�１勝，平和賞３着
シンメイジョアー（04牝 カリスタグローリ）�８勝，東海クイーンＣ，サラ・クイ

ーンＣ，若草賞，etc.
ナニハトモアレ（06牡 ＊ブラックホーク）４勝，アンタレスＳ‐G3 ２着，マーチＳ

‐G3 ２着，霜月Ｓ‐L ２着，etc.
ビューティーモズ（08牝 ネオユニヴァース）４勝，瀬波温泉特別

モズノーブルギフト（15牡 ＊ワイルドラッシュ）１勝，���３勝�７勝，星雲
賞３着，コスモバルク記念３着

モズアリュール（12牝 ゴールドアリュール）出走
モズマゾク（18牡 グランプリボス）�３勝，大通公園特別，大倉山特別２着

４代母 コンアモール（92栗 ＊アサティス）入着７回
［子］ パルパディア（04牡 ＊カリズマティック）�１勝��２勝	入着３回，戸

塚記念２着
ビーボーン（03牝 ＊テンビー）１勝，呉竹賞３着，�３勝��，リリーＣ，
赤レンガ記念３着，etc.

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

68 エレガントビーナス２０２１ �・黒鹿 ５／３０
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

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�ダノンシャンティ ＊シャンソネットエレガントビーナス カリスタグローリ

��
��
�サチノスイーティー鹿 2013 ペルファヴォーレ

＊アストニシメント 7c
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M5 Halo S4×M5×M5
Nureyev S4×S5
価格： 購買者：



母 ＊エーシンロレーン（06 USA栗 Rahy）�５勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（23）〕
エイシンライナー（11牡栗 エイシンデピュティ）�１勝
エイシンアグライア（12牝黒鹿 マンハッタンカフェ）�２勝�２勝�入着７回
エイシンシルダリア（13牝栗 キングカメハメハ）�４勝
エイシンダンシャク（17牡栗 ダノンシャンティ）��10 勝�１勝�
エイシンシッソウ（18牝栗 ＊アジアエクスプレス）��１勝�２勝��

２代母 ＊エイシンレマーズ（96 USA鹿 Phone Trick）２勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1
２着，中日スポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3 ３着，もみじＳ‐OP，葵Ｓ‐OP ３着，紅梅
Ｓ‐OP ３着

＊エーシンリバティー（07牝 Belong to Me）１勝
エーシンフルマーク（09	 デュランダル）１勝

３代母 インパーティネントレイディ Impertinent Lady（88 USA鹿 Sham）USA２勝
パートレイディPert Lady（95牝 Cox's Ridge）USA１勝

ザヴァタ Zavata（00 牡 Phone Trick）USA５勝，アムステルダムＳ‐G2，サ
ラトガスペシャルＳ‐G2，トレモントＳ‐G3，etc.，種牡馬

コッキー Cocky（97牡 Valiant Nature）USA３勝，サンラファエルＳ‐G2 ３着，
種牡馬

インパーティネント Impertinent（01 牝 Swain）不出走
インパーティネントマン Impertinent Man（06牡 Compendium）CHI13 勝，

P. Luis Larrain Prieto‐L ２着，トムソンマシューズ賞‐G3 ３着，P.
Carreras del '20‐L ３着

インパーティネントフィリー Impertinent Filly（07 牝 Ocean Terrace）CHI
４勝，P. Jorge Baraona Puelma‐L ２着，P. Luis Davila Larrain‐L
３着

ラティーバRateeba（05牝 Sky Mesa）USA１勝
アイスペントイト I Spent It（12 牡 Super Saver）USA２勝，サラトガスペシ

ャルＳ‐G2，ホープフルＳ‐G1 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 市正牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

69 エーシンロレーン２０２１ 牡・栗 ４／２５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerヘニーハウンド ビューティフルモーメント Crusader Sword

��
��
�Beautiful MomentUSA 栗 2008 Proud Minstrel

＊

ラヒー Blushing Groom

�
�
�
�
�

��
��

�Rahy Glorious Songエーシンロレーン
＊ Phone Trick

��
��
�エイシンレマーズ栗USA 2006 Impertinent Lady

4m
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 エレン（04栗 ＊ハンセル）不出走
〔産駒馬名登録数：４〕

２代母 カミナリギフト（98鹿 ＊ワツスルタツチ）��入着３回
アタゴファラオ（03牡 ＊オジジアン）�１勝��

３代母 カトレアギフト（86鹿 ＊サンプリンス）出走

４代母 ミヨノマツ（69鹿 ＊ヴイミー）入着３回
［子］ ハワイアンコーラル（85牡 ハワイアンイメージ）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2

２着，エプソムＣ‐Jpn3 ３着，安田記念‐Jpn1 ５着，etc.，�２勝
タイホウイエロー（77牡 ＊イエローゴツド）４勝，初富士賞，��１勝
ブルーコーベツト（79牡 ＊ラフインゴラ）７勝，早春特別，�２勝�

［孫］ ロイヤルコバン（91牡 カツラギエース）��５勝	11 勝，新春杯３着
［曾孫］ ブレイブジョオー（86牝 ＊ラツキーソブリン）３勝，節分賞２着

ナチュラルキラー（92牡 ＊ナイスダンサー）１勝，遠賀川特別３着
ダンストンブルーム（00牡 ＊グランドオペラ）�２勝，オパールＣ３着，
不来方賞３着

５代母 ＊サールス（52 NZ鹿 Ruthless）13 勝，京都記念（秋），朝日ＣｈＣ，日本経済新
春杯２着，鳴尾記念３着，宝塚盃３着，etc.，優古牝
［子］ エプソム（62牡 ＊タリヤートス）７勝，スワンＳ，中京記念，京都記念

（春）２着，etc.
ホマレマツ（68牝 ＊タリヤートス）３勝，桜花賞２着，阪急杯３着，山陽
特別，etc.

メジロエイカン（66牡 ＊ヴイミー）４勝，マイラーズＣ３着，４歳Ｓ‐OP，
短距離特別（２回），
３勝

［孫］ マツコトブキ（81牝 ＊ラツキーソブリン）７勝，マイラーズＣ‐Jpn2 ２着，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着（２回），サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn3 ３
着，etc.

［曾孫］ ケイティーボーン（83牡 ＊ノーザリー）３勝，ステイヤーズＳ‐Jpn3 ３着，
総武特別，相模湖特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲センチュリースタッドファーム＝浦河町姉茶 �090-1525-6472
生 産 牧 場： ㈲センチュリースタッドファーム
飼 養 者： Ｐｉｎｅｔｒｅｅ Ｒａｎｃｈ＝浦河町姉茶 �080-9557-5600

70 エレン２０２１ �・栗 ５／ ８
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellサイレントディール

＊ Nureyev

��
��
�フェアリードール栗 2000 Dream Deal

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ハンセル Count On Bonnieエレン ＊ワツスルタツチ

��
��
�カミナリギフト栗 2004 カトレアギフト

＊サールス 2b
Cosmah S4×M5 Northern Dancer S4×M4×M5

価格： 購買者：



母 エーシンラクーン（10鹿 ジャングルポケット）入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
エイシンフェーム（15牝青鹿 ＊バゴ）�１勝�入着
シンゼンビクトリー（17牡黒鹿 キングカメハメハ）��３勝
オースター（18牡栗 ストロングリターン）���１勝
ヨシノルーデンス（19牡栗 コパノリッキー）��入着２回

２代母 エイシンルーデンス（96青鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，
チューリップ賞‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ２着，京都牝馬特別
‐Jpn3 ２着，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，etc.
エイシンイダテン（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，千葉ＴＶ杯３着，�８勝�	
エーシンラージシー（06牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝

エイシンヴァラー（11牡 ＊サウスヴィグラス）６勝，ジャニュアリーＳ‐OP，西
陣Ｓ，横手特別，etc.，�２勝�９勝�入着��
	，黒船賞‐Jpn3，笠
松ＧＰ２着，etc.

エイシンバッケン（12牡 ＊ヨハネスブルグ）７勝，欅Ｓ‐L，欅Ｓ‐L ２着，根岸
Ｓ‐G3 ３着，フェブラリーＳ‐G1 ４着，オータムリーフＳ‐OP，etc.

エーシンリジル（07牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，北九州記念‐G3 ２着，鞍馬Ｓ
‐OP ２着，船橋Ｓ，淀屋橋Ｓ，西部日刊スポーツ杯，etc.，�１勝

エーシンエムディー（09牝 キングカメハメハ）３勝，鳥羽特別，壬生特別２着，芦
屋川特別２着，秋元湖特別２着，マカオＪＣＴ３着

エイシンエレガンス（15牝 ＊ハービンジャー）１勝
エイシンオルデン（16牝 ショウナンカンプ）��２勝
サブリュウシン（20牡 ＊エーシントップ）��１勝

３代母 エイシングレシャス（84黒鹿 トウシヨウボーイ）３勝，吹田特別，垂水Ｓ３着，
うずしおＳ３着，大日岳特別３着，えのき賞３着
エイシンデイリー（91牝 ＊ナグルスキー）不出走

ウインク（05牝 ミラクルアドマイヤ）３勝，白馬岳特別２着，�	入着２回，
中日杯３着

キタサンサイレンス（92牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ２着
エイシンフージン（93牡 ＊ビシヨツプボブ）１勝，マロニエ賞３着，障害１勝

販売申込者・所有者： ㈲下河辺トレーニングセンター＝千葉県香取市 �0478-75-2231
生 産 牧 場： 中前牧場
飼 養 者： ㈲下河辺トレーニングセンター＝千葉県香取市 �0478-75-2231

71 エーシンラクーン２０２１ �・栗 ４／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアトーセンラー
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア黒鹿 2008 Dance Image

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーエーシンラクーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�エイシンルーデンス鹿 2010 エイシングレシャス

＊チーフネル 8f
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エールドクラージュ（05青鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８）〕
コルボノワール（12牝青鹿 マンハッタンカフェ）１勝
ミスパンテール（14牝鹿 ダイワメジャー）６勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，ターコイズＳ

‐G3（２回），京都牝馬Ｓ‐G3，チューリップ賞‐G3 ２着，ヴィクトリアマイ
ル‐G1 ５着，清水Ｓ（芝 1600）

エルメーム（17牝鹿 ブラックタイド）�１勝

２代母 ジョウノマチエール（90鹿 マルゼンスキー）入着
ジョウノパリジャン（95� ＊ミルジヨージ）４勝，青嵐賞，九十九里特別２着，本栖

湖特別２着，国際ＪＳ（２）２着，松島特別３着，etc.
ウインラディウス（98牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，京王杯スプリングＣ‐G2，富

士Ｓ‐G3，東京新聞杯‐Jpn3，ＮＳＴＯＰ‐L，京成杯オータムＨ‐Jpn3 ３着，etc.，
種牡馬

ジョウノヴィーナス（99牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，メジロマックイーンメモリ
アル，初霜特別，春日特別２着，加治川特別２着，大倉山特別２着，etc.

ウインゼフィール（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ジョウノエリザベス（03牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
ジョウノパンジー（04牝 ＊タイキシャトル）１勝

デンタルハイジーン（10牝 ＊プリサイスエンド）入着
デンタルバルーン（17牝 トゥザグローリー）２勝，黒松賞，�地方未出走

レッドジュエル（06牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
ジョウノアラン（09牡 ＊ブライアンズタイム）�１勝

３代母 ウメノシルバー（79芦 ＊シルバーシヤーク）出走
ホクセイノボル（84牡 ＊ターネンバーグ）３勝，��６勝�４勝，しもつけ菊花賞３着
ウメノローザ（86牝 ＊ノーザンディクテイター）��６勝，グランドＣｈ２０００

ウメノファイバー（96牝 サクラユタカオー）４勝，オークス‐Jpn1，京王杯３
歳Ｓ‐Jpn2，クイーンＣ‐Jpn3，etc.，優３牝
ノーブリー（09牡 アドマイヤムーン）２勝，五泉特別

エクシードコーチ（91牡 ＊リアルシヤダイ）３勝，日吉特別３着，利尻特別３着
サンデーウェル（92牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，セントライト記念‐Jpn2，袖ケ

浦特別２着，種牡馬

販売申込者・所有者： オークツリーファーム＝平取町二風谷 �080-5582-8673
生 産 牧 場： オークツリーファーム
飼 養 者： オークツリーファーム＝平取町二風谷 �080-5582-8673

72 エールドクラージュ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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayエールドクラージュ マルゼンスキー

��
��
�ジョウノマチエール青鹿 2005 ウメノシルバー

＊フラストレート 1b
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ローザンヌ（16栗 ハーツクライ）入着
初仔

２代母 ツインテール（08栗 Tale of the Cat）１勝，足立山特別２着
レッドラファーガ（15牡 ディープインパクト）��２勝����入着８回

３代母 ＊ゲイリーレディ（94 USA栗 Silver Hawk）２勝，三宮特別３着
エースオブハート（00牡 ＊カーネギー）１勝，水仙賞３着，セントポーリア賞３着，

白梅賞３着
スターズトゥシャイン Stars to Shine（07牝 Tale of the Cat）USA・CAN６勝，オ

ンタリオメイトロンＳ‐G3，Trillium S‐L，Belle Mahone S‐L，etc.

４代母 ゲイリーゲイリ－Gaily Gaily（83 IRE 栗 Cure the Blues）FR・IRE・USA
14 勝，フラワーボ－ルＨ‐G1，ゴールデンハーヴェストＨ‐G2，オーキッドＨ
‐G2，モデスティＨ‐G3（２回），ビウィッチＳ‐G3，etc.
［孫］ ゾーナ Zona（01牝 Mr. Greeley）FR・ITY・USA４勝，P. Seregno

‐L，P. Pietro Bessero‐L ２着
サザンプロトコル Southern Protocol（03 牝 Dixieland Band）USA２
勝，Trenton S３着

［曾孫］ ヴァーグヌヴェル Vague Nouvelle（11 牝 Mastercraftsman）ITY４勝，伊
１０００ギニー‐G3，P. Tadolina‐L，P. Royal Mares‐L，etc.

ミスターサンドロMister Sandro（09牡 Dane Friendly）ITY４勝，P.
Regione Toscana‐L，P. Merano‐L ３着

ストームクイリティ Stormquility（11 牝 After Market）USA９勝，Jer
sey Lilly Turf S，WilmaMankiller Memorial S，Houston Dist
aff S２着，etc.

ボナコール Bon Accord（11牡 Showing Up）USA３勝，Calder Turf
Dash S，バーボンＳ‐G3 ３着，Lincoln S３着

ダーレクDalek（19 牡 Plusquemavie）�ITY３勝，P. Mauro Sbarigia‐L

販売申込者・所有者： 寺井 文秀＝えりも町歌別 �01466-2-3624
生 産 牧 場： 寺井 文秀
飼 養 者： ディーエスファーム＝日高町平賀 �090-3399-4109

73 ローザンヌ２０２１ �・栗 ４／２８

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスローザンヌ Tale of the Cat

��
��
�ツインテール栗 2016 ＊ゲイリーレディ

6e
Storm Cat S4×M4

価格： 購買者：



母 ウルバーノ（16栗 ハーツクライ）出走
初仔

２代母 ＊ヴァインストリート（05 IRE 栗 Singspiel）GB２勝
ナーラットNaalatt（10 牝 Dansili）GB１勝
マルザムMulzamm（12� Cape Cross）�GB・IRE６勝
レシュラー Leshlaa（14牡 Street Cry）GB・UAE・TUR４勝，Anatolia Troph

y‐L，アルラシディヤ‐G2 ２着，ドバイミレニアムＳ‐G3 ２着
インターセクション（15� Street Cry）３勝，��入着��
ズーホールZoohoor（17 牝 Dark Angel）�GB・GER１勝

３代母 ＊ウッドヴァイン（93 USA栗 Woodman）不出走
サイレントオナー Silent Honor（99 牝 ＊サンデーサイレンス）GB２勝，チェリーヒ

ントンＳ‐G2，ローザーＳ‐G2 ３着
シルクウッド Silkwood（04牝 Singspiel）GB３勝，リブルズデイルＳ‐G2

ゴーストフラワーGhostflower（10 牝 Dansili）GB・FR１勝
ロストエデン Lost Eden（17� Sea The Stars）�GB・UAE４勝，Je
bel Ali Sprint‐L

インディアンペタル Indian Petal（09 牝 Singspiel）GB出走
オールドパーシャンOld Persian（15牡 Dubawi）GB・FR・IRE・GER・US

A・CAN・UAE９勝，ノーザンダンサーターフＳ‐G1，ドバイシーマク
ラシック‐G1，ドバイシティオヴゴールド‐G2，etc.，種牡馬

チャペリ Chapelli（16 牝 Poet's Voice）GB２勝，Chelmer S.‐L ２着，
Dragon S‐L ３着

シュリル Shrill（13 牝 Shamardal）GB・IRE２勝，Tipperary S‐L ３着

４代母 マサラートMassaraat（88 USA鹿 Nureyev）FR２勝，P. Amandine‐L，
P. d'Angerville‐L ３着，P. de Liancourt‐L ３着
［子］ テッサリーフ Tessa Reef（00 牝 Mark of Esteem）FR・ITY３勝，P.

La Sorellina‐L，P. Occitanie‐L
［孫］ パーミアン Permian（14牡 Teofilo）GB・FR・USA６勝，ダンテＳ‐G2，

キングエドワード七世Ｓ‐G2，Newmarket S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166
生 産 牧 場： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲
飼 養 者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166

74 ウルバーノ２０２１ 牡・黒鹿 ２／２３

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスウルバーノ
＊ Singspiel

��
��
�ヴァインストリート栗IRE 2016 ＊ウッドヴァイン

20
Sadler's Wells S4×M5 Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5×M5
Northern Dancer S5×S5
価格： 購買者：



母 オーシャンレディー（04栗 アグネスタキオン）入着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－４（６）〕
オーシャンブルグ（11牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）３勝，釧路湿原特別（Ｄ1700）２着
サンライズフライト（12牡栗 ＊グラスワンダー）�１勝
オーシャンアロー（15牡鹿 ＊ロードアルティマ）��１勝
モノノフノワザモノ（16牡鹿 ＊エーシンフォワード）�１勝��入着３回
ジニービーチ（17牝鹿 ＊バゴ）�３勝��
ピースワンヴェリテ（19牡鹿 パドトロワ）出走，�地方未出走

２代母 ＊ネヴァーブライター（91 USA栗 Carr de Naskra）USA３勝
アイアンスニーカーズ Iron Sneakers（98 牝 Devil His Due）USA１勝
シーレーノス Silenus（99� ＊ハンセル）USA１勝
ローレルカイザー（00牡 On Target）�１勝	


３代母 ヌーラNoura（78 USA黒鹿 Key to the Kingdom）USA１勝
＊ワンスウエド（84牝 Blushing Groom）不出走

チャンネルフォー（88牝 ＊ノーザンディクテイター）４勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2 ２
着，阪急杯‐Jpn3 ３着，札幌日刊スポーツ杯‐OP ２着，etc.

シマノビューティー（93牝 ＊ダンシングブレーヴ）３勝
テイエムガルチオー（00牡 ＊サンダーガルチ）２勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，若
駒Ｓ‐OP ３着，etc.，�入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn3 ３着

テイエムオペラオー（96牡 ＊オペラハウス）14勝，ジャパンＣ‐G1，有馬記念
‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，etc.，優３牡，年代表，優古牡，種牡馬

ガールチャイルドGirl Child（87 牝 Caveat）USA１勝
アルジャジーラ Al‐Jazeera（99 牝 Apprentice）PER５勝，P. Frau Astrid

‐L ２着
ノーウルフNorwolf（93 牝 Wolf Power）USA２勝，Toddler S‐L ３着

４代母 リヴァーガイドRiver Guide（71 USA栗 Drone）不出走
［孫］ ケンタッキーバイエイト Kentucky by Eight（92 牝 Eastern Echo）BR

Z10 勝，コルデイロダグラーサ大賞‐G2，ブラジル生産者馬主協会大
賞‐G2，Jockey Club de Sao Paulo‐L（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈲増本牧場＝新ひだか町静内浦和 �090-9512-5262
生 産 牧 場： ㈲増本牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

75 オーシャンレディー２０２１ �・栗 ４／２５
＊ Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アフリート

�
�
�
�
�
�
�
�
� Polite Ladyバンブーエール

＊ Rainbow Quest

��
��
�レインボーウッド栗 2003 Priceless Fame

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラオーシャンレディー
＊ Carr de Naskra

��
��
�ネヴァーブライター栗 2004 Noura

4m
Bold Ruler S5×M5

価格： 購買者：



母 カッチャウカモネ（15鹿 ＊タートルボウル）�入着�
〔産駒馬名登録数：１〕
クリスタルミリオン（20牝鹿 グランプリボス）��入着

２代母 ダンスフェイム（10鹿 ＊ファルブラヴ）入着

３代母 ダンスオールナイト（03鹿 ＊エルコンドルパサー）５勝，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，
初音Ｓ，パールＳ２着，初音Ｓ２着
ダンスアミーガ（11牝 サクラバクシンオー）５勝，ターコイズＳ（重賞）‐L ２着，仲

秋Ｓ，長岡Ｓ，etc.
ヨカグラ（13� ＊ハービンジャー）１勝，障害４勝，小倉サマージャンプ‐JG3，東

京ハイジャンプ‐JG2 ２着

４代母 ダンスパートナー（92鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，オークス‐Jpn1，エリ
ザベス女王杯‐Jpn1，京阪杯‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ２着，エリザベス女王杯
‐Jpn1 ２着，etc.，FR・HKG入着，優３牝，優古牝
［子］ フェデラリスト（07牡 ＊エンパイアメーカー）５勝，中山記念‐G2，中山

金杯‐G3，産経大阪杯‐G2 ２着，etc.，��１勝�１勝，種牡馬
ロンギングダンサー（09牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，新潟記念‐G3 ３
着，新潟競馬場開設５０周年記念，テレ玉杯，etc.，障害２勝，種牡馬

ドリームパートナー（00� ＊エリシオ）４勝，弥彦特別，ウェルカムＳ２
着，オクトーバーＳ２着，etc.

ロイヤルパートナー（99牝 ＊エリシオ）３勝，熱田特別，金山特別，湯川
特別３着，etc.

＊マンボパートナー（05� Kingmambo）入着３回，�３勝�３勝�３勝，
ステイヤーズＣ３着

［孫］ フラリオナ（18牝 ストロングリターン）�１勝，ききょうＳ‐OP ２着，
聖籠特別２着

マサハヤニース（15牡 ＊ワークフォース）�４勝，韓国馬事会杯，印西特
別，荒川峡特別３着，etc.，障害１勝

ダンシングワンダー（12牝 ＊グラスワンダー）４勝，驀進特別，稲光特別，
稲妻Ｓ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲アサヒ牧場＝新冠町朝日 �090-6871-4540
生 産 牧 場： ㈲アサヒ牧場
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

76 カッチャウカモネ２０２１ 牡・鹿 ５／１１
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモグランプリボス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロージーミスト鹿 2008 ＊ビューティフルベーシック

＊ Dyhim Diamond

�
�
�
�
�

��
��

�タートルボウル Clara Bowカッチャウカモネ ＊ファルブラヴ

��
��
�ダンスフェイム鹿 2015 ダンスオールナイト

＊ダンシングキイ 7
サンデーサイレンス S3×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 カラフル（15青 ブラックタイド）入着２回
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
カリカ（19牝芦 ＊ラニ）�１勝

２代母 ミスソヴリン（02芦 ワカオライデン）１勝
サンシスイメイ（08牝 ミラクルアドマイヤ）�２勝�
ボナンザ（09牡 タヤスツヨシ）入着２回，�２勝
カラカ（13牝 ブラックタイド）１勝，�６勝�
カラーラ（14牝 ブラックタイド）１勝
カラリラ（16牝 トーセンホマレボシ）�２勝�１勝��入着４回
ミルキーローズ（17牝 ベルシャザール）��１勝

３代母 シーラデルソル（91芦 ＊テンパレートシル）不出走
ミスホーユー（99牝 ダイナガリバー）３勝，大日岳特別２着，勝浦特別２着，こで

まり賞２着，etc.
マンショウ（00牡 ダイナガリバー）	５勝��１勝，道営記念３着，春霞賞，華月

賞２着，etc.
エルゼウス（05牡 フサイチソニック）��４勝，戸塚記念３着
オヤシオ（08牡 タヤスツヨシ）２勝，プラタナス賞２着，障害１勝

４代母 タケノヒデタカ（79栗 ＊パーシア）��11 勝，クイーン賞２着，キヨフジ記念２着
［子］ エイコウロイヤル（87牡 ＊ロイヤルスキー）３勝，オホーツクＨ２着，室

蘭特別３着，�１勝�入着３回
ウメノスキー（88
 ＊ストラダビンスキー）２勝，桜島特別３着

５代母 エーカツプ（67鹿 ＊サンプルーフ）��10 勝，キヨフジ記念２着
［子］ ストラダボーイ（86牡 ＊ストラダビンスキー）��８勝，しらさぎ賞３着
［孫］ フミノルーキー（81牡 インターグシケン）４勝，福島記念‐Jpn3 ３着，

カブトヤマ記念‐Jpn3 ３着，七夕賞‐Jpn3 ３着，etc.
タケノビクトリー（82牝 ＊ウエスタンウインド）��12 勝，キヨフジ記念，
キヨフジ記念２着

ネイチャーカラー（98牡 カルラネイチャー）�２勝�５勝�１勝，さつき
賞３着

販売申込者・所有者： 平岡牧場＝むかわ町宮戸 �090-3116-0236
生 産 牧 場： 平岡牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

77 カラフル２０２１ �・青鹿 ５／１４
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊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カラフル ワカオライデン

��
��
�ミスソヴリン青 2015 シーラデルソル

＊アストニシメント 7c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 カリアティード（13鹿 ＊カジノドライヴ）１勝，�２勝�����
〔産駒馬名登録数：１〕
サツキダンサー（20牝黒鹿 ウインバリアシオン）��出走

２代母 リビングデイライツ（97鹿 フジキセキ）５勝，醍醐特別３着
リビングストン（06	 タニノギムレット）１勝，熱田特別２着，ＨＢＣ賞３着，�

２勝�１勝

３代母 ＊グリーンポーラ（88 USA鹿 Nijinsky）FR２勝，カルヴァドス賞‐G3
ケープリズバーン（95牝 Bering）４勝，オリオンＳ，鳴滝特別，��１勝，ＴＣＫ

女王盃‐Jpn3
ヴェルデマーレ（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，和田岬特別，駒ケ岳特別２着，

尾頭橋特別３着，etc.，�１勝
ジェダイト（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，忘れな草賞‐OP，エルフィンＳ‐OP

２着，赤松賞
オージャイト（13牝 キングカメハメハ）３勝，ポプラ特別３着（２回），�入着，

ブリーダーズＧＣ‐Jpn3 ３着
レーヌヴェルト（03牝 ＊フレンチデピュティ）入着

ガイヤースヴェルト（10牡 ダイワメジャー）１勝，毎日杯‐G3 ２着，ＮＨＫマ
イルＣ‐G1 ５着，由比ヶ浜特別２着，etc.

ドレスデングリーン（04牝 アグネスタキオン）１勝
ジェードグリーン（14	 カンパニー）１勝，萩Ｓ‐LR ３着

レッドシャガーラ（06牡 ネオユニヴァース）３勝，知床特別，鳴滝特別２着，ＨＢ
Ｃ賞２着，etc.

４代母 アイリッシュヴァリー Irish Valley（82 USA栗 Irish River）FR出走
［子］ アルハールス Alhaarth（93 牡 Unfuwain）GB・FR・IRE８勝，デューハー

ストＳ‐G1，愛インターナショナルＳ‐G2，ドラール賞‐G2，etc.，種牡馬
［孫］ ＊マクフィ（07牡 Dubawi）GB・FR４勝，英２０００ギニー‐G1，ジャックル

マロワ賞‐G1，ジェベル賞‐G3，種牡馬
アカリーム Aqaleem（04牡 Sinndar）GB・AUS２勝，リングフィールドダ
ービートライアルＳ‐G3，英ダービー‐G1 ３着，ゴードンＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲荒谷牧場＝青森県上北郡東北町 �0176-62-2825
生 産 牧 場： ㈲荒谷牧場
飼 養 者： ㈲荒谷牧場＝青森県上北郡東北町 �0176-62-2825

78 カリアティード２０２１ 牡・黒鹿 ３／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスウインバリアシオン

＊ Storm Bird

��
��
�スーパーバレリーナ鹿 2008 ＊カウントオンアチェンジ

＊ Mineshaft

�
�
�
�
�

��
��

�カジノドライヴ Better Than Honourカリアティード フジキセキ

��
��
�リビングデイライツ鹿 2013 ＊グリーンポーラ

16c
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 カレリア（12栗 ディープスカイ）１勝，��６勝
初仔

２代母 ＊フィンランディア（06 GB鹿 Singspiel）FR２勝
スリーランディア（14牝 ＊ストリートセンス）４勝
バルタザール（19牡 イスラボニータ）�１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： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453
生 産 牧 場： ㈱ホース・マネジメント・ボス
飼 養 者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453

79 カレリア２０２１ �・栗 ５／ ８
＊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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビカレリア
＊ Singspiel

��
��
�フィンランディア栗 2012 Truly Special

23
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M5×M5 Sadler's Wells S4×M5
Northern Dancer S5×S5 Nijinsky S5×M5
価格： 購買者：



母 ガイーヌ（07栗 デュランダル）�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（18）〕
サンエイミラクル（14牡栗 ＊パイロ）�１勝
クラリテディーオ（15牡栗 フリオーソ）�５勝�入着��
サンエイムサシ（16牡栗 ＊シニスターミニスター）���２勝�７勝，ウイナーＣ
（Ｄ1400）２着

スティールアンジュ（17牝黒鹿 ＊ケイムホーム）�２勝�１勝��入着�
ガイーヌアダージョ（19牝栗 トーセンジョーダン）��入着４回�入着	

２代母 タイキロザリオ（02黒鹿 ＊スピニングワールド）不出走
ヴァレンティーア（10牝 ハーツクライ）２勝
カレンスフィーダ（12牡 ハーツクライ）１勝，梅花賞３着
ワタシノロザリオ（14牝 ヴァーミリアン）３勝

３代母 ＊ロイヤルブライド（89 USA鹿 Blushing Groom）不出走
＊タイキエルドラド（94牡 Theatrical）５勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，目黒記念‐Jpn2

２着，金鯱賞‐Jpn2 ３着，etc.，種牡馬
＊タイキトレジャー（96牡 Miswaki）８勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，マイルＣｈＳ

‐Jpn1 ３着，スワンＳ‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬
＊タイキステラ（97牝 Miswaki）６勝，湘南Ｓ，初霜特別，シャングリラ賞，etc.

ラブリイステラ（08牝 ＊クロフネ）２勝
ゲンパチルシファー（16牡 トゥザグローリー）�５勝，プロキオンＳ‐G3，
ブラジルＣ‐L ２着，スレイプニルＳ‐OP ３着，etc.

４代母 ＊ロイコン（75 GB鹿 High Top）GB・IRE２勝
［子］ キングズリヴァ－Kings River（82 牡 Irish River）GB・IRE・USA13 勝，

グレンカーンＳ‐G3，River City H‐L，What A Guest S‐L
（２回），etc.

［孫］ ＊シンコウラブリイ（89牝 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワン
Ｓ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，etc.，優古牝

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

販売申込者・所有者： ㈲出口牧場＝日高町賀張 �01456-5-2683
生 産 牧 場： ㈲出口牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

80 ガイーヌ２０２１ �・鹿 ５／ ８
＊ Our Emblem

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ウォーエンブレム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweetest Ladyシビルウォー

＊ Sadler's Wells

��
��
�チケットトゥダンス鹿 2005 River Missy

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセスガイーヌ ＊スピニングワールド

��
��
�タイキロザリオ栗 2007 ＊ロイヤルブライド

4d
Northern Dancer S4×M5×M5 Riverman S4×M5 Special S5×M5

価格： 購買者：



母 グラッブユアダイヤ（14鹿 ゴールドアリュール）��７勝
初仔

２代母 ＊グラッブユアハート（00 USA鹿 Deputy Commander）３勝，�１勝��４
勝�入着，マリーンＣ‐Jpn3，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，クイーン賞‐Jpn3，白山大
賞典‐Jpn3，スパーキングＬＣ‐Jpn3，etc.
グランス（08牝 アグネスタキオン）２勝
ダイワユニティー（10牝 ディープインパクト）１勝，菅名岳特別２着
デザートオブムーン（11牝 ゼンノロブロイ）３勝
グラッブユアコート（12牝 ゴールドアリュール）４勝
ビーインマイハート（13牝 ダイワメジャー）��３勝
プロネルクール（15牝 ゴールドアリュール）１勝，�１勝
グラッブザトップ（19牡 ベルシャザール）���１勝
グラビティモデル（20牡 ＊キンシャサノキセキ）��３勝

３代母 ケリーアンバー Kelly Amber（88 USA鹿 Highland Park）USA４勝，Ba
ssinet S‐L，Dixie Miss S，Martha Washington S‐L ２着，Cain‐Tu
ck‐Ee S２着
ウィルクレストWilcrest（95� Houston）USA４勝，Jean Lafitte Futurity
オールモストアンバーAlmost Amber（96 牝 Mt. Livermore）GB１勝

アモンティリャードAmontillado（11牝 Pastoral Pursuits）GB出走
リトルオーケリー Little O' Kelly（19 牝 Twilight Son）�ITY１勝，P. G
ino e Luciano Mantovani‐L，P. Vittorio Crespi‐L ３着

＊ドリーボンズレガシー（05牝 Proud Citizen）USA３勝，デビュターントＳ‐G3 ２
着，Bassinet S‐L ２着

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

４代母 パメラケイ Pamela Kay（83 USA鹿 Hold Your Peace）USA２勝，Lad
y Sponsors' S‐L，アーリントンワシントンラッシーＳ‐G1 ３着
［孫］ ＊レイクサイドカップ（99牝 Salt Lake）USA３勝，Ellis Park Debutante

S‐L，スカイラヴィルＳ‐G2 ２着，デビュターントＳ‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱社台ブラッドメア＝千歳市東丘 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

81 グラッブユアダイヤ２０２１ 牡・鹿 ６／ ６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤグラッブユアダイヤ
＊ Deputy Commander

��
��
�グラッブユアハート鹿 2014 Kelly Amber

4r
Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 オボロヅキ（05栗 ＊カリズマティック）��２勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－９（43）〕
ウルフマン（11牡栗 スマートボーイ）�２勝��１勝
ラブミークン（12牡栗 ＊サウスヴィグラス）３勝，コスモス賞‐OP（芝 1800）３着，

夙川特別（Ｄ1200）２着，��１勝��６勝�
サムバディトゥラブ（13牝鹿 スマートボーイ）�２勝�１勝
ジュンアイノキミ（14牝鹿 ＊セイントアレックス）�３勝��入着，ブロッサムＣ
（Ｄ1600），フローラルＣ（Ｄ1600）２着

ロトヴィーナス（15牝栗 ＊サウスヴィグラス）�９勝��
クツシタヌゲタ（16牡栗 ＊サウスヴィグラス）���４勝
キクノヴィゴ（17牡栗 ＊サウスヴィグラス）�	８勝�１勝
ジャヤワルダナ（18
栗 ＊サウスヴィグラス）��２勝
フウト（19牡栗 エスポワールシチー）���３勝，クラウンＣ（Ｄ1600）３着
ルヴァンアクトレス（20牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�地方未出走

２代母 ＊アイチェックユー（97 USA鹿 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
ダイシンサンダー（11牡 アドマイヤムーン）５勝，米子Ｓ‐L ３着，鞍馬Ｓ‐OP

３着，錦Ｓ，下鴨Ｓ，北大路特別，etc.，種牡馬
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
グレイトロータリー（06牡 マンハッタンカフェ）３勝
ハヤブサペコチャン（10牝 アグネスタキオン）３勝

３代母 ＊ジョーンズギフト（90 GB鹿 ＊デュラブ）GB出走
トモリ Tomori（99 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GER・ITY１勝，独ダービー‐G1

３着，ヘンケルレネン‐G2 ２着，リディアテシオ賞‐G2 ３着，etc.

４代母 ＊アグサン（85 IRE 青 Lord Gayle）GB入着３回
［子］ 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

販売申込者・所有者： 沖田 哲夫＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2858
生 産 牧 場： 沖田 哲夫
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

82 オボロヅキ２０２１ �・栗 ４／ ６

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ Summer Squall

�
�
�
�
�

��
��

�カリズマティック Bali Babeオボロヅキ
＊ Miswaki

��
��
�アイチェックユー栗 2005 ＊ジョーンズギフト

16c
Storm Bird M4×S5

価格： 購買者：



母 オペラアイ（00栗 ＊オペラハウス）�２勝
〔産駒馬名登録数：14，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），地方－４（10）〕
マームードイモン（05牡鹿 ＊ジェイドロバリー）３勝，富良野特別（芝 2600），比良山

特別（芝 2200）２着，支笏湖特別（芝 2600）２着，恋路ケ浜特別（芝 2500）２着，白
川特別（芝 2400）２着，富良野特別（芝 2600）２着，積丹特別（芝 2600）２着，三田
特別（芝 2400）３着，阿寒湖特別（芝 2600）３着，比良山特別（芝 2200）３着，etc.

ハナノニオイ（08牝黒鹿 ウインラディウス）�３勝�１勝
パッショーナ（10牝鹿 ＊タップダンスシチー）�２勝
マキノビューティ（11牝栗 スクリーンヒーロー）��３勝
リョウマアキコ（12牝黒鹿 ソングオブウインド）�１勝�
ジューンアンカー（14牡栗 ネイティヴハート）１勝
ピエタフィリアーレ（16牡栗 ロジユニヴァース）１勝
フォレスタ（18牝鹿 ヴァンセンヌ）�１勝，石狩特別（芝 1800）３着
メリッソ（19牝鹿 シビルウォー）��入着６回

２代母 トウショウアイ（87鹿 トウシヨウボーイ）２勝，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２
着，ローズＳ‐Jpn2 ３着，大沼Ｓ２着，露草賞３着
シルキーカイザー（94牡 メジロライアン）１勝，秩父特別３着，柏崎特別３着，

��２勝
アッパレイモン（96牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，梅田Ｓ，遠州灘Ｓ２着，北山Ｓ３着，

金蹄Ｓ３着，	
１勝�
モリスガタ（97牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，若葉Ｓ‐OP ３着，ゆりかもめ賞，セン

トポーリア賞２着
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
ローザレーヌ（06牝 マンハッタンカフェ）３勝

３代母 アローキヨサチ（77鹿 アローエクスプレス）��２勝

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

83 オペラアイ２０２１ �・鹿 ６／ １
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

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�オペラハウス Colorspinオペラアイ トウシヨウボーイ

��
��
�トウショウアイ栗 2000 アローキヨサチ

＊チツプトツプ 4m
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 オースミフブキ（11鹿 マンハッタンカフェ）入着２回，�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
キタノコドウ（17牡芦 ＊クロフネ）��３勝��入着４回
クリノラピッド（18牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）�出走，障害入着
ギリギリチョップ（20牡黒鹿 ＊タリスマニック）�未出走

２代母 オースミハルカ（00鹿 フサイチコンコルド）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，クイ
ーンＳ‐Jpn3（２回），チューリップ賞‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２着
（２回），米子Ｓ‐L ２着，etc.
オースミアザレア（07牝 スペシャルウィーク）入着

アユツリオヤジ（14牡 ＊サウスヴィグラス）５勝，ＴＶユー福島賞
ブルベアトリュフ（15牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，白秋Ｓ，甲東特別，仲春

特別２着
ナリタキングロード（08牡 ディープインパクト）１勝，�２勝�
オースミイチバン（09� アグネスタキオン）２勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，�１勝

��１勝�入着	
，ダイオライト記念‐Jpn2，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，名古屋Ｇ
Ｐ‐Jpn2 ３着，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ４着

オースミミズホ（10牝 スペシャルウィーク）１勝，瓢湖特別２着
オースミラナキラ（12牡 ハーツクライ）４勝，リボン賞２着，加古川特別３着，大

津特別３着，五条坂特別３着
オースミジョージ（15牡 ＊ノヴェリスト）�３勝�入着４回
オースミレーヴ（16牡 ＊ノヴェリスト）��９勝
ナリタサーガ（17� エピファネイア）��２勝
ナリタブルホーク（18牡 ロードカナロア）入着，��１勝

３代母 ホッコーオウカ（93鹿 ＊リンドシェーバー）入着７回
トーアコマンダー（98牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，樅の木賞，障害１勝，
１勝
オースミエルスト（99牡 ＊ウォーニング）２勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，シンザン

記念‐Jpn3 ３着，京都２歳Ｓ‐OP ２着，etc.
オースミグラスワン（02牡 ＊グラスワンダー）７勝，新潟大賞典‐Jpn3（２回），大阪

城Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L ３着，etc.
ローデッド（12牝 ディープインパクト）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 富菜牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1578
生 産 牧 場： 富菜牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

84 オースミフブキ２０２１ 牡・鹿 ４／１６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジオースミフブキ フサイチコンコルド

��
��
�オースミハルカ鹿 2011 ホッコーオウカ

＊フロリースカツプ 3l
Sadler's Wells S4×M5

価格： 購買者：



母 カツナデシコ（07栗 ＊カリズマティック）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（13）〕
レオネル（14牡黒鹿 ＊ケイムホーム）�５勝��３勝
メタルカラー（15牝栗 ＊ケイムホーム）１勝
フェイドハード（17牡栗 ギンザグリングラス）���３勝�１勝
ハピネスガッサン（19牝栗 フリオーソ）�入着３回
イェスマイラブ（20牝栗 フリオーソ）���１勝

２代母 マヤノカンパネラ（93栗 ヤマニンスキー）不出走
マイネルジャパン（98牡 ＊スキャン）４勝，函館３歳Ｓ‐Jpn3，ラベンダー賞‐OP

２着，トパーズＳ‐OP ３着，佐世保Ｓ，etc.，�入着���，兵庫ジュニアＧ
Ｐ‐Jpn3 ３着

ダイナミッククロス（99牡 タマモクロス）１勝
ウインジェネラーレ（00牡 タマモクロス）５勝，日経賞‐Jpn2，ＡＪＣＣ‐Jpn2

２着，オールカマー‐Jpn2 ３着，冬至Ｓ，晩秋特別，種牡馬
ビコールミエール（04牡 ＊キンググローリアス）１勝
メイショウユウシャ（05牡 アグネスフライト）２勝
タイセイフリート（08牡 ＊アフリート）��３勝

３代母 ダイナシンデレラ（83鹿 ＊ハンターコム）３勝，耶馬渓特別

４代母 ニチドウクイン（73鹿 ＊マリーノ）出走
［子］ メインキャスター（86牝 ＊ノーザンテースト）８勝，サンスポ阪神牝馬特

別‐Jpn3，函館記念‐Jpn3 ２着，小倉大賞典‐Jpn3 ２着，etc.
ゴーサイン（87牡 ＊ノーザンテースト）４勝，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，鳴
尾記念‐Jpn2 ２着，桂川Ｓ

シヤダイグローブ（77牝 ＊ノーザンテースト）８勝，比叡Ｓ，ムーンライ
トＨ，日向特別，etc.

ダイナヒミコ（84牝 ＊ノーザンテースト）３勝，大津特別，睦月賞２着
［曾孫］ メイプルロード（00牝 ジェニュイン）２勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，エルフィ

ンＳ‐OP ３着，キーンランドＣ２着，etc.
サイレントエクセル（03牝 ウイングアロー）�12 勝���，ダービーＧＰ
‐Jpn1 ３着，青藍賞，ビューチフル・ドリーマーＣ（２回），etc.

販売申込者・所有者： 中脇 栄＝浦河町東幌別 �090-6872-4584
生 産 牧 場： 中脇 満
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

85 カツナデシコ２０２１ 牡・鹿 ４／３０

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊ Summer Squall

�
�
�
�
�

��
��

�カリズマティック Bali Babeカツナデシコ ヤマニンスキー

��
��
�マヤノカンパネラ栗 2007 ダイナシンデレラ

＊ロイヤルアグリーメント 12f
Weekend Surprise S4×M4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 キクノレヨン（12鹿 ＊エンパイアメーカー）�６勝�１勝�入着２回，園田クイー
ンセレクション（Ｄ1400）２着
〔産駒馬名登録数：２〕
マウジュ（19牝鹿 ＊ダノンレジェンド）���入着
ケンコウ（20牡芦 ＊ラニ）���入着

２代母 ゴールドコイン（05鹿 ＊デヒア）�11 勝�入着��
オールインワン（13牡 アドマイヤムーン）５勝，淀屋橋Ｓ（２回），戎橋特別３着
グランドディアマン（14牡 ルーラーシップ）２勝，伏竜Ｓ‐OP ３着
ヒロシゲサンライズ（17牡 トゥザグローリー）��８勝
ゴールドフライト（18牡 ロードカナロア）�１勝

３代母 ＊インキュラブルロマンティック（91 USA黒鹿 Stop the Music）USA４勝，
San Jose Breeders' Cup H，Ribbonwood Farm H２着，Santa Clara H
‐R ２着，Alameda County Fillies andMares H‐L ３着，James Wiggins BC
H３着
キネティクス（99牡 ＊フォーティナイナー）８勝，富士Ｓ‐G3，キャピタルＳ‐L，東

京新聞杯‐Jpn3 ２着，etc.
フジノウェーブ（02牡 ＊ブラックタイアフェアー）入着２回，�２勝��21 勝�，Ｊ

ＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，東京スプリント‐Jpn3 ２着（２回），etc.，
ＮＡＲ優古馬，ＮＡＲ優短距（2回）

４代母 ワンアイラヴOne I Love（76 USA黒鹿 Sir Ivor）USA５勝
［子］ クリプトスター Crypto Star（94 牡 Cryptoclearance）USA５勝，アー

カンソーダービー‐G2，ルイジアナダービー‐G3，ホイットニーＨ
‐G1 ３着，etc.，種牡馬

アーノルドエス Arnold S.（89� Northern Jove）USA３勝，Alberta
Derby‐L ２着，Canadian Derby‐L ２着，Western Canad
a H３着

バンドリーダー Band Leader（85 牡 Mr. Leader）USA８勝，Fort Mc
Henry H‐L ２着，Broad Brush S‐L 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

86 キクノレヨン２０２１ �・黒鹿 ４／２１
＊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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudキクノレヨン ＊デヒア

��
��
�ゴールドコイン鹿 2012 ＊インキュラブルロマンティック

4j
Unbridled M3×S4 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 キセキノショウリ（11黒鹿 フジキセキ）��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（７）〕
アークヴィグラス（16牝栗 ＊サウスヴィグラス）��１勝・３勝��２勝�１勝�，エ

ーデルワイス賞‐Jpn3，東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600），ローレル賞（Ｄ1600），東京
プリンセス賞（Ｄ1800）２着，桜花賞（Ｄ1600）３着，読売レディス杯（Ｄ1500），リ
リーＣ（Ｄ1200），フルールＣ（Ｄ1000），ヒダカソウＣ（Ｄ1600）２着，ＮＡＲ優２牝

トミケンレゲンダ（17牡鹿 ローレルゲレイロ）１勝
サルモン（20牡青鹿 ＊シャンハイボビー）�未出走

２代母 サマーベイブ（97黒鹿 ＊トニービン）２勝，スイートピーＳ‐OP ２着，赤松賞
シーサイドブリーズ（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

メイブリーズ（09牝 ＊クロフネ）２勝，春菜賞２着
タガノエトワール（11牝 キングカメハメハ）３勝，秋華賞‐G1 ３着，ローズＳ

‐G2 ２着，清水Ｓ，難波Ｓ
トロピカルストーム（13� ＊ハービンジャー）２勝，呼子特別，札幌日刊スポーツ

杯２着，積丹特別２着，磐梯山特別２着，駒ケ岳特別２着，etc.，��１勝

３代母 ダイナフエアリー（83鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，オールカマー‐Jpn3，新
潟記念‐Jpn3，エプソムＣ‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，京成杯‐Jpn3，etc.
ダイイチリカー（90牝 ＊リアルシヤダイ）４勝，衣笠特別，鳥羽特別，黒竹賞，etc.

ダイイチアピール（96牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ホクトスルタン（04牡 メジロマックイーン）５勝，目黒記念‐Jpn2，札幌
日経ＯＰ‐L ２着，みなみ北海道Ｓ‐L ２着，etc.

ドリームシグナル（05牡 ＊アグネスデジタル）２勝，シンザン記念‐Jpn3，
京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ４着，etc.

セプテンバーソング（91牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，三面川特別，寺泊特別２着，逢
坂山特別３着
オータムブリーズ（98牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，障害１勝
アイアンテーラー（14牝 ゴールドアリュール）５勝，平城京Ｓ，etc.，��
１勝，クイーン賞‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3 ２着

サマーサスピション（92牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，青葉賞‐Jpn3，種牡馬
ローゼンカバリー（93牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，目黒記念‐Jpn2，日経賞

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

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

87 キセキノショウリ２０２１ �・鹿 ５／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーキセキノショウリ ＊トニービン

��
��
�サマーベイブ黒鹿 2011 ダイナフエアリー

＊フアンシミン 9f
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 キセキノチャンス（10栗 ゴールドアリュール）１勝，�２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
マナリンリイ（19牝鹿 ストロングリターン）���１勝

２代母 シフォンベール（03栗 El Prado）１勝，�１勝�入着
ファイネストアワー（11牡 ＊チチカステナンゴ）１勝，�４勝，種牡馬
カズノテナンゴ（12牡 ＊チチカステナンゴ）１勝
シャイニングアロー（13牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝，�３勝���
キクノウェスター（15牡 ＊シニスターミニスター）２勝，��２勝�１勝	５勝
アレグレユミティー（16牝 ＊タートルボウル）���出走�６勝�４勝
コウユーユメフワリ（18牝 トランセンド）���５勝

３代母 ＊シンフォーミー（92 CAN栗 Time for a Change）USA１勝
＊ウォーターポラリス（97牝 El Prado）１勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，フローラ

Ｓ‐OP ３着
ウォーターマーズ（14
 ＊シンボリクリスエス）３勝，鳳雛Ｓ‐OP ３着，	８

勝，二十四万石賞，だるま夕日賞，etc.
シンハウス Sinhouse（98牝 Deposit Ticket）USA７勝

シニスタークイル Sinister Quill（08 牝 Old Forester）CAN３勝，Lady An
gela S‐R ２着，Passing Mood S‐R ２着，Bold Ruckus S‐R ３着
サーミスター Thermistor（15
 Frost Giant）USA３勝，Gold Rush Fu
turity

４代母 リーズナブルシン Reasonable Sin（76 CAN栗 Sinister Purpose）USA７
勝，Fury S，Star Shoot S‐R
［子］ ネイティヴファクターNative Factor（87 牡 Foolish Pleasure）USA９

勝，Achievement H‐LR，Highlander H‐L，Woodstock S
‐L ３着，種牡馬

［孫］ ロードラッシュ Road Rush（91牡 Broad Brush）USA４勝，グレイＳ
‐G3，Coronation Futurity‐R ３着，Cup and Saucer S‐R
３着，種牡馬

ファルケンブルク Falkenburg（95
 Storm Bird）USA５勝，Paumo
nok H‐L，フランクＪフランシスメモリアルダッシュ‐G1 ３着

販売申込者・所有者： 今牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2544
生 産 牧 場： 今牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

88 キセキノチャンス２０２１ �・栗 ４／１９

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤキセキノチャンス El Prado

��
��
�シフォンベール栗 2010 ＊シンフォーミー

4r
Mr. Prospector S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 キニナルーイ（13鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝�５勝��２勝��入着４回
�，ライデンリーダー記念（Ｄ1600）
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
シノジマニヨラサイ（19牡鹿 フリオーソ）��３勝，ゴールドウィング賞
（Ｄ1600）２着

２代母 ＊レミニセントリー（92 USA鹿 Affirmed）USA入着３回
エスタエーEsta A.（97 牝 Boone's Mill）USA８勝
ラナウェイリッチRunaway Rich（98	 Runaway Groom）USA１勝
グレイスフルステッパーGraceful Stepper（99 牝 Phone Trick）USA２勝
マコトダンディ（00	 Mt. Livermore）入着，�１勝�１勝
ピサノクウカイ（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，プリンシパルＳ‐L，白富士Ｓ‐L

２着，冬至Ｓ，新緑賞２着，ゆりかもめ賞２着，etc.
ハローオンザヒル（05牝 ＊シンボリクリスエス）��７勝
レッドデセーオ（08牝 アグネスタキオン）２勝，�２勝
レッドガルシア（09牡 ダイワメジャー）１勝，吾妻小富士賞２着，ＳＴＶ杯３着，

�２勝
キュウジツジュリア（10	 ジャングルポケット）�12 勝
キールインペリアル（12牝 ＊チチカステナンゴ）
１勝

３代母 ＊エンディアーリングリー（88 USA鹿 Lyphard）不出走
ノトライエティNotoriety（93	 Affirmed）USA12 勝，ジャイプールＨ‐G3，ボー

リンググリーンＨ‐G2 ３着，アップルトンＨ‐G3 ２着，etc.

４代母 ソーインディアリング So Endearing（78 USA鹿 Raise a Native）USA１勝
［子］ クオリファイQualify（84 牡 Danzig）USA２勝，デルマーフュチュリティ

‐G1，ＢＣジュヴェナイル‐G1 ２着，ノーフォークＳ‐G1 ４着，etc.
［孫］ マイニューレイディMy New Lady（06牝 Your Eminence）USA８勝，

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

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

89 キニナルーイ２０２１ �・栗 ４／１７
＊ 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

＊ Old Trieste

�
�
�
�
�

��
��

�シニスターミニスター Sweet Ministerキニナルーイ
＊ Affirmed

��
��
�レミニセントリー鹿 2013 ＊エンディアーリングリー

1s
Raise a Native S4×M5×M5 Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊キャンディームーン（06 USA栗 Candy Ride）�２勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（６）〕
オレハツライヨ（14牡鹿 トランセンド）�２勝�
デルマガーネット（17牝黒鹿 ベルシャザール）１勝，���３勝�入着２回
フェアリートレイル（18牝鹿 ＊ダノンレジェンド）���１勝
リラスカイ（20牝栗 コパノリッキー）�未出走

２代母 ブラッシングラヒーBlushing Rahy（98 USA栗 Rahy）USA２勝
コールドアイスCold Ice（09 牝 Snippetson）AUS２勝
バッキンザブルーズBuckin The Blues（11� Husson）AUS３勝
マンオヴエンヴィManOf Envy（15� Mossman）AUS１勝

３代母 スクランプシャス Scrumptious（93 USA栗 Slew o' Gold）不出走

４代母 アイシング Icing（73 IRE 鹿 Prince Tenderfoot）GB・IRE４勝，フィリー
ズマイル‐G3，Mullion S，アスコット１０００ギニートライアル‐G3 ２着
［子］ アルハレブ Al Hareb（86牡 El Gran Senor）GB３勝，英フュチュリテ

ィＳ‐G1，種牡馬
ドクターサマーヴィルDr. Somerville（87 牡 Chief's Crown）FR４勝，
ラクープドメゾンラフィット‐G3，コンデ賞‐G3，P. Ridgway‐L

ライジング Rising（82 牡 Relkino）GB・IRE10 勝，Mooresbridge S
‐L，Ulster Harp Derby‐L，Waterford Crystal Nursery S‐L，etc.，
種牡馬

スノートップ Snowtop（83牝 Thatching）IRE３勝，Joe McGrath H‐L
［孫］ エルハイク Elhayq（95牡 Nashwan）GB・USA５勝，ボーリンググリー

ンＨ‐G2，種牡馬
シブル Shibl（97 牡 ＊アラジ）IRE・UAE・SAU13勝，ミンストレルＳ‐G3

［曾孫］ スノーランド Snowland（99牡 Snippets）AUS９勝，ＡＴＣザギャラク
シー‐G1，ＡＴＣトッドマンスリッパートライアル‐G2，ＡＴＣアッ
プアンドカミングＳ‐G2，etc.，種牡馬

マイボーイチャーリーMyboycharlie（05 牡 Danetime）FR・IRE・USA
４勝，モルニー賞‐G1，アングルシーＳ‐G3，愛ナショナルＳ‐G1
３着，種牡馬

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

90 キャンディームーン２０２１ �・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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊

キャンディライド Ride the Rails

�
�
�
�
�

��
��

�Candy Ride Candy Girlキャンディームーン ブラッシングラヒー Rahy

��
��
�Blushing Rahy栗USA 2006 Scrumptious

13e
Halo S4×M5 Blushing GroomM4×M5

価格： 購買者：



母 ギンマク（07黒鹿 スペシャルウィーク）��３勝�１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－５（11）〕
バジガクミワチャン（13牝栗 クーリンガー）�１勝��１勝�入着２回
ペイシャギンコ（14牝鹿 フリオーソ）�２勝�１勝��
ペイシャアコ（15牝栗 カネヒキリ）�２勝
レオズアズライト（17牝鹿 タイムパラドックス）��出走��１勝�２勝
ヨシケンローズ（18牝鹿 トーセンジョーダン）�１勝
サワヤカサワチャン（20牝鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 シネマライフ（92鹿 マルゼンスキー）入着２回
マサアンビション（99牡 ＊ウォーニング）６勝，なにわＳ，高砂特別２着，etc.，�1

2 勝�２勝���，笠松ＧＰ，サマーＣ，東海桜花賞，etc.
ホシコマンダー（00牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，若葉Ｓ‐L ３着，皐月賞

‐Jpn1 ５着，中京２歳Ｓ‐OP
マリスブラッシュ（01牡 ＊スピニングワールド）１勝，�27 勝�入着２回	，黒潮ス

プリンターズＣ（２回），二十四万石賞２着（２回），珊瑚冠賞２着，建依別賞２
着，高知県知事賞３着

クィーンオブキネマ（04牝 ＊タイキシャトル）６勝，ギャラクシーＳ‐L ２着，霜月
Ｓ‐L ３着，ＢＳＮ賞‐OP，ＮＳＴ賞‐OP ３着，etc.，��入着，スパーキン
グＬＣ‐Jpn3 ２着
ペイシャクィーン（12牝 ＊バトルプラン）�９勝，黒潮菊花賞，土佐秋月賞２着，

高知県知事賞３着
クインズヌーサ（14牝 ゴールドアリュール）３勝，米沢特別

ドリームプレイ（05牝 ＊コマンダーインチーフ）２勝，彦星賞３着，�４勝	入着
��，福山牝馬特別３着，ウインター争覇３着
ペイシャドリーム（16牝 ディープブリランテ）３勝，さくらんぼ特別，由比ヶ浜

特別２着，クリスマスＣ２着，みちのくＳ３着，セプテンバーＳ３着，etc.

３代母 ＊デイオラマ（77 USA栗 Secretariat）USA２勝，アルシバイアディズＳ‐G2 ２着
イエスマイディアYes My Dear（82 牝 Affirmed）不出走

＊タイキクレセント（92
 Keen）４勝，京成杯‐Jpn3 ３着，谷川岳Ｓ‐OP ２着，
平ヶ岳特別，etc.

販売申込者・所有者： 竹中牧場＝新冠町美宇 �0146-47-5331
生 産 牧 場： 竹中牧場
飼 養 者： 竹中牧場＝新冠町美宇 �0146-47-5331

91 ギンマク２０２１ 牡・黒鹿 ４／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アグネスタキオン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アグネスフローラディープスカイ

＊ Chief's Crown

��
��
�アビ栗 2005 Carmelized

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールギンマク マルゼンスキー

��
��
�シネマライフ黒鹿 2007 ＊デイオラマ

21a
サンデーサイレンス S3×M3 マルゼンスキーM3×M4 Secretariat M4×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 サクラエミリー（08栗 ＊タイキシャトル）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（11）〕
ワンスアポンタイム（13牝鹿 サクラプレジデント）�２勝��
スウィートセシル（14牝栗 ＊サウスヴィグラス）�４勝
スクワットゴールズ（15牝鹿 ナカヤマフェスタ）�２勝�入着��
レモネード（18牝栗 マツリダゴッホ）�２勝
パンプキンクイーン（19牝鹿 メイショウサムソン）��１勝

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，黒松賞３着，�２勝
�７勝�入着��，トレノ賞，黒潮スプリンターズＣ２着，旭岳賞３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

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

カプリフレイバー（17牡 ＊サウスヴィグラス）���８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��２勝�，
ＪＢＣ２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： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121
生 産 牧 場： �谷岡スタット
飼 養 者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121

92 サクラエミリー２０２１ �・鹿 ４／ ３
＊ 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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンサクラエミリー ＊トニービン

��
��
�サクラヴィクトリア栗 2008 サクラユスラウメ

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

価格： 購買者：



母 クインズアイザ（14鹿 ＊タイキシャトル）�８勝��
初仔

２代母 ＊ケイアイアテナ（08 USA鹿 Afleet Alex）１勝
ケイアイマリブ（15牡 ＊キンシャサノキセキ）�２勝
ケイアイネイビー（16牡 アドマイヤムーン）入着，��２勝�
クインズメリッサ（18牝 ＊パイロ）�４勝，安達太良Ｓ，高砂特別，初春Ｓ３着

３代母 ＊アンナステルツ（96 USA鹿 Danzig）USA２勝
ケイアイガーベラ（06牝 Smarty Jones）９勝，カペラＳ‐G3，プロキオンＳ‐G3，

ギャラクシーＳ‐L，etc.
フィアースインパクト Fierce Impact（14 牡 ディープインパクト）GB・AUS

６勝，ＶＲＣマカイビーディーヴァＳ‐G1，ＶＲＣカンターラＳ‐G1，Ｍ
ＲＣトゥーラクＨ‐G1，etc.，種牡馬

ケイアイノーテック Keiai Nautique（15牡 ディープインパクト）３勝，ＮＨＫマ
イルＣ‐G1，ＮＺトロフィー‐G2 ２着，富士Ｓ‐G2 ３着，etc.，�AUS出走

ケイアイセナ（19牡 ディープインパクト）�１勝，出雲崎特別２着

４代母 エッジ Edge（78 USA栗 Damascus）USA４勝，エルエンシノＳ‐G3
［子］ バウンダリー Boundary（90 牡 Danzig）USA６勝，エイフェノメノンＨ

‐G3，ローズベンＨ‐G3，トルーノースＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
［孫］ スパイア Spire（92 牝 Topsider）USA６勝，Woodhaven H‐L，C

ooper's Ferry S，レアトリートＨ‐G3 ３着
ディストリクトDistrict（97 牡 Broad Brush）USA４勝，Colonel Po
wer H‐L，種牡馬

［曾孫］ リデリス Lideris（10� Mizzen Mast）USA・PER４勝，ラテンアメリカ
ジョッキークラブ大賞‐G1，モンテリコ競馬場賞‐G2，ラコーパ‐G2
２着，etc.

ハッピリーアンブライドルド Happily Unbridled（98牝 Unbridled）US
A５勝，HBPA H‐L，Judy's Red Shoes S‐L，ランパートＨ
‐G2 ３着，etc.

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

93 クインズアイザ２０２１ �・鹿 ４／２０
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンクインズアイザ
＊ Afleet Alex

��
��
�ケイアイアテナ鹿 2014 ＊アンナステルツ

9e
Halo M4×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 クインズエリカ（13栗 ハーツクライ）入着２回
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
マリアハッピー（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）��３勝

２代母 ＊ジャストトゥートゥー（00 USA鹿 In Excess）USA５勝，Flawlessly S‐L
ジャストペガサス Just Pegasus（06 牝 Fusaichi Pegasus）FR３勝
＊ケイアイルーラー（07牡 Roman Ruler）２勝，立川特別２着，ガーベラ賞２着
＊ケイアイヘルメス（08牡 Pulpit）４勝，ワカタカＣ，神無月Ｓ３着，��３勝，ゴ

ールドＣ３着
ケイアイアラシ（10� ダイワメジャー）入着４回，�10 勝�入着��
クインズセブン（11牡 ＊ファスリエフ）１勝，SIN４勝
クインズミラーグロ（12牝 マンハッタンカフェ）５勝，紫苑Ｓ‐LR，小倉大賞典‐G3 ２

着，マーメイドＳ‐G3 ２着，クイーンＳ‐G3 ３着，福島牝馬Ｓ‐G3 ３着，etc.
ケイアイムーンバ（15� ＊ハービンジャー）�２勝
クインズモアナ（17牝 オルフェーヴル）	３勝
クインズラベンダー（18牝 ハーツクライ）１勝，黄菊賞２着

３代母 マーシュグラスMarsh Grass（94 USA鹿 Slewpy）USA入着２回
オリンピックマイラーOlympic Miler（02� Olympio）USA８勝，Golden Bea

r Breeders' Cup S‐L ３着

４代母 タングルドTangled（88 USA鹿 Linkage）不出走
［子］ キャッツクレイドル Cat's Cradle（92 牝 Flying Paster）USA10 勝，エ

イコーンＳ‐G1，ファンタジーＳ‐G2，La Habra S‐L，etc.
［曾孫］ ノータイムトゥバディナージュNotime to Badinage（06� Petionville）

USA４勝，Zia Park Governor's Cup S

５代母 ワンスマートレイディOne Smart Lady（84 USA鹿 Clever Trick）不出走
［子］ ＊ローミンレイチェル（90牝 ＊マイニング）USA９勝，バレリーナＨ‐G1，

ボーモントＳ‐G2，ブラウン＆ウイリアムソンＨ‐G3，etc.
［孫］ ゼンノロブロイ（00牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，ジャパンＣ‐G1，有馬記

念‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，etc.，GB入着，年代表，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 佐竹 学＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1585
生 産 牧 場： 佐竹 学
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

94 クインズエリカ２０２１ �・黒鹿 ４／１１

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスクインズエリカ
＊ In Excess

��
��
�ジャストトゥートゥー栗 2013 Marsh Grass

2b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 クィーンズトレイル（08鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
シンボリトレイル（15牝鹿 キングカメハメハ）�２勝
パッションフラワー（16牝鹿 ロードカナロア）��２勝
ロードウィリアム（17牡鹿 エピファネイア）��１勝
ナイトフォールサン（20牡黒鹿 サトノクラウン）�未出走

２代母 ヴェイパートレイル（01鹿 ＊カーネギー）１勝
ダノンシンフォニー（10牡 アグネスタキオン）４勝，美作特別，胎内川特別，大原

Ｓ２着，美濃特別２着

３代母 ＊ハッピートレイルズ（84 IRE 鹿 ＊ポツセ）IRE入着
＊シンコウラブリイ（89牝 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワンＳ‐Jpn2，

毎日王冠‐Jpn2，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優古牝
ロードクロノス（95牡 ＊トニービン）８勝，中京記念‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ２

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

２着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
＊タイキマーシャル（92� ＊ダンスオブライフ）８勝，エプソムＣ‐Jpn3，京成杯オー

タムＨ‐Jpn3 ２着，朱鷺Ｓ‐OP，etc.
シンコウビューティ（93牝 Caerleon）不出走

ハッピールック（98� ＊トニービン）５勝，札幌日経ＯＰ‐L，みなみ北海道Ｓ‐L，
ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ２着，etc.

サンタフェトレイル（94牝 ＊ノーザンテースト）５勝，福島ＴＶ杯，長万部特別，若
潮賞，etc.
キングストレイル（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，セントライト記念‐Jpn2，

京成杯オータムＨ‐G3，東風Ｓ‐L，etc.，種牡馬
ハッピーパス（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，札幌日刊スポ

ーツ杯‐L，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.
コディーノ（10牡 キングカメハメハ）３勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3，札幌２歳Ｓ

‐G3，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ２着，etc.
チェッキーノ（13牝 キングカメハメハ）３勝，フローラＳ‐G2，アネモネＳ

‐LR，オークス‐G1 ２着

販売申込者・所有者： 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： 飯岡牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3412

95 クィーンズトレイル２０２１ 牡・黒鹿 ３／３０
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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアクィーンズトレイル ＊カーネギー

��
��
�ヴェイパートレイル鹿 2008 ＊ハッピートレイルズ

4d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊エーシンエーユー（04 USA芦 Unbridled's Song）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－７（43）〕
エーシンロンマー（10牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�６勝
エイシンルフィー（11牡鹿 キングカメハメハ）�２勝�10 勝�
エイシンランチャー（12牡黒鹿 スペシャルウィーク）��２勝�２勝�４勝�３勝
エイシンビクトリア（13牝青鹿 ダイワメジャー）�１勝�入着２回
エイシンフローラ（14牝青鹿 ＊エーシンフォワード）�４勝�２勝��入着４回�
エイシンシルエット（18牝黒鹿 ＊エーシンジーライン）��２勝�３勝
エイシンチュプ（19牝芦 エイシンヒカリ）�	２勝

２代母 ＊エイシンオースチン（93 USA黒鹿 Seattle Slew）入着２回
オースチンキング（99牡 ＊ブライアンズタイム）�５勝�２勝
＊エーシンドゥーエー（05牡 Deputy Minister）�10 勝�１勝
エーシンリューモン（10牡 ハーツクライ）�１勝�８勝��

３代母 バラードBallade（72 USA黒鹿 Herbager）USA２勝
グローリアスソングGlorious Song（76牝 Halo）USA17 勝，スピンスターＳ‐G1，

サンタマルガリータＨ‐G1，トップフライトＨ‐G1，ラカニャーダＳ‐G1，
サンタマリアＨ‐G2，ミシガンマイルアンドワンエイスＨ‐G2，etc.
シングスピール Singspiel（92 牡 In TheWings）１勝，ジャパンＣ‐G1，GB

・FR・USA・CAN・UAE９勝，ヨークインターナショナルＳ‐G1，コロ
ネイションＣ‐G1，etc.，種牡馬

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

デヴィルズバッグDevil's Bag（81牡 Halo）USA８勝，米シャンペインＳ‐G1，ロ
ーレルフュチュリティ‐G1，カウディンＳ‐G2，etc.，種牡馬

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

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

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 築紫 洋
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

96 エーシンエーユー２０２１ 牡・黒鹿 ３／３１

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊

アンブライドルズソング Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�Unbridled's Song Trolley Songエーシンエーユー
＊ Seattle Slew

��
��
�エイシンオースチン芦USA 2004 Ballade

12c
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 グッドモーメント（15青鹿 ゴールドアリュール）�２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 エレガントタイム（09黒鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝，��１勝�入着

３代母 トーヨーサンバ（98鹿 ＊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
アタゴオーラ（06牡 スペシャルウィーク）１勝，�１勝�３勝��，肥後の国ＧＰ２着
オリオンザムーン（10牡 ＊フォーティナイナーズサン）３勝，八王子特別３着
ブルーボサノヴァ（11牝 ＊パイロ）３勝，霞ヶ浦特別３着

４代母 ＊サンダードーム（83 USA黒鹿 Lyphard）GB・USA６勝，Mint Julep S，
Valnor H
［子］ トーヨーリファール（90牡 Relaunch）６勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ

‐Jpn2，マーチＳ‐Jpn3，平安Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
メコンMekong（89� Riverman）IRE・UAE４勝，Orby S‐L，愛ナ
ショナルＳ‐G1 ３着，愛フュチュリティＳ‐G3 ３着

トーヨーシービー（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.

トーヨーサイレンス（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，九十九島特別，
利根川特別３着

トーヨーイナズマ（95牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，サイネリア賞２着，
��１勝�

トーヨーリアル（94牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，渥美特別３着
［孫］ ゴッドセンド（02牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，日向特別，etc.，��１勝

�４勝�２勝，赤レンガ記念，高知県知事賞，etc.
スパイナルコード（04牡 ＊デヒア）�28 勝	２勝�
，珊瑚冠賞，建依別
賞，黒潮ダービー，etc.

ラインフォーク（03牡 ＊グラスワンダー）�10 勝，黒潮ダービー，黒潮菊
花賞２着，黒潮皐月賞２着

販売申込者・所有者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665
生 産 牧 場： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

97 グッドモーメント２０２１ �・青鹿 ５／１６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスベルシャザール ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカキャンディ青鹿 2008 ＊ジーナロマンティカ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤグッドモーメント ＊ブライアンズタイム

��
��
�エレガントタイム青鹿 2015 トーヨーサンバ

＊サンダードーム 3d
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev M4×S5 Hail to Reason S5×M5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 グローリアスゾーン（15鹿 ＊パイロ）��３勝
初仔

２代母 クランベリー（07鹿 フジキセキ）不出走
フライバイナイト（11牝 ＊パーソナルラッシュ）�１勝��
センターアリーナ（12牝 ＊パーソナルラッシュ）��１勝
ヴィアグローリアス（14牝 スクリーンヒーロー）入着，���９勝
ワシヅカミ（16牡 セレスハント）入着２回，�11 勝�入着
スライスオブライフ（17牝 アーネストリー）�２勝��
ヨッシャー（18牡 アドマイヤムーン）��４勝

３代母 ラビットボール（87鹿 ＊ラツキーソブリン）９勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，京都牝
馬特別‐Jpn3 ２着，福島民友Ｃ‐OP（２回），カシオペアＳ‐OP ２着，渡月橋Ｓ
レモンバーム（97牝 フジキセキ）３勝，御在所特別，ＨＴＢ杯３着，恵那特別３着，etc.

アンノルーチェ（05牡 サツカーボーイ）６勝，小倉日経ＯＰ‐L，中京記念‐G3
３着，清水Ｓ，etc.

ミステリューズ（06牝 ナリタトップロード）出走
ロードブレス（16牡 ダノンバラード）�５勝，ＢＳＮ賞‐L，etc.，��１
勝�入着，日本ＴＶ盃‐Jpn2，浦和記念‐Jpn2 ２着，etc.

ミステリーベルン（17牝 ニホンピロアワーズ）�３勝�１勝�入着２回
���，金沢シンデレラＣ，フローラルＣ，若草賞２着，etc.

ロールタイド（99	 フジキセキ）４勝，神奈川新聞杯，行川特別２着，千里山特別３着
セトノヒット（01牡 ＊エンドスウィープ）３勝，
９勝�２勝��，金杯，二十四万

石賞，ファイナルＧＰ，etc.
バトルルビー（04牝 フジキセキ）�入着３回

バトルマグマ（09牡 タニノギムレット）入着２回，�２勝��，名古屋でら馬
スプリント３着，尾張名古屋杯３着

スペシャルハート（05牡 ＊フォーティナイナー）５勝，のぞみ賞，相模湖特別

４代母 タニノベンチヤ（71黒鹿 ＊ヴエンチア）１勝
［子］ カツラギエース（80牡 ＊ボイズイーボーイ）10勝，ジャパンＣ‐Jpn1，宝

塚記念‐Jpn1，毎日王冠‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬

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

98 グローリアスゾーン２０２１ 牡・黒鹿 ２／２１
＊

＊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

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionグローリアスゾーン フジキセキ

��
��
�クランベリー鹿 2015 ラビットボール

＊アベイブリツジ 14c
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 コケット（15青鹿 ダイワメジャー）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊モテック（95 FR鹿 ＊ラストタイクーン）FR４勝，フロール賞‐G3，P. Char
les Laffitte‐L，コリーダ賞‐G3 ３着，P. des Tourelles‐L ３着
モーディッシュ（01牝 Singspiel）�１勝

スティンライクビー（12� ＊キンシャサノキセキ）３勝，ＮＳＴ賞‐OP ２着，
越後Ｓ３着，etc.，��７勝�入着����，岩鷲賞２着，赤松杯２着，
白銀争覇２着，etc.

ブラックルーラー（05牡 フジキセキ）２勝
テクニカルラン（06牝 アグネスタキオン）３勝，南港特別，舞浜特別３着

セイイーグル（14� ローエングリン）�２勝，豊川特別２着，寺泊特別２着，
青島特別３着，刈谷特別３着

サンテミリオン（07牝 ゼンノロブロイ）４勝，オークス‐G1，フローラＳ‐G2，フ
ラワーＣ‐G3 ３着，若竹賞

モータウンサウンド（08牡 ネオユニヴァース）入着３回，	３勝�
レコンダイト（10牡 ハーツクライ）５勝，目黒記念‐G2 ２着，大阪―ハンブルクＣ

‐L ２着，中日新聞杯‐G3 ３着，但馬Ｓ，北野特別，etc.
モードフランス（16牝 アサクサキングス）入着，��５勝

３代母 スダカ Sudaka（86 FR鹿 Garde Royale）FR１勝，クレオパトル賞‐G3

４代母 ディディアクララDidia Clara（78 FR栗 Sea Break）FR６勝，H. de l'Esso
nne２着，P. des Belles Filles２着，P. des Chenettes２着
［子］ ラファヴォリータ La Favorita（89 牝 Nikos）FR・USA４勝，P. de la

Calonne‐L，Ladyhawke Ranch H‐R，オペラ賞‐G2 ２着，etc.
クローディオン Clodion（96� Nikos）GB・FR・UAE７勝，Jebel Ali S
‐L，Al Rashidiya‐L ３着（２回），Predominate S‐L ３着

カリマラ Calimala（88 牝 Son of Silver）FR１勝，P. Isonomy‐L
２着

［孫］ マンアマングメンMan Among Men（00� Gentlemen）USA・CAN４
勝，Pinjara S‐R

ガルマGalma（03牝 Goldneyev）FR７勝，P. des Lilas‐L ２着

販売申込者・所有者： 社台ファーム＝千葉県富里市 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

99 コケット２０２１ �・栗 ３／１０

＊

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コケット
＊

＊ラストタイクーン

��
��
�モテック青鹿 2015 Sudaka

16g
Deputy Minister S4×S5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer M5×M5
Mill Reef M5×M5
価格： 購買者：



母 ＊クラッシーシャーロット（98 USA鹿 A.P. Indy）USA出走
〔産駒馬名登録数：14，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），海外－２（７），地方－５（16）〕
メドーミラージュMeadowMirage（03 USA牝栗 Meadowlake）USA３勝
クラッシーアトラクションClassy Attraction（05 USA牝鹿 Cape Town）USA４勝
キングシャーロット（07牡鹿 キングカメハメハ）２勝
クラッシーゲイト（08牡黒鹿 アグネスタキオン）１勝
ラインミッシェル（09牝鹿 アドマイヤムーン）�２勝
チェイスザゴールド（10牡鹿 アグネスタキオン）２勝
コウエイユニバース（11牝栗 ネオユニヴァース）入着，�３勝��
カイトフレイバー（12牡黒鹿 キングカメハメハ）��３勝
ディープスピリッツ（14牡鹿 ディープインパクト）入着２回，��４勝�２勝�
アヴィドウィナー（15牡栗 オルフェーヴル）入着，��２勝
ゲンパチプライド（19牡黒鹿 ミッキーアイル）�１勝

２代母 クラッシーミラージュ Classy Mirage（90 USA鹿 Storm Bird）USA13 勝，
バレリーナＨ‐G1，ジェニュインリスクＨ‐G2，ベッドオーロージズＨ‐G2，デ
ィスタフＨ‐G2，プライオレスＳ‐G2，etc.
マイクスクラシックMike's Classic（99� Seeking the Gold）USA・CAN12勝，

アルフレッドＧヴァンダービルトＨ‐G2 ３着，Eillo S２着
ダブリンDublin（07 牡 Afleet Alex）USA２勝，ホープフルＳ‐G1，アーカンソー

ダービー‐G1 ３着，レベルＳ‐G2 ３着，サウスウェストＳ‐G3 ２着，種牡馬
アワーズOurs（09 牝 Half Ours）不出走

ソネティーア Sonneteer（14� Midnight Lute）USA３勝，Fifth Season S
‐L，Champions DayMarathon Overnight S，レベルＳ‐G2 ２着，
Super Derby３着

アイルランド Ireland（11牝 Afleet Alex）USA１勝，Martha Washington S
‐L ３着
ウィムジカルミューズWhimsical Muse（16牝 Oxbow）�USA６勝，Miss

Liberty S‐L

３代母 ファーストミラージュ First Mirage（82 USA芦 Riva Ridge）不出走

販売申込者・所有者： 中橋 清＝新ひだか町三石富沢 �0146-32-3183
生 産 牧 場： 中橋 清
飼 養 者： 中橋 清＝新ひだか町三石富沢 �0146-32-3183

100 クラッシーシャーロット２０２１ 牡・黒鹿 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

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

��
��
�ヒガシリンクス黒鹿 2010 ビッグラブリー

＊

エイピーインディ Seattle Slew

�
�
�
�
�

��
��

�A.P. Indy Weekend Surpriseクラッシーシャーロット クラッシーミラージュ Storm Bird

��
��
�Classy Mirage鹿USA 1998 First Mirage

9b
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 グラッドリー（03鹿 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（９），地方－５（26）〕
スリラー（10牡栗 ＊アグネスデジタル）��２勝
ドウカンヤマ（13牡栗 ＊サウスヴィグラス）３勝，��入着�１勝��４勝
エッシャー（14�栗 ＊サウスヴィグラス）３勝，��２勝��４勝�２勝�
トモジャドット（16牡栗 ＊サウスヴィグラス）�３勝，有田特別（Ｄ1000），西郷特

別（Ｄ1150）２着，冬至特別（Ｄ1200）３着
ノーザンヴィグラス（17牡鹿 ＊サウスヴィグラス）���７勝�２勝	
ゴルトメーネ（18牝栗 ＊バゴ）	２勝�入着

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

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

クリーペル（06牝 ＊タイキシャトル）	入着
ミスターバッハ（15牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝��３勝，クラウンＣ２着，

イノセントＣ２着，サッポロクラシックＣ３着

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

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

‐G1，ガルフストリームパークＨ‐G1，種牡馬
トゥラウエル Trowel（79� Blade）USA７勝，Regaey Island H３着
トレンディジェント Trendy Gent（81 牡 Nijinsky）GB・GER・NOR・SWE・D

EN７勝，Noble Dancer Vandrepremie‐L，Bergen Bank Aerespremie
‐L，Danish Eclipse S‐L ２着

バックビーン Buckbean（85牡 Buckfinder）USA17 勝，Cardinal H，Colu
mbus Classic H，Indiana S，etc.，種牡馬

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

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

101 グラッドリー２０２１ 牡・鹿 ５／ ８

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラグラッドリー
＊ Rubiano

��
��
�プチアノ鹿 2003 Pucheca

1s
Tom Rolfe M4×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 クラールハイト（09鹿 キングカメハメハ）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
リベラシオン（15牝栗 ＊ロージズインメイ）�１勝�１勝
マイネルハイボーン（16牡鹿 ナカヤマフェスタ）�２勝
バイカル（17牝鹿 ＊ロージズインメイ）���８勝
コスモサルム（19牡栗 スクリーンヒーロー）�入着

２代母 サオヒメ（02青鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝
ティアップサニー（10牝 ＊シンボリクリスエス）入着４回，��１勝
マイネルサージュ（12牡 ＊ハービンジャー）６勝，福島民報杯‐L，七夕賞‐G3 ２着，

白富士Ｓ‐L ３着，オリオンＳ，南武特別，etc.，障害入着３回，�地方未出走
ジュンマシュウ（14牡 ＊ハービンジャー）�４勝
ホウオウヒミコ（16牝 ロードカナロア）１勝，西湖特別３着，三陸特別３着，�２勝
カランセ（19牝 ＊ドレフォン）�１勝

３代母 ＊ハルカゼ（89 USA鹿 Alydar）５勝，秋嶺Ｓ，茨城新聞杯，サンライズＳ２着
フローラルウインド（06牝 アグネスタキオン）入着２回，��２勝

ダンストンリアン（14牝 スマートファルコン）�１勝�８勝��入着３回，ハ
ヤテスプリント，ウイナーＣ２着，ひまわり賞３着

４代母 ユーフロシニー Euphrosyne（76 USA黒鹿 ＊ジヤツジヤー）USA10 勝，ロン
グアイランドＨ‐G2，ニッカボッカーＨ‐G3，White Rose S，ＷＬマクナイ
トＨ‐G2 ２着，シープスヘッドベイＨ‐G2 ２着，etc.
［子］ ユーフロシニースター Euphrosyne Star（93 牝 ＊ブラッシングジョン）M

EX６勝，C. Independencia‐L，C. Jacarandas‐L
［曾孫］ ロードマルコス Lord Marcos（97 牡 Clackson）BRZ11 勝，ブラジル大

賞‐G1，ＡＢＣＰＣＣ－マティアスマシュリネ大賞‐G1，フロンティ
ン博士大賞‐G2（２回），etc.，種牡馬

ミスターリズンノースMr. Risennorth（97 牡 Music Prospector）BRZ
７勝，ジョゼＣアスンプカン会長大賞‐G3，サンパウロ市長大賞‐G3，
ＡＢＣＰＣＣ－ミリャ杯‐G3 ２着，etc.

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

102 クラールハイト２０２１ 牡・鹿 ５／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤ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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスクラールハイト ＊サンデーサイレンス

��
��
�サオヒメ鹿 2009 ＊ハルカゼ

3j
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×M5 Raise a Native S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 クリヤマキアート（09栗 ＊クロフネ）��２勝，ローレル賞（Ｄ1600）３着，鎌倉
記念（Ｄ1500）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
レーヴエモーション（18牝鹿 ＊パイロ）��１勝
シゲルハナノレン（19牝芦 ゴールドシップ）出走，�地方未出走

２代母 アティーナラビット（02鹿 ＊フォーティナイナー）３勝
ティーケイラビット（08牝 ＊シンボリクリスエス）�６勝��入着
サオリラビット（10牝 タニノギムレット）�１勝�１勝
ミスキティラビット（11牝 ステイゴールド）�５勝��１勝
マーヤ（13牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

３代母 パーティランド（93鹿 ＊ミルジヨージ）３勝
トキメキ（00牝 ＊ウォーニング）出走

スターオブペガサス（06牡 ＊カコイーシーズ）�１勝��２勝，九州ジュニアＣ
ｈ３着

カガヤケラビット（01牝 ＊デヒア）１勝
ケイティマーヤ（13牝 アドマイヤマックス）�２勝�１勝�２勝�４勝��３

勝，加賀友禅賞
マイネルフェスタ（05牡 ＊スターオブコジーン）２勝，浄土平特別
シルバーラビット（08牡 ＊シルバーチャーム）�１勝，イノセントＣ３着

４代母 ダイナバルカロール（84鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
［孫］ プラネットワールド（04牝 ＊カコイーシーズ）	34 勝��，建依別賞，黒

潮マイルＣｈＳ３着

５代母 ＊クレアーブリツジ（67 USA鹿 Quadrangle）USA入着４回
［孫］ サクラチトセオー（90牡 ＊トニービン）９勝，天皇賞（秋）‐Jpn1，ＡＪＣ

Ｃ‐Jpn2，中山記念‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬
サクラキャンドル（92牝 サクラユタカオー）５勝，エリザベス女王杯
‐Jpn1，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＳ‐Jpn3，etc.

［曾孫］ サクラメガワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）７勝，金鯱賞‐G2，鳴尾記
念‐G3，鳴尾記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

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

103 クリヤマキアート２０２１ �・芦 ３／ ６
＊

＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュークリヤマキアート ＊フォーティナイナー

��
��
�アティーナラビット栗 2009 パーティランド

＊クレアーブリツジ 13c
フォーティナイナーM3×S4

価格： 購買者：



母 グレースシャンティ（13芦 ダノンシャンティ）�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
グレースシラオキ（18牝芦 シェイクザバーレイ）��出走��１勝
ダブルシックス（20牡鹿 トゥザワールド）��出走

２代母 グレースシルエット（97芦 ＊ミルジヨージ）４勝
ヒロノグレガ（05牡 ＊ハンセル）１勝
ヒロノペニー（06牝 トウカイテイオー）�４勝
セリトスガッテン（08牝 オンファイア）�２勝
ヒロノシラユキ（09牝 ブラックタキシード）�２勝
ランクローズ（10牡 デュランダル）�５勝
ラヴァンタージュ（11牝 アドマイヤマックス）��７勝
グレースドナヒュー（12牝 ＊キンシャサノキセキ）�１勝

３代母 グレースアストリア（93芦 ＊メンデス）不出走
マイネマスカレード（01牝 ＊ウォーニング）２勝

ニナガワルフィー（13牡 マツリダゴッホ）�１勝，九州ジュニアＣｈ３着

４代母 グレースシラオキ（84黒鹿 ＊ノノアルコ）３勝，根岸Ｓ‐Jpn3，信濃川特別２
着，��２勝
［子］ スーパーグラント（91牡 ＊ミルジヨージ）４勝，岩室特別，伊達特別，越

後Ｓ２着，etc.
スーパーマクレガー（94牡 ＊ミルジヨージ）１勝，白河特別，帆柱山特別
２着，ＮＳＴ賞２着，etc.，�４勝�入着

スーパーウインザー（98牡 ダンスインザダーク）１勝，春菜賞，寒竹賞３
着，	
１勝

５代母 ニツコーテスコ（77黒鹿 ＊テスコボーイ）３勝
［子］ カズノシラオキ（90牝 ニツポーテイオー）４勝，セントウルＳ‐Jpn3 ３

着，摩周湖特別，ＴＶｈ賞，etc.
スーパーオリンピア（87牡 ＊コインドシルバー）１勝，柏崎特別２着，�
１勝�入着

カズノウイナー（91牡 マルゼンスキー）１勝，サルビア賞３着

販売申込者・所有者： ㈱ニシケン牧場＝新ひだか町三石鳧舞 �0146-49-2132
生 産 牧 場： 藤本 直弘
飼 養 者： ㈱ニシケン牧場＝新ひだか町三石鳧舞 �0146-49-2132

104 グレースシャンティ２０２１ �・芦 ５／２７

＊

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

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�ダノンシャンティ ＊シャンソネットグレースシャンティ ＊ミルジヨージ

��
��
�グレースシルエット芦 2013 グレースアストリア

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊クロスウォーターⅡ（05 USA栗 Storm Cat）USA１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－６（14），地方－３（８）〕
フミノメモリー（10牡黒鹿 Lemon Drop Kid）４勝，五条坂特別（Ｄ1900）
アウリン（12牡青鹿 マンハッタンカフェ）１勝
ジョリガーニャント（13牝鹿 キングカメハメハ）１勝
グランデミノル（15牝鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝
ウォーターエデン（16牝鹿 ＊ハービンジャー）４勝，下関Ｓ（芝 1200），ＨＴＢ杯
（芝 1200）２着，函館日刊スポーツ杯（芝 1200）２着，潮騒特別（芝 1200）３着，
仲春特別（芝 1200）３着

ジャスパーイーグル（17牡栗 オルフェーヴル）�３勝，伊万里特別（Ｄ1000）
ロリポップ（18牝栗 オルフェーヴル）��４勝
レクシー（19牝鹿 ルーラーシップ）���１勝�２勝
ラヴァルス（20牝黒鹿 シルバーステート）��出走

２代母 ベイハーバーBay Harbor（95 USA栗 ＊フォーティナイナー）USA２勝
マークスピードMach Speed（01� A.P. Indy）USA15 勝
エルニーニョ El Nino（03牡 Storm Cat）USA３勝，アムステルダムＳ‐G2 ３着，

Awad S２着，Forestry H２着，種牡馬
デヴィルインディスガイズDevil in Disguise（09� Smarty Jones）USA・CAN

８勝，Chris Loseth H，Count Lathum H，River Rock Casino S，
ブリティッシュコロンビアダービー‐G3 ２着，George Royal S２着，etc.，
種牡馬

３代母 ハーバースプリングズ Harbor Springs（89 USA栗 Vice Regent）USA７勝，
WishingWell S‐L，Holiday Inaugural S‐L ２着

＊ボストンハーバー（94牡 Capote）USA６勝，ＢＣジュヴェナイル‐G1，ブリーダ
ーズフュチュリティ‐G2，バシュフォードマナーＳ‐G3，etc.，種牡馬

クラウドバースト Cloudburst（05 牝 Storm Cat）USA２勝，Mardi Gras S
テンパーズフレア Tempers Flair（11 牝 Smart Strike）USA２勝，Hatoof S

２着
ミスティックアイズMystic Eyes（19 牝 Maclean's Music）�USA２勝，St

ewart Manor S，Ainsworth S２着，メイトロンＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 �0146-47-6110
生 産 牧 場： ㈲須崎牧場
飼 養 者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 �0146-47-6110

105 クロスウォーターⅡ２０２１ �・鹿 ４／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊

ストームキャット Storm Bird

�
�
�
�
�

��
��

�Storm Cat TerlinguaクロスウォーターⅡ ベイハーバー ＊フォーティナイナー

��
��
�Bay Harbor栗USA 2005 Harbor Springs

6a
Northern Dancer M4×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 サンキャッチャー（14黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着３回
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ラインストライカー（19牡黒鹿 コパノリッキー）���未出走�２勝

２代母 ブジーア（08栗 キングカメハメハ）�１勝

３代母 フローリッドコート（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着４回
フロールデセレッソ（04牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝

ポトマックリバー（12牡 ＊ハービンジャー）４勝，グレイトフルＳ，オリエンタ
ル賞，夏木立賞３着

ハナゴロモ（06牝 ＊シンボリクリスエス）入着
ロケットボール（11牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝��１勝�８勝，

桂樹杯３着，かきつばた賞３着
ミッキードリーム（07牡 キングカメハメハ）５勝，朝日ＣｈＣ‐G3，毎日王冠‐G2

３着，中京記念‐G3 ２着（２回），etc.
アドマイヤロマン（13牡 キングカメハメハ）１勝，こぶし賞２着，羊ヶ丘特別３着，

城崎特別３着，��７勝

４代母 スプリングコート（91鹿 ＊トニービン）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ジャ
ニュアリーＳ，北大路特別，奥尻特別，白嶺Ｓ２着，etc.
［子］ コンドルクエスト（01牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，ＳＴＶ杯，ＨＴＢ

賞，タマモクロスメモリアル，etc.
［孫］ オリオンザジャパン（10� ＊クロフネ）５勝，ブラジルＣ‐LR ２着，七夕

賞‐G3 ３着，ベテルギウスＳ‐OP ２着，etc.
ミゲル（19牡 ディープブリランテ）���３勝，ニューイヤーＣ，ハイセ
イコー記念２着

アドマイヤベルナ（07牡 ＊ファルブラヴ）２勝，三木特別，�２勝
グランプリブルー（09牡 ＊トワイニング）３勝，恵那特別
アルパーシャン（12牡 キングカメハメハ）２勝，鞍ケ池特別，千歳特別３着

［曾孫］ セツナイキモチ（14牝 ＊ロージズインメイ）�３勝，初夏賞２着

販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

106 サンキャッチャー２０２１ 牡・栗 ５／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayサンキャッチャー キングカメハメハ

��
��
�ブジーア黒鹿 2014 フローリッドコート

＊クリアアンバー 4m
サンデーサイレンス S3×M4 トニービン S4×M5 Hail to Reason S5×M5
Mr. Prospector S5×M5
価格： 購買者：



母 シュクレビジュー（14鹿 ＊カジノドライヴ）入着２回
本馬の他に産駒あり

２代母 マカロンドナンシー（06黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
バニラマカロン（12牝 ＊クロフネ）入着，�２勝�
タイセイダンク（17牡 ＊ダンカーク）��１勝�１勝
メイショウホシアイ（18牝 モーリス）�３勝，山陽特別，水無月Ｓ２着

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

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

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

タイキエンデバー（01牡 ＊タイキシャトル）４勝，尾瀬特別，田舎館特別
ラフェクレール（07牝 スペシャルウィーク）入着４回

エピックアン（15牡 ＊クロフネ）�３勝，清里特別２着，大倉山特別２着，鎌倉
Ｓ３着，etc.

エイカイキャロル（16牝 ロードカナロア）１勝，医王寺特別２着，��２勝

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

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

［孫］ ジノズスピリッツGino's Spirits（96 牝 ＊ペルジノ）GB・USA９勝，ノーブ
ルダムゼルＨ‐G3，Bryan Station S‐L，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： 津田牧場＝新冠町明和 �080-5583-5454
生 産 牧 場： 熊沢牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

107 シュクレビジュー２０２１ 牡・栗 ３／３０
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サウスヴィグラス

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ダーケストスターナムラタイタン ＊アフリート

��
��
�ネクストタイム栗 2006 ＊ジャビラバ

＊ Mineshaft

�
�
�
�
�

��
��

�カジノドライヴ Better Than Honourシュクレビジュー ダンスインザダーク

��
��
�マカロンドナンシー鹿 2014 アドマイヤマカディ

＊ミセスマカディー 14b
Mr. Prospector S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 エーシンマイスター（06栗 ＊タイキシャトル）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－２（３）〕
エイシンペペラッツ（11牡栗 ＊フレンチデピュティ）３勝，袖ケ浦特別（芝 1200）２

着，舞子特別（芝 1400）３着，�２勝�
エイシンライダー（12牡黒鹿 マンハッタンカフェ）２勝，萩Ｓ‐LR（芝 1800）
エイシンプレミアム（14牝鹿 ハーツクライ）�１勝�入着３回�

２代母 ＊エイシンマッカレン（95 USA栗 Woodman）２勝，ドイツ騎手招待（２），医
王寺特別２着，国東特別２着
エイシンエプシロン（01牝 ＊エイシンワシントン）１勝
エイシンデピュティ（02牡 ＊フレンチデピュティ）10勝，宝塚記念‐G1，金鯱賞‐G2，

京都金杯‐G3，エプソムＣ‐G3，オーストラリアＴ‐L，etc.，種牡馬
エイシンシテンノー（03牡 フジキセキ）２勝，高山特別２着
エーシンダードマン（04牡 ダンスインザダーク）３勝，菊花賞‐Jpn1 ４着，霊山特

別２着，比叡Ｓ３着，迎春Ｓ３着，兵庫特別３着，障害１勝
エーシンサスケハナ（07牝 ＊クロフネ）�２勝
エーシンエムホープ（09牡 ＊フレンチデピュティ）�２勝�４勝

３代母 ラダナム Ladanum（84 USA鹿 Green Dancer）FR・USA３勝，ビヴァリ
ーヒルズＨ‐G1 ２着，パンアメリカンＨ‐G1 ２着，メイトリアークＳ‐G1 ４着，
サンセットＨ‐G1 ４着，オーキッドＨ‐G2 ２着，etc.
ダンスオンハイDance On High（92牝 ＊クリミナルタイプ）不出走

フリスキーアーウィー Frisky AreWe（00� Fabulous Champ）USA２勝，
Idaho Cup Juvenile Championship S‐R ２着

４代母 ゲイスタイルGay Style（70 USA鹿 Sir Gaylord）FR・USA10 勝，サンタ
バルバラＨ‐G1，サンタマリアＨ‐G2（２回），サンタモニカＨ‐G2，アスタルテ
賞‐G3，ノネット賞‐G3，etc.
［曾孫］ レニーフロムアリブ Lennyfromalibu（99� Unusual Heat）USA６勝，

Crystal Water H‐R，California CupMile H‐R，Khaled S
‐R ２着，etc.

ヒートデュジュール Heat Du Jour（10 牝 Unusual Heat）USA５勝，
Solana Beach H‐R

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 栄進牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

108 エーシンマイスター２０２１ 牡・栗 ４／２８
＊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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンエーシンマイスター
＊ Woodman

��
��
�エイシンマッカレン栗 2006 Ladanum

5g
Halo S4×M4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 エスプリドゥルミエ（14鹿 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
コルタード（19牡鹿 ジョーカプチーノ）��１勝
ビービーシャーンス（20牡黒鹿 ＊ラニ）��入着

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

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

九里特別，南相馬特別，阿賀野川特別２着，青嵐賞２着，etc.
クラウディオス（10� ネオユニヴァース）３勝，不知火特別
ハミングライフ（11牝 スペシャルウィーク）出走

テイエムマジック（18牡 ＊マジェスティックウォリアー）�２勝，わらび賞

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

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

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

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

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

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

アロマティコ（09牝 キングカメハメハ）６勝，巴賞‐LR，秋華賞‐G1 ３着，エ
リザベス女王杯‐G1 ３着，etc.
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： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

109 エスプリドゥルミエ２０２１ �・鹿 ５／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアドミラブル ＊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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーエスプリドゥルミエ ＊ドクターデヴィアス

��
��
�オーバーザウォール鹿 2014 アンデスレディー

＊レデイチヤツター 19
トニービンM3×S4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊コズミックフレイム（10 GB鹿 Doyen）FR２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５）〕
ソーラーフレア（15牡鹿 Shamardal）�３勝，鳴門Ｓ（Ｄ1400）２着，鳴門Ｓ
（Ｄ1400）３着，御影Ｓ（Ｄ1400）３着，上越Ｓ（Ｄ1200）３着

クァンタムレルム（18牝栗 アドマイヤムーン）�１勝，エルフィンＳ‐L（芝 1600）３着
コズミックフロスト（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�１勝
コズミックコール（20牝鹿 アドマイヤムーン）�出走

２代母 ザワールドTheWorld（05 GB鹿 Dubai Destination）FR１勝
コンケランConquerant（11� Dubawi）GB・UAE２勝
ワイルドストームWild Storm（12牝 Dubawi）GB２勝

３代母 ブライトティアラBright Tiara（89 USA栗 Chief's Crown）USA１勝
＊ゴールドティアラ（96牝 Seeking the Gold）７勝，プロキオンＳ‐Jpn3，etc.，�１

勝�１勝��入着，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，かきつばた記念‐Jpn3，etc.
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，etc.
クイーンズパークQueen's Park（97 牝 Relaunch）USA４勝，Jack Hardy S

ジェムジックパークGemswick Park（06 牝 Speightstown）USA・CAN３勝，オ
ールドハットＳ‐G3，フリゼットＳ‐G1 ３着，テンプテドＳ‐G3 ２着，etc.

＊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
キーヴィクトリー Key Victory（15� Teofilo）�GB・FR・UAE３勝，Ne

wmarket S‐L

販売申込者・所有者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166
生 産 牧 場： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲
飼 養 者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166

110 コズミックフレイム２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ６
＊

＊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

＊

ドワイエン Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Doyen Moon Cactusコズミックフレイム ザワールド Dubai Destination

��
��
�TheWorld鹿GB 2010 Bright Tiara

10a
Mr. Prospector S4×M5 Kris S4×M4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 コンバットアマゾン（09鹿 ダンスインザダーク）�出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（15）〕
コンバットパンチ（14牡黒鹿 トランセンド）��９勝��入着４回，奥州弥生賞
（Ｄ1400）３着

コンバットミニスタ（16牝鹿 ＊シニスターミニスター）�５勝��入着３回
コンバットマジック（18牝鹿 ＊プリサイスエンド）���入着２回�１勝�入着３回�

２代母 クワンインサン（00鹿 ＊ウォーニング）�入着４回
コンバットキック（05牡 タヤスツヨシ）�７勝��，金杯
ミスターサイゴン（08牡 ＊タップダンスシチー）�２勝��入着３回�
ブラックグランデ（11牡 ブラックタイド）�３勝

３代母 カバリセリエ（93鹿 ＊リズム）入着４回
エスデイブレイク（04牡 ＊リンドシェーバー）入着，�１勝�８勝	11 勝��，くろ

ゆり賞２着

４代母 カバリダイアナ（83鹿 マルゼンスキー）不出走
［子］ オースミヤマト（90牡 ＊リフアーズスペシヤル）２勝，濃尾特別２着

５代母 カバリダナー（72栗 ＊パーシア）５勝，京都牝馬特別，ビクトリアＣ３着，サ
ンスポ４歳牝馬特別２着，目黒記念（春）３着，サンスポ阪神牝馬特別３着，etc.
［子］ タカラテンリュウ（79牡 ＊インターメゾ）７勝，毎日王冠，ダイヤモンド

Ｓ，東京新聞杯，etc.
カバリエリエース（78牝 ＊ハーデイカヌート）３勝，サンスポ４歳牝馬特
別，クイーンＣ

［孫］ カキツバタフェロー（05牝 バブルガムフェロー）�６勝�１勝�２勝��
入着２回�，ライデンリーダー記念，サラ・プリンセス特別，若草賞
２着，etc.

ヤマトバイアモン（95牡 ＊バイアモン）�11 勝
�１勝�２勝，サラブレ
ッド３歳優駿３着

［曾孫］ スリーピーアイ（14牡 ブラックタキシード）�２勝�６勝	入着５回�，
兵庫ダービー２着

販売申込者・所有者： 中川 欽一＝日高町賀張 �01456-5-2485
生 産 牧 場： 中川 欽一
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

111 コンバットアマゾン２０２１ �・鹿 ５／１９
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイコンバットアマゾン ＊ウォーニング

��
��
�クワンインサン鹿 2009 カバリセリエ

＊トライステイングロード 4k
Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 コグノセンティ（11鹿 ゴールドアリュール）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
シンキングスカイ（18牡栗 タイムパラドックス）���２勝
シンキングセンティ（19牝鹿 トランセンド）��２勝

２代母 インコグニート（99青鹿 GoneWest）３勝，手稲山特別２着
ティーガー（06牡 サクラバクシンオー）１勝
カグニザント（08� ネオユニヴァース）３勝，汐留特別，�５勝���入着 15回
インクレセント（09牝 アグネスタキオン）２勝
ハーツコンセンサス（10牝 ハーツクライ）�13 勝，ニューイヤーＣＪＢＣ２０１４２着

ラブロック（17牡 スズカコーズウェイ）�	出走�４勝��，ビギナーズＣ３着
インペカブル（12牝 ネオユニヴァース）�４勝��１勝
プレゼンス（14� ヴィクトワールピサ）２勝，��１勝�５勝
リビーリング（15� ヴィクトワールピサ）１勝，燕特別２着，セントポーリア賞２着
キュールエサクラ（16牝 マンハッタンカフェ）３勝，山陽特別
エイカイファントム（18牡 キズナ）�１勝，タイランドＣ３着

３代母 ＊デインスカヤ（93 GB鹿 ＊デインヒル）FR３勝，アスタルテ賞‐G2，P. de Li
eurey‐L ２着
ノーブルフォース（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，湯川特別２着
シックスセンス（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京都記念‐Jpn2，皐月賞

‐Jpn1 ２着，etc.，HKG入着，香港ヴァーズ‐G1 ２着，種牡馬
スペルバインド（05牝 ゴールドアリュール）４勝，スイートピーＳ‐L ２着，新春Ｓ，

ゴールデンブーツＴ，etc.
デルフォイ（06牡 スペシャルウィーク）４勝，京都新聞杯‐G2 ２着，魚沼Ｓ，明石

特別，etc.

４代母 ブブスカヤ Boubskaia（87 GB黒鹿 Niniski）FR１勝，P. Occitanie‐L
３着
［子］ ＊シルヴァースカヤ（01牝 Silver Hawk）FR５勝，ロワイヨモン賞‐G3，

ミネルヴ賞‐G3，P. Caravelle‐L
［孫］ セヴィル Seville（08牡 Galileo）GB・FR・IRE・AUS２勝，ＡＴＣザメトロ

ポリタン‐G1，愛ダービー‐G1 ２着，パリ大賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬

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

112 コグノセンティ２０２１ �・鹿 ５／ ７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤコグノセンティ GoneWest

��
��
�インコグニート鹿 2011 ＊デインスカヤ

16g
Halo M4×S5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 コスモアンダルシア（10鹿 アドマイヤマックス）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
コスモルシオ（16牡栗 ＊タートルボウル）入着，���５勝
マイネルアレマン（17牡鹿 ＊ノヴェリスト）���出走�１勝
グラナダローズ（19牡鹿 ＊ロージズインメイ）��５勝
コスモビスケッツ（20牡栗 ＊マインドユアビスケッツ）���入着

２代母 ＊コスモルビー（03 IRE 栗 ＊ソヴィエトスター）１勝，福島２歳Ｓ‐OP ３着，
塩屋埼特別２着
マイネパシオーネ（11牝 マツリダゴッホ）１勝，飛竜特別３着，�入着２回，大村

湾賞３着，師走賞３着
コスモリョウゲツ（14牡 マツリダゴッホ）入着，川俣特別３着，�７勝，ＯＲＯＣ

３代母 ロビニアRobinia（86 USA栗 Roberto）GB１勝
アイムサポージン I'm Supposin（92 牡 Posen）GB・IRE５勝，ロイヤルホイップ

Ｓ‐G3 ２着，Challenge S‐L ２着，Oyster S‐L ２着，etc.，GB・IR
E障害３勝，種牡馬

タルファー Tarfaa（96牡 Night Shift）IRE２勝，ベレスフォードＳ‐G3 ３着
ケイマンサンセット Cayman Sunset（97 牝 Night Shift）GB・FR・IRE・USA・

NOR３勝，Dahlia S‐L，カナディアンＨ‐G2 ３着，West Virginia Sen
ate President's C H‐L ２着，etc.

＊カルティカ（07牝 RainbowQuest）FR１勝，フィユドレール賞‐G3 ３着，
P. Casimir‐Delamarre‐L ３着，P. Volterra‐L ３着
ケマーQemah（13牝 Danehill Dancer）GB・FR・IRE５勝，コロネイショ
ンＳ‐G1，ロートシルト賞‐G1，デュークオヴケンブリッジＳ‐G2，etc.

アスクビクターモア（19牡 ディープインパクト）�３勝，弥生賞ディープイ
ンパクト記念‐G2，日本ダービー‐G1 ３着，アイビーＳ‐L ３着，etc.

レイディゴージャス Lady Gorgeous（09 牝 Compton Place）GB１勝，Su
rrey S‐L ３着
プリティゴージャス Pretty Gorgeous（18 牝 Lawman）�GB・IRE３勝，
フィリーズマイル‐G1，愛デビュターントＳ‐G2，モイグレアスタッ
ドＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ビッグレッドファーム＝新冠町明和 �0146-49-5601
生 産 牧 場： 新井昭二牧場
飼 養 者： ㈲ビッグレッドファーム＝新冠町明和 �0146-49-5601

113 コスモアンダルシア２０２１ �・芦 ３／３０
＊

＊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

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤマックス ダイナシユートコスモアンダルシア
＊

＊ソヴィエトスター

��
��
�コスモルビー鹿 2010 Robinia

1l
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×M5×M5
Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 コリンナ（02鹿 マヤノトップガン）１勝
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－６（30）〕
サンドリーナ（07牝栃栗 マーベラスサンデー）�２勝�８勝��
ドルモン（09牡鹿 ＊イーグルカフェ）２勝
アンフォルタス（11牡鹿 ＊イーグルカフェ）入着，�１勝�５勝
ミズーリスカイ（12牡鹿 ＊イーグルカフェ）�５勝�入着３回
クルクルティンクル（15牝黒鹿 マツリダゴッホ）入着，�３勝��
ペイシャコリンナ（16牝黒鹿 カネヒキリ）入着３回，�１勝
ガウナエルフリーデ（18牝栗 ＊アジアエクスプレス）入着２回，��３勝	２勝

��入着
シンギングワールド（19牡栗 トゥザワールド）��入着�
ペイシャコリン（20牝鹿 トゥザワールド）�出走

２代母 シネマライフ（92鹿 マルゼンスキー）入着２回
マサアンビション（99牡 ＊ウォーニング）６勝，なにわＳ，高砂特別２着，etc.，�1

2 勝�２勝���，笠松ＧＰ，サマーＣ，東海桜花賞，etc.
ホシコマンダー（00牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，若葉Ｓ‐L ３着，皐月賞

‐Jpn1 ５着，中京２歳Ｓ‐OP
マリスブラッシュ（01牡 ＊スピニングワールド）１勝，�27 勝�入着２回
，黒潮ス

プリンターズＣ（２回），二十四万石賞２着（２回），珊瑚冠賞２着，建依別賞２
着，高知県知事賞３着

クィーンオブキネマ（04牝 ＊タイキシャトル）６勝，ギャラクシーＳ‐L ２着，霜月
Ｓ‐L ３着，ＢＳＮ賞‐OP，ＮＳＴ賞‐OP ３着，etc.，��入着，スパーキン
グＬＣ‐Jpn3 ２着
ペイシャクィーン（12牝 ＊バトルプラン）�９勝，黒潮菊花賞，土佐秋月賞２着，

高知県知事賞３着
クインズヌーサ（14牝 ゴールドアリュール）３勝，米沢特別

ドリームプレイ（05牝 ＊コマンダーインチーフ）２勝，彦星賞３着，�４勝
入着
��，福山牝馬特別３着，ウインター争覇３着
ペイシャドリーム（16牝 ディープブリランテ）３勝，さくらんぼ特別，由比ヶ浜

特別２着，クリスマスＣ２着，みちのくＳ３着，セプテンバーＳ３着，etc.

３代母 ＊デイオラマ（77 USA栗 Secretariat）USA２勝，アルシバイアディズＳ‐G2 ２着

販売申込者・所有者： 沖田 哲夫＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2858
生 産 牧 場： 沖田 哲夫
飼 養 者： アリドメトレーニングファーム＝新冠町朝日 �090-7652-0561

114 コリンナ２０２１ 牡・鹿 ５／２３

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲
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�
�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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�マヤノトップガン ＊アルプミープリーズコリンナ マルゼンスキー

��
��
�シネマライフ鹿 2002 ＊デイオラマ

21a
Roberto M4×S5 Secretariat M4×S5 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 コロニアルディーバ（03黒鹿 ＊コロニアルアッフェアー）��５勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（22）〕
ハナノバンジョウ（13牝黒鹿 ＊フォーティナイナーズサン）�６勝��４勝
グイール（14牡鹿 スターリングローズ）�１勝
セリアノーブル（15牝鹿 ＊ベーカバド）�５勝
チョウライリン（17牡青 トゥザワールド）��入着３回��３勝�１勝，ハイセイ

コー記念（Ｄ1600）３着，平和賞（Ｄ1600）３着
ムンダーナ（18牝黒鹿 タイセイレジェンド）��１勝��１勝
ミストラ（19牡芦 ＊ラニ）���入着２回

２代母 ハクバマーチ（86黒鹿 ＊キートザボルト）��６勝�入着，戸塚記念，ゴール
ドＣ，埼玉新聞杯２着，東京湾Ｃ２着，全日本サラブレッドＣ３着，etc.
ハクバエース（94牡 ＊ヤマニンケイ）��３勝
ロードハウメニュー（95牝 ＊ワイズカウンセラー）��３勝

タイセイフウジン（02� アイネスフウジン）��１勝�
サパースライナー（96牡 ＊シエイデイハイツ）��２勝
ハクバエンジェル（97牝 サクラチヨノオー）	６勝
サパースダイオー（98牡 ＊モガンボ）��１勝
サパースブラボー（99牡 ＊ナスルエルアラブ）��７勝
トレゾア（02� トウカイテイオー）��７勝

３代母 マーシヤルハート（74青 ＊シユーテイングチヤント）��６勝
○タイヨーハート（83牡 ○ビクトリーハート）��５勝
○ハクバロンリー（85牝 ○ビクトリーハート）��８勝

○ラストロンリー（98牝 メリーナイス）��３勝，リリーＣ２着
ハクバタケシマ（87牝 ＊ノーザリー）��４勝
フラッシュセイバー（91牡 ＊キートザボルト）��５勝

４代母 タケシマ（67栗 ＊ネヴアービート）出走
［子］ マスターヒーロー（77牡 ＊マイハート）��
５勝，川崎記念２着，戸塚

記念２着

５代母 エースミヤコマ（60黒鹿 サチフサ）７勝，兵庫Ｓ，かんなづき賞

販売申込者・所有者： ㈲サンローゼン＝新冠町明和 �0146-47-2575
生 産 牧 場： ㈲サンローゼン
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

115 コロニアルディーバ２０２１ 牡・青 ５／１１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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� キングカメハメハ
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�

＊マンファストゥザワールド ＊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

＊ Pleasant Colony

�
�
�
�
�

��
��

�コロニアルアッフェアー Snuggleコロニアルディーバ ＊キートザボルト

��
��
�ハクバマーチ黒鹿 2003 マーシヤルハート

＊カジヨール 16h
Nureyev S4×S5 Raise a Native S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ゴールドハーツ（13鹿 ハーツクライ）�入着４回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
セルクルクルミ（18牝青鹿 ＊エスケンデレヤ）��３勝��１勝
ミユキゲコクジョウ（19牝黒鹿 ＊ディスクリートキャット）��２勝
ゴールドアクトレス（20牝鹿 ゴールドアクター）��入着

２代母 ゴールドオアシス（03鹿 ＊アフリート）４勝，カトレア賞２着
ノブビスケット（09牡 タニノギムレット）入着，��３勝
ナムラキンボシ（10牡 ゴールドアリュール）入着４回，��１勝�３勝
レセディラローナ（15牝 ＊エンパイアメーカー）１勝
フレッシュライン（17牡 ベルシャザール）�１勝�入着��
コウユーパパニニテ（19牡 ＊トビーズコーナー）�１勝

３代母 ＊ヴェルシエンカ（83 USA鹿 Nijinsky）USA１勝
ブルシェンカ Bluschenka（90牡 Blushing Groom）FR３勝，Derby du Langue

doc‐L，Derby duMidi‐L ２着，種牡馬
レディランサム（92牝 Red Ransom）不出走

ヤマノラヴリー（97牝 ＊シャンハイ）��５勝�入着２回	，リリーＣ，ロジー
タ記念２着，九州クイーン賞３着

ライジングアロー（94牡 ＊カコイーシーズ）３勝，小名浜特別３着，桧原湖特別３着，
洛南特別３着

イシヤクマッハ（98牡 ＊アフリート）４勝，関越Ｓ‐L ３着，マリーンＳ‐L ３着，etc.，
�１勝��	
�，グランシャリオＣ‐Jpn3，etc.

４代母 ヴェルーシュカ Veruschka（67 FR鹿 ＊ヴエンチア）FR・USA２勝，P. de l
a Calonne２着
［子］ ＊ソヴィエトスター（84牡 Nureyev）GB・FR８勝，仏２０００ギニー‐G1，ム

ーランドロンシャン賞‐G1，サセックスＳ‐G1，etc.，種牡馬
ザヴェリーワン The Very One（75牝 One for All）入着，USA22 勝，
サンタバルバラＨ‐G1，ブラックヘレンＨ‐G2，シープスヘッドベイ
Ｈ‐G2，etc.

＊リフカ（85牝 Lyphard）FR・USA３勝，P. des Lilas‐L，アスタルテ
賞‐G2 ２着，プシュケ賞‐G3 ４着，etc.

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

116 ゴールドハーツ２０２１ �・鹿 ３／２６
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスゴールドハーツ ＊アフリート

��
��
�ゴールドオアシス鹿 2013 ＊ヴェルシエンカ

9f
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ゴールドプリュム（16栗 ゴールドアリュール）出走
初仔

２代母 ＊マスターエクレール（09 USA黒鹿 Elusive Quality）３勝，��１勝，船橋
記念２着
アモーレバローズ（17牝 ヴィクトワールピサ）��１勝

３代母 サバサニ Sabathani（97 USA栗 Major Impact）USA４勝，Canterbury
Park Oaks

４代母 アルバータジョンソンAlberta Johnson（88 USA鹿 Upper Nile）USA10 勝
［子］ マイナーウィズダムMinorWisdom（96� Major Impact）USA10 勝，

ホーソーンダービー‐G3，Kentucky CupMile‐L，Cardinal H
‐R，etc.

５代母 ノーティブレイドNaughty Blade（80 USA黒鹿 Blade）不出走
［子］ ノーティナイルNaughty Nile（85 牝 Upper Nile）USA３勝，Cincin

nati Trophy S３着，Vandale S３着
［孫］ ローワーイージプト Lower Egypt（90 牡 Silver Hawk）GB・USA・UA

E４勝，Strensall S‐L，セレクトＳ‐G3 ２着
エンタイトルメント Entitlement（99 牡 Siphon）USA４勝，Lamplighte
r S，Regaey Island S２着，Rushing Man S‐L ３着

ノーティパムNaughty Pam（91牝 Irish Open）USA６勝，Lady Spo
nsors' Breeders' Cup S２着

［曾孫］ サラトガシナー Saratoga Sinner（06� Harlan's Holiday）USA７勝，
ホーリーブルＳ‐G3

コールミーレフティ Call Me Lefty（00� Aggie Southpaw）USA４勝，
Texas Stallion S‐R（２回），ルコントＳ‐G3 ２着，Harold V.
Goodman Sprint S‐R ２着，etc.

ザオレゲン The Ole Gen（08� The Daddy）USA６勝，Rushaway
S‐L ３着

ブーガーブー Booger Boo（05� Ghostly Moves）USA10 勝，Rio Gr
ande Senor Futurity‐R ３着

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

117 ゴールドプリュム２０２１ 牡・青鹿 ３／２４
＊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

��
��
�メリッサ青鹿 2013 ストーミーラン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤゴールドプリュム
＊ Elusive Quality

��
��
�マスターエクレール栗 2016 Sabathani

8f
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 コルデトゥリーニ（16鹿 ダイワメジャー）１勝，つわぶき賞（芝 1400）３着
初仔

２代母 ＊ジプシーハイウェイ（08 IRE 鹿 High Chaparral）FR２勝，ミエスク賞‐G3
２着，P. Luth Enchantee‐L ３着
アマルフィコースト（15牝 ダイワメジャー）２勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，京都牝馬

Ｓ‐G3 ３着，ファンタジーＳ‐G3 ３着，ポートアイランドＳ‐L ３着，中京
２歳Ｓ‐OP，etc.

コースタルチャート（17牝 スピルバーグ）��２勝��
ミステリーウェイ（18� ジャスタウェイ）�１勝，タイランドＣ２着（２回）
イティネラートル（20牝 キズナ）�１勝

３代母 ＊ローズジプシー（98 GB鹿 Green Desert）GB・FR・IRE２勝，仏１０００ギニ
ー‐G1，Athasi S‐L ２着，Round Tower S‐L ３着
チャイニーズマンダリン Chinese Mandarin（03牡 Kingmambo）IRE・SWE・DEN

７勝，スカンディナヴィアオープンＣｈ．‐G3，スカンディナヴィアオープンＣ
ｈ．‐G3 ２着，Skanska Faltrittklubbens Jubileums‐L ２着，種牡馬

ローズカットRose Cut（07 牝 Montjeu）不出走
セカトゥール Secateur（12� Danehill Dancer）GB・FR・AUS２勝，No

el Murless S‐L ２着
ナリタピクシー（13牝 ヴィクトワールピサ）２勝，西海賞３着

４代母 クリサリアKrisalya（86 GB鹿 Kris）GB１勝
［孫］ クリスタルスター Crystal Star（00 牝 Mark of Esteem）GB・FR２勝，

Radley S‐L，フレッドダーリングＳ‐G3 ２着
ワイラWaila（10 牝 Notnowcato）GB２勝，Aphrodite S‐L，Po
ntefract Castle S‐L ２着，Silver Cup‐L ２着，etc.

［曾孫］ クリスタルオーシャン Crystal Ocean（14牡 Sea The Stars）GB８勝，
プリンスオヴウェイルズＳ‐G1，ハードウィックＳ‐G2，アストンパ
ークＳ‐G3（２回），etc.，種牡馬

ヒルスター Hillstar（10 牡 Danehill Dancer）GB・CAN・UAE４勝，
カナディアンインターナショナルＳ‐G1，キングエドワード七世Ｓ
‐G2，ニューベリーアークトライアル‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱社台ブラッドメア＝千歳市東丘 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

118 コルデトゥリーニ２０２１ 牡・鹿 ５／１５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケコルデトゥリーニ
＊ High Chaparral

��
��
�ジプシーハイウェイ鹿 2016 ＊ローズジプシー

7a
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 コウエイレディー（10鹿 タニノギムレット）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
レオハイスピード（15牡鹿 スマートファルコン）��３勝
ミンミンルフィーナ（16牝鹿 ナカヤマフェスタ）�４勝
スタッカートマーチ（19牡栗 スマートファルコン）���１勝
アイティーテーラー（20牝栗 ビッグアーサー）�未出走

２代母 タケカワルキューレ（02鹿 ダンスインザダーク）３勝，醍醐特別，秋元湖特別，
対馬特別２着，萌黄賞２着，南港特別３着
シュンノカミ（14牡 ＊パイロ）１勝，���１勝�１勝
シズカマナカ（16牝 ジャングルポケット）���６勝�２勝

３代母 イセスズカ（82青鹿 マルゼンスキー）１勝
スエヒロザクラ（89牝 ＊ミシシツピアン）３勝，萌黄賞３着
スエヒロジョウオー（90牝 トウシヨウペガサス）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，き

んせんか賞，優２牝
スエヒロコマンダー（95牡 ＊コマンダーインチーフ）７勝，鳴尾記念‐Jpn2，小

倉大賞典‐Jpn3，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬
コウエイベラドンナ（96牝 メジロライアン）１勝，野路菊Ｓ‐OP ２着
マイネルロブスト（09牡 ＊ゼンノエルシド）２勝，クローバー賞‐LR，朝日
杯フューチュリティＳ‐G1 ２着，京成杯‐G3 ２着，etc.，障害１勝

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，etc.

スエヒロスター（92牝 ＊マジックマイルズ）２勝，れんげ賞２着
コウエイテンカイチ（95牡 メジロライアン）４勝，ききょうＳ‐OP ２着，三木特別，

ゆきやなぎ賞，etc.，障害２勝

４代母 サリユウエイシヨン（69黒鹿 ＊インフアチユエイシヨン）１勝
［孫］ マーベラスタイマー（94牡 ＊モガミ）７勝，日経新春杯‐Jpn2，ＡＲ共和

国杯‐Jpn2，迎春Ｓ，etc.
シマノヤマヒメ（89牝 ＊コリムスキー）５勝，中京記念‐Jpn3，妙見山Ｓ，etc.，
��３勝，東京プリンセス賞３着

販売申込者・所有者： 富菜牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1578
生 産 牧 場： 富菜牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

119 コウエイレディー２０２１ 牡・鹿 ５／３０
＊ 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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルコウエイレディー ダンスインザダーク

��
��
�タケカワルキューレ鹿 2010 イセスズカ

＊メダリオン 3l
Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊グランドメージャー（04 USA黒鹿 A.P. Indy）USA２勝，Maid of the Mist S‐R
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），海外－１（３），地方－２（12）〕
カレントアクイジションCurrent Aquasition（09 USA�黒鹿 Stormy Atlantic）

USA３勝
マクトゥーブ（14牝黒鹿 First Samurai）�１勝��10 勝
マウロカズマ（15牡鹿 キングカメハメハ）�１勝�
メイショウハナモモ（18牝鹿 オルフェーヴル）�２勝
フルゴル（19牝黒鹿 ディープブリランテ）��出走

２代母 イマース Immerse（88 USA鹿 Cox's Ridge）USA４勝，ガゼルＨ‐G1 ３着，
Truly Bound S３着

＊ドレミファバンブー（95牝 Easy Goer）入着４回，�１勝
スティーヴンゴットイーヴン Stephen Got Even（96牡 A.P. Indy）USA５勝，ドンＨ

‐G1，ギャラリーファーニチャーコムＳ‐G2，ウッドワードＳ‐G1 ３着，種牡馬
インディグローリ Indy Glory（98 牝 A.P. Indy）USA５勝，Videogenic S‐R，

ブラックアイドスーザンＳ‐G2 ２着，モンマスオークス‐G2 ３着，East
View S‐R ２着，Maid of the Mist S‐R ２着
タイムスクエアド Time Squared（04牡 Fusaichi Pegasus）USA２勝，Ro

und Table S‐L ２着
サブマージ Submerge（06牝 Fusaichi Pegasus）USA１勝，East View S

‐R ２着
アルテミスアグロテラ Artemis Agrotera（11 牝 Roman Ruler）USA５勝，フ

リゼットＳ‐G1，バレリーナＳ‐G1，ギャラントブルームＨ‐G2
チェスタータウン Chestertown（17� Tapit）�USA５勝，Albany S
‐R，Haynesfield S‐R ２着，Hudson H‐R ２着，Aqueduct
Say Florida Sandy S‐R ３着

イマースドインゴールド Immersed in Gold（03� Seeking the Gold）USA４勝，
With Anticipation S‐R ３着

３代母 バロネスディレクト Baroness Direct（81 USA鹿 Blushing Groom）USA
７勝，ラスフローレスＨ‐G3，テンプテドＳ‐G3 ２着，Monrovia H‐L ２着，
Sari's Song H２着，Charles H. Russell H‐L ３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

120 グランドメージャー２０２１ �・黒鹿 ４／１２

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊

エイピーインディ Seattle Slew

�
�
�
�
�

��
��

�A.P. Indy Weekend Surpriseグランドメージャー イマース Cox's Ridge

��
��
�Immerse黒鹿USA 2004 Baroness Direct

1l
Blushing Groom S4×M4 Secretariat M4×S5

価格： 購買者：



母 グローリアスロウラ（13鹿 アサクサキングス）入着２回，��６勝
初仔

２代母 シルクアピール（00栗 ＊フォーティナイナー）出走
ベルファム（06牝 ＊ブライアンズタイム）入着

ベッロポモドーロ（13牝 アジュディミツオー）�２勝�１勝�入着２回����，
梅桜賞２着，園田クイーンセレクション２着，ライデンリーダー記念２着

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��
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
［子］ チャーロック Charlock（93 牝 Nureyev）IRE１勝，愛メイトロンＳ‐G3

３着，Brownstown Stud S‐L ３着，Solonaway S‐L ３着
［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.

トークンオヴラヴ Token Of Love（12牝 Al Maher）AUS６勝，ＶＲＣ
メイトリアークＳ‐G2 ３着

［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.

エロイーズ Eloise（07 牝 Glory of Dancer）IND４勝，S. A. Poonawa
lla Multi Million‐LR，Dr. S. C. Jain Sprinters' Championship‐L
２着，Fillies Trial S‐LR ３着

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

121 グローリアスロウラ２０２１ �・鹿 ５／ ２
＊ 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

＊ホワイトマズル

�
�
�
�
�

��
��

�アサクサキングス クルーピアスターグローリアスロウラ ＊フォーティナイナー

��
��
�シルクアピール鹿 2013 ＊ドラゴンティーナ

8h
ダンシングブレーヴ S3×M4 Northern Dancer S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラグレイス（13栗 ＊ハービンジャー）出走
初仔

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
サクラメガマックス（04牝 ＊クロフネ）�１勝

ピロコギガマックス（19牝 ホッコータルマエ）��３勝�，兵庫若駒賞２着
サクラメガスター（06牡 サクラローレル）１勝
サクラメガチャンプ（09牡 ＊シンボリクリスエス）�２勝��
サクラメガフレア（10牝 ＊グラスワンダー）�２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

メガミュトス（15牝 サクラゼウス）�８勝��１勝

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.

サクラアデヤカ（93牝 サクラホクトオー）３勝，二本松特別，いわき特別２着，加
治川特別３着

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： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121
生 産 牧 場： �谷岡スタット
飼 養 者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121

122 サクラグレイス２０２１ �・栗 ４／ ４
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモサクラゼウス

＊ Seattle Slew

��
��
�サクラブラッサム鹿 2004 Aly Sangue

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlサクラグレイス ＊サンデーサイレンス

��
��
�サクラメガ栗 2013 サクラクレアー

＊クレアーブリツジ 13c
ノーザンテースト S4×M4

価格： 購買者：



母 サクラジュノー（02鹿 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－３（10）〕
サクラフローレス（08牡栗 サクラプレジデント）１勝
ロプノール（09牝鹿 サクラプレジデント）��２勝
サクラダムール（10牡鹿 サクラプレジデント）４勝，隅田川特別（芝 1600），若潮

賞（芝 1600）２着，葉山特別（芝 1600）２着，村上特別（芝 1400）２着
パートカラー（15牝鹿 ＊バトルプラン）�１勝��２勝�２勝
ファスタザウインド（17牡黒鹿 キズナ）入着３回，�１勝�２勝
リオンキング（18牡鹿 リオンディーズ）���出走
リュウノラプター（20牡黒鹿 イスラボニータ）���入着

２代母 ＊リビエールボレアール（86 USA栗 Irish River）FR入着２回
サクラアカネオー（96牡 サクラバクシンオー）４勝，尾瀬特別，須賀川特別，福島

中央ＴＶ杯２着，中京日経賞２着（２回），栃尾特別２着，etc.
サクラクーニャン（99牝 ＊ラムタラ）１勝，��２勝

３代母 ボレアル Boreale（81 FR鹿 ＊ベリフア）FR４勝，レゼルヴォワール賞‐G3，
P. de l'Obelisque‐L，仏１０００ギニー‐G1 ２着
リヴァーオヴライト River of Light（87 牡 Irish River）FR・USA４勝，Turf Pa

radise Breeder's Cup H‐L，メシドール賞‐G3 ２着，クインシー賞‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

ディベノワーズDibenoise（93 牝 Kendor）不出走
コーレカミノス Corre Caminos（02� Montjeu）GB・FR３勝，ガネー賞

‐G1，プランスドランジュ賞‐G3，アルクール賞‐G2 ２着，etc.
ラシンガー Racinger（03 牡 Spectrum）GB・FR・UAE５勝，ミュゲ賞‐G2，

クインシー賞‐G3，メシドール賞‐G3，etc.，種牡馬
リサイタル Recital（08 牡 Montjeu）GB・FR・IRE・QAT３勝，クリテリヨ

ムドサンクルー‐G1，愛ダービートライアルＳ‐G2，バリーサックスＳ
‐G3 ３着，種牡馬

アビー Abys（10牝 Montjeu）FR・GER２勝，P. Baden‐Badener Hotellerie
& Gastronomie‐L ２着，P. de la Pepiniere‐L ３着

シジュナヴェプリュ Si Je N'Avais Plus（98 牝 Kaldoun）FR２勝，P. Finlande
‐L ２着，P. Roland de Chambure‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲西川富岡牧場＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2574
生 産 牧 場： ㈲西川富岡牧場
飼 養 者： ㈲西川富岡牧場＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2574

123 サクラジュノー２０２１ 牡・黒鹿 ３／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモサクラジュノー
＊ Irish River

��
��
�リビエールボレアール鹿 2002 Boreale

1t
Lyphard S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラトップピサ（13鹿 ヴィクトワールピサ）�入着�
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊ティーケイキャット（08 USA黒鹿 Bluegrass Cat）入着
タイガーレディ（14牝 ＊ワークフォース）�１勝
ココリエルサ（15牝 ダイワメジャー）�４勝
レッティングゴー（18牡 ダイワメジャー）��２勝�

３代母 ティーケイ Tee Kay（91 USA黒鹿 Gold Meridian）USA６勝，マーサワシ
ントンＳ‐G3，Lady Baltimore S‐L，セリマＳ‐G3 ２着，Queen Empress
S‐L ２着，Sensational S‐L ３着，etc.

＊シンボリクリスエス（99牡 Kris S.）８勝，有馬記念‐Jpn1（２回），天皇賞（秋）
‐Jpn1（２回），神戸新聞杯‐Jpn2，青葉賞‐Jpn2，etc.，年代表（2回），優３
牡，優古牡，種牡馬

＊ピサノデイラニ（04牡 Fusaichi Pegasus）４勝，ヒヤシンスＳ‐OP ２着，観月橋
Ｓ，松戸特別，etc.，種牡馬

ティズアケイ Tizakay（12牝 Tiznow）USA１勝，California Governor's Cup H
２着

４代母 トライアルゴ Tri Argo（82 USA黒鹿 Tri Jet）USA６勝，Wistful H，
Leixable S‐L ２着，Mantua S‐R ２着，モデスティＳ‐G3 ４着，Ala
da S‐R ３着
［孫］ パットンズヴィクトリー Patton's Victory（98� Patton）USA12 勝，フ

ィフスシーズンＳ‐G3，Prairie Meadows H‐L，Precisionist S
，etc.

アルゴズアピール Argos Appeal（95 牝 World Appeal）USA３勝，J
ack Smallwood S‐L，Boca Raton S‐L ２着，Old Hat S‐L
３着，etc.

ウェルドレストWell Dressed（97牝 Notebook）USA３勝，Americ
an Holly S‐L，Silver Spoon S‐L ３着

トライウイメット Tri Uimet（03� Lac Ouimet）USA12 勝，Best of
Ohio Sprint S‐R（２回），Cleveland Gold Cup S‐R，Honey Ja
y S‐R ２着（３回），etc.

販売申込者・所有者： 坂戸 節子＝日高町豊郷 �090-3115-2121
生 産 牧 場： 坂戸 節子
飼 養 者： Ｉｋｕｃｈｉｓｅ Ｓｔｕｄ＝日高町幾千世 �090-9525-9309

124 サクラトップピサ２０２１ �・鹿 ４／２０
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

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サクラトップピサ
＊ Bluegrass Cat

��
��
�ティーケイキャット鹿 2013 Tee Kay

8h
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 サダムルーティン（12鹿 ハーツクライ）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（６）〕
シンクロゲイザー（17牡黒鹿 ＊タートルボウル）１勝，��２勝
タケショウワンダー（18牡黒鹿 ＊ダンカーク）���２勝�２勝

２代母 ＊テスラー（99 IRE 鹿 Fayruz）IRE 出走
テルタイムTelltime（04牝 Danetime）GB２勝
＊マンチャ（06牝 ＊キングズベスト）�３勝
チュウワストライク（09牡 Smart Strike）１勝
ベストブレーン（10牡 ダイワメジャー）入着２回，�２勝�１勝
フジヤマテスラ（11牝 ゼンノロブロイ）�２勝
ワショウ（17牡 ＊キングズベスト）�５勝
ライヴマカロン（18牡 ＊マクフィ）��１勝

３代母 ＊マンファス（91 IRE 黒鹿 ＊ラストタイクーン）GB入着
ザデビュティ The Deputy（97 牡 Petardia）GB・USA４勝，サンタアニタダービ

ー‐G1，サンタカタリーナＳ‐G2，Hill Rise H‐L，etc.，種牡馬
＊ハンターズマーク（00牝 Titus Livius）GB・USA１勝

ハッピーディレンマ（07牝 アグネスタキオン）入着
ヒプノティスト（13牡 ＊クロフネ）３勝，アイビーＳ‐OP ３着，水仙賞２
着，葉牡丹賞２着

ターゲットマシン（08牡 ディープインパクト）３勝，寒竹賞，ｔｖｋ賞３着
キングカメハメハ（01牡 Kingmambo）７勝，日本ダービー‐Jpn1，ＮＨＫマイル

Ｃ‐Jpn1，神戸新聞杯‐Jpn2，etc.，優３牡，種牡馬
レースパイロット（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，エ

ルフィンＳ‐OP ３着，ミモザ賞
ネオイリュージョン（06牝 ネオユニヴァース）出走

エアワイバーン（13� ＊ハービンジャー）１勝，燧ヶ岳特別２着，荒川峡特別３着

４代母 パイロットバード Pilot Bird（83 GB鹿 Blakeney）GB１勝，Sir Charles C
lore Memorial S‐L

販売申込者・所有者： 能登 浩＝えりも町笛舞 �090-1647-5358
生 産 牧 場： 能登 浩
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

125 サダムルーティン２０２１ �・栗 ４／ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスサダムルーティン
＊ Fayruz

��
��
�テスラー鹿 2012 ＊マンファス

22d
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 サトノジュエル（09栗 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
リュウノフラット（15牝鹿 ルーラーシップ）�１勝
グロワールミノル（18牡鹿 リオンディーズ）��２勝
ジャマン（19牝黒鹿 リオンディーズ）�１勝
ヘイチャンプ（20牝栗 ＊ロージズインメイ）�未出走

２代母 ＊スパークルジュエル（04 USA芦 Unbridled's Song）不出走
クリーンエコロジー（08牡 キングカメハメハ）５勝，千葉Ｓ‐OP ３着，アクアマリン

Ｓ，種市特別，喜多方特別，etc.，�４勝���，道営スプリント，etc.，種牡馬
マッケンジー（10牡 アグネスタキオン）２勝
スパークルメノウ（14牡 ディープインパクト）１勝，��３勝��２勝
ダノンパーフェクト（15牡 ディープインパクト）１勝，�１勝�入着３回

３代母 ゴールデンジュエルボックスGolden Jewel Box（89 USA鹿 Slew o' Gold）
不出走
ボックスオヴジュエルズ Box of Jewels（95 牝 Half a Year）USA６勝，Courts

hip S３着
ゴールデンバレイGolden Ballet（98 牝 Moscow Ballet）USA６勝，サンタアニ

タオークス‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G1，レイルバードＳ‐G2，サンタイネ
スＳ‐G2，etc.
ステイジラック Stage Luck（04牝 Unbridled's Song）USA３勝，Affectio

nately H‐L，ラフィアンＨ‐G1 ３着，Rare Treat H‐L ３着
ドロセルマイアーDrosselmeyer（07 牡 Distorted Humor）USA５勝，ベルモ

ントＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，One Count S，etc.，種牡馬
ブロンズルートBronze Route（01 牝 Mud Route）USA１勝

トップシード Top Seed（06� Grand Slam）USA４勝，Tampa Bay Inaug
ural S，Chan Balum S３着

ブロンズド Bronzed（16� Fed Biz）�USA３勝，Lookin At Lucky S，J
ersey Shore S２着

ギルデドジェムGilded Gem（06牝 Smarty Jones）USA４勝，ラスフローレスＳ
‐G3，サンタモニカＳ‐G1 ２着，Kalookan Queen H‐L ２着

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： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

126 サトノジュエル２０２１ 牡・栗 ４／ ６
＊

＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラサトノジュエル
＊ Unbridled's Song

��
��
�スパークルジュエル栗 2009 Golden Jewel Box

10d
サンデーサイレンス S3×M3 Storm Bird S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊サンピング（10 USA黒鹿 Any Given Saturday）SIN７勝，JBBAMoonbeam
Vase‐L
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
サニーサンピング（18牡鹿 リオンディーズ）��２勝�
アスカノリュウ（20牡黒鹿 ＊エスケンデレヤ）�未出走

２代母 ウィークエンドスカイWeekend Sky（01 AUS黒鹿 フジキセキ）AUS１勝
カリビアンムーンCaribbean Moon（08牝 Malibu Moon）SIN３勝
トータルヴィジョンTotal Vision（09牡 Pollard's Vision）PAN６勝
アンダーワンスカイUnder One Sky（19牝 Unified）�USA１勝

３代母 アーモンドエッセンスAlmond Essence（96 USA鹿 Seattle Slew）不出走
エゴーズデア Ego's Dare（04� Hussonet）AUS６勝，ATC Hall Mark S‐L，Ｂ

ＲＣＱＴＣカップ‐G2 ３着，ＱＬＤタッツＷＪヒーリーＳ‐G3 ３着，etc.
フレイヴァード Flavoured（05牝 Hussonet）AUS３勝

エアロバー Aerobar（11 牝 Flying Spur）AUS２勝，ATC Lonhro Plate‐L
３着

＊オネスティープリベールズ（13牝 Redoute's Choice）AUS１勝，ＡＴＣウィ
デンＳ‐G3
プロフォンド Profondo（18牡 ディープインパクト）�AUS２勝，ＡＴＣ
スプリングチャンピオンＳ‐G1，ＡＴＣウォリックＳ‐G1 ３着，ＡＴ
ＣグローミングＳ‐G3 ２着

４代母 アミラティAmirati（90 USA鹿 Danzig）GB１勝
［子］ フェスティヴァルソング Festival Song（95牝 Irish River）GB・IRE１

勝，Silver Flash S‐L ２着，Rockingham H‐L ３着
トレイドオンリー Trade Only（02 牝 Unbridled）USA２勝，Hermos
a Beach H３着

［孫］ ミッドナイトワッチMidnightWatch（10牝 Stormy Atlantic）USA３
勝，Riskaverse S‐L

フリーヴェステド Fully Vested（14� ＊ディスクリートキャット）USA
４勝，Aqueduct Turf Sprint Championship S，Belmont Turf S
print Invitational S.‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

127 サンピング２０２１ �・黒鹿 ４／ ９
＊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

＊

エニーギヴンサタデイ Distorted Humor

�
�
�
�
�

��
��

�Any Given Saturday Weekend in Indyサンピング ウィークエンドスカイ フジキセキ

��
��
�Weekend Sky黒鹿USA 2010 Almond Essence

3l
サンデーサイレンス S3×M4 Seattle Slew S3×M4×M5 Mr. Prospector S4×M5
Danzig M5×M5 Weekend Surprise M5×M5
価格： 購買者：



母 シゲルヨリツキ（03鹿 ＊コマンダーインチーフ）不出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－10（35）〕
ルキア（07牝鹿 マーベラスサンデー）��５勝
ルクールロゼ（08牝栗 マーベラスサンデー）��６勝
テイエムベリーニ（09牝栗 オンファイア）�１勝
シゲルカミノケザ（10牡鹿 リンカーン）入着，��１勝
マニフィーク（12牝鹿 サクラプレジデント）�１勝
デルマコウモン（13牡鹿 アドマイヤオーラ）１勝，�１勝
ハートノエース（14牝青鹿 サムライハート）�１勝�入着�
マウナケアシチー（15牡栗 エスポワールシチー）��６勝
アルネゴー（16牡鹿 ローレルゲレイロ）�12 勝�入着	��，西日本ダービー
（Ｄ1900），黒潮皐月賞（Ｄ1400），金の鞍賞（Ｄ1400），黒潮ジュニアＣｈＳ
（Ｄ1400）

エコロコマンダー（19牡鹿 エスポワールシチー）��１勝

２代母 シライトヒカリ（87鹿 ＊キングオブダービー）��１勝
シルバースワット（94牡 ＊ミナラ）�12 勝，ステイヤーズＣ，道営記念２着（２回），

旭岳賞３着，ステイヤーズＣ３着，北斗盃，etc.
ダイヤモンドスター（00牡 フジキセキ）３勝，�６勝��入着

３代母 イチシンヒカリ（64鹿 トサミドリ）地方馬出走
スピードキヨフジ（70牝 ＊チヤイナロツク）��７勝

ニホンピロエリス（85牝 ＊ターゴワイス）２勝，立待岬特別２着，陸奥湾特別２
着，まりも特別２着，etc.
ニホンピロハーレー（96牡 ＊セレスティアルストーム）６勝，オーシャンＳ
‐L ２着，クリスマスＣ，伏見特別，etc.

ミルフォードスルー（88牝 ＊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，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.

マルニカンセイ（91牝 ＊スマコバクリーク）出走
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

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

128 シゲルヨリツキ２０２１ �・黒鹿 ４／１２
＊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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousシゲルヨリツキ ＊キングオブダービー

��
��
�シライトヒカリ鹿 2003 イチシンヒカリ

＊チツプトツプ 4m
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5 Drone S5×M5

価格： 購買者：



母 シグラップマリア（13鹿 ＊スタチューオブリバティ）�７勝�
本馬の他に産駒あり

２代母 ブライアンオークス（03栗 ＊ブライアンズタイム）�１勝��３勝�入着
トキノガンバレ（09牝 マイネルセレクト）�７勝
ゴールデンパレス（15牝 スターリングローズ）�１勝�８勝
サウンドブライアン（18牡 クリーンエコロジー）�２勝

３代母 ＊グランスオークス（90 USA鹿 Nureyev）FR・USA３勝
ディナイドDenied（98� Bertrando）USA10 勝，サンガブリエルＨ‐G2 ３着，サ

ンタカタリーナＳ‐G2 ３着，Pomona Invitational H‐L ２着
クラウンザキング Crown the King（99牡 Gilded Time）USA２勝，Graduati

on S‐R ２着，種牡馬
スーパーサプライズ（04牝 ＊カリズマティック）��２勝	１勝
１勝，荒炎賞
ダンツホウテイ（05牡 マンハッタンカフェ）７勝，大阪城Ｓ‐L，新潟大賞典‐G3 ２

着，中日新聞杯‐G3 ２着，etc.
アートリョウコ（11牝 ＊タイキシャトル）�１勝��

バビット（17牡 ナカヤマフェスタ）�４勝，セントライト記念‐G2，ラジオＮ
ＩＫＫＥＩ賞‐G3，早苗賞

４代母 ドライフライDry Fly（77 FR鹿 Mill Reef）FR３勝
［子］ ＊フオテイテン（84牡 Nureyev）FR２勝，シェーヌ賞‐G3，仏グランクリ

テリヨム‐G1 ３着，ロベールパパン賞‐G1 ３着，etc.，種牡馬
［孫］ シアトルリヴァー（88牡 Seattle Song）４勝，若潮賞，摺上特別，おけさ

特別２着，etc.
プローサム（98牡 ダンスインザダーク）４勝，木曽川特別，熱田特別２着
（２回），売布特別２着，etc.

エイシンパーシー（90牡 ＊ノーザンテースト）３勝，中京日経賞，宗谷特
別３着，障害２勝，�１勝

＊ダイワルビアーノ（98牡 Rubiano）１勝，閃光特別２着，湯之谷特別３着
ハウスマスター（94牡 ＊キャロルハウス）２勝，栗駒特別３着，下呂特別３着

［曾孫］ アウレリアコッタ Aurelia Cotta（14 牝 Ashaawes）SAF４勝，ターフフ
ォンテインフィリーズマイル‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 原ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �090-3117-2596
生 産 牧 場： 原ファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

129 シグラップマリア２０２１ �・鹿 ４／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�スタチューオブリバティ Charming Lassieシグラップマリア ＊ブライアンズタイム

��
��
�ブライアンオークス鹿 2013 ＊グランスオークス

3l
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5 GayMissile M5×M5

価格： 購買者：



母 シェッドラスター（14鹿 ＊タートルボウル）�１勝�
〔産駒馬名登録数：１〕
ラスターカノン（20牝鹿 ウインバリアシオン）��入着

２代母 レスタンノール（08鹿 ステイゴールド）入着
スーパーノーマル（15牝 ロードカナロア）入着２回，郡山特別３着，�２勝
ジョーノベリスタ（16牝 ＊ノヴェリスト）��入着�２勝��３勝
カリーナチャム（18牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）��３勝
コスモフロイデ（19牡 コパノリッキー）�１勝

３代母 ＊ディラローシェ（99 IRE 鹿 ＊デインヒル）IRE・USA２勝
シーエンプレス（05牝 ダンスインザダーク）入着３回

リベリュール（15牡 ＊アイルハヴアナザー）���３勝�３勝	入着，ＭＲＯ金
賞３着

エコロドリーム（16牡 ドリームジャーニー）�３勝，成田特別，障害１勝
ディオメデス（07牡 フジキセキ）２勝，白百合Ｓ‐OP ２着，あやめ賞
フェノーメノ（09牡 ステイゴールド）７勝，天皇賞（春）‐G1（２回），日経賞‐G2，

セントライト記念‐G2，青葉賞‐G2，etc.，種牡馬

４代母 シーポート Sea Port（80 GB黒鹿 Averof）GB・IRE出走
［子］ インディジェナス Indigenous（93
 Marju）入着，GB・IRE・UAE・H

KG・SIN・MAL16 勝，香港国際ヴァーズ‐G2，Hong Kong Gold C
up‐L（２回），Sha Tin Trophy‐L，etc.

［孫］ ジュエルオヴアイルランド Jewel of Ireland（94牝 Nassipour）AUS１
勝，WATC Belmont Oaks‐L ２着

カッシーニコンテスト Cassini Contest（06 牝 Danehill Dancer）AUS
１勝，SAJC Oaklands Plate‐L ３着

［曾孫］ ジェシカビール Jessicabeel（05 牝 Zabeel）AUS５勝，ＡＴＣシドニー
Ｃ‐G1，ＡＴＣチェアマンズＨ‐G2，ATC Aspiration Quality S
‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 山田 政宏
飼 養 者： 三橋ステーブル＝むかわ町米原 �080-6079-0954

130 シェッドラスター２０２１ 牡・鹿 ４／２３
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

＊ Dyhim Diamond

�
�
�
�
�

��
��

�タートルボウル Clara Bowシェッドラスター ステイゴールド

��
��
�レスタンノール鹿 2014 ＊ディラローシェ

11d
Kalamoun S5×M5

価格： 購買者：



母 シャイントウショウ（07黒鹿 ＊オペラハウス）�３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（９）〕
ワンディトウショウ（12牝黒鹿 オンファイア）入着２回，�２勝�２勝�入着
ポエムトウショウ（13牡黒鹿 サムライハート）�１勝，若鮎賞（芝 1600）３着
ショウリノビジョン（16牝黒鹿 ＊バトルプラン）�２勝
エムティガジュマル（17牡鹿 マツリダゴッホ）�１勝
キョウエイシャイン（19牝黒鹿 トゥザワールド）���１勝

２代母 フローラトウショウ（99鹿 エアダブリン）出走
ミントミョント（09牝 ＊シーキングザダイヤ）�３勝��入着�

３代母 ＊シャロントウショウ（94 USA栗 Woodman）出走

４代母 ＊シャロン（87 USA栗 Mo Exception）USA７勝，ＣＣＡオークス‐G1，ラン
パートＨ‐G2，ブラックアイドスーザンＳ‐G2，ボニーミスＳ‐G2，フォワード
ギャルＳ‐G3，etc.
［子］ シグナリオ（04牡 ジャングルポケット）４勝，成田特別，開成山特別，御

堂筋Ｓ２着，etc.
［孫］ ジャスタウェイ（09牡 ハーツクライ）５勝，安田記念‐G1，天皇賞（秋）‐G1，etc.，

FR・UAE１勝，ドバイデューティフリー‐G1，優古牡，種牡馬
スカイノダン（06牝 サクラバクシンオー）４勝，北九州記念‐G3 ２着，
福島民友Ｃ‐L ２着，京洛Ｓ‐OP ３着，etc.

アブジャルキズ Abjarkiz（17 牝 Abjar Academy）�TUR９勝，Orha
n Doga Ozsoy S‐L ２着，I.Inonu S‐L ２着

デルプレイスDell Place（99	 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）USA・CAN８
勝，Columbia S３着

オナッシスOnassis（10 牡 Panis）TUR４勝，Caldiran S‐L ３着
タガノシビル（07牝 フジキセキ）２勝，西日本スポーツ杯３着，�２勝

［曾孫］ レーガレイディ Lega Lady（19牝 Kaneko）�TUR５勝，Tyay ve Sah
Der S‐L

スマートアリエル（17牝 キングカメハメハ）�２勝，平尾台特別２着，響
灘特別２着，駒場特別２着，etc.

スマートモノリス（15牡 ハーツクライ）２勝，英彦山特別２着，新緑賞２着

販売申込者・所有者： 堀川 洋之＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2381
生 産 牧 場： 堀川 洋之
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

131 シャイントウショウ２０２１ 牡・鹿 ５／ 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ヘンリーバローズ
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ鹿 2015 Boubskaia

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�オペラハウス Colorspinシャイントウショウ エアダブリン

��
��
�フローラトウショウ黒鹿 2007 ＊シャロントウショウ

2n
Hail to Reason S5×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 シャイナムスメ（04黒鹿 ＊ブライアンズタイム）４勝，豊栄特別（芝 1600），宝ケ
池特別（芝 1400），小豆島特別（芝 1400）２着，保津峡特別（芝 1400）２着，壬生特
別（芝 1200）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
アヴァリエ（11�芦 ＊クロフネ）��２勝
カジノゲーム（12牡黒鹿 キングカメハメハ）��１勝
シャイリースマイル（16牝栗 ＊ノヴェリスト）�１勝
ティーライトニング（19牡鹿 ＊ハービンジャー）�入着３回
イテマエダセン（20牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�未出走

２代母 ＊レッドレス（91 USA鹿 Storm Cat）GB・USA３勝
アーントルビーAunt Ruby（98牝 Rubiano）GB１勝

サウスケイプ South Cape（03� Cape Cross）GB10 勝，Rockingham S
‐L ３着

レラティヴオーダー Relative Order（05� ＊ディクタット）GB・HKG５勝，
Hong KongMacau Trophy‐L ２着，Premier Plate‐L ２着

サーロベールシュヴァル Sir Robert Cheval（11� Green Desert）GB・FR
・IRE３勝，Rous S‐L ２着

マコトテンカイチ（02牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
ダンツフロント（06牡 ＊タイキシャトル）１勝
トーセンウィン（07牡 ＊クロフネ）１勝

３代母 スティッキ－ハビット Sticky Habit（78 GB鹿 Habitat）GB２勝
トゥツィーポップTootsiepop（83牝 Robellino）USA１勝

エルマイムーン El Maimoun（95牡 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GER３勝，ツー
クンフツレネン‐G2

エイムフォーザトップ Aim for the Top（85牝 Irish River）GB・IRE・ITY４勝，
キウスーラ賞‐G3，Princess Elizabeth S‐L，Firth of Clyde S‐L，etc.
ポーラーベアー Polar Bear（00� Polar Falcon）GB・FR・AUS６勝，VR

CMelbourne Cup Day Plate‐L，City of York S‐L，ＭＲＣアンダー
ウッドＳ‐G1 ２着，etc.

スプレンデント Splendent（90 牡 Shadeed）GB・FR・IRE・USA３勝，ジムクラ
ックＳ‐G2，サラマンドル賞‐G1 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 廣中 稔＝日高町平賀 �01456-2-0124
生 産 牧 場： 廣中 稔
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

132 シャイナムスメ２０２１ �・鹿 ５／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ 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シャイナムスメ
＊ Storm Cat

��
��
�レッドレス黒鹿 2004 Sticky Habit

9h
Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 シャイニングアイズ（04鹿 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：地方－９（28）〕
ピスティス（09牝鹿 タニノギムレット）�１勝
ウインギャラント（10牡鹿 ＊アグネスデジタル）�２勝
ヴォワアンジェリク（11牝栗 ＊アグネスデジタル）��２勝�
アクダイカン（12牡黒鹿 タニノギムレット）�３勝��入着７回
ハートナイス（13牝栗 カネヒキリ）�１勝��２勝
マイネルファイヤー（16牡青鹿 カネヒキリ）��４勝	３勝��
タイセイシャイニー（17牡栗 ＊ロージズインメイ）���６勝�２勝
フォルギンジ（18牡鹿 パドトロワ）���１勝
ブエラアルト（19牝鹿 ＊バトルプラン）��入着６回�１勝
イスティント（20牝鹿 ＊アグネスデジタル）�未出走

２代母 ＊ワイプザアイ（91 USA鹿 Gulch）１勝
サマーキャンドル（98牝 ＊シアトルダンサーⅡ）３勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３着，

豊栄特別２着
スターキャンドル（05牝 ＊ブライアンズタイム）	２勝
アイスキャンドル（12牝 ブラックタイド）１勝，��入着，桜花賞３着

ストロングブラッド（99牡 トウカイテイオー）５勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，etc.，

１勝��１勝��１勝�入着�，かしわ記念‐Jpn1，群馬記念‐Jpn3，さ
くらんぼ記念‐Jpn3，帝王賞‐Jpn1 ２着，etc.

アイズビューティー（01牝 ＊エリシオ）出走
マチカネコロモガワ（06牡 ＊タイキシャトル）２勝，桜草特別，三河特別２着

ストロングバサラ（05牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，千葉ＴＶ杯，白馬岳特別，ア
レキサンドライトＳ２着，総武Ｓ２着（２回），金蹄Ｓ２着，etc.

トリプルハート（08牝 ネオユニヴァース）出走
ハクサンフラワー（16牝 シルポート）��10 勝��，金沢プリンセスＣ

３代母 イルランダ Irlanda（81 USA鹿 Tom Rolfe）不出走

４代母 コンティニュエイションContinuation（71 USA栗 Forli）USA２勝
［孫］ シャディード Shadeed（82牡 Nijinsky）GB・USA４勝，英２０００ギニー‐G1，

クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2，クレイヴァンＳ‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 岡田 猛＝新ひだか町静内目名 �090-4874-6639
生 産 牧 場： 岡田 猛
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

133 シャイニングアイズ２０２１ 牡・黒鹿 ４／２０
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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラシャイニングアイズ
＊ Gulch

��
��
�ワイプザアイ鹿 2004 Irlanda

1n
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 シャルルムーン（15黒鹿 ルーラーシップ）不出走
初仔

２代母 シャルルヴォア（07鹿 スペシャルウィーク）３勝，三田特別
ナンヨーアーミー（13牡 キングカメハメハ）１勝，�２勝
シェルブルック（14牡 ＊タートルボウル）１勝
ナンヨーイザヨイ（16� エイシンフラッシュ）３勝，九州スポーツ杯，オキザリス

賞２着，釜山Ｓ３着，ヤマボウシ賞３着，障害１勝，��出走
ロンギングフレンド（17牝 エイシンフラッシュ）入着，��１勝�１勝

３代母 ＊フリーヴァケイション（96 CAN栗 Fly So Free）USA７勝，Flaming Pag
e H‐L（２回），Breeders' S‐L，Wonder Where S‐L，スカイクラシック
Ｈ‐G2 ２着，Robert G. Dick Memorial S‐L ２着，etc.
ソーテルヌ（09牝 アグネスタキオン）入着，粟島特別３着，��２勝
ウインリバティ（11牝 ダンスインザダーク）５勝，ムーンライトＨ，西海賞，都井

岬特別，etc.
ウインリブルマン（18牡 エピファネイア）�３勝，常滑特別，唐戸特別，不知

火Ｓ２着，etc.
ウインリベルタ（16牡 スクリーンヒーロー）入着２回，稲城特別３着，��４勝
ウインヴァカンス（18牝 ダノンシャンティ）�２勝，呼子特別２着

４代母 マイアミヴァケイションMiami Vacation（88 USA栗 Far North）USA３
勝，Foster City Mile S‐L
［子］ イグジットトゥリオ Exit to Rio（94 牡 ＊マイニング）GB・USA７勝，

Hasta la Vista H，Turf Paradise Wildcat H３着
シーサイドリンクス Seaside Links（04� Street Cry）USA・CAN15勝，
Cup and Saucer S‐R ２着

＊アプサラ（95牝 Meadowlake）２勝，雲雀ケ原特別，木古内特別２着，	
１勝

［孫］ ルディーズリタ Rudy's Rita（97 牝 Demidoff）USA・PR11 勝，C. Rob
erto Clemente‐L ２着，C. Wiso G.‐L ２着，P. Prensa Hipic
a Jaime Andrada‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱木部ファーム＝日高町富川北 �080-6758-1207
生 産 牧 場： ＴＨＵＭＰｓ 石川 翔
飼 養 者： ㈱木部ファーム＝日高町富川北 �080-6758-1207

134 シャルルムーン２０２１ �・栗 ３／ ４
＊トニービン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ジャングルポケット

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ダンスチャーマーオウケンブルースリ
＊ Silver Deputy

��
��
�シルバージョイ栗 2005 Joy of Myrtlewood

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴシャルルムーン スペシャルウィーク

��
��
�シャルルヴォア黒鹿 2015 ＊フリーヴァケイション

23b
トニービン S3×M4 Northern Dancer S5×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 シャークサッカー（08黒鹿 ブラックタキシード）�１勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
ビダンシ（13牡黒鹿 ＊マイネルラヴ）�１勝�３勝�１勝��
スプリングウェイ（17牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）�３勝�入着２回
ワンキーロケット（20牡黒鹿 ＊ビーチパトロール）��入着

２代母 レイホーグロリアス（96黒鹿 ＊キンググローリアス）不出走
ジンデンキセキ（01牝 フジキセキ）�５勝
パトラパトラパトラ（02牝 マヤノトップガン）��１勝
マイネルグロリアス（03牡 ＊アラジ）１勝
プリフェクト（04牝 ＊ピルサドスキー）�１勝	
インファティック（06牡 ＊デヒア）入着，��２勝
ロックザネーション（07牡 ＊バイオマスター）１勝
シーダムエーカー（12
 モエレプルトス）��３勝	７勝
アーバレスト（14牝 モエレプルトス）�３勝�

３代母 サマニシャルダン（90鹿 シンボリルドルフ）不出走

４代母 ヤマトシヤルダン（73鹿 ＊セダン）��出走
［子］ サンエイソロン（78牡 ＊パーソロン）６勝，サンケイ大阪杯，京都新聞杯，

ＮＨＫ杯，etc.，種牡馬
レイホーソロン（83牝 ＊パーソロン）３勝，桜花賞‐Jpn1 ４着，チューリ
ップ賞‐OP，千両賞

アローシヤルダン（82牝 アローエクスプレス）３勝，木曽川特別，木曽川
特別３着，三宮特別３着

［孫］ サマニベッピン（90牝 ＊ノーザンテースト）８勝，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，金鯱賞‐Jpn3，etc.

ダンツキッチョウ（02牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，青葉賞‐Jpn2，札
幌２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，すみれＳ‐OP

ミスズシャルダン（95牡 ＊トニービン）６勝，小倉大賞典‐Jpn3，中山金
杯‐Jpn3 ２着，オーストラリアＴ‐OP ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ レディインブラック（01牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，アネモネＳ‐L，
赤松賞２着，青嵐賞３着，etc.

販売申込者・所有者： 田中 春美＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3177
生 産 牧 場： 田中 春美
飼 養 者： 田中 春美＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3177

135 シャークサッカー２０２１ 牡・栗 ４／２３

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタキシード ＊オーピーキャットシャークサッカー ＊キンググローリアス

��
��
�レイホーグロリアス黒鹿 2008 サマニシャルダン

＊フロリースカツプ 3l
Storm Cat S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ジッパーレーン（14青鹿 ディープインパクト）１勝
初仔

２代母 カウアイレーン（06黒鹿 キングカメハメハ）５勝，ターコイズＳ‐L，クイーン
Ｓ‐G3 ３着，東京スマイルプレミアム
ステイフーリッシュ（15牡 ステイゴールド）�２勝，京都新聞杯‐G2，ホープフル

Ｓ‐G1 ３着，京都記念‐G2 ２着（２回），etc.，FR・UAE・HKG・SAU２勝，
ドバイゴールドＣ‐G2，レッドシーターフＨ‐G3，etc.

リバーシブルレーン（16牡 ハーツクライ）�２勝，ベゴニア賞３着，障害２勝
ゲヴィナー（18牡 オルフェーヴル）�１勝
ラリュエル（19牝 ディープインパクト）�２勝，都井岬特別
マラキナイア（20牝 ジャスタウェイ）�１勝

３代母 ＊シルバーレーン（85 USA黒鹿 Silver Hawk）GB・FR・IRE・USA３勝，グ
ロット賞‐G3，愛オークス‐G1 ３着，ラクープドメゾンラフィット‐G3 ２着，
コリーダ賞‐G3 ２着，P. de la Pepiniere‐L ２着，etc.
ミスティシルヴァーMisty Silver（92 牝 Slew o' Gold）不出走

＊マルターズホーク（97牡 ＊サザンヘイロー）６勝，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ３
着，ＮＳＴＯＰ‐L ３着，駿風Ｓ‐L ３着（２回），etc.

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

スターメイニアク Starmaniac（93 牡 Septieme Ciel）FR・USA４勝，クリテリヨ
ムドドゥーザン‐G2 ２着，エクリプス賞‐G3 ２着，P. de Pontarme‐L
２着，etc.，種牡馬

＊ブラックホーク（94牡 Nureyev）９勝，安田記念‐Jpn1，スプリンターズＳ‐Jpn1，
スワンＳ‐Jpn2，etc.，種牡馬

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

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

販売申込者・所有者： ㈱社台ブラッドメア＝千歳市東丘 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

136 ジッパーレーン２０２１ 牡・黒鹿 ４／１９

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアジッパーレーン キングカメハメハ

��
��
�カウアイレーン青鹿 2014 ＊シルバーレーン

5g
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 サマーリガード（07黒鹿 アドマイヤマックス）�７勝�７勝��入着�
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－１（２）〕
ノンライセンス（16牝黒鹿 ＊パイロ）�５勝，京葉Ｓ‐L（Ｄ1200）２着，ＮＳＴ賞

‐OP（Ｄ1200），ＮＳＴ賞‐OP（Ｄ1200）２着，松風月Ｓ‐OP（Ｄ1200）２着，２０
２０フェアウェルＳ（Ｄ1200），藤森Ｓ（Ｄ1200）３着

ザンパータ（17牡鹿 ＊タートルボウル）１勝
ベラジオホープ（18�鹿 ＊パイロ）��２勝

２代母 ＊リーガルジョイ（91 USA黒鹿 Regal and Royal）USA11 勝，ジョーネイマ
スＨ‐G3
ウインアスティオン（98牡 Seeking the Gold）３勝，シドニーＴ３着
ウインデンファーレ（01牝 ダンスインザダーク）１勝，白梅賞２着

ダンツクロノス（10� タニノギムレット）３勝，西尾特別，中京スポーツ杯３
着，あやめ賞３着

ラクローチェ（16牡 ＊ハービンジャー）３勝，鴨川特別，古都Ｓ３着，関ケ原Ｓ
３着，北海Ｈ３着

ゼンノジュウシン（03牡 アグネスタキオン）２勝，�１勝��
リーガルアミューズ（05牝 アグネスタキオン）２勝，ラベンダー賞‐OP ３着，岡崎

特別３着
コスモレイラ（09牝 マイネルセレクト）１勝

３代母 ナナズジョイズNanna's Joy's（81 USA黒鹿 Tentam）不出走
パウダラーPowderer（86 牝 Talc）USA１勝

パンクロビンソン Punk Robinson（04� Medford）USA３勝，West Virgi
nia Breeders' Classic S‐R

ヘレヘレ Jerejere（94 牝 Silver Buck）不出走
サリーサリー Sally Sally（07 牝 Cactus Ridge）USA７勝，プレスクアイルダ

ウンズマスターズＳ‐G2 ３着，Satin and Lace S‐L ３着
クロスタウンシュートアウト Crosstown Shootout（16� Cross Traffic）
�USA７勝，Tom Ridge S２着

販売申込者・所有者： 船越 伸也＝平取町荷菜 �090-1528-4809
生 産 牧 場： 船越 伸也
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651

137 サマーリガード２０２１ �・黒鹿 ２／２８

＊

ケイプクロス Green Desert

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Cape Cross

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

��
��
�BehkaraFR 鹿 2007 Behera

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤマックス ダイナシユートサマーリガード
＊ Regal and Royal

��
��
�リーガルジョイ黒鹿 2007 Nanna's Joy's

A29
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 セントリフュージ（15鹿 ＊ハードスパン）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ファイアネイド（20牝黒鹿 ＊パイロ）�未出走

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

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

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

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

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

エピックブロマンス Epic Bromance（16� Kitten's Joy）�USA３勝，
ユナイテドネイションズＳ‐G1 ２着，ユナイテドネイションズＳ‐G1
３着，モンマスＳ‐G3 ３着

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

販売申込者・所有者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166
生 産 牧 場： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲
飼 養 者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166

138 セントリフュージ２０２１ �・黒鹿 ２／２１
＊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

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystセントリフュージ
＊

＊サンデーサイレンス

��
��
�トリプルピルエット鹿 2015 ＊シャター

5h
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer M4×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊ジュメイラジョアン（05 CAN鹿 Swain）不出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１），地方－１（２）〕
イングリッシュラスEnglish Lass（09 USA牝鹿 Teton Forest）USA１勝
ヘウレーカ（12牡鹿 スペシャルウィーク）��２勝
パワポケトシ（19牡鹿 コパノリッキー）���入着

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

メロークーミス（08牝 ダンスインザダーク）２勝，稲妻特別３着
ヴァリアント（16牡 スクリーンヒーロー）�２勝，火打山特別２着，岩室温泉

特別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： ㈲三輪牧場＝日高町賀張 �01456-5-2661
生 産 牧 場： ㈲三輪牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

139 ジュメイラジョアン２０２１ 牡・鹿 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

＊

スウェイン Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�Swain Love Smittenジュメイラジョアン
＊

＊デュラブ

��
��
�ジョーンズギフト鹿CAN 2005 ＊アグサン

16c
Highclere S5×M5

価格： 購買者：



母 ジュモット（12鹿 ＊ファスリエフ）�２勝�７勝��
本馬の他に産駒あり

２代母 セイヴィングス（03鹿 サクラバクシンオー）１勝，須賀川特別２着
マッハジール（10牡 ＊タイキシャトル）入着２回，�４勝
ローゼルキュート（11牝 ＊ファスリエフ）�７勝
フリューゲル（13牝 デュランダル）�１勝��入着４回
エムワンモンスター（17牡 カレンブラックヒル）��２勝�１勝

３代母 サンデーファスト（91鹿 Slew o' Gold）１勝
ジェイドファスト（05牡 ＊ジェイドロバリー）入着，若潮賞２着，�４勝��，ブリ

ーダーズゴールドジュニアＣ
エコパン（06牝 ツルマルボーイ）��出走

ディアマルコ（13牝 スパイキュール）�15 勝�１勝�４勝�１勝��	，秋桜
賞，兵庫サマークイーン賞（３回），佐賀ヴィーナスＣ，etc.，ＮＡＲ優古牝

４代母 ＊ハートブレイク（81 USA栗 Stage Door Johnny）USA１勝
［子］ サ－ティシックスレッド Thirty Six Red（87牡 Slew o' Gold）USA４

勝，ウッドメモリアルＳ‐G1，ゴーサムＳ‐G2，Churchill Downs
H‐L，etc.，種牡馬

コッラソーナ Corrazona（90牝 El Gran Senor）FR・USA７勝，ビヴァ
リーヒルズＨ‐G1，サンタアニタＢＣＨ‐G3，ヴァントー賞‐G3，etc.

［孫］ オルモダヴォルOlmodavor（99 牡 A.P. Indy）USA５勝，ホワーラウエ
イＨ‐G3，ネイティヴダイヴァーＨ‐G3，ハリウッドゴールドＣ‐G1
２着，etc.，種牡馬

マサノミネルバ（05牝 ＊ラムタラ）�４勝��，エーデルワイス賞‐Jpn3，
ブリーダーズゴールドジュニアＣ３着，栄冠賞

ウィンターファッションWinter Fashion（04牝 Kendor）FR３勝，P.
Amandine‐L，P. du Pont‐Neuf‐L ２着，P. Imprudence
‐L ２着

スローダウン Slow Down（97牝 Seattle Slew）FR・USA３勝，Hills
borough H‐L，Golden Poppy H‐L ２着，Star Ball H‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲クリアファーム＝日高町豊郷 �01456-7-2988
生 産 牧 場： ㈲クリアファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

140 ジュモット２０２１ 牡・黒鹿 ４／２５
＊ 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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessジュモット サクラバクシンオー

��
��
�セイヴィングス鹿 2012 サンデーファスト

＊ハートブレイク 9f
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 シンキングジョリー（12鹿 タイムパラドックス）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シンキングカーヴ（19牝栗 ＊トビーズコーナー）���１勝
シンキングマンボ（20牡鹿 ベルシャザール）���出走

２代母 ディアンサス（06黒鹿 ＊ティンバーカントリー）�２勝�２勝
ナイスサンフラワー（11牝 サクラバクシンオー）�２勝
シンキングカミユ（13牝 タニノギムレット）�６勝��
キングランシーン（15牡 ＊ベーカバド）�３勝，九州ジュニアＣｈ
トクダワラ（16牝 キングヘイロー）�２勝�入着�
メルヴェイユシチー（17牡 エスポワールシチー）�２勝�入着４回

３代母 シーディザーブス（99鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，中京２歳Ｓ‐OP ２着，
渡島特別，大雪Ｈ２着，オホーツクＨ２着，層雲峡特別２着
コスタパルメーラ（08牡 キングカメハメハ）４勝，晩秋特別，伊勢佐木特別２着，

松戸特別２着，etc.

４代母 ＊ディフェレンテ（84 ARG栗 Propicio）ARG４勝，クリアドレス賞‐G1 ３着
［子］ ディフェレントDifferent（92 牝 Candy Stripes）USA・ARG９勝，ス

ピンスターＳ‐G1，ビヴァリーヒルズＨ‐G1，ＣＥジュヴェナイルフ
ィリーズ‐G1，etc.

ディフンディドDifundido（93牡 Candy Stripes）ARG１勝，ブエノス
アイレス州賞‐G2 ３着，種牡馬

アルファフォーレス（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，東海Ｓ‐Jpn2 ３
着，ブリリアントＳ‐L ２着，etc.，���入着２回��	，ダイオラ
イト記念‐Jpn2 ３着

［孫］ ペルーサ（07牡 ゼンノロブロイ）５勝，青葉賞‐G2，札幌日経ＯＰ‐LR，
若葉Ｓ‐L，etc.，種牡馬

パシャドーラ（10牝 ハーツクライ）３勝，白井特別，山中湖特別２着，織
姫賞２着，etc.

コンテナ（12牡 サクラバクシンオー）３勝，恵那特別
［曾孫］ アスクワイルドモア（19牡 キズナ）�２勝，京都新聞杯‐G2，札幌２歳Ｓ

‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲浜口牧場＝新冠町朝日 �090-7050-3282
生 産 牧 場： ㈲浜口牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

141 シンキングジョリー２０２１ 牡・鹿 ４／２０

＊

＊
＊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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タイムパラドックス ＊ジョリーザザシンキングジョリー ＊ティンバーカントリー

��
��
�ディアンサス鹿 2012 シーディザーブス

＊ディフェレンテ 6a
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 シングンレガシイ（15鹿 タイムパラドックス）��３勝，優駿スプリント
（Ｄ1200）２着
初仔

２代母 リードスキー（97鹿 マルゼンスキー）�４勝，エーデルワイス賞‐Jpn3
パレスファイヤー（02牡 ＊シャンハイ）��１勝
ロイヤルボス（04牡 ＊アメリカンボス）��８勝，マイルＧＰ，ハイセイコー記念，

クラウンＣ２着，東京ダービー３着
ミヤマフェロー（05牡 バブルガムフェロー）�１勝�３勝��入着３回
セイウンツースキー（07牡 ＊ストラヴィンスキー）入着５回，��２勝
シングンボス（08牡 ＊アメリカンボス）��２勝，羽田盃２着
エタニティ（09牝 ジャングルポケット）��５勝�５勝

ハクサンチコチャン（17牝 シルポート）１勝，���１勝
ハクサンセレーネ（19牝 ハクサンムーン）�１勝

サダムサルート（10牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝��５勝�４勝
ロイヤルヴィグラス（11牝 ＊サウスヴィグラス）��４勝
ロイヤルジャパン（12牡 アドマイヤジャパン）��３勝
シングンヴィグラス（13牡 ＊サウスヴィグラス）��４勝�入着３回
リードバッハ（14牝 アドマイヤジャパン）�１勝�入着５回
カシノビート（16� ＊タイキシャトル）�	１勝��３勝
シングンバルドー（17牝 アンライバルド）�１勝�入着
カイゲン（19牡 アンライバルド）��１勝

３代母 マックスロビン（88黒鹿 ＊ミルジヨージ）３勝

４代母 マツクスレデイー（78鹿 ＊リマンド）不出走
［子］ レオチャレンジャー（95牡 ジングウブレーブ）２勝，高尾特別２着，百日

草特別２着，��１勝
［孫］ ジョイーレ（03牡 メイセイオペラ）
10 勝�，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着，

兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3 ２着，楠賞，etc.
マヤノテンドウ（91牡 ＊パークリージエント）１勝，�２勝，東海ＣｈＳ３着

販売申込者・所有者： ㈲ヒカル牧場＝新冠町高江 �0146-47-2762
生 産 牧 場： ㈲ヒカル牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

142 シングンレガシイ２０２１ 牡・栗 ２／２６
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�タイムパラドックス ＊ジョリーザザシングンレガシイ マルゼンスキー

��
��
�リードスキー鹿 2015 マックスロビン

＊ベルバード 2b
Halo S4×S5 Hail to Reason S5×M5 Lyphard S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 シンシアズブレス（13黒鹿 ダイワメジャー）１勝，羊ヶ丘特別（芝 1500）２着，御
在所特別（芝 1600）３着
本馬の他に産駒あり

２代母 クラウンピース（97鹿 Seattle Slew）１勝
クラウニングスター（02牡 スペシャルウィーク）１勝
クラウンプリンセス（04牝 スペシャルウィーク）７勝，ポートアイランドＳ‐L，米

子Ｓ‐L，小倉記念‐G3 ３着，ゴールデンホイップＴ，ＨＢＣ賞，etc.
フローリスピース（05牝 ＊コマンダーインチーフ）�３勝
リーチザクラウン（06牡 スペシャルウィーク）４勝，マイラーズＣ‐G2，きさらぎ

賞‐G3，日本ダービー‐Jpn1 ２着，神戸新聞杯‐Jpn2 ２着，中山記念‐G2
３着，etc.，種牡馬

シゲルオリンピア（18牡 リアルインパクト）�１勝

３代母 ＊クラシッククラウン（85 USA鹿 Mr. Prospector）USA４勝，フリゼットＳ
‐G1，ガゼルＨ‐G1，ベルダムＳ‐G1 ２着，ラフィアンＨ‐G1 ２着，テストＳ
‐G1 ３着，etc.

＊レディダンズ（91牝 Danzig）USA１勝
＊エーシンエフダンズ（04牡 Forestry）５勝，オーシャンＳ‐G3 ２着，船橋Ｓ，

江差特別，etc.，�１勝�２勝�１勝�入着６回�
＊エーシンジーライン（05牡 Giant's Causeway）６勝，小倉大賞典‐G3，朝日Ｃｈ

Ｃ‐G3 ２着，etc.，障害３勝，�入着，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着，種牡馬
＊ルールオブライト（95牡 Kris S.）３勝，立春賞，香取特別３着
＊ファイナルキス（96牝 Danzig）１勝，フローラＳ‐OP ２着，りんどう賞３着，�１勝

４代母 シックスクラウンズ Six Crowns（76 USA栗 Secretariat）USA５勝，Me
adowQueen S，レイディーズＨ‐G1 ３着，Miss Liberty H２着，Queen
Charlotte H２着，Athenia H３着，etc.
［子］ チーフズクラウン Chief's Crown（82牡 Danzig）USA12 勝，ＢＣジュヴ

ェナイル‐G1，トラヴァーズＳ‐G1，フラミンゴＳ‐G1，etc.，種牡馬
［孫］ シルクフェニックス（93牝 ＊アジュディケーティング）３勝，�	２勝，

エンプレス杯‐Jpn2（２回），クイーン賞‐Jpn3 ２着，スパーキング
ＬＣ‐Jpn3 ２着

販売申込者・所有者： ノーザンファーム＝安平町早来源武 �0145-22-3737
生 産 牧 場： ノーザンファーム
飼 養 者： ㈲坂東牧場＝平取町川向 �01456-2-1545

143 シンシアズブレス２０２１ �・黒鹿 ３／１７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレイデオロ ＊シンボリクリスエス

��
��
�ラドラーダ鹿 2014 ＊レディブロンド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケシンシアズブレス Seattle Slew

��
��
�クラウンピース黒鹿 2013 ＊クラシッククラウン

23b
Mr. Prospector S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 シンデレラ（15鹿 ハーツクライ）入着２回
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
ハートオブスワロー（14牝 ハーツクライ）１勝，デイジー賞３着
ディアマンミノル（17牡 オルフェーヴル）�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： エンジェルレーシング㈱＝東京都港区 �090-2146-2057
生 産 牧 場： 発田 文広
飼 養 者： ㈲ファンタストクラブ＝日高町平賀 �01456-2-1881

144 シンデレラ２０２１ �・鹿 ３／１７

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

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

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスシンデレラ ＊デヒア

��
��
�イソノスワロー鹿 2015 イソノルーブル

＊モウテイ 14a
Northern Dancer S5×S5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 スイートポーラ（11芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�３勝�
〔産駒馬名登録数：２〕
ミカノヴェニュス（20牝芦 ジョーカプチーノ）�未出走

２代母 スイートアマリリス（99鹿 サクラバクシンオー）２勝
シンボリディスコ（10牡 アドマイヤマックス）３勝，アイビスサマーダッシュ‐G3

２着，韋駄天Ｓ‐OP ２着，ルミエールオータムダッシュ‐OP ３着，吾妻小富
士賞，郡山特別，etc.

シンボリマティス（12牡 デュランダル）�２勝��７勝�７勝

３代母 スイートソフイア（81鹿 ＊ロイヤルスキー）４勝，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2 ３着，京成杯３歳Ｓ３着，カーネーションＣ‐OP，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ
‐OP，クローバー賞‐OP
パブロワスイート（88牝 シンボリルドルフ）出走

ハートドラゴン（01牡 エイシンサンディ）�５勝��入着，ウイナーＣ
スイートルイーゼ（89牝 シンボリルドルフ）不出走

ブンブンラリー（94牝 ＊ボーザム）��４勝，スパーキングＬＣ
オグリパートナー（97牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）�４勝��入着
アイファーダイオー（05牡 ＊バトルライン）入着，雪割草特別３着，�１勝
�１勝�２勝，園田ユースＣ２着

スターインチーフ（98牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，鳥栖特別２着，筑前特
別２着，えりも特別２着

ニッポータキオン（92牡 シンボリルドルフ）４勝，江坂特別，etc.，障害１勝，�２
勝，青藍賞２着，みちのく大賞典３着

シマノフリート（97	 ＊アフリート）２勝，西部日刊スポーツ杯３着，兵庫特別３着，
ＴＶｈ賞３着，etc.，�１勝

４代母 スイートシヤネル（74鹿 ＊ヴエンチア）不出走
［子］ サクラガイセン（80牡 ＊パーソロン）８勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，天皇賞（春）

‐Jpn1 ２着，宝塚記念‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
［孫］ シゲルドントイケ（01牡 ＊トワイニング）４勝，マーガレットＳ‐L，芦屋

川特別，つわぶき賞，etc.，
１勝

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

145 スイートポーラ２０２１ 牡・芦 ４／１３

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceスイートポーラ サクラバクシンオー

��
��
�スイートアマリリス芦 2011 スイートソフイア

＊スヰート 1s
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ハッピーダイアリー（07鹿 アグネスタキオン）３勝，噴火湾特別（Ｄ1000），中山
オータムプレミアム（Ｄ1200）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（６）〕
ハッピーダンサー（13牝鹿 メイショウサムソン）�４勝�１勝�入着
エナグリン（15牡栗 ローエングリン）１勝
ハッピーアナザー（18牡栗 ＊アイルハヴアナザー）�１勝
ジョワソレイユ（19牡鹿 スクリーンヒーロー）���１勝

２代母 ハピネスイン（96鹿 ＊ホワイトマズル）３勝，清滝特別，あやめ賞，仲春特別
３着，鈴鹿特別３着，鳥羽特別３着
ハッピームード（03牝 フジキセキ）３勝，紫川特別３着

ストレートアップ（13牡 ＊カジノドライヴ）�２勝��入着，ブリーダーズゴー
ルドジュニアＣ

ベストオブラック（06牡 ネオユニヴァース）１勝，三陸特別，種市特別３着，��４勝
ハピネスチャイルド（10牝 ゴールドアリュール）��５勝

３代母 シヤダイビユーテイ（83鹿 Lord Avie）不出走
ビワディクタス（87牡 ＊デイクタス）４勝，日高特別，障害１勝
ボードセイリング（88� ＊テリオス）２勝，わらび賞，清澄特別２着，春菜賞３着，

障害２勝
グロリオーサ（92牝 ＊フレンチグローリー）１勝

エアフォルツァ（02牡 バブルガムフェロー）３勝，広瀬川特別，月桂樹賞，Ｈ
ＴＢ賞３着，etc.

グロリアスウィーク（03牡 スペシャルウィーク）２勝，弥生賞‐Jpn2 ２着，シ
ンザン記念‐Jpn3 ２着，黄菊賞，etc.

プリンセストロイ（04牝 ダンスインザダーク）２勝，北大路特別，	７勝��
ベルクハイル（05牡 スリリングサンデー）１勝，はなみずき賞２着，フリージ

ア賞２着
ノヴァグロリア（08牡 ネオユニヴァース）２勝，奥尻特別

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

146 ハッピーダイアリー２０２１ �・芦 ３／ ８

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊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ダイアリー ＊ホワイトマズル

��
��
�ハピネスイン鹿 2007 シヤダイビユーテイ

＊セイリングビユーテイ 14c
Lyphard M5×M5

価格： 購買者：



母 タカヒロチャーム（06黒鹿 エイシンサンディ）���１勝・４勝，ロジータ記念
（Ｄ2100），しらさぎ賞（Ｄ1400）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
パベーダ（17牡鹿 エスポワールシチー）�１勝
マイメロ（19牝栗 ＊ヘニーハウンド）��出走

２代母 フラワークラウン（88鹿 ＊サウスアトランテイツク）１勝
キホノトップレディ（94牝 ＊サンキリコ）�６勝�入着４回	
モリノワールド（97牡 ホリスキー）�１勝
�
ゴーゴーアンバー（01牝 アンバーシヤダイ）
１勝�	
ウツミキャサリン（02牝 ＊シャンハイ）
４勝��，ジュニアＧＰ２着，白菊賞３着
ヤマショウクラウン（03牝 ＊パークリージエント）
１勝�１勝�入着
ガンバルスター（07牡 スターリングローズ）��３勝

３代母 エセルウツド（82鹿 ＊リマンド）出走
セイフクエセル（94牝 ＊ワツスル）２勝，松川浦特別，野地特別２着（２回），飯坂特

別３着，etc.

４代母 ＊ダブルドア（64 USA黒鹿 Sir Gaylord）USA３勝
［子］ トゥールドフォルス Tour de Force（72� Cornish Prince）GB・BEL

４勝，Pepsi S３着
［孫］ シルヴァーグリンプス Silver Glimpse（76牝 Petingo）GB・FR２勝，

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

フェアウェルレター Farewell Letter（77 牝 Arts and Letters）USA４勝，
ＣＣＡオークス‐G1 ３着，Eatontown H３着

ナモンレグラス（94牡 ＊アジュディケーティング）４勝，武蔵野Ｓ‐Jpn3
２着，マーチＳ‐Jpn3 ２着，神無月Ｓ‐OP ３着，etc.，�入着３回

［曾孫］ パーティングモーメント Parting Moment（87 牡 The Minstrel）GB・F
R・IRE・GER・ITY４勝，伊セントレジャー‐G3，Coupe des Troi
s Ans‐L，Curragh C‐L ２着，etc.，種牡馬

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

147 タカヒロチャーム２０２１ 牡・鹿 ５／１１

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerヘニーハウンド ビューティフルモーメント Crusader Sword

��
��
�Beautiful MomentUSA 栗 2008 Proud Minstrel

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンサンディ エイシンウイザードタカヒロチャーム ＊サウスアトランテイツク

��
��
�フラワークラウン黒鹿 2006 エセルウツド

＊ダブルドア 4r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 サクラパピルス（11栗 ＊アグネスデジタル）�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（３）〕
ファーストライト（16牝鹿 サクラオリオン）�１勝�入着２回��
ジュズマル（17牡鹿 ヴァンセンヌ）��２勝
ファユエン（18牝鹿 ヴァンセンヌ）�３勝，御在所特別（芝 2000），山中湖特別
（芝 2000）３着

２代母 サクラキャンドル（92鹿 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，新潟記念‐Jpn3 ２着，エイプリルＳ
‐OP ２着，etc.
サクラフィースト（98牝 サクラチヨノオー）出走

グルームアイランド（11牡 ヤマニンセラフィム）�３勝��10 勝�12 勝�１勝
��，報知オールスターＣ，北國王冠，イヌワシ賞，オグリキャップ記念，
金沢スプリングＣ，etc.

サクラメモリアル（00牝 サクラローレル）１勝，利尻特別３着
サクラエクスプロー（07牡 サクラプレジデント）２勝，釧路湿原特別，�２勝

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

サクラメガ（98牝 ＊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，etc.，種牡馬
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），etc.，�２勝，種牡馬

販売申込者・所有者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121
生 産 牧 場： ㈲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

148 サクラパピルス２０２１ �・鹿 ３／２１

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�
�
�
�
� Charming Lassieビーチパトロール バッシュフルバーティー Quiet American

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawサクラパピルス サクラユタカオー

��
��
�サクラキャンドル栗 2011 サクラクレアー

＊クレアーブリツジ 13c
Mr. Prospector S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊ストレイトフロムテキサス（99 USA青鹿 Judge T C）USA８勝，加ナッソーＳ
‐G2，Hillsborough S‐L，Ontario Colleen H‐L，ナタルマＳ‐G3 ２着，
Endeavour S‐L ２着，etc.
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－４（９），地方－３（23）〕
クロフォード（07牝青 フジキセキ）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，赤松賞
（芝 1600）３着
ラヴィンフォール（17牝 ルーラーシップ）２勝，都井岬特別２着，��１勝

テキサスルビー（08牝青 スペシャルウィーク）１勝
ナンヨープランタン（15牡 ルーラーシップ）�３勝，ＪＲＡアニバーサリーＳ２着，

御在所特別２着，姫路Ｓ３着，甲東特別３着，ブエナビスタＣ３着，etc.
ディープサウス（10牝青 ディープインパクト）２勝，糺の森特別（芝 1800）２着，

夕月特別（芝 1800）２着，君子蘭賞（芝 1800）２着
アドマイヤテン（15牡黒鹿 ヴィクトワールピサ）�10 勝
ウォーターリベルテ（16牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）��11 勝
ショウナンアニメ（17牡鹿 スマートファルコン）�４勝，２０２１フェアウェルＳ
（Ｄ1200），高田城特別（Ｄ1200）

イヤーズストレイト（18牝黒鹿 キズナ）��２勝

２代母 テラムテクサンTellum Texan（93 USA黒鹿 Eastern Echo）USA５勝
ゴーゲッテムガールGogetemgirl（04 牝 Tiznow）USA１勝

テソネーラ Tesonera（15 牝 Sixties Icon）PER３勝，パンプローナ賞‐G1 ３着
ジョシュアズドリーム Joshua's Dream（05� ＊ヨハネスブルグ）USA11 勝
スターシップスピリット Starship Spirit（08 牝 Grand Slam）USA４勝

ニッキーアンドパーパNikki and Papa（17牝 Mineshaft）USA入着２回，フ
ォワードギャルＳ‐G3 ３着

テクスアピールTex Appeal（11 牝 Successful Appeal）USA４勝
グランチーフGran Chief（14 牡 Pioneerof the Nile）USA４勝

３代母 ドローンキーDrone Qui（84 USA芦 Drone）USA２勝
シアトルサンシャイン Seattle Sunshine（98� Wake Up Alarm）USA13 勝，

Bloomfield H２着

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

149 ストレイトフロムテキサス２０２１ 牡・青鹿 ５／ 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

＊

ジャッジティーシー Judge Smells

�
�
�
�
�

��
��

�Judge T C I'm Prettyストレイトフロムテキサス テラムテクサン Eastern Echo

��
��
�Tellum Texan青鹿USA 1999 Drone Qui

22d
Drone M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ストームツイスター（06栗 ＊ワイルドラッシュ）３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（９），地方－２（12）〕
ラインルージュ（13牝栗 ＊タイキシャトル）�６勝
スペクター（14牝鹿 ＊エンパイアメーカー）４勝，東大路Ｓ（Ｄ1800）３着
センショウユウト（15牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）４勝，アクアマリンＳ（芝 1200），

五色沼特別（芝 1200），みちのくＳ（芝 1200）２着，ＳＴＶ杯（芝 1200）２着，
巌流島Ｓ（芝 1200）３着，ＵＨＢ杯（芝 1200）３着

センショウレサイヤ（17牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）��６勝�入着
チェックメイト（18牡栗 ダイワメジャー）１勝，長万部特別（芝 1200）３着
プロフェッショナル（20牝鹿 サトノダイヤモンド）�未出走

２代母 ＊テンザンストーム（94 USA鹿 Storm Cat）４勝，菩提樹Ｓ‐OP，宇治川特別，
あやめ賞，メルボルンＴ２着，鳥羽特別２着
テンザンアモーレ（02牝 ＊タイキシャトル）２勝
エアラホーヤ（03牝 ＊ボストンハーバー）１勝

マジェスティハーツ（10牡 ハーツクライ）３勝，神戸新聞杯‐G2 ２着，関屋記
念‐G3 ２着，鳴尾記念‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3 ２着，大阪―ハンブ
ルクＣ‐L ２着，etc.，障害１勝

ラホーヤビーチ（12牝 ＊タイキシャトル）３勝，河北新報杯，潮騒特別２着，Ｕ
ＨＢ杯２着

ラプタス（16� ディープブリランテ）�５勝，�１勝�２勝�１勝�入着２回
�	，サマーＣｈ‐Jpn3，かきつばた記念‐Jpn3（２回），黒船賞‐Jpn3，
兵庫ゴールドＴ‐Jpn3 ２着，かきつばた記念‐Jpn3 ３着，etc.

メイショウボンハオ（05牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，伊丹Ｓ２着，河原町Ｓ２着，
シャングリラ賞２着，なでしこ賞３着

シシャモオージ（11牡 ＊タイキシャトル）１勝，すずらん賞‐OP ３着
メイショウボノム（12牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，西部日刊スポーツ杯２着

３代母 リズミカル Rythmical（85 USA鹿 Fappiano）USA５勝，Newtown S‐R
ギルダーGilder（91� Smile）USA11 勝，Robert F. Carey Memorial H‐L ２着
カポーティベル Capote Belle（93 牝 Capote）USA９勝，テストＳ‐G1，プライ

オレスＳ‐G2，ヒューマナディスタフＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415
生 産 牧 場： ㈲藤原牧場
飼 養 者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415

150 ストームツイスター２０２１ �・鹿 ６／１２

＊

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

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkストームツイスター
＊ Storm Cat

��
��
�テンザンストーム栗 2006 Rythmical

13c
Storm Cat M3×S4 Mr. Prospector S5×M5 Key to the Mint M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊スノーキトゥン（01 GB黒鹿 Storm Cat）不出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），海外－１（２），地方－３（22）〕
ファンタスティクスノー Fantastic Snow（06 USA牝鹿 ＊ファンタスティックライト）

不出走
ファンタスマゴリコ Fantasmagorico（11牡 Scat Daddy）CHI５勝，アルベルト

Ｖインファンテ賞‐G1，コロナシオン大賞‐G2，エルダービー‐G1 ２着，ナ
シオナルリカルドリオン賞‐G1 ２着，エルエンサヨ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

フライアー Flyer（12 牡 Scat Daddy）CHI・BRZ４勝，チリ２０００ギニー‐G1，
コロナシオン大賞‐G2，クリアドレスマチョス賞‐G2，エルダービー
‐G1 ２着，エルエンサヨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

スノーシーカー Snow Seeker（07 USA牝鹿 Seeking the Gold）USA・CAN２勝
フレンチーボブキャット Frenchy Bobcat（14� Sixthirteen）USA１勝，C

avonnier Juvenile S３着
エンバーゴ（10牡黒鹿 ＊アルカセット）�３勝�４勝
スノーレパード（11牝黒鹿 ＊ストーミングホーム）２勝
スキースクール（12牝青鹿 ＊パイロ）２勝
スノードルフィン（13牡黒鹿 ＊ストーミングホーム）３勝，�13 勝
フォックステイル（14�黒鹿 ＊ストリートセンス）�２勝�入着
ドルズプライスレス（19牡鹿 エスポワールシチー）�入着２回
ハクアイコーラル（20牝鹿 ＊ベストウォーリア）�地方未出走

２代母 エンバシー Embassy（95 GB鹿 Cadeaux Genereux）GB３勝，チヴァリー
パークＳ‐G1，プリンセスマーガレットＳ‐G3，ローザーＳ‐G2 ２着
ディプロマティックDiplomatic（05� Cape Cross）GB９勝
ビューローBureau（11牝 Halling）GB４勝
キングズパヴィリオンKing's Pavilion（13� ＊キングズベスト）�GB・FR７勝

３代母 パスザピース Pass the Peace（86 IRE 鹿 Alzao）GB・FR・IRE・ITY５勝，
チヴァリーパークＳ‐G1，フレッドダーリングＳ‐G3，愛デビュターントＳ
‐G3，仏１０００ギニー‐G1 ２着，サンチャリオットＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲佐藤牧場＝新冠町東川 �0146-47-6768
生 産 牧 場： ㈲佐藤牧場
飼 養 者： ㈲佐藤牧場＝新冠町東川 �0146-47-6768

151 スノーキトゥン２０２１ 牡・黒鹿 ４／１６
＊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

＊

ストームキャット Storm Bird

�
�
�
�
�

��
��

�Storm Cat Terlinguaスノーキトゥン エンバシー Cadeaux Genereux

��
��
�Embassy黒鹿GB 2001 Pass the Peace

8f
Storm Cat M2×S4

価格： 購買者：



母 ナチュラルナイン（10鹿 ダイワメジャー）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
ナチュラルシンジュ（14牝栗 オウケンブルースリ）�２勝�４勝��入着８回

２代母 インディペンデンス（95黒鹿 A.P. Indy）３勝
エスタブリッシュ（04牝 ＊タイキシャトル）入着，�１勝
シルバーフィールド（06牡 ＊シルバーチャーム）１勝
サンビーム（08牡 ネオユニヴァース）３勝，清滝特別，梅花賞

３代母 ＊インディアリングクオリティ（91 USA黒鹿 Danzig）不出走
シマノショウグン（96� ウイニングチケット）３勝，嵯峨野特別３着，筑前特別３着
ジョリーズシンジュ Jolie's Shinju（05 牝 ＊ジョリーズヘイロー）AUS・SIN９勝，

Singapore Derby‐L，Patrons' Bowl‐L，Singapore Derby Trial
‐L，etc.
フォーマリティ Formality（14 牝 Fastnet Rock）AUS５勝，ＡＴＣシルヴァ

ーシャドーＳ‐G2，ＮＳＷタッツフュリアスＳ‐G2，ＭＲＣブルーサファ
イアＳ‐G3，etc.

４代母 ソーインディアリング So Endearing（78 USA鹿 Raise a Native）USA１勝
［子］ クオリファイQualify（84 牡 Danzig）USA２勝，デルマーフュチュリティ

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

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

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

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

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

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

152 ナチュラルナイン２０２１ �・栗 ２／１９
＊ Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フォーティナイナー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Fileブリーズフレイバー

＊ Night Shift

��
��
�メモラブルグリーン栗 2007 ＊ベーシイド

＊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ナチュラルナイン A.P. Indy

��
��
�インディペンデンス鹿 2010 ＊インディアリングクオリティ

1s
Raise a Native S4×M5 Northern Dancer S4×M5×M5 Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 セドゥ（16鹿 キングカメハメハ）出走
初仔

２代母 ＊グランドメージャー（04 USA黒鹿 A.P. Indy）USA２勝，Maid of the Mist
S‐R
メイショウハナモモ（18牝 オルフェーヴル）�２勝

３代母 イマース Immerse（88 USA鹿 Cox's Ridge）USA４勝，ガゼルＨ‐G1 ３着，
Truly Bound S３着
スティーヴンゴットイーヴン Stephen Got Even（96牡 A.P. Indy）USA５勝，ドンＨ

‐G1，ギャラリーファーニチャーコムＳ‐G2，ウッドワードＳ‐G1 ３着，種牡馬
インディグローリ Indy Glory（98 牝 A.P. Indy）USA５勝，Videogenic S‐R，

ブラックアイドスーザンＳ‐G2 ２着，モンマスオークス‐G2 ３着，etc.
タイムスクエアド Time Squared（04牡 Fusaichi Pegasus）USA２勝，Ro

und Table S‐L ２着
サブマージ Submerge（06牝 Fusaichi Pegasus）USA１勝，East View S

‐R ２着
ベントオングローリーBent On Glory（09 牝 Distorted Humor）USA入着
カラーミープリティ Color Me Pretty（15 牝 Bodemeister）�USA11 勝，
Latonia S２着

アルテミスアグロテラ Artemis Agrotera（11 牝 Roman Ruler）USA５勝，フ
リゼットＳ‐G1，バレリーナＳ‐G1，ギャラントブルームＨ‐G2
チェスタータウン Chestertown（17� Tapit）�USA５勝，Albany S
‐R，Haynesfield S‐R ２着，Hudson H‐R ２着，etc.

イマースドインゴールド Immersed in Gold（03� Seeking the Gold）USA４勝，
With Anticipation S‐R ３着

４代母 バロネスディレクト Baroness Direct（81 USA鹿 Blushing Groom）USA
７勝，ラスフローレスＨ‐G3，テンプテドＳ‐G3 ２着，Monrovia H‐L ２着，
Sari's Song H２着，Charles H. Russell H‐L ３着，etc.
［孫］ ゲットスクエアGet Square（03 牡 Redoute's Choice）AUS２勝，ＭＲ

ＣノーマンロビンソンＳ‐G3，ATC Dulcify Quality H‐L ３着，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲三栄牧場＝浦河町西舎 �090-5953-0538
生 産 牧 場： ㈲三栄牧場
飼 養 者： ㈲三栄牧場＝浦河町西舎 �090-5953-0538

153 セドゥ２０２１ �・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 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

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスセドゥ
＊ A.P. Indy

��
��
�グランドメージャー鹿 2016 Immerse

1l
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 セクシーモーション（14鹿 ＊キングズベスト）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
セクシーデザイン（19牝黒鹿 グランデッツァ）入着，�地方未出走
ニッショウミライ（20牝鹿 グランデッツァ）���入着３回

２代母 セクシーココナッツ（01栗 ダンスインザダーク）１勝
ラルティスタ（07牝 ＊マイネルラヴ）３勝，雷光特別

メイショウチタン（17牡 ロードカナロア）�４勝，安土城Ｓ‐L ３着，豊明Ｓ，
舞子特別，２０２０ファイナルＳ２着

パシオンルージュ（08牝 ＊ボストンハーバー）３勝，閃光特別，郡山特別３着，五色
沼特別３着，飛竜特別３着，喜多方特別３着
レンブランサ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）２勝，津軽海峡特別，渡島特別２着，�２勝
エスト（16牝 ＊キンシャサノキセキ）３勝，ポプラ特別
ファインルージュ（18牝 キズナ）３勝，紫苑Ｓ‐G3，フェアリーＳ‐G3，秋華

賞‐G1 ２着，ヴィクトリアマイル‐G1 ２着，桜花賞‐G1 ３着，etc.
プレノタート（09牝 ジャングルポケット）３勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着，若

戸大橋特別，筑後川特別２着，ノエル賞３着
ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3
リファインド（11牝 ＊オペラハウス）出走

アイルビーゼア（18牝 ＊サウスヴィグラス）���１勝�１勝�１勝�，園田プ
リンセスＣ２着，兵庫若駒賞３着

ジュラーレ（13牝 ジャングルポケット）１勝

３代母 ＊ココパシオン（92 FR栗 ＊グルームダンサー）FR・ITY４勝，シェーヌ賞‐G3，
P. de la Cochere‐L，Criterium de Lyon‐L，ドルメーロ賞‐G3 ３着，
P. Amandine‐L ３着
ココナッツパンチ（04牡 マンハッタンカフェ）１勝，目黒記念‐Jpn2 ２着，弥生賞

‐Jpn2 ２着，グレイトフルＳ２着，etc.

４代母 ＊ゲートドクール（87 IRE 鹿 Lomond）FR２勝
［孫］ ノーヴァレンダ（16牡 ダイワメジャー）２勝，��４勝��入着２回	，

全日本２歳優駿‐Jpn1，ダイオライト記念‐Jpn2，佐賀記念‐Jpn3
３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱アースファーム＝日高町幾千世 �090-3115-2121
生 産 牧 場： ㈱アースファーム
飼 養 者： Ｉｋｕｃｈｉｓｅ Ｓｔｕｄ＝日高町幾千世 �090-9525-9309

154 セクシーモーション２０２１ �・栗 ４／１７

＊

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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaセクシーモーション ダンスインザダーク

��
��
�セクシーココナッツ鹿 2014 ＊ココパシオン

4r
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊セイウンクロエ（12 IRE 黒鹿 Footstepsinthesand）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
ニシノショコラ（16牡黒鹿 リーチザクラウン）�１勝
ニシノステラ（17牝鹿 ヒルノダムール）１勝，��９勝�
ゼンダンミカメ（20牡黒鹿 ネロ）�未出走

２代母 アウジャン Aujiang（07 GER鹿 Royal Dragon）GER・ITY２勝，P. der S
tadtsparkasse Dusseldorf‐L ３着

３代母 アナマリアAnna Maria（88 GER鹿 Night Shift）不出走
アンノジュビロAnno jubilo（97� Lando）IRE・GER５勝，GB・IRE障害３勝
アキヤ Akiya（99牝 Nityo）GER１勝，Fruhjahrs‐Stuten Preis‐L ２着
オボンヌ Aubonne（00牝 Monsun）FR・GER・ITY・USA４勝，ラクープ‐G3，

La Zanzara H‐L，リディアテシオ賞‐G2 ３着，etc.
ソレスカ Soresca（11牝 Elusive City）FR・GER・USA５勝，Criterium de

Lyon‐L ３着
アウィニングドリームAWinning Dream（02牝 Law Society）GER４勝

アンキング Anking（07牝 Konigstiger）FR・GER・ITY１勝，P. der Dreijah
rigen‐L ３着

アミラント Amirant（08� Shirocco）FR・GER６勝，G.P. de Nantes‐L，
G.P. de la Ville de Craon‐Mayenne‐L ３着，P. Scaramouche
‐L ３着，etc.

アニウスAnnius（06 牡 ＊ロックオブジブラルタル）GER３勝

４代母 アトーカAtoka（82 GER黒鹿 Kaiseradler）GB３勝
［子］ アルコーナ Arkona（90牝 Aspros）FR・GER・ITY２勝，独オークス‐G2，

Las Vegas‐Slenderella‐Rennen‐L，レニャーノ賞‐G3 ２着
アリザ Ariza（92 牝 Daun）GER・ITY１勝，Ludwig Goebels‐Erinner
ungsrennen‐L ２着，P. Giovanni Falck‐L ３着

アツエロ Azuerro（94 牡 Zampano）GER・ITY・SWI４勝，P. Aprile
‐L ２着

［孫］ アンザスカ Anzasca（00牝 Green Tune）GER・ITY３勝，ドイツ牝馬
賞‐G3，Kronimus Rennen‐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： ㈲大北牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

155 セイウンクロエ２０２１ �・鹿 ５／ ２
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊

フットステップスインザサンド Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Footstepsinthesand Glatisantセイウンクロエ アウジャン Royal Dragon

��
��
�Aujiang黒鹿IRE 2012 Anna Maria

9h
Storm Cat S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スターファセット（12鹿 メイショウサムソン）２勝，土湯温泉特別（芝 1800）２着，
織姫賞（芝 2000）２着，隅田川特別（芝 1600）３着，鎌ケ谷特別（芝 1600）３着，
十勝岳特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 キラリダイヤモンド（02黒鹿 フジキセキ）３勝，紅葉特別２着，ＴＶ山梨杯３
着，月岡温泉特別３着，房総特別３着
クラリティーエス（10牝 ＊シンボリクリスエス）２勝
アダマンティン（14牡 ＊ハービンジャー）１勝，水仙賞３着

３代母 ブリリアントカット（87鹿 ＊ノーザンテースト）４勝，ラジオ福島賞，噴火湾
特別２着
ダイヤモンドジェム（96牝 ＊ドクターデヴィアス）１勝

ローズカットダイヤ（05牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，ＵＨＢ杯‐LR ２着，
札幌日刊スポーツ杯，伊吹山特別，etc.

ジェミードレス（97牝 ＊トニービン）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，エプソムＣ
‐Jpn3 ３着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，etc.
コティリオン（08牡 ディープインパクト）１勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，毎

日杯‐G3 ２着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，etc.
デルマハゴロモ（09牝 フジキセキ）出走
ロードリベラル（14� ＊ブレイクランアウト）２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
‐G3 ３着，きんもくせい特別，etc.，�入着４回�，佐賀オータムスプ
リント２着

スパーブジュエル（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，プリンシパルＳ‐OP ３着，
広瀬川特別２着，アマリリス賞２着，etc.

プリンセスカット（01牝 ＊トニービン）出走
ネオヴァンドーム（07牡 ネオユニヴァース）４勝，きさらぎ賞‐G3，都大路Ｓ

‐L（２回），東風Ｓ‐L ２着，種牡馬
ステラディクオーレ（03牡 アドマイヤベガ）４勝，長岡特別
タスカータソルテ（04牡 ジャングルポケット）５勝，札幌記念‐Jpn2，京都新聞杯

‐Jpn2，中京記念‐G3，etc.
テイラーバートン（07牝 ジャングルポケット）３勝，クイーンＣ‐G3 ３着，フェア

リーＳ‐G3 ３着，萩Ｓ‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱社台ブラッドメア＝千歳市東丘 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

156 スターファセット２０２１ �・栗 ３／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアンスターファセット フジキセキ

��
��
�キラリダイヤモンド鹿 2012 ブリリアントカット

＊ジエヌインダイアモンド 11
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 タイセイアモーレ（13黒鹿 ゼンノロブロイ）入着
〔産駒馬名登録数：２〕
ジェーバディ（20牡鹿 ジャングルポケット）���入着２回

２代母 ハートビートワルツ（03鹿 ＊ブライアンズタイム）�入着
ナイトホークス（09牡 スペシャルウィーク）入着，��６勝
レントラー（12� ハーツクライ）３勝，茶臼山高原特別，大寒桜賞２着，福寿草特

別２着，紫菊賞３着

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

［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： ㈲中田牧場＝平取町去場 �090-3018-9114
生 産 牧 場： ㈲中田牧場
飼 養 者： ㈲中田牧場＝平取町去場 �090-3018-9114

157 タイセイアモーレ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１６

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルタイセイアモーレ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ハートビートワルツ黒鹿 2013 ＊バウンドトゥダンス

13c
Northern Dancer S4×M4 Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 ダイワノブレス（01栗 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（19）〕
ダイワカレン（06牝栗 ダイワテキサス）１勝，��５勝
ラッシュザワーク（07牡栗 ＊ワイルドラッシュ）２勝
ヤマノアイリー（10牝栗 ＊グラスワンダー）入着

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

ヤギリヴィーナス（12牝栗 ＊コンデュイット）１勝
コスモキバレ（14牡栗 ＊コンデュイット）�６勝�１勝
マイネルドゥマン（17牡鹿 エイシンフラッシュ）�７勝
フレンドローズ（20牝栗 ＊バトルプラン）�未出走

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

ントＳ‐OP ２着，プロキオンＳ‐OP ２着，サンライズＳ，初霜特別，種牡馬
シャイニンレーサー（91牝 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ‐Jpn3，京都牝

馬特別‐Jpn3 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，紅梅賞‐OP ２着，シクラメン
Ｓ‐OP ２着，etc.

フジキセキ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥生賞
‐Jpn2，もみじＳ‐OP，優２牡，種牡馬

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

スターリーロマンス（98牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，こでまり賞２着，西日本ス
ポーツ杯３着
ノボリディアーナ（10牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，小倉日

経ＯＰ‐LR ２着，ターコイズＳ‐L ２着，白百合Ｓ‐OP，垂水Ｓ，etc.
ミルフィオリ（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，木津川特別，アザレア賞，須磨特

別２着，久多特別２着，富嶽賞２着，etc.

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

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

158 ダイワノブレス２０２１ 牡・栗 ５／１７

＊

＊ 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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�ミルレーサー栗 2001 Marston's Mill

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



母 タオルチャン（10栗 ＊クロフネ）１勝，�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
メディアジャッカル（18牝栗 グランプリボス）���２勝
マナフェアリー（19牝鹿 ワンアンドオンリー）��出走��入着６回�
ハクシンジャベリン（20牡栗 ビッグアーサー）�未出走

２代母 ＊ブロードマインディド（01 USA鹿 Broad Brush）USA２勝

３代母 ニンブルマインドNimble Mind（92 USA栗 Lyphard）FR・USA２勝，リヴ
ァーシティーズＳ‐G3 ２着，イエルバブエナＨ‐G3 ２着，Estrapade S‐L ２
着，P. des Lilas‐L ２着，カリフォルニアジョッキークラブＨ‐G3 ３着，etc.
ジェントルマインドGentle Mind（99牝 Seattle Slew）USA出走

マインドルーラーMind Ruler（07 牝 Roman Ruler）PR13 勝，C. Prensa Hi
pica‐L ２着，C. Roberto Clemente‐L ３着

インスタントソート Instant Thought（00 牝 Kris S.）GB出走
マーケティングミクスMarketing Mix（08 牝 Medaglia d'Oro）USA・CAN1

0勝，ゲイムリーＳ‐G1，ロデオドライヴＳ‐G1，ダンススマートリーＳ
‐G2，etc.
グローバルブランドGlobal Brand（17牝 War Front）�USA２勝，M
onroe S３着

プロモーショナル Promotional（12 牝 Artie Schiller）USA３勝，ダウイジャー
Ｓ‐G3 ２着，Pleasant Acres Stallions Distaff Turf S‐R ３着
ドーントDaunt（19 牡 Nyquist）�USA１勝，Awad S３着

４代母 ニンブルフォリーNimble Folly（77 USA栗 Cyane）不出走
［子］ コントルダンス Contredance（82牝 Danzig）USA８勝，アーリントン

ワシントンラッシーＳ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，New Year
H‐L，etc.

［孫］ スキミング Skimming（96牡 Nureyev）GB・FR・USA８勝，パシフィ
ッククラシック‐G1（２回），カリフォルニアンＳ‐G2，サンディエゴ
Ｈ‐G2，etc.，種牡馬

ウィンスWince（96牝 Selkirk）GB・IRE４勝，英１０００ギニー‐G1，フレ
ッドダーリングＳ‐G3，Star S‐L ２着

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

159 タオルチャン２０２１ �・栗 ４／１２

＊

＊ 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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュータオルチャン
＊ Broad Brush

��
��
�ブロードマインディド栗 2010 Nimble Mind

4r
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 タフラヴ（15鹿 ＊ハードスパン）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ファームラヴ（19牝鹿 ＊パイロ）�入着

２代母 ティアーオブジョイ（10鹿 Street Cry）入着
ジョイフル（14牡 ＊キングズベスト）６勝，オーロＣ‐L ３着，タンザナイトＳ‐OP，

新潟日報賞，筑紫特別，豊明Ｓ２着，etc.，��１勝�１勝�入着３回�

３代母 ＊レリッシュザソート（98 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・IRE１勝，Radley S
‐L，英オークス‐G1 ３着，ミュージドラＳ‐G3 ２着
ニューメキシコNewMexico（03� GoneWest）USA５勝，Norristown S

‐L ２着
マイジージーMy Gi Gi（09 牝 E Dubai）USA２勝，ハニムーンＨ‐G2，アメリカ

ンオークス‐G1 ２着，ジョンＣメイビーＳ‐G2 ３着，etc.
カラビナ（13牡 ステイゴールド）５勝，札幌日経ＯＰ‐L ３着，メイＳ‐OP ２着，

サンシャインＳ，etc.

４代母 ヴィズ Viz（91 USA黒鹿 Kris S.）USA１勝，ハリウッドスターレットＳ
‐G1 ３着
［子］ シークレットチャーム Secret Charm（01牝 Green Desert）GB・IRE・

USA３勝，Radley S‐L，Thoroughbred Owners of California
H‐L ２着，Tanforan H‐L ３着

［孫］ ヒドゥンメッセージ Hidden Message（16牝 Scat Daddy）GB・FR・U
SA２勝，Sandown Distaff S‐L，デルマーオークス‐G1 ２着

フロスティ Frosty（13 牝 Cape Cross）IND３勝，Golconda Oaks
‐L ２着

サンバレモール Sean Baile Mor（07 牝 Cape Cross）AUS４勝，Ball
arat C‐L ３着

［曾孫］ ストロクスカールラス Stroxx Carlras（18 牡 Footstepsinthesand）�N
OR・SWE・DEN４勝，PrammsMemorial‐L ２着

販売申込者・所有者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166
生 産 牧 場： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲
飼 養 者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166

160 タフラヴ２０２１ �・鹿 １／２７

＊

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

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystタフラヴ Street Cry

��
��
�ティアーオブジョイ鹿 2015 ＊レリッシュザソート

3
Machiavellian S3×M4 Danzig M3×S4 Sadler's Wells S4×M4
Northern Dancer M4×S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 タムロドリーム（16鹿 ジャスタウェイ）１勝
初仔

２代母 タムロウイング（06鹿 ＊ブラックホーク）３勝，噴火湾特別２着
ワイルドグラス（14� ＊グラスワンダー）１勝
ウイングウインド（18牡 ＊シニスターミニスター）入着，���１勝

３代母 ノーブルエターナル（96栗 ＊アフリート）�１勝�６勝
マイネルグラシュー（04牡 メジロライアン）５勝，美浦Ｓ，初霜特別２着，牡丹賞２着
エターナルムーン（10牝 ＊マイネルラヴ）４勝，初風特別，秋元湖特別，福島中央Ｔ

Ｖ杯２着，etc.
エターナルダイヤ（17牡 ジョーカプチーノ）�２勝，西郷特別３着

モルトベーネ（12牡 ディープスカイ）７勝，アンタレスＳ‐G3，東海Ｓ‐G2 ２着，
東海Ｓ‐G2 ３着，etc.，�２勝�９勝�

４代母 クイーンズメモリー（89栗 ＊デイクタス）不出走

５代母 オンワードウイツチ（83栗 ＊ノーザンテースト）出走
［子］ ジョウノカオルコ（92牝 シンボリルドルフ）１勝，サンスポ４歳牝馬特別

‐Jpn2 ３着，若駒Ｓ‐OP ２着
ジョウノバタフライ（91牝 シンボリルドルフ）２勝，クイーンＳ‐Jpn3
２着，大阪城Ｓ‐OP ２着，富里特別

ハードイチヤ（88� ＊ハードツービート）４勝，みちのく特別，信夫山特
別，揖斐川特別，etc.

ジョウノデイリー（00牡 ＊アフリート）４勝，茨城新聞杯，美唄特別２着，
�１勝

ジョウノシーザー（97� ＊ジェイドロバリー）３勝，習志野特別２着，古
町特別２着，朝日岳特別３着

［孫］ トーセンセレニティ（03牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，織姫賞３着，障
害１勝

［曾孫］ リアライズノユメ（08牝 ＊アフリート）１勝，�４勝	１勝��入着
，
兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2，エーデルワイス賞‐Jpn3，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲村上牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2508
生 産 牧 場： ㈲村上牧場
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

161 タムロドリーム２０２１ 牡・鹿 ３／２６

＊

＊
＊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

ハーツクライ

�
�
�
�
�

��
��

�ジャスタウェイ シビルタムロドリーム ＊ブラックホーク

��
��
�タムロウイング鹿 2016 ノーブルエターナル

＊スズカケⅡ 14b
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ダンシングエディ（02 USA鹿 Moscow Ballet）USA４勝，ジョンＣメイビーＨ
‐G1，セナターケンマディＨ‐G3，ジョンＣメイビーＨ‐G1 ２着，イエローリボ
ンＳ‐G1 ２着，ゲイムリーＢＣＳ‐G1 ２着，etc.
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（１）〕
ブロンクスステップ（11牝鹿 ゼンノロブロイ）１勝
ダンシングチコ（15牝鹿 ダイワメジャー）１勝，十日町特別（芝 1400）３着，豊橋

特別（芝 1400）３着，古作特別（芝 1600）３着
ダンシングスター（19牡鹿 ＊シニスターミニスター）��入着�１勝�

２代母 ダッチェスオヴアクDuchess of Ack（94 USA鹿 Slewpy）USA入着
テヴィアTevya（00� Moscow Ballet）USA２勝
ドーンスターライジングDawn Star Rising（05 牝 Decarchy）USA出走

レイディタープ Lady Terp（11牝 Birdstone）USA18 勝

３代母 レイディアクアク Lady Ack Ack（75 USA鹿 Ack Ack）USA２勝
プリンセスオヴアクPrincess of Ack（83牝 L'Natural）USA２勝
アクズエイプリルソングAck's April Song（84牝 Messenger of Song）USA２勝
アフリカンアクAfrican Ack（85牡 African Sky）USA４勝
プリンスオヴアクPrince of Ack（86� African Sky）USA２勝
ベルオヴアクBelle of Ack（91牝 Bel Bolide）USA２勝

４代母 クレパスキュールCrepuscule（67 USA栗 Jester）不出走
［子］ ニアーダークNear Dark（83 牡 Lively King）USA７勝，Patuxent S

２着
［孫］ ハードバーリー Hardburly（87 牡 Play On）USA８勝，Ellis Park Juven

ile S‐L，Sequoia S２着，アリシーバＳ‐G3 ３着，etc.

５代母 ファーストダーク First Dark（59 USA芦 Native Dancer）USA４勝，カム
リーＳ２着

販売申込者・所有者： ㈲碧雲牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2270
生 産 牧 場： ㈲碧雲牧場
飼 養 者： ㈲碧雲牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2270

162 ダンシングエディ２０２１ �・黒鹿 ５／１３
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

＊

モスコーバレイ Nijinsky

�
�
�
�
�

��
��

�Moscow Ballet Millicentダンシングエディ ダッチェスオヴアク Slewpy

��
��
�Duchess of Ack鹿USA 2002 Lady Ack Ack

1p
Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 チェリーマドンナ（16鹿 ブラックタイド）入着，�３勝�
初仔

２代母 シャトルタテヤマ（04鹿 ＊タイキシャトル）３勝，まりも特別，知多特別２着，
つわぶき賞２着，みちのく特別３着
クリノユナチャン（15牝 ＊ヘニーヒューズ）�２勝

３代母 フラワータテヤマ（94鹿 ＊ブライアンズタイム）６勝，栗東Ｓ‐OP，大和特別，
上賀茂Ｓ２着，萌黄賞２着，etc.，��入着�，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ３着
ヴァンクルタテヤマ（02牡 ＊フォーティナイナー）６勝，プロキオンＳ‐G3，etc.，

�２勝�１勝��入着２回��，サマーＣｈ‐Jpn3（２回），北海道スプリント
Ｃ‐Jpn3，etc.

シーヴァージア（11牝 ＊クロフネ）出走
リリーミニスター（17� ＊シニスターミニスター）	３勝，喜多方特別，赤穂特

別２着，出石特別２着，etc.

４代母 ワンボールドビツド（85鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ クイーンギャロップ（99牝 ＊アルカング）
５勝，ひまわり賞３着

モエレギャロップ（01牡 ＊マジックマイルズ）�２勝，サラブレッドフレ
ッシュＣ３着

５代母 アスコツトラツプ（76鹿 ＊エルセンタウロ）不出走
［子］ ギヤロツプダイナ（80牡 ＊ノーザンテースト）10勝，安田記念‐Jpn1，天

皇賞（秋）‐Jpn1，東京新聞杯‐Jpn3，etc.，種牡馬
エイシンオーシャン（90牡 ＊ノーザンテースト）４勝，シクラメンＳ‐OP，
五頭連峰特別，もちの木賞，etc.，種牡馬

ダイナチヤイナ（83牝 ＊ノーザンテースト）７勝，ユートピアＳ，阿武隈
特別，原町特別，etc.

［孫］ アグネスカミカゼ（93牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，目黒記念‐Jpn2，
メイＳ，ＴＶ埼玉杯，etc.，種牡馬

［曾孫］ アーネストリー（05牡 ＊グラスワンダー）10勝，宝塚記念‐G1，オールカ
マー‐G2，札幌記念‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 富塚ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4024
生 産 牧 場： 富塚ファーム
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

163 チェリーマドンナ２０２１ �・鹿 ５／ ６
＊ Chief's Crown

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� チーフベアハート

�
�
�
�
�
�
�
�
� Amelia Bearhartチェリークラウン ＊サンデーサイレンス

��
��
�シュンラン栗 2004 ウイルタイムオン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアチェリーマドンナ ＊タイキシャトル

��
��
�シャトルタテヤマ鹿 2016 フラワータテヤマ

＊デイープデイーン 3n
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×M5 ノーザンテースト S5×M5

価格： 購買者：



母 チャリシー（12鹿 ＊ハービンジャー）１勝，磐梯山特別（芝 2600）３着
〔産駒馬名登録数：２〕
アントゥシャーブラ（19牝鹿 リヤンドファミユ）�地方未出走
ツアーモデル（20牝栗 ＊トビーズコーナー）��出走

２代母 ブリガドーン（99黒鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，フローラＳ‐Jpn2 ３着，
京成杯‐Jpn3 ３着，館山特別，西郷特別，桑折特別，etc.
ボンバルディエーレ（06� ＊クロフネ）３勝，障害１勝
ブリガアルタ（13牝 ＊コンデュイット）３勝，織姫賞，かもめ島特別３着
ブラックドーン（14牡 ＊クロフネ）１勝
ブリッグオドーン（17牡 ＊カジノドライヴ）���５勝

３代母 ＊メインスルー（92 USA黒鹿 Slew o' Gold）USA６勝，E. B. Johnston S
‐L，Torrey Pines S‐R
メインタイトル（98牝 Rahy）１勝

ディアーウィッシュ（04牡 ＊クロフネ）３勝，��７勝�４勝，浦和記念‐Jpn2
３着，京成盃グランドマイラーズ（２回），スパーキングサマーＣ，etc.

キングダンサー（08牝 キングカメハメハ）１勝
イズジョーノキセキ（17牝 エピファネイア）�４勝，忘れな草賞‐L ２着，
エリザベス女王杯‐G1 ５着，垂水Ｓ，etc.

マコトキンギン（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，カーネーションＣ３着
シャイニングスルー（02牝 スペシャルウィーク）１勝，湯浜特別３着
ダイバーシティ（05� ジャングルポケット）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐Jpn3 ３

着，湾岸Ｓ，晩秋特別，etc.，障害１勝
ハッピーパレード（06牝 ネオユニヴァース）４勝，ｔｖｋ賞，中京スポーツ杯２着，

檜原湖特別２着，etc.

４代母 メインプロスペクトMain Prospect（79 USA鹿 Mr. Prospector）USA２勝，
Miss Autumn S
［孫］ ビルヒニアフィッツ Virginia Fitz（99 牝 Fitzcarraldo）ARG４勝，ラモ

ンビアウス賞‐G2，P. Juan Pedro Artigas‐L，ＣＥジュヴェナイ
ルフィリーズ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308
生 産 牧 場： ㈲高橋ファーム
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

164 チャリシー２０２１ �・鹿 ２／２４

＊

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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlチャリシー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ブリガドーン鹿 2012 ＊メインスルー

8c
Danzig S5×M5

価格： 購買者：



母 チャームラブ（03鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（11）〕
タマモベルモット（10牡鹿 ゼンノロブロイ）１勝，��１勝���１勝・７勝
ユキノドリーム（14牡鹿 スペシャルウィーク）入着４回，�２勝
テイエムガーネット（20牝栗 ＊アジアエクスプレス）�未出走

２代母 ＊ラブソーリー（94 GB鹿 ＊ウォーニング）出走
タマモダンディ（01� タマモクロス）１勝，津田沼特別，�１勝
ミラクルコンサート（02牝 フジキセキ）１勝
チャームキャップ（05牝 ＊キャプテンスティーヴ）３勝

タマモシルクハット（13牡 ＊ケイムホーム）２勝
タマモキャペリン（16牝 ＊ダンカーク）２勝

３代母 ＊ソワレ（89 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，Radley S‐L，愛メイ
トロンＳ‐G3 ２着，Main Reef S‐L ２着，ネルグウィンＳ‐G3 ３着

４代母 セミナー Seminar（72 GB栗 ＊ドン）GB・USA４勝，Acorn S
［子］ ソーラボーイ Solaboy（79牡 The Minstrel）GB１勝，Salisbury Cha

mpagne S，種牡馬
スイートアデレイド Sweet Adelaide（83 牝 The Minstrel）GB・IRE・
SAF２勝，愛ナショナルＳ‐G1 ３着，Tibouchina S‐L ３着

デルタワンDelta One（91� ＊デインヒル）GB・FR・GER・UAE４勝，
P. de Tourgeville‐L ２着

ニューコンスティチューションNew Constitution（85牡 The Minstrel）
GB・ITY13 勝，オメノーニ賞‐G3 ３着，P. Bersaglio‐L ３着，
種牡馬

［曾孫］ イーズザットライト Izzthatright（12� Moss Vale）�GB・QAT24勝，
Ripon Champion 2‐Y‐O Trophy‐L

５代母 ソーラーエコー Solar Echo（57 GB鹿 Solar Slipper）IRE 出走
［子］ ボールドボーイ Boldboy（70� Bold Lad）GB・FR14 勝，ヘイドックス

プリントＣ‐G2，ロッキンジＳ‐G2，ダイアデムＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 対馬 正＝新冠町若園 �0146-49-5477
生 産 牧 場： 対馬 正
飼 養 者： 対馬 正＝新冠町若園 �0146-49-5477

165 チャームラブ２０２１ �・鹿 ５／ 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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandチャームラブ
＊

＊ウォーニング

��
��
�ラブソーリー鹿 2003 ＊ソワレ

8c
Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 トーコーヴィーナス（12栗 ＊クロフネ）�11 勝�３勝�１勝��入着３回，Ｌプレ
リュード‐Jpn2 ２着，ロジータ記念（Ｄ2100）２着，桜花賞（Ｄ1600）２着，秋桜
賞（Ｄ1400），読売レディス杯（Ｄ1500），etc.，ＮＡＲ優古牝
〔産駒馬名登録数：１〕
ロハ（20牝鹿 ＊ハービンジャー）�未出走

２代母 ホーネットピアス（94青鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，桜花賞‐Jpn1 ３着，
隅田川特別，早春賞２着，ＳＴＶ杯３着，館山特別３着
ハニーハント（01牝 ＊エンドスウィープ）３勝，茨城新聞杯３着
ホーネットアーミー（02� ＊エリシオ）２勝
コンノート（08牡 キングカメハメハ）５勝，関越Ｓ‐L ２着，柳都Ｓ，横手特別，丹

沢Ｓ２着
ペプチドヒノトリ（09牝 ＊クロフネ）１勝

ペプチドオーキッド（15牡 ＊ワークフォース）３勝，寒狭川特別，生田特別２着，
三条特別２着

ペプチドフシチョウ（16牝 ルーラーシップ）３勝，四国新聞杯
セキショウ（10牝 ＊シンボリクリスエス）５勝，紫苑Ｓ‐LR，日本海Ｓ，山中湖特別，

ミモザ賞，甲斐路Ｓ２着，etc.
トロワマルス（17牝 ＊キングズベスト）３勝，飯豊特別

クリノフラッシュ（15牝 エイシンフラッシュ）�４勝，遠州灘Ｓ，春待月賞，高山
特別，西日本スポーツ杯２着，桜島Ｓ２着，etc.

３代母 ダイナシユート（82栗 ＊ノーザンテースト）４勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，七夕
賞‐Jpn3，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，京王杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，北九州記念
‐Jpn3 ２着，etc.
マストビーラヴド（93牝 ＊サンデーサイレンス）出走

ラインクラフト（02牝 ＊エンドスウィープ）６勝，桜花賞‐Jpn1，ＮＨＫマイル
Ｃ‐Jpn1，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，etc.

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

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

販売申込者・所有者： 森田 藤治＝大阪府吹田市 �06-6382-7776
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

166 トーコーヴィーナス２０２１ �・栗 ４／ ６

＊

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュートーコーヴィーナス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ホーネットピアス栗 2012 ダイナシユート

＊フアンシミン 9f
Halo M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ツヴィンガー（13栗 スクリーンヒーロー）�４勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊プアプー（98 GER鹿 Dashing Blade）FR・GER・USA３勝，イエルバブエ
ナＢＣＨ‐G3，Grosser Stutenpreis Der Stadt Krefeld‐L，P. von Dahlwitz
‐L，ビヴァリーヒルズＨ‐G1 ２着，ドイツヘロルト賞‐G3 ３着，etc.
カレンアンプルール（04牡 War Chant）�２勝
プレイリーウインド（05牝 アグネスタキオン）不出走

ランペイジ（12牡 ＊ケイムホーム）��１勝�
パドルシフト（16牡 ショウナンカンプ）�１勝

アルメーリヒ（07牝 ネオユニヴァース）１勝
タイタニウム（12牡 メイショウサムソン）１勝，SIN１勝
アルメリアブルーム（14牝 ドリームジャーニー）５勝，愛知杯‐G3 ２着，忘れ

な草賞‐LR ２着，大原Ｓ，西海賞，御室特別，etc.
ターフェルムジーク（15牝 ＊ノヴェリスト）２勝，かもめ島特別２着，松前特別

２着，支笏湖特別３着，２０１９ＷＡＳＪ第４戦３着，奥尻特別３着
オーシャンブルー（08牡 ステイゴールド）７勝，金鯱賞‐G2，中山金杯‐G3，有馬

記念‐G1 ２着，大原Ｓ，西部スポニチ賞，etc.，種牡馬

３代母 プレインズインディアン Plains Indian（91 GB鹿 ＊ダンシングブレーヴ）不出走
プレインターラPlaintarra（96 牝 Dashing Blade）SWI１勝

ステイアナザーデイ Stay Another Day（04牝 Iron Mask）FR・GER７勝
パッセPassei（08 牝 Panis）FR４勝

プルデッセPoule d'Essai（03 牝 Dashing Blade）GER１勝
ポロ Polo（10� Sholokhov）FR・GER６勝

パタノスPatanos（08� Lord of England）FR・GER・SWI10 勝

４代母 プレイリーヴィーナス Prairie Venus（85 GER栗 Surumu）GER４勝，ルー
ドヴィッヒゲーベルス記念‐G3，ノイス牝馬賞‐G3，Schloss Roland‐Stutenpr
eis‐L，独オークス‐G2 ３着，独１０００ギニー‐G2 ３着，etc.
［孫］ パシフィックウィングズ Pacific Wings（00 牝 In TheWings）GER１

勝，Kolner Steher‐Preis‐L ２着，Grosser Stutenpreis Renaul
t Nissan‐L ３着

販売申込者・所有者： 荒谷 輝和＝新ひだか町静内西川 �090-3390-1921
生 産 牧 場： 荒谷 輝和
飼 養 者： ㈱ニシケン牧場＝新ひだか町三石鳧舞 �0146-49-2132

167 ツヴィンガー２０２１ 牡・鹿 ２／２０

＊

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

＊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ツヴィンガー
＊ Dashing Blade

��
��
�プアプー栗 2013 Plains Indian

1e
Danzig S3×M5 Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 パッシオーネ（10栗 ゼンノロブロイ）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（17）〕
コンパッシオーネ（14牡栗 ＊クロフネ）��３勝
リモ（15牝栗 ＊カジノドライヴ）�２勝
ジュンケンジー（16�栗 ＊アイルハヴアナザー）��入着３回��１勝�10 勝
ルリーナ（17牝鹿 ルーラーシップ）�１勝
エアリーナ（19牝鹿 ルーラーシップ）���出走
キタノグリエル（20牡鹿 ザサンデーフサイチ）�出走

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

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

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈱ＭＫアセット＝東京都港区 �090-8892-6144
生 産 牧 場： 能登 浩
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

168 パッシオーネ２０２１ �・黒鹿 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダンスインザダーク

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ダンシングキイザサンデーフサイチ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ黒鹿 2004 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルパッシオーネ ＊トニービン

��
��
�カーリーパッション栗 2010 ダイナカール

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



母 パワーオブフェイス（01栗 ＊オジジアン）不出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），海外－１（１），地方－８（25）〕
ブロスオブアボーイ（06牡鹿 ＊コマンダーインチーフ）��２勝
サンライズストーン（07牡栗 マーベラスサンデー）�３勝
リアリーザワールド（08牡黒鹿 ネオユニヴァース）��２勝�２勝，夏至賞
（Ｄ1400），初夏賞（Ｄ1400）２着

サーカスタウン（09牡栗 フジキセキ）１勝，�３勝�
サウザンドエース（11牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，�３勝�２勝�入着
オリオンコマチ（12牝黒鹿 ＊マイネルラヴ）�１勝�１勝��１勝�１勝�入着３回
ブラックサンダーBlack Thunder（13 牝黒鹿 ブラックタイド）SIN１勝
バットウタイ（17牡鹿 パドトロワ）�１勝�１勝
パワフルスパート（18牡栗 ＊シニスターミニスター）�２勝
パワーエンブレム（19牡鹿 イスラボニータ）	１勝

２代母 パワーシーダー（81栗 ＊ノーザリー）５勝，中京記念‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2
３着，ＣＢＣ賞‐Jpn3 ３着，北山特別，はなのき賞，etc.
ヴァイスシーダー（88牡 ＊メンデス）３勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，バイオレ

ットＳ‐OP
セレサシーダー（89牝 サクラシヨウリ）出走

ソニックベロシティ（03牡 フサイチソニック）１勝，萌黄賞３着
ルシールシーダー（90牝 ＊クリスタルグリツターズ）５勝，奥多摩Ｓ，御嶽特別，越

後特別，穂高特別２着，都大路Ｓ３着，etc.
ホシスコープ（97
 ＊オジジアン）５勝，鏑矢特別，淀屋橋Ｓ２着，初風特別２

着，栃尾特別２着，疾風特別２着
サミーミラクル（00牡 ＊アフリート）６勝，マーチＳ‐Jpn3 ２着，ガーネットＳ

‐Jpn3 ３着，マーガレットＳ‐L ３着，アクアラインＳ，ドンカスターＣ，etc.
シーダーアラジ（99牝 ＊アラジ）出走

スターボード（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，銀嶺Ｓ，ポインセチ
ア賞２着，��２勝�入着５回��，東京スプリント‐Jpn3 ３着，船橋
記念３着，園田ＦＣスプリント２着

３代母 フジノサンコー（70鹿 ＊バーボンプリンス）不出走

販売申込者・所有者： ㈲増本牧場＝新ひだか町静内浦和 �090-9512-5262
生 産 牧 場： ㈲増本牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

169 パワーオブフェイス２０２１ �・鹿 ５／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ ニホンピロウイナー

��
��
�フラワーパーク鹿 2009 ノーザンフラワー

＊ Damascus

�
�
�
�
�

��
��

�オジジアン Gonfalonパワーオブフェイス ＊ノーザリー

��
��
�パワーシーダー栗 2001 フジノサンコー

＊ロゼツタ 13a
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ピジョンレッド（14鹿 ＊キングズベスト）�２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 レッドアゲート（05黒鹿 マンハッタンカフェ）２勝，フローラＳ‐Jpn2，日
経新春杯‐G2 ３着，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，紫苑Ｓ‐L ３着
ノワールギャルソン（12牡 アドマイヤムーン）３勝，障害４勝
ピンクアゲート（13牝 ＊ワークフォース）１勝
レッドジェニアル（16� キングカメハメハ）�２勝，京都新聞杯‐G2，鳴尾記念

‐G3 ３着
スピードソルジャー（19牡 ＊ドレフォン）�１勝

３代母 セカンドチャンス（97栗 ＊スキャン）入着

４代母 ベツプイチバン（78栗 ＊シーホーク）２勝
［子］ テイエムメガトン（94牡 ＊スキャン）３勝，�１勝�１勝���入着３回，

ダービーＧＰ‐Jpn1，グランシャリオＣ‐Jpn3，川崎記念‐Jpn1
２着，etc.

リネンツバサ（93牡 ＊プルラリズム）３勝，３歳抽せん馬特別，障害１勝
［孫］ ホクセツキング（96� ＊モガンボ）７勝，トパーズＳ‐OP，花園Ｓ，阿蘇

Ｓ，etc.
［曾孫］ スーパーヴィグラス（06� ＊サウスヴィグラス）��５勝�２勝�，アフ

ター５スター賞３着，京浜盃３着，岩鷲賞
テイエムニコニコ（02牝 ＊サンシャック）	２勝
入着，ル・プランタン
賞２着

５代母 トーエイプリンセス（73青 ＊ネヴアービート）出走
［子］ モンテグロリー（79牡 ＊フロリバンダ）４勝，クローバー賞

シャープホーラー（82牡 タイテエム）３勝，揖斐川特別
［孫］ ロングタイリン（88牝 ＊ワツスルタツチ）３勝，竜飛崎特別，和布刈特別

２着，大沼Ｓ２着，etc.
エイユーヴィーナス（93牝 ＊スキャン）３勝，登別特別，木古内特別２着
コウエイチャペル（87牝 ＊サイドチヤペル）３勝，岩谷特別２着
サファリタッチ（94牡 ＊ワツスルタツチ）�９勝，青山記念２着

販売申込者・所有者： ㈲ディアレストクラブ＝浦河町姉茶 �0146-28-1717
生 産 牧 場： ㈲ディアレストクラブ
飼 養 者： ㈲ディアレストクラブイースト＝浦河町西舎 �0146-28-1717

170 ピジョンレッド２０２１ �・鹿 ５／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaピジョンレッド マンハッタンカフェ

��
��
�レッドアゲート鹿 2014 セカンドチャンス

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M4×M5 Miesque S4×M4

価格： 購買者：



母 フェータルイヴ（16黒鹿 ＊ノヴェリスト）入着２回
初仔

２代母 フェータルローズ（09栗 タニノギムレット）３勝，太宰府特別，野分特別２着，
西海賞３着，三木特別３着
テンハッピーローズ（18牝 エピファネイア）�４勝，アルテミスＳ‐G3 ３着，フリ

ーウェイＳ，新発田城特別，晩春Ｓ２着，六甲アイランドＳ２着，etc.

３代母 プリムローズイヴ（00鹿 ＊サンデーサイレンス）入着，�１勝
プリムラブルガリス（10牡 ＊フレンチデピュティ）５勝，豊明Ｓ（２回），皆生特別，

白梅賞２着，etc.，�３勝

４代母 ＊オエノセラ（90 IRE栗 Night Shift）FR・IRE・GER３勝，Robert Pferdmeng
es‐Rennen‐L，ノイス牝馬賞‐G3 ２着，P. de la Pepiniere‐L ３着
［子］ サンドロップ Sundrop（01牝 ＊サンデーサイレンス）GB・USA４勝，プリン

セスエリザベスＳ‐G3，カーディナルＨ‐G3，Severals S‐L，etc.
ユノブラウニー（98牝 ＊ブライアンズタイム）５勝，三面川特別，たけの
こ賞３着

マチカネツキガタ（97牡 Machiavellian）２勝，両津湾特別３着
［孫］ サマーセント（16牝 ＊ハービンジャー）４勝，マーメイドＳ‐G3，北大路

特別，下鴨Ｓ３着
ストームダメージ Storm Damage（18� Night of Thunder）GB・UAE５
勝，Business Bay Challenge‐L，ゴドルフィンマイル‐G2 ３着

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

ネイチャ－ズカラーズNature's Colors（16 牡 Poet's Voice）�FR４勝，
P. Altipan‐L

サンレーン（10牝 Oasis Dream）５勝，越後Ｓ，香嵐渓特別，大阪スポ
ーツ杯２着，etc.

ピューター（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，立夏Ｓ
［曾孫］ クワイエトタイムズQuiet Times（17 牝 Reliable Man）�FR・UAE２

勝，P. Montenica‐L，P. Miss Satamixa‐L ２着

販売申込者・所有者： 社台ファーム＝千葉県富里市 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

171 フェータルイヴ２０２１ �・黒鹿 ２／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアトーセンラー
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア黒鹿 2008 Dance Image

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonフェータルイヴ タニノギムレット

��
��
�フェータルローズ黒鹿 2016 プリムローズイヴ

＊オエノセラ 2f
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×S5 Night Shift M5×M5

価格： 購買者：



母 サクラコフレドール（08鹿 ＊ロックオブジブラルタル）�出走
〔産駒馬名登録数：１〕
サンアルフィー（20牝栗 ＊アポロキングダム）�未出走

２代母 サクラセレブレイト（96鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，スイートピーＳ‐OP
２着，胡蝶蘭賞２着
サクラヴェローチェ（04� ウイングアロー）�２勝�３勝
サクラハイグレード（09� ＊グラスワンダー）�２勝
サクラフラムドール（10牡 ＊グラスワンダー）�１勝�入着

３代母 サクラハツユキ（80鹿 ＊パーソロン）５勝，エリザベス女王杯４着，薫風特別，
漁火特別，晩秋特別，スイートピー賞
サクラヒラメキ（87牝 ＊ノーザンテースト）２勝

サクラセンチュリー（00牡 サクラローレル）７勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，日経
新春杯‐Jpn2，鳴尾記念‐Jpn3，etc.

サクラチャイム（89牝 サクラユタカオー）２勝，桃花賞
サクラブーケ（95牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，紅葉特別３着
サクラミモザ（06牝 ＊ティンバーカントリー）３勝，チューリップ賞‐Jpn3
２着，春雷Ｓ‐L ３着，福島民友Ｃ‐L ３着，etc.

サクラリズムオー（90牡 サクラユタカオー）１勝，奥只見特別２着，�１勝�	
サクラエイコウオー（91牡 マルゼンスキー）５勝，弥生賞‐Jpn2，七夕賞‐Jpn3，

京成杯‐Jpn3 ３着，etc.
サクラケイザンオー（93牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，セントライト記念‐Jpn2

２着，菊花賞‐Jpn1 ４着，銚子特別，etc.，種牡馬
サクラアカツキ（95牝 ＊コマンダーインチーフ）６勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，タ

ーコイズＳ‐OP，ユートピアＳ，etc.
サクラデインヒル（97� ＊デインヒル）５勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着，ポプラ特別，千倉

特別，etc.

４代母 サクラジヨオー（70黒鹿 Alcide）３勝，芙蓉Ｓ‐OP，野島崎特別
［子］ サクラセカイオー（89牡 サクラユタカオー）５勝，エプソムＣ‐Jpn3，Ｎ

ＨＫ杯‐Jpn2 ３着，弥生賞‐Jpn2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121
生 産 牧 場： ㈲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

172 サクラコフレドール２０２１ �・鹿 ５／１４
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモサクラゼウス

＊ Seattle Slew

��
��
�サクラブラッサム鹿 2004 Aly Sangue

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�ロックオブジブラルタル Offshore Boomサクラコフレドール ＊サンデーサイレンス

��
��
�サクラセレブレイト鹿 2008 サクラハツユキ

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

価格： 購買者：



母 スイートエルドール（12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：中央－１（１）〕
ローザマローネ（18牝栗 ドゥラメンテ）��出走
エイミーバローズ（19牝栗 ドゥラメンテ）�１勝

２代母 ＊クロカミ（93 IRE 青鹿 Caerleon）７勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，京王杯オータム
Ｈ‐Jpn3，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着（２回），東京新聞杯‐Jpn3 ３着，韓国馬事会
杯‐OP，etc.
クロウキャニオン（02牝 ＊フレンチデピュティ）１勝，�入着，兵庫ジュニアＧＰ

‐Jpn3 ３着
キラウエア（07牡 キングカメハメハ）５勝，昇竜Ｓ‐OP ２着，灘Ｓ，柳都Ｓ２

着，西脇特別２着，ＴＶＱ杯２着，etc.
ボレアス（08牡 ディープインパクト）３勝，レパードＳ‐G3，ユニコーンＳ

‐G3 ３着，いぶき賞‐OP ２着，etc.，��入着２回�，ジャパンＤダー
ビー‐Jpn1 ２着，浦和記念‐Jpn2 ３着

マウントシャスタ（09牡 ディープインパクト）４勝，神戸新聞杯‐G2 ３着，毎日
杯‐G3 ２着，大阪城Ｓ‐L ２着，宝塚記念‐G1 ５着，白百合Ｓ‐OP，etc.

カミノタサハラ（10牡 ディープインパクト）３勝，弥生賞‐G2，ホープフルＳ
‐LR ３着，皐月賞‐G1 ４着

ベルキャニオン（11牡 ディープインパクト）３勝，プリンシパルＳ‐LR，共同通信
杯‐G3 ２着，ホープフルＳ‐LR ２着，キャピタルＳ‐L ３着，湘南Ｓ，etc.

ラベンダーヴァレイ（13牝 ディープインパクト）４勝，チューリップ賞‐G3 ３
着，鳥羽特別，佐世保Ｓ２着，水無月Ｓ２着，淀屋橋Ｓ２着，etc.

ストーンリッジ（17牡 ディープインパクト）�２勝，きさらぎ賞‐G3 ２着，水
無月Ｓ，トリトンＳ２着，新春Ｓ３着

ヨーホーレイク（18牡 ディープインパクト）�３勝，日経新春杯‐G2，ホープ
フルＳ‐G1 ３着，きさらぎ賞‐G3 ２着，皐月賞‐G1 ５着，紫菊賞

ダンテスヴュー（19牡 キングカメハメハ）�１勝，きさらぎ賞‐G3 ２着
カレンスターボーイ（03牡 アグネスタキオン）１勝
チトニア（14牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，神奈川新聞杯，マカオＪＣＴ，三年坂

特別３着

３代母 ＊ミルド（86 USA黒鹿 Desert Wine）FR２勝，P. La Sorellina‐L

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

173 スイートエルドール２０２１ 牡・栗 ３／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandスイートエルドール
＊ Caerleon

��
��
�クロカミ栗 2012 ＊ミルド

4n
Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ディープビヨンド（12黒鹿 ディープインパクト）�１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
カシマユウミヒメ（18牝鹿 ホッコータルマエ）��１勝

２代母 カシマフラワー（02鹿 ＊ヘクタープロテクター）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3
３着，函館２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，すずらん賞‐OP，飛騨Ｓ３着，�１勝，エーデル
ワイス賞‐Jpn3
カシマフェニックス（11� ゴールドアリュール）�６勝
コトブキエース（13牡 ヴァーミリアン）�６勝
アムネシア（14牝 ＊キンシャサノキセキ）�３勝��１勝，ハヤテスプリント２着
アイアンフィスト Iron Fist（15� ナカヤマフェスタ）�SIN１勝
アールランペイジ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，立待岬特別３着

３代母 フラワーブリーズ（92鹿 ＊フェアジャッジメント）��３勝�，関東オークス
２着，東京３歳優駿牝馬３着
ラッキーシーズ（01牝 ＊カコイーシーズ）�３勝

ラッキーガーデン（07牝 シックスセンス）�６勝，コウノトリ賞２着
ポムショコラ（12牝 ヴァーミリアン）�５勝，兵庫若駒賞２着，園田クイーン

セレクション３着
ヒサクィーン（03牝 アグネスタキオン）１勝

アスターウィング（08牡 ＊クリストワイニング）１勝，ドラセナ賞２着
ベルモンタージュ（08牝 ＊アフリート）��１勝

ネクサスエッジ（17牝 メイショウボーラー）���２勝�１勝	２勝�１勝，
加賀友禅賞３着

エフティチャーミー（10牝 ブラックタイド）１勝，ダリア賞‐OP ２着
クナウ（13牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，ダリア賞‐OP ２着，サフラン賞２着

４代母 ノーザンフエロー（84鹿 ＊ノーザンアンサー）不出走
［子］ スノードラゴン（93牡 ＊スルーザドラゴン）�２勝，ヤングＣｈＣ３着

５代母 エリモローズ（67栃栗 ＊チヤイナロツク）５勝，ビクトリアＣ２着，京都牝馬
特別２着，松籟Ｓ，北斗賞

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

174 ディープビヨンド２０２１ 牡・鹿 ５／２９

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your Heelsゴールデンバローズ

＊ Mayakovsky

��
��
�マザーロシアUSA 栗 2012 Still Secret

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアディープビヨンド ＊ヘクタープロテクター

��
��
�カシマフラワー黒鹿 2012 フラワーブリーズ

＊ビユーチフルドリーマー 12
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ディーズハイエンド（16栗 ダイワメジャー）出走
初仔

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

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

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

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

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

イントゥザストーム（09牝 ディープインパクト）３勝，伊万里特別，志摩特別３着
ブラスロック（13牡 ブラックタイド）１勝
バリンジャー（14� ステイゴールド）１勝，喜多方特別３着，燕特別３着

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

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

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

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

アフットステップアウェイA Footstep Away（04牝 Giant's Causeway）不出走
トゥーサーティファイヴ Two Thirty Five（14� Stay Thirsty）�USA11 勝，

Harry F. Brubaker S，サンパスカルＳ‐G2 ２着，Comma To the
Top S２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

175 ディーズハイエンド２０２１ �・栗 ４／１６
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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケディーズハイエンド
＊ Storm Cat

��
��
�バイユーストーム栗 2016 At the Half

8h
ノーザンテースト S4×M4 Mr. Prospector S4×M5
Northern Dancer S5×S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 デアリングヴェスタ（16鹿 ＊パイロ）出走
初仔

２代母 ＊デアリングヴァース（93 USA栗 Opening Verse）USA出走
キャンディヴァースCandy Verse（99 牝 Candy Stripes）USA６勝
テキーラムーンTequilla Moon（00� Peaks and Valleys）USA７勝
＊ジンクライシス（01牡 Subordination）４勝，ジャパンＣダート‐Jpn1 ３着，エル

ムＳ‐Jpn3 ２着（２回），平安Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.，�３勝�入着，マイルＣ
ｈＳ南部杯‐Jpn1 ３着，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2 ３着，etc.

パトリオツサンダーPatriot's Thunder（02� ＊サンダーガルチ）USA３勝
ヒミノオオタカ（10牡 ＊クロフネ）３勝，大雪Ｈ，�１勝�２勝��
カネトシタシナミ（11牝 ＊クロフネ）入着３回，�２勝��
セイウンアサヒ（12牡 ＊パイロ）��３勝�１勝�３勝
ヒロイックサーガ（13� ＊パイロ）��８勝�４勝�

３代母 パワービダー Power Bidder（87 USA鹿 Lines of Power）USA５勝，Sp
ectacular H‐L，Jam N Jellie H

４代母 デアリングビダーDaring Bidder（82 USA黒鹿 Bold Bidder）不出走
［子］ イライザ Eliza（90 牝 Mt. Livermore）USA５勝，サンタアニタオークス

‐G1，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1，アルシバイアディズＳ‐G2，etc.
ディナールDinard（88牡 Strawberry Road）USA４勝，サンタアニタ
ダービー‐G1，サンラファエルＳ‐G2，Los Feliz S‐R，etc.

［孫］ スペイシートレイシー Spacy Tracy（05牝 Awesome Again）USA６勝，
トップフライトＨ‐G2，Justakiss S

ランイット Run It（06 牡 Cherokee Run）USA９勝，バークリーＳ‐G3，
Alcatraz S‐L，Alamedan H，種牡馬

サミュエルモールス Samuel Morse（08 牡 Danehill Dancer）GB・IRE
・HKG６勝，Marble Hill S‐L，レイルウェイＳ‐G2 ２着，愛フ
ュチュリティＳ‐G2 ３着，etc.

［曾孫］ ダイアルドインDialed In（08牡 Mineshaft）USA３勝，フロリダダービ
ー‐G1，ホーリーブルＳ‐G3，種牡馬

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

176 デアリングヴェスタ２０２１ 牡・黒鹿 ２／１６
＊ 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

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionデアリングヴェスタ
＊ Opening Verse

��
��
�デアリングヴァース鹿 2016 Power Bidder

37
Mr. Prospector S3×M5 Raise a Native S4×M5 Nashua S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ディヴィナライン（15栗 オルフェーヴル）入着
初仔

２代母 ＊フラライン（05 USA栗 Distorted Humor）入着
ピンクベリーニ（11牝 フジキセキ）１勝
キララアモーレ（16牝 ＊ヘニーヒューズ）１勝
オーバーリミット（17牡 キングカメハメハ）１勝，��未出走�２勝

３代母 コールミーグラニーCall Me Granny（92 USA鹿 Slew City Slew）USA５勝

４代母 グラニーコーリングGranny Calling（84 USA鹿 Blade）USA６勝，Win
dy City S‐R ３着
［子］ グレイシャスグラニーGracious Granny（91牝 Lost Code）USA10 勝，

Chou Croute H‐L，Wilma C. Kennedy S‐L，Dahlia S，etc.
［孫］ ＊オリジナルスピンⅡ（03牝 Distorted Humor）USA２勝，アーリントン

ワシントンラッシーＳ‐G3，テストＳ‐G1 ２着，ＢＣジュヴェナイ
ルフィリーズ‐G1 ３着

ヒューマーアットラスト Humor At Last（02� Distorted Humor）US
A８勝，Tex's Zing S‐R，Sun Power S‐R，ケンタッキーＣス
プリントＳ‐G3 ２着，etc.

ラストグランスタンディング Last Gran Standing（03� Distorted Humor）
USA・CAN８勝，Sun Power S‐R，Zen S‐R ２着，Illinoi
s Futurity‐R ２着，etc.

グラニーズプライドGranny's Pride（01 牝 Broad Brush）USA４勝，
Pan Zareta S２着

ラストディマンド Last Demand（06� Home at Last）USA４勝，Ill
inois Futurity‐R ２着

［曾孫］ スペシャルリザーヴ Special Reserve（16� Midshipman）�USA９勝，
フィーニクスＳ‐G2，‐G3，Senator Robert C. Byrd Memorial S
，etc.

ウノマスモデロUnoMas Modelo（13� Macho Uno）USA10 勝，B
et On Sunshine S

販売申込者・所有者： ㈱吉澤ステーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1696
生 産 牧 場： ㈲信岡牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

177 ディヴィナライン２０２１ 牡・芦 ３／１５

＊

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

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�オルフェーヴル オリエンタルアートディヴィナライン
＊ Distorted Humor

��
��
�フラライン栗 2015 Call Me Granny

2o
サンデーサイレンス S3×M4 Seattle Slew S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 デザイナー（13鹿 スウィフトカレント）�出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ロイヤルウィーブ（18牡鹿 パドトロワ）��４勝
ノンチャン（19牡栗 ＊ヘニーハウンド）��１勝
サラサンサンサン（20牝黒鹿 パドトロワ）��出走

２代母 マサプラーナ（99黒鹿 ＊ピルサドスキー）�入着
ショウブアロー（03牝 マヤノトップガン）��４勝
キョウエイコマンダ（04牡 スエヒロコマンダー）��１勝
アンサーザベル（05� ＊ディアブロ）��８勝
ムツミクロフネ（09牝 ＊クロフネ）�３勝

３代母 ＊フィトゥーン（85 GB黒鹿 Shareef Dancer）不出走
チュンシンバンブー（92牝 ＊クリスタルグリツターズ）４勝，有明特別，神奈川新聞

杯，あじさい賞，etc.

４代母 エイヴァム Avum（73 USA黒鹿 Umbrella Fella）USA10 勝，Nellie Mors
e H，バーバラフリッチーＨ‐G3 ２着，Alma North H２着，All Brandy H
‐R ２着，Conniver H‐R ３着，etc.
［子］ ミネアップルMinneapple（82 牡 Riverman）USA14 勝，セミノールＨ

‐G2，Big RedMile H‐L，Nebraska Racing Hall of Fame S，etc.，
種牡馬

バロネスディレクト Baroness Direct（81 牝 Blushing Groom）USA７
勝，ラスフローレスＨ‐G3，テンプテドＳ‐G3 ２着，Monrovia H
‐L ２着，etc.

リファーズプリンセス Lyphard's Princess（80 牝 Lyphard）FR・USA４
勝，P. de l'Obelisque，セーネオワーズ賞‐G3 ２着，P. de Cag
ny‐L ２着，etc.

［孫］ プライヴェトマン Private Man（88牡 Private Account）USA４勝，オ
ハイオダービー‐G2，ジャージーダービー‐G2 ３着，種牡馬

アラカルト A La Carte（92 牝 Caerleon）GB２勝，October S‐L，
Atalanta Mile S‐L ３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

178 デザイナー２０２１ 牡・黒鹿 ５／１４

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your Heelsゴールデンバローズ

＊ Mayakovsky

��
��
�マザーロシアUSA 栗 2012 Still Secret

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スウィフトカレント ＊ホワイトウォーターアフェアデザイナー ＊ピルサドスキー

��
��
�マサプラーナ鹿 2013 ＊フィトゥーン

1l
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ティアドロップス（97黒鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
〔産駒馬名登録数：15，勝馬（勝鞍）数：中央－９（25），地方－７（27）〕
ノギノマサムネ（02牡青 ＊ブロッコ）��１勝
オペラテンシ（03牝栗 ＊オペラハウス）�１勝��６勝�
ダイワデリンジャー（04牡栗 ダイワテキサス）��７勝�
トーホウロサード（05牝黒鹿 トーホウエンペラー）１勝
トップクリフォード（06牡黒鹿 ジャングルポケット）２勝，すみれＳ‐OP
（芝 2200），三田特別（芝 2200）２着

シルクアーネスト（07牡栗 ＊グラスワンダー）６勝，福島ＴＶＯＰ‐L（芝 1800），キ
ャピタルＳ‐L（芝 1600）２着，谷川岳Ｓ‐L（芝 1600）３着，カシオペアＳ‐L
（芝 1800）３着，湘南Ｓ（芝 1600），みらい賞（芝 1600），ＳＴＶ杯（芝 1800），
恵山特別（芝 1800），etc.，�３勝，秋嶺賞（芝 1700），ＯＲＯＣ（芝 1700）

マイネルラクリマ（08牡栗 ＊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，福島民報杯‐L（芝 2000），エプソムＣ‐G3 ２着，福島記
念‐G3 ２着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ２着，新潟２歳Ｓ‐G3 ２着，都大
路Ｓ‐L（芝 1800）２着，七夕賞‐G3 ３着，etc.

ナムラショウリ（10牡鹿 キングカメハメハ）２勝
ナムラヒラリー（11牝青鹿 ＊クロフネ）２勝
ロードセレリティ（13牡鹿 キングカメハメハ）２勝，朱雀Ｓ（芝 1400），南総Ｓ
（芝 1200）２着，山城Ｓ（芝 1200）３着，サンライズＳ（芝 1200）３着，��２勝

ゲンパチカイナル（15牡鹿 キングカメハメハ）２勝，猪苗代特別（Ｄ1700）３着，
��４勝��入着

ナックレジェンド（18牡鹿 ＊マクフィ）���３勝
ナックドロップス（19牝鹿 ＊ザファクター）�２勝

２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
アイアンブリッジ（98牝 ＊トニービン）	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

ホシエコー（01牡 ダンスインザダーク）１勝，
６勝

３代母 ダイナスワツプス（79鹿 ＊ノーザンテースト）３勝

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

179 ティアドロップス２０２１ �・青鹿 ４／２０

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellティアドロップス ニホンピロウイナー

��
��
�パイナップルスター黒鹿 1997 ダイナスワツプス

＊サニースワツプス A4
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 テンザンアモーレ（02青鹿 ＊タイキシャトル）２勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：地方－５（39）〕
アギャント（10牝鹿 ＊フレンチデピュティ）入着２回，�２勝�１勝�入着
ピアッジーネ（11牝栗 サクラバクシンオー）�２勝
マナマナ（14牝青鹿 ＊タートルボウル）��８勝
シガーヲスウオトコ（15牡栗 ＊アグネスデジタル）����１勝・11勝
アビゲイル（16牝黒鹿 トーセンジョーダン）��12 勝�２勝
ラインクロッカス（20牝青鹿 レッドファルクス）�地方未出走

２代母 ＊テンザンストーム（94 USA鹿 Storm Cat）４勝，菩提樹Ｓ‐OP，宇治川特別，
あやめ賞，メルボルンＴ２着，鳥羽特別２着
エアラホーヤ（03牝 ＊ボストンハーバー）１勝

マジェスティハーツ（10牡 ハーツクライ）３勝，神戸新聞杯‐G2 ２着，関屋記
念‐G3 ２着，鳴尾記念‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3 ２着，大阪―ハンブ
ルクＣ‐L ２着，etc.，障害１勝

ラホーヤビーチ（12牝 ＊タイキシャトル）３勝，河北新報杯，潮騒特別２着，Ｕ
ＨＢ杯２着

ラプタス（16� ディープブリランテ）�５勝，	１勝�２勝�１勝
入着２回
��，サマーＣｈ‐Jpn3，かきつばた記念‐Jpn3（２回），黒船賞‐Jpn3，
兵庫ゴールドＴ‐Jpn3 ２着，かきつばた記念‐Jpn3 ３着，etc.

メイショウボンハオ（05牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，伊丹Ｓ２着，河原町Ｓ２着，
シャングリラ賞２着，なでしこ賞３着

ストームツイスター（06牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝
センショウユウト（15牡 ＊キンシャサノキセキ）４勝，アクアマリンＳ，五色沼

特別，みちのくＳ２着，ＳＴＶ杯２着，巌流島Ｓ３着，etc.
シシャモオージ（11牡 ＊タイキシャトル）１勝，すずらん賞‐OP ３着
メイショウボノム（12牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，西部日刊スポーツ杯２着

３代母 リズミカル Rythmical（85 USA鹿 Fappiano）USA５勝，Newtown S‐R
ギルダーGilder（91� Smile）USA11 勝，Robert F. Carey Memorial H‐L ２着
カポーティベル Capote Belle（93 牝 Capote）USA９勝，テストＳ‐G1，プライ

オレスＳ‐G2，ヒューマナディスタフＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415
生 産 牧 場： ㈲藤原牧場
飼 養 者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415

180 テンザンアモーレ２０２１ �・青鹿 ５／３０
＊

＊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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンテンザンアモーレ
＊ Storm Cat

��
��
�テンザンストーム青鹿 2002 Rythmical

13c
Halo S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 トウケイダヴィンチ（16栗 ゴールドアリュール）出走
初仔

２代母 トウケイルーブル（09鹿 サクラバクシンオー）出走
トウケイアインマル（15牡 ゴールドヘイロー）�５勝�入着�
トウケイミラ（17牝 トウケイヘイロー）３勝，瀬戸内海特別，��出走

３代母 ビッグティアラ（01黒鹿 ＊タイキシャトル）２勝
カブヤマジョオー（11牝 ＊プリサイスエンド）�６勝
タイムオブレディー（13牝 デュランダル）�３勝��３勝�入着２回，花吹雪賞３着
コトネカイドウ（14牝 ＊グラスワンダー）�１勝��入着２回
ハローティアラ（15牝 ヴァーミリアン）	３勝

４代母 ○ドラゴンルーブル（90鹿 ＊ラシアンルーブル）５勝，道新杯‐OP ３着，飛鳥Ｓ，
寿Ｓ，保津峡特別，矢車賞，etc.
［子］ ビッグアラミス（02牡 ビッグサンデー）４勝，名古屋城Ｓ２着

５代母 ○ヤグララナー（79芦 ＊ラナーク）入着５回
［子］ ○ヤグラステラ（85牝 ＊シーホーク）７勝，福島記念‐Jpn3，サファイヤＳ

‐Jpn3，函館記念‐Jpn3 ３着，etc.
○シロキタハクオー（86牡 ＊ロンバード）３勝，熱田特別３着
○ドラゴンゼウス（94牡 ＊ラシアンルーブル）１勝，
２勝
○シロキタルビー（87牝 マツチレススピード）１勝

［孫］ ナリタマイスター（93牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
［曾孫］ ナリタスターホープ（98牡 ナリタブライアン）３勝，霊山特別，遠州灘特

別２着，春日特別３着，etc.
ナリタルーキー（02牡 ＊コマンダーインチーフ）入着８回，	３勝�入着
６回�，福山桜花賞３着

オースミアスター（00牝 ＊オースミタイクーン）入着，�１勝

販売申込者・所有者： ㈲細川牧場＝日高町賀張 �090-5987-6093
生 産 牧 場： ㈲細川牧場
飼 養 者： ㈲細川牧場＝日高町賀張 �090-5987-6093

181 トウケイダヴィンチ２０２１ �・栗 ４／２４

＊

＊ Deputy Minister

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フレンチデピュティ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mitterandノボジャック

＊
＊アフリート

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤトウケイダヴィンチ サクラバクシンオー

��
��
�トウケイルーブル栗 2016 ビッグティアラ

＊ミラ
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 トーセンウィズダム（15青鹿 トーセンロレンス）�１勝
初仔

２代母 トーセンムンク（09鹿 キングカメハメハ）２勝
コーラルアイランド（16牝 トーセンラー）�３勝
ブルーヘスター（17� トーセンホマレボシ）���入着６回�６勝，ベイスプリン

ト３着
レディクルシマ（18牝 トーセンファントム）��２勝
バトルホッパー（19牡 オウケンブルースリ）���２勝
アルザード（20牡 トランセンド）��２勝

３代母 ＊トーセンアート（04 USA鹿 Woodman）出走
トーセンレインボー（10牝 ダイワメジャー）�３勝

ジョエル（18牡 トーセンブライト）���４勝	入着，黒潮盃，クラウンＣ，
ダービーＧＰ２着，etc.

４代母 ＊チェサプラナ（89 GB鹿 Niniski）FR・GER・USA３勝，Nereide‐Rennen
‐L，メルクフィンク銀行賞‐G1 ２着，アラルポカル‐G1 ３着，独１０００ギニー
‐G2 ２着，独セントレジャー‐G2 ２着，etc.
［子］ ＊アルカセット（00牡 Kingmambo）１勝，ジャパンＣ‐G1，GB・FR５勝，

サンクルー大賞‐G1，英ジョッキークラブＳ‐G2，etc.，種牡馬
［孫］ マカナニMakanani（14 牝 ブラックタイド）�SIN７勝，Raffles Cup

‐L，Committee's Prize‐L ２着
ロジメジャー（09牡 ダイワメジャー）３勝，スプリングＳ‐G2 ３着，ホ
ンコンＪＣＴ，美浦Ｓ２着，etc.，	３勝�１勝�

５代母 トップオヴザリーグTop of The League（82 IRE 黒鹿 High Top）GB１勝
［子］ サンセバスチャン San Sebastian（94� Niniski）GB・FR・IRE・NZ８

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

ヌーシュケイNoushkey（96牝 Polish Precedent）GB２勝，ランカシャ
ーオークス‐G3，英オークス‐G1 ２着，Lingfield Oaks Trial S‐L
３着

販売申込者・所有者： ＣＲステーブル＝新ひだか町静内目名 �080-6623-6397
生 産 牧 場： 中地 康弘
飼 養 者： ＣＲステーブル＝新ひだか町静内目名 �080-6623-6397

182 トーセンウィズダム２０２１ �・芦 ４／ ５
Cozzene

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤコジーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アドマイヤマカディスノードラゴン タヤスツヨシ

��
��
�マイネカプリース芦 2008 ダイナカプリ

ダイワメジャー

�
�
�
�
�

��
��

�トーセンロレンス ＊ウインドインハーヘアトーセンウィズダム キングカメハメハ

��
��
�トーセンムンク青鹿 2015 ＊トーセンアート

10c
Caro S4×S5 ノーザンテースト S4×M5 サンデーサイレンス S4×M4
Mr. Prospector M5×M5
価格： 購買者：



母 トーセンプリンセス（08栗 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
アルタイルキララ（14牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）�３勝��１勝�入着
クレンアストロ（18�栗 トーセンブライト）��３勝�入着
クレーンロケット（20牝黒鹿 ミッキーロケット）�未出走

２代母 プリンセスカット（01栗 ＊トニービン）出走
ネオヴァンドーム（07牡 ネオユニヴァース）４勝，きさらぎ賞‐G3，都大路Ｓ‐L
（２回），東風Ｓ‐L ２着，種牡馬

ディスパーション（14牝 ダイワメジャー）入着４回，郡山特別２着，	３勝

３代母 ブリリアントカット（87鹿 ＊ノーザンテースト）４勝，ラジオ福島賞，噴火湾
特別２着
ダイヤモンドジェム（96牝 ＊ドクターデヴィアス）１勝

ローズカットダイヤ（05牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，ＵＨＢ杯‐LR ２着，
札幌日刊スポーツ杯，伊吹山特別，etc.

ジェミードレス（97牝 ＊トニービン）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，エプソムＣ
‐Jpn3 ３着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，etc.
コティリオン（08牡 ディープインパクト）１勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，毎

日杯‐G3 ２着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，etc.
デルマハゴロモ（09牝 フジキセキ）出走
ロードリベラル（14� ＊ブレイクランアウト）２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
‐G3 ３着，きんもくせい特別，etc.，
入着４回�，佐賀オータムスプ
リント２着

スパーブジュエル（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，プリンシパルＳ‐OP ３着，
広瀬川特別２着，アマリリス賞２着，etc.

キラリダイヤモンド（02牝 フジキセキ）３勝，紅葉特別２着，ＴＶ山梨杯３着，月
岡温泉特別３着，etc.

ステラディクオーレ（03牡 アドマイヤベガ）４勝，長岡特別
タスカータソルテ（04牡 ジャングルポケット）５勝，札幌記念‐Jpn2，京都新聞杯

‐Jpn2，中京記念‐G3，etc.
テイラーバートン（07牝 ジャングルポケット）３勝，クイーンＣ‐G3 ３着，フェア

リーＳ‐G3 ３着，萩Ｓ‐OP ２着，etc.

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

183 トーセンプリンセス２０２１ 牡・栗 ４／１３

＊

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 ＊ミルレーサートーセンプリンセス ＊トニービン

��
��
�プリンセスカット栗 2008 ブリリアントカット

＊ジエヌインダイアモンド 11
Northern Dancer S4×M5 Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 トウケイサクラ（10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－３（16）〕
トウケイサミドリ（15牝鹿 ＊キングズベスト）��11 勝
ランネシアーナ（16牝栗 タイムパラドックス）入着，��１勝・１勝
チャルメーラ（17牝栗 タイムパラドックス）��１勝�２勝，あやめ賞（Ｄ1400）２着
リュッカクローナ（19牡鹿 ＊シニスターミニスター）入着２回，��入着
ドウダンミッチー（20牡栗 ＊シニスターミニスター）�未出走

２代母 ダイイチサクラ（00鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
スマートステージ（05� ジャングルポケット）４勝，ディセンバーＳ‐L ２着，府中

Ｓ，西郷特別，奥只見特別，留萌特別２着，etc.，障害１勝，�２勝�	
スマートカンパニー（06� ジャングルポケット）入着，障害１勝，�３勝�入着
エーブフウジン（08牡 キングカメハメハ）３勝，川俣特別，二王子特別，八ヶ岳特

別２着，川俣特別２着，稲城特別３着
アドリアーネ（09牝 ＊アグネスデジタル）出走

モチベーション（19牝 ガルボ）�２勝，千歳特別，遊楽部特別２着

３代母 ダイイチフローネ（91栗 ＊リアルシヤダイ）４勝，東スポ杯‐OP ２着，松前特
別，知床特別，積丹特別，ＵＨＢ賞２着，etc.
フローテーション（05牡 スペシャルウィーク）２勝，菊花賞‐Jpn1 ２着，ステイヤ

ーズＳ‐Jpn2 ２着，スプリングＳ‐Jpn2 ２着，etc.

４代母 ＊レガシーオブストレングス（82 USA栗 Affirmed）USA１勝
［子］ スティンガー（96牝 ＊サンデーサイレンス）７勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，

京王杯スプリングＣ‐G2，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，etc.，優２牝
サイレントハピネス（92牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ‐Jpn2，
サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.

アーバニティ（04牡 マンハッタンカフェ）５勝，オーシャンＳ‐G3，高松
宮記念‐G1 ３着，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，etc.，�４勝�入着

［孫］ レッドファルクス（11牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）10勝，スプリン
ターズＳ‐G1（２回），京王杯スプリングＣ‐G2，ＣＢＣ賞‐G3，etc.，
優短距，種牡馬

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： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

184 トウケイサクラ２０２１ 牡・鹿 ５／１０

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayトウケイサクラ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ダイイチサクラ黒鹿 2010 ダイイチフローネ

＊レガシーオブストレングス 9c
Seattle Slew S3×M5 Secretariat S4×S5 Roberto M4×M5 Buckpasser S5×S5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 デストリアー（12鹿 ディープスカイ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ラウンシー（18牝黒鹿 ＊パイロ）���３勝
ハーディローズ（19牝栗 ＊ディスクリートキャット）���未出走�３勝
ヴァンサンブル（20牡黒鹿 ＊パイロ）�未出走

２代母 ＊ドリームスキーム（04 GB黒鹿 Machiavellian）GB１勝
マラネロ（09� Singspiel）４勝
デイドリーマー（10牝 ネオユニヴァース）１勝

ビリーバー（15牝 ＊モンテロッソ）�５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3，アイ
ビスサマーダッシュ‐G3 ３着，ＴＶｈ杯，大日岳特別，船橋Ｓ２着，etc.

クムシラコ（18牡 ＊ディスクリートキャット）�２勝，カンナＳ‐OP ２着，湯
の川温泉特別３着

ソル（13牡 アドマイヤムーン）�４勝�１勝
スキーマー（14牡 アドマイヤムーン）��６勝�７勝	入着２回
ドリームセオリー（15牡 ステイゴールド）
１勝�１勝��
ハルシオンデイズ（16牡 オルフェーヴル）入着，��６勝

３代母 ドリームティケットDream Ticket（92 USA鹿 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.
ウィットネストWitnessed（09牝 Authorized）GB１勝
ステージマジック Stage Magic（15� Dark Angel）GB・FR・UAE２勝，
シェーヌ賞‐G3，Criterium du Fonds Europen de l'Elevage‐L ２着

＊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

４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.

販売申込者・所有者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166
生 産 牧 場： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲
飼 養 者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166

185 デストリアー２０２１ �・栗 ４／２１
＊ 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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビデストリアー
＊ Machiavellian

��
��
�ドリームスキーム鹿 2012 Dream Ticket

2f
Mr. Prospector S3×M4 Danzig M4×M5 Nashua S5×S5
Northern Dancer S5×M5 Halo M5×M5
価格： 購買者：



母 ＊テンダーエモーション（11 GB栗 Pivotal）GB・FR・GER２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シゲルブイン（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）��入着６回��１勝�
ラガープリンセス（20牝鹿 ＊ドレフォン）�出走

２代母 シルカズシスター Silca's Sister（03 GB栗 Inchinor）GB・FR・USA２勝，
モルニー賞‐G1，カーディナルＨ‐G3 ２着
サムソナイト Samsonite（12� Pivotal）GB２勝
スタートタイム Start Time（13� Invincible Spirit）�GB・UAE５勝，ホーリス

ヒルＳ‐G3 ２着
ティグルTigrr（19 牡 Teofilo）�FR２勝

３代母 シルカシーサ Silca‐Cisa（89 GB栗 Hallgate）GB２勝，Cammidge Trop
hy‐L ２着
ムーゾコルトMuso Corto（95� Reprimand）ITY４勝，P. Fia Breeder's C‐L

２着
ゴールデンシルカGolden Silca（96牝 Inchinor）GB・FR・IRE・GER・ITY・USA・

UAE８勝，ミルリーフＳ‐G2，ツークンフツレネン‐G2，デズモンドＳ‐G3，etc.
カリパトリア Calipatria（07 牝 Shamardal）GB・FR・GER５勝，ハノーファ

ー秋季牝馬賞‐G3，Henkel‐Trophy‐L
シルカレジェンド Silca Legend（98牡 Efisio）GB・IRE・GER・NOR・SWE・D

EN６勝，Bremer Sprint Cup‐L ２着，Jagersro Sprint‐L ２着，Kla
mpenborg Store Sprint‐L ３着，種牡馬

フォーエヴァシルカ For Evva Silca（99 牝 Piccolo）GB・IRE出走
ワルシャワWarsaw（05牡 Danehill Dancer）GB・IRE・UAE・OMN６勝，

Coolmore S‐L
＊マイネルエテルネル（10牡 Tamayuz）４勝，小倉２歳Ｓ‐G3，バーデンバーデ

ンＣ‐L，デイリー杯２歳Ｓ‐G2 ３着，etc.
グリーンマナリシGreen Manalishi（01� Green Desert）GB・FR・IRE14 勝，Ci

ty Wall S‐L，Queensferry S‐L（２回），Cleves S‐L ２着，etc.
シルカキアーヴェ Silca Chiave（04牝 Pivotal）GB・IRE１勝，モイグレアスタッ

ドＳ‐G1 ２着，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462

186 テンダーエモーション２０２１ �・栗 ４／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊

ピヴォタル Polar Falcon

�
�
�
�
�

��
��

�Pivotal Fearless Revivalテンダーエモーション シルカズシスター Inchinor

��
��
�Silca's Sister栗GB 2011 Silca‐Cisa

3c
Nureyev M4×S5

価格： 購買者：



母 ハルダヨリ（12栗 ＊ファルブラヴ）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
ハルノツカイ（16牡鹿 ブラックタイド）�１勝�１勝�
サイレントシズカ（18牝栗 ＊アイルハヴアナザー）��６勝�
ハルオーブ（20牡鹿 ディーマジェスティ）�入着２回

２代母 ハルワカ（03鹿 ワカオライデン）��２勝
ハルサンサン（08牝 ＊サウスヴィグラス）��５勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，東京シン

デレラマイル２着，ロジータ記念２着，戸塚記念３着
ロングジャーニー（18牝 モーリス）２勝，���出走

ハルノメザメ（11牡 ＊ヨハネスブルグ）��４勝
ハルロック（16牝 ヴァーミリアン）�１勝��入着２回
ジョーグラフェン（17牡 エピファネイア）��１勝
ナツハヨル（18牝 キズナ）���３勝�２勝

３代母 ホリワカ（93黒鹿 ホリスキー）�２勝
キリンジ（05牡 ワカオライデン）�３勝��１勝，九州ジュニアＣｈ３着

４代母 ダスシエーネ（85鹿 ＊ボールドリツク）出走
［子］ ベルランス（92牡 ＊ベルマン）	７勝，新潟ジュニアＣ３着

５代母 イチワカ（78栗 ＊コントライト）入着
［子］ キオイドリーム（86牝 ＊マグニテユード）６勝，スプリンターズＳ‐Jpn1

５着，キャピタルＳ‐OP，札幌日刊スポーツ杯‐OP，etc.
［孫］ ドリーミーオペラ（02牡 ＊オペラハウス）５勝，卯月Ｓ，松島特別，秋嶺

Ｓ３着
サンライズテースト（98
 ＊ノーザンテースト）６勝，なにわＳ，橿原Ｓ
２着，門松Ｓ２着，etc.

［曾孫］ ウィンガールハート（05牝 ニューイングランド）��１勝，ローレル賞３着
パワースラッガー（11牡 ウインラディウス）４勝，富里特別，古作特別，
黄梅賞，etc.

ヤマノレオ（10
 ＊グラスワンダー）４勝，芦屋川特別，芦屋川特別２着，
フィリピンＴ３着，�３勝

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

187 ハルダヨリ２０２１ �・栗 ３／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightハルダヨリ ワカオライデン

��
��
�ハルワカ栗 2012 ホリワカ

＊星若 3
Northern Dancer M4×S5 Fairy BridgeM4×S5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 プラチナテーラー（10鹿 ジャングルポケット）２勝，千歳特別（芝 1500）
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
マナフォルトゥーナ（18牝鹿 マツリダゴッホ）��１勝
アヤ（19牝鹿 キズナ）��２勝

２代母 ＊シャルムダンサー（93 FR芦 ＊グルームダンサー）１勝，尾張特別３着
スノースタイル（99牝 ＊ホワイトマズル）２勝，岡崎特別，五泉特別，白河特別２着，

朝日岳特別２着，葉山特別３着，�１勝
カントリースノー（07� ＊ティンバーカントリー）３勝，障害１勝
スマートレモラ（08牝 ゴールドアリュール）１勝
スノークラフト（09牝 ＊アグネスデジタル）１勝
プラチナムレイアー（18牡 マツリダゴッホ）�３勝，ラジオ福島賞，マレ
ーシアＣ２着

スマートレイアー（10牝 ディープインパクト）９勝，京都大賞典‐G2，阪神牝
馬Ｓ‐G2（２回），東京新聞杯‐G3，米子Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L，etc.

インスタイル（11� マヤノトップガン）１勝，�３勝��３勝�	入着２回�
プラチナムバレット（14牡 マンハッタンカフェ）３勝，京都新聞杯‐G2，大阪

城Ｓ‐L ３着，はなみずき賞，福寿草特別３着，�
４勝�５勝
レオハスラー（01牡 エアジハード）４勝，高尾特別，塩屋埼特別，喜多方特別，千

葉日報杯２着，ラジオ福島賞２着，etc.
スマートスタイル（02牝 ＊フレンチデピュティ）�２勝
テーラーダンサー（04牝 ウイングアロー）�１勝
エクセリオン（07牡 ジャングルポケット）３勝，館山特別，志賀島特別，雄国沼特

別２着，高千穂特別３着，障害１勝
ペルセフォネ（12牝 マツリダゴッホ）�３勝�入着

３代母 ＊ダムスペクタキュラー（88 USA芦 Spectacular Bid）不出走
ジャスミンリーフ（96牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝，福島３歳Ｓ‐OP ３着

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

188 プラチナテーラー２０２１ �・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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマープラチナテーラー
＊

＊グルームダンサー

��
��
�シャルムダンサー鹿 2010 ＊ダムスペクタキュラー

4m
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ナロウゲート（12栗 ＊フォーティナイナーズサン）�４勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ハーモニカ（19牝栗 ＊クリエイターⅡ）���入着３回
ソルテア（20牡栗 ＊エスケンデレヤ）���出走

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

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

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

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

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

［孫］ フォーマリティ Formality（14 牝 Fastnet Rock）AUS５勝，ＡＴＣシル
ヴァーシャドーＳ‐G2，ＮＳＷタッツフュリアスＳ‐G2，ＭＲＣブル
ーサファイアＳ‐G3，etc.

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

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

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

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

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

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

189 ナロウゲート２０２１ �・栗 ５／ ２

＊

＊
＊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

＊ Distorted Humor

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�エスタブリッシュ栗 2012 インディペンデンス

＊インディアリングクオリティ 1s
Danzig M5×M5

価格： 購買者：



母 ノバラ（12青鹿 マンハッタンカフェ）入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
サルサロッサ（19牝鹿 ＊エスケンデレヤ）�１勝，北辰特別（芝 1800）２着

２代母 シンメイミネルバ（97黒鹿 Caerleon）出走
ミネルバサウンド（03牝 ＊ブライアンズタイム）４勝，アカシヤ特別，噴火湾特別３着

サウンドアドバイス（10牝 アグネスタキオン）３勝，桶狭間Ｓ２着
モンテミウ（05牝 ＊ボストンハーバー）２勝，はやぶさ賞，中京日経賞２着
カフェラピード（08牡 マンハッタンカフェ）１勝，種牡馬
サウンドオブハート（09牝 アグネスタキオン）６勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，ターコイズＳ‐L，

阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，桜花賞‐G1 ４着，洛陽Ｓ‐OP，etc.
チビラーサン（16牝 ＊ケープブランコ）２勝，鷹巣山特別２着，春菜賞２着，神

奈川新聞杯３着
カフェブリリアント（10牝 ＊ブライアンズタイム）６勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，府中牝馬

Ｓ‐G2 ３着，京成杯オータムＨ‐G3 ２着，ターコイズＳ（重賞）‐L ３着，ヴ
ィクトリアマイル‐G1 ５着，etc.

３代母 ＊フジャブ（92 USA鹿 Woodman）GB１勝
スペランツァ（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，すずらん賞‐OP ２着，クローバ

ー賞‐OP ２着
シルポート（05牡 ＊ホワイトマズル）10勝，マイラーズＣ‐G2（２回），京都金杯

‐G3，ファイナルＳ‐L，etc.，種牡馬

４代母 ウィンターズラヴWinters' Love（82 USA鹿 Danzig）USA１勝，アスタリ
タＳ‐G2 ３着，スカイラヴィルＳ‐G3 ３着，Kilijaro S‐LR ３着，Glade
S３着
［子］ トランクイリティレイク Tranquility Lake（95牝 Rahy）USA11 勝，ゲイ

ムリーＨ‐G1，イエローリボンＳ‐G1，サンタバルバラＨ‐G2，etc.
［孫］ アフターマーケット After Market（03 牡 Storm Cat）USA８勝，チャー

ルズホイッティンガムメモリアルＨ‐G1，エディリードＨ‐G1，デル
マーＨ‐G2，etc.，種牡馬

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

190 ノバラ２０２１ �・鹿 ５／ ５
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジノバラ Caerleon

��
��
�シンメイミネルバ青鹿 2012 ＊フジャブ

3n
サンデーサイレンスM3×S4 Nijinsky M4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 プレッピー（09黒鹿 タニノギムレット）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（23）〕
タツミアンダルシア（14牡鹿 スマートファルコン）���６勝
ショウザドリーム（15�黒鹿 ドリームジャーニー）��２勝�７勝
ダウラギリテソーロ（16牡鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝�２勝�入着��
グロリアスルカ（18牡黒鹿 グロリアスノア）��５勝
ニシキプレッピー（19牝黒鹿 ヒストリカル）��入着２回

２代母 ＊ファッションアンドスタイル（99 USA黒鹿 Avenue of Flags）USA入着
スズカモンスーン（08牝 More Than Ready）不出走

ディバインブリーズ（15牡 ルーラーシップ）１勝，駒ケ岳特別２着，横津岳特
別３着

３代母 エクセレントレイディExcellent Lady（86 USA黒鹿 Smarten）USA４勝
＊レッドヴェルベット（95牝 Avenue of Flags）USA３勝，Mountainview S３

着，San Jose S３着
ジェネラルチャレンジGeneral Challenge（96� General Meeting）USA９勝，

サンタアニタダービー‐G1，サンタアニタＨ‐G1，パシフィッククラシック
‐G1，ストラブＳ‐G2，サンタカタリーナＳ‐G2，etc.

ジュエルドレイディ Jeweled Lady（97牝 General Meeting）不出走
＊ジュエルオブザナイト（02牝 Giant's Causeway）USA出走

＊イブニングジュエル（07牝 Northern Afleet）USA７勝，アシュランドＳ
‐G1，デルマーオークス‐G1，ハニムーンＨ‐G2，etc.

ペティションザレイディ Petition the Lady（05牝 Petionville）USA６勝，Fern
Sawyer H，Bold Ego H２着，Zia Park Distaff S２着，etc.

ソーシーイヴニング Saucey Evening（06牝 More Than Ready）USA・CA
N４勝，Starine S‐R，California Breeders' Champion S‐R，C
alifornia Cup Juvenile Fillies S‐R，etc.

ノータブルキャリアーNotable Career（98 牝 Avenue of Flags）USA３勝，オーク
リーフＳ‐G1，ランダルースＳ‐G3，デルマーデビュタントＳ‐G1 ２着，etc.

ウェスタンヘミスフィアWestern Hemisphere（01 牝 General Meeting）USA４
勝，Kalookan Queen H‐L，Fleet Treat S‐R，ハニムーンＨ‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 小田 誠一＝様似町朝日丘 �0146-36-4645
生 産 牧 場： 小田 誠一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

191 プレッピー２０２１ �・黒鹿 ４／１９

＊

デヴィルヒズデュー Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Devil His Due

�
�
�
�
�
�
�
�
� Plenty O'Tooleロージズインメイ テルアシークレット Speak John

��
��
�Tell a SecretUSA 青鹿 2000 Secret Retreat

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルプレッピー
＊ Avenue of Flags

��
��
�ファッションアンドスタイル黒鹿 2009 Excellent Lady

16g
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ナンネッタ（14鹿 ＊キンシャサノキセキ）�２勝，園田プリンセスＣ（Ｄ1400）
初仔

２代母 ＊シアトルサンセット（99 USA鹿 Belong to Me）不出走
フサイチレオン（04牡 GoneWest）２勝，種牡馬
シアトルムーン（07牝 アグネスタキオン）不出走

ソラネ（14牝 ジャングルポケット）�８勝，黒潮ジュニアＣｈＳ３着
ステイインシアトル（11牡 ステイゴールド）５勝，鳴尾記念‐G3，新潟大賞典‐G3

２着，尼崎Ｓ，春日特別，ジェンティルドンナメモリアル２着
エリオットベイ（12牡 ネオユニヴァース）１勝，�１勝�２勝
タンギモウジア（13牝 ハーツクライ）２勝，ききょうＳ‐OP ３着
トーセンスカイ（16牡 トーセンラー）２勝，�地方未出走

３代母 ウイークエンドインシアトルWeekend in Seattle（93 USA鹿 Seattle Slew）
USA３勝，ＣＣＡオークス‐G1 ３着，フロリダオークス‐G3 ３着
ジェサミーレイン Jessamy Lane（03牝 ＊ヘネシー）USA出走

コーラルグレイドCoral Glade（09牝 Unbridled's Song）USA入着３回
ザワン The One（15� Court Vision）�CHI８勝，P. Francisco Astab
uruaga Ariztia‐L ３着

スカイビーム Sky Beam（04牝 Kingmambo）GB出走
スカイキングダム Sky Kingdom（09牡 ＊エンパイアメーカー）USA６勝，ト

ーキョーシティカップＳ‐G3（２回），American Flag S，ハリウッドゴ
ールドＣ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

マンボインシアトルMambo in Seattle（05 牡 Kingmambo）USA４勝，Henry
Walton S‐R，トラヴァーズＳ‐G1 ２着，Tenacious H３着，種牡馬

４代母 ウィークエンドサプライズWeekend Surprise（80 USA鹿 Secretariat）US
A７勝，ゴールデンロッドＳ‐G3，スカイラヴィルＳ‐G3，Pocahontas S，
ラカニャーダＳ‐G1 ２着，サンタマルガリータＨ‐G1 ３着，etc.
［子］ エイピーインディ A.P. Indy（89牡 Seattle Slew）USA８勝，ベルモン

トＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，サンタアニタダービー‐G1，etc.，
米年度代表馬，種牡馬

販売申込者・所有者： 森田 藤治＝大阪府吹田市 �06-6382-7776
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

192 ナンネッタ２０２１ 牡・鹿 ３／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンナンネッタ
＊ Belong to Me

��
��
�シアトルサンセット鹿 2014 Weekend in Seattle

3l
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5
Secretariat S5×M5
価格： 購買者：



母 ナスノキセキ（10黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��10 勝
初仔

２代母 センティーレ（02青 フジキセキ）１勝
ブラックバカラ（11牝 ＊ロージズインメイ）��２勝�24 勝�，珊瑚冠賞
クリールジェニー（12牝 ＊アグネスデジタル）�２勝��６勝�入着３回，知床賞２

着，あやめ賞３着
ドラゴンツリー（17牡 メイショウボーラー）��３勝��１勝
ソンノウジョウイ（18牡 ＊ベーカバド）�２勝

３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，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

４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.
［子］ ライアンズギフト Ryan's Gift（86 牡 Nijinsky）GB・GER・ITY・CZE・P

OL・HUN・SWI・AUT28勝，CenaMinisterstva Polnohospodarst
va‐L（２回），Velka Cena Hlavniho Mesta Prahy‐L

［孫］ 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： 村上牧場＝新冠町朝日 �0146-47-4220

193 ナスノキセキ２０２１ �・鹿 ３／１９

＊

＊ 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ナスノキセキ フジキセキ

��
��
�センティーレ黒鹿 2010 ＊ルビーベイビー

8k
Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ニシノブーケトス（07鹿 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（10）〕
マリーブーケトス（11牝鹿 ＊グラスワンダー）�１勝
マックスルーラー（12�栗 タイムパラドックス）��１勝
クラルテアンジュ（13牝栗 ＊アサクサデンエン）�６勝���
ジャギーチェーン（17牝栗 トゥザグローリー）��１勝
シンライティエルナ（19牝鹿 トゥザグローリー）	地方未出走
プリンセスツッキー（20牝鹿 ＊アジアエクスプレス）	�１勝

２代母 ニシノチャペル（97栗 サツカーボーイ）入着
ニシノドコマデモ（02牡 キングヘイロー）２勝，いちょうＳ‐L，青葉賞‐Jpn2 ２

着，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，�４勝�
ニシノイツマデモ（03牡 ＊パラダイスクリーク）１勝，いちょうＳ‐L ２着
ニシノコンドコソ（04牡 ＊カリズマティック）４勝，白鷺特別，箱根特別，ジューン

Ｓ２着，烏丸Ｓ２着，烏丸Ｓ３着，
13 勝
ニシノノイジー（05� ＊ムーンバラッド）１勝
ニシノピンヒール（06牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝

３代母 シスターミル（90栃栗 ＊ミルジヨージ）不出走
セイウンスカイ（95牡 ＊シェリフズスター）７勝，皐月賞‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1，

札幌記念‐Jpn2，日経賞‐Jpn2，京都大賞典‐Jpn2，etc.，種牡馬

４代母 スイトアンジユレ（85鹿 ＊モガミ）不出走

５代母 アンジユレスイート（79栗 カーネルシンボリ）１勝
［子］ スイートミトゥーナ（87牝 ミスターシービー）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，

福島３歳Ｓ‐OP
［孫］ アドマイヤヘッド（04� アドマイヤコジーン）２勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3

２着，葵Ｓ‐L ２着，マーガレットＳ‐L ２着，etc.，障害１勝
シンボリクラウン（95牡 シンボリルドルフ）３勝，ポプラＳ，アマリリス
賞，冬至Ｓ２着，etc.，
２勝��

カネシンシャルード（94牡 ＊シャルード）��９勝，高崎皐月賞３着，か
もしか賞３着

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2446
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

194 ニシノブーケトス２０２１ �・鹿 ４／２８
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

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールニシノブーケトス サツカーボーイ

��
��
�ニシノチャペル鹿 2007 シスターミル

＊スイートフランス 23b
ノーザンテースト S4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊ニューアイデア（07 IRE 鹿 Cape Cross）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（３）〕
フジマサロイヤル（11牡青鹿 ＊コマンズ）��１勝
キースネリス（16牝鹿 アドマイヤムーン）１勝
ヌオーヴォ（17�黒鹿 ダイワメジャー）入着２回，�１勝
シャイニングライト（18牡鹿 エイシンヒカリ）１勝，山吹賞（芝 2200）２着，開成

山特別（芝 2600）３着
ワセダメジャー（19牡黒鹿 ダイワメジャー）���１勝

２代母 アサーティヴラス Assertive Lass（93 AUS栗 Zeditave）AUS７勝，ＡＴＣ
タッドケネディＳ‐G1，ＡＴＣフライトＳ‐G1，ＡＴＣライトフィンガーズＳ‐G2，
ＡＴＣティーローズＳ‐G2，ＡＴＣオーストラリアンオークス‐G1 ２着，etc.
ソーアサーティヴ So Assertive（99� Zabeel）AUS５勝，ＢＲＣチェアマンズＨ

‐G3，Canberra C‐L，ＡＴＣウォリックＳ‐G2 ２着，タッツＮＳＷチェ
ルムズフォードＳ‐G2 ２着，ＡＴＣタロックＳ‐G2 ３着，etc.

リセット Reset（00 牡 Zabeel）AUS５勝，ＭＲＣフュチュリティＳ‐G1，ＶＲＣ
オーストラリアンギニーズ‐G1，種牡馬

アサーティヴチョイス Assertive Choice（02 牡 Redoute's Choice）AUS１勝，Ａ
ＴＣキンダーガーテンＳ‐G3 ３着

ステイジプレゼンス Stage Presence（04� Elusive Quality）AUS・UAE・HKG
・MAC10勝，アルシンダガスプリント‐G3，Macau Sand Premier Cup‐L
３着

アサーティンミスAssertin Miss（05 牝 Zabeel）不出走
エクストラオーディナリ Extraordinary（16� Redoute's Choice）AUS入着

４回，ATC Fernhill H‐L ３着

３代母 ソムズサウンド Sommes Sound（84 USA栗 Assert）USA１勝
アサーティヴラッド Assertive Lad（97� Zeditave）AUS８勝，ＡＴＣドンカスタ

ーＨ‐G1，ＡＴＣシャンペインＳ‐G1，ＡＴＣサイアーズプロデュースＳ‐G1，
ＡＴＣロイヤルソヴリンＳ‐G2，etc.

ラボワセル La Boisselle（00 牝 ＊デインヒル）AUS１勝，SAJC Hill Smith S‐L
２着

販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

195 ニューアイデア２０２１ �・鹿 ５／ １
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

＊

ケイプクロス Green Desert

�
�
�
�
�

��
��

�Cape Cross Park Appealニューアイデア アサーティヴラス Zeditave

��
��
�Assertive Lass鹿IRE 2007 Sommes Sound

4p
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヒムカ（11栗 ゴールドアリュール）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ハートサムデイ（98栗 ＊ティンバーカントリー）３勝，檜山特別，ゆりかもめ
賞３着
ハンサムデイイヤツ（05牡 ＊ファルブラヴ）１勝
デイロングスプリー（06牝 ＊グラスワンダー）１勝
キャリーザデイ（07牡 ＊ロージズインメイ）１勝
ハートアンドハート（10牝 ハーツクライ）１勝
ブレインハート（14牡 ダイワメジャー）�５勝��
ハングリーハート（15� アッミラーレ）���６勝�１勝

３代母 メイクアウイッシュ（87栗 ＊ノーザンテースト）１勝
カモンマイハウス（93牝 ＊キャロルハウス）５勝，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，衣笠

特別２着，八坂特別３着，etc.
ビゼンスバル（94牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，白百合Ｓ‐OP ３着，国際ＪＳ（２），

白藤Ｓ，etc.，障害１勝
クリールポイント（95牡 サクラユタカオー）４勝，寺泊特別，赤倉特別２着，隅田

川特別２着，etc.
ブレスマイスターズ（96牝 ＊ホワイトマズル）１勝

ゼンノグッドウッド（03牡 エアジハード）６勝，大阪―ハンブルクＣ‐L，サン
シャインＳ，春日特別，etc.

テレグノシス（99牡 ＊トニービン）５勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，毎日王冠‐G2，
京王杯スプリングＣ‐G2，etc.，FR・HKG入着，種牡馬

ブローザキャンドル（01牝 ＊サンデーサイレンス）入着４回，��１勝�
フレイムオブピース（09牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，マーチＳ‐G3 ３着，伊

丹Ｓ，オークランドＲＣＴ２着，etc.
キャンドルグラス（14牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝��10 勝，東京スプリント

‐Jpn3 ３着（２回），ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ５着，船橋記念（２回），etc.
アサクサコンソメ（02牝 ダンスインザダーク）１勝

ヴェリタスマリコ（12牝 キングカメハメハ）不出走
アシャカトブ（16牡 ＊シニスターミニスター）�５勝，アハルテケＳ‐OP，
ポルックスＳ‐OP ３着，etc.，	入着，佐賀記念‐Jpn3 ２着

販売申込者・所有者： ㈱社台ブラッドメア＝千歳市東丘 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

196 ヒムカ２０２１ �・黒鹿 ４／ ９
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤヒムカ ＊ティンバーカントリー

��
��
�ハートサムデイ栗 2011 メイクアウイッシュ

＊メツシーナ 5h
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 バブルウィズジョイ（14芦 ダイワメジャー）出走
本馬の他に産駒あり

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

３代母 ＊バブルドリーム（93 FR鹿 Akarad）不出走
ジュヌドリーム Jeune Dream（99牡 Jeune Homme）ITY５勝，P. Merano‐L，

P. Giuseppe deMontel‐L ２着，P. Botticelli‐L ３着
＊ラヴアンドバブルズ（01牝 Loup Sauvage）FR３勝，クロエ賞‐G3，Criterium d

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

スポ杯２歳Ｓ‐G3，皐月賞‐G1 ３着，etc.，種牡馬
ブルーリッチ（04牡 ダンスインザダーク）１勝，若駒Ｓ‐OP ３着

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

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

ウインシュナイト（98牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，巴賞‐L，小倉大賞
典‐Jpn3 ２着，下鴨Ｓ，etc.

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

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

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

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

197 バブルウィズジョイ２０２１ 牡・栗 ５／１９

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケバブルウィズジョイ ＊クロフネ

��
��
�バブリームード芦 2014 ＊バブルドリーム

1b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ハシルヨアカルク（11鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
グルース（15牝鹿 ＊ハービンジャー）�１勝�５勝�入着�
エーブリッチマン（16牡鹿 ＊ホワイトマズル）��１勝�
ダイスギミッチー（18牡鹿 ＊ノヴェリスト）���入着２回

２代母 アイアンビューティ（99鹿 ＊ブライアンズタイム）�１勝
ブルースターキング（06牡 キングカメハメハ）４勝，名古屋日刊スポーツ杯，淡路

特別，迎春Ｓ３着，睦月賞３着，早苗賞３着

３代母 ダイイチルビー（87黒鹿 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‐Jpn2，京都牝馬特別‐Jpn3，マイルＣ
ｈＳ‐Jpn1 ２着，etc.，優古牝，優短距
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.
ホーマンファラオ（02牡 ＊オペラハウス）４勝，天の川Ｓ，小豆島特別，水無月

特別２着，etc.
マイネルプロートス（06牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，�２勝��，岩鷲賞，

青藍賞２着
マイネルコランダム（09牡 ＊ロージズインメイ）２勝，二本松特別３着，�７勝

ダイイチビビット（96牝 ＊トニービン）３勝，利尻特別
マイネアロマ（07牝 ＊ロージズインメイ）１勝，黄菊賞２着
コスモアンドロメダ（09牝 ＊ロージズインメイ）２勝，ホープフルＳ‐LR ３着，

サフラン賞３着
ウインクリムゾン（14牡 マツリダゴッホ）１勝，瓢湖特別３着

キャプテンルビー（05牡 ＊クロフネ）２勝，大雪Ｈ，高瀬川Ｓ３着，	３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
［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
［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.

販売申込者・所有者： オーシャンズランチ＝浦河町上向別 �080-5075-0405
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： オーシャンズランチ＝浦河町上向別 �080-5075-0405

198 ハシルヨアカルク２０２１ �・栗 ５／１１

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアハシルヨアカルク ＊ブライアンズタイム

��
��
�アイアンビューティ鹿 2011 ダイイチルビー

＊マイリー 7e
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 パッション（10栗 ＊アフリート）１勝，�２勝���
初仔

２代母 フェルメールブルー（97鹿 ＊ノーザンテースト）３勝，桜島特別２着
エーブダッチマン（06牡 ＊アフリート）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3 ２着，

バーデンバーデンＣ‐L ２着，オパールＳ‐OP ２着，白秋Ｓ，淀屋橋Ｓ，etc.
エスジーナミ（07牝 ＊タイキシャトル）１勝

アサケエース（17牡 ワールドエース）�２勝，中京２歳Ｓ‐OP ３着，こうやま
き賞２着，山陽特別３着，合馬特別３着

エーブキットマン（11牡 マンハッタンカフェ）入着，��２勝�入着５回
ナリタブルー（15牡 ＊アイルハヴアナザー）入着２回，�８勝�
アリスブルー（16牝 マンハッタンカフェ）１勝

３代母 ノースフライト（90鹿 ＊トニービン）８勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ
‐Jpn1，マイラーズＣ‐Jpn2，京都牝馬特別‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn3，etc.，優古牝
キコウシ（96牡 ＊ノーザンテースト）４勝，大和特別３着，オーロラ特別３着
ミスキャスト（98牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，弥生賞‐Jpn2 ３着，福島記念

‐Jpn3 ２着，プリンシパルＳ‐OP，etc.，種牡馬
パピュラ（01牝 ＊ブライアンズタイム）�３勝

サンホッブズ（13牡 メイショウサムソン）４勝，伊勢佐木特別，伊勢特別３着，
障害１勝

サノサマー（14牡 ＊サマーバード）５勝，春光Ｓ，香取特別，etc.，��１勝	
２勝��入着２回��，利家盃

ハウオリ（06牝 キングカメハメハ）３勝，丹波特別，三面川特別２着，中京スポニ
チ賞２着，etc.
キロハナ（12牡 ディープインパクト）４勝，つばき賞，武庫川Ｓ２着，長岡Ｓ

２着，etc.
オハナ（15牝 ディープインパクト）�３勝，ノエル賞，菜の花賞

４代母 シヤダイフライト（73鹿 ＊ヒツテイングアウエー）２勝
［孫］ マリーゴッド（91牡 ＊アレミロード）４勝，函館３歳Ｓ‐Jpn3，関屋記念

‐Jpn3 ３着，卯月Ｓ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： 高橋 義浩＝新ひだか町東静内 �0146-44-2534
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121

199 パッション２０２１ �・鹿 ５／ ３

＊

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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyパッション ＊ノーザンテースト

��
��
�フェルメールブルー栗 2010 ノースフライト

＊フオーワードフライト 12c
Mr. Prospector M3×S5

価格： 購買者：



母 バッテリーパーク（13鹿 ＊ブレイクランアウト）�２勝����入着４回�
初仔

２代母 アンペア（06鹿 ＊ワイルドラッシュ）�７勝��入着，エーデルワイス賞
‐Jpn3，関東オークス‐Jpn2 ３着，リリーＣ，エトワール賞２着，ブリーダーズ
ゴールドジュニアＣ２着，etc.，ＮＡＲ優２歳
ショーカノン（14牝 ＊ブレイクランアウト）２勝

３代母 ＊フリーフォーギブン（99 USA鹿 Unbridled）USA入着２回
アブソリューション（04牝 ＊タイキシャトル）入着

キンシノキセキ（11� フジキセキ）２勝，橘Ｓ‐OP ２着，カンナＳ‐OP ２着，
メイショウカイドウＣ２着，etc.

フラワーフェアリー（07牝 ＊アルカセット）�入着２回
ライトフェアリー（12牝 サムライハート）４勝，ＵＨＢ賞‐OP ２着，鞍馬Ｓ

‐OP ２着，船橋Ｓ，etc.，��２勝
ダイワモービル（08牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，浦安特別３着，くるみ

賞３着

４代母 レディーマーRedeemer（86 USA鹿 Dixieland Band）USA４勝
［子］ ＊アメリカンボス（95牡 Kingmambo）８勝，中山記念‐Jpn2，ＡＪＣＣ

‐Jpn2，エプソムＣ‐Jpn3（２回），etc.，種牡馬
［孫］ プライヴェトシェフ Private Chef（00� Partner's Hero）USA２勝，ウ

ィルロジャーズＳ‐G3
イクスペクティドプレジャーズ Expected Pleasures（04牝 Allen's Prospect）
USA２勝，MarylandMillion Lassie S‐R ２着，Gin Talking S
‐R ３着

スナークファルコン（02牡 ＊キンググローリアス）５勝，雅Ｓ，甲南Ｓ２着
ブラックゼット（07牡 マンハッタンカフェ）１勝，福寿草特別２着

［曾孫］ イクスペクティドルーラー Expected Ruler（13� Leroidesanimaux）U
SA・CAN４勝，Tyro S

ジャマイカンドン Jamaican Don（15� Freedom Child）USA５勝，
MarylandMillion Nursery S‐R ２着

販売申込者・所有者： 原田ファーム＝日高町庫富 �01456-7-2319
生 産 牧 場： 原田ファーム
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

200 バッテリーパーク２０２１ �・鹿 ３／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

＊ Smart Strike

�
�
�
�
�

��
��

�ブレイクランアウト ＊キューバッテリーパーク ＊ワイルドラッシュ

��
��
�アンペア鹿 2013 ＊フリーフォーギブン

1s
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ネコハッピー（12黒鹿 サムライハート）�７勝��
〔産駒馬名登録数：１〕
ローリーシェンテ（20牝栗 トゥザグローリー）�地方未出走

２代母 パシェンテ（95黒鹿 ＊ダンシングブレーヴ）�６勝�
ヨドヒメ（03牝 エイシンサンディ）�１勝�１勝
ネコパンチ（06牡 ニューイングランド）５勝，日経賞‐G2，みなみ北海道Ｓ‐LR，

メトロポリタンＳ‐L ２着，潮来特別，小樽特別，etc.
ガラパ（07牡 アッミラーレ）入着４回，�１勝�４勝��入着�
ネコタイショウ（10牡 サムライハート）４勝，ＨＴＢ賞，八丈島特別，定山渓特別，

臥牛山特別２着，陸奥湾特別２着，etc.
ゲンパチヨシツネ（13牡 ディープインパクト）�２勝�	入着３回
アーダルベルト（14牡 ディープスカイ）��１勝�１勝�入着６回	

３代母 オトメザトップ（90鹿 ＊テリオス）�入着

４代母 ケンコウジ（73鹿 ＊テスコボーイ）２勝
［子］ エドモントンシチー（80牡 ＊パーソナリテイ）４勝，医王寺特別，長篠特

別，露草賞

５代母 ＊ラダンスーズ（64 GB鹿 Le Levanstell）GB入着２回
［孫］ リーゼングロス（79牝 アローエクスプレス）４勝，桜花賞，サンスポ４歳

牝馬特別，オークス２着，etc.
タケノベルベット（89牝 ＊パドスール）５勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，
鳴尾記念‐Jpn2，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，etc.

オースミダイナー（88牡 ギヤロツプダイナ）５勝，�16 勝
，北海道スプ
リントＣ‐Jpn3，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2 ３着，ステイヤーズＣ
（２回），etc.，種牡馬

シマノファイン（84牝 ＊フアバージ）４勝，京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，Ｃ
ＢＣ賞‐Jpn3 ２着，サファイヤＳ‐Jpn3 ２着，etc.

［曾孫］ リーゼンシュラーク（87牡 ＊ハードツービート）６勝，七夕賞‐Jpn3，ジ
ューンＳ，安房特別，etc.

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： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

201 ネコハッピー２０２１ 牡・栗 ４／２８
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�サムライハート エアグルーヴネコハッピー ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�パシェンテ黒鹿 2012 オトメザトップ

＊ラダンスーズ 2f
Halo M4×S5 テスコボーイ S5×M5

価格： 購買者：



母 パレスメダーリア（09鹿 ハーツクライ）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
イノデギャルソン（14牡黒鹿 フリオーソ）��５勝
トゥルーブルー（19牡黒鹿 イスラボニータ）�出走
クイーンオブドミノ（20牝黒鹿 サトノクラウン）���出走

２代母 マルゼンミケーラ（93黒鹿 マルゼンスキー）不出走
パレスエース（01牡 ＊シャンハイ）４勝，鶴ヶ城特別，ポインセチア賞，夙川特別２

着，妙高特別２着，プラタナス賞２着，etc.，種牡馬
パレスショットガン（04牡 マヤノトップガン）４勝，白嶺Ｓ，舞鶴特別，こぶし賞３着
パレスミサイル（05� マーベラスサンデー）２勝，三条特別２着，樅の木賞２着
ヤマイチジャスミン（11牝 ＊ファスリエフ）不出走

モリノラスボス（15牡 エスポワールシチー）�２勝�１勝�１勝��入着４回
�，ジュニアＧＰ

モリノブレイク（17牡 ＊ベーカバド）�３勝��１勝�１勝，南部駒賞，イノセ
ントＣ２着

３代母 ＊ニアリーウェッド（84 USA鹿 Alleged）GB・USA３勝，ロングアイランド
Ｈ‐G2 ４着，クイーンシャーロットＨ‐G3 ２着

＊ビーマイアリ（91牝 Alydar）USA２勝
ニシノディセンシー（96牝 Nureyev）不出走
ニシノアレックス（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，�入着��，北海道
２歳優駿‐Jpn3 ２着

４代母 ラナウェイブライドRunaway Bride（62 GB鹿 Wild Risk）GB・FR・IRE
入着３回
［子］ ブラッシンググルーム Blushing Groom（74牡 Red God）GB・FR７勝，

仏２０００ギニー‐G1，仏グランクリテリヨム‐G1，モルニー賞‐G1，etc.，
種牡馬

＊ベイラーン（71牡 Red God）FR５勝，セーネオワーズ賞‐G3，シェーヌ
賞‐G3，フォレ賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ロイヤルキングダム Royal Kingdom（97牡 Fairy King）GB・FR・IRE
３勝，ロイヤルロッジＳ‐G2，Tyros S‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： ＦＵＪＩＷＡＲＡ ＳＴＡＢＬＥ＝日高町平賀 �080-5595-6951
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： ＦＵＪＩＷＡＲＡ ＳＴＡＢＬＥ＝日高町平賀 �080-5595-6951

202 パレスメダーリア２０２１ 牡・黒鹿 ２／１３

＊

＊
＊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パレスメダーリア マルゼンスキー

��
��
�マルゼンミケーラ鹿 2009 ＊ニアリーウェッド

22d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ハロウィーン（01鹿 ＊エルコンドルパサー）入着，�１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：地方－８（33）〕
ショートカクテル（07牝栗 タニノギムレット）�１勝�入着３回��
ゴールドアシュレイ（08牝鹿 マヤノトップガン）�８勝
カリテスグレース（12牝黒鹿 ＊ホワイトマズル）入着７回，英彦山特別（芝 2000）３

着，��11 勝，兵庫クイーンＣ（Ｄ1700）３着
エブリーナイト（13牡黒鹿 ＊ホワイトマズル）�１勝
ハローマイダーリン（14牝栗 ＊カジノドライヴ）�１勝�入着４回，ラブミーチャ

ン記念（Ｄ1600）２着，ゴールドウィング賞（Ｄ1600）３着
レコパンハロウィー（15牝栗 タイムパラドックス）�１勝�３勝�１勝�入着，若

草賞（Ｄ1400），東海クイーンＣ（Ｄ1800）２着，梅桜賞（Ｄ1800）２着，のじぎ
く賞（Ｄ1700）３着，ル・プランタン賞（Ｄ1800）３着

レコパンヒュウガ（16牡黒鹿 タニノギムレット）�２勝
マメニーニャ（18牝鹿 トランセンド）��２勝�１勝�	１勝
オマタセシマシタ（20牝鹿 ジャングルポケット）��出走

２代母 マサコチャン（96栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
ファンドリコンドル（03牡 ＊エルコンドルパサー）２勝，
16 勝�１勝�１勝��

�	�，福山スプリントＣ
サトノロマネ（06� ＊クロフネ）２勝，黄梅賞，藻岩山特別３着，若竹賞３着，
27

勝�入着２回��	�
ベストクルーズ（07牝 ＊クロフネ）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ３着，

ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，京都牝馬Ｓ‐G3 ３着，白百合Ｓ‐OP ３着，
山陽特別，etc.

マーチャンテイマー（09牝 ＊クロフネ）５勝，釜山Ｓ，宮崎特別，花園Ｓ３着，�入
着�	，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3 ３着

エイシンフランキー（11牡 ＊クロフネ）１勝，障害２勝，
４勝�入着

３代母 チヨダマサコ（77鹿 ＊ラバージヨン）１勝
ニツポーテイオー（83牡 ＊リイフオー）８勝，安田記念‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，

マイルＣｈＳ‐Jpn1，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，スワンＳ‐Jpn2，etc.，
優短距（2回），優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 岡田 猛＝新ひだか町静内目名 �090-4874-6639
生 産 牧 場： 岡田 猛
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

203 ハロウィーン２０２１ �・鹿 ４／１０
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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�エルコンドルパサー ＊サドラーズギャルハロウィーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マサコチャン鹿 2001 チヨダマサコ

＊ビユーチフルドリーマー 12
Kingmambo S3×M3 Nureyev S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 パンドラズホープ（12黒鹿 キングカメハメハ）入着２回，�２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
セバスチャン（18�鹿 ＊パイロ）入着３回，���出走
クリノフラッグ（19牝鹿 ＊モンテロッソ）��入着

２代母 フサイチパンドラ（03栗 ＊サンデーサイレンス）４勝，エリザベス女王杯
‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2，エリザベス女王杯‐G1 ２着，オークス‐Jpn1 ２着，
秋華賞‐Jpn1 ３着，etc.，��入着
スペルヴィア（09牡 ＊シンボリクリスエス）２勝
ダノンエール（13牡 ＊ハービンジャー）１勝
アーモンドアイ（15牝 ロードカナロア）10勝，ジャパンＣ‐G1（２回），オークス

‐G1，桜花賞‐G1，秋華賞‐G1，天皇賞（秋）‐G1（２回），ヴィクトリアマイル
‐G1，etc.，UAE１勝，ドバイターフ‐G1，年代表（2回），優３牝，優古牝

ユナカイト（16牝 ＊ヨハネスブルグ）２勝，アネモネＳ‐L ３着
サトノエスペランサ（17牡 ルーラーシップ）１勝

３代母 ＊ロッタレース（92 USA栗 Nureyev）不出走

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

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

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

ソーラー Solar（76牝 Halo）IRE３勝，愛パークＳ‐G3，レイルウェイＳ‐G3
［孫］ ブルエアフォース Blu Air Force（97 牡 Sri Pekan）GB・FR・ITY・US

A・UAE８勝，パレロワイヤル賞‐G3，Robert K. Kerlan Memorial
S‐L，P. Eupili‐L，etc.，種牡馬

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

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

販売申込者・所有者： ㈱エクワインレーシング＝むかわ町福住 �0145-42-5522
生 産 牧 場： ㈲坂東牧場
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

204 パンドラズホープ２０２１ 牡・鹿 ４／ 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グレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスパンドラズホープ ＊サンデーサイレンス

��
��
�フサイチパンドラ黒鹿 2012 ＊ロッタレース

8f
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 パーフェクトブルー（00青鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，知床特別（芝 2000），
グリーンチャンネルＣ（芝 1800）３着，�１勝�１勝
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（15）〕
ベッロバンビーナ（08牝鹿 キングカメハメハ）�１勝
ヤマノブルー（09牝黒鹿 タニノギムレット）�４勝��入着
ダラニ（11牝栗 サクラバクシンオー）１勝
イルデパン（13牡鹿 ＊ファルブラヴ）��２勝
ジャンティオム（14牡栗 ローエングリン）��未出走��６勝
アールウォーケン（16牡鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，��２勝
アルラキス（18牝青鹿 アーネストリー）���出走
ラミリーズ（20牡鹿 ＊バトルプラン）�地方未出走

２代母 ビューティークロス（91栗 タマモクロス）４勝，臥牛山特別，サルビア賞
ビューティグレース（97牝 サクラユタカオー）３勝，足立山特別，伊万里特別
ケリーズビューティ（01牝 ＊ブライアンズタイム）��４勝

インプレスウィナー（07牡 フサイチコンコルド）７勝，オーロＣ‐L，京王杯ス
プリングＣ‐G2 ３着，尾張Ｓ‐L ３着，信越Ｓ‐OP，朱鷺Ｓ‐OP，etc.，
�３勝���

ナランフレグ（16牡 ゴールドアリュール）�６勝，高松宮記念‐G1，オーシャ
ンＳ‐G3 ２着，オパールＳ‐L ２着，淀短距離Ｓ‐L ２着，シルクロード
Ｓ‐G3 ３着（２回），etc.

タッチオブレインズ（05牡 タニノギムレット）１勝

３代母 ミヤマビユーテイー（84栗 ＊ノーザンテースト）不出走
ジョージビューティ（92牝 ＊ミルジヨージ）１勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２

着，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，アネモネＳ‐OP ３着
ビューティテイスト（98牝 ダンスインザダーク）�２勝��，エーデルワイス賞

‐Jpn3 ２着，栄冠賞３着
ダンツワンダー（00牡 バブルガムフェロー）２勝，アイビーＳ‐OP ２着

４代母 ホウヨウクイン（69鹿 ＊レアリーリーガル）２勝
［子］ ホウヨウボーイ（75牡 ＊フアーストフアミリー）11勝，有馬記念，天皇賞

（秋），ＡＪＣＣ，etc.，年代表（2回），優古牡（2回），種牡馬

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

205 パーフェクトブルー２０２１ 牡・黒鹿 ５／ ５

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

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

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellパーフェクトブルー タマモクロス

��
��
�ビューティークロス青鹿 2000 ミヤマビユーテイー

＊フラストレート 1b
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ヘルムヴィーゲ（16栗 ジャスタウェイ）�２勝��入着２回
初仔

２代母 ナナヨーティアラ（02鹿 ＊マイネルラヴ）３勝，千種川特別，六甲アイランド
Ｓ２着
メイショウライナー（10牡 キングヘイロー）５勝，鞍馬Ｓ‐OP ３着，北九州短距離

Ｓ，鷹ケ峰特別，合馬特別２着，障害２勝
プラチナティアラ（11牝 ＊プリサイスエンド）１勝，函館２歳Ｓ‐G3 ２着
ポムフィリア（12牝 ＊フォーティナイナーズサン）２勝，三浦特別３着，���入着

２回，関東オークス‐Jpn2 ２着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着
シルヴィーボーテ（13牝 キングカメハメハ）入着３回，�２勝
イリスファルコン（14牝 ダイワメジャー）３勝，合馬特別，千歳特別３着
バイオスパーク（15牡 オルフェーヴル）�５勝，福島記念‐G3，都大路Ｓ‐L ２着，

函館記念‐G3 ３着（２回），飛鳥Ｓ，嵯峨野特別，etc.
マイネルクロンヌ（17牡 オルフェーヴル）�３勝，五泉特別，ＴＶｈ賞２着，宝満

山特別３着

３代母 ナナヨーストーム（93鹿 ＊セレスティアルストーム）３勝，サンスポ４歳牝馬
特別‐Jpn2 ２着，忘れな草賞‐OP，あすなろ賞，白菊賞２着，黄菊賞３着

４代母 ナナヨーアトラス（86栗 バンブーアトラス）２勝，忘れな草賞‐OP ２着，端
午賞，初雛賞２着，こぶし賞２着，若菜賞３着，etc.
［子］ ナナヨーウイング（94牝 ＊セレスティアルストーム）２勝，オークス

‐Jpn1 ２着，忘れな草賞‐OP ３着
ナナヨーウォリアー（95牡 ＊グロウ）５勝，ブリリアントＳ‐OP，やまな
みＳ，etc.，��入着，スーパーダートダービー‐Jpn2 ２着

ナナヨーボーイ（91牡 サンシヤインボーイ）２勝，もみじＳ‐OP ２着，
ぶっぽうそう特別２着，わらび賞２着，etc.

カネショウアトラス（03牡 ＊デヒア）��５勝，埼玉栄冠賞２着，京浜盃３着
ナムラモンスター（00牡 ＊スキャン）５勝，雪割草特別，立夏Ｓ２着，多
摩川特別２着，etc.

［孫］ ナナヨーヒマワリ（01牡 エアジハード）６勝，マーチＳ‐G3，北山Ｓ，桃
山特別，etc.，障害１勝

販売申込者・所有者： ㈲ディアレストクラブ＝浦河町姉茶 �0146-28-1717
生 産 牧 場： ㈲ディアレストクラブ
飼 養 者： ㈲ディアレストクラブイースト＝浦河町西舎 �0146-28-1717

206 ヘルムヴィーゲ２０２１ �・栗 ２／２２
＊

＊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

ハーツクライ

�
�
�
�
�

��
��

�ジャスタウェイ シビルヘルムヴィーゲ ＊マイネルラヴ

��
��
�ナナヨーティアラ栗 2016 ナナヨーストーム

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ペイシャキャサリン（15鹿 スマートファルコン）入着，�１勝�２勝��入着
初仔

２代母 プラセンティア（06黒鹿 ＊トワイニング）出走
レイディルアレナ（12牡 カネヒキリ）１勝，�２勝��５勝�
デザートトリップ（14牡 スマートファルコン）１勝
グリニッジシチー（16� エスポワールシチー）�２勝，苫小牧特別２着，津軽海峡

特別３着
ラストマン（17牡 ゴールドアリュール）�４勝，上総Ｓ，松戸特別
タイセイジャスパー（19牡 ＊ヘニーヒューズ）�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
タンザナイト（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，西海賞３着，福寿草特別３着

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，etc.，�入着

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.
クリソライト（10牡 ゴールドアリュール）３勝，��５勝�入着２回	，ジャ

パンＤダービー‐Jpn1，ダイオライト記念‐Jpn2（３回），日本ＴＶ盃
‐Jpn2，etc.，KOR１勝，種牡馬

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

リアファル（12牡 ゼンノロブロイ）４勝，神戸新聞杯‐G2，菊花賞‐G1 ３着，etc.，
�入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ２着

クリソベリル（16牡 ゴールドアリュール）３勝，チャンピオンズＣ‐G1，etc.，
�１勝��４勝，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，帝王賞‐Jpn1，etc.，優ダ
ート，ＤＧ特別，種牡馬

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： ㈲カミイスタット＝新冠町新栄 �0146-49-5173
生 産 牧 場： ㈲カミイスタット
飼 養 者： ㈲カミイスタット＝新冠町新栄 �0146-49-5173

207 ペイシャキャサリン２０２１ �・栗 ５／ ７

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

ゴールドアリュール

�
�
�
�
�

��
��

�スマートファルコン ケイシュウハーブペイシャキャサリン ＊トワイニング

��
��
�プラセンティア鹿 2015 ＊キャサリーンパー

16a
Never Bend M5×M5

価格： 購買者：



母 プレイフォーユー（13黒鹿 ハーツクライ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
センゲントップ（20牡鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 ＊レディオブチャド（97 IRE 黒鹿 ＊ラストタイクーン）GB・FR４勝，マルセル
ブサック賞‐G1，アスタルテ賞‐G2，グロット賞‐G3
アフリカンビート（02牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，六社特別，尖閣湾特別，和田

岬特別２着，本栖湖特別３着，三面川特別３着
キングオブチャド（04牡 ダンスインザダーク）１勝，熱田特別２着，山吹賞２着，

夕張特別３着，米沢特別３着
ボーダレスワールド（05牡 ダンスインザダーク）４勝，ＳＴＶ賞，播磨特別，淀屋

橋Ｓ２着，斑鳩Ｓ２着，奥多摩Ｓ３着，etc.
ポールアックス（06� キングカメハメハ）４勝，潮来特別，新発田城特別，ハッピ

ーエンドＣ２着，ｔｖｋ賞３着
ジュエルオブナイル（07牝 デュランダル）４勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，葵Ｓ‐L ３着，

京洛Ｓ‐OP ２着，紅梅Ｓ‐OP ３着，ＴＶユー福島賞，etc.
ゴールドケープ（14牝 ＊ワークフォース）２勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着，

白菊賞，醍醐特別３着
グレースオブナイル（17牝 ＊タートルボウル）�２勝，石狩特別２着，北辰特別

２着，十勝岳特別２着
オースミチャド（11牡 ネオユニヴァース）３勝，周防灘特別，八幡特別，刈谷特別

２着，八幡特別３着，�１勝�１勝
ミッキーユニバース（12牡 ネオユニヴァース）２勝，いちょうＳ（重賞）‐L ３着，ベ

ゴニア賞２着

３代母 サハラブリーズ Sahara Breeze（86 IRE 鹿 Ela‐Mana‐Mou）GB入着３回
アルカサル Alcazar（95� Alzao）GB・FR・IRE12 勝，ロイヤルオーク賞‐G1，ケ

ルゴルレイ賞‐G2，サガロＳ‐G3（２回），etc.
ペラギア Pelagia（98 牝 Lycius）GB出走

アッパーハンドUpper Hand（03� Mark of Esteem）GB・HKG４勝，リッ
チモンドＳ‐G2 ２着，Merrion S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 �0146-47-6110
生 産 牧 場： ㈲須崎牧場
飼 養 者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 �0146-47-6110

208 プレイフォーユー２０２１ �・黒鹿 ５／ ７

＊

＊ 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プレイフォーユー
＊

＊ラストタイクーン

��
��
�レディオブチャド黒鹿 2013 Sahara Breeze

1m
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ブライトホーン（16青鹿 ハーツクライ）出走
初仔

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.
エヴァンジェリン（13牝 ダイワメジャー）��３勝
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）��入着��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： 社台ファーム＝千葉県富里市 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

209 ブライトホーン２０２１ �・芦 ２／１１
＊

＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスブライトホーン
＊ Dubai Destination

��
��
�エヴァディングタンペット青鹿 2016 Late Summer

2o
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ヒシエトワール（16鹿 オルフェーヴル）出走
初仔

２代母 ＊マイスウィートベイビー（06 USA鹿 Minardi）FR・ITY・UAE９勝，伊１０００
ギニー‐G3，P. Repubbliche Marinare‐L
スイートクラス（17牡 キズナ）入着，�２勝��入着

３代母 グマーシャGmaasha（89 IRE 栗 Kris）不出走
グラディアトールスGladiatorus（05 牡 Silic）GB・FR・ITY・USA・UAE10 勝，

ヴィットリオディカプア賞‐G1，ドバイデューティフリー‐G1，アルファヒデ
ィフォート‐G2，etc.，種牡馬

４代母 アルバハスリ Al Bahathri（82 USA栗 Blushing Groom）GB・IRE６勝，
愛１０００ギニー‐G1，コロネイションＳ‐G2，ローザーＳ‐G2，チャイルドＳ‐G3，
Princess Margaret S‐L，etc.
［子］ ハーフハド Haafhd（01牡 Alhaarth）GB５勝，英２０００ギニー‐G1，英チ

ャンピオンＳ‐G1，クレイヴァンＳ‐G3，etc.，種牡馬
ムニールMunir（98 牡 Indian Ridge）GB３勝，英チャレンジＳ‐G2，
グリーナムＳ‐G3，レノックスＳ‐G3 ２着，種牡馬

ハスバ Hasbah（87牝 Kris）GB・IRE・USA３勝，Garnet S‐L，コ
ロネイションＳ‐G1 ２着，チャイルドＳ‐G2 ３着，etc.

［孫］ ミリタリーアタックMilitary Attack（08� Oratorio）GB・UAE・HKG
・SIN13 勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，シンガポール国際Ｃ‐G1，
香港ジョッキークラブＣ‐G2，etc.

アルマティ Almaty（93 牡 Dancing Dissident）GB・IRE６勝，カラＳ
‐G3，モールコームＳ‐G3，Achilles S‐L，etc.，種牡馬

ナフィーサNafisah（98牝 Lahib）GB３勝，Ballymacoll Stud S‐L，
リブルズデイルＳ‐G2 ２着，Chalice S‐L ２着，etc.

ムタカリムMutakarrim（97� Mujtahid）GB・IRE・UAE９勝，Oyst
er S‐L，Saval Beg S‐L ２着（３回），Godolphin S‐L ２着，etc.，
GB・IRE障害６勝

ジュドゥール Judhoor（00 牝 Alhaarth）GB２勝，Ripon Silver Bowl Fi
llies' S‐L，Rockingham S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲飛渡牧場＝新冠町朝日 �090-3119-2641
生 産 牧 場： ㈲飛渡牧場
飼 養 者： ㈲飛渡牧場＝新冠町朝日 �090-3119-2641

210 ヒシエトワール２０２１ �・鹿 ５／２７
＊ 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

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�オルフェーヴル オリエンタルアートヒシエトワール
＊ Minardi

��
��
�マイスウィートベイビー鹿 2016 Gmaasha

9e
サンデーサイレンス S3×M4 Danzig S4×M5 ノーザンテースト S4×M5
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×S5
価格： 購買者：



母 ＊ヒシストーミイ（10 USA栗 Stormy Atlantic）�７勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ストームドッグ（17�黒鹿 ノーザンリバー）���５勝
セイシークエンス（19牝青鹿 セイクリムズン）��１勝��１勝

２代母 ＊ヒシカツバラード（02 USA栗 Saint Ballado）入着２回
ロバートウォーカーRobert Walker（07 牡 ＊ヨハネスブルグ）USA１勝
＊ヒシマキシム（08牡 Vindication）入着，��１勝
ストリートバラッド Street Ballad（09� ＊ストリートセンス）USA２勝
＊ヒシサブリナ（11牝 Bernardini）入着，�８勝���入着２回，園田ＣｈＣ，くろ

ゆり賞２着
ビーンタウンセイント Beantown Saint（12 牡 Speightstown）USA４勝，Wolf

Hill S２着
ザルタックスZartax（13� Ghostzapper）USA４勝
ゾンデセントブルース Sonde St Blues（17� Fiber Sonde）�USA３勝

３代母 トワイスザヴァイス Twice the Vice（91 USA栗 Vice Regent）USA12 勝，
アップルブラッサムＨ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，ヴァニティＨ‐G1，
ミレイディＨ‐G1，デルマーオークス‐G1，ホーソーンＨ‐G2，etc.

＊メジャーカフェ（99牡 GoneWest）５勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2 ３着，ＮＨＫマ
イルＣ‐Jpn1 ４着，長万部特別，etc.，障害１勝

４代母 ダブルセットDouble Set（75 USA鹿 Resurgent）USA入着２回
［子］ バーガンディダンサー Burgandy Dancer（84 牝 Marshua's Dancer）U

SA６勝，Duchess S‐L，Canadian H‐L ３着
［曾孫］ メラトニンMelatonin（11� Kodiak Kowboy）USA５勝，ゴールドＣ

アトサンタアニタＳ‐G1，サンタアニタＨ‐G1，オークローンＨ‐G2
２着，etc.

ストラテジカリー Strategically（00� Bertrando）USA12 勝，Black M
ountain H，Walter R. Cluer Memorial H，Cotton Fitzsimmo
ns Mile H２着

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

211 ヒシストーミイ２０２１ �・芦 ５／ １
＊

＊フレンチデピュティ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 クロフネ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ブルーアヴェニューテイエムジンソク ＊フォーティナイナー

��
��
�マイディスカバリー芦 2012 マイグリーン

＊

ストーミーアトランティック Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Stormy Atlantic Hail Atlantisヒシストーミイ
＊ Saint Ballado

��
��
�ヒシカツバラード栗USA 2010 Twice the Vice

8g
Vice Regent M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ビジョナリー（11鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（４）〕
スズカデュー（16牡鹿 ロードカナロア）�３勝�１勝�
スライリー（18牝鹿 オルフェーヴル）�２勝，フローラＳ‐G2 ２着，秋華賞‐G1

５着，菜の花賞（芝 1600）

２代母 ターキー（03鹿 Sinndar）３勝，グッドラックＨ，サンシャインＳ３着
フォーナインキング（10牡 ハーツクライ）１勝
スペチアーレ（12牝 ダイワメジャー）３勝，邁進特別，袖ケ浦特別２着，雷光特別

２着，驀進特別３着，飛翼特別３着，etc.
ベリーフェイマス（13牡 スペシャルウィーク）入着，��４勝
ダノンターキッシュ（18牡 ルーラーシップ）�２勝，青嵐賞３着

３代母 ＊カーラパワー（98 GB鹿 Caerleon）FR２勝
ワキノパワー（04� タニノギムレット）３勝，春日特別
ダノンシャーク（08牡 ディープインパクト）７勝，マイルＣｈＳ‐G1，富士Ｓ‐G3，

京都金杯‐G3，etc.，種牡馬
レイカーラ（09牝 キングカメハメハ）５勝，ターコイズＳ‐L，弥彦特別，鎌ケ谷特

別，etc.
インターミッション（17牝 ディープインパクト）�３勝，アネモネＳ‐L，信越

Ｓ‐L ２着，福島ＴＶＯＰ‐OP ２着，etc.
ボブキャット（10牡 ダイワメジャー）２勝，知立特別２着，白河特別３着，五泉特

別３着，障害１勝

４代母 ジャバリ Jabali（91 FR鹿 Shirley Heights）FR出走
［孫］ クロンディネリー Clondinnery（08� Choisir）IRE２勝，Rochestow

n S‐L，レイルウェイＳ‐G2 ３着

５代母 トゥートシToute Cy（79 FR鹿 Tennyson）FR入着２回
［子］ ダーダリシムDadarissime（89牡 Highest Honor）FR６勝，ヴィコンテッス

ヴィジェ賞‐G2，バルブヴィル賞‐G3，リュテース賞‐G3，etc.，種牡馬
［孫］ モンジューMontjeu（96牡 Sadler's Wells）出走，GB・FR・IRE・USA1

1 勝，仏ダービー‐G1，愛ダービー‐G1，凱旋門賞‐G1，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 北田 剛＝日高町緑町 �01456-2-5272
生 産 牧 場： 北田 剛
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

212 ビジョナリー２０２１ �・青鹿 ５／ ７

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアビジョナリー Sinndar

��
��
�ターキー鹿 2011 ＊カーラパワー

1u
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ピジョンオネスト（13栗 ＊ブライアンズタイム）不出走
〔産駒馬名登録数：３〕
オイルマン（19牡黒鹿 シルバーステート）��出走
ユーリエンペラー（20牡鹿 リアルインパクト）�地方未出走

２代母 ワイルドダンス（04鹿 ダンスインザダーク）出走
ベニノラブリー（11牝 ＊パイロ）��８勝
トキノヴァンクール（15牡 ＊モンテロッソ）�３勝��１勝
ベニノフェアリー（18牝 ＊ノボジャック）入着，���３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： ㈱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

213 ピジョンオネスト２０２１ �・栗 ５／１８

＊

＊
＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayピジョンオネスト ダンスインザダーク

��
��
�ワイルドダンス栗 2013 ＊サンダードーム

3d
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ビックセイラー（10芦 ＊クロフネ）�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（２）〕
カクテルドレス（15牝芦 リーチザクラウン）２勝
シナノシラカバ（17牝芦 キングヘイロー）��１勝
サイモンシナモン（18牝芦 キングヘイロー）��入着８回
グッドヘイロー（19牝芦 キングヘイロー）���１勝

２代母 フライバイペガサス（02芦 Fusaichi Pegasus）出走
シャインオブロード（07牡 アグネスゴールド）�６勝�
テレフォトグラフ（09牝 ハーツクライ）�８勝�５勝���入着３回
マルヒロナッツオー（14牡 ＊パイロ）��５勝，平和賞３着
ビクトリアペガサス（15牝 ＊ヨハネスブルグ）��２勝
ロイヤルペガサス（17牡 ハタノヴァンクール）���７勝
ウインブランカ（18牝 ゴールドシップ）入着３回，�	２勝�
入着５回

３代母 ＊マックスジーン（93 USA芦 Cozzene）出走，USA11 勝，シープスヘッドベイ
Ｈ‐G2（２回），ニューヨークＨ‐G2，ビウィッチＳ‐G3，ジェニーワイリーＳ
‐G3，ミセズリヴィアＳ‐G3，etc.
マクシマール（03牝 アグネスタキオン）１勝

フェスティヴイェル（11牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，２０１６ＷＡＳＪ第２戦，
調布特別，出雲崎特別，etc.，種牡馬

アンジュジョリー（14牝 ＊タートルボウル）�２勝��４勝
入着，東京プリン
セス賞，東京２歳優駿牝馬３着，金沢シンデレラＣ２着

４代母 ＊ジャッキーマックス（82 IRE 芦 Sexton Blake）FR・USA５勝，P. des Bell
es Filles‐L
［子］ ジャッキーテースト（01牝 ＊カーネギー）４勝，立春賞，本栖湖特別２着，

クリスマスキャロル賞３着，�１勝
［孫］ レーイレアル Rey Real（08 牡 ChopperWon）VEN１勝，Copa Jua

n Arias‐L ３着
シベリアンライオン（02牡 ＊マルターズライオン）３勝，伏竜Ｓ‐OP ３着，
初春賞３着，横手特別３着

［曾孫］ ストライプ（18牝 ルーラーシップ）�２勝，クロッカスＳ‐L

販売申込者・所有者： ㈱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： Ｎ＆Ｓｔａｒ�トレーニングセンター＝新冠町万世 �070-4795-3955

214 ビックセイラー２０２１ �・芦 ５／ １
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュービックセイラー Fusaichi Pegasus

��
��
�フライバイペガサス芦 2010 ＊マックスジーン

9e
Mr. Prospector S4×M4 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 ピンクチャリス（08鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１）〕
ルーラーインピンクRuler In Pink（16 牝鹿 ルーラーシップ）IRE・POL１勝

２代母 ＊シルバーチャリス（01 IRE 鹿 RainbowQuest）不出走
＊プラチナチャリス（06牝 ＊ロックオブジブラルタル）出走

ロジチャリス（12牡 ダイワメジャー）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，芙蓉Ｓ
‐LR ２着，東風Ｓ‐L ３着，メイＳ‐OP，アイビーＳ‐OP ３着，etc.

グッドスカイ（13牝 ステイゴールド）障害３勝，新潟ジャンプＳ‐JG3，阪神ス
プリングジャンプ‐JG2 ２着，東京ハイジャンプ‐JG2 ２着，東京ジャン
プＳ‐JG3 ２着

グレイル（15牡 ハーツクライ）２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3，オ
ールカマー‐G2 ３着，セントライト記念‐G2 ３着

ゴールドチャリス（18牝 トゥザワールド）３勝，中京２歳Ｓ‐OP，カンナＳ‐OP ３
着，フェニックス賞‐OP ３着，函館道新スポーツ杯

ポーカー（19牡 リアルインパクト）�１勝

３代母 ＊シルバーレーン（85 USA黒鹿 Silver Hawk）GB・FR・IRE・USA３勝，グ
ロット賞‐G3，愛オークス‐G1 ３着，ラクープドメゾンラフィット‐G3 ２着，
コリーダ賞‐G3 ２着，P. de la Pepiniere‐L ２着，etc.
スターメイニアク Starmaniac（93 牡 Septieme Ciel）FR・USA４勝，クリテリヨ

ムドドゥーザン‐G2 ２着，エクリプス賞‐G3 ２着，P. de Pontarme‐L
２着，etc.，種牡馬

＊ブラックホーク（94牡 Nureyev）９勝，安田記念‐Jpn1，スプリンターズＳ‐Jpn1，
スワンＳ‐Jpn2，etc.，種牡馬

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

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

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

販売申込者・所有者： 三木田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8896-1945
生 産 牧 場： 三木田牧場
飼 養 者： 三木田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8896-1945

215 ピンクチャリス２０２１ 牡・黒鹿 ４／１３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラピンクチャリス
＊ Rainbow Quest

��
��
�シルバーチャリス鹿 2008 ＊シルバーレーン

5g
Blushing GroomM4×S5

価格： 購買者：



母 ピンクプリンセス（11芦 ＊シルバーチャーム）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
イサチルチャーム（18牝芦 フリオーソ）��出走�出走

２代母 ヴィナカ（96鹿 マルゼンスキー）�入着
キングフォーチュン（01牡 バブルガムフェロー）�１勝
ジュンノマサユメ（02牝 バブルガムフェロー）��１勝�
ケンジャノヒビキ（03� バブルガムフェロー）�１勝�５勝
デアフォルテ（05牝 ＊アフリート）�12 勝�入着２回
イエスウイキャン（06牝 マーベラスサンデー）	
１勝
ビリーブミー（07牝 ＊シルバーチャーム）�１勝	
２勝
アスニカケルハシ（09牡 アドマイヤコジーン）	
６勝�入着４回
アクアブルー（10牝 フサイチレオン）�１勝�

３代母 ＊フォーロンプリンセス（84 USA黒鹿 Raise a Cup）USA出走
ミセスフォーロン（92牝 ＊モガミ）不出走

マイネルプロスパー（99牡 ＊ソウルオブザマター）２勝，桃山特別２着，北総特
別２着

４代母 マダムロワイヤルMadame Royale（69 USA黒鹿 Forli）USA入着
［子］ ダブリーロワイヤルDoubly Royale（75 牝 ＊クラウンドプリンス）USA

８勝，Buttons & Bows S，Gloria H，Northlands Oaks，etc.
［孫］ カプリコーンベル Capricorn Belle（81牝 ＊ノノアルコ）GB・FR・ITY・US

A９勝，キウスーラ賞‐G2，ダリアＨ‐G3，Van Geest S‐L，etc.
ソーラーローンチ Solar Launch（87牡 Sassafras）USA４勝，Real G
ood Deal S‐LR，種牡馬

アテイストフォーレイス A Taste for Lace（85牝 Laomedonte）USA
９勝，Moonlight Jig H，Princess Doreen H，Concord S，etc.

エクリプソ Eclipso（84牡 Hatchet Man）USA８勝，Flintlock S，
種牡馬

［曾孫］ ピーチフラット Peach Flat（94� Cari Jill Hajji）USA８勝，オールア
メリカンＨ‐G3，Pirate's Bounty H‐R，California Sprint Cha
mpionship H‐R ２着，etc.

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

216 ピンクプリンセス２０２１ �・芦 ２／１８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊ Silver Buck

�
�
�
�
�

��
��

�シルバーチャーム Bonnie's Pokerピンクプリンセス マルゼンスキー

��
��
�ヴィナカ芦 2011 ＊フォーロンプリンセス

5f
Nureyev S4×S5 Buckpasser M4×M5 Raise a Native S5×M5
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 プリンセスケイト（15黒鹿 ＊ハードスパン）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
サティンボディス（20牝鹿 ファインニードル）�入着

２代母 ＊レディミドルトン（05 USA鹿 Kingmambo）FR１勝
レディオブオペラ（10牝 Singspiel）５勝，淀短距離Ｓ‐L，シルクロードＳ‐G3 ２

着，醍醐Ｓ
レディマクベス（16牝 ハーツクライ）１勝，赤松賞３着
バルトリ（17牝 ディープインパクト）�３勝，神奈川新聞杯，バーデンバーデ

ンＣ２着，ＳＴＶ賞２着
センターポイント（11牡 ＊コマンズ）１勝
コモドー（12牡 ＊コマンズ）１勝，�３勝�，佐賀皐月賞２着
レディオブフレイム（13牝 ＊パイロ）入着，�１勝
ムッシュパイロ（17牡 ＊パイロ）入着，��２勝�２勝

３代母 ダヌータDanuta（00 USA鹿 ＊サンデーサイレンス）USA・UAE３勝
デヴォティーDevotee（06 牝 Elusive Quality）GB・USA・UAE２勝，UAE O

aks‐L，アルシバイアディズＳ‐G1 ３着
インスロール Enthrall（14 牝 Bernardini）FR・USA・CAN３勝，Nellie Mo

rse S３着，Winter Melody S３着
インフレクションポイント Inflection Point（16� Invincible Spirit）�GB・IRE

４勝，Belgrave S‐L ３着

４代母 ＊ポリッシュスタイル（89 USA鹿 Danzig）FR・ITY・USA２勝，P. Hampt
on‐L，P. de Bagatelle‐L ２着，P. Petite Etoile‐L ２着，ロイヤルメア
ズ賞‐G3 ３着
［子］ フォーク Folk（04 牝 Quiet American）USA・UAE３勝，UAE Oaks‐L，

UAE One Thousand Guineas‐L，ＣＣＡオークス‐G1 ３着
ポーリシュパナシュ Polish Panache（97牡 GoneWest）IRE・UAE１
勝，愛フュチュリティＳ‐G3 ３着

［孫］ キャプティヴェイティングラス Captivating Lass（09 牝 A.P. Indy）US
A２勝，Busanda S‐L，ダヴォナデイルＳ‐G2 ３着

販売申込者・所有者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166
生 産 牧 場： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲
飼 養 者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166

217 プリンセスケイト２０２１ �・鹿 ２／１５
＊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

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystプリンセスケイト
＊ Kingmambo

��
��
�レディミドルトン黒鹿 2015 Danuta

8c
Danzig M3×M5 サンデーサイレンス S4×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 フジノドラマ（12鹿 ＊フォーティナイナーズサン）�１勝��９勝，ロジータ記念
（Ｄ2100）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
ビッグシシールーフ（20牝鹿 グランプリボス）���入着

２代母 ボラーレカンターレ（98黒鹿 マルゼンスキー）出走
エフケージャガー（06牡 ＊ヘクタープロテクター）�９勝��
オルキーデア（07牝 マイネルセレクト）�２勝
ヤマトシャトル（08牡 ＊ティンバーカントリー）��３勝
アーユレディー（09牝 ＊プリサイスエンド）�１勝
フジノジャガー（10牡 ＊サウスヴィグラス）�５勝��２勝
ミカドノツルギ（11牡 ＊フォーティナイナーズサン）��２勝

３代母 マルゼンシャトル（93鹿 ＊カコイーシーズ）�１勝
ファヴォリート（99牡 ナリタタイシン）�２勝��，新潟ジュニアＣ

４代母 オキリンドウ（88鹿 ＊ゲイメセン）不出走
［孫］ モエレマイルズ（00牝 ＊マジックマイルズ）�３勝	６勝，王冠賞３着，

マドモアゼルＣ３着

５代母 オキワカ（72栗 ＊リマンド）６勝，中京記念３着，宇治川特別，松籟Ｓ，山城
特別，白梅賞
［子］ ワカテンザン（79牡 ＊マイスワロー）３勝，きさらぎ賞，日本ダービー２

着，皐月賞２着，etc.，種牡馬
ワカオライデン（81牡 ＊ロイヤルスキー）６勝，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，高松
宮杯‐Jpn2 ２着，etc.，	２勝
５勝，名古屋大賞典，etc.，種牡馬

ワカポイント（86牡 ラツキーキヤスト）
18 勝�１勝，東海大賞典，岐阜
金賞３着

ワカタイカン（89牡 ラツキーキヤスト）
９勝，ゴールドジュニア２着
［孫］ フジヤマケンザン（88牡 ラツキーキヤスト）11勝，金鯱賞‐Jpn2，中山記

念‐Jpn2，etc.，HKG１勝，香港国際Ｃ‐G2，優父内，種牡馬
ジンライ（91牡 ＊コントライト）４勝，京葉Ｓ‐OP ２着，ホープフルＳ
‐OP ３着，青梅特別，etc.，	１勝
入着����

販売申込者・所有者： ㈲加野牧場＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2633
生 産 牧 場： ㈲加野牧場
飼 養 者： ㈲加野牧場＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2633

218 フジノドラマ２０２１ 牡・栗 ５／１５
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモグランプリボス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロージーミスト鹿 2008 ＊ビューティフルベーシック

＊ Distorted Humor

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナーズサン Cindazannoフジノドラマ マルゼンスキー

��
��
�ボラーレカンターレ鹿 2012 マルゼンシャトル

＊星若 3
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 フレンチミステリー（03鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－３（20）〕
デアユニバース（09牝鹿 ネオユニヴァース）��１勝
セトノミッシー（10牝鹿 ゴールドアリュール）３勝
メイショウアズミノ（11牝鹿 ハーツクライ）３勝，ＨＢＣ賞（芝 1200）２着，ＳＴ

Ｖ杯（芝 1200）３着，道新スポーツ杯（芝 1200）３着
ハードルソング（13牡栗 オレハマッテルゼ）�18 勝���
キャラメルフレンチ（14牝栗 ＊タイキシャトル）１勝
カスミ（17牝鹿 トゥザグローリー）�１勝�
ベニウタ（19牡鹿 ＊モンテロッソ）���入着７回

２代母 ミスティックアイズ（92鹿 Eastern Echo）２勝，えりも特別２着，ＮＳＴ賞３着
ピュアウィンク（99牝 ＊トニービン）不出走

ジャコスキー（06牡 キングカメハメハ）３勝，アプローズ賞，京都ゴールデン
プレミアム２着，難波Ｓ３着，武庫川Ｓ３着

パンプルムース（12牝 マンハッタンカフェ）１勝，閃光特別３着
ジャコマル（14牡 ダノンシャンティ）５勝，札幌日経ＯＰ‐L ３着，グレイトフ

ルＳ，唐戸特別，小倉城特別２着，高湯温泉特別２着，etc.
ミスティックタイム（00牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
ミスティックエイジ（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，京都２歳Ｓ‐L，京都新聞杯

‐Jpn2 ３着，Ｒたんぱ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，皐月賞
‐Jpn1 ５着，etc.

サダムブルーアイズ（02牝 ＊エルコンドルパサー）入着
グロッタアズーラ（07牝 フジキセキ）入着２回
ドンフォルティス（15牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，伏竜Ｓ‐OP，ヤマボウシ賞，
�１勝��入着��，北海道２歳優駿‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

３代母 ＊スキム（85 USA鹿 Nijinsky）USA１勝
オガルジンOgalgyn（90牝 ＊オジジアン）USA３勝

ステイジン Stagyn（97牝 Stagecraft）CHI５勝，カルロスＡナバロ賞‐G2，パ
ドック賞‐G3，P. Gregorio Amunategui Jordan‐L，etc.

販売申込者・所有者： 惣田 英幸＝浦河町西幌別 �0146-28-7522
生 産 牧 場： 惣田 英幸
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

219 フレンチミステリー２０２１ �・栗 ６／ 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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandフレンチミステリー Eastern Echo

��
��
�ミスティックアイズ鹿 2003 ＊スキム

13b
Halo S4×S5 Northern Dancer M5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ブラウブリッツ（08鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
アーシー（13牝栗 ゴールドアリュール）�１勝��２勝�
ダイヤグラム（14牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�３勝��入着２回

２代母 ＊ムーディーサンダー（97 USA栗 Gulch）１勝
ドーサイルサンダー（02牝 バブルガムフェロー）�４勝

ゼッタイリョウイキ（12牝 ＊フォーティナイナーズサン）��１勝，ローレル賞２着
サンダーオブハード（03牡 エアジハード）��５勝�
シャドウストライプ（04牡 サクラバクシンオー）３勝，バイオレットＳ‐OP，北斗

賞２着，猪苗代特別３着，�１勝
ライトニングソード（05牝 マンハッタンカフェ）入着２回，�１勝
ブルーライトニング（07牡 フジキセキ）１勝
オーマイレディ（11牝 ＊グラスワンダー）��１勝
サンダーバトル（13牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝

３代母 ラインオヴサンダー Line of Thunder（87 USA鹿 Storm Bird）GB・USA
３勝，チヴァリーパークＳ‐G1 ２着，Sceptre S‐L ２着

＊サンダーガルチ（92牡 Gulch）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，ベルモント
Ｓ‐G1，トラヴァーズＳ‐G1，フロリダダービー‐G1，ファウンテンオヴユー
スＳ‐G2，スワップスＳ‐G2，レムゼンＳ‐G2，etc.，種牡馬

＊バトルライン（93牡 ＊オジジアン）７勝，エルムＳ‐Jpn3，etc.，��１勝�１勝�
入着，全日本サラブレッドＣ‐Jpn3，かしわ記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

＊アグネスベローナ（95牝 Trempolino）出走
アグネスラブ（99牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，もみじＳ‐OP ２着，かえで賞

２着，おおぞら特別３着
アグネスボゾン（01牡 ＊エンドスウィープ）４勝，天王山特別２着，千種特別３着

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

４代母 シュートアライン Shoot a Line（77 GB鹿 High Line）GB・IRE・GER・U
SA７勝，愛オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，パークヒルＳ‐G2，リブ
ルズデイルＳ‐G2，チェシャーオークス‐G3，etc.

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： ㈲荒谷牧場＝青森県上北郡東北町 �0176-62-2825

220 ブラウブリッツ２０２１ �・黒鹿 ５／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンス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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayブラウブリッツ
＊ Gulch

��
��
�ムーディーサンダー鹿 2008 Line of Thunder

11d
Storm Bird S3×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ブラウンテヌート（13青鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
ブラウンキュバン（18牝青鹿 ルーラーシップ）��出走�出走
スタータマチャン（20牝黒鹿 ＊ダンカーク）���入着

２代母 ベイルリ（06鹿 スペシャルウィーク）１勝
オーシャンケリー（14牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝��入着２回
ルリベル（17牝 オウケンブルースリ）��１勝
ルリフラワー（18牝 ブリーズフレイバー）��１勝
アブポーラ（19牝 メイショウボーラー）�１勝

３代母 ＊アミティエ（93 GB鹿 Sadler's Wells）入着

４代母 チャーミングライフCharming Life（79 IRE 鹿 Habitat）GB１勝
［子］ ランアンドガン Run and Gun（88� Lomond）FR６勝，プティクヴェ

ール賞‐G3，P. du Haras de la Huderie‐L ３着
シーユースーン Cusoon（02� Dansili）GB・USA・CAN11勝，Wint
er Derby Trial S‐L

＊ペシェミョン（91牝 Sadler's Wells）入着３回，医王寺特別３着
［孫］ ペドラポンパス Pedra Pompas（04牡 Mark of Esteem）FR・ITY13 勝，

P. Memorial Francesco Faraci‐L，P. U.N.I.R.E.‐L，P. R
egione Toscana‐L（２回），etc.

チェックザラック（98牡 ＊アフリート）６勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ３着，淀屋
橋Ｓ，壇之浦特別，etc.

マスターグレイマン（08牡 アドマイヤコジーン）１勝，カンナＳ‐OP ３着
サーティグランド（12� ＊サウスヴィグラス）３勝，ラジオ福島賞，陽春
Ｓ２着，藤森Ｓ２着，etc.，��３勝�入着２回	

グランドオーク（05牡 ＊スキャターザゴールド）��１勝
５勝�６勝，
黒潮皐月賞２着，黒潮ダービー３着

［曾孫］ エングローサー（15牡 トランセンド）２勝，ユニコーンＳ‐G3 ３着，小
豆島特別２着，ベゴニア賞２着，etc.

コスモラピュタ（07牡 ＊ロージズインメイ）５勝，菊花賞‐G1 ５着，天の
川Ｓ，安房特別，etc.

販売申込者・所有者： ＷＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ㈱＝札幌市中央区 �090-9519-7994
生 産 牧 場： ㈲金石牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

221 ブラウンテヌート２０２１ �・鹿 ３／２２

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayブラウンテヌート スペシャルウィーク

��
��
�ベイルリ青鹿 2013 ＊アミティエ

4k
Seattle Slew S3×M5 Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 プラチナベール（05芦 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－５（14）〕
スカイノフーサン（11牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�６勝�
マイネルグルマン（12牡鹿 ＊スニッツェル）１勝，��３勝
トーコージュエリー（13牝芦 ジャングルポケット）入着，�２勝
ウェディングベール（15牝芦 ＊タートルボウル）２勝，栗子特別（芝 2000）２着
メリス（18牝栗 ＊ロージズインメイ）��２勝
ペルグランデ（19牝鹿 ラブリーデイ）��１勝

２代母 ＊オーベルゲイド（96 FR芦 Kaldoun）FR２勝，P. Rose deMai‐L，ポモー
ヌ賞‐G2 ３着，ペネロープ賞‐G3 ２着，P. Joubert‐L ３着
グッドネイバー（02牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，若葉Ｓ‐L ３着，すみれＳ‐OP

２着，赤倉特別３着，北野特別３着，小牧特別３着，etc.
オーソリティバイオ（04牡 ＊フレンチデピュティ）２勝
カルカソンヌ（06牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，夏木立賞，フリージア賞２着
ラレッサングル（13牝 キングカメハメハ）入着 12回，汐留特別２着，�３勝�

３代母 アンナエドAnna Edes（85 FR鹿 Fabulous Dancer）FR入着
アバティアール Abbatiale（95 牝 Kaldoun）FR３勝，ペネロープ賞‐G3，P. Ros

e deMai‐L，仏オークス‐G1 ２着
ビウィッチト Bewitched（07牝 Dansili）GB・FR・IRE・CAN８勝，バリー

コーラスＳ‐G3，ルネサンスＳ‐G3（２回），ベンゴーフＳ‐G3，etc.
アンナデエスAnna Deesse（03 牝 Anabaa）不出走

シンギングバード Singing Bird（09 牝 Excellent Art）IRE１勝，ミンストレル
Ｓ‐G3 ２着

アルタアンナAlta Anna（05牝 Anabaa）不出走
サザンフランス Southern France（15� Galileo）�GB・IRE・AUS４勝，ＭＲ

Ｃサンダウンクラシック‐G2，バリーカレンＳ‐G3，Yeats S‐L，etc.
ボリショイバレエ Bolshoi Ballet（18 牡 Galileo）�GB・FR・IRE・USA・H

KG４勝，ベルモントダービー‐G1，愛ダービートライアルＳ‐G3，バリ
ーサックスＳ‐G3

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

222 プラチナベール２０２１ �・栗 ５／１７
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラプラチナベール
＊ Kaldoun

��
��
�オーベルゲイド芦 2005 Anna Edes

8f
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ポワンセティ（15鹿 ロードカナロア）�入着�
本馬の他に産駒あり

２代母 アドマイヤカグラ（07栗 スペシャルウィーク）入着
アドマイヤナイト（12牝 アドマイヤムーン）４勝，千葉日報杯，別府特別，セプテ

ンバーＳ２着（２回），北九州短距離Ｓ２着，水無月Ｓ２着，etc.
キングラディウス（13牡 キングカメハメハ）３勝，ニセコ特別２着，�９勝
ストームフレイバー（14牡 ＊クロフネ）��６勝
ローレルアイリス（17牝 アドマイヤムーン）３勝，２０２１ファイナルＳ，会津特別，

�１勝�２勝�

３代母 ＊シーズライクリオ（96 USA鹿 Boundary）USA２勝，Lucky Lavender Girl
H３着
シーサイドリトリート Seaside Retreat（03� King Cugat）USA・CAN７勝，ニ

ジンスキーＳ‐G2，Charley Barley S‐L，Display S‐L，etc.
サダムグランジュテ（08牝 キングカメハメハ）５勝，初日の出Ｓ，鶴見特別，アク

アラインＳ２着，etc.
アルセスト（17牡 スクリーンヒーロー）１勝，岩船特別

リオグランデ（10牝 ディープインパクト）１勝，三条特別２着，土湯温泉特別３着，
筑後川特別３着

４代母 リーディングライム Leading Rhyme（90 USA黒鹿 Mr. Leader）不出走

５代母 ゲイソネットGay Sonnet（69 USA黒鹿 Sailor）USA２勝
［子］ スイーテストチャント Sweetest Chant（78 牝 Mr. Leader）USA12 勝，オ

ーキッドＨ‐G2，アーリントンメイトロンＨ‐G2，Stroh's H，etc.
［孫］ ネヴァーリトリートNever Retreat（05 牝 Smart Strike）USA・CAN11

勝，ファーストレイディＳ‐G1，カナディアンＳ‐G2，ダンススマー
トリーＳ‐G2，etc.

カサレリア Cassaleria（79 牡 Pretense）USA５勝，エルカミノレアルＳ
‐G2，ロングエイカーズダービー‐G3，El Camino Real Derby，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

223 ポワンセティ２０２１ �・鹿 ５／２６

＊

＊
＊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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムポワンセティ スペシャルウィーク

��
��
�アドマイヤカグラ鹿 2015 ＊シーズライクリオ

9f
Storm Cat S4×M4

価格： 購買者：



母 ベルヴィンカ（16鹿 ベルシャザール）出走
初仔

２代母 ＊カラヴィンカ（08 USA芦 Bernardini）入着２回
グラビット（15牡 カネヒキリ）��出走��２勝�３勝�入着
ヴィンカマヨール（17� ゴールドアリュール）１勝

３代母 タップユアヒールズ Tap Your Heels（96 USA芦 Unbridled）USA１勝，
Hildene S‐R
タピット Tapit（01 牡 Pulpit）USA３勝，ウッドメモリアルＳ‐G1，ローレルフュ

チュリティ‐G3，種牡馬
＊ホームフロムオズ（02牝 Pulpit）不出走

＊エーシンゴールド（10牡 Medaglia d'Oro）４勝，アルデバランＳ‐OP，昇竜
Ｓ‐OP ２着，etc.，��入着，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着

メイドフロムラッキーMadefromlucky（12牡 Lookin At Lucky）USA６勝，
ピーターパンＳ‐G2，ウェストヴァージニアダービー‐G2，グリーンウッ
ドカップＳ‐G3，etc.，種牡馬

シージェイオズC J Oz（14牝 Colonel John）不出走
シャンペインポエトリー Champagne Poetry（19 牝 Carpe Diem）�US
A１勝，Ruthless S２着

オーヴァランダビューティOverandabeauty（05 牝 Grand Slam）USA３勝，O
hio Valley H‐L ２着，Pearl City S３着
ノーブルアンダビューティNoble and a Beauty（12 牝 Noble Causeway）

USA３勝，Cicada S‐L，Ruthless S‐L ２着

４代母 ルビースリッパーズRuby Slippers（82 USA芦 Nijinsky）USA５勝
［子］ ルビアノ Rubiano（87牡 Fappiano）USA13 勝，ＮＹＲＡマイルＨ‐G1，

カーターＨ‐G1，ヴォスバーグＳ‐G1，etc.，種牡馬
［孫］ ダブレオDubleo（02牡 ＊サザンヘイロー）USA７勝，サマーＳ‐G2，ジ

ェネラスＳ‐G3，Dave Feldman S，etc.，種牡馬
インチューン In Tune（11牝 Unbridled's Song）USA３勝，ガルフスト
リームパークオークス‐G2

販売申込者・所有者： ㈱ＭＫアセット＝東京都港区 �090-8892-6144
生 産 牧 場： ㈲丸村村下ファーム
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

224 ベルヴィンカ２０２１ �・鹿 ３／２５

＊

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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ベルシャザール マルカキャンディベルヴィンカ
＊ Bernardini

��
��
�カラヴィンカ鹿 2016 Tap Your Heels

3o
Tap Your Heels S3×M3 サンデーサイレンス S3×M4 A.P. Indy S4×M4
Mr. Prospector S5×M5
価格： 購買者：



母 ブーケフレグランス（05栗 ダンスインザダーク）４勝，難波Ｓ（芝 1800），逆瀬川
Ｓ（芝 1800）２着，オリエンタル賞（芝 2000）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（13）〕
パルファンデュロワ（12牡栗 キングカメハメハ）��１勝��１勝�５勝��２勝�
フゼアノート（16牡黒鹿 ロードカナロア）�	３勝
フレグランスフリー（19牡鹿 ロードカナロア）���１勝

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

別，兵庫特別，福寿草特別，支笏湖特別２着，etc.，種牡馬
ダイワルージュ（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳牝

馬Ｓ‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ３着，アネモネＳ‐OP，キャピタルＳ‐OP
２着，etc.
ダイワファルコン（07牡 ジャングルポケット）８勝，福島記念‐G3（２回），カ

シオペアＳ‐L，中山記念‐G2 ２着，オールカマー‐G2 ２着，弥生賞‐G2
３着，etc.

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

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

３代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走
スカーレットローズ（87牝 ＊ノーザンテースト）２勝

スカーレットレディ（95牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ヴァーミリアン（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，フェブラリーＳ‐G1，
ジャパンＣダート‐G1，etc.，��７勝�２勝	１勝，ＪＢＣクラシッ
ク‐Jpn1（３回），etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱社台ブラッドメア＝千歳市東丘 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

225 ブーケフレグランス２０２１ �・栗 ３／３１

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

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

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイブーケフレグランス ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットブーケ栗 2005 ＊スカーレツトインク

4d
Northern Dancer M4×S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ベスタルキュート（09鹿 デュランダル）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 アマゾンリブ（03鹿 ＊ヘクタープロテクター）入着２回

３代母 クイーンズ（92鹿 ＊トニービン）２勝

４代母 ムラヤマクイン（75黒鹿 ＊レイザン）�入着
［子］ センシュオーカン（85牡 ハードバージ）４勝，嵐山Ｓ，国東特別

ヨシハナメート（81牝 スピーデーワンダー）��７勝
クロスザリバー（87牡 ＊リトルリヴア）�３勝�２勝
カスガメモリー（86牝 ハードバージ）�１勝�２勝
キクノレインボー（91牝 ＊ロイヤルトルーン）�２勝�入着６回
カスガワンダー（80牡 スピーデーワンダー）��２勝
ユーワロイヤル（83牝 ＊ロイヤルスキー）��１勝

［孫］ ウナヤマエース（93牡 ゴールドウエイ）��６勝
シェリフズクイン（94牝 ＊シェリフズスター）�１勝��４勝
カスガペガサス（92牡 ＊パレスダンサー）��４勝��入着２回	
ロイヤルサンプラス（95牡 ＊フレンチグローリー）�２勝

５代母 ＊アロウスウイフト（69 USA黒鹿 Assagai）USA出走
［子］ マエデンオー（80牡 ＊クレバーフエラ）��
�10 勝，新潟ジュニアＣ，

新潟皐月賞３着
アーサスイフト（77牝 ＊タパルク）���９勝
タケシヨウホープ（78牡 ＊レイザン）���６勝
ヤマキホープ（76牡 ＊レイザン）���２勝

［孫］ ビーカツプ（87牝 コトノアサブキ）��10 勝
オートビジン（99牝 ＊ソヴィエトスター）��３勝
オートスター（97牡 ＊ソヴィエトスター）��３勝

［曾孫］ オートマリリン（96牝 ＊テンパレートシル）��７勝
オートカップ（95牝 ＊トロメオ）��６勝
オートバーチャル（94牡 ホスピタリテイ）��６勝
オートウルフ（98牡 エイシンサンディ）��１勝

販売申込者・所有者： ㈲大原ファーム＝浦河町姉茶 �080-4286-0688
生 産 牧 場： ㈲大原ファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

226 ベスタルキュート２０２１ �・鹿 ４／１６
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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセスベスタルキュート ＊ヘクタープロテクター

��
��
�アマゾンリブ鹿 2009 クイーンズ

＊アロウスウイフト 4c
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 ホクセツダンス（08栗 ＊アグネスデジタル）５勝，神無月Ｓ（Ｄ1400），羊蹄山特
別（Ｄ1700），麦秋Ｓ（Ｄ1400）２着，播磨特別（Ｄ1400）２着，ファイナルＳ
（Ｄ1400）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（４）〕
ビッグデータ（15牡鹿 キングカメハメハ）１勝，�３勝
キアナポラリス（17牝栗 キングカメハメハ）���１勝
トワキ（20牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�地方未出走

２代母 サイレントラヴ（01鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ハーティンハート（07牡 サクラバクシンオー）２勝，相模湖特別２着，朝日岳特別

２着，外房特別３着，�４勝�入着３回���
アズマクリスエス（10牡 ＊シンボリクリスエス）�４勝
モリトシラユリ（14牝 ＊クロフネ）３勝，フェアリーＳ‐G3 ３着
シゲルミズナ（15牝 ＊ワークフォース）入着２回，��１勝�１勝�１勝
ジュンノサップ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）１勝，���出走
ヒデノヴェローチェ（17牡 エイシンフラッシュ）���２勝�１勝

３代母 フアーストラブ（86鹿 ＊ナイスダンサー）��４勝
メモリアルガイ（92牡 サツカーボーイ）３勝，石打特別
メロウキス（93牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，甲東特別，耶馬渓特別３着

ナチュラルメイク（02牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，カンナＳ‐OP ２着，お
おぞら特別，ゆきつばき賞，etc.，	１勝

キープユアスマイル（03牝 アグネスタキオン）２勝，紫苑Ｓ‐L ２着
ノボリユキオー（96牡 ＊トニービン）６勝，北九州短距離Ｓ‐OP ２着，ＴＶ愛知Ｏ

Ｐ‐OP ２着，etc.，��入着２回，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着
プレシャスソング（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，佐渡特別
トーセントゥルー（04牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，火打山特別２着，シンガポー

ルＴＣ賞３着
アズマタイショウ（06牡 キングカメハメハ）２勝，わらび賞

４代母 レデイーシラオキ（78鹿 ＊セントクレスピン）４勝，中距離特別
［孫］ スペシャルウィーク（95牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，ジャパンＣ‐G1，

日本ダービー‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，etc.，特別賞，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
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＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawホクセツダンス ＊サンデーサイレンス

��
��
�サイレントラヴ栗 2008 フアーストラブ

＊フロリースカツプ 3l
Northern Dancer S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ホワイトウォーター（01 USA鹿 Forestry）不出走
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－４（10），海外－１（３），地方－６（48）〕
ゼイアーレイトThey're Late（06 USA牡鹿 Mineshaft）USA３勝
ファンドリノチカラ（07牡鹿 Songandaprayer）３勝，雲仙特別（芝 1200），小郡

特別（芝 1200），有田特別（芝 1200），�５勝�１勝
ホワイトジル（08牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��１勝
レッドフォルツァ（09�鹿 ゼンノロブロイ）３勝，水仙賞（芝 2200）３着，障害１勝
ヴァレンティーネ（10牝鹿 デュランダル）３勝，はやぶさ賞（芝 1000）２着，雪う

さぎ賞（芝 1200）２着
シンゲツ（11牡鹿 ハーツクライ）�12 勝�13 勝��３勝�４勝，五ケ瀬川賞
（Ｄ1800），文月賞（Ｄ1750），開聞岳賞（Ｄ1750），佐賀皐月賞（Ｄ1800），佐
賀弥生賞（Ｄ1800），錦江湾賞（Ｄ1750）２着

バレエダンサー（13牝鹿 ハーツクライ）１勝，�１勝��入着３回
マイネルヴィレ（14牡鹿 ネオユニヴァース）�１勝
レイジングリヴァー（17牝黒鹿 ヴィクトワールピサ）���７勝
マオノハトホル（20牝鹿 ＊ダンカーク）�地方未出走

２代母 コロラドソング Colorado Song（96 USA黒鹿 Pine Bluff）USA２勝，プリ
ンセスＳ‐G2 ２着，デルマーデビュタントＳ‐G2 ３着，ソレントＳ‐G2 ３着，
Sandy Blue S‐R ２着
コーズウェイソングCauseway Song（03牝 Giant's Causeway）不出走

エインジェルガブリアル Angel Gabrial（09� Hurricane Run）GB・IRE７
勝，Esher S‐L ２着，Jockey Club Rose Bowl‐L ２着，Grand
Cup S‐L ３着（２回）

アイムセクシーアンドアイノウイット Imsexyandiknowit（16牝 Canford Cliffs）
�ITY・CZE・POL・HUN２勝，P. Terme di Merano‐L ３着

ジダンZidane（06� Elusive Quality）USA３勝
セージドーロ Sage d'Oro（09牝 Medaglia d'Oro）USA２勝
ペイトンズパス Peyton's Pass（13 牝 Pass Rush）USA７勝，Merrillville S‐R，

Hollywood GamingMahoning Distaff S３着

３代母 トモローズソングTomorrow's Song（88 USA黒鹿 Apalachee）USA１勝

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

228 ホワイトウォーター２０２１ 牡・青鹿 ５／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊

フォレストリー Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Forestry Shared Interestホワイトウォーター コロラドソング Pine Bluff

��
��
�Colorado Song鹿USA 2001 Tomorrow's Song

1p
Halo S4×M5 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ボーダレス（13栗 アドマイヤムーン）２勝，カンナＳ‐OP（芝 1200），すずらん賞
‐OP（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
パスポートチェック（19牡栗 ＊ディスクリートキャット）１勝，��出走
ボーダーパトロール（20牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�出走

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
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

［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： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166
生 産 牧 場： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲
飼 養 者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166
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フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズボーダレス
＊ Cadeaux Genereux

��
��
�コスモポリタン栗 2013 Parisian Elegance

1t
５代までにクロスなし

価格： 購買者：


