
母 ガイヤクイン（09鹿 ＊ファスリエフ）�７勝�１勝�，花吹雪賞（Ｄ1800），飛燕
賞（Ｄ1800）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
サンガイヤ（15牝芦 フサイチリシャール）�１勝
ジェネシスクイン（17牝青 フェノーメノ）��入着５回��入着３回�

２代母 サドーダンサー（90鹿 ＊トニービン）３勝，磐梯山特別，べにばな賞２着，冬
至Ｓ３着，アマリリス賞３着
ムーンライトタンゴ（98牝 ダンスインザダーク）２勝，桜花賞‐Jpn1 ２着，阪神牝

馬Ｓ‐Jpn2 ２着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着
ビギンザダンス（99� ダンスインザダーク）	４勝

アサクサアドリア（06牝 ＊エアエミネム）�２勝
コスモディセント（08牡 ステイゴールド）１勝
ナムライチバンボシ（10牡 フサイチリシャール）２勝，�９勝

３代母 スコツチダンサー（84栗 ＊デイクタス）１勝，糸魚川特別２着，胎内川特別３着

４代母 ウインナワルツ（78鹿 ＊ダストコマンダー）１勝
［子］ テンシンリュウエン（85牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，新緑賞，悠久山特別

２着，筑波山特別２着，etc.
ダイナミックスピン（88牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，湯川特別２着

５代母 ＊オドリコ（70 USA鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ ＊ギヤラントダンサー（75牡 Gallant Man）４勝，朝日杯３歳Ｓ，ＮＺトロ

フィー‐OP，いちょう特別
バリシニコフ（79牡 ＊フアバージ）３勝，オータムスプリントＳ‐OP，袖
ヶ浦特別，種牡馬

ダイナキヤンデイ（80牝 ＊フアバージ）５勝，新潟ＲＣ２０周年記念，相川特別
［孫］ ダイイチジョイフル（89牡 ＊リアルシヤダイ）５勝，京都記念‐Jpn2 ３着，

菊花賞‐Jpn1 ５着，ブラッドストーンＳ‐OP，etc.
ミリオンショー（93牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，初霜特別２着，織
姫賞３着，丹波特別３着，etc.

販売申込者・所有者： 中前牧場＝日高町豊郷 �090-7646-8416
生 産 牧 場： 中前牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

1 ガイヤクイン２０２１ �・鹿 ３／２０
＊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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessガイヤクイン ＊トニービン

��
��
�サドーダンサー鹿 2009 スコツチダンサー

＊オドリコ 13e
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 カザリムスビ（07栃栗 ＊トワイニング）��７勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－４（18）〕
デルマオテモヤン（14牝栗 アサクサキングス）�２勝
カノウムスビ（15牡栗 スクリーンヒーロー）�１勝�７勝��入着２回
ハツセ（16牝鹿 ルーラーシップ）１勝
デジマノハナ（17牝栗 スクリーンヒーロー）２勝，��２勝
ペイシャムスビ（18牝栗 ストロングリターン）���４勝�２勝
トランポリン（19牡栗 ＊エスケンデレヤ）���入着５回

２代母 ニフティディード（96栃栗 ＊サンデーサイレンス）出走
ノットユアビジネス（02牝 ＊エンドスウィープ）３勝

アームズレングス（13牝 ＊ホワイトマズル）４勝，錦秋Ｓ２着，秋嶺Ｓ２着，柳
都Ｓ３着，麒麟山特別３着

ステップクローザー（03牡 ＊ホワイトマズル）��12 勝，戸塚記念２着，黒潮盃２着

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

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

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

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

入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

４代母 ＊ニフテイアンドニート（81 USA鹿 Vigors）USA４勝，Bal Harbour S，
Soft Touch S２着，Bed O' Roses Visitation S‐R ３着，Bowl of Flowers
Visitation S‐R ３着，Satin and Lace S３着
［子］ ニフティダンサー（88牡 ＊ノーザンテースト）７勝，七夕賞‐Jpn3，吾妻

小富士ＯＰ‐OP ３着，総武Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �090-3118-6091
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

2 カザリムスビ２０２１ �・鹿 ３／１０

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�トワイニング Courtly Deeカザリムスビ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニフティディード栃栗 2007 ニフティニース

＊ニフテイアンドニート 16g
Courtly DeeM3×S5 Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native M4×M5

価格： 購買者：



母 カナエチャン（08青鹿 マンハッタンカフェ）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
ニシノダンテ（15牡青鹿 ＊タイキシャトル）２勝
セイウンクロクモ（17牡青鹿 エピファネイア）�２勝

２代母 ＊ザミル（98 USA青鹿 Horatius）USA１勝
マイネルプリサイス（16牡 ＊プリサイスエンド）１勝，��３勝��

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
サラトガシーン Saratoga Scene（82牝 Grey Dawn）USA出走

サラトガスター Saratoga Star（91 牝 StarWatch）AUS３勝
カリーニングラード Kaliningrad（01� Nothin' Leica Dane）AUS６勝，
VRC Anzac Day S‐L ２着，VRCGibson Carmichael S‐L ２着

＊ミルレーサー（83牝 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： 中本 隆志＝新冠町高江 �0146-47-3590
生 産 牧 場： 中本 隆志
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

3 カナエチャン２０２１ 牡・青 ４／１８
＊

＊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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジカナエチャン
＊ Horatius

��
��
�ザミル青鹿 2008 Marston's Mill

22d
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 カムアラウンド（05鹿 アドマイヤベガ）�１勝��２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（16）〕
フラックス（13牝栗 ＊カジノドライヴ）入着，�15 勝���
カムカム（14牡鹿 ヴァーミリアン）�２勝
ヒジキ（15牝青 ＊シンボリクリスエス）�１勝��入着
モンシュヴァル（19牡黒鹿 ＊モンテロッソ）��出走

２代母 エレガントプロウズ（95栗 アンバーシヤダイ）不出走
ライズインフェイム（99牝 ＊エリシオ）�11 勝

３代母 ＊クラフテイワイフ（85 USA栗 Crafty Prospector）USA７勝，Desert Vixe
n S‐LR，Susan's Girl S‐LR，Heather S，Faneuil Miss S，Hibisc
us S，etc.
ブリリアントベリー（90牝 ＊ノーザンテースト）３勝，臥牛山特別

カンパニー（01牡 ミラクルアドマイヤ）12勝，天皇賞（秋）‐G1，マイルＣｈＳ
‐G1，毎日王冠‐G2，etc.，特別賞，種牡馬

ビッグショウリ（91牡 ＊ノーザンテースト）７勝，マイラーズＣ‐Jpn2，スワンＳ
‐Jpn2 ３着，etc.，	
２勝�２勝���入着２回�，北海道スプリントＣ
‐Jpn3 ２着，etc.

キョウエイフォルテ（94牝 ＊ノーザンテースト）６勝，シリウスＳ‐Jpn3 ３着，す
ばるＳ‐OP ３着，貴船Ｓ，etc.

エヴリウィスパー（97牝 ＊ノーザンテースト）入着
アドマイヤキラメキ（02牝 ＊エンドスウィープ）４勝，樅の木賞２着，秋分特別

３着，妙高特別３着，etc.
トーセンスターダム Tosen Stardom（11牡 ディープインパクト）５勝，
チャレンジＣ‐G3，etc.，AUS２勝，ＶＲＣＬＫＳマッキノンＳ‐G1，
ＭＲＣトゥーラクＨ‐G1，etc.，種牡馬

トーセンジョーダン（06牡 ジャングルポケット）９勝，天皇賞（秋）‐G1，札幌
記念‐G2，ＡＪＣＣ‐G2，etc.，種牡馬

スパイキュール（00牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，ベテルギウスＳ‐L，摩耶Ｓ，種牡馬
バトルバニヤン（04牡 ジャングルポケット）７勝，福島ＴＶＯＰ‐L，カシオペアＳ

‐L，小倉大賞典‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 中地 義次＝新冠町明和 �0146-49-5154
生 産 牧 場： 中地 義次
飼 養 者： オーシャンズランチ＝浦河町上向別 �080-5075-0405

4 カムアラウンド２０２１ �・鹿 ４／２３

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤベガ ベガカムアラウンド アンバーシヤダイ

��
��
�エレガントプロウズ鹿 2005 ＊クラフテイワイフ

9a
Northern Dancer S4×M5×M5 Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 カリビアンセレブ（06鹿 ゴールドアリュール）��３勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－３（７）〕
ブルーセレブ（11牝栗 ＊アサクサデンエン）��３勝，東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600），

桜花賞（Ｄ1600）２着，ユングフラウ賞（Ｄ1400）３着，ＮＡＲ優２牝
オスカークイーン（14牝鹿 ＊シニスターミニスター）１勝
オンアクラウド（15牝栗 ＊ロージズインメイ）��１勝
タチアオイ（17牝栗 ＊シニスターミニスター）�３勝
ニーヨル（18牡栗 ＊シニスターミニスター）１勝，���入着
ヒデノレインボー（19牡鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝
ヘイトアルーズ（20牡鹿 ＊ビーチパトロール）�出走

２代母 カリビアンボイス（00青鹿 ＊ジェイドロバリー）１勝
マルブツボイス（07牡 ＊ブライアンズタイム）�６勝
リュウノファイト（11牡 メイショウボーラー）��３勝�入着，スプリングＣ２着

３代母 カーペンタービー（86黒鹿 ＊ルドウターブル）２勝
エスケイタイガー（95牡 メリーナイス）��６勝�１勝，黒潮盃，ブルーバードＣ，

平和賞
ロイヤルセランガー（01牝 ＊パラダイスクリーク）２勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２

着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ４着，etc.，�４勝�１勝�入着��，
東海ゴールドＣ，etc.

４代母 ＊フアイアフラワー（72 IRE 鹿 Dike）不出走
［子］ ダイナカーペンター（84牡 フレーミングユース）８勝，京都記念‐Jpn2，

阪神大賞典‐Jpn2，鳴尾記念‐Jpn2 ３着，etc.
［孫］ フラワーパーク（92牝 ニホンピロウイナー）７勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，

高松宮杯‐Jpn1，シルクロードＳ‐Jpn3，etc.，優短距，優父内
［曾孫］ ヴァンセンヌ（09牡 ディープインパクト）６勝，東京新聞杯‐G3，安田記

念‐G1 ２着，京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
エムオーウイナー（01牡 ニホンピロウイナー）７勝，シルクロードＳ‐G3，
オーシャンＳ‐Jpn3 ２着，福島民友Ｃ‐L ２着，etc.，種牡馬

クリアンサス（08牝 Redoute's Choice）３勝，マーガレットＳ‐LR，春菜賞

販売申込者・所有者： 中村 雅明＝浦河町野深 �0146-27-4416
生 産 牧 場： 中村 雅明
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

5 カリビアンセレブ２０２１ 牡・黒鹿 ４／ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤカリビアンセレブ ＊ジェイドロバリー

��
��
�カリビアンボイス鹿 2006 カーペンタービー

＊フアイアフラワー 1n
Mr. Prospector S4×M4×S5 Nureyev M4×S5 Special M5×M5

価格： 購買者：



母 カネショウバナナ（04栗 ＊カコイーシーズ）��４勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（17）〕
ハイランドグラス（12牡栗 スターリングローズ）�１勝��３勝�３勝
バナナボーイ（13牡黒鹿 サムライハート）��４勝�１勝
アオイバサナイ（14牝栗 フリオーソ）�１勝�１勝
オーシャンデイジー（15牝鹿 アッミラーレ）��１勝��入着４回
カイジンワンダー（16牡栗 ＊グラスワンダー）�２勝��
カイジンキセキ（19牡鹿 ＊プリサイスエンド）���出走

２代母 カネショウベガ（99栗 ＊ナグルスキー）��１勝
カネショウギンガ（03牝 ＊ティンバーカントリー）��３勝
チョウサンペガサス（06� タヤスツヨシ）��14 勝	８勝
カネショウスタイル（07牝 ＊パラダイスクリーク）��６勝
カネショウシルク（08牝 ブラックタキシード）��４勝
インフォーマー（11牡 タイムパラドックス）��９勝	入着�，プラチナＣ３着，

マイルＧＰ３着

３代母 カネシヨウルビー（87鹿 ＊フイリツプオブスペイン）��５勝
カネショウレグナム（97牝 ＊スマコバクリーク）��２勝

コスモザガリア（05牝 アグネスゴールド）２勝，小倉城特別２着，ミモザ賞３着

４代母 カネシヨウダナー（82栗 ＊ラツキーソブリン）不出走
［子］ カネショウハルオー（91牡 ＊ラシアンボンド）１勝，金華山特別３着
［孫］ カネショウメロディ（03牝 ジェニュイン）��４勝，東京２歳優駿牝馬３着

シーダーラック（06牡 ゴールドアリュール）４勝，丹沢Ｓ，総武Ｓ３着
［曾孫］ ポッドギル（16牝 フリオーソ）��５勝，ユングフラウ賞，川崎スパーキ

ングスプリント３着

５代母 バツカナム（70鹿 ＊ヴイミー）出走
［子］ グランドテスコ（80牡 ＊テスコボーイ）４勝，琵琶湖特別，地方競馬騎手

招待，雪割草特別，	９勝，種牡馬
［孫］ セイクビゼン（95牡 ビゼンニシキ）２勝，スプリングＳ‐Jpn2 ２着，か

らまつ賞

販売申込者・所有者： 長浜 忠＝新冠町東泊津 �0146-47-3973
生 産 牧 場： 長浜 忠
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

6 カネショウバナナ２０２１ �・栗 ２／２１
＊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

＊ Alydar

�
�
�
�
�

��
��

�カコイーシーズ Careless Notionカネショウバナナ ＊ナグルスキー

��
��
�カネショウベガ栗 2004 カネシヨウルビー

＊ビユーチフルドリーマー 12
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ギタートウショウ（08黒鹿 ＊アグネスデジタル）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（９）〕
オスズ（13牝黒鹿 ローエングリン）�７勝，九州ジュニアＣｈ（Ｄ1750）２着
ノーブルタイタン（15�栗 キングヘイロー）��１勝�入着
マスタリーピーク（18�鹿 ＊シニスターミニスター）��出走��１勝

２代母 バージントウショウ（99黒鹿 フジキセキ）不出走
デコトウショウ（04牝 サクラバクシンオー）�１勝
ネイヴルトウショウ（05牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
トウショウデザート（06牡 ＊デザートキング）３勝，鹿野山特別，九十九里特別２着，

信濃川特別２着，府中Ｓ３着，東雲賞３着，etc.
トウショウカズン（07牡 ＊クロフネ）６勝，根岸Ｓ‐G3 ２着，ギャラクシーＳ‐LR

２着，栗東Ｓ‐L ２着，etc.，���	�入着４回
，さきたま杯‐Jpn2 ３着，
黒船賞‐Jpn3 ２着，etc.

クリスタトウショウ（10牝 ＊グラスワンダー）�３勝

３代母 タバサトウショウ（93鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
スイープトウショウ（01牝 ＊エンドスウィープ）８勝，宝塚記念‐G1，秋華賞

‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1，京都大賞典‐G2，etc.，優古牝
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
トウショウフリーク（07牡 キングカメハメハ）７勝，関越Ｓ‐L，etc.，�１勝


���入着４回，川崎記念‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
スウェアトウショウ（08牝 ディープインパクト）出走

アドマイヤハダル（18牡 ロードカナロア）�３勝，若葉Ｓ‐L，中山記念‐G2 ３
着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.

４代母 サマンサトウショウ（85黒鹿 トウシヨウボーイ）７勝，エプソムＣ‐Jpn3，
マイルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，京都牝馬特別‐Jpn3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３
着，朱雀Ｓ，etc.
［孫］ トウショウドラフタ（13牡 アンライバルド）５勝，ファルコンＳ‐G3，谷

川岳Ｓ‐L ３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，etc.，��４勝

販売申込者・所有者： 富沢萩沢俊雄牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2182
生 産 牧 場： 富沢萩沢俊雄牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

7 ギタートウショウ２０２１ 牡・栗 ２／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawギタートウショウ フジキセキ

��
��
�バージントウショウ黒鹿 2008 タバサトウショウ

＊セヴアイン 5j
サンデーサイレンス S3×M4 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 キーツヨイ（02鹿 ＊タバスコキャット）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－５（33）〕
キーファミリー（08牝鹿 ＊タップダンスシチー）�３勝��入着 10回�
キーエキスパート（09牡栗 バブルガムフェロー）１勝
オーゴンワンダー（13牝黒鹿 スクリーンヒーロー）�１勝�12 勝�２勝
キーグラウンド（14牡鹿 アサクサキングス）４勝，門司Ｓ（Ｄ1700），赤穂特別
（Ｄ1800），��７勝，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着，マイル争覇（Ｄ1600）２着

キーメモリー（16牝黒鹿 パドトロワ）�５勝�１勝�
ライヴクッキー（18牡鹿 コパノリチャード）���１勝�１勝�
キーフィールド（19牡栗 ＊バトルプラン）出走，�地方未出走

２代母 ＊ゴールデンミル（87 USA鹿 Mr. Prospector）GB１勝
インターラジカル（92牡 ＊ゴライタス）２勝
キシュウグレイス（94牝 ＊セクレト）１勝
サンワードミル（01牝 ＊スピニングワールド）１勝
ユウターレオン（05牡 ＊アジュディケーティング）�１勝
ガル（08牡 ＊スターオブコジーン）�４勝

３代母 ＊ミルクィーン（79 IRE 鹿 Mill Reef）GB２勝
＊リビューク（86牝 Mr. Prospector）FR２勝

ロングシコウテイ（93牡 アンバーシヤダイ）５勝，京都３歳Ｓ‐OP，クリスマ
スキャロルＨ，ゴールデンホイップＴ，etc.

ドリ－ムフォ－ミ－Dream for Me（90牝 ＊リファーズウィッシュ）USA３勝，
West Long Branch S３着

ウエスタンオウジャ（91牡 Ziggy's Boy）１勝，里見特別２着，障害１勝
ウエスタンスキャン（93牝 ＊スキャン）２勝，日吉特別３着，相模特別３着，��１勝

ウエスタンペガサス（00牝 ＊タイキブリザード）入着
ウエスタンシーザー（05牡 サクラローレル）３勝，伊勢佐木特別３着，富
里特別３着

ウエスタンベガ（02牝 アドマイヤベガ）入着５回
ウエスタンハピネス（08牝 テイエムオペラオー）２勝，浦安特別３着
ウエスタンムサシ（09牡 ＊クロフネ）２勝，御池特別３着，�２勝��

販売申込者・所有者： ㈲中本牧場＝新冠町高江 �090-8900-6097
生 産 牧 場： ㈲中本牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

8 キーツヨイ２０２１ 牡・鹿 ４／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�タバスコキャット Barbicue Sauceキーツヨイ
＊ Mr. Prospector

��
��
�ゴールデンミル鹿 2002 ＊ミルクィーン

10c
Mr. Prospector M3×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 グランロジエ（15芦 キングヘイロー）�２勝
初仔

２代母 モンプティクール（03芦 ＊クロフネ）３勝，皆生特別３着
ヴレクール（11牡 ゴールドアリュール）２勝
ブランシェクール（13牝 ダイワメジャー）４勝，成田特別，��入着４回�，エンプ

レス杯‐Jpn2 ２着，Ｌプレリュード‐Jpn2 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着
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，白山大賞典
‐Jpn3 ３着，報知オールスターＣ

３代母 ＊ゲートドクール（87 IRE 鹿 Lomond）FR２勝
＊ココパシオン（92牝 ＊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，etc.
セクシーココナッツ（01牝 ダンスインザダーク）１勝
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，etc.

ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3
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.
リトルオードリー（93牝 ＊グルームダンサー）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，オー

クス‐Jpn1 ３着，紅梅賞‐OP
リュバンドール（94牝 ＊トニービン）２勝，二見ケ浦特別２着，渥美特別２着，美濃

特別２着，etc.
バイモユリ（01牝 サクラローレル）１勝
ボンセルヴィーソ（14牡 ダイワメジャー）�４勝，東風Ｓ‐L，ＮＨＫマイ
ルＣ‐G1 ３着，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３着，etc.

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

9 グランロジエ２０２１ 牡・芦 ２／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローグランロジエ ＊クロフネ

��
��
�モンプティクール芦 2015 ＊ゲートドクール

4r
Halo S4×M4 Hail to Reason S5×S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊クアンナム（10 FR鹿 Invincible Spirit）FR出走
〔産駒馬名登録数：４〕
クイーンナムQueen Am（17 GB牝鹿 Poet's Voice）�海外未出走

２代母 クアンインQuan Yin（05 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
オードトゥプシュケOde To Psyche（11牝 Dansili）IRE１勝
オアシスムーンOasis Moon（13牝 Oasis Dream）GB１勝

３代母 イーストオヴザムーン East of the Moon（91 USA黒鹿 Private Account）
GB・FR・USA４勝，仏オークス‐G1，仏１０００ギニー‐G1，ジャックルマロワ賞
‐G1，ムーランドロンシャン賞‐G1 ２着，グロット賞‐G3 ２着
モハーヴェムーンMojave Moon（96牡 Mr. Prospector）FR・USA２勝，カリフ

ォルニアンＳ‐G2 ３着，ファイエットＳ‐G3 ２着，種牡馬
ムーンドライヴァーMoon Driver（97 牝 Mr. Prospector）GB・FR１勝，アラン

ベール賞‐G3
キャンダ Canda（00牝 Storm Cat）FR入着３回，Criterium de Vitesse‐L ２

着，P. Yacowlef‐L ２着
オートクラティック Autocratic（13� Dubawi）�GB・AUS４勝，ＭＶＲＣ

ＪＲＡＣ‐G3，ブリガディアジェラルドＳ‐G3，MRCHeatherlie S‐L
２着，etc.

ヒーライク Helike（01 牡 Rahy）FR２勝，G.P. de Marseille‐L ２着，種牡馬
アルファルピAlpha Lupi（04 牝 Rahy）不出走

アルファケンタウリ Alpha Centauri（15 牝 Mastercraftsman）GB・FR・IRE６
勝，愛１０００ギニー‐G1，ジャックルマロワ賞‐G1，コロネイションＳ‐G1，etc.

アルパインスター Alpine Star（17 牝 Sea The Moon）�GB・FR・IRE３勝，コ
ロネイションＳ‐G1，愛デビュターントＳ‐G2，仏オークス‐G1 ２着，etc.

ディスカヴァリーズDiscoveries（19 牝 Mastercraftsman）�GB・IRE２勝，
モイグレアスタッドＳ‐G1，コロネイションＳ‐G1 ３着，愛デビュター
ントＳ‐G2 ３着

４代母 ミエスクMiesque（84 USA鹿 Nureyev）GB・FR・USA12 勝，ＢＣマイル
‐G1（２回），英１０００ギニー‐G1，仏１０００ギニー‐G1，ジャックルマロワ賞‐G1
（２回），ムーランドロンシャン賞‐G1，etc.

販売申込者・所有者： ㈲富田牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1546
生 産 牧 場： ㈲富田牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

10 クアンナム２０２１ �・鹿 ３／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊

インヴィンシブルスピリット Green Desert

�
�
�
�
�

��
��

�Invincible Spirit Rafhaクアンナム クアンイン Sadler's Wells

��
��
�Quan Yin鹿FR 2010 East of the Moon

20
Northern Dancer M4×M5 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 ギオンゴールド（06鹿 ゴールドヘイロー）�12 勝�５勝���１勝・２勝�入着
��，習志野きらっとスプリント（Ｄ1000）３着，荒炎賞（Ｄ1500），九州ダービー
栄城賞（Ｄ2000），荒尾ダービー（Ｄ2000），ル・プランタン賞（Ｄ1800），etc.
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
トウケイゴコウ（15牝鹿 ＊ロージズインメイ）１勝
フェノゴールド（17牡黒鹿 フェノーメノ）��１勝

２代母 マルタカウィーラ（96鹿 ＊アレミロード）�１勝
ツルマルオーカン（03牡 ＊アルカング）	３勝��入着，ウイナーＣ３着
ココロノオアシス（04牡 ＊ミシル）�６勝��
ダートチープ（05牡 ＊ジェリ）�５勝�
ゴールドチャッピー（08牝 ゴールドヘイロー）�１勝
ビービーマグレブ（09牡 ゴールドヘイロー）��２勝
キョウエイヘンケル（10牡 ゴールドヘイロー）��１勝
トップオーラ（11牝 マヤノトップガン）�２勝
入着
ダンストンウィーラ（12牡 ＊グラスワンダー）�１勝
ウメマツサクラ（13牝 ゴールドヘイロー）入着３回，なずな賞２着，つわぶき賞３

着，�２勝，兵庫若駒賞２着
キングリーフィスト（15牡 ゴールドヘイロー）入着２回，��入着�１勝�４勝


５勝��入着４回

３代母 ロングセピア（87鹿 マルゼンスキー）出走

４代母 ロングドーター（79鹿 ＊ハードリドン）３勝
［子］ ロングカイウン（93牡 ＊トニービン）６勝，七夕賞‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1

５着，箱根Ｓ，etc.
ロングワールド（92牡 ＊トロメオ）５勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3 ２着，七
夕賞‐Jpn3 ３着，福島民報杯‐OP ３着，etc.

ロングシャーマン（91牡 サツカーボーイ）３勝，エメラルドＳ‐OP ３着，
白鷺特別，白鷺特別２着，etc.

［孫］ エジソン（06牡 ＊ティンバーカントリー）４勝，メトロポリタンＳ‐L ３着，
ライラック賞，日高特別２着，etc.

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

11 ギオンゴールド２０２１ �・鹿 ３／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドギオンゴールド ＊アレミロード

��
��
�マルタカウィーラ鹿 2006 ロングセピア

＊ノルマニア 5i
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 キモンクイーン（11芦 ＊クロフネ）��１勝�入着６回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（５）〕
ガミラスビート（16牝芦 ベルシャザール）�３勝
ソレユケタケコ（17牡芦 スピルバーグ）��出走�２勝���入着２回
ハイプリーステス（18牝芦 ネオユニヴァース）１勝，���入着
ガーディアンベル（19牡芦 サトノアラジン）�１勝
シルフィードレーヴ（20牝芦 ＊アメリカンペイトリオット）�未出走

２代母 ローリエ（96芦 メジロマックイーン）２勝
ハリーアップ（04牡 マンハッタンカフェ）４勝，北海Ｈ，臥牛山特別，ウェルカム

Ｓ２着，古都Ｓ２着，春日山特別２着，etc.
ラブイズブーシェ（09牡 マンハッタンカフェ）６勝，函館記念‐G3，目黒記念‐G2 ２着，

福島記念‐G3 ３着，有馬記念‐G1 ４着，天皇賞（秋）‐G1 ４着，etc.，種牡馬
プティットクルール（14牝 マンハッタンカフェ）３勝，淡路特別３着
スマイルガール（17牝 キズナ）１勝
シャインローリエ（18牝 ディープブリランテ）��入着�２勝

３代母 ナカミシュンラン（87鹿 ＊モガミ）２勝，ロベリア賞２着
ミズホユウセイ（02牝 ＊デヒア）２勝，礼文特別２着

４代母 ナカミサフアイヤ（76黒鹿 ＊ボールドリツク）２勝，新潟記念，オークス２着，
クイーンＣ２着
［子］ ナカミジユリアン（84牝 ＊モガミ）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，新春４歳牝

馬Ｓ‐OP
ナカミリーゼント（85� トウシヨウルチエー）５勝，府中Ｓ，金峰山特別，
エーデルワイスＳ，etc.

ナカミエレガンス（92牝 メリーナイス）３勝，ミモザ賞３着
［孫］ フリソ（06牡 ゴールドアリュール）５勝，ブラジルＣ‐OP ２着，etc.，��

�入着２回	�，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ２着，マーキュリーＣ‐Jpn3 ３着
ナカミアンデス（90� ＊モガミ）７勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP，ディセンバー
Ｓ‐OP，メトロポリタンＳ‐OP ２着，etc.

ウインドファンタジ（03牡 ＊カコイーシーズ）�３勝��
，園田ユース
Ｃ，園田ジュニアＣ，兵庫ダービー３着

販売申込者・所有者： ㈲田原橋本牧場＝新ひだか町静内田原 �080-1974-5195
生 産 牧 場： ㈲田原橋本牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

12 キモンクイーン２０２１ 牡・芦 ２／２２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューキモンクイーン メジロマックイーン

��
��
�ローリエ芦 2011 ナカミシュンラン

＊シスターサリー 1l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 カルブンクルス（09青 ＊スタチューオブリバティ）２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（６）〕
エルピド（16牡青鹿 ＊プリサイスエンド）１勝，��３勝
スズノレイラ（17牝鹿 エスポワールシチー）�３勝
アルマセクメト（18牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）�２勝

２代母 フェアナタリー（01鹿 ダンスインザダーク）入着２回
ロラパルーザ（06牡 ＊プリサイスエンド）５勝，東京ウインタープレミアム，下総Ｓ，

ハーベスト特別，サンタクロースＳ２着，錦秋Ｓ２着（２回），etc.
マルコファンタジー（07牝 ＊デザートキング）�３勝��
ラローザブル（10牡 ＊プリサイスエンド）４勝，滝桜賞２着，タケホープＣ３着
メイショウエーデル（11牝 キングカメハメハ）入着，�２勝
マイネルフェアネス（14牡 ＊アイルハヴアナザー）障害１勝，�１勝
メイショウダブル（15牡 メイショウボーラー）２勝
ブルベアカイリ（17牡 ＊アイルハヴアナザー）�入着３回，�６勝��
メイショウピスカリ（18牡 アドマイヤムーン）入着３回，��１勝

３代母 ＊フェアディール（95 USA青 Zilzal）GB・UAE入着３回
ヒカルベガ（02牡 アドマイヤベガ）４勝，石和特別，葉山特別，etc.，�３勝�，ス

プリングＣ
ウィンチェスター（08牡 スペシャルウィーク）１勝

４代母 ＊ファデッタ（90 USA青鹿 Fappiano）USA３勝，レアパフュームＳ‐G2 ２着
［子］ モンテカルロ（96牡 Dixieland Band）６勝，ＫＢＣ杯‐OP ２着，ブリリ

アントＳ‐OP ３着，丹沢Ｓ，etc.，種牡馬
トーセンハミング（99牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，阿武隈特別，福島
放送賞３着，豊前特別３着，�１勝

アドマイヤセレクト（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，矢車賞３着

５代母 グローリアスナタリーGlorious Natalie（80 USA黒鹿 Reflected Glory）不出走
［子］ ＊キンググローリアス（86牡 Naevus）USA８勝，ハスケル招待Ｈ‐G1，ハ

リウッドフュチュリティ‐G1，オハイオダービー‐G2，etc.，種牡馬
＊トーセングローリー（98� Afternoon Deelites）１勝，葉牡丹賞３着

販売申込者・所有者： ㈲ディアレストクラブ＝浦河町姉茶 �0146-28-1717
生 産 牧 場： ㈲ディアレストクラブ
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

13 カルブンクルス２０２１ �・黒鹿 ２／２５

＊

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

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�スタチューオブリバティ Charming Lassieカルブンクルス ダンスインザダーク

��
��
�フェアナタリー青 2009 ＊フェアディール

2d
Seattle Slew S4×M4 Lassie Dear M4×S5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 クッキーチャン（09青 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（９）〕
エアラコメット（14牡黒鹿 ルーラーシップ）�５勝��１勝
ブドウチャン（16牝青 エイシンフラッシュ）�１勝�
ヴェルトロ（17牡青鹿 ＊エスケンデレヤ）�１勝�
ビスケットチャン（18牝黒鹿 コメート）�１勝
リュウノイアイギリ（19牡青鹿 ジャングルポケット）��出走

２代母 ＊チャーミングクリス（00 USA黒鹿 Kris S.）２勝，熱田特別，紫野特別２着，
十勝岳特別３着
クラリスピンク（08牝 ネオユニヴァース）３勝

グラファイト（15� エイシンフラッシュ）１勝，両津湾特別２着

３代母 トゥークールトゥフール Too Cool to Fool（91 USA鹿 Foolish Pleasure）
USA６勝，Pago Hop Breeders' Cup S，Truly Bound S２着，Office Wif
e S３着
ディシートDeceit（01 牝 Danzig）USA１勝

アフリートディシート Afleet Deceit（06 牝 Northern Afleet）USA６勝，S
amHouston Distaff S，Double Delta S，ファンタジーＳ‐G2 ２着，etc.

ベラトラヴィアタ Bella Traviata（11 牝 Indian Charlie）USA１勝，Cut th
e Charm S３着

ミステイクンラヴMistaken Love（12牝 Bernardini）USA入着
キティキタナ Kitty Kitana（19牝 Bobby's Kitten）�IRE・USA入着３回，
スイートライフＳ‐G3 ３着

チェルカトーレ Cercatore（02 牝 Seeking the Gold）USA２勝，Likely Exchan
ge S２着，Wintergreen S２着

グリーンドアGreen Door（04 牝 Danzig）USA３勝，Firecracker S‐L ２着
プリーチエテPreachette（13 牝 Pulpit）不出走
アマデヴィル Amadevil（18 牝 Dominus）�USA７勝，Best of Ohio Di
ana S‐R，Michael G. Mackey Memorial Angenora S‐R，Scarle
t and Gray H‐R，etc.

ファテフフィールド Fateh Field（05� Distorted Humor）GB・USA・UAE１勝，
Doncaster S‐L ２着

販売申込者・所有者： 中田 浩美＝新ひだか町静内川合 �090-3111-1456
生 産 牧 場： 中田 浩美
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

14 クッキーチャン２０２１ 牡・黒鹿 ４／３０
＊ Wild Again

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ワイルドラッシュ

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

��
��
�シネマスコープ鹿 2006 ブルーハワイ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールクッキーチャン
＊ Kris S.

��
��
�チャーミングクリス青 2009 Too Cool to Fool

4r
Hail to Reason M5×M5 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 グラッドクライ（09鹿 ＊キッケンクリス）�１勝��６勝�，ロジータ記念
（Ｄ2100）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
トチノエメラルド（16牝鹿 ＊パイロ）���２勝�１勝
レイシン（20牡黒鹿 ラブリーデイ）�未出走

２代母 アステリファスト（96鹿 ＊シャンハイ）�１勝�入着３回�
シャンハイファスト（01牝 ＊ヒシアリダー）�１勝

モエレジュンキン（07牡 ゴールドヘイロー）３勝，企救丘特別，八女特別２着，
豊前特別２着，etc.，�１勝�３勝，宝満山賞，水無月賞２着，etc.

オードリファース（02牝 ＊アジュディケーティング）��６勝�２勝�入着２回
ストームシグナル（03牡 マヤノトップガン）�10 勝�６勝	
入着２回
シェフドゥーヴァ（07牝 バブルガムフェロー）��１勝
入着２回
ソードテール（08� ＊グランデラ）�１勝��６勝
トチノスカーレット（10牝 サムライハート）�２勝
���，イノセントＣ２着
ソニックジェット（11牝 ＊サウスヴィグラス）�９勝
アザミ（14牝 ヴァーミリアン）���６勝�３勝�
入着２回
シナノシャンハイ（15牡 モエレプルトス）��１勝
キョウエイファスト（17牝 グランプリボス）���１勝

３代母 ノーザンホワイト（86芦 マルゼンスキー）不出走

４代母 フユノアダルト（76芦 ＊ラフインゴラ）�２勝
［子］ アラナスモンタ（84牡 ＊アラナス）��５勝，大井記念，帝王賞２着，川

崎記念２着，etc.
ワンモアギャル（89牝 トウシヨウボーイ）３勝，姫島特別
カリテルレデー（83牝 ＊カウアイキング）��10 勝，クイーンＣ，北関東
菊花賞３着

イーヒメ（82牝 ＊ゲイルーザツク）����６勝，三才優駿
［孫］ ビワセイハ（91牡 ＊ナスルエルアラブ）７勝，平安Ｓ‐Jpn3 ３着，リバー

サイドＳ‐OP，ギャラクシーＳ‐OP，etc.，障害１勝，��１勝
［曾孫］ カイシュウコロンボ（08牡 マンハッタンカフェ）５勝，北九州記念‐G3

３着，ディープインパクトＣ‐OP ３着，新春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： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

15 グラッドクライ２０２１ 牡・鹿 ４／３０

＊

＊
＊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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�キッケンクリス Kicken Grassグラッドクライ ＊シャンハイ

��
��
�アステリファスト鹿 2009 ノーザンホワイト

＊アストニシメント 7c
Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊グランカナリア（05 USA黒鹿 Malibu Moon）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（13）〕
ジェットセッター（11牡青鹿 ハーツクライ）入着２回，��１勝
ジョイジョイ（12牝栗 ステイゴールド）�２勝
マイネルグアンチェ（14牡黒鹿 ディープブリランテ）��６勝��１勝�
コウギョウカナリア（15牝鹿 ディープブリランテ）�１勝，若鮎賞（芝 1600）２着
エトルタ（16牝鹿 ナカヤマフェスタ）�２勝
グランシャーク（19牡鹿 ダノンシャーク）�出走

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

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

ダノンスズラン（07牝 Awesome Again）�２勝
ローザノワール（16牝 マンハッタンカフェ）�５勝，ディセンバーＳ‐L，ヴィ

クトリアマイル‐G1 ４着，内房Ｓ，リボン賞，鳥取特別３着
リンガー（18牝 ドリームジャーニー）��４勝，のじぎく賞３着

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

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

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

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

３着
＊ピースバーグ（10牝 Sageburg）GB・FR・IRE４勝，サンドリンガム賞‐G2，

オマール賞‐G3，ファルマスＳ‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 谷川ファーム＝青森県八戸市 �0178-83-2044
生 産 牧 場： 谷川ファーム
飼 養 者： 谷川ファーム＝青森県八戸市 �0178-83-2044

16 グランカナリア２０２１ 牡・鹿 ５／ ５

＊

ミスタープロスペクター Raise a Native

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Mr. Prospector

�
�
�
�
�
�
�
�
� Gold DiggerアルデバランⅡ チャイムズオヴフリーダム Private Account

��
��
�Chimes of FreedomUSA 鹿 1998 Aviance

＊

マリブムーン A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Malibu Moon Macoumbaグランカナリア
＊ Sadler's Wells

��
��
�パルムドールⅡ黒鹿USA 2005 Pampa Bella

9e
Mr. Prospector S2×M4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 キマグレ（02鹿 サクラバクシンオー）２勝，飛竜特別（芝 1000）
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－６（11）〕
キママホウダイ（09牡栗 オレハマッテルゼ）入着２回，�２勝
ジンセイハオマツリ（10牡黒鹿 オレハマッテルゼ）２勝，高砂特別（芝 1200）２着，

萌黄賞（芝 1200）３着，�１勝
イロリ（11牝鹿 サムライハート）１勝
イナフイズイナフ（13牡鹿 オレハマッテルゼ）�３勝
フライングデビル（14牝鹿 アドマイヤマックス）�１勝
キシャポッポ（16牡鹿 ルースリンド）�３勝
ジャッカル（18牡青鹿 リオンディーズ）�２勝，刈谷特別（芝 1600）３着
スリック（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）��１勝
ワックスフラワー（20牝黒鹿 ＊モンテロッソ）�未出走

２代母 シューティンスター（89鹿 ＊スリルシヨー）入着３回
スカイシューター（96牡 サクラバクシンオー）１勝
アイライクエンカ（98牡 フジキセキ）２勝，笹山特別２着，新津特別３着
ヒカッテル（99牡 メジロマックイーン）１勝

３代母 ステラスポート（81鹿 ＊ニゾン）３勝
サンシャインステラ（90牝 ＊トニービン）入着２回

サンプレイス（95牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，新潟記念‐Jpn3，中山記念
‐Jpn2 ３着，中京記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

メイグレイス（07牝 ネオユニヴァース）不出走
キャプテンペリー（13� ＊クロフネ）�５勝，ニューイヤーＳ‐L ２着，芙
蓉Ｓ‐LR ３着，市川Ｓ，etc.，障害３勝

４代母 モデルスポート（75黒鹿 ＊モデルフール）７勝，ダービー卿ＣｈＴ，牝馬東タ
イ杯，スプリンターズＳ３着，露草賞，優３牝
［子］ ダイナアクトレス（83牝 ＊ノーザンテースト）７勝，京王杯スプリングＣ

‐Jpn2，スプリンターズＳ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，etc.，優古牝
（2回）

［孫］ ステージチャンプ（90牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，日経賞‐Jpn2，ステイ
ヤーズＳ‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �090-3118-6091
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �090-3118-6091

17 キマグレ２０２１ 牡・栗 ４／１９

＊

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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモキマグレ ＊スリルシヨー

��
��
�シューティンスター鹿 2002 ステラスポート

＊マジツクゴデイス 1s
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 クリスタルストーン（04黒鹿 ＊ブライアンズタイム）��７勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（４），地方－４（10）〕
ヤマノギフト（10牝栗 ＊プリサイスエンド）�２勝��１勝
リナクリスタル（11牝鹿 ＊プリサイスエンド）�３勝�入着２回
ビレッジゴールド（13牡栗 ゴールドアリュール）１勝，��２勝�入着
ヴァローレネロ（15牡青 ヴァーミリアン）１勝
テイエムストーン（16牝鹿 ＊クロフネ）１勝
プリンセスシューズ（17牝鹿 ディープブリランテ）�２勝
マブセレナード（19牝青鹿 マツリダゴッホ）�１勝

２代母 リキセレナード（98鹿 ＊ジェイドロバリー）２勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3，スイー
トピーＳ‐OP ２着，エルフィンＳ‐OP ３着
キングスレガリア（06牡 キングカメハメハ）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，

萩Ｓ‐OP ２着
クォーターデッキ（07牡 キングカメハメハ）�８勝	２勝�
ソーラーセイル（08牡 ディープインパクト）
２勝
ツルマルサンチャン（09牝 ディープインパクト）出走

キタノナシラ（15� ＊ヘニーヒューズ）１勝，�２勝��，ウインター争覇
キタノエクスプレス（18牡 ＊アジアエクスプレス）�２勝，日吉特別３着

ハクサンフレンチ（12牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，��１勝
１勝
ラチカベッラ（14牝 ＊エンパイアメーカー）�４勝�入着２回
オスカールビー（15牝 ハーツクライ）３勝，御室特別，汐留特別，西海賞３着，都

井岬特別３着
アイズオンユー（17牝 エピファネイア）�２勝��１勝

３代母 ムーンセレナード（87黒鹿 ミスターシービー）４勝，北九州短距離Ｓ‐OP，野
路菊Ｓ‐OP ３着，ゆうすげＳ，りんどう賞，やまなみＳ３着
ムーンクラフト（96牡 サクラバクシンオー）５勝，青梅特別，春風賞２着，初風特

別２着，etc.

４代母 ダイナセレナード（79黒鹿 ＊エルセンタウロ）４勝，鷹取特別，愛宕特別
［孫］ ラッシュストリート（05� マーベラスサンデー）４勝，招福Ｓ，etc.，�

１勝�入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

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

18 クリスタルストーン２０２１ 牡・鹿 ３／ ５

＊

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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayクリスタルストーン ＊ジェイドロバリー

��
��
�リキセレナード黒鹿 2004 ムーンセレナード

＊フリソデ A13
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 クリノバンダイサン（10栗 ＊フレンチデピュティ）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（21）〕
プリズムレイン（15牡鹿 メイショウサムソン）���５勝�１勝
カシノラウト（16牡鹿 ＊プリサイスエンド）入着２回，�３勝
フォルチェーロ（17牝栗 ディープブリランテ）���２勝�１勝
マルヨポピー（18牝鹿 リーチザクラウン）��６勝
クリノメガミエース（19牝栗 エスポワールシチー）１勝，��２勝�１勝，ぎふ清

流Ｃ（Ｄ1400），クイーンＣ（Ｄ1600）３着

２代母 プレシャスエルフ（06栗 ＊コロナドズクエスト）不出走
リーディングエアー（11牡 ＊グラスワンダー）��６勝�１勝
ピアシングステア（12牡 ＊バトルプラン）４勝，八王子特別２着，伊勢佐木特別３着，

両津湾特別３着，��未出走	１勝��入着４回
キアロスクーロ（13
 ＊スタチューオブリバティ）４勝，マーガレットＳ‐LR ２着，

橘Ｓ‐OP ２着，宇治川特別，鶴橋特別，豊明Ｓ２着，etc.
クリノレオノール（14牝 ＊ファスリエフ）３勝，妙高特別２着
ニシノドレッシー（16牝 リーチザクラウン）３勝，知床特別，立待岬特別，下関Ｓ

２着，南総Ｓ２着
メイショウカズサ（17牡 ＊カジノドライヴ）�５勝，プロキオンＳ‐G3，栞Ｓ，etc.，

�１勝��１勝�入着�，浦和記念‐Jpn2，白山大賞典‐Jpn3，佐賀記念
‐Jpn3 ３着

シュルードアイズ（18牡 ＊バトルプラン）�３勝
サザンエルフ（19牝 ＊パイロ）�１勝

３代母 プレシャスフラワー（01栗 ＊サンデーサイレンス）出走
ウインドミネーター（07牡 キングカメハメハ）４勝，球磨特別，灘Ｓ２着，花園Ｓ３着
ハスラー（08牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，甲南Ｓ２着

４代母 プレシャスキール（95栗 ＊ノーザンテースト）１勝
［子］ サンライズクォリア（07牡 キングカメハメハ）３勝，ユニコーンＳ‐G3

３着，etc.，�入着��，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ２着，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ４着

販売申込者・所有者： ㈲日西牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6109
生 産 牧 場： ㈲日西牧場
飼 養 者： ㈱Ｍａｖｅｒｉｃｋ＝浦河町西幌別 �080-1516-4877

19 クリノバンダイサン２０２１ 牡・栗 ３／ ８

＊

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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandクリノバンダイサン ＊コロナドズクエスト

��
��
�プレシャスエルフ栗 2010 プレシャスフラワー

＊シル 5g
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S4×M5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 クルタナ（07黒鹿 Dixie Union）１勝，飛翔特別（芝 1000）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（18）〕
イネディットタイド（13牡黒鹿 ブラックタイド）�15 勝
テイルピース（15牝鹿 ディープブリランテ）�１勝�入着�
ナイトキャップ（17牝鹿 アンライバルド）�１勝�入着�
ネヴァートゥマッチ（19牡黒鹿 ＊アジアエクスプレス）���１勝

２代母 ＊ビーフェアー（96 BRZ黒鹿 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，マリ
アノプロコピオ大賞‐G3，南十字星大賞‐G1 ２着，etc.
ボースサイズ Both Sides（03� ＊ストラヴィンスキー）USA１勝，Norgor Derb

y２着，Sunray Park & Casino S３着
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，P. Presidente Luiz Oliveira de Barros‐L

ザップザップ Zap Zap（14牡 Soldier of Fortune）�BRZ・URU４勝，P.
Guillermo Young‐L，P. Frncisco y Aureliano Rodriguez Larreta‐L
３着

フェアープライド（08牡 ディープインパクト）１勝，�１勝
サトノミラクル（11牡 ネオユニヴァース）１勝

３代母 ミスティムーンMisty Moon（86 BRZ黒鹿 Baronius）BRZ１勝
＊ヴァージニー（94牝 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.

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

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

販売申込者・所有者： 津田牧場＝新冠町明和 �080-5583-5454
生 産 牧 場： 津田牧場
飼 養 者： 津田牧場＝新冠町明和 �080-5583-5454

20 クルタナ２０２１ �・鹿 ４／１５

＊

＊
＊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

ディクシーユニオン Dixieland Band

�
�
�
�
�

��
��

�Dixie Union She's Topsクルタナ
＊ Fast Gold

��
��
�ビーフェアー黒鹿 2007 Misty Moon

8g
Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 クイックモーション（13鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
コスモバイオレット（20牝鹿 ＊デクラレーションオブウォー）�未出走

２代母 ＊クイックリトルミス（04 USA鹿 Freud）USA２勝，Moccasin S‐L，B
arretts Debutante S‐R，ハリウッドスターレットＳ‐G1 ２着，オークリーフＢ
ＣＳ‐G1 ３着，サンタイネスＳ‐G2 ２着
ストリートハンター（09牡 ＊ストリートセンス）１勝，�１勝�14 勝
デコイ（11牡 ディープインパクト）１勝
サイレントアスカ（14牝 ハーツクライ）１勝
クリッパー（15牝 ディープインパクト）２勝，デイジー賞，鎌ケ谷特別３着

３代母 スイフトガール Swift Girl（97 USA栗 Unbridled）USA出走
＊スカイディーバ（06牝 Sky Mesa）USA２勝，フリゼットＳ‐G1，ＢＣジュヴェナ

イルフィリーズ‐G1 ３着，デムワゼルＳ‐G2 ３着
ハーラトリーホリデーHarlotry Holiday（09牝 Harlan's Holiday）USA出走

シティディーヴァ City Diva（16牝 City Zip）USA２勝，Kentucky Downs
Juvenile Fillies S‐L ３着

リエントリーRe Entry（12 牝 Malibu Moon）不出走
ショットガンホティー Shotgun Hottie（19 牝 Gun Runner）�USA２勝，R

uthless S，Busher Invitational S‐L ２着，ガゼルＳ‐G3 ３着

４代母 ギャザーザクランGather The Clan（85 IRE 栗 General Assembly）USA
７勝，ヴァイオレットＨ‐G3
［子］ ピュアークラン Pure Clan（05牝 Pure Prize）USA８勝，フラワーボー

ルＳ‐G1，アメリカンオークス‐G1，ゴールデンロッドＳ‐G2，etc.
グレイターグッドGreater Good（02� Intidab）USA６勝，ケンタッキ
ージョッキークラブＳ‐G2，レベルＳ‐G3，ケンタッキーＣジュヴェ
ナイルＳ‐G3，etc.

［孫］ プリンセサキャロライナ Princesa Carolina（16 牝 Tapit）USA３勝，
Dueling Grounds Oaks，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G1 ３着，
アパラチアンＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲野坂牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2436
生 産 牧 場： ㈲野坂牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

21 クイックモーション２０２１ �・鹿 ３／３１
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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアクイックモーション
＊ Freud

��
��
�クイックリトルミス鹿 2013 Swift Girl

17b
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 クールマジョリック（13鹿 ＊エンパイアメーカー）入着３回，�１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ピュアマジョリック（18牝鹿 ミッキーアイル）��入着３回�
セイレジーナ（20牝黒鹿 インカンテーション）��入着

２代母 ターフマジョリック（02鹿 ＊タイキシャトル）１勝
スパーキングガール（07牝 サクラローレル）��６勝
ニシオドリーム（08牡 ＊デビッドジュニア）５勝，三宮Ｓ，ブラッドストーンＳ，橿

原Ｓ２着
ローマンエンブレム（09牡 ローマンエンパイア）３勝，黒竹賞２着
ニシオボヌール（12� アッミラーレ）５勝，ラピスラズリＳ‐L ２着，清津峡Ｓ，南

総Ｓ２着，桂川Ｓ２着，大牟田特別２着，etc.，��１勝
ゴードン（14� ＊バゴ）１勝，	１勝�入着�
クー（19牝 ＊トビーズコーナー）��１勝

３代母 ニシオマジョリック（94鹿 ＊デインヒル）３勝
エミネンツァベルタ（04牝 ＊タイキシャトル）２勝，福島２歳Ｓ‐OP ３着，つわぶき賞

ジッテ（14牡 ＊ロードアルティマ）入着，�	２勝�７勝��入着５回�，日本
海スプリント

マーミンラブ（19牝 ＊ダノンレジェンド）�
１勝�１勝��入着２回，飛燕賞３着
ハドウホウ（12� ゴールドヘイロー）１勝，�８勝	２勝�入着，日本海スプリン

ト２着

４代母 ＊マジョリック（86 USA鹿 Irish River）FR入着
［子］ マルティニケMartiniquais（93 牡 Simply Great）FR・USA10 勝，サン

ガブリエルＨ‐G2，ギシュ賞‐G3，Dallas Turf Cup‐L，etc.
マーブルフォールズMarble Falls（92 牝 Tirol）FR２勝，サンタラリ賞
‐G1 ２着，ヴァントー賞‐G3 ２着

５代母 モラナMorana（68 FR鹿 Val de Loir）GB・FR２勝
［子］ ダンシングメイドDancing Maid（75牝 Lyphard）GB・FR５勝，仏１００

０ギニー‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1，クロエ賞‐G3，etc.

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

22 クールマジョリック２０２１ 牡・鹿 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudクールマジョリック ＊タイキシャトル

��
��
�ターフマジョリック鹿 2013 ニシオマジョリック

＊マジョリック 14b
Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 グランドゲルニカ（12青鹿 ネオユニヴァース）��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ケイツーポンド（17牡黒鹿 ＊モンテロッソ）入着，���２勝
ニュードロップオフ（18牝鹿 ＊モンテロッソ）���入着４回
モルゴース（19牝鹿 ビッグアーサー）��１勝
チハヤ（20牝黒鹿 ミッキーロケット）�地方未出走

２代母 ＊オルティスローザ（04 USA栗 Fusaichi Pegasus）不出走
ベルウッドジンプウ（10牡 ゴールドアリュール）入着，�３勝��入着２回�
サンライズクロンヌ（13牡 ヴィクトワールピサ）２勝，美濃特別，信濃川特別２着，

千両賞２着，白梅賞３着，��１勝
ユニルドール（14牝 ＊アイルハヴアナザー）１勝，�３勝��入着
キョウエイシンシア（16牝 ヴィクトワールピサ）��３勝�６勝

３代母 ＊ゲルニカ（97 ARG栗 Luhuk）ARG６勝，ＣＥディスタフ‐G1，パレルモ賞
‐G1，ミルギニーズ‐G1，亜１０００ギニー‐G1，イネスＶロカ賞‐G3，etc.
タペストリー（05牝 Fusaichi Pegasus）出走

サージェントバッジ（12	 ステイゴールド）４勝，アンタレスＳ‐G3 ３着，ア
ルデバランＳ‐OP ３着，雅Ｓ，etc.，�
３勝����

レッドカーペット（13牡 ダノンシャンティ）３勝，もみじＳ‐OP ２着
レイナソフィア（06牝 スペシャルウィーク）２勝，春日山特別，浦佐特別２着
エイシンオスマン（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）３勝，ＮＺトロフィー‐G2，Ｎ

ＨＫマイルＣ‐G1 ４着，障害２勝

４代母 グワーシュGouache（89 ARG栗 ＊サザンヘイロー）ARG９勝，ブエノスア
イレス市大賞‐G1，サトゥルニーノＪウンスエ大賞‐G1，カルロスカサレス賞
‐G2，フランシスコＢボッシュ将軍賞‐G3（２回），ビアモンテ将軍賞‐G3，etc.
［子］ パブリックスピーカー Public Speaker（05 牡 Distorted Humor）USA

８勝，Robert F. Carey Memorial H‐L，Sea O Erin H‐L，ファ
イアクラッカーＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ゴールデンライフGolden Life（04 牝 ＊コロナドズクエスト）FR３勝，
P. Isola Bella‐L

販売申込者・所有者： 中田 英樹＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2751
生 産 牧 場： 中田 英樹
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

23 グランドゲルニカ２０２１ 牡・鹿 ４／ 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ルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスグランドゲルニカ
＊ Fusaichi Pegasus

��
��
�オルティスローザ青鹿 2012 ＊ゲルニカ

9g
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 カンシャノキモチ（06鹿 ＊カリズマティック）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－２（５）〕
ハッピーヴィータ（12牝鹿 ショウナンカンプ）�２勝
オブリゲーション（13牡鹿 アドマイヤマックス）４勝，二本松特別（芝 1800），逆瀬川

Ｓ（芝 1800）２着，赤倉特別（芝 1800）２着，摂津特別（芝 1600）３着，障害１勝
アンビートゥン（16牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）��出走�１勝�２勝���

入着６回，ジュニアＧＰ（芝 1600）３着
ソーメニーサンクス（19牝鹿 トゥザグローリー）�出走

２代母 フラワーヒル（98鹿 ＊デインヒル）３勝，ひめさゆり賞，長万部特別３着，相
馬特別３着，登別特別３着

３代母 ＊シルクテイル（92 IRE 鹿 Jalmood）GB３勝

４代母 シルキー Silky（72 USA鹿 Nijinsky）GB・IRE１勝，愛１０００ギニー‐G1 ２
着，Strensall S２着
［子］ カートリング Kirtling（78 牡 ＊グランデイ）GB・FR・IRE・ITY４勝，イ

タリア大賞‐G1，ディーＳ‐G3，Chesham S，etc.，種牡馬
クロスウェイズ Crossways（79 牡 Habitat）GB２勝，XYZ H，ホワ
イトローズＳ‐G3 ２着，種牡馬

［曾孫］ フライイングワンダ FlyingWanda（00牝 Alzao）GB１勝，ランカシャ
ーオークス‐G3 ２着，Lord Weinstock Memorial S‐L ２着，
Harvest S‐L ３着

５代母 クローズアップ Close Up（58 GB黒鹿 Nearula）GB１勝，Acorn S２着
［子］ モールトンMoulton（69牡 Pardao）GB・FR・ITY６勝，伊共和国大統

領賞‐G1，ベンソン＆ヘッジズゴールドＣ‐G1，アンリデラマール賞，etc.，
種牡馬

フリーフット Freefoot（70 牡 Relko）GB１勝，ジョンポーターＳ‐G3，
英ダービー‐G1 ３着，ジェフリーフリアＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

プロモントーリ Promontory（63 牡 Shantung）GB・ITY３勝，P. Bes
nate，P. Roma Vecchia，Rose of York S２着

販売申込者・所有者： 中村 勝則＝様似町田代 �0146-36-4640
生 産 牧 場： 中村 勝則
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

24 カンシャノキモチ２０２１ 牡・栗 ４／２８
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロイングァンチャーレ ＊ディアブロ

��
��
�チュウオーサーヤ青鹿 2012 サンライトブルボン

＊ Summer Squall

�
�
�
�
�

��
��

�カリズマティック Bali Babeカンシャノキモチ ＊デインヒル

��
��
�フラワーヒル鹿 2006 ＊シルクテイル

3c
Danzig M4×S5 Halo S5×S5 Nijinsky S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 キタサンメジャー（14黒鹿 ダイワメジャー）出走
本馬の他に産駒あり

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

キタサンイナズマ（10牡 キングヘイロー）３勝，タケホープＣ，銀蹄Ｓ２着

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

25 キタサンメジャー２０２１ 牡・青鹿 ３／２５

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケキタサンメジャー ＊テンビー

��
��
�ビッグテンビー黒鹿 2014 モガミヒメ

＊セレタ 1b
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 キュルミナン（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ディアライドオン（13牡鹿 マツリダゴッホ）�１勝�１勝
スズロビンソン（18牡鹿 ミッキーアイル）��１勝

２代母 ＊ミナミノバレッツ（92 USA栗 Easy Goer）１勝，カトレア賞２着
カネツストーリー（98牡 ＊シアトルダンサーⅡ）１勝，��３勝
アンフィトリオン（99牡 ダンスインザダーク）６勝，オパールＳ‐OP，高雄特別，

西部日刊スポーツ杯，天の川Ｓ３着，夕月特別３着，etc.
ミリオンベル（01牝 ＊フォーティナイナー）７勝，ペルセウスＳ‐L，ＫＢＣ杯‐L，シ

リウスＳ‐Jpn3 ２着，霜月Ｓ‐L ２着（２回），ギャラクシーＳ‐L ２着，etc.
ウインファンタジア（02牝 ＊ヘネシー）３勝，香春岳特別２着，播磨特別３着，鳥栖

特別３着，�２勝
ウインステルス（04牡 スペシャルウィーク）１勝

３代母 アイヴォリーウィングズ IvoryWings（78 USA栗 Sir Ivor）GB・FR・ITY
・USA４勝，P. des Tuileries，Ruffian H，リディアテシオ賞‐G1 ３着，
James Herbuveaux Mile H３着
ウィングズオヴウィッシズWings ofWishes（86 牝 Alydar）GB・FR４勝，P.

Panacee‐L ２着，P. Predicateur‐L ３着
グリゴロヴィッチGrigorovich（97牡 Nureyev）FR７勝，P. Roland de Cha

mbure‐L ２着
サラティン Salatin（90 牡 ＊シアトルダンサーⅡ）GB・AUS・UAE５勝，Europ

ean Free H‐L ３着，Gala S‐L ３着
ワイルドプラネットWild Planet（91 牝 Nureyev）GB・FR・IRE・USA３勝，

P. Coronation‐L，プレスティージＳ‐G3 ２着
スルヤ Surya（98牝 Unbridled）FR・USA５勝，ダリアＨ‐G2，ロイヤルヒロ

インＳ‐G3，Ballston Spa H‐L，etc.
アルーナ Aruna（07牝 Mr. Greeley）FR・USA７勝，スピンスターＳ
‐G1，シープスヘッドベイＳ‐G2，ミセズリヴィアＳ‐G2，etc.

フープオヴカラー Hoop of Colour（11 牝 Distorted Humor）GB・USA
・CAN４勝，サンタアナＳ‐G2，カナディアンＳ‐G2 ３着

販売申込者・所有者： ㈲ディアレストクラブ＝浦河町姉茶 �0146-28-1717
生 産 牧 場： ㈲ディアレストクラブ
飼 養 者： ㈲ディアレストクラブイースト＝浦河町西舎 �0146-28-1717

26 キュルミナン２０２１ �・鹿 １／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayキュルミナン
＊ Easy Goer

��
��
�ミナミノバレッツ黒鹿 2007 IvoryWings

4m
Hail to Reason S5×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 クロンドローリエ（07青鹿 フジキセキ）入着 10回，�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ベルジルウェット（17牝黒鹿 ベルシャザール）�１勝�入着７回
ミユキアモーレミオ（20牡青鹿 レッドファルクス）�未出走

２代母 アルフェッカ（00鹿 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，河北新報杯，南総特別２着，
高尾特別２着，若水賞３着，鷹巣山特別３着
ロベルクランツ（09牡 アドマイヤムーン）２勝，二本松特別２着
コロナボレアリス（11牡 ＊ファンタスティックライト）２勝
ベルウッドレオーネ（13牡 ステイゴールド）�４勝�
サンノゼ（14牡 マツリダゴッホ）��１勝�９勝

３代母 タケショウティアラ（91鹿 ニホンピロウイナー）４勝，苗場特別，湯沢特別，
仲冬Ｓ３着
タケショウレジーナ（01牝 ダンスインザダーク）５勝，アネモネＳ‐L ３着，サロマ

湖特別，初風特別，etc.
タケショウメーカー（13牝 ＊エンパイアメーカー）�１勝��３勝，桜花賞３着
タケショウベスト（14牝 ＊キングズベスト）４勝，ダリア賞‐OP ３着，初風特

別２着，飯豊特別２着，etc.
アイラブテーラー（16牝 トーセンラー）�５勝，淀短距離Ｓ‐L，京阪杯‐G3 ２

着，桂川Ｓ，etc.
カピターノ（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）２勝，火打山特別３着，障害１勝
タケショウオージ（05� ＊コマンダーインチーフ）３勝，エーデルワイスＳ，山中湖

特別２着，神奈川新聞杯２着，etc.，��１勝	
ミルトス（06牝 サクラバクシンオー）入着，熊本城特別３着，�３勝�１勝
タケショウボルト（08牡 ＊ファンタスティックライト）１勝

４代母 ベストプリンセス（84鹿 モンテプリンス）４勝，ジュニアＣ‐OP ３着，ジュ
ーンＳ，樽前山特別，ユートピアＳ３着

５代母 スピードヤマトシ（75栗 ＊サウンドトラツク）６勝，京王杯スプリングＨ２着，
アクアマリンＳ（２回），千葉Ｓ，上総特別，りんどう賞
［孫］ シャルトルーズ（95牝 ＊ダハール）
３勝��入着，新潟ジュニアＣ３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

27 クロンドローリエ２０２１ 牡・黒鹿 ２／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサークロンドローリエ ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�アルフェッカ青鹿 2007 タケショウティアラ

＊星旗 16h
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5 Drone S5×M5

価格： 購買者：



母 グローリサンディ（01芦 エイシンサンディ）�６勝�１勝�７勝��，エーデル
ワイス賞‐Jpn3 ３着，ノースクイーンＣ（Ｄ1600），ひまわり賞（Ｄ1900），華月
賞（Ｄ1500），若草賞（Ｄ1600），etc.
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（９），地方－６（21）〕
カントリーホーマ（08牡芦 ＊ティンバーカントリー）��１勝�５勝
フジグローリラヴ（12牝鹿 ＊ファルブラヴ）�２勝�
ウインオスカー（13牡鹿 スクリーンヒーロー）６勝，千葉Ｓ‐OP（Ｄ1200），千葉

Ｓ‐OP（Ｄ1200）２着，ながつきＳ（Ｄ1200），鶴ヶ城特別（Ｄ1150），八海山特
別（Ｄ1200），越後Ｓ（Ｄ1200）２着，ラジオ福島賞（Ｄ1150）２着，大須特別
（Ｄ1200）２着，秋明菊賞（芝 1400）２着，��未出走�２勝����入着３回，
笠松ＧＰ（Ｄ1400）２着，etc.

トラスト（14牡芦 スクリーンヒーロー）１勝，札幌２歳Ｓ‐G3，朝日杯フューチュ
リティＳ‐G1 ５着，クローバー賞‐OP（芝 1500）２着，障害４勝，京都ハイジ
ャンプ‐JG2（3900）２着，阪神スプリングジャンプ‐JG2（3900）３着，東京ハイ
ジャンプ‐JG2（3110）３着，��２勝，ＮＡＲ優ターフ

ウインスラーヴァ（15牡鹿 スクリーンヒーロー）２勝，障害１勝
ヴィクトリーナイト（17牡芦 ＊キングズベスト）�４勝
テイエムテンホー（18牝鹿 リオンディーズ）�	５勝

２代母 ダイヤターン（94芦 メジロテイターン）
�４勝�
ダイヤユウユウ（99牝 ＊ハイエステイト）�１勝�６勝
�入着３回��
ダイヤサンディ（02牡 エイシンサンディ）�３勝��３勝�２勝�入着，全日本２

歳優駿‐Jpn1 ５着
ユウタービスケット（04牡 エイシンサンディ）障害２勝，新潟ジャンプＳ‐JG3
クリスタルターン（06牝 サクラプレジデント）�10 勝�入着
マルチトップセダン（07牡 サクラプレジデント）２勝�10 勝�４勝，黒潮ダービ

ー３着
ビービーアックス（08牡 アドマイヤジャパン）３勝，���	入着 11回，佐賀弥生

賞２着，仙酔峡賞２着，錦江湾賞３着，如月賞３着
マルチドラゴン（11牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝�５勝，土佐春花賞３着
ビービールチル（13牝 ビービーガルダン）�５勝�１勝�３勝��

３代母 キヨウシンタマヨリ（86鹿 ハギノカムイオー）
�９勝

販売申込者・所有者： ㈲中本牧場＝新冠町高江 �090-8900-6097
生 産 牧 場： ㈲中本牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

28 グローリサンディ２０２１ 牡・鹿 ４／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンサンディ エイシンウイザードグローリサンディ メジロテイターン

��
��
�ダイヤターン芦 2001 キヨウシンタマヨリ

＊フエアリストコメツト 2g
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 クロツルバミ（14黒鹿 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
アオシロツルバミ（20牝黒鹿 アドマイヤムーン）�未出走

２代母 ダンシングスナーク（98黒鹿 ＊グルームダンサー）３勝
カロルバンダム（07牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝
バンダムハッカー（09牡 ＊ケイムホーム）�２勝
ダンシングバトー（11牝 ＊クロフネ）１勝

３代母 スナークバンダム（91鹿 ホリスキー）４勝，オーロラ特別，千歳特別，北斗賞３着
コスモバレンシア（99牝 ＊ティンバーカントリー）２勝

マイネルマニセス（04牡 ＊マイネルラヴ）４勝，両津湾特別，種市特別，�２勝
��入着２回���，西日本ＧＰ２着，etc.

マイネラロンハ（05牝 ＊アグネスデジタル）３勝
チームドラゴン（06牡 マヤノトップガン）��６勝，ニューイヤーＣ３着
マイネルセラーノス（07牡 アドマイヤマックス）１勝，�２勝�入着
マイネルソラーナ（08牡 ＊アグネスデジタル）１勝，��１勝��入着２回�
マイネオレンジ（10牝 ＊ロージズインメイ）３勝
マイネルサンタアナ（16牡 ＊アイルハヴアナザー）１勝
マイネルシトラス（19牡 ジョーカプチーノ）�１勝

ロキシーズキス（01牝 ＊エブロス）１勝
ニッシンテースト（02牡 ＊シャンハイ）３勝，唐津特別２着，彦星賞３着，中ノ岳特

別３着，�５勝�２勝
ハイヤーグロー（03牡 ＊キンググローリアス）��７勝
トーホウヘレン（05牝 ＊コロナドズクエスト）１勝，茨城新聞杯３着，�１勝
バンダムデサント（09牡 ハーツクライ）�５勝

４代母 スナークコトブキ（82栗 ＊ノーザンテースト）１勝
［子］ トクノエース（87牡 ニチドウアラシ）５勝，春日特別，障害２勝，	７勝


入着�，サラブレッドＧＰ２着，開設６８周年記念３着，etc.

５代母 ニユーシルバーイン（66鹿 ＊リンボー）地方馬出走
［子］ エイトキング（78牡 リクダイニチ）��５勝，青雲賞３着

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

29 クロツルバミ２０２１ �・鹿 ４／１３

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールクロツルバミ ＊グルームダンサー

��
��
�ダンシングスナーク黒鹿 2014 スナークバンダム

＊シルバーイン 12d
サンデーサイレンス S3×M3 マルゼンスキーM4×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 クサナギノツルギ（07栗 デュランダル）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（18）〕
ソードヴァルキリー（14牝黒鹿 ＊ホワイトマズル）��４勝�５勝�１勝�
スパーダネーラ（16�青鹿 ＊スクワートルスクワート）�入着，�３勝
エクメディノツルギ（17牝鹿 ＊スクワートルスクワート）���１勝�入着
スーチャン（18牝栗 トゥザグローリー）�	４勝
サリーチャン（19牝黒鹿 ＊キングズベスト）�入着

２代母 センボンザクラ（92栗 サクラユタカオー）４勝，若水賞，蔵王特別，ローズマ
リー賞，船橋Ｓ２着，春望Ｓ２着，etc.
モスフロックス（99牝 ＊サンデーサイレンス）入着

ドリームガードナー（05牡 ＊トワイニング）２勝，シンザン記念‐Jpn3 ２着，デ
ィセンバーＳ‐L ２着，鳴尾記念‐G3 ３着，ベゴニア賞，シドニーＴ３着

プラントハンター（10牡 ＊クロフネ）４勝，銀蹄Ｓ２着，上総Ｓ２着，
３勝
��入着３回

ダイワパンテーラ（03牡 ＊エルコンドルパサー）入着２回，�２勝�５勝
クィーンスプマンテ（04牝 ジャングルポケット）６勝，エリザベス女王杯‐G1，み

なみ北海道Ｓ‐L，八甲田山特別，鳥屋野特別，堀川特別２着，etc.
アスティ（16� オルフェーヴル）�１勝，奥の細道特別３着，横津岳特別３着，

潮来特別３着，	３勝��
ナリタカービン（06牡 ＊ホワイトマズル）３勝，錦江湾特別３着，くすのき賞３着，

�入着，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ３着
デンカノホウトウ（10牡 デュランダル）�10 勝
クイーンズシアター（11牝 ディープインパクト）１勝

３代母 ダイナフランダース（79鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，ブラッドストーンＳ，
みなみ北海道Ｓ，ルビーＳ，伏拝特別
フリースピリツト（86牝 ＊リアルシヤダイ）出走

エリットビーナス（96牝 ＊ジェイドロバリー）入着３回
スーパーマルトク（03牝 アドマイヤボス）３勝，ＵＨＢ杯‐L ２着，函館日
刊スポーツ杯

ルーベンスメモリー（00牡 ジェニュイン）６勝，みなみ北海道Ｓ‐L ２着，エイプリ
ルＳ‐L ３着，迎春Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲トラストスリーファーム＝浦河町上向別 �090-7051-5985
生 産 牧 場： ㈲トラストスリーファーム
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

30 クサナギノツルギ２０２１ 牡・栗 ５／２９

＊

ガリレオ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Galileo

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

��
��
�Laurel DelightIRE 栗 2007 Foudroyer

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセスクサナギノツルギ サクラユタカオー

��
��
�センボンザクラ栗 2007 ダイナフランダース

＊レデイフランダーズ 4r
Northern Dancer S4×M5×M5 ノーザンテーストM4×M4

価格： 購買者：



母 ＊コスモミザール（12 USA鹿 Pioneerof the Nile）�１勝��
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
アズライール（17牡黒鹿 ＊パイロ）��１勝
レヴァンツォ（19牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��２勝

２代母 ヴァリーフィーヴァValley Fever（99 USA栗 Peaks and Valleys）USA１勝
フィーヴァフィーヴァ Fever Fever（05 牝 Elusive Quality）FR１勝，Grand Cr

iterium de Bordeaux‐L ３着
ヒジュラ Hijra（10 牝 Oratorio）FR・USA４勝，Luther Burbank H３着，

Miss America S３着
ヴァーリウィズアヴァウ Valli With a Vow（07牝 Broken Vow）USA・CAN４

勝，Pago Hop S，加ナッソーＳ‐G2 ３着
グリーンマウスGreen Mouse（09� Cherokee Run）USA５勝

３代母 ハードノッカーHard Knocker（83 USA栗 Raja Baba）不出走
ウアンボ Huambo（97牡 Green Dancer）FR・GER・ITY・TUR・SIN５勝，

Orakel Der Dreijahrigen‐L，Muller Brot Riemer Meile‐L ２着，P. de
s Casino Baden‐Baden‐L ２着，etc.

チミチュリ Chimichurri（00 牝 Elusive Quality）USA３勝，テンプテドＳ‐G3，
Jersey Jumper S，プライオレスＳ‐G1 ２着，etc.
ラヴィングヴィンディケイション Loving Vindication（05牝 Vindication）U

SA２勝
ハードノットトゥラヴ Hard Not to Love（16牝 ＊ハードスパン）�USA
５勝，ラブレアＳ‐G1，サンタモニカＳ‐G2，ビホールダーマイルＳ
‐G1 ２着，etc.

チマヨChimayo（07牝 A.P. Indy）USA１勝
＊シークレットスパイス（15牝 ＊ディスクリートキャット）USA３勝，ビホー

ルダーマイルＳ‐G1，クレメントＬハーシュＳ‐G1 ２着，ラトロワン
ヌＳ‐G1 ２着，etc.

スキップポーカー Skip Poker（01 牝 Skip Away）USA３勝，Twin Lights S３着
リクイドマーキュリー Liquid Mercury（11� Trippi）SAF・UAE６勝，ウインタ

ーダービー‐G3，喜望峰ダービー‐G1 ３着，ウィンタークラシック‐G3 ３着

販売申込者・所有者： 中村 雅明＝浦河町野深 �0146-27-4416
生 産 牧 場： 中村 雅明
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651

31 コスモミザール２０２１ 牡・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サトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊

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コスモミザール ヴァリーフィーヴァ Peaks and Valleys

��
��
�Valley Fever鹿USA 2012 Hard Knocker

17b
Fappiano S4×M5

価格： 購買者：



母 コパノジャーノー（01鹿 ＊エリシオ）�入着７回
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（16）〕
タイヨウガデテキタ（05牝栗 ＊サウスヴィグラス）��７勝
コパノサチオー（08牡鹿 サクラプレジデント）�１勝
コパノハリスン（12牡栗 ＊サウスヴィグラス）１勝
オコルミラクル（13牡鹿 ＊ファスリエフ）�１勝��
スターインパルス（14牝栗 ＊サウスヴィグラス）��４勝�１勝�１勝�入着，桜

花賞（Ｄ1600），ローレル賞（Ｄ1600）３着，秋桜賞（Ｄ1400），プリンセスＣ
（Ｄ1400），読売レディス杯（Ｄ1500）２着

ヴァンデッタ（18牡鹿 ＊サウスヴィグラス）��１勝
ラファルジュノー（20牝栗 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 ステファーナ（93栗 ＊リアルシヤダイ）入着２回
プライドキム（02牡 ＊アフリート）２勝，マーチＳ‐Jpn3 ２着，�１勝��３勝�

１勝�，全日本２歳優駿‐Jpn1，クラスターＣ‐Jpn3，兵庫ジュニアＧＰ
‐Jpn3，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着，etc.

プレゼンスウーマン（03牝 サクラローレル）２勝
イツモシアワセ（13牝 ドリームジャーニー）	６勝
６勝���，ロータスク

ラウン賞２着
コパノマルコリーニ（04牝 マヤノトップガン）�出走

サイモンラムセス（10牡 ブラックタイド）５勝，小倉大賞典‐G3 ３着，グリー
ンＳ，シンザンＣ，オーストラリアＴ２着，鴨川特別２着，etc.，種牡馬

クリノコマチ（11牝 サンライズペガサス）３勝，国立特別，雪うさぎ賞２着，
春菜賞２着，黒松賞２着

オパールムーン（18牝 ヴィクトワールピサ）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着
サンライズトゥルー（09牡 ディープインパクト）２勝，長良川特別，鴨川特別２着，

三方ヶ原特別２着，雨飾山特別２着，かきつばた賞２着

３代母 ダイナコマネチ（83栗 ＊ノーザンテースト）出走
システィーナ（89牝 サクラユタカオー）８勝，京都牝馬特別‐Jpn3，関屋記念

‐Jpn3 ２着，七夕賞‐Jpn3 ３着，etc.
パラダイスフラワー（04牝 ＊ティンバーカントリー）�７勝�１勝��，エーデルワ

イス賞‐Jpn3，留守杯日高賞，南部駒賞，etc.

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

32 コパノジャーノー２０２１ 牡・栗 ３／２０

＊

＊ 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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�エリシオ Heliceコパノジャーノー ＊リアルシヤダイ

��
��
�ステファーナ鹿 2001 ダイナコマネチ

＊ニアーリーズン 22b
Seattle Slew S4×M5 Northern Dancer M4×M5 Roberto M4×S5
Mr. Prospector S5×S5
価格： 購買者：



母 コンゴウプリンセス（15鹿 ＊エンパイアメーカー）�入着
〔産駒馬名登録数：２〕
キタノズーナクア（19牝鹿 フェノーメノ）�出走
デザイアーフェーム（20牡黒鹿 ラブリーデイ）�未出走

２代母 コンゴウアンゲルス（01鹿 ＊カーネギー）出走
ホッコーキンツル（09牡 ネオユニヴァース）�２勝
カネトシエターナル（10牝 ハーツクライ）１勝
モズワトウナイ（11牡 キングカメハメハ）�２勝
シャッターチャンス（12牡 ネオユニヴァース）１勝，美濃特別２着
ジュウワンエース（17� キズナ）��２勝�入着２回

３代母 ＊ズーナクア（90 USA鹿 Silver Hawk）USA５勝，オークリーフＳ‐G1，カウ
ンテスファーガーＨ‐G3，ソレントＳ‐G3，Harold C. Ramser Sr. H‐L，イエ
ローリボン招待Ｓ‐G1 ３着，etc.

＊ダリカラノテガミ（98牡 Broad Brush）１勝，佐倉特別３着
トウカイトリック（02牡 ＊エルコンドルパサー）９勝，ステイヤーズＳ‐G2，阪神大

賞典‐G2，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，etc.
レオパステル（07牝 キングカメハメハ）５勝，轟Ｓ，吾妻小富士賞，稲妻特別，etc.

レオハイセンス（17牝 ジャスタウェイ）�２勝，閃光特別，秋吉台特別３着

４代母 メイドインアメリカMade in America（77 USA栗 Explodent）USA５勝，
Imperatrice H２着，Candy Eclair S２着，Hydrangea H３着
［子］ ディアブロアミーゴDiablo Amigo（88� Woodman）USA６勝，Hi

s Majesty's Council S，President's C２着
［孫］ アウトオヴグエッダOut of Gwedda（04� Out of Place）USA７勝，

Tremont S‐L，ハッチソンＳ‐G2 ３着，Spectacular Bid S‐L
２着，etc.

ジェニーズプロスペクター Jenny's Prospector（00 牝 Banker's Gold）
USA４勝，Hoosier Debutante S‐L，Gowell S３着

ストーンレイン Stone Rain（01� Grindstone）USA９勝，Sam J. Wh
iting Memorial H，Ernest Finley H２着

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

33 コンゴウプリンセス２０２１ 牡・青鹿 ４／ ３
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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudコンゴウプリンセス ＊カーネギー

��
��
�コンゴウアンゲルス鹿 2015 ＊ズーナクア

5g
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ゴールドリボン（12栗 ＊スターキングマン）�５勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
バジガクシェリール（18牝鹿 ダノンシャーク）���出走
サンドファルコン（19牡栗 スマートファルコン）���３勝

２代母 モープラ（05鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
ゴールドバニラ（11牝 ゴールドキング）�２勝�１勝�
ゴールドアラシ（13牡 サムライハート）�８勝
ジュンダ（16牡 ロードカナロア）�１勝�入着２回

３代母 ＊グラマラス（93 USA鹿 Danzig）USA入着
エレガントプロスペクトElegant Prospect（00 牝 Mr. Prospector）USA出走

チェインジザチャネル Changethechannel（09 牝 English Channel）USA３
勝，サンタバルバラＨ‐G3 ３着，Las Madrinas H３着

ウェスタンエレガンスWestern Elegance（10� English Channel）USA・C
AN７勝，ハンシンＣ‐G3 ３着，ヴィジャルＳ‐G3 ３着

グラマラスワンGlamorous One（01牝 GoneWest）不出走
ガランデシーネGalan de Cine（08牡 Successful Appeal）ARG６勝，オト

ニョ賞‐G2，P. Irineo Leguisamo‐L，オノール大賞‐G1 ２着，etc.，
種牡馬

４代母 ゴージャスGorgeous（86 USA黒鹿 Slew o' Gold）USA８勝，ヴァニティ
Ｈ‐G1，アシュランドＳ‐G1，ハリウッドオークス‐G1，アップルブラッサムＨ
‐G2，ラカニャーダＳ‐G2，etc.
［孫］ ＊スウィフトテンパー（04牝 Giant's Causeway）USA６勝，ラフィアンＨ

‐G1，デラウェアＨ‐G2，シクスティセイルズＨ‐G3，etc.
ミュージックショーMusic Show（07牝 Noverre）GB・FR・IRE・TUR５
勝，ファルマスＳ‐G1，ロックフェルＳ‐G2，ネルグウィンＳ‐G3，etc.

サラチ Sarach（10牝 Arch）USA４勝，ハニムーンＨ‐G2，Sandy Blu
e H

オールインクルーデド All Included（11牡 Include）USA５勝，アップ
ルトンＳ‐G3，ガルフストリームパークターフＨ‐G1 ２着，ガルフ
ストリームパークターフＨ‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲豊郷牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6132
生 産 牧 場： ㈲豊郷牧場
飼 養 者： ㈲豊郷牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6132

34 ゴールドリボン２０２１ �・青鹿 ５／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアトーセンラー
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア黒鹿 2008 Dance Image

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�スターキングマン Princesse Timideゴールドリボン ＊ブライアンズタイム

��
��
�モープラ栗 2012 ＊グラマラス

14c
Mr. Prospector S4×M4 Hail to Reason S5×M5 Lyphard S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 サティーヌアロム（14鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（３）〕
ラストバリオン（18牡鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝，���３勝
プラチナドリーム（19牡鹿 ホッコータルマエ）�２勝

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

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

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

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

３代母 アワカントリープレイスOur Country Place（92 USA黒鹿 Pleasant Colony）
不出走
マトラチャパスMatlacha Pass（97 牝 Seeking the Gold）USA２勝

パインアイランド Pine Island（03牝 Arch）USA４勝，アラバマＳ‐G1，ガゼ
ルＳ‐G1，マザーグースＳ‐G1 ２着，etc.

ポイントオヴエントリー Point of Entry（08 牡 Dynaformer）USA９勝，マン
ノウォーＳ‐G1，マンハッタンＨ‐G1，ガルフストリームパークターフＨ
‐G1，etc.，種牡馬

プレザントホーム Pleasant Home（01牝 Seeking the Gold）USA５勝，ＢＣデ
ィスタフ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，スピンスターＳ‐G1 ２着，etc.
マジカルワールドMagical World（10 牝 Distorted Humor）USA１勝
ガラナGuarana（16牝 Ghostzapper）USA５勝，エイコーンＳ‐G1，Ｃ
ＣＡオークス‐G1，マディソンＳ‐G1，etc.

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

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

35 サティーヌアロム２０２１ 牡・鹿 ４／１７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayサティーヌアロム
＊ Seeking the Gold

��
��
�ホームスイートホーム鹿 2014 Our Country Place

1g
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 サクラオードシエル（09青鹿 サクラプレジデント）１勝，�５勝�入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ハートオブクレア（17牝黒鹿 サクラゼウス）��２勝��

２代母 サクラプレステージ（97青鹿 ＊ブライアンズタイム）３勝，ＵＨＢ杯‐OP ３着，
おおぞら特別２着
サクラメフィウス（04牝 フジキセキ）�２勝
サクラドルチェ（05牝 ＊タイキシャトル）３勝，摂津特別，檜原湖特別
サクラルーラー（06牡 サクラプレジデント）１勝，�５勝�２勝
サクラエンブレム（07牡 サクラプレジデント）１勝，大島特別２着，�２勝��入

着２回
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

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.
サクラパール（89牝 ＊パドスール）不出走

シーダベス（93牡 サクラチヨノオー）�17 勝，旭岳賞２着，旭岳賞３着
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： �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

36 サクラオードシエル２０２１ 牡・黒鹿 ５／ ５
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーサクラオードシエル ＊ブライアンズタイム

��
��
�サクラプレステージ青鹿 2009 サクラクレアー

＊クレアーブリツジ 13c
Halo S4×M4 Hail to Reason S5×M5×M5 Nijinsky S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 サトノフリージア（16鹿 ＊ハービンジャー）出走
初仔

２代母 サトノフローラ（08鹿 アグネスタキオン）３勝，関屋記念‐G3 ３着，カルミア賞
サトノアルテミス（15牝 ＊ワークフォース）入着，�３勝
サトノフィオーレ（18牝 ルーラーシップ）１勝

３代母 ＊リアリーハッピー（94 USA鹿 Avenue of Flags）USA５勝，ベイメドーズ
オークス‐G3，プリンセスＳ‐G2 ２着，レイルバードＳ‐G2 ２着，ハリウッド
オークス‐G2 ３着，サンクレメンテＨ‐G2 ３着
ハッピーシーンHappy Scene（99牝 ＊デヒア）不出走

＊ソーメニーウェイズ（10牝 Sightseeing）USA５勝，スピナウェイＳ‐G1，エ
イトベルズＳ‐G3，スカイラヴィルＳ‐G3，etc.
ダノングロワール（17牡 ハーツクライ）�３勝，九十九里特別，新緑賞３着

ルミナスハッピー（05牝 アグネスタキオン）不出走
ピーエムデメテル（09牝 ＊クロフネ）１勝，芙蓉Ｓ‐OP ３着
ルミナスウォリアー（11牡 メイショウサムソン）６勝，函館記念‐G3，ディセ

ンバーＳ‐L ２着，ジューンＳ，etc.，��６勝
ネオレボルーション（06� ネオユニヴァース）３勝，揖斐川特別２着，山吹賞２着，etc.，

障害２勝，東京ジャンプＳ‐JG3 ２着，etc.

４代母 ディアーローラDear Laura（81 USA鹿 Youth）GB・USA入着３回
［子］ グッドレイディラックGood Lady Luck（95牝 Avenue of Flags）US

A４勝，Fran's Valentine S‐R ２着

５代母 シックスマンススロング Six Months Long（76 USA鹿 Northern Dancer）
USA２勝
［子］ ハーフアイヤー Half a Year（84 牡 Riverman）GB・USA３勝，セント

ジェイムズパレスＳ‐G2，ロッキンジＳ‐G2 ４着，ローリンググリ
ーンＨ‐G3 ２着，種牡馬

ウィニングパクトWinning Pact（91 牡 Alydar）USA３勝，デルマーフ
ュチュリティ‐G2，Ormondale H２着

販売申込者・所有者： ㈲谷口牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5463
生 産 牧 場： ㈲谷口牧場
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

37 サトノフリージア２０２１ �・黒鹿 ２／１５

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlサトノフリージア アグネスタキオン

��
��
�サトノフローラ鹿 2016 ＊リアリーハッピー

3l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 サニツ（15鹿 ロードカナロア）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ダンスザクラシックス（04 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR・IRE１勝
コールトゥバトル Call To Battle（09� ＊キングズベスト）GB・IRE２勝，Eyre

field S‐L，バリーサックスＳ‐G3 ２着，チェスターヴァーズ‐G3 ３着
クラシカルチュチュ（13牝 ゼンノロブロイ）入着，�３勝�入着
カレンラヴニール（14牡 ルーラーシップ）�５勝��２勝，土佐秋月賞，黒潮菊花

賞２着
ゴーウィズザフロー（17牡 ＊キンシャサノキセキ）��２勝

３代母 ヘッドインザクラウズ Head in the Clouds（98 IRE 鹿 RainbowQuest）
GB・FR２勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，ポモーヌ賞‐G2 ２着，セントサイモ
ンＳ‐G3 ２着
クエストフォーイターニティQuest For Eternity（03 牝 Sadler's Wells）不出走

サムホエア Somewhere（09 牝 Dalakhani）IRE 入着
テンプスイッガナドゥ Tempus Iggannadu（16牡 Holy Roman Emperor）
�ITY４勝，P. Pisa‐L ３着，P. Mauro Sbarigia‐L ３着

リトルホワイトクラウド Little White Cloud（10� Dalakhani）IRE・AUS
２勝，愛ダービートライアルＳ‐G2 ３着，ガリニュールＳ‐G3 ２着，
Pakenham RCWerribee C‐L ３着

ロージズフォーザレイディ Roses For The Lady（06牝 Sadler's Wells）GB・IRE２
勝，Vintage Crop S‐L，愛オークス‐G1 ２着，Finale S‐L ２着，etc.

レイディオヴエヴェレスト Lady of Everest（07 牝 Montjeu）不出走
レイディオヴデュバイ Lady Of Dubai（12 牝 Dubawi）GB・IRE２勝，He

ight of Fashion S‐L，英オークス‐G1 ３着，Montrose Fillies S‐L ２着

４代母 バレリーナBallerina（91 IRE 鹿 ＊ダンシングブレーヴ）GB１勝
［子］ ミレナリーMillenary（97 牡 RainbowQuest）GB・FR・IRE・GER・I

TY12 勝，英セントレジャー‐G1，ドンカスターＣ‐G2（２回），ロン
ズデイルＣ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康 メイタイファーム
飼 養 者： ㈱吉永ファーム＝浦河町西舎 �0146-26-7347

38 サニツ２０２１ �・鹿 ２／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スペシャルウィーク

�
�
�
�
�
�
�
�
� キャンペンガールトーホウジャッカル

＊ Unbridled's Song

��
��
�トーホウガイア栗 2011 Agami

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムサニツ
＊ Sadler's Wells

��
��
�ダンスザクラシックス鹿 2015 Head in the Clouds

1l
Northern Dancer M4×S5 Special S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊サビアーレ（00 USA鹿 Capote）１勝，菜の花賞‐OP（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－４（９），地方－２（３）〕
トレグラツィエ（07牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）��２勝
オークヒルパーク（08牝黒鹿 アグネスタキオン）２勝
カポーティスター（09牡黒鹿 ハーツクライ）４勝，日経新春杯‐G2，日経賞‐G2

２着，北野特別（芝 2000），新緑賞（芝 2300），玄海特別（芝 2000）２着
アヴェントゥリーナ（12牝栗 ステイゴールド）�１勝�
レッドエレノア（14牝青鹿 ハーツクライ）２勝
スノークォーツ（18牝芦 ゴールドシップ）�１勝
モズスーパーノヴァ（19牝栗 イスラボニータ）��出走

２代母 サクラファビユラス Sakura Fabulous（90 GB栗 Fabulous Dancer）FR入
着５回

＊カツラファビュラス（97牝 Tel Quel）１勝，九重特別３着
＊マージナルグラマー（98牝 Crafty Prospector）２勝
＊ラタフィア（99牝 Cozzene）５勝，北摂特別，元町特別，月岡特別３着，白藤賞３

着，雪割草特別３着
ラターシュ（06牡 マーベラスサンデー）４勝，両津湾特別，鳥取特別，秋嶺Ｓ

３着，雅Ｓ３着
エクセルサス（07牡 スペシャルウィーク）３勝，若駒Ｓ‐OP ３着，皿倉山特別，

御堂筋Ｓ２着，白鷺特別２着，境港特別２着，etc.
エピセアローム（09牝 ダイワメジャー）４勝，セントウルＳ‐G2，小倉２歳Ｓ

‐G3，セントウルＳ‐G2 ３着，ＣＢＣ賞‐G3 ２着，チューリップ賞‐G3
２着，etc.

アッラサルーテ（13牝 ダイワメジャー）４勝，アネモネＳ‐LR ２着，南総Ｓ２
着，水無月Ｓ２着，船橋Ｓ２着，豊栄特別２着，etc.

３代母 ＊ローラローラ（85 FR栗 Saint Cyrien）FR１勝，P. de la Seine‐L ３着
サクラローレル（91牡 RainbowQuest）９勝，有馬記念‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，

オールカマー‐Jpn2，中山記念‐Jpn2，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱ＭＫアセット＝東京都港区 �03-5786-7566
生 産 牧 場： ㈱田端牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

39 サビアーレ２０２１ 牡・栗 ４／１６
＊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リアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊

カポーティ Seattle Slew

�
�
�
�
�

��
��

�Capote Too Baldサビアーレ サクラファビユラス Fabulous Dancer

��
��
�Sakura Fabulous鹿USA 2000 ＊ローラローラ

14
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 サンマルジョイ（15栗 ＊ハービンジャー）��１勝�
初仔

２代母 ＊シルバージョイ（93 CAN栗 Silver Deputy）USA４勝，Muskoka S‐R
２着，Classy 'N Smart S‐R ３着
アジアンリゾート（99牝 Capote）出走

ハイパーフォルテ（07牡 ＊クロフネ）�10 勝���，兵庫ダービー，楠賞，園田
ジュニアＣ２着，摂津盃３着，菊水賞３着，etc.

カツゲキドラマ（10牝 ＊クロフネ）�５勝�１勝��，プリンセス特別，園田プ
リンセスＣ

バリーバーン（01牝 ＊エンドスウィープ）３勝，津軽海峡特別２着，オホーツクＨ３
着，噴火湾特別３着
ブラックカード（14牡 ゼンノロブロイ）２勝，大倉山特別２着，ニセコ特別３

着，渥美特別３着，��入着２回
モサ（16牡 ジャスタウェイ）�２勝，五泉特別２着，障害１勝

シングフォアジョイ（03牝 ＊グラスワンダー）入着３回
トップフライアー（09牡 ＊スタチューオブリバティ）４勝，伊良湖特別，�８勝，

東海桜花賞３着
メイショウギガース（14牡 メイショウボーラー）�５勝，越後Ｓ，天王寺特別

２着，桶狭間Ｓ３着，障害１勝
オウケンブルースリ（05牡 ジャングルポケット）５勝，菊花賞‐Jpn1，京都大賞典

‐G2，ジャパンＣ‐G1 ２着，京都大賞典‐G2 ２着（２回），ＡＲ共和国杯‐G2
２着，etc.，種牡馬

ネオシーサー（07牡 ネオユニヴァース）２勝，尾頭橋特別２着，��１勝�１勝
トーセンルクリア（08牝 ダンスインザダーク）入着３回

トーセンオパール（16牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，すずらん賞‐OP
３着，��５勝

コスモジョイジョイ（12牡 ジャングルポケット）入着，��18 勝，すずらん賞２着，
青藍賞３着

３代母 ジョイオヴマートルウッド Joy of Myrtlewood（84 USA鹿 Northern Jove）
USA１勝

販売申込者・所有者： ㈱田端牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6003
生 産 牧 場： ㈱田端牧場
飼 養 者： ㈱田端牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6003

40 サンマルジョイ２０２１ �・鹿 ４／ ４
＊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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlサンマルジョイ
＊ Silver Deputy

��
��
�シルバージョイ栗 2015 Joy of Myrtlewood

13c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 キャラメライズ（16栗 キングカメハメハ）入着
初仔

２代母 ライムキャンディ（05鹿 タニノギムレット）２勝，クイーンＣ‐Jpn3 ２着，
バレンタインＳ‐OP ３着，マレーシアＣ
ライムスカッシュ（12牝 キングカメハメハ）出走

アランチャータ（19牝 リーチザクラウン）�１勝
サムライロック（13牡 ＊ワークフォース）１勝
キャンディボイス（19牡 ルーラーシップ）��２勝

３代母 マルカキャンディ（96青鹿 ＊サンデーサイレンス）７勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，ポ
ートアイランドＳ‐OP ２着，大阪スポーツ杯，下鴨Ｓ，西部日刊スポーツ杯，etc.
ナイトフッド（06牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，白嶺Ｓ，秋嶺Ｓ２着，薫風Ｓ３着
ベルシャザール（08牡 キングカメハメハ）６勝，ジャパンＣダート‐G1，武蔵野Ｓ

‐G3，ブラジルＣ‐LR，etc.，優ダート，種牡馬
アルフェロア（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，�入着８回�，韓国岳賞２着，五

ケ瀬川賞３着，松浦川賞３着，etc.
キネオペガサス（11牡 ＊コンデュイット）２勝，プリンシパルＳ‐LR ２着，山藤賞，

鹿野山特別２着，etc.

４代母 ＊ジーナロマンティカ（88 USA鹿 ＊セクレト）USA３勝，ロングアイランドＨ
‐G2 ３着

５代母 ワヤWaya（74 FR鹿 Faraway Son）FR・USA14 勝，マンノウォーＳ‐G1，サ
ンタバルバラＨ‐G1，ベルダムＳ‐G1，トップフライトＨ‐G1，ダイアナＨ‐G2，etc.
［子］ ヴィダリア Vidalia（81 牝 Nijinsky）GB・ITY・USA２勝，クリテリウ

ムフェミニーレ‐G3，New Castle H２着
デニーロDe Niro（92 牡 Gulch）USA２勝，トレモントＳ‐G3，サンフ
ォードＳ‐G3 ３着，種牡馬

［孫］ クリスタルカースル Crystal Castle（98� Gilded Time）GB・FR・US
A・CAN・UAE５勝，ダイアデムＳ‐G2，モートリー賞‐G3，カブ
ール賞‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �090-3118-6091
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �090-3118-6091

41 キャラメライズ２０２１ 牡・鹿 ２／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブラックタイド

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキタサンブラック サクラバクシンオー

��
��
�シュガーハート鹿 2012 オトメゴコロ

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスキャラメライズ タニノギムレット

��
��
�ライムキャンディ栗 2016 マルカキャンディ

＊ジーナロマンティカ 1e
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 キョウエイアロマ（08栗 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（11）〕
セイコチャン（15牝栗 ＊シニスターミニスター）�１勝�２勝��４勝�１勝�入

着３回
グレイトボルケーノ（17牡栗 ＊サウンドボルケーノ）��２勝�１勝�

２代母 メローサンデー（94黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
マイネルマトゥーロ（02牡 ＊ピルサドスキー）	７勝�
ルナアーケード（03牝 テイエムオペラオー）�２勝��３勝�３勝�６勝
入着３回
マルケイフロイデ（12牝 ＊タイキシャトル）�７勝

３代母 メルドスポート（79栃栗 ＊ノーザンテースト）不出走
カッティングエッジ（86牝 ＊フアバージ）６勝，クイーンＣ‐Jpn3，ＴＶ東京３歳牝

馬Ｓ‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3 ２着，etc.
ファビラスターン（94牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，矢車賞３着，�１勝
シャドウゲイト（02牡 ＊ホワイトマズル）６勝，中京記念‐G3，中山金杯
‐G3，etc.，��入着，GB・IRE・HKG・SIN２勝，シンガポール国際
Ｃ‐G1，種牡馬

サトノタイガー（08牡 キングカメハメハ）５勝，カペラＳ‐G3 ２着，etc.，
��３勝��入着３回，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ２着，ＪＢＣスプ
リント‐Jpn1 ５着，etc.，ＮＡＲ優短距

プロミネントカット（95牝 ＊トニービン）不出走
ハノハノ（08牡 アドマイヤコジーン）６勝，バーデンバーデンＣ‐L ２着，
京洛Ｓ‐OP，鞍馬Ｓ‐OP ３着，etc.

ディヴァインライト（95牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，高松宮記念‐Jpn1 ２着，
マイラーズＣ‐Jpn2 ２着，東京新聞杯‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

メルロースウィート（96牝 ＊ヘクタープロテクター）４勝，紅葉特別，上総特別３着，
福島中央ＴＶ杯３着
アグネスワルツ（07牝 ゼンノロブロイ）４勝，オークス‐G1 ３着，フローラＳ

‐G2 ２着，マーメイドＳ‐G3 ２着，etc.
カレンシュトラウス（17牡 ルーラーシップ）�５勝，大阪城Ｓ‐L ２着，六
甲Ｓ‐L ３着，メイＳ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： 中前牧場＝日高町豊郷 �090-7646-8416
生 産 牧 場： 中前牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

42 キョウエイアロマ２０２１ �・栗 ４／１４

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスキョウエイアロマ ＊サンデーサイレンス

��
��
�メローサンデー栗 2008 メルドスポート

＊ナイトライト 22d
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ショーハイウェイ（15黒鹿 ＊パイロ）入着
本馬の他に産駒あり

２代母 リアルメンテ（05鹿 フジキセキ）出走
ラグロワール（12牝 ＊クロフネ）�２勝��入着
ショーウェイ（14牝 メイショウボーラー）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着
ラインプレジャー（17牡 ＊モンテロッソ）��13 勝

３代母 ＊トキオリアリティー（94 USA栗 Meadowlake）３勝，フローラＳ‐OP ２着，
鈴鹿特別，春嶺Ｓ３着
プレシャスワン（01� ダンスインザダーク）２勝，洛東特別
アイルラヴァゲイン（02牡 ＊エルコンドルパサー）７勝，オーシャンＳ‐Jpn3，福島

民友Ｃ‐L，マーガレットＳ‐L，etc.，�入着���
アドマイヤフッキー（03牝 フジキセキ）３勝，稲妻特別，稲妻特別２着

アンフィトリテ（15牝 ロードカナロア）３勝，マーガレットＳ‐LR，さざんか賞
フサイチリニモ（04牝 ジャングルポケット）１勝

アペルトゥーラ（11牡 マツリダゴッホ）５勝，ルミエールオータムダッシュ
‐LR，稲妻Ｓ，驀進特別，etc.，	３勝�３勝�

ウィルパワー（07牝 キングカメハメハ）４勝，新発田城特別２着，浦安特別３着，
女池特別３着，etc.
インディチャンプ（15牡 ステイゴールド）８勝，安田記念‐G1，マイルＣｈＳ

‐G1，マイラーズＣ‐G2，etc.，優短距，種牡馬
アウィルアウェイ（16牝 ジャスタウェイ）４勝，シルクロードＳ‐G3，オパー

ルＳ‐L，スプリンターズＳ‐G1 ３着，etc.
リアルインパクト（08牡 ディープインパクト）４勝，安田記念‐G1，阪神Ｃ‐G2
（２回），etc.，AUS１勝，ＡＴＣジョージライダーＳ‐G1，etc.，種牡馬

ネオリアリズム（11牡 ネオユニヴァース）７勝，中山記念‐G2，札幌記念‐G2，etc.，
UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，etc.，種牡馬

レアリスタ（12牡 ステイゴールド）５勝，キャピタルＳ‐L ３着，府中Ｓ（２回），オ
リエンタル賞

販売申込者・所有者： 中脇 栄＝浦河町東幌別 �0146-28-2515
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

43 ショーハイウェイ２０２１ 牡・鹿 ４／２５

＊

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

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionショーハイウェイ フジキセキ

��
��
�リアルメンテ黒鹿 2015 ＊トキオリアリティー

3l
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 シゲルハチマンタイ（06鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
エムエイティグラン（12牝鹿 マンハッタンカフェ）��３勝
レーヌミラクル（13牝鹿 ＊エンパイアメーカー）入着３回，�３勝�入着２回
テンノビロク（16牝青鹿 パドトロワ）�３勝
アンジェロース（17牝鹿 ヴァンセンヌ）��２勝

２代母 レインボーファスト（92栗 レインボーアンバー）��２勝
エースインザレース（00牡 ＊ディアブロ）３勝，東風Ｓ‐L，マイラーズＣ‐G2 ３着，

ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，etc.，�１勝��入着�，兵庫ジュニアＧＰ
‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

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

着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，府中牝馬Ｓ‐G2 ２着，京
王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.

ホーマンフリップ（08牝 フジキセキ）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着
フォントルロイ（09牡 ゼンノロブロイ）３勝，積丹特別２着，富良野特別３着，

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

‐G2，アーリントンＣ‐G3，菊花賞‐G1 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ３着，etc.，
種牡馬

シルクウィザード（03牡 ＊リンドシェーバー）５勝，安達太良Ｓ，ＴＶ埼玉杯，噴火
湾特別，なでしこ賞，etc.，�７勝���，ダービーＧＰ‐Jpn1 ５着，etc.

スマートグリッド（07牡 タニノギムレット）３勝，高千穂特別
サカジロオー（09牡 アドマイヤムーン）３勝，トキノミノルＣ，高雄特別３着，山

吹賞３着
ファストクリス（12牝 ＊シンボリクリスエス）１勝

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

‐Jpn3，天皇賞（秋）‐Jpn1 ２着（２回），etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲千葉飯田牧場＝日高町富川西 �01456-2-1789
生 産 牧 場： ㈲千葉飯田牧場
飼 養 者： ㈲千葉飯田牧場＝日高町富川西 �01456-2-1789

44 シゲルハチマンタイ２０２１ �・鹿 ５／ ９
＊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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayシゲルハチマンタイ レインボーアンバー

��
��
�レインボーファスト鹿 2006 レインボーローズ

＊プテイツトアミ 19
ノーザンテースト S4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ゴーンクレージー（06 USA栗 GoneWest）USA出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－５（９）〕
ラヴクレージー（11牝青鹿 ゼンノロブロイ）入着，�２勝��

レイジーウォリアー（19牝 ＊マジェスティックウォリアー）��５勝，新春ペガ
サスＣ，若草賞２着，ゴールドウィング賞３着

セイントバローズ（12牡鹿 ディープインパクト）３勝，筑後川特別（芝 1800），御
在所特別（芝 1600）２着，鶴橋特別（芝 1600）３着

ゲイルバローズ（14牡鹿 ディープインパクト）１勝，�２勝�２勝��入着３回�
ホープブロッサム（17牝栃栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝��
エルブルスシチー（18牡黒鹿 ヴィクトワールピサ）�１勝
アリアナバローズ（19牝栗 ディープブリランテ）��１勝

２代母 ナットケイスNutcase（99 USA鹿 Forest Wildcat）FR・USA入着
マンボナットMambonut（08 牡 Kingmambo）FR１勝
ヌテロNutello（09� Lemon Drop Kid）FR・USA５勝，Le Vase d'Argent

‐L，仏ダービー‐G1 ３着，ソードダンサーＳ‐G1 ３着，Criterium de Lyon
‐L ３着，Henry S. Clark S３着

エキュルイユ Ecureuil（12 牡 Tapit）FR４勝，G.P. de la Riviera Cote d'Azur‐L
３着，Le Vase d'Argent‐L ３着，P. Lyphard‐L ３着

３代母 レイズザスタンダードRaise the Standard（78 CAN鹿 Hoist the Flag）不出走
クードフォリー Coup de Folie（82 牝 Halo）FR・USA４勝，オマール賞‐G3，

P. de Saint‐Cyr‐L，マルセルブサック賞‐G1 ３着，etc.
マキアヴェリアンMachiavellian（87 牡 Mr. Prospector）GB・FR・IRE４勝，

モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，P. Djebel‐L，etc.，種牡馬
エグジットトゥノーホエア Exit to Nowhere（88 牡 Irish River）GB・FR・U

SA４勝，ジャックルマロワ賞‐G1，ミュゲ賞‐G3，エドモンブラン賞
‐G3，etc.，種牡馬

クードジェニー Coup de Genie（91 牝 Mr. Prospector）GB・FR・USA４勝，
モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，カブール賞‐G3，etc.

ボニータフランシタBonita Francita（87 牝 Devil's Bag）USA４勝
オーペンOrpen（96牡 Lure）GB・FR・IRE２勝，モルニー賞‐G1，愛２０００ギ

ニー‐G1 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲富田牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1546
生 産 牧 場： ㈲富田牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

45 ゴーンクレージー２０２１ 牡・栗 ２／２３

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊

ゴーンウェスト Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�GoneWest Secrettameゴーンクレージー ナットケイス Forest Wildcat

��
��
�Nutcase栗USA 2006 Raise the Standard

2d
Mr. Prospector M3×S4 Secretariat S4×M4×S5 Buckpasser S5×S5
Native Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 サマーアクトレス（05黒鹿 サクラバクシンオー）３勝，石打特別（芝 1600），鎌ケ
谷特別（芝 1800）２着，尖閣湾特別（芝 1800）２着，桑折特別（芝 1800）３着，織姫
賞（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（14）〕
ウインアヴァンティ（12牡黒鹿 ＊コンデュイット）�13 勝
ウインミストレス（14牝黒鹿 キングカメハメハ）１勝
マルカンアクトレス（17牝鹿 ＊アイルハヴアナザー）��１勝
スノーヴァース（20牝青鹿 ＊ダノンレジェンド）�未出走

２代母 サンデースクリーン（94青鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
エプソムスターダム（00牝 ＊コマンダーインチーフ）�５勝
マイネルビスタ（04牡 ＊アフリート）１勝，小名浜特別３着，�４勝�入着６回，北

上川大賞典
バクシンスクリーン（07牝 サクラバクシンオー）不出走

ファイブフォース（14牝 ＊アルデバランⅡ）４勝，函館日刊スポーツ杯，稲光特
別，しらかばＳ２着

アクアベール（11牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝
カツカモ（12� ＊アグネスデジタル）��５勝	１勝��８勝
スクリーバ（14牝 ＊アグネスデジタル）�２勝�７勝

３代母 ネクストムービー（85栃栗 ＊デイクタス）２勝，甲武特別２着，伏見特別２着，
紫野特別３着，木津川特別３着，猪名川特別３着
サイレントトーキー（91牡 ＊アレミロード）５勝，松籟Ｓ，鳴滝特別，万葉Ｓ２着，etc.
コメットハンター（92牝 ＊キャロルハウス）２勝，矢車賞２着，明石特別３着，あず

さ賞３着，etc.
ムービースクリーン（93牝 ＊トニービン）１勝，アジアＪＳ（２）２着，胎内川特別２着

マイネルディーン（09牡 ダンスインザダーク）５勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，
福島ＴＶＯＰ‐L ３着，福島民報杯‐L ３着，etc.

シュテルンプレスト（99牝 ＊アフリート）３勝，ＴＶＱ杯２着，新涼特別３着

４代母 ダイナビーム（79栃栗 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ ムービースター（86牡 ＊デイクタス）９勝，中山記念‐Jpn2，中京記念

‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 中村 雅明＝浦河町野深 �0146-27-4416
生 産 牧 場： 中村 雅明
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

46 サマーアクトレス２０２１ 牡・栗 ４／２６

＊

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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモサマーアクトレス ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンデースクリーン黒鹿 2005 ネクストムービー

＊ビーチマスト 21a
Deputy Minister S4×S5 ノーザンテーストM4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 シエルクレール（15鹿 ダイワメジャー）�２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊シエルルージュ（06 FR鹿 Red Ransom）FR・USA２勝，レゼルヴォワール
賞‐G3 ２着，P. Aymeri de Mauleon‐L ３着
プライム（16� ダイワメジャー）２勝
ルルルージュ（18牝 ダイワメジャー）�１勝，雪うさぎ賞２着

３代母 レゾナーブル Raisonnable（93 GB鹿 Common Grounds）FR２勝，P. R
onde de Nuit‐L，グロット賞‐G3 ２着，レゼルヴォワール賞‐G3 ２着，オマー
ル賞‐G3 ３着
センシブル Sensible（98 牡 Sadler's Wells）GB・FR３勝，P. de Suresnes‐L，

ガネー賞‐G1 ３着，ラクープ‐G3 ２着，etc.，種牡馬
タンジェリンドリームTangerine Dream（99牝 Sadler's Wells）FR入着

ペアータルト Pear Tart（08 牝 ＊デヒア）AUS６勝，ＱＬＤタタソールズティ
アラ‐G1，ＢＲＣクイーンズランドギニーズ‐G2，ＭＲＣトリスタークＳ
‐G2 ２着，etc.
イタリアベッラ Italia Bella（14 牝 Fastnet Rock）AUS３勝，ＢＲＣシャ
ンペインクラシック‐G2 ３着，BRC The Phoenix S‐L ２着

ヘイマイティ Hey Mighty（16� Fastnet Rock）�AUS・MAC１勝，
Macau Derby Trial‐L ２着，Macau Derby‐L ３着，Macau G
uineas‐L ３着

パッショナブルPassionable（10 牝 New Approach）FR出走
パッショノヴァ Passionova（18牝 Bated Breath）�GB２勝，Dick Hern S

‐L ２着

４代母 サルヴォーラ Salvora（82 USA栗 Spectacular Bid）FR１勝
［子］ ＊オーブアンディアンヌ（90牝 Bluebird）FR・USA５勝，イエローリボン

招待Ｓ‐G1，ラスパルマスＨ‐G2，P. de la Seine‐L，etc.
マーレイノストラムMare Nostrum（98牝 Caerleon）FR２勝，ヴァン
トー賞‐G3，サンタラリ賞‐G1 ２着，ヴェルメイユ賞‐G1 ３着

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

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

47 シエルクレール２０２１ 牡・黒鹿 ５／１８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊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エルクレール
＊ Red Ransom

��
��
�シエルルージュ鹿 2015 Raisonnable

4g
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 シギル（10鹿 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
コスモミローディア（16牡黒鹿 ダノンバラード）�１勝
コスモウォークライ（18牡黒鹿 シビルウォー）��出走�入着３回��
エスリーア（19牝鹿 ダノンシャーク）��入着
サベージ（20牡鹿 ディープスカイ）���１勝

２代母 プラントオジジアン（99栗 ＊オジジアン）出走
サンツェッペリン（04牡 ＊テンビー）２勝，京成杯‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，ホ

ープフルＳ‐L ２着，日本ダービー‐Jpn1 ４着，百日草特別２着
リバーミラクル（05牡 ＊ティンバーカントリー）�２勝
ベルウッドドラゴン（07牡 ＊アジュディケーティング）��３勝
ミヤコエンパイア（12牝 ＊エンパイアメーカー）�６勝
トウケイダンディ（13牡 ＊ロージズインメイ）１勝，�１勝
ヨンウォニ（17牝 ゴールドヘイロー）�入着２回，�３勝

３代母 ＊キクカローバート（87 USA栗 Roberto）１勝
キクカグローバル（96牝 マルゼンスキー）不出走

キクカネイチャ（01牡 ＊リンドシェーバー）２勝，水芭蕉特別２着，雪うさぎ賞
２着，鳥栖特別３着

キクカラヴリイ（04牝 ＊マイネルラヴ）２勝，鹿屋特別，中京スポニチ賞２着，
門司特別２着，etc.

キクカタキシード（07牡 ブラックタキシード）３勝，鳴滝特別，迎春Ｓ２着，
オリオンＳ２着，etc.

４代母 オールドグレナダOld Grenada（72 USA栗 Pronto）USA３勝
［子］ オールドイクスクルーシヴOld Exclusive（85 牡 His Majesty）USA５

勝，El Cajon S‐LR，種牡馬
［孫］ チェロキープリンス Cherokee Prince（00	 Cherokee Run）USA10 勝，

Independence Day S‐L（２回），Labor Day S‐L，Budw
eiser Challenger S，etc.

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

48 シギル２０２１ �・栗 ３／２３
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズシギル ＊オジジアン

��
��
�プラントオジジアン鹿 2010 ＊キクカローバート

22b
Roberto S4×M4 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 シップスログ（10鹿 ネオユニヴァース）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（１）〕
エコロディアマンテ（16牡鹿 ショウナンカンプ）１勝
コスモインペリウム（17牡鹿 トランセンド）�３勝，オリエンタル賞（芝 2000），

山藤賞（芝 2000）３着
マーズスペリオーレ（18�鹿 ＊アジアエクスプレス）��未出走�１勝
カシノラシット（20牝黒鹿 ミッキーロケット）�未出走

２代母 スムーズセイリング（03鹿 ＊クロフネ）不出走
ウインラグセイル（08牝 ステイゴールド）�４勝�入着２回
ミラクルセイリング（09牝 フジキセキ）��２勝
スループオブウォー（12牡 ハーツクライ）入着２回，	１勝
２勝

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

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

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

セプテンバーソング（91牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，三面川特別，寺泊特別２着，逢
坂山特別３着
オータムブリーズ（98牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，障害１勝
アイアンテーラー（14牝 ゴールドアリュール）５勝，平城京Ｓ，etc.，��
１勝，クイーン賞‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3 ２着

サマーサスピション（92牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，青葉賞‐Jpn3，種牡馬
ローゼンカバリー（93牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，目黒記念‐Jpn2，日経賞

‐Jpn2，ＡＪＣＣ‐Jpn2，セントライト記念‐Jpn2，etc.，種牡馬
サマーベイブ（97牝 ＊トニービン）２勝，スイートピーＳ‐OP ２着，赤松賞

キセキノショウリ（11牝 フジキセキ）��１勝
アークヴィグラス（16牝 ＊サウスヴィグラス）�４勝��２勝�１勝�，エー
デルワイス賞‐Jpn3，東京２歳優駿牝馬，ローレル賞，etc.，ＮＡＲ優２牝

販売申込者・所有者： 能登 浩＝えりも町笛舞 �090-1647-5358
生 産 牧 場： 能登 浩
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

49 シップスログ２０２１ 牡・栗 ５／１２

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスシップスログ ＊クロフネ

��
��
�スムーズセイリング鹿 2010 ダイナフエアリー

＊フアンシミン 9f
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 シップフォクイーン（15鹿 ルーラーシップ）入着２回
本馬の他に産駒あり

２代母 クローズホールド（08芦 ＊クロフネ）入着
ランファースト（13牝 ハーツクライ）��１勝

３代母 ＊ズーナクア（90 USA鹿 Silver Hawk）USA５勝，オークリーフＳ‐G1，カウ
ンテスファーガーＨ‐G3，ソレントＳ‐G3，Harold C. Ramser Sr. H‐L，イエ
ローリボン招待Ｓ‐G1 ３着，etc.

＊ダリカラノテガミ（98牡 Broad Brush）１勝，佐倉特別３着
コンゴウアンゲルス（01牝 ＊カーネギー）出走

シャッターチャンス（12牡 ネオユニヴァース）１勝，美濃特別２着
トウカイトリック（02牡 ＊エルコンドルパサー）９勝，ステイヤーズＳ‐G2，阪神大

賞典‐G2，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，etc.
レオパステル（07牝 キングカメハメハ）５勝，轟Ｓ，吾妻小富士賞，稲妻特別，etc.

レオハイセンス（17牝 ジャスタウェイ）�２勝，閃光特別，秋吉台特別３着

４代母 メイドインアメリカMade in America（77 USA栗 Explodent）USA５勝，
Imperatrice H２着，Candy Eclair S２着，Hydrangea H３着
［子］ ディアブロアミーゴDiablo Amigo（88� Woodman）USA６勝，Hi

s Majesty's Council S，President's C２着
［孫］ アウトオヴグエッダOut of Gwedda（04� Out of Place）USA７勝，

Tremont S‐L，ハッチソンＳ‐G2 ３着，Spectacular Bid S‐L
２着，etc.

ジェニーズプロスペクター Jenny's Prospector（00 牝 Banker's Gold）
USA４勝，Hoosier Debutante S‐L，Gowell S３着

ストーンレイン Stone Rain（01� Grindstone）USA９勝，Sam J. Wh
iting Memorial H，Ernest Finley H２着

［曾孫］ シーブラヴァ Sea Brava（09牝 Pure Prize）ARG３勝，フランシスコＪ
ベアスレイ賞‐G2，クリアドレス大賞‐G1 ２着，ヒルベルトレレナ
大賞‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 土田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3478
生 産 牧 場： 土田ファーム
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

50 シップフォクイーン２０２１ 牡・黒鹿 ３／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴシップフォクイーン ＊クロフネ

��
��
�クローズホールド鹿 2015 ＊ズーナクア

5g
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ジャンニーナ（15鹿 ロードカナロア）�７勝，黒潮菊花賞（Ｄ1900）２着
初仔

２代母 ＊アシェラフ（00 USA鹿 Deputy Minister）USA・UAE２勝
ジャストリーガル Just Regal（05 牝 Pulpit）USA・ARG１勝
スマートシュガー Smart Sugar（06 牝 Smarty Jones）USA２勝
オンウォーOnWar（08� Smart Strike）FR・UAE・CHA・OMN２勝
アッシュベリー（09牝 Any Given Saturday）出走

タイキフェルヴール（15牡 フリオーソ）５勝，師走Ｓ‐L，ヒヤシンスＳ‐L ２着，
舞鶴Ｓ，瀬波温泉特別

シナモンアップル（11牡 ＊ファンタスティックライト）�３勝
アールウェルス（17� ヴィクトワールピサ）１勝
ジャスパージェット（19牡 ドゥラメンテ）�入着，��１勝�入着

３代母 シナモンシュガー Cinnamon Sugar（91 IRE 鹿 Wild Again）USA６勝，ロ
ングルックＨ‐G2，Coral Gables H‐L，エイコーンＳ‐G1 ２着，マザーグー
スＳ‐G1 ２着，ガゼルＨ‐G1 ２着，etc.
オータムスパイスAutumn Spice（07 牝 Grand Slam）不出走

ディスクリートリーグランドDiscreetly Grand（12牝 Discreetly Mine）US
A４勝，Louisiana Legends Soiree S‐R ２着

４代母 シュガーアンドスパイス Sugar and Spice（77 USA鹿 Key to the Mint）
USA５勝，マザーグースＳ‐G1，アシュランドＳ‐G2，コティリオンＳ‐G2，レ
イディーズＨ‐G1 ２着，エイコーンＳ‐G1 ３着，etc.
［子］ シュアターン Sure Turn（83牡 Best Turn）USA２勝，Crimson Sata

n S‐R，種牡馬
［孫］ オールスパイス Allspice（00 牝 ＊コロナドズクエスト）USA４勝，シクステ

ィセイルズＨ‐G3，Eliza S‐L，Tiffany Lass S‐L ２着，etc.
ストライクスノースペアーズ Strikes No Spares（99 牝 Smart Strike）U
SA３勝，King County H，Summertime Promise S‐L ２着，
Angie C. S２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲二風谷ファーム＝平取町二風谷 �090-1527-3520
生 産 牧 場： ㈲二風谷ファーム
飼 養 者： ㈱ヤスナカファーム＝日高町緑町 �090-2600-1223

51 ジャンニーナ２０２１ �・鹿 ２／ ８

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムジャンニーナ
＊ Deputy Minister

��
��
�アシェラフ鹿 2015 Cinnamon Sugar

9c
Deputy Minister M3×S5 Storm Cat S4×M4 Mr. Prospector S5×M5
Sweet Tooth S5×M5
価格： 購買者：



母 シャンパンカクテル（15鹿 ＊ワークフォース）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
キャンディガール（20牝鹿 ベルシャザール）���入着

２代母 シャンパンフルート（05芦 ＊クロフネ）１勝
オーヴィレール（13牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，鞍馬Ｓ‐OP ２着，彦根Ｓ，瀬

戸内海特別，駿風Ｓ２着，長篠Ｓ２着（２回），etc.
ブレーメン（14牝 ＊コンデュイット）�１勝�１勝
シャンパンクーペ（16牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝，伊勢Ｓ，鷹取特別，甲南Ｓ

２着，與杼特別２着，鈴鹿Ｓ３着，etc.
シャルドネ（17牝 ＊ヘニーヒューズ）１勝

３代母 トランシーフレーズ（98鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
トーキングドラム（10牡 キングカメハメハ）５勝，阪急杯‐G3，新春Ｓ，トリトン

Ｓ２着，etc.

４代母 ＊アンスチユアート（80 USA鹿 Lyphard）不出走
［子］ ベイトン Beyton（89牡 Alleged）GB・GER・USA５勝，キングエドワ

ード七世Ｓ‐G2，サンセットＨ‐G2 ３着，オイローパシャンピオナ
ート‐G3 ２着，etc.，種牡馬

アンアレッジド Ann Alleged（85牝 Alleged）USA５勝，ビウィッチＳ
‐G3 ３着，Penn National BC H３着

［孫］ オブセッシヴObsessive（93 牝 Seeking the Gold）GB・IRE１勝，O
h So Sharp S‐L ２着，ミュージドラＳ‐G3 ３着

イツアシークレット It's A Secret（98 牝 Polish Precedent）GB２勝，
Virginia S‐L ２着

［曾孫］ エクセレントアート Excellent Art（04 牡 Pivotal）GB・FR・IRE・USA
・HKG４勝，セントジェイムズパレスＳ‐G1，ミルリーフＳ‐G2，
Sandown National S‐L，etc.，種牡馬

シークレットウィットネス SecretWitness（06� Pivotal）GB・IRE５
勝，Golden Rose S‐L ２着，ベンゴーフＳ‐G3 ３着

カスレ Cassoulet（05 牡 Distorted Humor）USA５勝，Donald Levin
e Memorial H‐L ２着

販売申込者・所有者： 中川 隆＝平取町川向 �090-9511-8835
生 産 牧 場： 中川 隆
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

52 シャンパンカクテル２０２１ 牡・鹿 ３／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒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

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonシャンパンカクテル ＊クロフネ

��
��
�シャンパンフルート鹿 2015 トランシーフレーズ

＊アンスチユアート 23b
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サトノガガ（14栗 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
レディオガガ（19牝栗 フリオーソ）���３勝

２代母 ＊リーサムガガ（08 USA栗 Giant's Causeway）�入着
ダノンレーザー（13牡 ダイワメジャー）４勝，與杼特別，白川郷Ｓ２着

３代母 トロカ Toroca（98 USA栗 Nureyev）GB・IRE・ITY２勝，セルジオクマニ
賞‐G3，チヴァリーパークＳ‐G1 ２着，英１０００ギニー‐G1 ３着，愛１０００ギニー
‐G1 ３着，コンコルドＳ‐G3 ２着，etc.
リリーエルシー Lily Elsie（03 牝 ＊デインヒル）GB・IRE１勝

ネクストキテンNext Kitten（08� Kitten's Joy）USA５勝，Illinois Futurit
y‐R ３着

ケイラズキテンKayla's Kitten（14牡 Kitten's Joy）USA３勝
＊ソングオブプライズ（07牝 Giant's Causeway）出走

クドース（12牡 ステイゴールド）�６勝
＊ヴィクタシア（09牝 Bluegrass Cat）３勝，先斗町特別，初霞賞２着，天ケ瀬特別

３着，etc.
タイセイポジション（18牡 ジャスタウェイ）��１勝�入着

＊サトノプリンシパル（10� Bernardini）５勝，レパードＳ‐G3 ２着，オアシスＳ‐L
２着，etc.，�３勝���，東京大賞典‐G1 ４着，etc.

４代母 グランドフォールズGrand Falls（90 USA栗 ＊オジジアン）USA出走
［子］ エルタワースル Eltawaasul（96 牡 Nureyev）GB・USA９勝，Battlefield

S‐L，Manila S‐L，レッドスミスＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
ジークズリブ Zeke's Rib（94 牡 Slew City Slew）USA７勝，Samuel
H‐R ２着，種牡馬

５代母 ピタジア Pitasia（76 IRE 鹿 Pitskelly）GB・FR・USA６勝，クリテリヨムデ
プーリッシュ‐G1，ロベールパパン賞‐G1，マルレ賞‐G2，ノネット賞‐G3，サ
ンタラリ賞‐G1 ２着，etc.
［子］ フィオラヴァンティ Fioravanti（83 牡 Northern Dancer）FR・IRE・U

SA４勝，Tap OnWood S‐L，種牡馬

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

53 サトノガガ２０２１ 牡・栗 ３／２６

＊

＊
＊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

＊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サトノガガ
＊ Giant's Causeway

��
��
�リーサムガガ栗 2014 Toroca

14c
Storm Cat S4×M4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 グレースグランド（11鹿 アドマイヤムーン）��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（３）〕
ケイティグレース（16牝栗 ロジユニヴァース）入着２回，��２勝�１勝�入着２回��
シンヨモギネス（18牡鹿 ＊ダノンレジェンド）�２勝，ニセコ特別（Ｄ1700），プラ

タナス賞（Ｄ1600）３着
スウィートスカー（19牝鹿 ラブリーデイ）�入着２回
コロネット（20牝鹿 ＊マクフィ）�未出走

２代母 ＊フレンチリヴィエラ（99 USA栗 ＊フレンチデピュティ）USA４勝，サラブレ
ッドクラブオヴアメリカＳ‐G3
スズカコーズウェイ（04牡 Giant's Causeway）６勝，京王杯スプリングＣ‐G2，

ジュニアＣ‐OP ２着，朱雀Ｓ，宇治川特別，さわらび賞，etc.，種牡馬
クイーンリヴィエラ（09牝 ディープインパクト）３勝，リボン賞，シンガポールＴ

Ｃ賞２着
カデナ（14牡 ディープインパクト）�４勝，弥生賞‐G2，小倉大賞典‐G3，Ｒ－ＮＩ

ＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3，小倉記念‐G3 ２着，小倉大賞典‐G3 ３着，etc.
テンダンス（19牡 ジャスタウェイ）�２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G2 ３着，つばき賞

３代母 アクティネラActinella（90 USA鹿 Seattle Slew）GB・USA入着２回
ディヴァイデドウィフォールDividedWe Fall（97 牝 You and I）USA２勝

サウンズインポッシブル Sounds Impossible（02� Smoke Glacken）USA９
勝，Tampa Bay Inaugural S２着

ディヴィサDivisa（03� Smoke Glacken）USA11 勝，William Livingston
S３着

ホットスペイス Hot Space（02� Lord Carson）USA２勝，キャリーバックＳ
‐G2 ３着

レットジョイレイン Let Joy Reign（04牝 Awesome Again）不出走
オシポッセOsi Posse（09 牝 Osidy）USA５勝，Elge Rasberry S‐R
ゲットアノーションGet a Notion（11� Notional）�USA18 勝，Premier Cu

p H２着，Winsham Lad H３着，Zia Park Sprint S３着
ケルティックケイオス Celtic Chaos（13 牡 Dublin）�USA10 勝，JohnMor

rissey S‐R（２回），Affirmed Success S‐R，Hollie Hughe S‐R
２着（２回），etc.

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �090-3118-6091
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �090-3118-6091

54 グレースグランド２０２１ 牡・鹿 ３／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズグレースグランド
＊

＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチリヴィエラ鹿 2011 Actinella

16h
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ジュエリーストーム（13鹿 ＊ストーミングホーム）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
ジューンクエスト（18牡栗 エスポワールシチー）�２勝
ジュエリークラフト（19牡鹿 ＊ディスクリートキャット）�出走
ジュエルマドンナ（20牝芦 レッドファルクス）�未出走

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康 メイタイファーム
飼 養 者： ㈱吉永ファーム＝浦河町西舎 �0146-26-7347

55 ジュエリーストーム２０２１ 牡・鹿 ４／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�ストーミングホーム Try to Catch Meジュエリーストーム
＊ Singspiel

��
��
�ルビーズアンドダイアモンズ鹿 2013 Truly Special

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



母 ジューンソフィア（13鹿 ＊シンボリクリスエス）�６勝
初仔

２代母 ブーケティアラ（03栗 アグネスタキオン）１勝
ナンヨーケンゴー（10� タニノギムレット）３勝，早苗賞，グッドラックＨ２着，

障害１勝
フルールシチー（11牝 サクラバクシンオー）５勝，ＴＶｈ杯，白河特別，桑名特別，

房総特別２着，紫川特別２着，etc.
ハクアイアトム（18牡 ＊パイロ）���未出走�６勝�

３代母 ＊シンフォニーレディ（90 USA黒鹿 Theatrical）USA８勝，メドーランズヴァ
イオレットＨ‐G3，Eatontown S‐L

４代母 ネッティコメッティNettie Cometti（81 USA栗 Giacometti）USA13 勝，ゴ
ールデンハーヴェストＨ‐G2，Cornucopia H‐L，Louisiana Matchmaker
S‐LR（２回），Sangue H‐L，Lorelei S‐L，etc.
［子］ オールウェイズアーネスト Always Earnest（88� Alleged）FR・GER

８勝，カドラン賞‐G1，P. Right Royal‐L（２回），P. Denisy
‐L，etc.

５代母 イストルーマ Istrouma（75 USA栗 HardWork）不出走
［子］ ワイルドアゲインミスWild Again Miss（88 牝 Wild Again）USA５勝，

Jersey Lilly H２着
バイユーバード Bayou Bird（92 牝 ＊ステートリードン）USA２勝，Ci
marron S３着

［孫］ タレク Tarek（98 牡 West byWest）USA10 勝，スウェイルＳ‐G3 ２着
［曾孫］ ドルコングDolkong（14牡 Afleet Alex）�UAE・KOR９勝，Curlin

H‐L，BusanMayor's Cup‐L，アルマクトゥームチャレンジＲ
３‐G1 ３着

オールウェイズホープ Always Hope（16牡 Goldencents）�PAN４勝，
P. A.P.P.U.C.A.P.A.‐L，P. Expocomer‐L

ショーミーザブリング ShowMe the Bling（08 牝 Too Much Bling）U
SA１勝，スカイラヴィルＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈱タツヤファーム＝新ひだか町三石本桐 �080-1899-0840
生 産 牧 場： ㈱タツヤファーム
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

56 ジューンソフィア２０２１ 牡・鹿 ５／１０
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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayジューンソフィア アグネスタキオン

��
��
�ブーケティアラ鹿 2013 ＊シンフォニーレディ

9e
Roberto M4×S5 Nureyev S5×M5

価格： 購買者：



母 ジョディーズライン（07栗 ＊クロフネ）１勝，萌黄賞（芝 1200）２着，登別特別
（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－６（21）〕
オレンジジョディー（13牝栗 カネヒキリ）�１勝�入着
ドリームズライン（14牡栗 ドリームジャーニー）�６勝�２勝���，岐阜金賞
（Ｄ1900），東海ダービー（Ｄ1900），駿蹄賞（Ｄ1800），新春ペガサスＣ（Ｄ1600）
２着

アモーレジョディー（15牝栗 ドリームジャーニー）入着，��出走�１勝	２勝�
ジョディーベルボワ（16牝鹿 ドリームジャーニー）��６勝�入着２回
カミーノ（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着，
２勝	入着
レープハフト（18牝鹿 ルーラーシップ）１勝，�地方未出走
パッショニスタ（19牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）��１勝

２代母 プリティジョディー（01鹿 ダンスインザダーク）
１勝
ヒカルジョディー（06牡 ＊トワイニング）４勝，鷹ケ峰特別，吾妻小富士賞，雲仙特

別２着，etc.，�４勝，絆Ｃ，トウケイニセイ記念，etc.
テイケイフロックス（09牝 ジャングルポケット）１勝，�８勝

タピスドフルール（10牝 ジャングルポケット）�11 勝
シェーンブリッツ（11牝 ＊クロフネ）
入着�

マツリダスティール（18牡 エキストラエンド）��８勝，不来方賞，イーハト
ーブマイル，ジュニアＧＰ，若鮎賞，ビギナーズＣ２着，etc.

ラームリュンヌ（12牝 ＊ブライアンズタイム）入着，��１勝�入着�
トモジャタイクーン（15� ルーラーシップ）１勝

３代母 ＊ジョディーディア（93 USA栗 Woodman）USA１勝
マイティーカラー（00牝 ＊トニービン）５勝，美作特別，ビワハヤヒデメモリアル，

筑後川特別，etc.
ブライトアイディア（10牡 ゴールドアリュール）４勝，福島民友Ｃ‐L ２着，阿

蘇Ｓ‐OP ２着，ジュライＳ‐OP ２着，etc.，�１勝
ピースオブジャパン（12牡 ダイワメジャー）３勝，壇之浦特別，下鴨Ｓ２着，

但馬Ｓ３着
ケイアイコンセプト（05牡 ＊クロフネ）４勝，彦星賞，種市特別
スピルオーバー（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，御影Ｓ２着，�１勝
入着２回

販売申込者・所有者： ㈲新冠橋本牧場＝新冠町東泊津 �090-9529-0955
生 産 牧 場： ㈲新冠橋本牧場
飼 養 者： ㈲新冠橋本牧場＝新冠町東泊津 �090-9529-0955

57 ジョディーズライン２０２１ �・栗 ４／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスロジユニヴァース Cape Cross

��
��
�アコースティクス鹿 2006 ＊ソニンク

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュージョディーズライン ダンスインザダーク

��
��
�プリティジョディー栗 2007 ＊ジョディーディア

12c
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S5×M5 Vice Regent M5×M5

価格： 購買者：



母 シリウストウショウ（04栗 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－４（25）〕
トウショウジュピタ（09牡黒鹿 タニノギムレット）入着，��１勝
トウショウディスク（11牡栗 ジャングルポケット）�５勝�５勝�４勝
リップルトウショウ（13牝青鹿 ソングオブウインド）１勝
バトルクウ（14牝青鹿 ＊ケイムホーム）�６勝�入着
ミトノアミーゴ（15牡栗 ローエングリン）２勝，紫川特別（芝 1200）２着，�４勝，

ベイスプリント（Ｄ1400）２着
ネロメルレット（18牝青 フェノーメノ）	�入着��入着
ロルバーンスカイ（19牡鹿 ワールドエース）	入着３回

２代母 シスタートウショウ（88栗 トウシヨウボーイ）４勝，桜花賞‐Jpn1，オーク
ス‐Jpn1 ２着，中山記念‐Jpn2 ２着，安田記念‐Jpn1 ４着，チューリップ賞
‐OP，etc.，優３牝
トウショウハンサム（98牡 ＊フォーティナイナー）３勝
トウショウスピカ（99牡 ＊ノーザンテースト）１勝，
３勝�１勝��入着３回
トウショウアスロン（01牡 ＊カーネギー）３勝，飯盛山特別，桜木特別３着，飯盛山

特別３着
トウショウパワーズ（02牡 ダンスインザダーク）５勝，松籟Ｓ，花見小路特別，境

港特別２着，鳴滝特別２着，奥只見特別２着，etc.

３代母 コーニストウシヨウ（77栗 ＊ダンデイルート）出走
エナジートウショウ（87牝 トウシヨウボーイ）不出走

タニノシスター（93牝 ＊ルション）５勝，葵Ｓ‐OP ３着，れんげ賞，伊吹山特
別２着，etc.
ウオッカ（04牝 タニノギムレット）10勝，ジャパンＣ‐G1，安田記念‐G1
（２回），天皇賞（秋）‐G1，etc.，優２牝，特別賞，年代表（2回），優古牝
（2回）

トウショウオリオン（93牡 トウシヨウボーイ）６勝，北九州記念‐Jpn3，福島民報
杯‐OP ２着，パールＳ，etc.，種牡馬

ジェーントウショウ（96牝 トウショウフリート）出走
シーイズトウショウ（00牝 サクラバクシンオー）７勝，セントウルＳ‐Jpn2，

ＣＢＣ賞‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲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

58 シリウストウショウ２０２１ 牡・栗 ３／１６

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールシリウストウショウ トウシヨウボーイ

��
��
�シスタートウショウ栗 2004 コーニストウシヨウ

＊フロリースカツプ 3l
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 シルクヴェルサイユ（08鹿 スペシャルウィーク）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３）〕
ブルベアバブーン（14�栗 ＊プリサイスエンド）２勝，端午Ｓ‐OP（Ｄ1400）２着，

もちの木賞（Ｄ1800）
ニシノアンドレア（19牡鹿 ＊パイロ）�１勝
キングフォーチュン（20牡黒鹿 ＊バゴ）�地方未出走

２代母 ＊シルクフレアー（95 USA鹿 Danzig）不出走
シルクヴェルリッツ（02牡 アドマイヤベガ）４勝，飛騨Ｓ，大日岳特別，トリトン

Ｓ２着，新潟日報賞２着，納屋橋Ｓ３着，etc.
シルクヴァルキリー（03牝 マーベラスサンデー）２勝
シルクヴィーナス（06牝 ＊ティンバーカントリー）不出走

プレイアンドリアル（11牡 デュランダル）１勝，京成杯‐G3，東スポ杯２歳Ｓ
‐G3 ２着，�１勝�１勝，ジュニアＧＰ，ＮＡＲ優ターフ（2回）

デイドリーム（12牝 アドマイヤムーン）１勝，稲光特別２着
カイトゲニー（18牝 カレンブラックヒル）�３勝，橘Ｓ‐L ３着，相模湖特別，

つわぶき賞，由比ヶ浜特別２着
ウインバーニング（13牡 ディープスカイ）入着２回，�５勝��入着�，不来方賞２着

３代母 ジェットルート Jet Route（88 USA鹿 Alydar）USA３勝，Queen BC S
‐L ２着，R& R Ranch H‐R ２着，June Darling H‐L ３着

＊クイックコマンド（03牝 Gold Legend）USA３勝
リーサルウェポン（11牝 ディープインパクト）４勝，愛知杯‐G3 ２着，浦佐特

別，舞子特別２着，etc.

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
［子］ ＊ヒシアマゾン（91牝 Theatrical）10 勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，阪神３

歳牝馬Ｓ‐Jpn1，京都大賞典‐Jpn2，etc.，優２牝，優３牝，優古牝
［孫］ スリープレスナイト（04牝 ＊クロフネ）９勝，スプリンターズＳ‐G1，Ｃ

ＢＣ賞‐G3，北九州記念‐Jpn3，etc.，優短距

販売申込者・所有者： ㈲中本牧場＝新冠町高江 �090-8900-6097
生 産 牧 場： ㈲中本牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

59 シルクヴェルサイユ２０２１ �・栗 ３／２９

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールシルクヴェルサイユ
＊ Danzig

��
��
�シルクフレアー鹿 2008 Jet Route

7f
Northern Dancer S4×M4 Halo M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 シルクスパイシー（99黒鹿 ＊ダンシングブレーヴ）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－５（24）〕
サマルカンド（08牝黒鹿 フジキセキ）��１勝
ソーラーネコ（12牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）��２勝�
ギンゴー（13牡鹿 キャプテントゥーレ）３勝，�６勝
シャカリキ（14牡鹿 ＊サウスヴィグラス）��４勝
デンコウブレイブ（16牡黒鹿 ＊パイロ）入着３回，��11 勝

２代母 ハシノダーリア（91鹿 ＊リヴリア）不出走
ニューヨークバレエ（01牝 ダンスインザダーク）出走

マイネルバランシン（10牡 ＊グラスワンダー）１勝
ダンツタイガー（02牡 スペシャルウィーク）２勝，ロベリア賞，磐梯山特別３着
デンコウツバサ（08牝 デュランダル）�７勝�１勝

３代母 シヤトウメリー（83栗 ＊シヤトーゲイ）不出走
トミケンクラウン（99牝 ＊ジェネラス）２勝，アネモネＳ‐OP ２着

４代母 メリーブラツト（69黒鹿 ＊テスコボーイ）３勝，ＮＳＴ賞，ひまわり賞
［子］ マイネルグラウベン（85牡 ＊コインドシルバー）３勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2，

種牡馬
ミノルジンデン（75牡 ＊ナデイア）４勝，つくし賞
ツキメリー（77牝 ＊シヤトーゲイ）��３勝，東京３歳優駿牝馬，桜花賞
２着，クイーン賞３着，etc.

［孫］ メリーナイス（84牡 ＊コリムスキー）５勝，日本ダービー‐Jpn1，朝日杯
３歳Ｓ‐Jpn1，セントライト記念‐Jpn2，etc.，優２牡，種牡馬

ワンダーガール（96牝 ＊シルヴァーエンディング）１勝，すずらん賞‐OP，
サロマ湖特別２着，etc.，�３勝	，エーデルワイス賞‐Jpn3 ３着

スピーディシルク（84牝 ＊マナード）５勝，ラジオ福島賞，飯豊特別，新
発田特別，etc.

［曾孫］ シルクジャスティス（94牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，有馬記念‐Jpn1，
京都大賞典‐Jpn2，京都４歳特別‐Jpn3，etc.，種牡馬

シルクライトニング（94牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，皐月賞‐Jpn1 ２
着，若葉Ｓ‐OP，桃花賞２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲田原橋本牧場＝新ひだか町静内田原 �080-1974-5195
生 産 牧 場： ㈲田原橋本牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

60 シルクスパイシー２０２１ �・鹿 ３／２７

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊ Lyphard

�
�
�
�
�

��
��

�ダンシングブレーヴ Navajo Princessシルクスパイシー ＊リヴリア

��
��
�ハシノダーリア黒鹿 1999 シヤトウメリー

＊チツプトツプ 4m
Northern Dancer S4×M4

価格： 購買者：



母 シーエーユウカ（08鹿 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（４）〕
イッカツ（14牡鹿 ディープスカイ）�３勝
ミンデンユウカ（15牝黒鹿 アッミラーレ）１勝，�１勝
ココアブラウン（17牡栗 トーセンホマレボシ）出走，�地方未出走
セキレイ（19牝鹿 ジョーカプチーノ）���入着３回
キタカラキタオペラ（20牝黒鹿 ＊ベーカバド）��入着

２代母 ＊ミンデンローズ（92 USA芦 Mr. Prospector）FR・USA１勝
＊ドラマチックローズ（98牝 Theatrical）１勝
＊ローズカーニバル（00牝 Silver Deputy）１勝

スターローズ（12牝 スマートボーイ）�３勝��４勝，ユングフラウ賞，東京
プリンセス賞２着

スズカミンクス（03牝 ＊アサティス）１勝
プラチナグロース（10� ゴールドアリュール）２勝，��５勝，東京盃‐Jpn2

３着，アフター５スター賞２着
スズカプラチナ（05牝 ＊フレンチデピュティ）１勝

３代母 ウィニングカラーズWinning Colors（85 USA芦 Caro）USA８勝，ケンタ
ッキーダービー‐G1，サンタアニタダービー‐G1，サンタアニタオークス‐G1，
Turfway Park H‐L，La Centinela S‐LR，etc.

＊ゴールデンカラーズ（93牝 Mr. Prospector）３勝，クイーンＣ‐Jpn3 ２着，フロ
ーラＳ‐OP，ひいらぎ賞
チアフルスマイル（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，キーンランドＣ‐Jpn3，

谷川岳Ｓ‐L，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
＊ストーミンウイニー（95牝 Storm Cat）不出走

ラコンセイアント La Conseillante（04 牝 Elusive Quality）FR・USA３勝，
P. Aymeri de Mauleon‐L

オーシャンカラーズOcean Colors（06 牝 Orientate）USA３勝，Mongo Quee
n S２着

シルヴァーカラーズ Silver Colors（07 牝 Mr. Greeley）GB出走
＊エスキモーキセス（15牝 To Honor and Serve）USA３勝，アラバマＳ‐G1，

アシュランドＳ‐G1 ２着，フェアグラウンズオークス‐G2 ２着

販売申込者・所有者： 野島牧場＝日高町緑町 �01456-2-6557
生 産 牧 場： 野島牧場
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

61 シーエーユウカ２０２１ �・鹿 ４／２０
＊ 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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandシーエーユウカ
＊ Mr. Prospector

��
��
�ミンデンローズ鹿 2008 Winning Colors

23b
Mr. Prospector S3×M3 Bold Ruler S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊シャンテクレール（11 GB鹿 Dubawi）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
サーストンユタ（19牡芦 ＊ダンカーク）�未出走

２代母 シニョリナカティーヴァ Signorina Cattiva（96 USA鹿 El Gran Senor）G
B・ITY４勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，セントサイモンＳ‐G3，Harvest S
‐L，伊オークス‐G1 ３着，ローマ賞‐G1 ３着，etc.
カティーヴァジェネロサ Cattiva Generosa（01牝 Cadeaux Genereux）FR２勝，

P. des Lilas‐L，クロエ賞‐G3 ２着
カピタルCapitale（06 牝 Pivotal）不出走
キャピトル Capitole（16� Born To Sea）�GB・FR３勝，P. Delaha
nte‐L ２着

ドンカッティーボDon Cattivo（04牡 Selkirk）SPA３勝
シニョレッラ Signorella（08 牝 Pivotal）FR２勝
アワータイムウィルカムOur TimeWill Come（12牝 ＊ロックオブジブラルタル）

GB２勝

３代母 アッセキュイト Assez Cuite（74 USA鹿 Graustark）GB・FR１勝，P. Ya
cowlef，サラマンドル賞‐G1 ２着

＊トレアグレアブル（80牝 Luthier）FR１勝
ミケロッツォMichelozzo（86牡 Northern Baby）GB・FR・IRE６勝，英セ

ントレジャー‐G1，P. Touffier‐L，March S‐L，etc.，種牡馬
ミケレッティMicheletti（88 牡 Critique）GB・USA３勝，英セントレジャー

‐G1 ３着
エルキュイト El Cuite（83 牡 Vaguely Noble）GB・FR・ITY４勝，ロイヤルオー

ク賞‐G1，イタリア大賞‐G1，種牡馬

４代母 クリンカーズ Clinkers（60 GB鹿 Relic）GB２勝，Lavant S２着
［子］ シャヴァン Chavin（71 牡 Herbager）FR５勝，P. des Gravilliers，

P. de Saint‐Pair‐du‐Mont２着，P. de la Plaine Monceau２着，etc.
［孫］ プティモンモランシー Petit Montmorency（79牡 Stage Door Johnny）

FR・GER・SWE７勝，ベルトゥー賞‐G3，P. deMandinet‐L，
G.P. de Marseille‐Vivaux‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲富田牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1546
生 産 牧 場： ㈲富田牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

62 シャンテクレール２０２１ �・栗 ５／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

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

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

＊

デュバウィ Dubai Millennium

�
�
�
�
�

��
��

�Dubawi Zomaradahシャンテクレール シニョリナカティーヴァ El Gran Senor

��
��
�Signorina Cattiva鹿GB 2011 Assez Cuite

8c
ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊デューフォール（13 IRE 黒鹿 Medaglia d'Oro）FR出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
オーリプカレディ（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）��１勝

２代母 デュバイサンライズDubai Sunrise（05 USA黒鹿 Seeking the Gold）不出走
チュパラChupalla（14 牝 Helmet）GB２勝
ディーエクスビーDee Ex Bee（15牡 Farhh）GB・FR・IRE・GER・UAE・SAU

４勝，ヘンリー二世Ｓ‐G3，サガロＳ‐G3，英ダービー‐G1 ２着，アスコッ
トゴールドＣ‐G1 ２着，グッドウッドＣ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ゴールドスークGold Souk（17� Casamento）�GB３勝，GB障害２勝

３代母 コロラドダンサ－Colorado Dancer（86 IRE 黒鹿 Shareef Dancer）FR・
USA３勝，ポモーヌ賞‐G2，ミネルヴ賞‐G3，ヴェルメイユ賞‐G1 ３着，イエロ
ーリボン招待Ｓ‐G1 ３着，メイトリアークＳ‐G1 ４着，etc.
デンヴァーカウンティDenver County（92 牡 Mr. Prospector）FR・USA１勝，

グレフュール賞‐G2 ３着，種牡馬
フォートモーガン Fort Morgan（94牡 Pleasant Colony）FR・IRE１勝，Moor

esbridge S‐L ２着，種牡馬
ドバイミレニアムDubai Millennium（96牡 Seeking the Gold）GB・FR・UAE９勝，

ドバイワールドＣ‐G1，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G1，ジャックルマロワ賞
‐G1，プリンスオヴウェイルズＳ‐G1，ウジェーヌアダム賞‐G2，etc.，種牡馬

ホブアルワータン Hobb Alwahtan（97牡 Machiavellian）GB・UAE６勝，Jeb
el Ali S‐L ３着，種牡馬

チャキーラスChaquiras（04 牝 Seeking the Gold）不出走
スレッディング Threading（15牝 Exceed And Excel）GB３勝，ローザーＳ

‐G2，Michael Seely Memorial S‐L，コロネイションＳ‐G1 ２着，etc.
ラグサ Ragsah（08牝 Shamardal）GB１勝，ファースオヴクライドＳ‐G3 ２着

リッチモンドアヴェニュー Richmond Avenue（15牝 Invincible Spirit）GB
・FR・USA１勝，ゴルディコワＳ‐G2 ３着，P. de la Cochere‐L ２
着，Rosemary S‐L ３着

４代母 フォールアスペン Fall Aspen（76 USA栗 Pretense）USA８勝，メイトロン
Ｓ‐G1，アスタリタＳ‐G3，Prioress S

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

63 デューフォール２０２１ �・鹿 ４／１２

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊

メダーリアドーロ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Medaglia d'Oro Cappucino Bayデューフォール デュバイサンライズ Seeking the Gold

��
��
�Dubai Sunrise黒鹿IRE 2013 Colorado Dancer

4m
Seeking the Gold M3×S4 Colorado Dancer M3×S4
Northern Dancer S5×M5×M5 Sir Ivor S5×M5
価格： 購買者：



母 スピネッタ（06鹿 ＊シンボリクリスエス）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（13）〕
マイネルリノセロス（15牡栗 ディープスカイ）��５勝�４勝
タンブラン（16牝鹿 マツリダゴッホ）�３勝�
パンナコッタ（18牝鹿 マツリダゴッホ）��入着３回�
アップモンスター（19牝栗 ＊バトルプラン）��１勝

２代母 ＊シャンラン（93 IRE 鹿 Great Commotion）FR・USA４勝，P. Delahante
‐L，P. Aymeri de Mauleon‐L ３着
モウメント（99	 Woodman）１勝，障害１勝
ショウナンガッド（03牝 フジキセキ）１勝，鳥屋野特別２着

アンジュシュエット（11牝 ＊フレンチデピュティ）２勝
ヘリオス（16	 オルフェーヴル）�７勝，グリーンチャンネルＣ‐L，根岸
Ｓ‐G3 ２着，オアシスＳ‐L ３着，etc.，
�入着２回��，かきつば
た記念‐Jpn3 ２着，黒船賞‐Jpn3 ２着

ラズライト（19牝 リオンディーズ）�１勝
ショウナンタレント（04牝 アグネスタキオン）３勝，フラワーＣ‐Jpn3，菜の花賞

‐OP ２着，きんせんか賞
エルカミーノレアル（11	 キングカメハメハ）２勝，葵Ｓ‐LR ３着，福島２歳

Ｓ‐OP，大日岳特別２着，帆柱山特別２着，福島中央ＴＶ杯３着，etc.
エルティグレ（15牡 キングカメハメハ）１勝，福寿草特別３着，�１勝
ヴァーチャリティ（18牝 ＊マクフィ）�３勝

ショウナンアルバ（05牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，共同通信杯‐Jpn3，スワンＳ
‐G2 ２着，スプリングＳ‐Jpn2 ３着，ＴＶユー福島賞，若竹賞，etc.

ショウナンパルフェ（08牡 アグネスタキオン）２勝，青葉賞‐G2 ２着，いちょうＳ
‐L ３着，葉牡丹賞

イマジンザット（13	 ディープインパクト）１勝

３代母 ダウンザラインDown the Line（80 GB鹿 Brigadier Gerard）GB・IRE１勝

４代母 シズラー Sizzler（74 GB鹿 Blakeney）GB１勝
［子］ シズリングホット Sizzling Hot（85 牡 Formidable）GB・ITY６勝，P.

Sette Colli‐L

販売申込者・所有者： 泊 仁史＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2576
生 産 牧 場： 泊 仁史
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

64 スピネッタ２０２１ 牡・鹿 ４／２６
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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayスピネッタ
＊ Great Commotion

��
��
�シャンラン鹿 2006 Down the Line

11d
Nureyev M4×S5 Blakeney S5×M5

価格： 購買者：



母 スパークルキャット（11黒鹿 ダンスインザダーク）入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（５）〕
トライゲッター（16�黒鹿 ルーラーシップ）入着２回，�５勝
ボレロ（18牝鹿 モーリス）�１勝

２代母 ＊オーピーキャット（90 USA青鹿 Storm Cat）USA５勝，Sweetest Chant S
‐L，Bal Harbour S２着，Lieutenant Governor S２着，Suncoast S
２着
インターキャット（95牡 Cryptoclearance）１勝，ほうせんか賞２着，�８勝
ブラックタキシード（96牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，セントライト記念‐Jpn2，

日本ダービー‐Jpn1 ５着，プリンシパルＳ‐OP，ベンジャミンＳ‐OP，山桜
賞３着，種牡馬

ブラックジーンズ（97牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，駒草賞‐OP ２着
ラフィカ（98牝 ＊サンデーサイレンス）入着８回

エアパスカル（05牝 ＊ウォーエンブレム）２勝，チューリップ賞‐Jpn3，紅梅Ｓ
‐OP ２着

カルドブレッサ（08牡 ジャングルポケット）５勝，中山金杯‐G3 ２着，日本海
Ｓ，鳥栖特別，オリオンＳ２着，九州スポーツ杯２着，etc.

ピンクガーター（00牝 ＊アフリート）３勝，五泉特別２着，福島中央ＴＶ杯３着
ジュンツバサ（12牡 ステイゴールド）２勝，セントライト記念‐G2 ３着，種牡馬

アドマイヤタカ（02牡 スペシャルウィーク）１勝，梅花賞２着
ミカエルビスティー（07牡 ネオユニヴァース）４勝，ホープフルＳ‐L ２着，すみれ

Ｓ‐OP ２着，精進湖特別，ストークＳ２着，府中Ｓ２着，etc.，�入着４回
マイネルシュライ（08牡 ハーツクライ）２勝，館山特別２着，ｔｖｋ賞２着，魚野

川特別２着，岡崎特別２着，館山特別３着，etc.
ハタノシュヴァリエ（12牝 ディープスカイ）�２勝�

ニューホープ（16牡 フリオーソ）��３勝�１勝�２勝�２勝�１勝，福永洋
一記念３着，マーチＣ，東海ゴールドＣ，岐阜金賞，若駒賞，etc.

３代母 プリンセスエス Princess S.（78 USA鹿 Assagai Jr.）USA・PR７勝，C. Be
be Cabrera‐L，C. Roberto Clemente‐L，C. Susana D‐L ２着
ロールフェリクス Lord Felix（91 牡 Storm Cat）GB・FR・GER・USA１勝，サ

ンジョルジュ賞‐G3 ２着，P. Cor de Chasse‐L ２着

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

65 スパークルキャット２０２１ 牡・青鹿 ５／ ３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイスパークルキャット
＊ Storm Cat

��
��
�オーピーキャット黒鹿 2011 Princess S.

9f
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 スカイトウショウ（02鹿 ＊ハウスバスター）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：地方－３（16）〕
オパールトウショウ（10牝鹿 ＊ブラックホーク）�１勝
トウショウチャート（12牡栗 タイムパラドックス）入着２回，�10 勝
アリュモモフェイス（16牝鹿 サダムパテック）�５勝��
セッソク（18牡黒鹿 タニノギムレット）���入着
プレストイーグル（19牡鹿 コパノリチャード）��入着２回�
ココナッツナッツ（20牝鹿 レーヴミストラル）�地方未出走

２代母 ジェーントウショウ（96鹿 トウショウフリート）出走
シーイズトウショウ（00牝 サクラバクシンオー）７勝，セントウルＳ‐Jpn2，ＣＢＣ賞

‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn3，函館スプリントＳ‐Jpn3（２回），ＴＶ愛知ＯＰ‐L，etc.
トウショウピスト（12牡 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，オーロＣ‐L，函館２歳Ｓ

‐G3 ３着，オパールＳ‐L ３着，安土城Ｓ‐OP ２着，浜松Ｓ，etc.
ブレイブメジャー（16牡 ダイワメジャー）�３勝，三鷹特別，ＴＶユー福島賞

２着，春興Ｓ３着
ヴェルテックス（17牡 ジャスタウェイ）�３勝，ブラジルＣ‐L ３着，春光Ｓ，etc.，

�２勝�１勝��入着２回，名古屋ＧＰ‐Jpn2，川崎記念‐Jpn1
３着，浦和記念‐Jpn2 ３着

トウショウクエスト（05牡 ＊コロナドズクエスト）４勝，陽春Ｓ２着，久留米特別２
着，渡月橋Ｓ３着，�１勝�１勝，白銀争覇

３代母 コーニストウシヨウ（77栗 ＊ダンデイルート）出走
エナジートウショウ（87牝 トウシヨウボーイ）不出走

タニノシスター（93牝 ＊ルション）５勝，葵Ｓ‐OP ３着，れんげ賞，伊吹山特
別２着，etc.
ウオッカ（04牝 タニノギムレット）10勝，ジャパンＣ‐G1，安田記念‐G1
（２回），天皇賞（秋）‐G1，etc.，優２牝，特別賞，年代表（2回），優古牝
（2回）

シスタートウショウ（88牝 トウシヨウボーイ）４勝，桜花賞‐Jpn1，オークス
‐Jpn1 ２着，中山記念‐Jpn2 ２着，etc.，優３牝

トウショウオリオン（93牡 トウシヨウボーイ）６勝，北九州記念‐Jpn3，福島民報
杯‐OP ２着，パールＳ，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 鳥谷 勝彦＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2306
生 産 牧 場： 鳥谷 勝彦
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

66 スカイトウショウ２０２１ 牡・鹿 ４／ ８
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊ Mt. Livermore

�
�
�
�
�

��
��

�ハウスバスター Big Dreamsスカイトウショウ トウショウフリート

��
��
�ジェーントウショウ鹿 2002 コーニストウシヨウ

＊フロリースカツプ 3l
ダンデイルートM4×M5

価格： 購買者：



母 スタートウショウ（02鹿 ＊スキャターザゴールド）�８勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（30）〕
ネコイッチョクセン（10牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）入着，��２勝
メイスンヴィーナス（12牝栗 ＊サウスヴィグラス）１勝
ベンテンコゾウ（14牡鹿 ＊サウスヴィグラス）���７勝�８勝�２勝，京成盃グ

ランドマイラーズ（Ｄ1600），シアンモア記念（Ｄ1600），赤松杯（Ｄ1600），北
海優駿（Ｄ2000），北斗盃（Ｄ1600），奥州弥生賞（Ｄ1400），寒菊賞（Ｄ1600），
南部駒賞（Ｄ1600），青藍賞（Ｄ1600）２着，桐花賞（Ｄ2000）２着，etc.

ニッポンダエモン（15牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）���４勝�１勝�２勝，若駒
賞（Ｄ1600）

オオウサンミャク（16牝栗 スマートファルコン）��２勝�２勝

２代母 ヌエボトウショウ（87鹿 トウシヨウゴツド）９勝，京都牝馬特別‐Jpn3，愛
知杯‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，サファイヤＳ‐Jpn3，etc.
アンジュトウショウ（97牝 ＊オジジアン）出走

トウショウヘイロー（09牡 キングヘイロー）５勝，ベテルギウスＳ‐OP ２着，
甲南Ｓ，赤穂特別（２回），花背特別３着

トウショウサクセス（98牡 メジロライアン）１勝
マイネルモデルノ（04牡 バブルガムフェロー）３勝，筑前特別，日高特別２着，霊

山特別２着，雄国沼特別３着

３代母 プリテイトウシヨウ（80鹿 トウシヨウボーイ）不出走
ターナートウショウ（92牝 ＊ナイスダンサー）入着３回

トウショウギア（00牡 ＊オジジアン）10勝，欅Ｓ‐L（２回），霜月Ｓ‐L，霜月Ｓ
‐L ２着，etc.，��１勝�入着

ハイジトウショウ（03牝 バブルガムフェロー）１勝
アードラー（14牡 ＊シニスターミニスター）�６勝，グリーンチャンネルＣ
‐L ３着，阿蘇Ｓ‐OP，桶狭間Ｓ，etc.

ビクタートウショウ（94牝 ＊シャーディー）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，フロ
ーラＳ‐OP，黒松賞

トウショウアンドレ（96牡 フジキセキ）５勝，中日新聞杯‐Jpn3，ゴールデンブー
ツＴ，白百合Ｓ３着

販売申込者・所有者： 土田 和男＝新ひだか町三石歌笛 �090-1524-5032
生 産 牧 場： 土田 和男
飼 養 者： 土田 和男＝新ひだか町三石歌笛 �090-1524-5032

67 スタートウショウ２０２１ �・栗 ５／１１
＊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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�スキャターザゴールド Dance Smartlyスタートウショウ トウシヨウゴツド

��
��
�ヌエボトウショウ鹿 2002 プリテイトウシヨウ

＊ビバドンナ 14c
Mr. Prospector M3×S4 Halo S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スティルシーキング（15黒鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
トドイワグランピン（19�黒鹿 ＊モンテロッソ）��出走

２代母 ＊シェルシーカー（04 GB鹿 Machiavellian）FR出走
ヘミングウェイ（10� ネオユニヴァース）２勝，シンザン記念‐G3 ２着，三木特別，

飛鳥Ｓ３着，元町Ｓ３着，�２勝��
アストロノーティカ（14牡 ネオユニヴァース）３勝

３代母 ウィライーフWilayif（88 USA鹿 Danzig）GB１勝
ワイラウォンダーWilawander（93 牡 Nashwan）GB１勝，サガロＳ‐G3 ２着
トワイライトセレネイドTwilight Serenade（94牝 RainbowQuest）不出走

ヤングナイト Young Knight（10� Al Samer）AUS２勝，WATC Raconte
ur S‐L ２着

モーニングプライドMorning Pride（97 牝 Machiavellian）FR３勝，ボワ賞‐G3
フラッシング Flashing（06牝 A.P. Indy）USA６勝，テストＳ‐G1，ガゼルＳ

‐G1，ナッソーカウンティＳ‐G3，etc.
フラッドライト Floodlight（13 牡 Medaglia d'Oro）FR・AUS３勝，G
.P. du Lion d'Angers‐L，ギシュ賞‐G3 ２着，ラクープドメゾンラフィ
ット‐G3 ３着

ワリーフWhaleef（98� Darshaan）GB３勝，Churchill S‐L ３着，GB障害
５勝

ロッホカトリン Loch Katrine（02 牝 Selkirk）FR出走
シーロード Sea Lord（12牡 Admiralofthefleet）IND３勝，Golconda 2000 Gui

neas‐L ２着，Ramniwas Ramnarain Ruia Gold Cup‐L ３着

４代母 カマー Kamar（76 CAN鹿 Key to the Mint）USA７勝，Canadian Oak
s‐LR，Duchess S，Yearling Sales S‐R，Princess Elizabeth S‐LR
２着，Ontario Colleen H３着，etc.
［子］ ゴージャスGorgeous（86 牝 Slew o' Gold）USA８勝，ヴァニティＨ

‐G1，アシュランドＳ‐G1，ハリウッドオークス‐G1，etc.

販売申込者・所有者： トド岩高原銀河農場物語㈱＝新冠町大狩部 �0146-45-5004
生 産 牧 場： トド岩高原銀河農場物語㈱
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

68 スティルシーキング２０２１ �・青鹿 ３／２２

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュスティルシーキング
＊ Machiavellian

��
��
�シェルシーカー黒鹿 2015 Wilayif

14c
Danzig S3×M4 Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 スマイリーパワポケ（14芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
フェアリーパワポケ（20牝青鹿 ディーマジェスティ）���出走

２代母 リミッターブレイク（07青鹿 マンハッタンカフェ）不出走
ステラトーキョウ（11牝 ＊ワイルドラッシュ）�３勝
ノットフォーマル（12牝 ヴァーミリアン）３勝，フェアリーＳ‐G3，桜花賞‐G1 ５

着，韋駄天Ｓ‐OP ２着，クローバー賞‐OP ２着，フリーウェイＳ，etc.
イチノボーラー（13牡 メイショウボーラー）�１勝
アンリミット（15牝 メイショウボーラー）４勝，渡月橋Ｓ，国立特別，相模湖特別

２着，石清水Ｓ３着
レストンベ（16牝 ＊ハービンジャー）３勝，房総特別

３代母 ＊トロフィーポイント（92 USA鹿 ＊オジジアン）USA１勝
フェニックスバード（00牝 Kingmambo）入着，�２勝

ストロングガルーダ（06牡 ダンスインザダーク）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
‐G3，巴賞‐LR ３着，エーデルワイスＳ，etc.

ダイワバーバリアン（07牡 マンハッタンカフェ）２勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２
着，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ３着，ＮＺトロフィー‐G2 ２着

セリーナトロフィー（02牝 スペシャルウィーク）１勝，ミモザ賞３着

４代母 トリッキーゲイムTricky Game（88 USA黒鹿 Majestic Light）USA出走
［子］ キングクガート King Cugat（97 牡 Kingmambo）USA７勝，ボーリング

グリーンＨ‐G2，アーリントンクラシック‐G2，ジャマイカＨ‐G2，etc.，
種牡馬

［孫］ レイドゥカフェ Rey de Cafe（02 牡 Kingmambo）USA４勝，アメリカ
ンターフＳ‐G3，ヒルプリンスＳ‐G3，Bourbon County S‐L，etc.，
種牡馬

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

トリッキーコーズウェイ Tricky Causeway（03� Giant's Causeway）
USA11 勝，Awad S‐L，Edward J. Debartolo Sr. Memorial H
‐L ２着，Unbridled H‐L ２着，etc.

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

69 スマイリーパワポケ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceスマイリーパワポケ マンハッタンカフェ

��
��
�リミッターブレイク芦 2014 ＊トロフィーポイント

5c
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S5×M5 Damascus M5×M5

価格： 購買者：



母 スマートマーチ（10鹿 リンカーン）１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
キタノクリスタル（18牝栗 モーリス）��入着
ハナマウイ（19牡鹿 モーリス）出走，�地方未出走

２代母 プレシャスラバー（98鹿 ＊ペンタイア）１勝
ナリタクリスタル（06牡 スペシャルウィーク）８勝，新潟記念‐G3（２回），中京記念

‐G3，小倉大賞典‐G3 ２着，小倉記念‐G3 ３着，中山金杯‐G3 ３着，etc.
アピシウス（11� スペシャルウィーク）２勝
レッドウィズダム（13牡 キングカメハメハ）４勝，早鞆特別２着
シェイクスピア（17牡 ＊ノヴェリスト）入着，��３勝�１勝��

３代母 ＊カウンテスステフィ（89 CAN黒鹿 Geiger Counter）USA12 勝，George C
. Hendrie S‐L，Ontario Fashion H‐L，Seaway S‐L，Yearling Sales S
‐R，Etobicoke H‐L ２着，etc.
プリティピアレス（97牝 Go for Gin）１勝

ルミナスヘイロー（06牡 キングヘイロー）�９勝�２勝�６勝��
カウンターフォース（99� ＊エリシオ）１勝
カウントライアン（00� メジロライアン）１勝
カウンターブラスト（01� ＊コマンダーインチーフ）１勝，�６勝�入着
ビュレットライナー（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，�20 勝	入着２回
ブレイズメモリー（05� ＊クロフネ）��９勝

４代母 スティーヴンズトリート Steven's Treat（77 USA鹿 Raise a Bid）USA４勝
［子］ センターステイジアンCenter Stage Anne（83牝 Gold Stage）USA19 勝

ドリームラカスDream Ruckus（88� Bold Ruckus）USA16 勝
ヴィクトリアスダンサーVictorious Dancer（97� Gate Dancer）USA
９勝

５代母 インシュージアスティカリーEnthusiasticly（69 USA鹿 Bold Bidder）USA
３勝
［子］ インシューズド Enthused（74牝 Rollicking）USA４勝，Hilltop S‐R，ブ

ラックアイドスーザンＳ‐G2 ３着，Free State S‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： 戸川牧場＝日高町豊田 �01456-5-2724
生 産 牧 場： 戸川牧場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

70 スマートマーチ２０２１ 牡・青鹿 ３／１０
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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�リンカーン グレースアドマイヤスマートマーチ ＊ペンタイア

��
��
�プレシャスラバー鹿 2010 ＊カウンテスステフィ

1w
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 スリーベラミ（10鹿 ディープインパクト）入着３回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（３）〕
スリーヘブン（16牝鹿 ＊ハービンジャー）�１勝
スリーグルーヴ（17�鹿 ルーラーシップ）��１勝
スリーモーリス（18牡鹿 モーリス）入着，��１勝

２代母 ＊ベラミアモーレ（00 USA栗 Storm Cat）IRE 出走
アドマイヤアモーレ（05牝 Fusaichi Pegasus）３勝，江の島特別，五稜郭Ｓ２着

イベリア（15牡 ディープインパクト）�２勝，白鷺特別３着
スズカベラミー（07牝 アグネスタキオン）１勝
デラモーレ（08牝 ディープインパクト）��２勝

スリーエクスプレス（19牡 エピファネイア）�１勝，山吹賞３着

３代母 クラクストンズスルー Claxton's Slew（84 USA鹿 Seattle Slew）IRE３勝，
Irish One Thousand Guineas Trial S‐L，Persian Bold S‐L，愛プリティポ
リーＳ‐G2 ３着，バリーマコイＳ‐G3 ２着，コンコルドＳ‐G3 ３着
ハンベル Humbel（92 牡 Theatrical）GB・IRE・GER・ITY・USA８勝，ブランド

フォードＳ‐G2，愛ダービートライアルＳ‐G3，Saval Beg S‐L，etc.，G
B・IRE障害１勝，種牡馬

エセーナ Escena（93牝 Strawberry Road）USA11 勝，ＢＣディスタフ‐G1，アッ
プルブラッサムＨ‐G1，ラモナＨ‐G1，ヴァニティＨ‐G1，ルイヴィルＢＣＨ
‐G2，ファンタジーＳ‐G2，etc.
インディセント Indy Scent（07� A.P. Indy）USA４勝，Three Coins Up S

２着
スカーレットマドレーヌ Scarlett Madeleine（09 牝 Smart Strike）不出走
ナンタケットレッドNantucket Red（15牝 Get Stormy）�USA・CAN
６勝，Wayward Lass S

ショーレイディ Showlady（99牝 Theatrical）USA２勝，ボイリングスプリングズＨ‐G3
リナウンドキャットRenowned Cat（03 牝 Storm Cat）不出走

オーキャロルOh Carole（08 牝 Unbridled's Song）USA３勝，U Can do It
H２着

販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

71 スリーベラミ２０２１ 牡・栗 ４／ ３

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアスリーベラミ
＊ Storm Cat

��
��
�ベラミアモーレ鹿 2010 Claxton's Slew

13c
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 トウカイアンジュ（13鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
ノアチェリー（19牝黒鹿 ロゴタイプ）�入着
フラッシュベルン（20牝鹿 エイシンフラッシュ）�地方未出走

２代母 トウカイセレブ（06鹿 キングカメハメハ）２勝
トウカイシュテルン（14牝 ＊ストリートセンス）２勝，春待月賞３着

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

トウカイパシオン（15牝 ＊ヨハネスブルグ）３勝，浦安特別３着
トウカイベルタ（08牝 ＊ワイルドラッシュ）不出走

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

トウカイバイタル（10牡 キングカメハメハ）１勝，青島特別２着

４代母 トウカイナチユラル（82鹿 ＊ナイスダンサー）不出走
［子］ トウカイテイオー（88牡 シンボリルドルフ）９勝，ジャパンＣ‐G1，日本

ダービー‐Jpn1，有馬記念‐Jpn1，etc.，年代表，優３牡，優父内，
特別賞，種牡馬

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

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

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

トウカイリュウオー（91� ＊スルーザドラゴン）３勝，穂高特別，早鞆特
別２着，瀬戸特別３着，etc.

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

販売申込者・所有者： ㈲長浜牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2682
生 産 牧 場： ㈲長浜牧場
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

72 トウカイアンジュ２０２１ 牡・鹿 ３／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlトウカイアンジュ キングカメハメハ

��
��
�トウカイセレブ鹿 2013 トウカイティアラ

＊星友 19b
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 セレスフェアリー（02鹿 アドマイヤベガ）入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－５（15）〕
シルクレイズ（07牡黒鹿 ジャングルポケット）�４勝
シゲルドリアン（09牡鹿 キングカメハメハ）１勝
ベルフェクト（10牡芦 ＊クロフネ）��１勝
シゲルエイサー（12牡栗 ＊グラスワンダー）�２勝�３勝���入着８回
プーカローズ（14牝栗 ＊ロージズインメイ）��２勝
ブルベアルッコラ（15牡鹿 エイシンフラッシュ）１勝
ヤマショウターボ（16牡鹿 ＊ワークフォース）�２勝�１勝�
ピースワンヴィヨレ（18牡鹿 ＊アジアエクスプレス）出走，	地方未出走

２代母 ＊ユーキャンフライ（92 USA栗 ＊アフリート）１勝，深草特別３着，九重特別３着
ナイトフライヤー（99牡 ダンスインザダーク）６勝，谷川岳Ｓ‐L ２着，白富士Ｓ‐L

３着，朱雀Ｓ，伏見特別，摂津特別，etc.，障害１勝
ストロングドン（00牡 メジロライアン）４勝，恋路ケ浜特別，日高特別２着
グレートキャプテン（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）１勝，�３勝�１勝
シンメトリーアート（05牡 ダンスインザダーク）入着，�４勝��入着２回

３代母 ＊シーキャン（87 USA鹿 Cannonade）USA４勝，ポストデブＳ‐G2，Cath
y Honey S‐L，Palm Hut S，トップフライトＨ‐G1 ２着，ガゼルＨ‐G1 ３
着，etc.
セイエニシング（97牝 ＊カーネギー）１勝，遊楽部特別３着

４代母 ハイストラングHigh Strung（74 USA芦 High Echelon）USA１勝
［子］ エアラーンズポイント Erland's Point（90
 Au Point）USA５勝，Sp

artacus S，Beulah Ohio Futurity‐R，Beulah Park Sales Futu
rity‐R，etc.

アーティレリーアタック Artillery Attack（80 牡 Cannonade）USA６勝，
Shamrock H，C'Est la Vie H２着，Beaujolais H２着，etc.

［孫］ オーマイゴーストOhMy Ghost（06 牝 Ghostly Moves）USA３勝，
NewMexico Breeders' Oaks‐R，Aztec Oaks‐R ２着

ダブルツリーイクスプレスDoubletree Express（03
 Le Grande Danseur）
USA４勝，Land of Enchantment H‐R ２着

販売申込者・所有者： 中前牧場＝日高町豊郷 �090-7646-8416
生 産 牧 場： 中前牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

73 セレスフェアリー２０２１ 牡・栗 ４／１４
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤベガ ベガセレスフェアリー
＊

＊アフリート

��
��
�ユーキャンフライ鹿 2002 ＊シーキャン

20a
アフリート S3×M3 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 タッキーナ（06栗 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（12）〕
マニール（10牝栗 ＊ケイムホーム）��５勝
マルヒロトリック（11牝栗 ＊ヨハネスブルグ）��６勝
タキオンメーカー（12牝鹿 ＊エンパイアメーカー）不出走

イッツクール（16牡 ＊アルデバランⅡ）３勝，マーガレットＳ‐L ２着，ききょ
うＳ‐OP，中京スポーツ杯，ブラッドストーンＳ２着，貴船Ｓ３着

ブルベアジュラフ（14牡鹿 ＊クロフネ）１勝
トリッコアトリート（18牝栗 ＊ハービンジャー）��入着４回��１勝

２代母 ＊ビアンキ（98 USA鹿 Gulch）GB入着３回
ベレッツァ（03牝 フジキセキ）２勝，紫川特別２着，須賀川特別３着
ダンツトゥルース（11牡 アドマイヤムーン）１勝
エニシイチダイ（12� ネオユニヴァース）１勝，�３勝��

３代母 ノーザントリックNorthern Trick（81 USA栗 Northern Dancer）FR４勝，
仏オークス‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1，ノネット賞‐G3，凱旋門賞‐G1 ２着，
サンタラリ賞‐G1 ２着

＊ランジェリー（88牝 Shirley Heights）FR入着５回
シーヴァ Shiva（95牝 ＊ヘクタープロテクター）GB・IRE４勝，タタソールズゴー

ルドＣ‐G1，ブリガディアジェラルドＳ‐G3，アールオヴセフトンＳ‐G3，etc.
ライトシフト Light Shift（04 牝 Kingmambo）GB・FR・IRE４勝，英オーク

ス‐G1，Cheshire Oaks‐L，愛オークス‐G1 ２着，etc.
ユリシーズUlysses（13 牡 Galileo）GB・FR・USA５勝，ヨークインター
ナショナルＳ‐G1，エクリプスＳ‐G1，ゴードンリチャーズＳ‐G3，etc.，
種牡馬

クリーチャーデュシエルCreature Du Ciel（92牝 Machiavellian）FR・USA入着２回
ノンノルイージNonno Luigi（02 牡 Dubai Dust）USA・BRZ２勝，ガヴェア

ＡＢＣＰＣＣ大賞‐G1
ジューヌタルク Jeune‐Turc（04 牡 Know Heights）USA・ARG・BRZ４勝，

ブラジル大賞‐G1，サンパウロ大賞‐G1，P. Justica do Trabalho‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 土田農場＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3410
生 産 牧 場： 土田農場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

74 タッキーナ２０２１ �・栗 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

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラタッキーナ
＊ Gulch

��
��
�ビアンキ栗 2006 Northern Trick

4m
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 タイクローサ（01鹿 ＊フォーティナイナー）３勝，登別特別（芝 1200）
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ボーフム（17牡黒鹿 ＊トビーズコーナー）�１勝��２勝�
ラストストーリー（18牡鹿 ＊モンテロッソ）入着，���１勝�入着
パクパクデスワ（20牝黒鹿 イスラボニータ）�未出走

２代母 ＊タイトゥルー（89 USA鹿 Danzig）２勝，クリスタルＣ‐Jpn3 ２着，京都牝
馬特別‐Jpn3 ３着，青函Ｓ‐OP，マリーンＳ‐OP ２着，さわらび賞２着
タイレスポール（96牝 ＊トニービン）２勝，登別特別３着，立待岬特別３着
タイクレセント（98牡 ＊フォーティナイナー）２勝
タイスパーク（00牡 ＊アフリート）１勝

３代母 オネストアンドトルー Honest and True（77 USA鹿 Mr. Leader）USA６
勝，Fair Grounds Oaks，Bicker S，ケンタッキーオークス‐G1 ３着，フ
ァンタジーＳ‐G1 ３着，Thelma S３着，etc.
トルーリドゥーTruly Do（82牝 Vigors）USA出走

スリーダイアモンズ Three Diamonds（91� Lustra）USA13 勝，Remington Pa
rk Sprint Championship H‐L，Lawton S，Norman S，etc.

ファーファー Farfurr（84 牡 Shecky Greene）GB・ITY７勝，P. Nico Castellini
‐L ２着，P. d'Aprile‐L ３着

イピトミ Epitome（85牝 Summing）USA５勝，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ
‐G1，Pocahontas S，アルシバイアディズＳ‐G2 ２着，etc.
ダンジュールDanjur（92 牡 Dayjur）USA３勝，Churchill Downs Turf Spri

nt S‐L，種牡馬
エッセンスオヴデュバイ Essence of Dubai（99牡 Pulpit）USA・UAE５勝，スー

パーダービー‐G2，ノーフォークＳ‐G2，ＵＡＥダービー‐G2，etc.，種牡馬
ポリーアドラーPolly Adler（93 牝 ＊ハウスバスター）不出走

ユアーズマインアワーズ Yoursmineours（01 牝 Belong to Me）USA５勝，
Honeybee S‐L，Lorelei S，Honeymoon S２着，etc.

ガラティンキッドGallatin Kid（99� Cherokee Run）USA６勝，Holiday Che
er S２着，Turfway Park Forego S３着

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康 メイタイファーム
飼 養 者： ㈱吉永ファーム＝浦河町西舎 �0146-26-7347

75 タイクローサ２０２１ 牡・鹿 ４／２５

＊

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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileタイクローサ
＊ Danzig

��
��
�タイトゥルー鹿 2001 Honest and True

8c
Mr. Prospector M3×S5 Danzig M3×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 サクラベッシー（07鹿 サクラプレジデント）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（15）〕
サクラヘラクレス（15牡鹿 サクラゼウス）��１勝�３勝��２勝�７勝
ブレイブゼウス（19牡黒鹿 サクラゼウス）���入着２回�２勝
ブルーアストロン（20牡黒鹿 ＊ビーチパトロール）�地方未出走

２代母 サクラブルース（96鹿 Cure the Blues）１勝
サクラグッドラック（01牡 サクラバクシンオー）５勝，知多特別，ＴＵＦ杯２着
サクラゴスペル（08牡 サクラプレジデント）９勝，京王杯スプリングＣ‐G2，オー

シャンＳ‐G3（２回），スプリンターズＳ‐G1 ２着，高松宮記念‐G1 ４着，安
田記念‐G1 ５着，etc.，�１勝�入着

サクラジュレップ（10牝 サクラプレジデント）出走
カイザーメランジェ（15牡 サクラオリオン）�４勝，函館スプリントＳ‐G3，春

雷Ｓ‐L ３着，ＵＨＢ賞‐OP ３着，サンライズＳ，ＨＢＣ賞，etc.，�１勝
サクラベルカント（12牡 サクラゼウス）１勝
サージュ（16牡 サクラプレジデント）�１勝	１勝��入着 11回�，東京湾Ｃ３着

３代母 ＊スループリンセス（84 USA鹿 Seattle Slew）USA２勝
スルージンフィズ Slew Gin Fizz（91 牡 Relaunch）USA４勝，シェリダンＳ‐G3，

ホープフルＳ‐G1 ２着，サラトガスペシャルＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
アイガットリズム Igotrhythm（92牝 Dixieland Band）USA８勝，エイグリームＨ

‐G2，ラスフローレスＨ‐G3，Soviet Problem Breeders' Cup H‐L，etc.
ネイティヴリズムNative Rhythm（98牡 Woodman）USA７勝，Bertram

F. Bongard S‐R ３着
ゴーンミュージカルGone Musical（99 牝 GoneWest）USA２勝
ジェットセッティング Jet Setting（05 牝 Forestry）USA３勝，Love Is E
ternal S‐R ３着

＊ラングラクィーン（94牝 Relaunch）４勝，潮来特別，青嵐賞，くすのき賞，etc.
ドリームモーテルDreamMotel（95 牝 Relaunch）不出走

チャリミーオンChari Me On（01牝 ＊カリズマティック）不出走
オフサイクルOff Cycle（11 牝 Harborage）USA13 勝，Acadiana S‐R

スルーペグ Slew Peg（03牝 Fusaichi Pegasus）USA３勝，ターフウェイＢＣＳ
‐G3 ３着

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

76 サクラベッシー２０２１ 牡・鹿 ４／ ７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーサクラベッシー Cure the Blues

��
��
�サクラブルース鹿 2007 ＊スループリンセス

13c
Mr. Prospector S4×S5 Seattle Slew S4×M4 Gold Digger S5×M5
Dr. Fager S5×M5 Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 ソフトライム（10黒鹿 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（８）〕
デルマアワモリ（15牡栗 ストロングリターン）�４勝
ゲンパチカナ（16牝鹿 ロードカナロア）���１勝�３勝�入着
ゲットアップ（18�黒鹿 ルーラーシップ）�１勝
カルディナーレ（19牝黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�出走
ペリエール（20牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 アスピリンスノー（02鹿 ＊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，北摂特別３着，粟島特別３着，etc.，	１勝
ジュヒョウ（12牡 ステイゴールド）２勝，あすなろ賞，不知火特別３着，黄菊賞３

着，��入着３回�１勝��
ハイアーグラウンド（14� ＊シンボリクリスエス）�３勝，五頭連峰特別，芦ノ湖特

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.
アルティマトゥーレ（04牝 フジキセキ）７勝，セントウルＳ‐G2，シルクロー

ドＳ‐G3，アイビスサマーダッシュ‐G3 ３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
プランスデトワール（08牡 ディープインパクト）４勝，マーガレットＳ‐LR ２着，

エーデルワイスＳ，新潟日報賞２着，etc.

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

77 ソフトライム２０２１ 牡・鹿 ３／２０
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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーソフトライム ＊エルコンドルパサー

��
��
�アスピリンスノー黒鹿 2010 ＊スキーパラダイス

3l
Kingmambo S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ソルシエトウショウ（11鹿 マーベラスサンデー）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
ニシノハヤシゲル（17牡黒鹿 ジャングルポケット）�３勝��入着
セイウンダイモス（18牡栗 ローエングリン）�１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着

２代母 ウイッチトウショウ（00鹿 ＊ジェイドロバリー）出走
ジーントウショウ（04牝 ＊デザートキング）出走

マツリダレーベン（16牡 キングヘイロー）�４勝，オパールＣ，ジュニアＧＰ２着
レジェトウショウ（06牝 キングヘイロー）３勝，ＴＶｈ杯，船橋Ｓ３着，中山ウイ

ンタープレミアム３着，�２勝
スマートクラージュ（17牡 ディープインパクト）�５勝，淀短距離Ｓ‐L，道頓

堀Ｓ，舞子特別，出石特別，新潟日報賞２着，etc.
スマートルシーダ（18牡 ディープインパクト）�２勝，ＳＴＶ杯３着

トウショウギフト（09牡 ＊カリズマティック）４勝，成田特別，春光Ｓ２着，鋸山特
別２着，安達太良Ｓ３着，�３勝�

トウショウドラフタ（13牡 アンライバルド）５勝，ファルコンＳ‐G3，谷川岳Ｓ‐L
３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ５着，信越Ｓ‐OP，etc.，��４勝

３代母 サマンサトウショウ（85黒鹿 トウシヨウボーイ）７勝，エプソムＣ‐Jpn3，
マイルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，京都牝馬特別‐Jpn3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３
着，朱雀Ｓ，etc.
タバサトウショウ（93牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝

スイープトウショウ（01牝 ＊エンドスウィープ）８勝，宝塚記念‐G1，秋華賞
‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1，etc.，優古牝

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

スウェアトウショウ（08牝 ディープインパクト）出走
アドマイヤハダル（18牡 ロードカナロア）�３勝，若葉Ｓ‐L，中山記念
‐G2 ３着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.

トウショウノア（95牡 ＊オールドヴィック）６勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，夏至Ｓ，
関ケ原Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 棚川 祐志＝新ひだか町静内川合 �090-1522-0985
生 産 牧 場： 棚川 祐志
飼 養 者： 棚川 祐志＝新ひだか町静内川合 �090-1522-0985

78 ソルシエトウショウ２０２１ 牡・鹿 ４／１０

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マーベラスサンデー モミジダンサーソルシエトウショウ ＊ジェイドロバリー

��
��
�ウイッチトウショウ鹿 2011 サマンサトウショウ

＊セヴアイン 5j
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ジャストジョーイ（09芦 ＊クロフネ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－２（20）〕
アオイシンゴ（14�芦 ダノンシャンティ）�４勝，葉山特別（芝 1600），隅田川特

別（芝 1600）２着，葉山特別（芝 1600）２着（２回），秩父特別（芝 1600）２着
デルマジン（15�芦 ＊シンボリクリスエス）��２勝��２勝�７勝�４勝
ミトノベルーガー（17牡芦 ベルシャザール）���３勝�２勝

２代母 バースデイローズ（95栗 ＊トニービン）１勝，アジアＪＳ（２）３着
ローズギャラリー（01牝 バブルガムフェロー）２勝
ダマスクローズ（03牝 アグネスタキオン）入着２回

ロゾヴァドリナ（12牝 ＊スニッツェル）��２勝�４勝，ＯＲＯＣ（３回），オパ
ールＣ，ジュニアＧＰ２着

レッドフォーリア（06牝 ダンスインザダーク）入着，�１勝
トーセンファントム（07牡 ネオユニヴァース）２勝，いちょうＳ‐L，東スポ杯２歳

Ｓ‐Jpn3 ２着，種牡馬
トーセンスパンキー（12牡 スペシャルウィーク）１勝，��４勝�４勝�２勝	入着
フェアウェルローズ（13牝 ヴィクトワールピサ）
３勝

３代母 エリザベスローズ（89栗 ＊ノーザンテースト）５勝，セントウルＳ‐Jpn3，ＮＺト
ロフィー４歳Ｓ‐Jpn2 ３着，コーラルＳ‐OP，葵Ｓ‐OP，アネモネＳ‐OP ２着，etc.
フサイチゼノン（97牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，弥生賞‐Jpn2，こぶし賞，種牡馬
アグネスゴールド（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，スプリングＳ‐Jpn2，きさら

ぎ賞‐Jpn3，鳴尾記念‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬
リミットレスビッド（99牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，��３勝�２勝�１勝�	

入着５回，東京盃‐Jpn2（２回），さきたま杯‐Jpn3，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3
（２回），etc.，種牡馬

ローズオットー（04牝 ダンスインザダーク）１勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着

４代母 ＊ノーベンバーローズ（82 USA黒鹿 Caro）USA１勝
［子］ クリスマスローズ（90牝 ＊ノーザンテースト）３勝，宝ケ池特別，くすの

き賞，伊良湖Ｓ２着
［孫］ ローズパレード（00牡 ジェニュイン）�５勝，サンライズＣ２着

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �090-3118-6091
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

79 ジャストジョーイ２０２１ �・芦 ２／１２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュージャストジョーイ ＊トニービン

��
��
�バースデイローズ芦 2009 エリザベスローズ

＊ノーベンバーローズ 16a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ステラアクトレス（01黒鹿 ＊オペラハウス）�２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７），地方－１（１）〕
テイエムデジタル（09牡鹿 ＊アグネスデジタル）２勝
クラウンログラール（11牡栗 ＊アグネスデジタル）�１勝
アイオライト（17牡黒鹿 ローレルゲレイロ）�５勝，大沼Ｓ‐L（Ｄ1700），ベテル

ギウスＳ‐L（Ｄ1800），福島民友Ｃ‐L（Ｄ1700）２着，遠江Ｓ（Ｄ1400），��入
着，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

スティルバイト（19牝鹿 ダノンシャーク）��出走

２代母 カムイイットー（86黒鹿 ＊ラツキーソブリン）２勝，シンザン記念‐Jpn3 ３
着，初雛賞
タケイチオージョ（92牝 ＊ミルジヨージ）３勝
ドリームクロス（94牝 ＊トニービン）出走

エイムアットビップ（05牝 ＊アグネスデジタル）２勝，阪神ジュベナイルフィリ
ーズ‐Jpn1 ３着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，りんどう賞

ゼンノユニコーン（98牡 ＊ティンバーカントリー）１勝，�２勝
テイエムイットー（99牡 ＊ダンシングブレーヴ）５勝，ＵＨＢ賞，吉野ケ里特別，定

山渓特別，こけもも賞，道新スポーツ賞２着，etc.
ペルフェット（00牡 ＊エリシオ）５勝，春待月Ｓ‐OP ３着，成田特別，甲斐路特別，

沈丁花賞，上賀茂Ｓ３着，etc.，障害１勝
ハッピーカオル（07牡 キングヘイロー）５勝，ブラッドストーンＳ

３代母 イツトー（71黒鹿 ＊ヴエンチア）７勝，高松宮杯，スワンＳ，阪神３歳Ｓ２着，
マイラーズＣ２着，朝日ＣｈＣ２着，etc.，優２牝，優古牝
ハギノトツプレデイ（77牝 ＊サンシー）７勝，桜花賞，エリザベス女王杯，高松宮杯，etc.，

優３牝
ダイイチルビー（87牝 トウシヨウボーイ）６勝，安田記念‐Jpn1，スプリンタ

ーズＳ‐Jpn1，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，etc.，優古牝，優短距
ウメノアスコット（89牝 ＊ラツキーソブリン）１勝
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

ハギノカムイオー（79牡 ＊テスコボーイ）８勝，宝塚記念，高松宮杯，スワンＳ，京
都新聞杯，スプリングＳ，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 南部 功＝浦河町上絵笛 �0146-22-0710
生 産 牧 場： 南部 功
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

80 ステラアクトレス２０２１ 牡・黒鹿 ４／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�オペラハウス Colorspinステラアクトレス ＊ラツキーソブリン

��
��
�カムイイットー黒鹿 2001 イツトー

＊マイリー 7e
Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 タイヨウガデテキタ（05栗 ＊サウスヴィグラス）��７勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（８）〕
オランペンデク（11牡鹿 ＊ファスリエフ）�１勝��入着５回�
ショウケンヒッキー（14牝栗 カネヒキリ）�１勝�入着５回��
スキュータム（15牡鹿 トランセンド）１勝
アヴァンローブ（17牝栗 コパノリチャード）��２勝��４勝
ヒットガール（18牝栗 エスポワールシチー）１勝，���出走�出走
アカリラジアン（19牝栗 コパノリッキー）��入着２回��入着

２代母 コパノジャーノー（01鹿 ＊エリシオ）�入着７回
コパノサチオー（08牡 サクラプレジデント）	１勝
コパノハリスン（12牡 ＊サウスヴィグラス）１勝
オコルミラクル（13牡 ＊ファスリエフ）	１勝
�
スターインパルス（14牝 ＊サウスヴィグラス）��４勝	１勝
１勝�入着，桜花賞，

ローレル賞３着，秋桜賞，プリンセスＣ，読売レディス杯２着
ヴァンデッタ（18牡 ＊サウスヴィグラス）��１勝

３代母 ステファーナ（93栗 ＊リアルシヤダイ）入着２回
プライドキム（02牡 ＊アフリート）２勝，�１勝��３勝	１勝
，全日本２歳優駿

‐Jpn1，クラスターＣ‐Jpn3，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，etc.
コパノマルコリーニ（04牝 マヤノトップガン）�出走

サイモンラムセス（10牡 ブラックタイド）５勝，小倉大賞典‐G3 ３着，グリー
ンＳ，シンザンＣ，etc.，種牡馬

オパールムーン（18牝 ヴィクトワールピサ）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着
サンライズトゥルー（09牡 ディープインパクト）２勝，長良川特別，鴨川特別２着，

三方ヶ原特別２着，etc.

４代母 ダイナコマネチ（83栗 ＊ノーザンテースト）出走
［子］ システィーナ（89牝 サクラユタカオー）８勝，京都牝馬特別‐Jpn3，関屋

記念‐Jpn3 ２着，七夕賞‐Jpn3 ３着，etc.
パラダイスフラワー（04牝 ＊ティンバーカントリー）	７勝�１勝��，
エーデルワイス賞‐Jpn3，留守杯日高賞，南部駒賞，etc.

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

81 タイヨウガデテキタ２０２１ 牡・栗 ３／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタータイヨウガデテキタ ＊エリシオ

��
��
�コパノジャーノー栗 2005 ステファーナ

＊ニアーリーズン 22b
リアルシヤダイM4×S5 Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ダークグレイン（17鹿 ＊ダンカーク）��入着
初仔

２代母 グレインザダンス（06鹿 ダンスインザダーク）出走
スイーピングガスト（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
グランドタイム（16牡 メイショウボーラー）��１勝
ファーブラ（18牝 ＊マジェスティックウォリアー）��３勝

３代母 ＊ミルグレイン（97 GB鹿 Polish Precedent）３勝，大森浜特別，日高特別２
着，奥尻特別３着
ファイングレイン（03牡 フジキセキ）５勝，高松宮記念‐G1，シルクロードＳ‐G3，

淀短距離Ｓ‐L，etc.，種牡馬
グレインライン（05牝 ＊タイキシャトル）不出走

グレイングロース（10牡 ダイワメジャー）２勝，合馬特別，立待岬特別３着
ガトン（16� ＊ダンカーク）１勝，南相馬特別２着
グラナリー（17牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝，河北新報杯３着，�１勝�

アサクサティアラ（10牝 ディープインパクト）３勝，古町特別２着，オーストラリ
アＴ３着，糺の森特別３着，etc.

ノボリレジェンド（11牝 ディープインパクト）２勝，高尾特別２着，鷹巣山特別２着

４代母 ミルラインMill Line（85 GB黒鹿 Mill Reef）GB１勝
［子］ ピュアグレイン Pure Grain（92 牝 Polish Precedent）GB・FR・IRE５勝，

愛オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，ミュージドラＳ‐G3，etc.
オールグレイン All Grain（98 牝 Polish Precedent）GB１勝，ランカシ
ャーオークス‐G3 ３着

［孫］ ＊ゴンチャローワ（98牝 GoneWest）GB・FR３勝，フィユドレール賞
‐G3，Severals S‐L ３着

［曾孫］ キャラヴァンロールズオン Caravan Rolls On（08牡 Hernando）GB・
AUS７勝，ＧＲＣジャロングＣ‐G3，MRC Sandown C‐L

ロムスダール Romsdal（11 牡 Halling）GB２勝，Magnolia S‐L，英
セントレジャー‐G1 ２着，英ダービー‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 中地 義次＝新冠町明和 �0146-49-5154
生 産 牧 場： 中地 義次
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

82 ダークグレイン２０２１ 牡・鹿 ４／２４
＊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

＊ Unbridled's Song

�
�
�
�
�

��
��

�ダンカーク Secret Statusダークグレイン ダンスインザダーク

��
��
�グレインザダンス鹿 2017 ＊ミルグレイン

14a
Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ノースプリンセス（03鹿 ＊アジュディケーティング）不出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），海外－１（１），地方－４（15）〕
ノーススターNorth Star（09 牡鹿 ＊オペラハウス）SIN１勝
ヘイムダル（12牡黒鹿 ＊バゴ）１勝，�１勝���
ダンツペンダント（13牝黒鹿 オレハマッテルゼ）４勝，太宰府特別（芝 1800），障

害１勝
タケマルプリンセス（16牝栗 ＊タイキシャトル）�１勝
マルグレーテ（17牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��６勝��２勝
サンマルレジェンド（18牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）��５勝
プリンセスエミリア（19牝鹿 ＊ダノンレジェンド）��出走�出走
ユイホープ（20牡鹿 イスラボニータ）�地方未出走

２代母 シーズプリンセス（94鹿 ＊カコイーシーズ）２勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪
神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ２着，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，コスモス賞‐OP ２着，
クローバー賞‐OP ２着，etc.
シーズマイハート（99牝 ＊ラムタラ）入着２回，�３勝
キャニオンタイカン（00牡 ＊ブラックタイアフェアー）	２勝��
プリンセスエリー（07牝 スペシャルウィーク）１勝

３代母 ユーワキャンディー（88栗 ＊ロングリート）不出走
ローランブレイブ（92牡 ＊ラシアンボンド）１勝，瓢湖特別３着，
�４勝�入着
ステージバンダム（93牝 マルゼンスキー）３勝，湘南特別，藻岩山特別２着，ＳＴ

Ｖ賞２着，etc.
トーホウアモーレ（03牝 アグネスタキオン）１勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ３着

マルサヒロイン（99牝 ＊カコイーシーズ）入着，�12 勝
ブライアンビクター（16牡 ＊キンシャサノキセキ）�４勝�，湾岸ニュースター

Ｃ，ゴールドジュニア２着
プリンセスワールド（02牝 ＊ティッカネン）�７勝，留守杯日高賞２着

４代母 メイジガルボ（73栗 ＊フアバージ）５勝，福島大賞典，安田記念２着，中京３
歳Ｓ‐OP，東北３歳Ｓ‐OP

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

83 ノースプリンセス２０２１ 牡・鹿 ４／ ７
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 シニスターミニスター

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Ministerインカンテーション

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�アジュディケーティング Resolverノースプリンセス ＊カコイーシーズ

��
��
�シーズプリンセス鹿 2003 ユーワキャンディー

＊トリーモス 14c
Danzig M3×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ツァーリーナ（12鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
オーメイ（17牝黒鹿 ベルシャザール）��１勝

２代母 ＊ペイドリン（06 USA栗 Pulpit）FR・IRE１勝
スリーペイド（11牡 ＊ヨハネスブルグ）�８勝��８勝�入着２回
ヤマイチジャスティ（13牝 ＊エンパイアメーカー）３勝
トミケンカリム（14牡 ＊サマーバード）１勝，�２勝��入着３回
トレヴァー（15牝 ゴールドアリュール）���５勝
メイショウカスガ（16牝 ゴールドアリュール）１勝
トミケンカラバティ（18牡 ＊ディスクリートキャット）�２勝

３代母 サンプリンセッサ Sun Princessa（96 USA鹿 Pleasant Colony）USA２勝，
Gulfstream Park Bayakoa S‐R ３着
サンオヴザウェスト Son of theWest（04 牡 GoneWest）USA２勝，ケンタッキ

ーＣジュヴェナイルＳ‐G3 ３着，種牡馬

４代母 ノーザンサンセットNorthern Sunset（77 IRE 栗 Northfields）IRE２勝
［子］ サンジョヴィート St. Jovite（89 牡 Pleasant Colony）GB・FR・IRE６

勝，愛ダービー‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，愛ダー
ビートライアルＳ‐G3，etc.，種牡馬

ラックウイメ Lac Ouimet（83 牡 Pleasant Colony）USA12 勝，ファイ
エットＨ‐G2，イクセルシアＨ‐G2（２回），ナッソーカウンティＨ
‐G2，etc.，種牡馬

セイラムドライヴ Salem Drive（82 牡 Darby Creek Road）１勝，USA
12 勝，スターズ＆ストライプスＨ‐G2，ブーゲンヴィリアＨ‐G2，ロ
イヤルパームＨ‐G3，etc.，種牡馬

ルカリエール L'Carriere（91� Carr de Naskra）USA・UAE８勝，サ
ラトガＣ‐G3，Saratoga C‐L，ＢＣクラシック‐G1 ２着，etc.

［孫］ フライノース Fly North（93 牝 Pleasant Colony）USA３勝，Ontari
o Debutante S‐R，Natalma S‐L ２着

パウダー Powder（98 牝 Broad Brush）USA４勝，Spring Fever S，
Carousel Breeders' Cup S‐L ３着

販売申込者・所有者： 田湯牧場＝新ひだか町静内東別 �090-2690-2557
生 産 牧 場： 田湯牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

84 ツァーリーナ２０２１ 牡・黒鹿 ４／２６

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudツァーリーナ
＊ Pulpit

��
��
�ペイドリン鹿 2012 Sun Princessa

5h
Mr. Prospector S5×M5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ティノ（13黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
テーオーディエス（18牝鹿 ラブリーデイ）�２勝，十日町特別（芝 1400）
ベラジオマサキ（19牡鹿 ビッグアーサー）��２勝
ガンバリーレ（20牡鹿 サトノアラジン）�未出走

２代母 ライプオレンジ（95栗 ＊ヘクタープロテクター）１勝
キープザフェイス（02牝 エアジハード）４勝，苗場特別，河口湖特別
ドトウヒメDoto Hime（04牝 ＊メイショウドトウ）KOR２勝
レッドアイ（06� タニノギムレット）４勝，伊勢佐木特別３着
オランジュドール（10牝 エアジハード）�１勝�入着４回�

３代母 ダイナオレンジ（83栗 ＊ノーザンテースト）８勝，新潟記念‐Jpn3，吾妻小富
士賞‐OP，フリーウェイＳ，越後特別，赤倉特別２着，etc.
レディシュイエロー（90牝 ＊アレミロード）入着２回

アプリコットデュー（95牝 ＊ヘクタープロテクター）５勝，漁火Ｓ，米沢特別，
庄内川特別，etc.

スマイリングカット（91牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，松浜特別３着
オレンジジェラート（98牝 ＊トニービン）１勝，�３勝
ダイワリベラル（11牡 ダイワメジャー）６勝，ニューイヤーＳ‐L，東風Ｓ
‐L ２着，ニューイヤーＳ‐L ３着，etc.，�１勝���

センターライジング（93牝 ＊ヘクタープロテクター）４勝，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，中京３歳Ｓ‐OP，コスモス賞‐OP，etc.
センターグランタス（04牝 アグネスタキオン）１勝
エイティーンガール（16牝 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，京阪杯‐G3，キーン
ランドＣ‐G3，キーンランドＣ‐G3 ２着，etc.

ブラッドオレンジ（96牡 フジキセキ）４勝，シドニーＴ，小石原特別，知多特別３
着，etc.

４代母 ＊サワーオレンジ（73 USA黒鹿 Delta Judge）USA１勝
［子］ シヤダイアイバー（79牝 ＊ノーザンテースト）３勝，オークス，カーネー

ションＣ

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

85 ティノ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

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンティノ ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ライプオレンジ黒鹿 2013 ダイナオレンジ

＊サワーオレンジ 8g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ディアジーローズ（09青 ＊ワイルドラッシュ）２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（１）〕
バルフルーリー（15牝栗 スズカフェニックス）�１勝
チアフルローズ（16牝青鹿 トゥザグローリー）�１勝
フームスムート（17牡黒鹿 トゥザグローリー）�１勝，ニセコ特別（Ｄ1700）２着，

湯浜特別（Ｄ1700）２着

２代母 セイカシリアス（00鹿 ＊フォーティナイナー）入着２回
リュウセンコウ（06牡 ＊ボストンハーバー）�２勝���
ジンダリー（07牡 ＊クロフネ）１勝
ディアジースター（11牡 ＊チーフベアハート）１勝，�５勝
オイヌサマ（13牡 ＊キンシャサノキセキ）�８勝�１勝
ワイノナ（17牝 ストロングリターン）��３勝

３代母 ＊サンデーズシス（90 USA青鹿 Halo）USA１勝
セイカカロブ（95牝 Sadler's Wells）５勝，桃山特別，姫路特別２着，摂津特別２

着，etc.
セイカジーベック（04牡 ＊ムタファーウエク）１勝，米沢特別，筑前特別３着，

�１勝
セイカカリンバ（05� ＊マイネルラヴ）１勝，浄土平特別２着
セイカプレスト（06牡 ＊イーグルカフェ）４勝，札幌日経ＯＰ‐LR，丹頂Ｓ‐OP

３着，ＳＴＶ賞，etc.
セイカフォルトゥナ（09牝 ＊サウスヴィグラス）４勝，瀬波温泉特別，飯坂温泉

特別，横手特別２着，etc.，��入着３回��
セイカエドミザカ（13牡 タニノギムレット）３勝，大倉山特別，成田特別３着

セイカフォルテ（08牡 タイムパラドックス）４勝，両津湾特別，招福Ｓ２着，なが
つきＳ２着，etc.

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

プリークネスＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，etc.，種牡馬

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

86 ディアジーローズ２０２１ �・栗 ３／ ９

＊

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

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkディアジーローズ ＊フォーティナイナー

��
��
�セイカシリアス青 2009 ＊サンデーズシス

3e
Northern Dancer S5×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ティアレ（07芦 キングカメハメハ）１勝，��１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（６）〕
サクセステーラー（15�黒鹿 アンライバルド）１勝
グランヴァニーユ（16牝芦 ＊クロフネ）��４勝�２勝
サウスリバー（19牝黒鹿 ヴィクトワールピサ）��出走��入着
ウィンチップ（20牡鹿 ヴィクトワールピサ）��出走

２代母 ＊ササファイヤー（99 USA芦 Saint Ballado）不出走
クイーンダムQueendom（03牝 Monarchos）USA４勝，Claire Marine S３着
プラテアード（04� Silver Deputy）４勝，プリンシパルＳ‐L ２着，オーロラ特別，

山藤賞２着，黄梅賞３着，障害１勝
マズルファイヤー（10牡 ＊ホワイトマズル）１勝，きさらぎ賞‐G3 ２着，円山特別

３着，�２勝���
サクラフォンテーヌ（11牝 ゼンノロブロイ）出走

リルブラーヴ（18牡 サクラゼウス）１勝
サンフレイム（12牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝，	３勝�
ブライトコメット（15牝 スマートファルコン）�１勝��
ダルヴァザ（16� ベルシャザール）���９勝

３代母 ラアイスクイーン La Ice Queen（85 USA芦 Icecapade）USA３勝
シスターアクト Sister Act（95 牝 Saint Ballado）USA７勝，ヘムステッドＨ‐G1，

ラトロワンヌＳ‐G3，Oaklawn S‐L，etc.
アルティメトゴールUltimate Goal（03 牡 Storm Cat）USA３勝，Sir Barto

n S‐L ２着，種牡馬

４代母 ラクイーンビーナ La Queen Bina（79 USA鹿 Circle Home）USA入着３回
［子］ クイーンズブラスバンドQueen's Brass Band（90牡 Dixieland Brass）

USA２勝，Woodlands Juvenile S２着

５代母 ラクイーニー La Queenie（65 USA鹿 Prince John）USA３勝，Miss Su
wannee S，Southern Belles H３着
［子］ ヒュペルボレアン Hyperborean（80牡 Icecapade）USA３勝，スワップス

Ｓ‐G1，トラヴァーズＳ‐G1 ３着，ペガサスＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲中田牧場＝平取町去場 �090-3018-9114
生 産 牧 場： ㈲中田牧場
飼 養 者： ㈲中田牧場＝平取町去場 �090-3018-9114

87 ティアレ２０２１ 牡・鹿 ３／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスティアレ
＊ Saint Ballado

��
��
�ササファイヤー芦 2007 La Ice Queen

7a
Halo S4×M4×S5 Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 テイエムブリランテ（15栗 ディープブリランテ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 フェリアード（96芦 ＊ステートリードン）２勝
テイエムプリキュア（03牝 ＊パラダイスクリーク）４勝，阪神ジュベナイルフィリー

ズ‐Jpn1，日経新春杯‐G2，エリザベス女王杯‐G1 ２着，日経新春杯‐G2 ３
着，かえで賞，優２牝

スノーアード（04牝 バブルガムフェロー）�４勝
テイエムハリアー（06牡 ニューイングランド）１勝，障害９勝，京都ハイジャンプ

‐JG2，阪神ジャンプＳ‐JG3，京都ジャンプＳ‐JG3，京都ハイジャンプ‐JG2
２着，阪神ジャンプＳ‐JG3 ２着，etc.

トーセンガラシャ（07牝 デュランダル）入着
トーセンスーリヤ（15牡 ローエングリン）５勝，函館記念‐G3，新潟大賞典

‐G3，新潟記念‐G3 ２着，美浦Ｓ，富良野特別，etc.，���１勝
マイネルフィエスタ（10牡 ＊シンボリクリスエス）障害３勝，京都ジャンプＳ‐JG3，

東京ジャンプＳ‐JG3 ２着，阪神ジャンプＳ‐JG3 ３着，小倉サマージャン
プ‐JG3 ３着（２回），�１勝��

マイネウェリナ（11牝 キングカメハメハ）��３勝�３勝�
クインズエキシート（12牡 ＊クロフネ）�２勝�１勝
レジェンダリー（13牡 アドマイヤムーン）�１勝
ミツカネプリンス（17牡 ＊キンシャサノキセキ）�２勝

３代母 ＊ユキグニ（86 USA芦 Caro）不出走
エムアイブラン（92牡 ＊ブライアンズタイム）12勝，武蔵野Ｓ‐Jpn3（２回），平安Ｓ

‐Jpn3，アンタレスＳ‐Jpn3，etc.，��入着２回���，種牡馬

４代母 ＊デリケートアイス（79 USA芦 Icecapade）USA５勝，ブラックアイドスーザ
ンＳ‐G2，アシュランドＳ‐G2 ３着，Schuylkill S２着，Anne Arundel H
３着
［孫］ チェインジフォラダラー Change Fora Dollar（92 牝 Silver Buck）US

A３勝，Jersey Jumper S，Salem County S，フリゼットＳ
‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲タニグチ牧場＝新冠町高江 �0146-47-3088
生 産 牧 場： ㈲タニグチ牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

88 テイエムブリランテ２０２１ �・黒鹿 ４／ ５

＊

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

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�ディープブリランテ ＊ラヴアンドバブルズテイエムブリランテ ＊ステートリードン

��
��
�フェリアード栗 2015 ＊ユキグニ

1s
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ティアラン（11鹿 ネオユニヴァース）��４勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
コジロウ（19牡鹿 エスポワールシチー）��１勝

２代母 ヴィクトリアルイゼ（05鹿 ＊シンボリクリスエス）入着４回
ゴルジ（13牡 ダノンシャンティ）��２勝
コスモロブロイ（15� ゼンノロブロイ）２勝，障害２勝，��出走���出走

３代母 ＊アタラマ（99 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・GER・USA２勝，Newbury Fill
ies' Trial S‐L ３着，Montrose Fillies S‐L ３着
ヒシポラリス（04牡 Point Given）４勝，小名浜特別，花見山特別
アッシュール（07牡 スペシャルウィーク）３勝
カシスウーロンCassis Oolong（09� キングカメハメハ）SIN６勝
ショウナンアーリー（13牡 アドマイヤムーン）��２勝
ディグアップセンス（14牡 ＊ストリートセンス）�５勝

４代母 リーガルポートレイトRegal Portrait（92 IRE 鹿 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）G
B出走
［子］ キングズアイヴォリー King's Ivory（97 牡 Lake Coniston）ITY10 勝，

P. Capannelle‐L ２着，P. Divino Amore‐L ３着

５代母 リーガルビューティRegal Beauty（81 USA黒鹿 Princely Native）GB出走
［子］ キングズシアター King's Theatre（91 牡 Sadler's Wells）GB・FR・IR

E・ITY・USA５勝，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，レイシ
ングポストトロフィ‐G1，クレイヴァンＳ‐G3，etc.，種牡馬

＊ハイエステイト（86牡 Shirley Heights）GB６勝，ロイヤルロッジＳ‐G2，
コヴェントリーＳ‐G3，ソラリオＳ‐G3，etc.，種牡馬

キングズロッホ King's Loch（89牡 ＊サーモンリープ）GB・FR・USA３
勝，Goodwood Foundation S‐L，Autumn S‐L ２着

［孫］ タラーシュ Talaash（97牡 Darshaan）GB・FR・GER２勝，G.P. de C
lairefontaine‐L，種牡馬

カルパネット Carpanetto（00 牡 ＊パントレセレブル）FR・IRE・USA２
勝，Ballyroan S‐L ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲千葉飯田牧場＝日高町富川西 �01456-2-1789
生 産 牧 場： ㈲千葉飯田牧場
飼 養 者： ㈲千葉飯田牧場＝日高町富川西 �01456-2-1789

89 ティアラン２０２１ 牡・鹿 ３／ ９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスティアラン ＊シンボリクリスエス

��
��
�ヴィクトリアルイゼ鹿 2011 ＊アタラマ

9b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ディクシーゴールド（05鹿 ゴールドアリュール）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（14）〕
アイドリームド（11牝栗 ＊タイキシャトル）��９勝
エスペランサリュウ（13牡鹿 ＊ベーカバド）１勝，八幡特別（芝 1200）３着，��１勝�
ヤシャジン（16牡鹿 ヴァーミリアン）�１勝
アラベスクパンシェ（18牝鹿 ＊ベーカバド）���１勝�２勝
ユイノイチゲキ（20牡栗 ＊ディスクリートキャット）�未出走

２代母 ディクシージャズ（99鹿 ＊トニービン）入着
アドマイヤプレミア（07牡 ＊クロフネ）２勝
レッドデイヴィス（08� アグネスタキオン）５勝，鳴尾記念‐G3，毎日杯‐G3，シ

ンザン記念‐G3，大阪―ハンブルクＣ‐L
レッドヴォーグ（09牝 ＊シンボリクリスエス）入着

ギャレット（19牡 ヴァンキッシュラン）��２勝�入着，若鮎賞，ジュニアＧ
Ｐ２着

ヒカルエリントン（10牡 ダイワメジャー）１勝，栗子特別２着，�３勝
レッドラヴィータ（11牝 スペシャルウィーク）３勝

マテンロウスカイ（19牡 モーリス）�１勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，あずさ賞３着
ソウルバード（12牝 マンハッタンカフェ）��４勝�１勝
ピッツィカート（13� ゼンノロブロイ）３勝，萬代橋特別，高雄特別２着，甲武特

別２着，�	出走�入着

３代母 ＊ディクシースプラッシュ（88 USA鹿 Dixieland Band）USA６勝，Audub
on Oaks‐L ２着，オークローンＢＣＨ‐G3 ３着，Pippin S‐L ３着
カラオクルス（98牡 ＊トニービン）２勝，山吹賞，��２勝
デルタブルース（01牡 ダンスインザダーク）５勝，菊花賞‐Jpn1，ステイヤーズＳ

‐Jpn2，etc.，AUS１勝，ＶＲＣメルボルンＣ‐G1，etc.，優父内
ドミネーター（07牡 ダンスインザダーク）１勝，彦島特別３着

４代母 オーシャンジュエルOcean Jewel（83 USA鹿 Alleged）不出走
［孫］ スパークリングビーム Sparkling Beam（10牝 Nayef）FR・USA７勝，クロ

エ賞‐G3，P. Isola Bella‐L，P. Jacques Laffitte‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲中館牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6107
生 産 牧 場： ㈲中館牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

90 ディクシーゴールド２０２１ �・鹿 ４／ ３

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤディクシーゴールド ＊トニービン

��
��
�ディクシージャズ鹿 2005 ＊ディクシースプラッシュ

3d
Mr. Prospector S4×S5 Nureyev M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ディスグラース（13黒鹿 ＊ワークフォース）入着２回，�１勝�入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
カッテミル（20牝鹿 トゥザグローリー）�未出走

２代母 アイスドール（03栗 ＊キャプテンスティーヴ）６勝，エニフＳ‐L，オアシスＳ
‐L ３着，紫苑Ｓ‐L ３着，花園Ｓ，etc.，��入着，クイーン賞‐Jpn3 ３着
マトリョーシカ（11牝 ＊クロフネ）３勝

ヴァシリエフスキー（18牝 ミッキーアイル）２勝，初茜賞３着
ヴィンテージドール（12牝 ＊ホワイトマズル）３勝
アイスシェルフ（17牡 ルーラーシップ）�２勝
コンソレーション（18牡 モーリス）�２勝
アイスジャイアント（19牡 ＊ダンカーク）�１勝，�１勝���，ＪＢＣ２歳優駿‐Jpn3

３代母 ビスクドール（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着
ジュモー（06牝 タニノギムレット）３勝

プロフェット（13� ＊ハービンジャー）２勝，京成杯‐G3，札幌２歳Ｓ‐G3 ２
着，白富士Ｓ‐L ３着，etc.

クラージュゲリエ（16牡 キングカメハメハ）２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２
歳Ｓ‐G3，日経新春杯‐G2 ３着，アンドロメダＳ‐L ２着，etc.

バトードール（07牡 ＊クロフネ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，端午Ｓ‐OP，etc.，
��２勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，etc.

オウケンビリーヴ（13牝 ＊クロフネ）５勝，�１勝��入着２回，クラスターＣ
‐Jpn3，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3 ２着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

４代母 ＊フェアリードール（91 USA栗 Nureyev）GB出走
［子］ トゥザヴィクトリー（96牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，エリザベス女王

杯‐Jpn1，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，
UAE入着，優古牝

［孫］ トゥザグローリー（07牡 キングカメハメハ）８勝，日経新春杯‐G2，日経
賞‐G2，京都記念‐G2，etc.，種牡馬

デニムアンドルビー（10牝 ディープインパクト）３勝，ローズＳ‐G2，フ
ローラＳ‐G2，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ＭＫアセット＝東京都港区 �03-5786-7566
生 産 牧 場： 能登 浩
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

91 ディスグラース２０２１ 牡・鹿 １／２５
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

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonディスグラース ＊キャプテンスティーヴ

��
��
�アイスドール黒鹿 2013 ビスクドール

＊フェアリードール 9f
Kingmambo S3×M4 サンデーサイレンス S3×M4 フェアリードールS3×M4
Nureyev S4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ツカサリボン（08栗 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ヒーローニシキ（17牡栗 スクリーンヒーロー）��１勝
ブライトデジール（19牡栗 ゼンノロブロイ）��２勝
ヤマショウパール（20牝黒鹿 ウインバリアシオン）�地方未出走

２代母 エターナルシャイン（99栗 ＊ノーザンテースト）出走
ダノンエターナル（04牡 ダンスインザダーク）入着，�２勝��
シュウボンバー（05牡 スペシャルウィーク）２勝，高田城特別
ワイキキブリーズ（07牝 ＊フレンチデピュティ）２勝

ニシノレバンテ（19牡 イスラボニータ）�２勝，福島２歳Ｓ‐OP ２着，黒松賞
レーザービーム（10牡 ジャングルポケット）�12 勝
スピリチュアル（13牝 キャプテントゥーレ）�１勝�入着�
エターナルフレイム（14� ＊フレンチデピュティ）４勝，���１勝
プリンセスブーケ（15牝 フリオーソ）入着２回，�１勝�

３代母 マークプロミス（92栗 トウシヨウボーイ）２勝，桃花賞，うぐいす賞２着
マークターミー（97牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，オーロラ特別，洞海湾Ｓ３着，

	
１勝
プロミストーク（98牝 ＊ジェイドロバリー）不出走

セイウンニムカウ（02牡 ＊カーネギー）２勝，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，アー
リントンＣ‐Jpn3 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，etc.

デンコウブルー（06牝 キングカメハメハ）出走
ウインヴォルケーノ（13牡 ＊ロージズインメイ）��17 勝，仙酔峡賞２着，
錦江湾賞２着，すみれ賞３着

リヴァプール（02牝 ダンスインザダーク）５勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３着，グリ
ーンＳ，金峰山特別，etc.
アースザスリー（10牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，石打特別，秩父特別３着，

野島崎特別３着，etc.
リュウグウヒメ（16牝 ルーラーシップ）１勝，織姫賞３着，��出走

ツルマルヤマト（07牡 ダンスインザダーク）入着６回，�３勝��入着２回，北上
川大賞典２着

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康 メイタイファーム
飼 養 者： ㈱吉永ファーム＝浦河町西舎 �0146-26-7347

92 ツカサリボン２０２１ 牡・栃栗 ５／１２

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスツカサリボン ＊ノーザンテースト

��
��
�エターナルシャイン栗 2008 マークプロミス

＊ヘザーランズ 1l
Mr. Prospector S4×M4 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 スラリーアイス（12黒鹿 オレハマッテルゼ）３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
クレスコジョケツ（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�１勝
サムイフレイバー（20牡栗 ＊ディスクリートキャット）�地方未出走

２代母 クレスコラブリー（00鹿 ＊アフリート）１勝
レインボーダンス（11牝 サイレントディール）�２勝�入着

３代母 メジロライリー（90鹿 ＊モガミ）３勝，カーネーションＣ‐OP ２着，房総特別，
新緑賞，潮来特別２着，ＴＶＫ賞２着，etc.
マイティシルバー（02牡 ＊フォーティナイナー）３勝，鶴ヶ城特別２着，フルーツラ

インＣ３着

４代母 メジロクインシー（81鹿 ＊フイデイオン）不出走
［子］ メジロモントレー（86牝 ＊モガミ）７勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，ＡＲ共和国杯

‐Jpn2，金杯‐Jpn3，etc.
メジロフェンディー（88牝 ホクトボーイ）４勝，五色沼特別
メジロスクエア（93牝 ＊モガミ）２勝，安房特別３着

［孫］ メジロアトラス（95� メジロマックイーン）６勝，金蹄Ｓ，丹沢Ｓ，etc.，
障害１勝，��入着，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着

［曾孫］ モーリス（11牡 スクリーンヒーロー）８勝，安田記念‐G1，天皇賞（秋）‐G1，
マイルＣｈＳ‐G1，etc.，HKG３勝，年代表，優短距，特別賞，種牡馬

ルーカス（15牡 スクリーンヒーロー）�１勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ２着，
フリーウェイＳ２着，節分Ｓ２着，etc.

ピッツバーグ（13� ダノンシャンティ）２勝，箱根特別２着，障害１勝，
�１勝�１勝

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

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

５代母 メジロボサツ（63栗 ＊モンタヴアル）９勝，朝日杯３歳Ｓ，サンスポ四歳牝馬
特別，函館記念，オークス２着，桜花賞３着，etc.，優２牝

販売申込者・所有者： ㈲信岡牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1602
生 産 牧 場： ㈲信岡牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

93 スラリーアイス２０２１ 牡・黒鹿 ３／ １

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�オレハマッテルゼ カーリーエンジェルスラリーアイス ＊アフリート

��
��
�クレスコラブリー黒鹿 2012 メジロライリー

＊デヴオーニア 10d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 テンテマリ（11黒鹿 スズカフェニックス）２勝，白河特別（芝 1200），鳥羽特別
（芝 1400）２着，�１勝�２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 テンイムホウ（02鹿 ＊ラムタラ）５勝，尾張Ｓ‐OP ３着，市川Ｓ，河北新報杯，
千葉日報杯，若鮎賞，etc.
テンツクテン（12牝 ステイゴールド）�４勝�入着３回
イチダイ（13牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，潮来特別，赤倉特別２着，高湯温泉特

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

南武特別２着，九十九里特別２着，etc.
タカンナ（17牝 スピルバーグ）�２勝
キヨラ（18牝 エピファネイア）�出走，�３勝，オパールＣ

３代母 ラッキーダイアリー（90鹿 ＊ジヤツジアンジエルーチ）２勝
スペシャルストック（99牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，横手特別２着，カトレア賞２

着，なにわＳ３着，etc.
ウインシンシア（03牝 ダンスインザダーク）３勝，チューリップ賞‐Jpn3 ３着，有

松特別，岡崎特別，etc.
ゼンノブレーメン（12牡 ＊ハービンジャー）２勝，国東特別

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

４代母 ダイナシユペール（82鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3，デイリー
杯３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，サファイヤＳ‐Jpn3 ３着，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着
［子］ レイニア（89牝 ＊スルーザドラゴン）２勝，野地特別３着
［孫］ ボールドエンペラー（95牡 ＊キンググローリアス）２勝，デイリー杯３歳

Ｓ‐Jpn2，日本ダービー‐Jpn1 ２着，神戸新聞杯‐Jpn2 ２着，etc.
コアレスタイム（98牡 ワカオライデン）３勝，��２勝�入着�，かきつ
ばた記念‐Jpn3 ３着，ＪＢＣマイル‐Jpn1 ４着，ＪＢＣスプリント
‐Jpn1 ５着，etc.

ドラゴンブリード（91牡 ＊スルーザドラゴン）２勝，若戸特別２着，喜多
方特別２着，木曽川特別３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

94 テンテマリ２０２１ �・黒鹿 ２／２１

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカフェニックス ＊ローズオブスズカテンテマリ ＊ラムタラ

��
��
�テンイムホウ黒鹿 2011 ラッキーダイアリー

＊カレンダーメイド 19b
Blushing Groom S3×M5 Northern Dancer S4×M5×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ディヴァインクレア（08鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（８）〕
コスモディヴァイン（14�鹿 ＊ワークフォース）�３勝�
ケイティシャイン（16牝鹿 ＊タートルボウル）��１勝
クレアトゥール（17牡鹿 トーセンジョーダン）��２勝
ハービンクレア（18牝鹿 ＊ハービンジャー）���出走�２勝
フィレンツェ（19牡鹿 ジャスタウェイ）�１勝

２代母 ペトラ（94鹿 ＊ヘクタープロテクター）３勝，鷹ケ峰特別，播磨特別２着，須
磨特別２着，播磨特別３着，宝ケ池特別３着
カイシュウタキオン（03牡 アグネスタキオン）４勝，福島ＴＶＯＰ‐L ３着，むらさ

き賞，ノエル賞，牡丹賞，アメジストＳ２着，etc.
ミッキーペトラ（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，弥生賞‐Jpn2 ２着，大阪―ハ

ンブルクＣ‐L ２着，青函Ｓ，但馬Ｓ，垂水Ｓ３着
ミッキーシャイン（09牡 ディープインパクト）１勝
ミッキードラマ（12牡 キングカメハメハ）１勝

３代母 ＊ドレスデン（88 IRE 鹿 Lomond）不出走

４代母 バークレアBurghclere（77 GB鹿 Busted）GB１勝
［子］ ＊ウインドインハーヘア（91牝 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカル

‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，etc.
カポディモンテ Capo Di Monte（82 牝 Final Straw）GB・FR・USA５
勝，ヴァインランドＨ‐G3，Pretty Polly S‐L，Virginia S‐L，etc.

［孫］ ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，
宝塚記念‐G1，日本ダービー‐Jpn1，etc.，年代表（2回），優３牡，
優古牡，種牡馬

ウインクリューガー（00牡 ＊タイキシャトル）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，
アーリントンＣ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，障害１勝，種牡馬

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

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

販売申込者・所有者： 土田農場＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3410
生 産 牧 場： 土田農場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

95 ディヴァインクレア２０２１ �・鹿 ３／１４

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアディヴァインクレア ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ペトラ鹿 2008 ＊ドレスデン

2f
Burghclere M4×M4 Lyphard S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 チャンスウィルカム（16栗 ＊ダンカーク）�入着３回
初仔

２代母 ＊チェンジユアセルフ（08 USA青鹿 Giant's Causeway）出走
ロンシャンドリーム（13牡 ＊ハービンジャー）�１勝�入着３回

３代母 ミリオンギフト（98鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
＊ミリオンセラーⅡ（06牝 A.P. Indy）USA４勝，Rosenna S
サンデイアフェアー Sunday Affair（07 牝 A.P. Indy）不出走

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

ヨークトン Yorkton（14牡 Speightstown）USA・CAN７勝，ボールドヴェン
チャーＳ‐G3（２回），Charlie Barley S，King Corrie S，etc.，種牡馬

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

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

Ｓ‐G3 ２着

４代母 ＊メイプルジンスキー（85 USA鹿 Nijinsky）USA５勝，アラバマＳ‐G1，モン
マスオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ４着
［子］ スカイビューティ Sky Beauty（90 牝 Blushing Groom）USA15 勝，エ

イコーンＳ‐G1，マザーグースＳ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，etc.
［孫］ テイルオヴエカティ Tale of Ekati（05 牡 Tale of the Cat）USA５勝，

ウッドメモリアルＳ‐G1，シガーマイル‐G1，ジェロームＨ‐G2，etc.，
種牡馬

プレザントホーム Pleasant Home（01牝 Seeking the Gold）USA５勝，
ＢＣディスタフ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，スピンスターＳ
‐G1 ２着，etc.

カントリーハイドアウェイ Country Hideaway（96牝 Seeking the Gold）
USA10 勝，ファーストフライトＨ‐G2（２回），ベッドオーロージズＨ
‐G3，ヴェイグランシーＨ‐G3，etc.

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

96 チャンスウィルカム２０２１ 牡・栗 ２／２５

＊

＊ 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

＊ Unbridled's Song

�
�
�
�
�

��
��

�ダンカーク Secret Statusチャンスウィルカム
＊ Giant's Causeway

��
��
�チェンジユアセルフ栗 2016 ミリオンギフト

＊メイプルジンスキー 1g
A.P. Indy S3×M4 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 スレバルナ（02鹿 ＊パラダイスクリーク）�１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（14）〕
アウラスター（06牡鹿 ＊キッケンクリス）１勝
アルドラ（09牝鹿 ＊マイネルラヴ）�10 勝�入着����，サラブレッド大賞典
（Ｄ2000），北日本新聞杯（Ｄ1700），プリンセスＣ（Ｄ1500）２着，兼六園ジュ
ニアＣ（Ｄ1400）２着，ダービーＧＰ（Ｄ2000）３着

フルド（10牝黒鹿 ＊マイネルラヴ）�１勝�
スピンムーブ（11牡黒鹿 スウィフトカレント）��３勝
フレンドピース（17牝鹿 ワールドエース）入着２回，��入着２回�入着３回��
タマモナセバナル（18牡栗 ワールドエース）障害１勝
フレンドプリンセス（19牝鹿 ワールドエース）��出走

２代母 ＊シャラニヤ（89 FR鹿 RainbowQuest）FR１勝
エルグランオンブレ（05牡 ＊ボストンハーバー）１勝

３代母 バルブラBarbra（69 FR黒鹿 Le Fabuleux）FR１勝
ボーヌ Beaune（74牝 Lyphard）FR４勝，P. de Saint‐Cyr，仏１０００ギニー‐G1

２着，サンタラリ賞‐G1 ２着，etc.
ベーリング Bering（83 牡 Arctic Tern）FR５勝，仏ダービー‐G1，オカール賞

‐G2，ノアイユ賞‐G2，etc.，種牡馬
バットマン Batman（75	 Sir Gaylord）FR15 勝，P. d'Alencon，P. Major F

ridolin，P. Herod２着，etc.，FR障害１勝
ビブリアBiblia（79 牝 Green Dancer）FR入着２回

ビブリーク Biblique（86牝 Saint Cyrien）FR・BEL４勝，Vase d'Or‐L，
P. des Haras‐L，P. Pierre Beauduin‐L，etc.

バナナピールBanana Peel（81 牝 Green Dancer）USA２勝
バランカ Balanka（92牝 Alzao）FR・USA２勝，Coupe du Fonds Europee

n de l'Elevage‐L，オペラ賞‐G2 ３着，クロエ賞‐G3 ３着
ベストチョイスBest Choice（88 牝 RainbowQuest）FR１勝

バルタザール Balthazar（98	 Alzao）FR４勝，バルブヴィル賞‐G3，P. Ri
ght Royal‐L，オカール賞‐G2 ３着

ビュリントン Bulington（92牡 Sicyos）FR11 勝，ヴィシー大賞‐G3，G.P. Anjou
Bretagne‐L，G.P. de Bordeaux‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 泊 仁史＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2576
生 産 牧 場： 泊 仁史
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

97 スレバルナ２０２１ �・鹿 ４／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアレス
＊

＊デインヒル

��
��
�サトノアマゾネス黒鹿 2014 Prawn Cocktail

＊ Irish River

�
�
�
�
�

��
��

�パラダイスクリーク North of Edenスレバルナ
＊ Rainbow Quest

��
��
�シャラニヤ鹿 2002 Barbra

7f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ソルトオブジアース（11栗 ＊アグネスデジタル）��２勝
〔産駒馬名登録数：３〕
コレオグラファー（20牡鹿 モーリス）�未出走

２代母 アシヤマダム（95鹿 ＊ラシアンルーブル）出走
ブイロッキー（00牡 ジェニュイン）３勝，ユニコーンＳ‐Jpn3 ２着，ベテルギウス

Ｓ‐L ３着，etc.，�入着���，名古屋優駿‐Jpn3 ３着，ジャパンＤダービ
ー‐Jpn1 ４着，ダービーＧＰ‐Jpn1 ５着

ガッサンルーブル（01牡 サクラバクシンオー）３勝，クリスマスローズＳ‐OP ２着，
江差特別２着，黒松賞３着

ローレルスパンカー（02牡 キングヘイロー）�３勝
マイネエムロード（03牝 ＊バチアー）１勝
ダイシンオレンジ（05牡 ＊アグネスデジタル）７勝，平安Ｓ‐G3，アンタレスＳ‐G3，

平安Ｓ‐G3 ２着，etc.，�入着２回����，名古屋大賞典‐Jpn3 ２着，
名古屋大賞典‐Jpn3 ３着，種牡馬

サムライジャパン（07牡 ネオユニヴァース）�８勝，ステイヤーズＣ，華月賞，ス
テイヤーズＣ２着，王冠賞２着

ブイアスカ（08牝 アドマイヤドン）�１勝�
ミスパイロ（14牝 ＊パイロ）３勝，小金井特別２着，舞浜特別３着
コーナスフロリダ（15牡 エスポワールシチー）�６勝�１勝��入着２回，兵

庫ダービー，ダービーＧＰ３着，西日本ダービー，園田ジュニアＣ，ゴー
ルドジュニア２着，etc.

ティアップロージズ（10牡 ＊ロージズインメイ）１勝
クインズリケサス（12牝 アドマイヤムーン）�１勝�３勝
エスプリロブ（14牡 ゼンノロブロイ）��６勝

３代母 キヤツトロンシヤン（78栗 ＊シヤトーゲイ）１勝
キャットオー（83牡 ＊フイデイオン）５勝，日光特別２着，頌春賞３着，立冬特別３着
メジロワース（85牡 ＊モガミ）６勝，マイラーズＣ‐Jpn2，八坂特別，etc.，障害 11

勝，中京障害Ｓ（３回）
メジロトーレンス（86牡 ＊フイデイオン）３勝，栗子特別３着
メジロリリー（90牝 ＊ベリフア）２勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，忘れな

草賞‐OP ２着

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

98 ソルトオブジアース２０２１ �・栗 ２／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawソルトオブジアース ＊ラシアンルーブル

��
��
�アシヤマダム栗 2011 キヤツトロンシヤン

＊レデイアリス 3f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ソルスティス（07芦 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（６）〕
マイネルエアダクス（11牡芦 ＊チチカステナンゴ）��１勝�入着
ポートカナベラル（13牝鹿 カンパニー）�１勝�
ジェイリー（17牝青鹿 ＊ロージズインメイ）���１勝
ゼニス（18牡芦 ＊パイロ）１勝，���１勝�１勝�
ハガクレ（19	芦 カレンブラックヒル）���１勝

２代母 シーセモア（98鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，カーネーション特別２着，あ
ずさ賞２着
ティンバーランド（04牝 ＊ティンバーカントリー）�４勝��，フロイラインＣ

ステファニーラン（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�６勝��，フローラ
ルＣ，リリーＣ，ヒダカソウＣ２着

スマイルジャック（05牡 タニノギムレット）５勝，スプリングＳ‐Jpn2，東京新聞
杯‐G3，関屋記念‐G3，日本ダービー‐Jpn1 ２着，安田記念‐G1 ３着（２回），etc.，
種牡馬

テーオーゼウス（08牡 タニノギムレット）１勝，障害１勝
スマイルゲート（09牝 タニノギムレット）１勝

ダディフィンガー（16牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝
アンスーリール（10牝 タニノギムレット）入着２回，
１勝�
シーノットラブユー（11牝 タニノギムレット）出走

アストロブレイク（17牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，大島特別３着
ホッコーハナミチ（18	 ホッコータルマエ）�３勝，インディアＴ，リボン賞３着

マイネルチャンプ（13牡 キングカメハメハ）入着，�３勝��入着

３代母 カイウンテンシ（87鹿 マルゼンスキー）４勝，頌春賞，猪苗代特別，岩室特別，
浦安特別２着，紅葉特別３着，etc.

４代母 ロマンギヤル（79鹿 ＊セントクレスピン）��出走
［子］ アエロプラーヌ（85牡 マルゼンスキー）��８勝�１勝�２勝，川崎記念，

ダービーＧＰ，東京王冠賞，etc.，種牡馬
クインズヒル（84牝 ＊ロイヤルスキー）２勝，カトレア賞２着，福寿草特
別３着

販売申込者・所有者： 中地 義次＝新冠町明和 �0146-49-5154
生 産 牧 場： 中地 義次
飼 養 者： オーシャンズランチ＝浦河町上向別 �080-5075-0405

99 ソルスティス２０２１ �・芦 ３／２２
＊

＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューソルスティス ＊サンデーサイレンス

��
��
�シーセモア芦 2007 カイウンテンシ

＊ビーハツピー 15a
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 トウカイミーロ（13鹿 ＊ワークフォース）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
サキホコレ（19牝青鹿 ＊キンシャサノキセキ）���入着�２勝

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

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

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

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

トウカイバイタル（10牡 キングカメハメハ）１勝，青島特別２着

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

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

トウカイテネシー（94牝 シンボリルドルフ）２勝，陸奥湾特別，高山特別２着，臥
牛山特別２着
トウカイメガミ（03牝 ＊サンデーサイレンス）入着
ロバートソンキー（17牡 ルーラーシップ）�３勝，神戸新聞杯‐G2 ３着，
長久手特別，御堂筋Ｓ３着

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

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

販売申込者・所有者： ㈲長浜牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2682
生 産 牧 場： ㈲長浜牧場
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

100 トウカイミーロ２０２１ 牡・黒鹿 ２／１８
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

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonトウカイミーロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�トウカイティアラ鹿 2013 トウカイナチユラル

＊星友 19b
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5 Sadler's Wells M4×S5
Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 ドナジュディス（14黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ネームヴァリュー（98鹿 Honour and Glory）４勝，��６勝，帝王賞‐Jpn1，
ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，エンプレス杯‐Jpn2 ３
着，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ４着，etc.，ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古馬
ピサノエミレーツ（05牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，フェアウェルＳ，丹沢Ｓ，箱

根特別，etc.，�１勝��入着，大井記念２着，せきれい賞
スマートヴァリュー（06牡 ＊ブライアンズタイム）��５勝
スマートアルティラ（07牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

スマートアルタイル（15牡 ＊ヘニーヒューズ）�５勝，天王山Ｓ‐OP，ブラッド
ストーンＳ，新涼特別２着，�入着，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ３着

ミーシャレヴュー（09牝 アグネスタキオン）入着３回，�２勝
フォレノワール（10牝 アグネスタキオン）１勝
ハッピーヴァリュー（11牝 ゼンノロブロイ）出走

ヘルメット（16牝 ＊タイキシャトル）３勝，シンガポールＴＣ賞
ゲンパチマイティー（17牡 スマートファルコン）�２勝，大須特別３着

３代母 ＊マジソンカウンティ（91 USA鹿 Seattle Slew）USA入着

４代母 スティールアキス Steal a Kiss（83 USA鹿 Graustark）USA４勝，シープス
ヘッドベイＨ‐G2，ラフィアンＨ‐G1 ２着，デラウェアＨ‐G1 ２着，マスケッ
トＳ‐G1 ２着，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着，etc.
［子］ ファイアークレスト Firecrest（98 牝 ＊サザンヘイロー）IND４勝，Gol

conda St. Leger‐LR ３着，Nizam's Gold Cup‐LR ３着
［孫］ ドゥーマDuma（10牝 Phoenix Tower）IND９勝，Sri Krishnaraja W

adiyar Memorial Trophy‐LR，New Year Cup‐L ２着，Mah
araja's Cup‐L ２着，etc.

ディクシーキスDixie Kiss（02 牝 Chimes Band）USA３勝，El Paso
Times H２着，La Fiesta H２着

［曾孫］ キスマイヘネシー Kiss My Hennessy（10� Roll Hennessy Roll）USA
11 勝，Copper Top Thoroughbred Futurity‐R，Rio Grande Sen
or Futurity‐R，Mt. Cristo Rey H‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-4070
生 産 牧 場： ㈲飛野牧場
飼 養 者： ㈲飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-4070

101 ドナジュディス２０２１ 牡・青鹿 ４／ １

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジドナジュディス Honour and Glory

��
��
�ネームヴァリュー黒鹿 2014 ＊マジソンカウンティ

19b
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 トラストネモフィラ（09黒鹿 タニノギムレット）��５勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ネモスフィレオ（18牡鹿 ＊バトルプラン）��１勝
ヴァラロス（19牡鹿 トゥザグローリー）���１勝

２代母 ビバムールフィユ（02黒鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
ハッピーメール（08牝 キングカメハメハ）出走

ラスベガスシチー（13牡 ＊カジノドライヴ）１勝，稲城特別３着
エッフェルスパーク（10牝 タニノギムレット）出走

ストロングキック（15牡 ストロングリターン）�２勝，北海優駿３着
ロンリーウーマン（13牝 メイショウサムソン）�１勝��入着２回��
サンノーマン（15牝 ＊キングズベスト）�１勝�

３代母 ＊ビバムール（92 IRE 黒鹿 Caerleon）２勝
ピースオブワールド（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，阪神ジュベナイルフィリー

ズ‐Jpn1，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝
モーニングコール（10牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，吾妻小富士賞３着，ＨＢ

Ｃ賞３着，かささぎ賞３着
ウォルフWolfe（15� ＊ノヴェリスト）AUS６勝，ＭＲＣクーンジーＨ‐G3，A

TC Australia Day Cup‐L ２着，ATC January C‐L ２着，etc.
インコントラーレ（19牡 ＊マクフィ）�１勝，オキザリス賞２着

ピサノバーキン（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
トシギャングスター（07牡 ＊クロフネ）４勝，ファルコンＳ‐G3 ２着，薫風Ｓ，

ポインセチア賞，etc.
サトノデプロマット（10� ＊ブライアンズタイム）４勝，船橋Ｓ，	３勝��入着

４代母 マフィティスMuffitys（82 IRE 鹿 Thatch）IRE３勝，Marble Hill S‐L
［子］ ＊ウェルシュマフィン（87牝 Caerleon）IRE・USA５勝，Phoenix 1000

Guineas Trial S‐L，Mint Julep H‐L ２着
［孫］ ＊タイキシャトル（94牡 Devil's Bag）10勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈ

Ｓ‐Jpn1（２回），etc.，FR１勝，ジャックルマロワ賞‐G1，優短距
（2回），年代表，優古牡，種牡馬

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

102 トラストネモフィラ２０２１ �・栗 １／２５
＊ 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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルトラストネモフィラ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビバムールフィユ黒鹿 2009 ＊ビバムール

4d
Roberto S4×M4 Nijinsky S4×M5 Hail to Reason S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ドンナモンダ（17栗 ダイワメジャー）不出走
初仔

２代母 ＊アンナモンダ（02 GER栗 Monsun）GB・FR・GER・ITY４勝，ヴィットリ
オディカプア賞‐G1，オイロパマイレ大賞‐G2，ヘンケルレネン‐G2

＊リリエンタール（07牡 Montjeu）４勝，札幌日経ＯＰ‐LR ３着，むらさき賞，日高
特別，水仙賞，ポプラＳ３着，etc.，FR２勝

モントリヒト（09牡 アグネスタキオン）３勝
アンナミルト（11牝 マンハッタンカフェ）５勝，佐世保Ｓ，岩室温泉特別
ステイウィズアンナ（14牝 ステイゴールド）１勝
アスクコンナモンダ（19牡 ダイワメジャー）�１勝

３代母 アナオヴキエフAnna of Kiev（90 GB栗 Salse）FR出走

４代母 アナマトルーシュカAnna Matrushka（84 GB栗 Mill Reef）不出走
［子］ アナーバ Annaba（93牝 In TheWings）GB・FR・ITY３勝，ロワイヤ

リュー賞‐G2，コンセイユドパリ賞‐G2，英ナッソーＳ‐G2 ３着
ポサリカ Pozarica（95 牡 RainbowQuest）GB・FR・UAE・SAU５勝，
ユベールドショードネイ賞‐G2，ベルトゥー賞‐G3，Coupe des
Trois Ans‐L，etc.，種牡馬

アナオヴサクソニー Anna of Saxony（89牝 Ela‐Mana‐Mou）GB・US
A４勝，パークヒルＳ‐G3，セントサイモンＳ‐G3 ２着，プリンセス
ロイヤルＳ‐G3 ２着，etc.

［孫］ ヘルメット Helmet（08 牡 Exceed And Excel）GB・AUS・UAE６勝，
ＡＴＣシャンペインＳ‐G1，ＡＴＣサイアーズプロデュースＳ‐G1，
ＭＲＣコールフィールドギニーズ‐G1，etc.，種牡馬

エポレット Epaulette（09 牡 ＊コマンズ）AUS５勝，ＢＲＣドゥームベン
１０，０００Ｓ‐G1，ＡＴＣゴールデンローズＳ‐G1，コールフィールド
ギニーズプレリュード‐G3，etc.，種牡馬

パールズ Pearls（12 牝 Exceed And Excel）AUS３勝，ＡＴＣティーロ
ーズＳ‐G2，ＡＴＣトーイショークオリティ‐G3，ＡＴＣゴールデン
ペンダント‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲登別上水牧場＝登別市来馬町 �0143-85-4077
生 産 牧 場： ㈲登別上水牧場
飼 養 者： 三橋ステーブル＝むかわ町米原 �080-6079-0954

103 ドンナモンダ２０２１ 牡・鹿 ２／ １
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケドンナモンダ
＊ Monsun

��
��
�アンナモンダ栗 2017 Anna of Kiev

7f
Northern Dancer S5×M5 Mill Reef S5×M5

価格： 購買者：



母 トチノスカーレット（10鹿 サムライハート）�２勝����，イノセントＣ
（Ｄ1200）２着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ヤマトタケル（16牡栗 フリオーソ）�５勝���入着２回
スカーレットハニー（19牝鹿 ダブルスター）���入着３回

２代母 アステリファスト（96鹿 ＊シャンハイ）�１勝�入着３回�
シャンハイファスト（01牝 ＊ヒシアリダー）�１勝

モエレジュンキン（07牡 ゴールドヘイロー）３勝，企救丘特別，八女特別２着，
豊前特別２着，etc.，�１勝�３勝，宝満山賞，水無月賞２着，etc.

オードリファース（02牝 ＊アジュディケーティング）��６勝�２勝�入着２回
ストームシグナル（03牡 マヤノトップガン）�10 勝	６勝
�入着２回
シェフドゥーヴァ（07牝 バブルガムフェロー）��１勝�入着２回
ソードテール（08� ＊グランデラ）�１勝��６勝
グラッドクライ（09牝 ＊キッケンクリス）�１勝��６勝�，ロジータ記念３着
ソニックジェット（11牝 ＊サウスヴィグラス）�９勝
アザミ（14牝 ヴァーミリアン）���６勝�３勝��入着２回
シナノシャンハイ（15牡 モエレプルトス）��１勝
キョウエイファスト（17牝 グランプリボス）���１勝

３代母 ノーザンホワイト（86芦 マルゼンスキー）不出走

４代母 フユノアダルト（76芦 ＊ラフインゴラ）�２勝
［子］ アラナスモンタ（84牡 ＊アラナス）��５勝，大井記念，帝王賞２着，川

崎記念２着，etc.
ワンモアギャル（89牝 トウシヨウボーイ）３勝，姫島特別
カリテルレデー（83牝 ＊カウアイキング）��10 勝，クイーンＣ，北関東
菊花賞３着

イーヒメ（82牝 ＊ゲイルーザツク）����６勝，三才優駿
［孫］ ビワセイハ（91牡 ＊ナスルエルアラブ）７勝，平安Ｓ‐Jpn3 ３着，リバー

サイドＳ‐OP，ギャラクシーＳ‐OP，etc.，障害１勝，��１勝
［曾孫］ カイシュウコロンボ（08牡 マンハッタンカフェ）５勝，北九州記念‐G3

３着，ディープインパクトＣ‐OP ３着，新春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

104 トチノスカーレット２０２１ 牡・栗 ２／ ７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�サムライハート エアグルーヴトチノスカーレット ＊シャンハイ

��
��
�アステリファスト鹿 2010 ノーザンホワイト

＊アストニシメント 7c
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 トーコージュエリー（13芦 ジャングルポケット）入着，�２勝
初仔

２代母 プラチナベール（05芦 アグネスタキオン）出走
スカイノフーサン（11牡 ＊シンボリクリスエス）�６勝�
マイネルグルマン（12牡 ＊スニッツェル）１勝，��３勝
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
メリス（18牝 ＊ロージズインメイ）��２勝

３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，etc.
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�

４代母 アンナエドAnna Edes（85 FR鹿 Fabulous Dancer）FR入着
［子］ アバティアール Abbatiale（95 牝 Kaldoun）FR３勝，ペネロープ賞‐G3，

P. Rose deMai‐L，仏オークス‐G1 ２着
［孫］ ボリショイバレエ Bolshoi Ballet（18 牡 Galileo）�GB・FR・IRE・US

A・HKG４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

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

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.

［曾孫］ 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 R
acing Club Classic‐L ２着，etc.

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

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

105 トーコージュエリー２０２１ 牡・芦 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアドミラブル ＊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 ＊ダンスチャーマートーコージュエリー アグネスタキオン

��
��
�プラチナベール芦 2013 ＊オーベルゲイド

8f
サンデーサイレンス S3×M4 トニービンM3×S4

価格： 購買者：



母 ＊トールディクイント（15 IRE 鹿 Sea The Stars）不出走
〔産駒馬名登録数：２〕
シゲルプレミアム（19牡黒鹿 キズナ）�出走
ピオニーシャルム（20牝栗 ダイワメジャー）�未出走

２代母 アクイラドリエンテ Aquila D'oriente（09 ITY鹿 Dubawi）ITY３勝，Cri
terium Aretuseo‐L，マリオインチーザ賞‐G3 ３着，Criterium Femminile
‐L ３着

３代母 ファノファディガ Fanofadiga（95 IRE 鹿 Alzao）ITY６勝
フィリファネジ Figli Fanesi（08 牡 Tiger Hill）FR・ITY５勝，P. Duca d'Aosta

‐L，P. Botticelli‐L，G.P. d'Italia‐L ２着

４代母 ギフトオヴザナイトGift of the Night（90 USA黒鹿 Slewpy）FR１勝，
P. Herod‐L ２着
［子］ ＊ファルブラヴ（98牡 Fairy King）１勝，ジャパンＣ‐G1，GB・FR・IRE

・ITY・USA・HKG12勝，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G1，ヨークイ
ンターナショナルＳ‐G1，etc.，種牡馬

ファットソタ Fattsota（08� Oasis Dream）GB・FR・ITY・UAE６勝，
James Seymour S‐L ３着，GB障害２勝

［孫］ プリテンド Pretend（11� Invincible Spirit）GB・UAE７勝，Hever
Sprint S‐L，チップチェイスＳ‐G3 ２着

フィウリン Fiulin（05� Galileo）GB３勝，Further Flight S‐L，N
oel Murless S‐L ２着，英ジョッキークラブＣ‐G3 ３着，GB障害１勝

ベッラノスタルジア Bella Nostalgia（12 牝 Raven's Pass）GB１勝，
Sandown Distaff S‐L ３着

［曾孫］ ファヌルピファー Fanoulpifer（11� High Chaparral）GB・ITY６勝，
P. Giuseppe deMontel‐L，カルロダレッシオ賞‐G3 ２着，P. E
manuele Filiberto‐L ３着

フィローナ Filona（10牝 Motivator）ITY入着７回，P. Vittorio Crespi
‐L ２着

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �090-3118-6091
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �090-3118-6091

106 トールディクイント２０２１ 牡・鹿 ３／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

＊

シーザスターズ Cape Cross

�
�
�
�
�

��
��

�Sea The Stars Urban Seaトールディクイント アクイラドリエンテ Dubawi

��
��
�Aquila D'oriente鹿IRE 2015 Fanofadiga

4i
Alzao S4×M4

価格： 購買者：



母 トップジョーンズ（17栗 ＊アイルハヴアナザー）不出走
初仔

２代母 ナイストップクイン（00青鹿 ダンスインザダーク）２勝
オタカラムスメ（07牝 ＊クロフネ）�３勝�４勝
ナイスカスケード（08牡 ＊フレンチデピュティ）入着，�１勝��入着
ナイスヘイロー（09牡 キングヘイロー）１勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着
ナイストップラン（10牡 ＊クロフネ）�２勝
バイガエシ（12牡 ジャングルポケット）４勝，洞爺湖特別，蓬莱峡特別，福寿草特

別，三木特別２着，２０１５ＷＡＳＪ第４戦２着，etc.
ナイスヴィグラス（13牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝���，イノセントＣ３着
ジュエアトゥー（14� ＊サウスヴィグラス）４勝，洲本特別３着，��１勝��	
ナンクルナイサー（15牝 ＊サウスヴィグラス）２勝
バラオブバーゼイ（19牝 ディーマジェスティ）��１勝�入着２回

３代母 ＊ゼルマジョーンズ（93 USA青鹿 Clever Trick）USA１勝
フィリアノ Filliano（98牝 Jamiano）USA入着２回

ロードキプリング Lord Kipling（03� Kipling）USA・CAN12勝，Manitoba D
erby‐L，Gallant Fox H‐L ２着，Coyote Lakes S２着，etc.

４代母 ＊アイドリームドアドリーム（87 USA鹿 Well Decorated）USA２勝
［子］ エアシャカール（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，皐月賞‐Jpn1，菊花

賞‐Jpn1，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，優３牡，種牡馬
エアデジャヴー（95牝 ＊ノーザンテースト）２勝，クイーンＳ‐Jpn3，オ
ークス‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.

［孫］ エアメサイア（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，秋華賞‐Jpn1，ローズ
Ｓ‐Jpn2，オークス‐Jpn1 ２着，etc.

エアソミュール（09牡 ジャングルポケット）10勝，毎日王冠‐G2，鳴尾記
念‐G3，白富士Ｓ‐L，etc.

エアシェイディ（01牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，キ
ャピタルＳ‐L，福島ＴＶＯＰ‐L，etc.，種牡馬

［曾孫］ エアスピネル（13牡 キングカメハメハ）�４勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，
富士Ｓ‐G3，京都金杯‐G3，etc.，��入着�

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

107 トップジョーンズ２０２１ �・鹿 ２／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンバラード
＊ Unbridled

��
��
�レディバラード黒鹿 2008 Angelic Song

＊ Flower Alley

�
�
�
�
�

��
��

�アイルハヴアナザー Arch's Gal Edithトップジョーンズ ダンスインザダーク

��
��
�ナイストップクイン栗 2017 ＊ゼルマジョーンズ

4r
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S4×M5

価格： 購買者：



母 ニシノマザーアース（07黒鹿 ＊ブライアンズタイム）入着２回
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（６）〕
マザーファンネル（12牝黒鹿 フサイチコンコルド）�２勝
ニシノベイオウルフ（15牡黒鹿 リーチザクラウン）１勝，障害２勝
グッバイガール（16牝黒鹿 カネヒキリ）２勝，西湖特別（Ｄ1600）２着，鋸山特別
（Ｄ1800）２着，ポプラ特別（Ｄ1700）２着

マターナルラヴ（17牝鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝
サノノイーグル（18牡黒鹿 ＊パイロ）�３勝��
サンドマン（19�栗 ＊シニスターミニスター）�未出走
マザオ（20牡黒鹿 インカンテーション）��入着

２代母 ＊ディフェンススペンディング（90 USA鹿 Spend a Buck）USA２勝
レランシナRelancina（99牝 Devil's Bag）PER２勝

レスバローサResbalosa（04牝 Privately Held）PER２勝
イシル Hizir（15 牡 Singe The Turf）�PER６勝，グスタヴォＰエウデベ
ルト賞‐G3，P. Batalla de Tarapaca‐L ２着，P. Laredo‐L ３着

ダヤニDayani（06 牝 Apprentice）PER４勝
ブラン Burhan（14牡 Minister's Joy）PER４勝，P. Carlos II Watson y E
duardo F. Watson‐L，P. Mario Manzur Chamy‐L，P. Luis Ola
echea Dubois‐L ２着

ファヘドジュニア Fahed Jr.（07 牡 Apprentice）PER７勝，ペルーダービー
‐G1，リカルドＯデセバジョス賞‐G1，P. Carlos II Watson y Eduardo F.
Watson‐L，P. Hipodromo de San Felipe‐L，ポージャデポトリジョ
ス‐G1 ２着

ラブストーリー Love Story（12 牝 Privately Held）PER３勝，P. Roberto A
lvarez Calderon Granados‐L

マイクワゾウスキーMikeWazowsky（16牡 Minister's Joy）�PER９勝，
P. EnriqueMartinelli Tizon‐L，コメルシオ賞‐G3 ３着，マリアノＩプ
ラド賞‐G3 ３着

ニシノナデシコ（04牝 ＊クロフネ）１勝，��２勝

３代母 バトルクリークガール Battle Creek Girl（77 USA鹿 His Majesty）USA３
勝，Polly Drummond S３着

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

108 ニシノマザーアース２０２１ 牡・栗 ４／ ７

＊

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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayニシノマザーアース
＊ Spend a Buck

��
��
�ディフェンススペンディング黒鹿 2007 Battle Creek Girl

12c
Ribot M5×M5 Flower Bowl M5×M5

価格： 購買者：



母 チェストケハーツ（13鹿 ハーツクライ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ブレイクザアイス（19牡芦 ＊ラニ）�入着２回
サンケイスマイル（20牝鹿 ＊ベストウォーリア）��出走

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

109 チェストケハーツ２０２１ �・黒鹿 ３／２７

＊

＊ 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チェストケハーツ
＊ In TheWings

��
��
�アーチスト鹿 2013 Grace Note

16b
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ピアンピアーノ（14鹿 マンハッタンカフェ）不出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ヤマタカフェイス（19牡青鹿 タニノギムレット）�出走
ハンデンメシアー（20牡鹿 パドトロワ）�未出走

２代母 ＊リキオリンピア（01 AUS鹿 ＊エンドスウィープ）�４勝��入着２回
タケルハヤテ（08牡 ＊オペラハウス）３勝，こけもも賞２着
ブルーオリンピア（09牡 ＊アジュディケーティング）��５勝
ダノンファイヤー（11� ディープインパクト）入着，�３勝
ブルレジーナ（15牝 ハーツクライ）２勝
ボナセーラ（16牡 ディープブリランテ）入着４回，���入着２回�２勝

３代母 オペラクイーンOpera Queen（95 USA鹿 Pleasant Colony）GB出走
オブヴィアスチョイスObvious Choice（04� Redoute's Choice）AUS６勝，

SRC Scone Cup‐L，BRC Sir Edward Williams H‐L ２着
オペレイショナルOperational（08� Tiger Hill）AUS９勝，Bunbury RC Bunb

ury C‐L ２着

４代母 カドーダミー Cadeaux d'Amie（84 USA栗 Lyphard）FR２勝，ヴァントー
賞‐G3 ３着，オマール賞‐G3 ３着
［子］ ハトゥーフ Hatoof（89 牝 Irish River）GB・FR・USA９勝，英１０００ギニ

ー‐G1，英チャンピオンＳ‐G1，ビヴァリーディＳ‐G1，etc.
アイリッシュプライズ Irish Prize（96� Irish River）FR・USA10 勝，シ
ューメイカーマイルＳ‐G1，サンマルコスＳ‐G2，ファイアクラッカ
ーＨ‐G2，etc.

［孫］ ピクタヴィア Pictavia（02 牝 Sinndar）GB・IRE・ITY・USA５勝，セ
レクトＳ‐G3，Drumtop S‐L，Hoppings S‐L，etc.

マプートMaputo（10� Cape Cross）GB・FR・IRE・UAE６勝，ロイ
ヤルホイップＳ‐G3，Glasgow S‐L，アルラシディヤ‐G2 ３着，
GB障害４勝

ディヴァインタスクDivine Task（98� Irish River）GB・UAE２勝，
ジェベルハッタ‐G3，Al Fahidi Fort‐L ２着，Burj Nahaar‐L
３着

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

110 ピアンピアーノ２０２１ 牡・鹿 ２／２６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジピアンピアーノ
＊

＊エンドスウィープ

��
��
�リキオリンピア鹿 2014 Opera Queen

25
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 トーセントルマリン（16黒鹿 ＊ノヴェリスト）��入着２回
初仔

２代母 アドマイヤキャロル（07黒鹿 スペシャルウィーク）入着４回，�１勝�１勝
トーセンアンタレス（15牝 ＊ヨハネスブルグ）�３勝�５勝
トーセンスプリント（17牡 トーセンジョーダン）��４勝�３勝

３代母 ＊チャールストンハーバー（98 USA鹿 Grindstone）USA出走
アシュレイリバー（04牝 Mr. Greeley）１勝

スマイル（16牡 ダイワメジャー）�４勝，迎春Ｓ，館山特別，長良川特別２着，etc.
アルマフォルト（17牡 ジャスタウェイ）�１勝，唐戸特別３着

カレンデイムーン（08牡 タニノギムレット）２勝，竹尾特別３着
カレンブラックヒル（09牡 ダイワメジャー）７勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，毎日王冠

‐G2，ＮＺトロフィー‐G2，etc.，種牡馬
レッドアルヴィス（11牡 ゴールドアリュール）５勝，ユニコーンＳ‐G3，欅Ｓ‐L，

すばるＳ‐L，etc.
モーゼス（13牡 ダイワメジャー）１勝，ひめさゆり賞３着

４代母 ペニーズヴァレンタイン Penny's Valentine（89 USA栗 Storm Cat）FR・I
TY・USA２勝，伊１０００ギニー‐G2 ３着
［子］ ペニーズゴールド Penny's Gold（97 牝 Kingmambo）FR・USA７勝，ボー

ルストンスパＨ‐G3，ジェニーワイリーＳ‐G3，クインシー賞‐G3，etc.
［孫］ ペニーズピクニック Penny's Picnic（10 牡 Kheleyf）FR５勝，クリテリ

ヨムドメゾンラフィット‐G2，エクリプス賞‐G3，P. La Fleche
‐L，etc.，種牡馬

ストレイトオヴザンジバル Strait of Zanzibar（09� Arch）GB・IRE・
UAE10 勝，El Gran Senor S‐L

ソリッドゴールド Solid Gold（15� ＊ロックオブジブラルタル）�SAF８
勝，バイアリータークＳ‐G3 ２着

ケイプサンブラス Cape San Blas（04� ＊ロイヤルアカデミーⅡ）USA
８勝，John Bullit S３着

マジックロベルタMagic Roberta（06 牝 Elusive Quality）USA１勝，
Mommy Dear S‐R ３着

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康 メイタイファーム
飼 養 者： ㈱吉永ファーム＝浦河町西舎 �0146-26-7347

111 トーセントルマリン２０２１ 牡・栗 ２／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonトーセントルマリン スペシャルウィーク

��
��
�アドマイヤキャロル黒鹿 2016 ＊チャールストンハーバー

25
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ナトゥーラ（10鹿 フジキセキ）�７勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
エドノテーラー（17牝鹿 シビルウォー）���４勝
ミトノラッキー（18牝黒鹿 トーセンジョーダン）���１勝
メイショウシヅキ（19牡鹿 ＊シンボリクリスエス）�出走
ヤマショウデリーヌ（20牝鹿 ＊シンボリクリスエス）��出走

２代母 ＊ストーミンウイニー（95 USA芦 Storm Cat）不出走
ラコンセイアント La Conseillante（04 牝 Elusive Quality）FR・USA３勝，P.

Aymeri de Mauleon‐L
ウォーエンヴォイWar Envoy（12牡 War Front）GB・FR・IRE・USA・BAR２

勝，英シャンペインＳ‐G2 ２着，レイルウェイＳ‐G2 ３着，Patton S‐L
２着，ラウンドタワーＳ‐G3 ３着，Rochestown S‐L ３着，種牡馬

ソイミモーサ Soy Mimosa（06牝 Grand Slam）ARG入着
サドゥー Sadhus（14 牡 Manipulator）�ARG６勝，独立記念日賞‐G3 ２着

テルザトゥルース（07牡 Yes It's True）１勝，�１勝���入着６回
ホレミンサイヤ（12牝 アドマイヤムーン）�２勝�４勝��，留守杯日高賞

３代母 ウィニングカラーズWinning Colors（85 USA芦 Caro）USA８勝，ケンタ
ッキーダービー‐G1，サンタアニタダービー‐G1，サンタアニタオークス‐G1，
Turfway Park H‐L，La Centinela S‐LR，etc.

＊ゴールデンカラーズ（93牝 Mr. Prospector）３勝，クイーンＣ‐Jpn3 ２着，フロ
ーラＳ‐OP，ひいらぎ賞
チアフルスマイル（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，キーンランドＣ‐Jpn3，

谷川岳Ｓ‐L，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
オーシャンカラーズOcean Colors（06 牝 Orientate）USA３勝，Mongo Quee

n S２着
シルヴァーカラーズ Silver Colors（07 牝 Mr. Greeley）GB出走

シルヴァーライド Silver Ride（12� Candy Ride）USA・CAN８勝，ヴォス
バーグＳ‐G1 ３着，King Cotton S‐L ３着，TomMetzen H. B. P. A.
Sprint S‐R ３着，etc.

＊エスキモーキセス（15牝 To Honor and Serve）USA３勝，アラバマＳ‐G1，
アシュランドＳ‐G1 ２着，フェアグラウンズオークス‐G2 ２着

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

112 ナトゥーラ２０２１ 牡・栗 ２／２１

＊

＊
＊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 ＊ミルレーサーナトゥーラ
＊ Storm Cat

��
��
�ストーミンウイニー鹿 2010 Winning Colors

23b
Storm Cat M3×S4 Caro M4×S5

価格： 購買者：



母 ナムラエンジェル（11栗 ＊サウスヴィグラス）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（５）〕
オウサムミニスター（17牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）�５勝
ライヴサファイア（19牝栗 コパノリッキー）�１勝

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

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

オアシスＳ‐L，欅Ｓ‐L，コーラルＳ‐L，etc.，�12 勝�入着��，種牡馬
ナムラジュエル（08牝 マーベラスサンデー）３勝，妙高特別，大阪スポーツ杯３着，

越後Ｓ３着，�１勝
ナムラタイショウ（10	 アドマイヤジャパン）
10 勝�２勝
ナムラココロ（12牝 ＊サウスヴィグラス）不出走

ナムラゴロー（18牡 ＊アジアエクスプレス）�６勝�１勝�入着��，土佐秋月
賞３着，ロータスクラウン賞３着

エストレーモシチー（16牡 レッドスパーダ）�３勝��

３代母 ＊ジャビラバ（89 CAN栗 Majestic Light）USA１勝
ハセノダンディ（01牡 ＊ラムタラ）３勝，檜山特別３着

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

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

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

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

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

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

113 ナムラエンジェル２０２１ 牡・栗 ４／ ４
＊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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターナムラエンジェル ＊アフリート

��
��
�ネクストタイム栗 2011 ＊ジャビラバ

1e
Mr. Prospector M4×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ナイキアクトレス（01鹿 ＊アフリート）��２勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：地方－７（56）〕
ナイキフェイラー（06牝栗 ＊カコイーシーズ）��３勝
ナイキアステップ（07牝黒鹿 ＊アジュディケーティング）��16 勝
ナイキスパークル（09牡鹿 スパイキュール）��11 勝�１勝�入着�
ナイキフェイム（10牡栗 サイレントディール）��６勝�２勝
ナイキアドヴァンス（11牡鹿 サムライハート）��10 勝
ナイキアフォード（12牡鹿 タイムパラドックス）��３勝
サノオーソ（16牡黒鹿 フリオーソ）�２勝��１勝・１勝�入着２回，ゴールドジ

ュニア（Ｄ1600）３着，金沢ヤングＣｈ（Ｄ1700）３着
エコロタイタン（19牡栗 コパノリッキー）���入着

２代母 ナイキアラモード（91青鹿 ＊スリルシヨー）��７勝
ナイキアディライト（00牡 ＊ディアブロ）��14 勝�，日本ＴＶ盃‐Jpn2，かしわ記

念‐Jpn2，帝王賞‐Jpn1 ２着，帝王賞‐Jpn1 ３着，かしわ記念‐Jpn1 ３着，etc.，
ＮＡＲ優３歳，ＮＡＲ優古馬，種牡馬

ナイキボルサリーノ（02牡 マヤノトップガン）��４勝
ナイキチャーミング（05牝 ＊ディアブロ）��３勝

３代母 シヤダイノラリーン（77黒鹿 ＊エルセンタウロ）出走
ミリオンプリンス（85牡 ＊ノーザンテースト）５勝，葵賞‐OP ３着，北摂特別，飛

梅賞，etc.，�２勝	４勝�入着２回
ミリオンオリンピア（86牝 ＊ノーザンテースト）６勝，東海Ｓ‐OP ３着，東大路Ｓ，

八坂特別，etc.
グレートリーフ（89牡 ＊パドスール）５勝，垂水Ｓ，etc.，障害６勝，京都大障害

（秋），東京障害特別（秋）
モガミビジン（92牝 ＊モガミ）２勝，苫小牧特別，千歳特別２着

４代母 ＊ギヤラントノラリーン（63 USA黒鹿 Gallant Man）USA２勝
［子］ イヴリンズタイム Evelyn's Time（73牝 Olden Times）USA７勝，Ba

lmoral H，Sixty Sails H２着，Lincoln Belles H２着
［孫］ スクラムダイナ（82牡 ＊デイクタス）３勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，皐月賞

‐Jpn1 ２着，日本ダービー‐Jpn1 ３着，etc.，優２牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 津田牧場＝新冠町明和 �080-5583-5454
生 産 牧 場： 津田牧場
飼 養 者： 津田牧場＝新冠町明和 �080-5583-5454

114 ナイキアクトレス２０２１ 牡・栗 ３／２７

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲
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�
�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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyナイキアクトレス ＊スリルシヨー

��
��
�ナイキアラモード鹿 2001 シヤダイノラリーン

＊ギヤラントノラリーン 1l
Mr. Prospector M3×S5

価格： 購買者：



母 ニシノアラモード（14黒鹿 リーチザクラウン）入着２回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
チャットムーン（18牡黒鹿 ハクサンムーン）��４勝
ザビッグマン（19牡鹿 ＊バトルプラン）��２勝

２代母 ニシノマザーアース（07黒鹿 ＊ブライアンズタイム）入着２回
ニシノベイオウルフ（15牡 リーチザクラウン）１勝，障害２勝
グッバイガール（16牝 カネヒキリ）２勝，西湖特別２着，鋸山特別２着，ポプラ特

別２着

３代母 ＊ディフェンススペンディング（90 USA鹿 Spend a Buck）USA２勝
ミサイルディフェンスMissile Defense（98 牝 Unbridled）USA入着３回

アジェイセント Adjacent（06 牝 Boundary）USA４勝，Owsley S３着
レランシナRelancina（99牝 Devil's Bag）PER２勝

レスバローサResbalosa（04牝 Privately Held）PER２勝
イシル Hizir（15 牡 Singe The Turf）�PER６勝，グスタヴォＰエウデベ
ルト賞‐G3，P. Batalla de Tarapaca‐L ２着，P. Laredo‐L ３着

アルポネロ Arponero（05牡 Apprentice）PER４勝，モンテリコ競馬場賞‐G2
３着，コメルシオ賞‐G3 ２着，ペルー馬主協会賞‐G3 ３着

ダヤニDayani（06 牝 Apprentice）PER４勝
ブラン Burhan（14牡 Minister's Joy）PER４勝，P. Carlos II Watson y E
duardo F. Watson‐L，P. Mario Manzur Chamy‐L，P. Luis Ola
echea Dubois‐L ２着

ファヘドジュニア Fahed Jr.（07 牡 Apprentice）PER７勝，ペルーダービー
‐G1，リカルドＯデセバジョス賞‐G1，P. Carlos II Watson y Eduardo F.
Watson‐L，etc.

プールファム Pour Femme（09牝 Apprentice）PER４勝，ポージャデポトラ
ンカス‐G1 ２着

ラブストーリー Love Story（12 牝 Privately Held）PER３勝，P. Roberto A
lvarez Calderon Granados‐L

マイクワゾウスキーMikeWazowsky（16牡 Minister's Joy）�PER９勝，
P. EnriqueMartinelli Tizon‐L，コメルシオ賞‐G3 ３着，マリアノＩプ
ラド賞‐G3 ３着

販売申込者・所有者： 棚川 祐志＝新ひだか町静内川合 �090-1522-0985
生 産 牧 場： 棚川 祐志
飼 養 者： 棚川 祐志＝新ひだか町静内川合 �090-1522-0985

115 ニシノアラモード２０２１ 牡・黒鹿 ３／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ディープインパクト
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＊ウインドインハーヘアダノンバラード
＊ Unbridled

��
��
�レディバラード黒鹿 2008 Angelic Song

スペシャルウィーク

�
�
�
�
�

��
��

�リーチザクラウン クラウンピースニシノアラモード ＊ブライアンズタイム

��
��
�ニシノマザーアース黒鹿 2014 ＊ディフェンススペンディング

12c
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S4×M5 Hail to Reason S5×S5×M5
Mr. Prospector S5×M5
価格： 購買者：



母 ヒシタイトル（09鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－４（５），地方－３（20）〕
ウィーバービル（13牡栗 ゴールドアリュール）２勝
サンマルタイトル（14牝栗 ハーツクライ）�11 勝
タケルライジング（16牡栃栗 ゴールドアリュール）１勝，��４勝��入着３回
サンマルブリランテ（17牝鹿 ディープブリランテ）��入着�４勝�１勝
インテグラルシチー（18牡栗 カレンブラックヒル）�１勝
ライヴアメシスト（19牝鹿 カレンブラックヒル）�１勝

２代母 ＊ヒシタエコ（94 CAN黒鹿 Chief's Crown）出走
ヒシアタランタ（99牝 ジェニュイン）２勝，火打山特別
ヒシエンジェル（03牝 サクラバクシンオー）入着３回，下北半島特別３着，�７勝
ヒシカツリーダー（04牡 フサイチコンコルド）６勝，根岸Ｓ‐G3 ２着，欅Ｓ‐L ３

着，ギャラクシーＳ‐L ３着，ジャニュアリーＳ‐OP，昇竜Ｓ‐OP，etc.，�６
勝�１勝��

３代母 ラストバード Last Bird（73 USA栗 Sea Bird）USA２勝
ワンラストバードOne Last Bird（80 牝 One for All）USA３勝，Colonia H

３着，Fresh Look S３着
マルコハMalcoha（92� ＊アフリート）USA24 勝，Parnitha S‐R，Ben

burb S‐R，Peninsula S‐R ２着，etc.
メラニーハズザペイパーズMelanyhasthepapers（01 牡 Game Plan）USA５

勝，Phil D. Shepherd S，オールアメリカンＨ‐G3 ２着，Forty‐Ni
ner H‐L ２着，etc.

ブラーヴォーオールBravo All（83 牝 One for All）不出走
ブレイヴパンチョ Brave Pancho（94� Pancho Villa）USA10 勝，Waller

County H，Shakertown S‐L ２着
ラストコーズ Last Cause（85牝 Caucasus）USA４勝，ミスグリジョＳ‐G3 ３着
ロアノーク Roanoke（87牡 Pleasant Colony）USA５勝，カリフォルニアンＳ

‐G1，ヤングアメリカＳ‐G2，Rushing Man S，etc.，種牡馬

４代母 パトラン Patelin（68 USA青 Cornish Prince）USA５勝，セリマＳ，スカイ
ラヴィルＳ，アルシバイアディズＳ，メイトロンＳ２着，スピナウェイＳ２着，etc.

販売申込者・所有者： 中村 雅明＝浦河町野深 �0146-27-4416
生 産 牧 場： 中村 雅明
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

116 ヒシタイトル２０２１ �・栗 ４／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスヒシタイトル
＊ Chief's Crown

��
��
�ヒシタエコ鹿 2009 Last Bird

23b
Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ヒシラスティ（08鹿 フサイチコンコルド）�７勝��
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ドゥリアリティ（15牝鹿 スターリングローズ）１勝
ユーセイハンター（16牡鹿 パドトロワ）�１勝

２代母 ＊ヒシバラード（00 USA青 Saint Ballado）不出走
ヒシクリッパー（04牝 ジャングルポケット）出走

クラウンアトラス（10� ネオユニヴァース）１勝，�２勝��，由布岳賞，開
聞岳賞３着，佐賀弥生賞３着

ヒシソロモン（06牡 キングカメハメハ）２勝
ヒシガーネット（10牝 マンハッタンカフェ）２勝，知立特別３着

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

＊ヒシシルバーメイド（99牝 Silver Deputy）１勝
アミカブルナンバー（09牝 ダイワメジャー）５勝，ターコイズＳ‐L ３着，雲雀

Ｓ，相模湖特別，etc.
アルピナブルー（10牝 フジキセキ）出走
カリオストロ（17牝 エイシンフラッシュ）３勝，橘Ｓ‐L，信越Ｓ‐L ２着，
万両賞

オーバーレイ（14牝 ダイワメジャー）�入着
ショウナンマッハ（19牡 ショウナンカンプ）�２勝，マーガレットＳ‐L ２
着，萌黄賞

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
［子］ ＊ヒシピナクル（96牝 Theatrical）４勝，ローズＳ‐Jpn2，秋華賞‐Jpn1

３着，紅梅Ｓ‐OP ２着，etc.
［孫］ スリープレスナイト（04牝 ＊クロフネ）９勝，スプリンターズＳ‐G1，Ｃ

ＢＣ賞‐G3，北九州記念‐Jpn3，etc.，優短距

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

117 ヒシラスティ２０２１ 牡・黒鹿 ２／２５
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Caerleon
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�フサイチコンコルド ＊バレークイーンヒシラスティ
＊ Saint Ballado

��
��
�ヒシバラード鹿 2008 ＊ヒシアマゾン

7f
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ヌレエフクイン（08鹿 ＊ストラヴィンスキー）�３勝�，九州ジュニアＧＰ
（Ｄ1500）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
シグラップバード Siglap Bird（13 牡鹿 ＊ベーカバド）入着２回，�２勝
グラシュー（14牝鹿 ディープスカイ）��１勝�入着２回
サイモンルグラン（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝

２代母 サンセットムーン（92鹿 ＊キャロルハウス）３勝
ワンモアバンクオン（98牡 ＊ノーザンテースト）５勝，大和特別，白百合Ｓ，フリー

ジア賞
トーセンザサン（00牝 ＊ジェイドロバリー）�４勝�入着���

トーセンジャガー（08牡 マンハッタンカフェ）５勝，スピカＳ，むらさき賞，
富里特別，姫島特別，初富士Ｓ３着

３代母 ダイナセレナード（79黒鹿 ＊エルセンタウロ）４勝，鷹取特別，愛宕特別
ムーンセレナード（87牝 ミスターシービー）４勝，北九州短距離Ｓ‐OP，野路菊Ｓ

‐OP ３着，ゆうすげＳ，etc.
リキセレナード（98牝 ＊ジェイドロバリー）２勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3，スイート

ピーＳ‐OP ２着，エルフィンＳ‐OP ３着
キングスレガリア（06牡 キングカメハメハ）２勝，デイリー杯２歳Ｓ
‐Jpn2 ３着，萩Ｓ‐OP ２着

カリビアンナイト（88牝 アスワン）１勝
ラリマー（02牝 ＊チーフベアハート）��７勝
ブラックオニキス（14牝 ブラックタイド）２勝，札幌２歳Ｓ‐G3 ２着，ク
ローバー賞‐OP，札幌日刊スポーツ杯３着

マキシマムデニール（91牝 ＊ノーザンテースト）不出走
ボードスウィーパー（01牡 ＊エンドスウィープ）８勝，霜月Ｓ‐L（２回），コーラ

ルＳ‐L ３着，ギャラクシーＳ‐L ３着，etc.
ノーザンセレナード（93牝 ＊ノーザンテースト）２勝

ラッシュストリート（05	 マーベラスサンデー）４勝，招福Ｓ，etc.，�１勝�
入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： 中前牧場＝日高町豊郷 �090-7646-8416
生 産 牧 場： 中前牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

118 ヌレエフクイン２０２１ �・鹿 ３／ 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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ストラヴィンスキー Fire the Groomヌレエフクイン ＊キャロルハウス

��
��
�サンセットムーン鹿 2008 ダイナセレナード

＊フリソデ A13
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ネーベルホルン（14黒鹿 Henrythenavigator）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ゲーン（19牡鹿 ロードカナロア）�地方未出走

２代母 ＊ニンフェアアルバ（07 IRE 黒鹿 Monsun）FR出走
サックフルオヴドリームズ Sackfullofdreams（13� ＊ロックオブジブラルタル）G

B・FR・IRE３勝，GB・IRE障害１勝
ロードルーツ（16牡 ロードカナロア）�１勝
ヴィトラス（18� ロードカナロア）��９勝

３代母 ネヌファーNenuphar（94 IRE 黒鹿 Night Shift）GER３勝，Dusseldorfe
r BMWPreis‐L
ナイトラグーンNight Lagoon（01牝 Lagunas）GER２勝，ヴィンターケーニギン賞

‐G3，Fruhjahrs‐Stuten Preis‐L ２着，Berberis‐Rennen‐L ２着
＊ノヴェリスト（09牡 Monsun）GB・FR・GER・ITY９勝，Ｋジョージ六世＆Ｑ

エリザベスＳ‐G1，サンクルー大賞‐G1，バーデン大賞‐G1，etc.，種牡馬
ヌンティウスNuntius（10 牡 Dalakhani）GER３勝，フィナンツグルペ賞‐G3

２着，Bavaria‐Preis‐L ２着
ニンフェアNinfea（11牝 Selkirk）GER１勝，Neue Bult Cup‐L ２着
ナヤラNayala（16 牝 Maxios）FR・GER２勝，G.P. der Burckhardt Me
tall Glas‐L ３着

ネメアンライオンNemean Lion（17� Golden Horn）�FR１勝，ショ
ードネイ賞‐G2 ２着

ネルドNerud（14牡 Bernardini）GER１勝，Dusseldorf Derby‐Trial‐L
２着

マジカルラグーンMagical Lagoon（19牝 Galileo）�GB・IRE２勝，リブル
ズデイルＳ‐G2，フレイムオヴタラＳ‐G3，Salsabil S‐L ２着

ナイトタンゴNight Tango（02牡 Acatenango）GER２勝，Dresdner Preis Der
Dreijahrigen‐L，Kolner Sommer Trophy‐L，独ダービー‐G1 ２着，
種牡馬

イリューミンド Illumined（16牝 Sea The Moon）GB２勝，Goodwood Found
ation S‐L ３着

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

119 ネーベルホルン２０２１ �・鹿 １／３０
＊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

ヘンリーザナヴィゲイター Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�Henrythenavigator Sequoyahネーベルホルン
＊ Monsun

��
��
�ニンフェアアルバ黒鹿 2014 Nenuphar

4r
Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ネーレーイス（17鹿 ＊ベーカバド）不出走
初仔

２代母 ネフェリン（12黒鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝�入着４回

３代母 ロッチラヴウインク（95鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝，チューリップ賞
‐Jpn3 ２着，桜花賞‐Jpn1 ４着
エフエロッチ（01牝 スペシャルウィーク）１勝

キクノレジェ（13牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，�１勝
スノードーナツ（14牝 ＊パイロ）２勝，はやぶさ賞３着

スマートフレンズ（03牡 ＊エンドスウィープ）１勝，�１勝
チェンリー（04牝 ＊スクワートルスクワート）�２勝��
スマートセントラル（05牡 マンハッタンカフェ）１勝，開成山特別
スマートクローザー（07牡 ジャングルポケット）入着，�８勝��
コルージャ（08� ＊ブライアンズタイム）４勝，嵯峨野特別，雅Ｓ２着，堺Ｓ２着，etc.，

�１勝

４代母 ロツチアイ（81栗 ＊フアバージ）�３勝
［子］ オースミロツチ（87牡 ＊アーテイアス）８勝，京都大賞典‐Jpn2，京都記

念‐Jpn2，宝塚記念‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬
カシマタイソン（86牡 ＊デイクタス）３勝，本栖湖特別，里見特別３着（２回）

５代母 ネバーロツチ（72栗 ＊ネヴアービート）１勝
［子］ ラツキーロード（79牡 ＊フアバージ）４勝，上賀茂特別，�１勝，建依別

特別３着
ナイスロッチ（88牝 ＊ナイスダンサー）１勝，ミモザ賞２着

［孫］ マヤノリバティ（01牡 マヤノトップガン）３勝，荒川峡特別，ゴールデン
ブーツＴ２着，皿倉山特別３着，etc.，�４勝

エアスムース（98牡 タマモクロス）３勝，錦秋特別２着，赤倉特別２着，
館山特別２着，etc.

ビーアウェイク（07牡 ＊グラスワンダー）障害１勝，東京ジャンプＳ‐JG3
３着

［曾孫］ コスモミッドウェイ（01牡 ＊スターオブコジーン）２勝，万代特別２着

販売申込者・所有者： 野島牧場＝日高町緑町 �01456-2-6557
生 産 牧 場： 野島牧場
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

120 ネーレーイス２０２１ 牡・青鹿 ４／１８
＊ 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

＊ Cape Cross

�
�
�
�
�

��
��

�ベーカバド Behkaraネーレーイス ＊シニスターミニスター

��
��
�ネフェリン鹿 2017 ロッチラヴウインク

＊クレイグダーロツチ 11c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ノーブルヴィサージ（12鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊マジェスティックラニア（02 IRE 栗 Giant's Causeway）不出走
シルクマイホーム（06牝 ＊ストーミングホーム）１勝
ガンマーバースト（07牡 スペシャルウィーク）５勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，etc.，��５勝，

勝島王冠，埼玉新聞栄冠賞，埼玉新聞栄冠賞２着，埼玉新聞栄冠賞３着，etc.
クリールマグナム（08� ＊クロフネ）１勝，��４勝
ヒルノアマランテ（16牡 マンハッタンカフェ）�１勝，�２勝

３代母 クリスタルリングCrystal Ring（88 IRE 鹿 Kris）GB１勝
カエサレアCaesarea（94牝 ＊ジェネラス）GER３勝

コリオラヌス Corriolanus（00� Zamindar）GB・GER・UAE・TUR・NOR
５勝，メルツェデスベンツ大賞‐G2 ３着，メツレル春季賞‐G3 ２着，ヘ
ッセンポカール‐G3 ３着

カテーラ Catella（96 牝 ＊ジェネラス）FR・GER・ITY・USA・UAE・HKG８勝，
エールドガス大賞‐G1，ゲルリンク賞‐G2，ヘニンガートロフィ‐G2，etc.
カプリス Caprice（03 牝 Monsun）FR・GER・USA４勝，ロバートＧディックメ

モリアルＨ‐G3，La Zanzara H，シープスヘッドベイＳ‐G2 ３着，etc.
リジーレッティ Lizzey Letti（98 牝 Grand Lodge）GB・GER２勝，Nereide‐R

ennen‐L
グランドトレジャーGrand Treasure（10 牝 Aussie Rules）FR・ITY２勝，

Criterium Femminile‐L，伊１０００ギニー‐G3 ２着，P. Eupili‐L
２着，etc.

リングオヴエスティームRing of Esteem（99牝 Mark of Esteem）不出走
ティンシュ Tinshu（06牝 ＊ファンタスティックライト）GB10勝，Quebec S

‐L，Magnolia S‐L ２着，Winter Derby Trial S‐L ２着
クリスタルクワイアCrystal Choir（00 牝 Singspiel）GB出走

コルセール Corsaire（06 牝 Anabaa）AUS２勝，MRCQuezette S‐L，
MRCMerson Cooper S‐L，ＭＲＣブルーダイアモンドプレリュードＦ
‐G3 ２着

デボネアリーDebonairly（14 牝 ＊スニッツェル）AUS４勝，Scone RCWoo
dlands S‐L

販売申込者・所有者： 中田 浩美＝新ひだか町静内川合 �090-3111-1456
生 産 牧 場： 中田 浩美
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

121 ノーブルヴィサージ２０２１ �・黒鹿 ４／２１

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュノーブルヴィサージ
＊ Giant's Causeway

��
��
�マジェスティックラニア鹿 2012 Crystal Ring

21a
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ドンプリムローズ（13黒鹿 ゴールドヘイロー）�８勝�入着���，ロータスク
ラウン賞（Ｄ1800），九州ダービー栄城賞（Ｄ2000），ル・プランタン賞（Ｄ1800），
花吹雪賞（Ｄ1800），カペラ賞（Ｄ1400），etc.
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
プリムラプリムラ（19牝鹿 ハタノヴァンクール）��１勝

２代母 ヴィジョンサクラ（99黒鹿 ウイニングチケット）�２勝�５勝
エンデバーマンボ（07牡 ＊アジュディケーティング）�３勝�入着�，九州ジュニア

Ｃｈ２着
カネトシロバスト（09牝 マーベラスサンデー）	５勝�７勝
リョウランヒーロー（14牡 カネヒキリ）４勝，２０１９ＹＪＳＦＲ中山２戦，�
１勝���
キタノシャガール（15牡 フリオーソ）��５勝�１勝��４勝�１勝�	入着９回

３代母 サンフラワーマミー（86黒鹿 ＊ダイアトム）３勝，兵庫特別
マミーランラン（93牝 ＊ダイヤモンドショール）１勝，れんげ賞２着，りんどう賞３着
エイシンワンサイド（95牡 ＊ダンシングブレーヴ）１勝，障害３勝，新潟ジャンプＳ

‐JG3，�５勝

４代母 ムーンフアイアー（75鹿 ＊ボンモー）出走
［子］ ワンダーレッスル（87牡 ＊ノーザンアンサー）６勝，ＴＶ愛知賞‐OP，野

路菊Ｓ‐OP ２着，鴨川特別，etc.
チェリーイチオー（81牡 ＊ダイアトム）４勝，久慈川特別，熱田特別２着，
穂高特別３着，etc.

［孫］ スターシービー（95牝 ミスターシービー）��10 勝，エメラルドＣ，エメ
ラルドＣ２着

５代母 ＊フアーデイスタンス（59 IRE 鹿 ＊ガーサント）GB１勝
［子］ ムーンサイアー（71牡 ＊ダイハード）８勝，小倉記念２着，セプテンバー

Ｓ，サマーＨ（２回），etc.
ムーンオーザ（66牡 ＊ヒンドスタン）３勝，ひなぎく賞
ムーンガレツト（67牝 ＊ヒンドスタン）６勝，下呂特別

［孫］ フアイブクレスピン（72牡 ＊セントクレスピン）３勝，三里塚特別
ムーンヘルパー（81牡 タケシバオー）２勝，呉竹賞

販売申込者・所有者： ㈱タツヤファーム＝新ひだか町三石本桐 �080-1899-0840
生 産 牧 場： ㈱タツヤファーム
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

122 ドンプリムローズ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１１

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドドンプリムローズ ウイニングチケット

��
��
�ヴィジョンサクラ黒鹿 2013 サンフラワーマミー

＊フアーデイスタンス 9c
Seeking the Gold S3×M4 Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 パフュームボム（11鹿 ＊プリサイスエンド）３勝，障害１勝
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 ジェミーブロッサム（00青鹿 Wild Again）１勝
アドニスラモーサ（06牝 アグネスタキオン）��２勝
テンゲントッパ（08牡 キングヘイロー）２勝，三国特別２着，三条特別２着
パーティブロッサム（09牝 キングヘイロー）２勝
シンコーマーチャン（14牡 キングヘイロー）３勝，��７勝�入着３回
ナナカマドカ（16牝 カネヒキリ）��９勝

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

奥の細道特別２着，etc.

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

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

スカンディナヴィア Scandinavia（02 牡 Fusaichi Pegasus）GB・IRE・
USA１勝，ロイヤルロッジＳ‐G2 ２着，種牡馬

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

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

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

販売申込者・所有者： 富本 茂喜＝新冠町新和 �0146-47-5063
生 産 牧 場： 富本 茂喜
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

123 パフュームボム２０２１ 牡・黒鹿 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyパフュームボム Wild Again

��
��
�ジェミーブロッサム鹿 2011 ＊パレイシャルアフェア

9b
Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 パーカーズミル（11鹿 Street Cry）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ドラジュワール（16牝鹿 ＊キングズベスト）�４勝�
ルブタン（18牝鹿 ネオユニヴァース）��１勝�
ラッキーライズ（19牝栗 コパノリッキー）��１勝�，のじぎく賞（Ｄ1700）３着，

兵庫クイーンセレクション（Ｄ1400）３着

２代母 ＊シンバルⅡ（05 IRE 鹿 Singspiel）FR・GER４勝，Nereide‐Rennen‐L，
G.P. du Lion d'Angers‐L ２着
ライル Layl（10 牡 Street Cry）GB・UAE３勝，アルマクトゥームチャレンジＲ１

‐G2 ２着，ブルジナハール‐G3 ３着，Dubai Creek Mile‐L ３着
シゲルシチフクジン（12牝 ＊ストーミングホーム）１勝，��８勝��１勝
ダイム（19牝 オルフェーヴル）�１勝，恵山特別２着

３代母 ヴァルダラ Valdara（91 GB鹿 Darshaan）FR１勝，レゼルヴォワール賞
‐G3 ３着
ヴァレリアValleria（96 牝 Sadler's Wells）IRE 入着

ハッカル Hakkar（07 牡 Halling）TUR５勝，Celal Bayar‐L，Jockey Cl
ub of Turkey C‐L，Turkish St. Leger‐L，etc.，種牡馬

ガリパンGaliphan（11牡 Halling）TUR８勝，Fetih S‐L，Ismet Inonu
S‐L ２着，Buyuk Taarruz S‐L ２着，etc.

ムーシャメールMusha Merr（98 牡 Sadler's Wells）GB・FR・UAE・SAU２勝，
Michael Seely Memorial Glasgow S‐L，Al Rashidiya‐L，種牡馬

クイーンズカラーズQueen's Colours（99 牝 RainbowQuest）FR・IRE２勝
シリンダービーチ Cylinder Beach（12	 Showcasing）AUS６勝，ＢＲＣガ

ンシンドクラシック‐G3，BRC Bernborough H‐L，Tatts QLD Rec
ognition S‐L，etc.

ヴィクトリーエイト Victory Eight（13	 Nadeem）�AUS11 勝，SCTCW
ayneWilson S‐L

オファーOffer（09	 Montjeu）IRE・AUS８勝，ＡＴＣシドニーＣ‐G1，ＡＴＣ
チェアマンズＨ‐G2，ＢＪＣベンディゴＣ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 土田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3478
生 産 牧 場： 土田ファーム
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

124 パーカーズミル２０２１ �・鹿 １／２９
＊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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

ストリートクライ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�Street Cry Helen Streetパーカーズミル
＊ Singspiel

��
��
�シンバルⅡ鹿 2011 Valdara

5h
Halo S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 バオバブ（13芦 ＊クロフネ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
バオバブスピリット（19牝青鹿 シルバーステート）�入着３回

２代母 アフレイタス（99鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ギャラントブーボ（06牡 マヤノトップガン）�２勝��
エトピリカ（07牝 キングカメハメハ）４勝，医王寺特別，小郡特別２着，彦根Ｓ３

着，豊橋特別３着
ディアボレット（15牝 ディープブリランテ）２勝，豊栄特別３着，紫川特別３着
スキップ（16牡 ＊ロージズインメイ）�２勝，仲春特別２着，別府特別３着，鷹

ケ峰特別３着，千種川特別３着
ヒバリ（17牝 エピファネイア）２勝，筑紫特別，さわらび賞２着

ストロングワールド（15牡 ＊キングズベスト）�２勝
ミラクル（18牝 エイシンフラッシュ）�２勝

３代母 ＊リボーズシークレット（93 IRE 鹿 ＊デインヒル）GB・IRE・USA２勝，プリンセ
スマーガレットＳ‐G3 ２着，セニョリータＳ‐G3 ３着，レイルウェイＳ‐G3 ３着
テオフィルス（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，八重桜賞，��１勝
シークレットルーム（01牝 ＊タイキシャトル）２勝，伊万里特別２着

クラーベセクレタ（08牝 ＊ワイルドラッシュ）�３勝��９勝�，クイーン賞
‐Jpn3，クイーン賞‐Jpn3 ２着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着，etc.，
ＮＡＲ優３牝

４代母 グリムGlim（84 USA鹿 Damascus）USA出走

５代母 グリスクGlisk（72 USA鹿 Buckpasser）USA３勝
［子］ ＊グロウ（83牡 Northern Dancer）USA４勝，サラナクＳ‐G2，Maryla

nd Turf S‐LR，セクレタリアトＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ラストラ Lustra（85 牡 Danzig）USA５勝，Thanksgiving H‐L，種牡馬

［孫］ レラートデルガート Relato Del Gato（01牡 Tale of the Cat）USA９
勝，Phoenix Gold C‐L，モーヴィックＨ‐G3 ２着，Pirate's B
ounty H‐R ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 中脇 栄＝浦河町東幌別 �0146-28-2515
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

125 バオバブ２０２１ 牡・芦 ２／２０

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューバオバブ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アフレイタス芦 2013 ＊リボーズシークレット

1s
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 パトリオット（09黒鹿 デュランダル）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ユキネエ（17牝黒鹿 カレンブラックヒル）��２勝�１勝
バーンユアブリッジ（19牝黒鹿 コパノリッキー）�未出走

２代母 エンドレスウェルズ（01鹿 ＊エンドスウィープ）不出走
バブルガムエンド（05牝 バブルガムフェロー）入着，�３勝��
ゲシュタルト（07牡 マンハッタンカフェ）２勝，京都新聞杯‐G2，オールカマー

‐G2 ２着，スプリングＳ‐G2 ２着，ＡＪＣＣ‐G2 ３着，中日新聞杯‐G3 ２
着，etc.，�１勝

ベルメール（12牝 ハーツクライ）１勝，�１勝�

３代母 フサイチカツラ（91鹿 Sadler's Wells）４勝，メイＳ‐OP ２着，ＴＶ愛知Ｏ
Ｐ‐OP ３着，難波Ｓ，睦月賞，兵庫特別２着，etc.
タイムウィルテル（00牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，タ

ーコイズＳ‐L ２着，紫苑Ｓ‐L ２着，etc.
パッシフローラ（09牝 ディープインパクト）２勝，横津岳特別，三春駒特別３着
マジックタイム（11牝 ハーツクライ）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，ターコイ

ズＳ（重賞）‐L，府中牝馬Ｓ‐G2 ２着，etc.
クロノメーター（17牡 ゴールドシップ）�３勝，鷹巣山特別，黄梅賞，芦ノ湖

特別２着

４代母 ＊クリスザレディー（84 IRE 鹿 Kris）ITY４勝，P. Verziere‐L，P. Archida
mia‐L ２着，P. Mottalciata‐L ２着，ナターレディローマ賞‐G3 ４着
［子］ クリスザブレイヴ（94牡 ＊ノーザンテースト）９勝，富士Ｓ‐Jpn3，京成

杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，関屋記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
ムーンバレイ（01牡 ＊フォーティナイナー）１勝，�21 勝�入着���，名
古屋大賞典‐Jpn3 ２着，サマーＣｈ‐Jpn3 ３着，名古屋記念，etc.

パシャシー（93牡 ＊ノーザンテースト）３勝，日田特別
［孫］ オースミスパーク（05牡 アドマイヤベガ）６勝，小倉大賞典‐G3，大阪城

Ｓ‐L ３着，リゲルＳ‐OP ３着，etc.
ナリタスパーク（04牡 ナリタトップロード）１勝，合馬特別２着，九重特
別２着

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

126 パトリオット２０２１ �・黒鹿 １／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセスパトリオット ＊エンドスウィープ

��
��
�エンドレスウェルズ黒鹿 2009 フサイチカツラ

＊クリスザレディー 13e
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊パラダイスコースト（06 USA黒鹿 Fusaichi Pegasus）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－７（13）〕
サンバノリズム（11牝鹿 ＊スタチューオブリバティ）��５勝
グランデサムライ（12牡青鹿 サムライハート）３勝
バカラスクイーズ（13牡鹿 ＊カジノドライヴ）�１勝�１勝�入着
ブラックトリュフ（14牝黒鹿 トーセンホマレボシ）�１勝�入着６回�
シゲルクロマメ（15牡鹿 ゴールドアリュール）�１勝
イーストコースト（16牡黒鹿 ブラックタイド）��２勝
グラムロック（17�鹿 ゼンノロブロイ）�１勝
ピノティートン（18牡鹿 ネオユニヴァース）	��入着２回
カリスマパラダイス（19牝鹿 イスラボニータ）	��１勝

２代母 マルーチドールMaroochydore（01 IRE 鹿 ＊デインヒル）IRE２勝，Silver
Flash S‐L
グーラゴングGoolagong（07牝 Giant's Causeway）GB１勝
マークスマンシップMarksmanship（08 牡 Galileo）GB・FR・IRE・AUS４勝，Ｇ

ＲＣジャロングＣ‐G3 ２着，ＶＲＣザバートカミングズＳ‐G3 ２着，バリー
ローンＳ‐G3 ２着，MRCHeatherlie S‐L ３着

ゴッデスオヴラヴGoddess of Love（10牝 Galileo）IRE１勝
モデルModel（15 牝 Mastercraftsman）GB・FR１勝，P. Six Perfections

‐L ２着
マーロボブMarobob（14牝 Big Bad Bob）	FR４勝

３代母 ビラヤBiraya（88 GB鹿 Valiyar）不出走
ベルリオーズ Berlioz（96 牡 Dolphin Street）GB・GER・UAE１勝，Somervill

e Tattersall S‐L ２着
ボウマンズクロッシング Bowman's Crossing（99� Dolphin Street）GB・IRE・

HKG・SIN４勝，香港マイル‐G1 ２着，シンガポール国際Ｃ‐G1 ３着（２回），
International Cup Trial‐L ２着，etc.

４代母 イルディズラルYldizlar（84 GB鹿 Star Appeal）GB１勝
［子］ ＊イールディス（89牝 Be My Guest）GB３勝，Ballymacoll Stud S‐L

２着

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

127 パラダイスコースト２０２１ �・鹿 ２／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

＊

フサイチペガサス Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Fusaichi Pegasus Angel Feverパラダイスコースト マルーチドール ＊デインヒル

��
��
�Maroochydore黒鹿USA 2006 Biraya

8c
Halo S4×M5 Danzig M4×M4

価格： 購買者：



母 バラブシュカ（12栗 ＊ブレイクランアウト）１勝，��３勝・２勝�入着��，ノ
ースクイーンＣ（Ｄ1800）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
サンウイング（20牡栗 ゼンノロブロイ）��出走

２代母 エストレーラ（06黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
ラガースウィフト（14牝 ネオユニヴァース）�１勝
ムーンケリー（15牡 アドマイヤムーン）���８勝�１勝
テゾーロミオ（17牝 ローズキングダム）�２勝��１勝

３代母 ＊ゼンノシチョウ（95 USA黒鹿 Woodman）４勝，天王山特別２着，久多特別
２着，知多特別２着
ゼンノベラーノ（07牡 ＊フレンチデピュティ）５勝，すばるＳ‐L ２着，ジャニュア

リーＳ‐OP ２着，アクアラインＳ，etc.

４代母 ジャストジュリエット Just Juliet（82 USA黒鹿 What a Pleasure）USA１勝
［孫］ ジャストワンダー Just Wonder（00 牡 Hernando）FR・USA４勝，シネ

マＢＣＨ‐G3，Ascot H‐L，チャールズホイッティンガムメモリ
アルＨ‐G1 ３着，etc.

ジャストタイム Just Time（98牡 Emperor Jones）FR・GER３勝，Eu
ropa‐Sprint‐L，Kolner Sprint Preis‐L ２着

ジャストクイーン Just Queen（03牝 Dansili）FR・GER入着２回，P.
Saraca‐L ２着

［曾孫］ ジャストウイン Just Win（13牝 Mamool）FR１勝，P. Volterra‐L
３着

５代母 マイジュリエットMy Juliet（72 USA黒鹿 Gallant Romeo）USA24 勝，ヴ
ォスバーグＨ‐G2，ミシガンマイルアンドワンエイスＨ‐G2，コティリオンＳ
‐G2，テストＳ‐G3，ヴェイグランシーＨ‐G3，etc.
［子］ ＊ステラマドリッド（87牝 Alydar）USA６勝，エイコーンＳ‐G1，フリゼ

ットＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1，etc.
ティズジュリエット Tis Juliet（86 牝 Alydar）USA３勝，シュヴィーＨ
‐G1，エイグリームＨ‐G2 ３着，シルヴァーベルズＨ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： アリドメトレーニングファーム＝新冠町朝日 �090-7652-0561
生 産 牧 場： トモファーム
飼 養 者： アリドメトレーニングファーム＝新冠町朝日 �090-7652-0561

128 バラブシュカ２０２１ �・鹿 ３／１２

＊

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

＊ Smart Strike

�
�
�
�
�

��
��

�ブレイクランアウト ＊キューバラブシュカ ＊シンボリクリスエス

��
��
�エストレーラ栗 2012 ＊ゼンノシチョウ

6a
Mr. Prospector S4×M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊パドックシアトル（14 ARG鹿 Seattle Fitz）ARG４勝，ラモンビアウス賞‐G2，
ディエゴホワイト賞‐G3，ラプラタオークス‐G1 ３着，イグナシオ＆イグナシオ
Ｆコレアス賞‐G2 ２着，ビセンテＬカサレス賞‐G2 ２着，etc.
初仔

２代母 カッパドキアガルチCapadocia Gulch（06 ARG栗 ＊サンダーガルチ）ARG４勝
カポライCapo Rye（12牡 Catcher In The Rye）ARG２勝
ドシルシアトルDocil Seattle（13 牝 Seattle Fitz）ARG１勝
カパンガシアトル Capanga Seattle（15 牡 Seattle Fitz）ARG４勝，ペドロゴエナ

ガ賞‐G2，ブエノスアイレス馬主協会賞‐G3
リトモカパンガRitmo Capanga（16牡 Remote）�ARG２勝
カピタルクラフCapital Craf（17 牡 Mastercraftsman）�ARG１勝
カッパドキアリムCapadocia Rim（19牝 Remote）�ARG２勝

３代母 シアパレイド Cia Parade（00 ARG黒鹿 Parade Marshal）ARG４勝，アル
トゥーロＲブルリッチ賞‐G2，ラモンビアウス賞‐G2，ロスアラス賞‐G2 ３着，
フェデリコデアルベアル賞‐G3 ２着
シアトップ Cia Top（09牡 Giant's Causeway）ARG４勝，フォルリ賞‐G2 ３着，

ブラジル連邦共和国賞‐G3 ３着
チャペルシアトル Chapel Seattle（14 牝 Seattle Fitz）�ARG５勝，P. Otelo A.

Orlandi‐L ３着

４代母 カッパドキアCapadocia（86 ARG鹿 Kasteel）不出走
［子］ キャップパレイド Cap Parade（97牝 Parade Marshal）ARG７勝，マ

ヌエルＪギラルデス賞‐G3，P. Republica del Peru‐L，P. Juan S
alvador Boucau‐L，etc.

［孫］ ミスカペラMiss Capela（03 牝 Numerous）ARG２勝，マヌエルＪギラ
ルデス賞‐G3

キャピタルファン Capital Van（14牡 Van Nistelrooy）�PER５勝，
P. Hipodromo de San Felipe‐L，ポージャデポトリジョス‐G1 ２着，
リカルドＯデセバジョス賞‐G1 ３着

［曾孫］＊チックニステル（16牝 Van Nistelrooy）ARG８勝，ミゲルルイスモラレ
ス賞‐G2，ラウルアリステギ賞‐G2，デルリＡゴメス賞‐G3，etc.

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

129 パドックシアトル２０２１ �・鹿 ３／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊

シアトルフィッツ Fitzcarraldo

�
�
�
�
�

��
��

�Seattle Fitz Hug a Slewパドックシアトル カッパドキアガルチ ＊サンダーガルチ

��
��
�Capadocia Gulch鹿ARG 2014 Cia Parade

11a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ブルーエクセル（16黒鹿 ロードカナロア）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ピュアエクセル（11鹿 アドマイヤムーン）入着
サツキヒューズ（17牡 ＊ヘニーヒューズ）���入着�６勝
ハクサンマックス（18牡 モーリス）���２勝�２勝

３代母 エリモエクセル（95栗 ＊ロドリゴデトリアーノ）６勝，オークス‐Jpn1，府中
牝馬Ｓ‐Jpn3，マーメイドＳ‐Jpn3，中京記念‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn2 ３着，etc.
ユニバーサル（01牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，琵琶湖特別３着，桑折特別３着

ワールドフォーラブ（14牝 ディープインパクト）４勝，中京スポーツ杯，桑名
特別，鳥羽特別２着，etc.

クリノアリエル（15牝 ディープインパクト）�２勝，大濠特別，千歳特別２着，
淀屋橋Ｓ３着，etc.，�６勝��

ハレクラニ（02牝 ＊ブライアンズタイム）出走
ブラックバード（12� ダイワメジャー）２勝，彦星賞，八代特別２着，鞍ケ池

特別２着，etc.，�１勝��入着
ダノンエクスプレス（06牡 アグネスタキオン）４勝，柏崎特別
リトルダーリン（08牝 ディープインパクト）３勝，蓬莱峡特別，西海賞３着

フィニステール（17牡 キングカメハメハ）�４勝，伊勢Ｓ，あやめ賞２着

４代母 ＊エリモファンタジー（86 USA栗 Riverman）FR入着
［孫］ エリモブライアン（97牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ステイヤーズＳ

‐Jpn2，菊花賞‐Jpn1 ３着，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，etc.
エリモシャルマン（99牡 ＊トニービン）４勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，
ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ３着，万葉Ｓ‐L ２着，etc.

フラットライナーズ（12牡 ＊シニスターミニスター）��10 勝，船橋記念，
習志野きらっとスプリント，京浜盃２着，種牡馬

エリモアスリート（00牡 ＊アフリート）２勝，日向特別，城崎特別３着
［曾孫］ エリモジパング（10牡 マンハッタンカフェ）１勝，鳴滝特別，迎春Ｓ３着，

�３勝��１勝
ウルスラグナ（06牡 ＊コロナドズクエスト）２勝，栃尾特別

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

130 ブルーエクセル２０２１ 牡・鹿 ３／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムブルーエクセル アドマイヤムーン

��
��
�ピュアエクセル黒鹿 2016 エリモエクセル

＊エリモファンタジー 1k
サンデーサイレンス S3×M5 Storm Cat S3×M4 Mr. Prospector S4×M5
Miesque S4×M5
価格： 購買者：



母 プレシャスクルー（15黒鹿 ＊ノヴェリスト）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
プリサイスニードル（19�黒鹿 ＊プリサイスエンド）��２勝��

２代母 プレシャスフラワー（01栗 ＊サンデーサイレンス）出走
プレシャスエルフ（06牝 ＊コロナドズクエスト）不出走

ピアシングステア（12牡 ＊バトルプラン）４勝，八王子特別２着，伊勢佐木特別
３着，両津湾特別３着，��未出走�１勝��入着４回

キアロスクーロ（13� ＊スタチューオブリバティ）４勝，マーガレットＳ‐LR
２着，橘Ｓ‐OP ２着，宇治川特別，鶴橋特別，豊明Ｓ２着，etc.

クリノレオノール（14牝 ＊ファスリエフ）３勝，妙高特別２着
ニシノドレッシー（16牝 リーチザクラウン）３勝，知床特別，立待岬特別，下

関Ｓ２着，南総Ｓ２着
メイショウカズサ（17牡 ＊カジノドライヴ）�５勝，プロキオンＳ‐G3，栞Ｓ，etc.，

�１勝��１勝�入着	，浦和記念‐Jpn2，白山大賞典‐Jpn3，佐
賀記念‐Jpn3 ３着

ウインドミネーター（07牡 キングカメハメハ）４勝，球磨特別，灘Ｓ２着，花園Ｓ３着
ハスラー（08牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，甲南Ｓ２着
グランジャー（13� キングカメハメハ）１勝，��４勝��３勝
ブレイクフォース（19牡 ＊アジアエクスプレス）�１勝

３代母 プレシャスキール（95栗 ＊ノーザンテースト）１勝
ヒカリシャトル（04牡 マンハッタンカフェ）４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，スピ

カＳ，名鉄杯，etc.
サンライズクォリア（07牡 キングカメハメハ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ３着，etc.，


入着��，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ２着，全日本２歳優駿‐Jpn1 ４着

４代母 マルゼンキール（81栗 ＊ボールドラツド）１勝
［孫］ ブルーラッド（06牡 ＊シーロ）�１勝��６勝�４勝�入着，浦和記念

‐Jpn2，マーキュリーＣ‐Jpn3 ２着，埼玉栄冠賞，etc.，ＮＡＲ優３歳
レッツゴーキリシマ（05牡 メジロライアン）５勝，関屋記念‐G3，カシオ
ペアＳ‐L，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911
生 産 牧 場： ㈲ノースガーデン
飼 養 者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911

131 プレシャスクルー２０２１ 牡・栃栗 ３／１４

＊

＊
＊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

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonプレシャスクルー ＊サンデーサイレンス

��
��
�プレシャスフラワー黒鹿 2015 プレシャスキール

＊シル 5g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 フウコウメイビ（10鹿 サクラバクシンオー）入着，�５勝��入着�
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ナイトクイーン（17牝黒鹿 ＊モンテロッソ）��入着�１勝�入着３回
マンタナ（18	鹿 ＊パイロ）入着，�３勝

２代母 フウレイカ（00黒鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，あずさ賞３着
チョコサンデー（05牝 ＊アグネスワールド）入着，�１勝
１勝�３勝�入着
ジャストルーラー（06牡 キングカメハメハ）１勝，日田特別３着，障害２勝
ラッキーバニラ（07牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，日本海Ｓ，信夫山特別，萬代橋

特別２着，箱根特別３着，障害１勝
ラウンドロビン（09牡 タニノギムレット）２勝，箱根特別２着
チムニースイーパー（15牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，��出走��２勝
ポップアップレーヌ（16牝 ストロングリターン）��２勝

３代母 ＊セトフローリアンⅡ（90 AUS黒鹿 Bellotto）AUS５勝，ＡＴＣアドリアンノ
ックスＳ‐G3，ＡＴＣオーストラリアンオークス‐G1 ２着，Bendigo JC Bendi
go Cup‐L ３着，GOSRC Belle of the Turf S‐L ３着
タイガーカフェ（99牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，エイプリルＳ‐L，皐月賞

‐Jpn1 ２着，弥生賞‐Jpn2 ３着，etc.，種牡馬
マルカフローリアン（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，矢車賞，鶴橋特別２着，玄

海特別３着，etc.，障害１勝
フサイチジャンク（03牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，若葉Ｓ‐L，皐月賞‐Jpn1 ３

着，若駒Ｓ‐OP，etc.
アルマフローラ（08牝 ハーツクライ）２勝，陣馬特別２着，調布特別２着

４代母 イェーツィナYeatsina（84 AUS黒鹿 Yeats）AUS１勝
［子］ プレジナ Presina（92牝 Prego）AUS６勝，ATC P. J. Bell H‐L，BRCD

oomben Slipper S‐L，BRC Sir Douglas Wadley H‐L，etc.
［孫］ ダンデラーゴDan De Lago（05牡 Encosta De Lago）SAF５勝，ゴー

ルドサークルダービー‐G2，デイリーニューズ２０００‐G1 ２着，ロン
ドンニューズＳ‐G3 ３着，種牡馬

ブリンダベラ Brindabella（00 牝 Bellotto）AUS７勝，ＭＲＣハウナウＳ
‐G3，SAJC Classic Mile‐L，SAJC O. J. Smith Challenge S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 中村 雅明＝浦河町野深 �0146-27-4416
生 産 牧 場： 中村 雅明
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651

132 フウコウメイビ２０２１ 牡・鹿 ２／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモフウコウメイビ ＊サンデーサイレンス

��
��
�フウレイカ鹿 2010 ＊セトフローリアンⅡ

4m
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 バルスピュール（09黒鹿 ＊チーフベアハート）３勝，驀進特別（芝 1000），稲妻特
別（芝 1000）２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ジュラブスカイト（16牡栗 グランプリボス）�２勝
タイセイブルース（17�鹿 グランプリボス）�２勝��入着
マキシマムベット（20牡栗 ヤマカツエース）�地方未出走

２代母 サウダージ（98鹿 サクラバクシンオー）不出走
フィールドラブ（02牡 ＊マイネルラヴ）�５勝
スプリングチップ（03牡 ＊エイシンワシントン）�２勝�１勝
マジカルビーナス（05牝 ＊メイショウドトウ）	２勝
ビーウイッチ（07牝 デュランダル）�３勝
ディアルレイル（11牝 ＊フォーティナイナーズサン）�５勝�入着

３代母 ＊シルヴアード（87 USA鹿 Halo）USA８勝，ファンタジーＳ‐G2，ゴールデ
ンハーヴェストＨ‐G3，Honey Fox H‐L，Star Ball H‐R，ゲイムリーＨ
‐G1 ３着，etc.
シルキーヒロイン（95牝 ＊スターリフト）２勝

シルクネクサス（02牡 ＊グラスワンダー）７勝，大阪―ハンブルクＣ‐L，巴賞‐L，
オールカマー‐G2 ２着，etc.

セレスステーラー（03牡 ＊グラスワンダー）３勝，睦月賞，京橋特別２着

４代母 ＊シルバードシルク（80 USA芦 Fire Dancer）USA12 勝，Meadowbrook Fa
rm H‐L，Aspidistra H，Aspidistra H，Begonia S，Gardenia S
，etc.
［子］ セリサイトダンディ（93牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，ＢＳＮオープン

‐OP ２着，ＴＵＦ杯，北陸Ｓ２着，etc.，障害１勝
ブライダルスイート（95牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，スイートピーＳ
‐OP ３着，瀬戸内海特別２着，西海賞２着，etc.

［孫］ ボランタス（04牡 ＊ティンバーカントリー）５勝，��４勝�入着，浦和
記念‐Jpn2，川崎記念‐Jpn1 ３着，浦和記念‐Jpn2 ２着，etc.

インセンティブガイ（01牡 ＊エンドスウィープ）６勝，東風Ｓ‐L，京王杯
スプリングＣ‐G2 ２着，谷川岳Ｓ‐L ２着，etc.

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： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

133 バルスピュール２０２１ 牡・鹿 ２／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊ Chief's Crown

�
�
�
�
�

��
��

�チーフベアハート Amelia Bearhartバルスピュール サクラバクシンオー

��
��
�サウダージ黒鹿 2009 ＊シルヴアード

8c
Halo S4×M4 Danzig S4×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 トウカイベルタ（08黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（６）〕
ハルクンノテソーロ（14牡黒鹿 ＊ファスリエフ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，青

竜Ｓ‐OP（Ｄ1600）２着，鎌倉Ｓ（Ｄ1400）２着（２回），銀蹄Ｓ（Ｄ1400）２着，
麦秋Ｓ（Ｄ1400）３着，シャングリラ賞（Ｄ1400）３着，障害１勝

キタノテイオウ（15牡黒鹿 ルーラーシップ）�出走，障害１勝，�３勝
マルカブレーブ（17牡黒鹿 リアルインパクト）入着，��入着４回�３勝�入着２回
シャンダローム（19牝黒鹿 エイシンフラッシュ）�出走
クイーンオーキッド（20牝黒鹿 ロゴタイプ）�地方未出走

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

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

トウカイシュテルン（14牝 ＊ストリートセンス）２勝，春待月賞３着
トウカイレジーナ（07牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝，��２勝
トウカイバイタル（10牡 キングカメハメハ）１勝，青島特別２着

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲長浜牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2682
生 産 牧 場： ㈲長浜牧場
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

134 トウカイベルタ２０２１ 牡・鹿 ５／ ５

＊

＊
＊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

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkトウカイベルタ ＊サンデーサイレンス

��
��
�トウカイティアラ黒鹿 2008 トウカイナチユラル

＊星友 19b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



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

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

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

オアシスＳ‐L，欅Ｓ‐L，コーラルＳ‐L，etc.，�12 勝�入着�	，種牡馬
ナムラタイショウ（10
 アドマイヤジャパン）�10 勝�２勝
ナムラココロ（12牝 ＊サウスヴィグラス）不出走

ナムラゴロー（18牡 ＊アジアエクスプレス）�６勝�１勝�入着�	，土佐秋月
賞３着，ロータスクラウン賞３着

エストレーモシチー（16牡 レッドスパーダ）�３勝�	

３代母 ＊ジャビラバ（89 CAN栗 Majestic Light）USA１勝
ハセノダンディ（01牡 ＊ラムタラ）３勝，檜山特別３着

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

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

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

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

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

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

135 ナムラジュエル２０２１ �・鹿 ３／１９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マーベラスサンデー モミジダンサーナムラジュエル ＊アフリート

��
��
�ネクストタイム栗 2008 ＊ジャビラバ

1e
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ハトマークワルツ（14栗 ＊フレンチデピュティ）１勝
初仔

２代母 マンイーター（08黒鹿 ＊タイキシャトル）不出走
ハトマークエース（12牡 ＊パイロ）２勝
ハトマークレディ（13牝 ＊ヨハネスブルグ）３勝，西部日刊スポーツ杯３着
ハトマーククィーン（15牝 スズカマンボ）�３勝
ハトマークタイガー（16� グランプリボス）�３勝�
ユイノチャッキー（18牡 ディープスカイ）�２勝
サカベンクイーン（19牝 アドマイヤムーン）���１勝

３代母 ＊フォーチュン（99 IRE 青鹿 Night Shift）IRE１勝
スカイサーファーズ Skysurfers（06 牡 E Dubai）GB・UAE４勝，ゴドルフィンマ

イル‐G2，Firebreak S‐L，ゴドルフィンマイル‐G2 ３着，etc.

４代母 ハッピーランディングHappy Landing（84 FR鹿 Homing）FR入着２回
［子］ クリーキングボード Creaking Board（90牝 Night Shift）FR・USA３勝，

ハリウッドスターレットＳ‐G1，Miesque S‐L，ロベールパパ
ン賞‐G2 ２着，etc.

ダクラオアシスDakhla Oasis（98 牝 Night Shift）GER３勝，ヘンケル
レネン‐G2，Idee Festa Rennen‐L，G.P. der Spielbank Bad Ne
uenahr‐L ２着

ディヒムダイアモンドDyhim Diamond（94牡 Night Shift）GB・FR・
GER・USA５勝，ベナツェットレネン‐G3，セーネオワーズ賞‐G3，
コーク＆オラリーＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

サントネ Santenay（95牝 Alzao）GER２勝，Las Vegas‐Slenderella‐
Rennen‐L

［孫］ クラウドプリーザー Crowd Pleaser（95 牡 A.P. Indy）USA９勝，サラナ
クＨ‐G3，Sycamore S‐L，Calder Derby‐L，etc.，種牡馬

セイフアンドサウンド Safe And Sound（99牝 ＊ヘクタープロテクター）
FR２勝，P. Caravelle‐L

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： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

136 ハトマークワルツ２０２１ �・黒鹿 ３／１９
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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandハトマークワルツ ＊タイキシャトル

��
��
�マンイーター栗 2014 ＊フォーチュン

1w
Halo S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ハワイアンアイ（12鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：５〕
マイネルシュラーク（19牡鹿 エスポワールシチー）�入着
タツノヴィクトリー（20牡黒鹿 サトノクラウン）�地方未出走

２代母 ＊アタラマ（99 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・GER・USA２勝，Newbury Fill
ies' Trial S‐L ３着，Montrose Fillies S‐L ３着
ヒシポラリス（04牡 Point Given）４勝，小名浜特別，花見山特別
ヴィクトリアルイゼ（05牝 ＊シンボリクリスエス）入着４回

コスモロブロイ（15� ゼンノロブロイ）２勝，障害２勝，��出走���出走
アッシュール（07牡 スペシャルウィーク）３勝
カシスウーロンCassis Oolong（09� キングカメハメハ）SIN６勝
ショウナンアーリー（13牡 アドマイヤムーン）��２勝
ディグアップセンス（14牡 ＊ストリートセンス）�５勝

３代母 リーガルポートレイトRegal Portrait（92 IRE 鹿 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）G
B出走
キングズアイヴォリー King's Ivory（97 牡 Lake Coniston）ITY10 勝，P. Capan

nelle‐L ２着，P. Divino Amore‐L ３着

４代母 リーガルビューティRegal Beauty（81 USA黒鹿 Princely Native）GB出走
［子］ キングズシアター King's Theatre（91 牡 Sadler's Wells）GB・FR・IR

E・ITY・USA５勝，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，レイシ
ングポストトロフィ‐G1，クレイヴァンＳ‐G3，etc.，種牡馬

＊ハイエステイト（86牡 Shirley Heights）GB６勝，ロイヤルロッジＳ‐G2，
コヴェントリーＳ‐G3，ソラリオＳ‐G3，etc.，種牡馬

キングズロッホ King's Loch（89牡 ＊サーモンリープ）GB・FR・USA３
勝，Goodwood Foundation S‐L，Autumn S‐L ２着

［孫］ タラーシュ Talaash（97牡 Darshaan）GB・FR・GER２勝，G.P. de C
lairefontaine‐L，種牡馬

カルパネット Carpanetto（00 牡 ＊パントレセレブル）FR・IRE・USA２
勝，Ballyroan S‐L ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 富本 茂喜＝新冠町新和 �0146-47-5063
生 産 牧 場： 富本 茂喜
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

137 ハワイアンアイ２０２１ �・鹿 ４／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンバラード
＊ Unbridled

��
��
�レディバラード黒鹿 2008 Angelic Song

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハワイアンアイ
＊ Sadler's Wells

��
��
�アタラマ鹿 2012 Regal Portrait

9b
Halo S4×S4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ハロックライン（13鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
マラッカ（18牝鹿 ローエングリン）��２勝

２代母 ミスティックリバー（03黒鹿 ＊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
キングズアフェアー（12� キングカメハメハ）１勝，早鞆特別３着，�３勝��入

着２回
ペイドメルヴェイユ（14牝 ローエングリン）４勝，八丈島特別，三面川特別３着
シャワークライム（16牝 ローエングリン）３勝

３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，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，etc.，��出走，種牡馬

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

４代母 マッチトゥーリスキーMuch Too Risky（82 GB栗 Bustino）GB２勝
［子］ 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 Seymour S‐L，etc.，種牡馬

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

［孫］ ヴォルキャニックスカイ Volcanic Sky（15� Street Cry）�GB・UAE
５勝，ナドアルシバトロフィ‐G3，Meydan Cup‐L ２着，Al K
hail Trophy‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-4070
生 産 牧 場： ㈲飛野牧場
飼 養 者： ㈲飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-4070

138 ハロックライン２０２１ 牡・黒鹿 ２／１０
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハロックライン ＊サンデーサイレンス

��
��
�ミスティックリバー鹿 2013 ＊ホワイトウォーターアフェア

8d
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector M4×S5×M5 Nureyev S5×M5

価格： 購買者：



母 ハーツデザイヤー（04栗 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（５）〕
ジャリーヴ（11牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，�１勝，ハヤテスプリ

ント（Ｄ1000），あやめ賞（Ｄ1400）３着
グルーヴィー（13牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝
ペイシャデザイヤー（15牝栗 ＊クロフネ）入着，���２勝
セイヴィアズグリン（19牡栗 ローエングリン）��入着�入着

２代母 ＊イングリッシュホーマー（85 USA鹿 Conquistador Cielo）不出走
ストーレンハート（92牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，三国特別２着，越路特別３着
ヨドノサフラン（94牝 ミスターシービー）１勝，もみじＳ‐OP ２着，３歳抽せん馬

特別２着
サフランディライト（08牡 ＊クロフネ）４勝，白川特別，稲村ヶ崎特別，松籟Ｓ

２着，サンタクロースＨ２着，ノベンバーＳ３着，etc.
フサイチウイングス（95牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝
トウカイパルサー（96牡 トウカイテイオー）６勝，愛知杯‐Jpn3，京都記念‐Jpn2

３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，大阪城Ｓ‐OP ２着，六甲Ｓ‐OP ２着，etc.
ミスイースター（98牝 ＊ウォーニング）１勝

ダイメイザバリヤル（04牝 ダンスインザダーク）３勝，白河特別，サンライズ
Ｓ２着，五色沼特別２着，寺泊特別２着，知多特別３着，etc.

マルブツイースター（05牡 サクラバクシンオー）３勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，ファル
コンＳ‐Jpn3 ２着，アイビスサマーダッシュ‐G3 ３着，クロッカスＳ‐OP

３代母 フィドルスティクス Fiddlesticks（76 USA鹿 Northern Dancer）不出走
ホワイルロームバーンズWhile Rome Burns（87 牝 Overskate）USA６勝

バーニングローマ Burning Roma（98牡 Rubiano）USA13 勝，米フュチュリ
ティＳ‐G1，メドーランズＣ‐G2，レッドバンクＨ‐G3，etc.，種牡馬

ビーエンヴィード Be Envied（02牝 Lemon Drop Kid）USA・CAN３勝，
Ontario Matron S‐L ３着，River Memories S‐L ３着

＊ファイネストシティ（12牝 City Zip）USA５勝，ＢＣフィリー＆メアスプ
リント‐G1，サンタモニカＳ‐G2，グレイトレイディエムＳ‐G2，etc.

ヴィヴァノ Vivano（89牝 IslandWhirl）USA10 勝，ハニービーＨ‐G3，Gallan
t Bloom H‐L，フリゼットＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 土田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3478
生 産 牧 場： 土田ファーム
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

139 ハーツデザイヤー２０２１ �・鹿 ４／１５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�
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�
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�
� 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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラハーツデザイヤー
＊ Conquistador Cielo

��
��
�イングリッシュホーマー栗 2004 Fiddlesticks

8h
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊バーミスキャット（02 USA鹿 Storm Cat）USA入着
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－４（５）〕
ファンキータウン（08牡芦 ＊クロフネ）１勝
バロンドール（11牡芦 ＊クロフネ）�１勝
レーヴラヴィッサン（12牝鹿 ＊クロフネ）入着，�１勝��入着２回
ノースキャット（14牝青鹿 ディープスカイ）��２勝
レジーナファースト（15牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）２勝，鷹ケ峰特別（芝 1200）２

着，大日岳特別（芝 1200）３着
サニーストーム（16牝青鹿 ＊パイロ）２勝
カシノスペリオル（17牡鹿 ＊パイロ）�１勝

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

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

ハルシオンHalcyon（05牝 ＊アルデバランⅡ）USA４勝
ノットアブロードNot Abroad（07牡 Not For Love）USA８勝，Swatara S‐L，

Joseph FrenchMemorial S，MarylandMillion Classic‐R，グリーンウッ
ドカップＳ‐G3 ２着，ディスカヴァリーＨ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

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

３代母 タイムリータイムズTimely Times（84 USA鹿 Hostage）USA１勝
スイータータイムズ Sweeter Times（89 牝 Blade）USA５勝，Medusa S３着
フロムタイムトゥタイム From Time to Time（92牝 Rahy）USA７勝，Honeymoo

n S‐L，Fort Worth H‐L ２着，Sam Houston Distaff H‐L ２着
エイジオヴシルヴァーAge of Silver（97 牝 Silver Deputy）不出走

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

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

140 バーミスキャット２０２１ 牡・鹿 ３／１４
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊

ストームキャット Storm Bird

�
�
�
�
�

��
��

�Storm Cat Terlinguaバーミスキャット タイムリーブロード Broad Brush

��
��
�Timely Broad鹿USA 2002 Timely Times

19a
Northern Dancer M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 トレトレボーラー（11鹿 メイショウボーラー）�２勝�
〔産駒馬名登録数：１〕
モモンガクロー（20牝栗 フリオーソ）�地方未出走

２代母 トレトレジョリ（00鹿 ＊オジジアン）３勝
ライブザドリーム（12牝 ＊シニスターミニスター）�６勝�入着�，サラブレッド大賞典
オキノスカイ（14牡 ディープスカイ）��２勝

３代母 ドルフィンソナー（95鹿 ＊コマンダーインチーフ）１勝

４代母 オオミーアキノ（84栗 ＊ノーザンテースト）１勝
［子］ グレイスナッキー（90牝 ＊ナトルーン）１勝，クイーンＣ‐Jpn3 ２着

インターブラボー（92牡 トウシヨウボーイ）４勝，若潮賞，サンシャイン
Ｓ２着，ＵＨＢ賞３着，etc.，障害１勝

アスクローザ（89牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，白菊賞２着
［孫］ フューチャサンデー（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，

大沼Ｓ‐OP ３着，etc.，��入着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ３着
リスティアエーデル（01牝 フジキセキ）１勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3 ３着，
紫苑Ｓ‐L ３着，きんせんか賞，	１勝

コスモワイルド（09牡 ＊ワイルドラッシュ）入着２回，コスモス賞‐OP ３
着，南武特別３着，	１勝��１勝�１勝，オパールＣ，etc.

エネルマオー（02牡 ＊リンドシェーバー）４勝，鷹ケ峰特別，勝浦特別，
寒桜賞，etc.，�１勝��

ホールドマイラヴ（04牝 ＊ホワイトマズル）�17 勝
，園田ＣｈＣ（２回）
トラブルメーカー（05牡 ＊スキャン）�15 勝�12 勝，サラブレッド大賞典２着
タカラボス（04牡 ＊アメリカンボス）入着，障害２勝，中山グランドジャ
ンプ‐JG1 ３着，	１勝��１勝

［曾孫］ ジョーダンキング（13牡 キングカメハメハ）４勝，名鉄杯‐L ２着，甲南
Ｓ，五条坂特別，etc.，���入着３回�２勝

サンキューアスク（09牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，フラワーＣ‐G3 ３
着，オークス‐G1 ５着，かもめ島特別，etc.

プリティーチャンス（17牝 ＊シンボリクリスエス）�４勝，内房Ｓ，��
入着，クイーン賞‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康 メイタイファーム
飼 養 者： 三橋ステーブル＝むかわ町米原 �080-6079-0954

141 トレトレボーラー２０２１ �・黒鹿 ２／１５
＊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

＊タイキシャトル

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウボーラー ＊ナイスレイズトレトレボーラー ＊オジジアン

��
��
�トレトレジョリ鹿 2011 ドルフィンソナー

＊フライングシヤツトル 1s
Halo S4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ビキニクィーン（10青鹿 キングヘイロー）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ザビーチ（17牝黒鹿 ローエングリン）��４勝
ハンター（18牡青鹿 エイシンフラッシュ）�入着２回，障害１勝
ギンチヨヒメ（19牝黒鹿 ＊ダンカーク）��入着４回

２代母 フレンチビキニ（02鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝
オレンジビキニ（09牝 タニノギムレット）�２勝
ベルルミエール（11牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，

ＮＺトロフィー‐G2 ３着，北九州記念‐G3 ３着，長岡京Ｓ，久多特別
ヴゼットジョリー（14牝 ローエングリン）３勝，新潟２歳Ｓ‐G3，阪神ジュベナイ

ルフィリーズ‐G1 ５着，月岡温泉特別
ベルスール（16牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着
デビットバローズ（19牡 ロードカナロア）�２勝，春日井特別

３代母 ＊フェンジー（94 FR青鹿 Saumarez）FR３勝，P. Ronde de Nuit‐L
フレンチアイディア（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，忘れな草賞‐OP ２着，日

田特別，くすのき賞

４代母 ベルエシェールBelle et Chere（85 USA黒鹿 Lyphard）FR入着
［子］ ハイマール High Mare（93牝 Highest Honor）FR２勝，Criterium de

l'Ouest‐L ２着
［孫］ サムシングアバウトハー Somethingabouther（03 牝 Local Talent）IND

２勝，Breeders' Juvenile Fillies' Championship‐LR ２着

５代母 マッジMadge（75 FR黒鹿 Roi Dagobert）FR１勝
［子］ マビーシュMa Biche（80牝 Key to the Kingdom）GB・FR７勝，英１

０００ギニー‐G1，フォレ賞‐G1，チヴァリーパークＳ‐G1，etc.
［孫］ カスバーン Kassbaan（90� Alydar）GB・UAE13 勝，Nad Al Sheba

Mile‐L，Nad Al Sheba Sprint‐L，Sheikh Maktoum Al Makto
um Challenge R1‐L ２着

ファンタスティックベル Fantastic Belle（97 牝 Efisio）IND３勝，Ban
galore Oaks‐LR，Golconda Juvenile Million‐LR ３着

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： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

142 ビキニクィーン２０２１ 牡・黒鹿 ４／２５

＊

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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイロービキニクィーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�フレンチビキニ青鹿 2010 ＊フェンジー

1u
Mr. Prospector S4×S5 Lyphard M4×M5 Halo M4×M4

価格： 購買者：



母 ピッコレット（05鹿 アグネスタキオン）入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（９）〕
メイショウホマレ（10牝栗 メイショウボーラー）１勝
メイショウハルゴマ（12牝青鹿 メイショウボーラー）�２勝
メイショウタニカゼ（18牡栗 ＊アイルハヴアナザー）入着，���４勝�３勝

２代母 ショコット（97鹿 ＊デインヒル）５勝，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，中山牝馬
Ｓ‐Jpn3 ３着，ターコイズＳ‐OP，神奈川新聞杯，ユートピアＳ３着，etc.
チャーピーチット（08牝 ゼンノロブロイ）入着，�１勝�２勝�入着
プラッキーエリーナ（09牝 マヤノトップガン）１勝
ヨシカワクン（10牝 アドマイヤムーン）３勝，飛竜特別
サマニー（13� ＊スタチューオブリバティ）１勝，��５勝��
メイショウカリン（14牝 ＊ケイムホーム）５勝，巌流島Ｓ，河北新報杯，岡崎特別，

ＴＶユー福島賞２着，下関Ｓ２着，etc.
ネペンテス（16牝 メイショウボーラー）��出走�１勝��２勝	入着２回

３代母 ＊ショーガールⅡ（92 USA鹿 Alleged）不出走

４代母 ボールドビキニ Bold Bikini（69 USA鹿 Boldnesian）USA６勝，ジャージ
ーベルＨ，New York H２着
［子］ ローソサイエティ Law Society（82 牡 Alleged）GB・IRE５勝，愛ダービ

ー‐G1，愛ナショナルＳ‐G2，チェスターヴァーズ‐G3，etc.，種牡馬
ストライクユアカラーズ Strike Your Colors（76 牡 Hoist the Flag）US
A３勝，ブリーダーズフュチュリティ‐G2，Dover S，米フュチュ
リティＳ‐G1 ２着，etc.

リ－ガルビッド Legal Bid（84 牡 Spectacular Bid）GB３勝，リングフ
ィールドダービートライアルＳ‐G3，Feilden S‐L，ジェフリーフ
リアＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

アルファラズダク Alfarazdq（83牡 Exclusive Native）GB・AUS３勝，
SAJC Labor Day C‐L，ＶＲＣクイーンエリザベスＳ‐G2 ２着，
Murray Bridge Gold C‐L ２着，種牡馬

セラ－ダリッジ Cerada Ridge（77牝 Riva Ridge）USA７勝，Miss
Woodford S，Rockette S，White Rose S，etc.

販売申込者・所有者： 中尾 由香＝様似町岡田 �090-1799-5598
生 産 牧 場： 中尾 由香
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

143 ピッコレット２０２１ �・青鹿 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

＊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ッコレット ＊デインヒル

��
��
�ショコット鹿 2005 ＊ショーガールⅡ

5e
Northern Dancer S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ヒミノオトヒメ（02黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）入着
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），地方－６（24）〕
ニイカップドリーム（07牝黒鹿 チアズブライトリー）�２勝�５勝�
ジーニー（08牝鹿 アドマイヤコジーン）�５勝，プリンセスＣ（Ｄ1500）３着
ディアボンボン（09牡鹿 アドマイヤジャパン）１勝
アオチャン（11牝青 アドマイヤジャパン）�３勝，寒菊賞（Ｄ1600）２着，金杯
（Ｄ1600）３着

アポロティンクル（12牝黒鹿 ＊アポロキングダム）�６勝
アポロジョージア（13牡黒鹿 ＊ロッコウオロシ）１勝，�２勝�入着２回，新涼賞
（Ｄ1800）３着

トラネコ（14牡黒鹿 スズカマンボ）２勝
ジンファン（15牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝�	入着
エールブラーヴ（17牡黒鹿 エスポワールシチー）
２勝，フォーチュンＣ
（芝 2000）２着，能勢特別（芝 2000）３着，明石特別（芝 2000）３着

２代母 ワンモアギャル（89鹿 トウシヨウボーイ）３勝，姫島特別
セイウンユウカ（98牝 ＊トニービン）２勝，ダリア賞‐OP ２着，ゆきつばき賞，ミ

モザ賞３着，きんもくせい特別３着
ニシノレイチェル（05牝 タニノギムレット）２勝，尾頭橋特別２着，檜原湖特

別２着，陸奥湾特別２着，名古屋日刊スポーツ杯３着
ランペドゥーザ（16牝 ゼンノロブロイ）２勝，カーネーションＣ

カッパビジン（00牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝
セイウンヲツカム（01牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，ひめさゆり賞２着，ロベリア

賞３着，夏木立賞３着
パスタイム（04牝 フジキセキ）１勝

３代母 フユノアダルト（76芦 ＊ラフインゴラ）��２勝
スペースジエツト（87牝 マルゼンスキー）不出走

ビワセイハ（91牡 ＊ナスルエルアラブ）７勝，平安Ｓ‐Jpn3 ３着，リバーサイ
ドＳ‐OP，ギャラクシーＳ‐OP，etc.，障害１勝，�１勝

マヤノイシス（95牝 ＊コマンダーインチーフ）入着
カイシュウコロンボ（08牡 マンハッタンカフェ）５勝，北九州記念‐G3 ３
着，ディープインパクトＣ‐OP ３着，新春Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 中本 隆志＝新冠町高江 �0146-47-3590
生 産 牧 場： 中本 隆志
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

144 ヒミノオトヒメ２０２１ �・黒鹿 ４／１４

＊

＊
＊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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousヒミノオトヒメ トウシヨウボーイ

��
��
�ワンモアギャル黒鹿 2002 フユノアダルト

＊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 ＊ペイドリン（06 USA栗 Pulpit）FR・IRE１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－３（23）〕
スリーペイド（11牡栗 ＊ヨハネスブルグ）�８勝��８勝�入着２回
ヤマイチジャスティ（13牝鹿 ＊エンパイアメーカー）３勝
トミケンカリム（14牡栗 ＊サマーバード）１勝，�２勝��入着３回
トレヴァー（15牝栗 ゴールドアリュール）���５勝
メイショウカスガ（16牝栗 ゴールドアリュール）１勝
ロドルフォブレイン（17牡鹿 ヴィクトワールピサ）入着４回，��入着４回��
トミケンカラバティ（18牡鹿 ＊ディスクリートキャット）�２勝

２代母 サンプリンセッサ Sun Princessa（96 USA鹿 Pleasant Colony）USA２勝，
Gulfstream Park Bayakoa S‐R ３着
サンオヴザウェスト Son of theWest（04 牡 GoneWest）USA２勝，ケンタッキ

ーＣジュヴェナイルＳ‐G3 ３着，種牡馬
＊スペースタイム（05牡 Vindication）１勝，��１勝

３代母 ノーザンサンセットNorthern Sunset（77 IRE 栗 Northfields）IRE２勝
セイラムドライヴ Salem Drive（82 牡 Darby Creek Road）１勝，USA12 勝，ス

ターズ＆ストライプスＨ‐G2，ブーゲンヴィリアＨ‐G2，ロイヤルパームＨ
‐G3，etc.，種牡馬

ラックウイメ Lac Ouimet（83 牡 Pleasant Colony）USA12 勝，ファイエットＨ
‐G2，イクセルシアＨ‐G2（２回），ナッソーカウンティＨ‐G2，ジムダンディ
Ｓ‐G2，etc.，種牡馬

ドライノースDry North（85 牝 Temperence Hill）USA３勝
フライノース Fly North（93 牝 Pleasant Colony）USA３勝，Ontario Deb

utante S‐R，Natalma S‐L ２着
ファルダアミーガ Farda Amiga（99牝 Broad Brush）USA４勝，ケンタ
ッキーオークス‐G1，アラバマＳ‐G1，ＢＣディスタフ‐G1 ２着

サンジョヴィート St. Jovite（89 牡 Pleasant Colony）GB・FR・IRE６勝，愛ダー
ビー‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，愛ダービートライアルＳ
‐G3，etc.，種牡馬

ルカリエール L'Carriere（91� Carr de Naskra）USA・UAE８勝，サラトガＣ
‐G3，Saratoga C‐L，ＢＣクラシック‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲信岡牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1602
生 産 牧 場： ㈲信岡牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

145 ペイドリン２０２１ 牡・黒鹿 ４／３０
＊

＊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

＊

プルピット A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Pulpit Preachペイドリン サンプリンセッサ Pleasant Colony

��
��
�Sun Princessa栗USA 2006 Northern Sunset

5h
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ピュアダイヤモンド（09青鹿 フジキセキ）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（13）〕
アールグランツ（16牡黒鹿 ＊クロフネ）入着３回，�２勝�１勝��入着
ピュアインペリアル（17牝黒鹿 ＊クロフネ）�２勝���入着３回，金沢シンデレ

ラＣ（Ｄ1500）３着
リュミエール（18�芦 ＊クリエイターⅡ）���１勝�６勝
ショウナンハチマン（19牡黒鹿 ＊マクフィ）��１勝

２代母 ＊ピュアブラウン（01 CAN鹿 Indian Charlie）２勝，ベゴニア賞，咲花特別２
着，��入着，関東オークス‐Jpn3 ３着
ピュアシンフォニー（07牝 ＊ストラヴィンスキー）��４勝

コクスイセン（13牡 ブラックタイド）３勝，雅Ｓ，濃尾特別２着，��１勝
ピュアオパール（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）２勝，カンナＳ‐OP，��入着，

関東オークス‐Jpn2 ２着
プレツィオーゼ（12� ハーツクライ）入着，�４勝��
テイエムサンピラー（13牝 ＊クロフネ）入着２回，�９勝，春望賞，鶴見岳賞，サイ

ネリア賞３着
ギンジ（17� キズナ）���３勝	１勝
ラカン（18牡 キズナ）�１勝，南相馬特別３着

３代母 オンザフックOn the Hook（95 USA栗 Phone Trick）USA入着２回

４代母 ヴィクトリアスガールVictorious Girl（84 USA栗 Raise a Man）USA１勝
［孫］ ウォーブリングWarbling（06 牝 Unbridled's Song）USA３勝，インサ

イドインフォメイションＳ‐G2，バレリーナＳ‐G1 ２着，プリンセ
スルーニーＨ‐G1 ２着，etc.

ビッグスコアー Big Score（00 牝 Grand Slam）USA６勝，Kindergar
ten S‐L，Czaria H，Santa Teresa H，etc.

インディアングレイシー Indian Gracey（08牝 Indian Ocean）USA３勝，
California State Fair Sprint H‐L，オークリーフＳ‐G1 ３着

ミスメアリーパットMiss Mary Pat（04 牝 Service Stripe）USA３勝，
Silver Spur Breeders' Cup S，T.T.A. Sales Futurity‐R

販売申込者・所有者： ㈲ユートピア牧場＝恵庭市柏陽町 �090-8900-4357
生 産 牧 場： ㈲習志野牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

146 ピュアダイヤモンド２０２１ 牡・鹿 ４／ １

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーピュアダイヤモンド
＊ Indian Charlie

��
��
�ピュアブラウン青鹿 2009 On the Hook

7f
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ピュアライン（10鹿 サクラプレジデント）��３勝�入着９回
〔産駒馬名登録数：１〕
エルイエロ（19牡栗 ロゴタイプ）�出走

２代母 ＊ゴンチャローワ（98 USA黒鹿 GoneWest）GB・FR３勝，フィユドレール
賞‐G3，Severals S‐L ３着
ラブディラン（09牝 Dylan Thomas）出走

ケモノ Kemono（15� ＊キンシャサノキセキ）２勝，函館２歳Ｓ‐G3，京王杯
２歳Ｓ‐G2 ２着，シンザン記念‐G3 ３着，AUS入着３回，ＶＲＣボビー
ルイスクオリティＨ‐G2 ３着，MRC Testa Rossa S‐L ２着，etc.

ワーズワース（18牡 リオンディーズ）�２勝，四日市特別２着
ファーンヒル（19牡 ＊キンシャサノキセキ）�２勝，端午Ｓ‐OP ３着

ミスウインストン（11牝 マンハッタンカフェ）１勝，��１勝�入着
アヴァンティスト（16牡 ダイワメジャー）４勝，すばるＳ‐L ２着，オータムリーフ

Ｓ‐OP ３着，秋色Ｓ，やまびこＳ３着

３代母 ピュアグレイン Pure Grain（92 GB黒鹿 Polish Precedent）GB・FR・IRE
５勝，愛オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，ミュージドラＳ‐G3，プレ
スティージＳ‐G3，英オークス‐G1 ３着，etc.
グレインオヴゴールドGrain of Gold（99牝 Mr. Prospector）GB１勝

ゴールデンイーグルGolden Eagle（06 牡 Montjeu）GB・FR・GER・CZE・
SVK・POL６勝，Bayerischer Fliegerpreis‐L ３着

グレインオヴトルースGrain of Truth（03 牝 Gulch）GB・USA・UAE３勝，Alice
Keppel S‐L ２着，Rosemary S‐L ２着，JohnMusker S‐L ３着
イプティサム Iptisam（09� Rahy）GB２勝，Hever Sprint S‐L ２着

ピュアソングPure Song（05牝 Singspiel）GB入着４回
ロムスダール Romsdal（11 牡 Halling）GB２勝，Magnolia S‐L，英セン

トレジャー‐G1 ２着，英ダービー‐G1 ３着，etc.
ピュアアート Pure Art（13 牝 Dutch Art）GB・FR２勝，Pride S‐L ３着

４代母 ミルラインMill Line（85 GB黒鹿 Mill Reef）GB１勝
［孫］ ファイングレイン（03牡 フジキセキ）５勝，高松宮記念‐G1，シルクロー

ドＳ‐G3，淀短距離Ｓ‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲谷岡牧場＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-1430
生 産 牧 場： ㈲谷岡牧場
飼 養 者： ㈲谷岡牧場＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-1430

147 ピュアライン２０２１ 牡・黒鹿 ３／１２

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーピュアライン
＊ GoneWest

��
��
�ゴンチャローワ鹿 2010 Pure Grain

14a
Halo M4×S5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ヒシパール（10青鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
サナチャン（17牝青鹿 ＊マジェスティックウォリアー）１勝，���出走
マブセイフリー（18牡青 エイシンフラッシュ）��入着�１勝��入着５回

２代母 ユーコーバンベール（00鹿 ＊アフリート）出走
オーシャンクリーク（05牡 ＊パラダイスクリーク）��２勝�１勝�入着
サンマルバンベール（07牝 マンハッタンカフェ）出走

サンマルドライヴ（13牡 ＊カジノドライヴ）１勝，�６勝	２勝，如月賞，吉野
ヶ里記念２着，佐賀王冠賞２着

３代母 ＊ジャウンティング（94 USA鹿 Seattle Slew）IRE１勝
クロムハート（01牝 ＊ブライアンズタイム）出走

マドモアゼルノン（07牝 ＊アフリート）１勝，��１勝�
リードキングダム（18牝 ＊プリサイスエンド）�
６勝�入着，加賀友禅賞３着

ピサノバンキッシュ（03牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，大雪Ｈ３着
イエスドラゴン（04牝 ダンスインザダーク）出走

コウギョウデジタル（10牝 ＊アグネスデジタル）�８勝，ＯＲＯＣディスタフ，
フェアリーＣ，あすなろ賞，etc.
クライオジェニック（19牡 ＊ロージズインメイ）���３勝，東京ダービー２着

４代母 ＊ジョード（89 USA鹿 Danzig）GB・USA２勝
［子］ フーラエインジェル Hula Angel（96 牝 Woodman）GB・IRE３勝，愛１

０００ギニー‐G1，ロックフェルＳ‐G2，Oh So Sharp S‐L ３着
スケジュール Schedule（01 牝 ＊ブライアンズタイム）USA５勝，Hone
ybee S，Miss Liberty S，Crank It Up S２着，etc.

シーキングアンエインジェル Seeking an Angel（03 牝 Seeking the Gold）
USA４勝，Omnibus S２着

［孫］ ジャジャウマナラシ（12牡 ＊アサクサデンエン）��４勝�１勝，兵庫ジ
ュニアＧＰ‐Jpn2，ＮＡＲ優２牡

オールザットジャズ（08牝 タニノギムレット）６勝，福島牝馬Ｓ‐G3
（２回），中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，クイーンＳ‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 中村 雅明＝浦河町野深 �0146-27-4416
生 産 牧 場： 中村 雅明
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

148 ヒシパール２０２１ 牡・黒鹿 ４／１４

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアヒシパール ＊アフリート

��
��
�ユーコーバンベール青鹿 2010 ＊ジャウンティング

1s
Mr. Prospector S4×M4×S5 Seattle Slew S4×M4

価格： 購買者：



母 ラチカベッラ（14黒鹿 ＊エンパイアメーカー）�４勝�入着２回
初仔

２代母 リキセレナード（98鹿 ＊ジェイドロバリー）２勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3，スイー
トピーＳ‐OP ２着，エルフィンＳ‐OP ３着
クリスタルストーン（04牝 ＊ブライアンズタイム）��７勝
ピナクルストーン（05牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝�１勝
キングスレガリア（06牡 キングカメハメハ）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，

萩Ｓ‐OP ２着
クォーターデッキ（07牡 キングカメハメハ）�８勝�２勝�
ソーラーセイル（08牡 ディープインパクト）	２勝
ツルマルサンチャン（09牝 ディープインパクト）出走

キタノナシラ（15
 ＊ヘニーヒューズ）１勝，�２勝��，ウインター争覇
キタノエクスプレス（18牡 ＊アジアエクスプレス）�２勝，日吉特別３着

ハクサンフレンチ（12牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，��１勝	１勝
オスカールビー（15牝 ハーツクライ）３勝，御室特別，汐留特別，西海賞３着，都

井岬特別３着
アイズオンユー（17牝 エピファネイア）�２勝��１勝
プラージュプレミア（18牝 ヴィクトワールピサ）��１勝�

３代母 ムーンセレナード（87黒鹿 ミスターシービー）４勝，北九州短距離Ｓ‐OP，野
路菊Ｓ‐OP ３着，ゆうすげＳ，りんどう賞，やまなみＳ３着
ムーンクラフト（96牡 サクラバクシンオー）５勝，青梅特別，春風賞２着，初風特

別２着，etc.
ミキノセレナーデ（05牝 ＊コロナドズクエスト）３勝

ミキノハルモニー（11牡 タイムパラドックス）２勝，桃山Ｓ２着，甲南Ｓ３着，
鳥取特別３着，�７勝	５勝�

４代母 ダイナセレナード（79黒鹿 ＊エルセンタウロ）４勝，鷹取特別，愛宕特別
［孫］ ラッシュストリート（05
 マーベラスサンデー）４勝，招福Ｓ，etc.，�

１勝�入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着
ボードスウィーパー（01牡 ＊エンドスウィープ）８勝，霜月Ｓ‐L（２回），
コーラルＳ‐L ３着，ギャラクシーＳ‐L ３着，etc.

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

149 ラチカベッラ２０２１ 牡・鹿 １／２０
＊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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudラチカベッラ ＊ジェイドロバリー

��
��
�リキセレナード黒鹿 2014 ムーンセレナード

＊フリソデ A13
Unbridled S3×M3 Halo S4×S4 Mr. Prospector M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊プレインズウーマン（13 ARG芦 Zensational）ARG４勝，マヌエルＪギラルデス
賞‐G3，P. Bayakoa‐L ２着，P. Luis Monteverde‐L ２着，P. Asociac
ion Cooperativa de Criadores‐L ３着
〔産駒馬名登録数：２〕
ミーナティエルナ（19牝栗 ドゥラメンテ）�入着
アイランドガール（20牝芦 ミッキーアイル）�未出走

２代母 プレインティフPlaintiff（96 USA黒鹿 Seeking the Gold）USA１勝
エイピーエディA. P. Eddie（04� A.P. Indy）USA10 勝
ギャラニーGearanai（07 牝 Toccet）IRE 出走

ガランティードGuaranteed（16� Teofilo）�IRE３勝，エアフィールドＳ
‐G3，Silver S‐L，バリーローンＳ‐G3 ２着，キラヴランＳ‐G3 ２
着，ロイヤルホイップＳ‐G3 ３着

ギアアップGear Up（18牡 Teofilo）�GB・FR・IRE４勝，クリテリヨムド
サンクルー‐G1，エイコムＳ‐G3，カラＣ‐G2 ２着

サナーラ Sanaara（08牝 Anabaa）不出走
テオバルド Theobald（15� Teofilo）�GB・IRE・SAU５勝，アングルシー

Ｓ‐G3 ２着，タイロスＳ‐G3 ２着
プラネタリア Planetaria（09 牝 Successful Appeal）ARG４勝，P. Francia‐L

３着
プラッキーガールPlucky Girl（14 牝 Star Dabbler）ARG２勝

３代母 ディスピュートDispute（90 USA鹿 Danzig）USA９勝，ケンタッキーオークス
‐G1，スピンスターＳ‐G1，ベルダムＳ‐G1，ガゼルＨ‐G1，ボニーミスＳ‐G2，etc.
パーフェクトソルーションPerfect Solution（01牝 Seeking the Gold）不出走

ラピーバ La Piba（13牝 Lookin At Lucky）USA４勝，West Virginia Sena
te President's S，Ellis Park Turf S３着

モービルソルーションMobil Solution（15� Mobil）�USA14 勝，George
Lewis Memorial S‐R，Governor's Buckeye Cup‐R，Joshua Rad
osevich Memorial S‐R，etc.

ラニングディスピュートRunning Dispute（04 牝 Cherokee Run）不出走
キャントビーロング Can't BeWrong（13� Broken Vow）USA６勝，Richar

d King Turf S‐R，Texas Horse Racing Hall of Fame S‐R（２回）

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

150 プレインズウーマン２０２１ 牡・鹿 ４／ ８

＊

＊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

＊

ゼンセイショナル Unbridled's Song

�
�
�
�
�

��
��

�Zensational Jokeプレインズウーマン プレインティフ Seeking the Gold

��
��
�Plaintiff芦ARG 2013 Dispute

5f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ブチャコ（15青鹿 ＊ホワイトマズル）入着，�１勝��
初仔

２代母 ヴェルテュ（09鹿 ＊ファスリエフ）１勝
パルトネール（14牝 ＊カジノドライヴ）１勝
ローダンテ（17牝 ノーザンリバー）���５勝�６勝

３代母 ペイルローズ（01栗 フジキセキ）１勝
クアトロマエストロ（11牡 ＊ケイムホーム）�３勝
エリーティアラ（12牝 ＊ケイムホーム）４勝，吾妻小富士賞，芦屋川特別，郡山特別，etc.，

�１勝
ベルウッドスワロー（15牡 ＊バトルプラン）���２勝�２勝
シゲルキャッツアイ（16牝 フリオーソ）�３勝
ロサロッサーナ（19牝 ＊ザファクター）�１勝

４代母 オレンジカラー（93栗 サクラユタカオー）１勝
［子］ トーセンヤマト（10牡 デュランダル）２勝，葉牡丹賞，百日草特別３着，

��２勝
［孫］ キクノルア（14	 カネヒキリ）５勝，招福Ｓ，姫路特別，瀬戸特別２着

５代母 ノーザンハマナス（84鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ マヤノデンプシー（92牡 サクラユタカオー）７勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ３

着，陽春Ｓ‐OP ３着，北九州短距離Ｓ‐OP ３着，etc.
デジタルホース（97牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，相模特別２着
ノーザンスター（01牝 ＊カーネギー）３勝，長岡特別３着，白河特別３着，
勝浦特別３着

［孫］ シゲルファンノユメ（19牡 ディーマジェスティ）�２勝，カンナＳ‐OP
２着，朱竹賞２着，黒松賞３着

プレイザゲーム（13牡 ＊パイロ）�１勝��１勝�，東京ダービー２着，
クラウンＣ２着，東京湾Ｃ３着，etc.

マリーズケイ（11牝 アッミラーレ）２勝，隅田川特別２着，古作特別２着
アモール（01牝 ＊ティンバーカントリー）��３勝�入着，ひまわり賞２着

［曾孫］ ミキノモナコ（04牝 ＊ディアブロ）３勝，苗場特別２着，呉竹賞２着

販売申込者・所有者： ㈲新冠伊藤牧場＝新冠町大狩部 �090-3392-1577
生 産 牧 場： ㈲新冠伊藤牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

151 ブチャコ２０２１ 牡・黒鹿 ５／ ５

＊

＊
＊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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeブチャコ ＊ファスリエフ

��
��
�ヴェルテュ青鹿 2015 ペイルローズ

＊ハマナスⅡ 17b
Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 フィールドメジャー（10栗 ダイワメジャー）２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
クリノコハルビヨリ（17牝鹿 ルーラーシップ）��１勝�１勝�
ニシノミズカゼ（18牝栗 ＊アジアエクスプレス）�１勝
セイウンスイート（20牝鹿 サトノクラウン）�未出走

２代母 ギャラリートーク（02栗 ＊ブライアンズタイム）出走
フィールドシャイン（07牡 サクラバクシンオー）５勝，京葉Ｓ‐OP ２着，越後Ｓ，

長浜特別，北陸Ｓ２着，山科Ｓ２着，etc.
アドマイヤドミノ（08牡 キングヘイロー）�２勝�入着
ユアザイオン（12牝 メイショウサムソン）１勝
アートラヴァー（13牝 ダイワメジャー）１勝
ゴールデンウェル（16牡 スクリーンヒーロー）２勝
ナリノクリスティー（17牝 トゥザワールド）１勝，デイジー賞２着，��１勝��
アートクリティック（19牝 ロゴタイプ）���１勝

３代母 ＊ヒットザスポット（95 USA鹿 Deputy Minister）１勝
アップルアロー（00牡 ＊トニービン）４勝，北海Ｈ，湯川特別
イアオニードル（01牡 スペシャルウィーク）４勝，エメラルドＳ２着，噴火湾特別

２着，桃山特別２着，etc.
ミンティエアー（04牝 アグネスタキオン）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，オークス

‐Jpn1 ４着，彦星賞，etc.
エルモンストロ（16牡 ルーラーシップ）４勝，八海山Ｓ，鳴海特別，くすのき

賞３着，etc.

４代母 パーフェクトイグザンプルPerfect Example（82 USA栗 Far North）不出走
［子］ カルチャーヴァルチャー Culture Vulture（89 牝 Timeless Moment）G

B・FR・IRE・ITY・USA６勝，仏１０００ギニー‐G1，フィリーズマイ
ル‐G1，マルセルブサック賞‐G1，etc.

［孫］ サンタカタリナ Santa Catarina（00牝 Unbridled）USA３勝，ハリウッ
ドオークス‐G2，ケンタッキーオークス‐G1 ２着，フリゼットＳ
‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 中田 英樹＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2751
生 産 牧 場： 中田 英樹
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

152 フィールドメジャー２０２１ 牡・栗 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケフィールドメジャー ＊ブライアンズタイム

��
��
�ギャラリートーク栗 2010 ＊ヒットザスポット

8h
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5 Hail to Reason S5×M5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 フェアリーナカヤマ（07鹿 ＊コマンダーインチーフ）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ティトローネ（15牡鹿 ＊ベーカバド）��２勝
ベアフューチャー（18牡鹿 ＊ベーカバド）��３勝

２代母 カウントナカヤマ（01鹿 ＊ハンセル）入着
ミスファイアー（08牝 ビーマイナカヤマ）�13 勝��
スミノサイレンス（12牝 カネヒキリ）�１勝�１勝��１勝�入着２回�

３代母 マルノシラオキ（83鹿 マルゼンスキー）１勝
パワーシンザン（89牡 ミホシンザン）５勝，グリーンＳ，舞子特別（２回），大原Ｓ

２着，etc.，	１勝
セノエティアラ（91牝 ＊ロードザキヤノンズ）４勝，月岡特別，石打特別，浦安特別

２着，etc.
ラストキャノンズ（98牝 ＊ラストタイクーン）２勝
フォーティクイン（12牝 ＊フォーティナイナーズサン）�１勝��５勝，フ
ローラルＣ２着

ユタカダンサー（93牝 サクラユタカオー）不出走
ダンサーズナカヤマ（00牡 ＊ブラックタイアフェアー）２勝，北斗賞２着，滝桜

賞２着
セイウンボールド（02牡 ＊タイキシャトル）１勝，五色沼特別３着，水芭蕉特別３着

４代母 カミノシラオキ（74鹿 ＊フロリバンダ）入着３回
［子］ モガミシラオキ（87牡 ＊コインドシルバー）１勝，北洋特別２着，なでし

こ賞３着，かきつばた賞３着，etc.，
�２勝�
セノエシンゲキ（85牡 ＊マラケート）１勝，須賀川特別３着
トナンハヤブサ（89牡 ＊ロードザキヤノンズ）入着，寺泊特別３着，�３勝

［孫］ アイネスアントラー（91牡 ＊ビシヨツプボブ）３勝，出雲崎特別２着，中
ノ岳特別２着，久慈川特別３着，�３勝��入着

［曾孫］ エーティーダイオー（99牡 サクラチトセオー）６勝，中日新聞杯‐Jpn3
３着（２回），武庫川Ｓ，名古屋日刊スポーツ杯，etc.

カズノリュウセイ（92牡 リードワンダー）１勝，障害１勝，�15 勝��，
中日杯，スプリングＣ（３回），ＪＴＢ賞２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲中山牧場＝浦河町姉茶 �0146-27-4058
生 産 牧 場： ㈲中山牧場
飼 養 者： ㈲中山牧場＝浦河町姉茶 �0146-27-4058

153 フェアリーナカヤマ２０２１ 牡・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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousフェアリーナカヤマ ＊ハンセル

��
��
�カウントナカヤマ鹿 2007 マルノシラオキ

＊フロリースカツプ 3l
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 フォレスタレガーロ（12栗 ダイワメジャー）�２勝�入着２回���
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ラストヴィグラス（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）���３勝�１勝
ギャンダ（19牝鹿 シビルウォー）��入着

２代母 ネイチャートレイル（04栗 ＊フレンチデピュティ）入着３回，�２勝

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.
レディミューズ（97牝 ＊ティンバーカントリー）３勝，チューリップ賞‐Jpn3

２着，オークス‐Jpn1 ４着，千葉ＴＶ杯，etc.
トレジャー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，都大路Ｓ‐L，目黒記念‐Jpn2

２着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
＊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
サンタフェソレイユ（04牝 アグネスタキオン）１勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，

サフラン賞２着
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： 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

154 フォレスタレガーロ２０２１ 牡・黒鹿 ５／１９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケフォレスタレガーロ ＊フレンチデピュティ

��
��
�ネイチャートレイル栗 2012 ＊ハッピートレイルズ

4d
Northern Dancer S4×M5 Forli S5×M5

価格： 購買者：



母 プッシュ（08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－３（11）〕
トウケイフクキタル（13牡栗 ＊グラスワンダー）１勝
メイショウベリー（16牝栗 ＊グラスワンダー）�３勝
ダイリンウルフ（17牡鹿 ＊ロージズインメイ）���５勝�２勝
サンアスペン（18牝栗 ストロングリターン）���１勝�入着３回

２代母 プラントオジジアン（99栗 ＊オジジアン）出走
サンツェッペリン（04牡 ＊テンビー）２勝，京成杯‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，ホ

ープフルＳ‐L ２着，日本ダービー‐Jpn1 ４着，百日草特別２着
リバーミラクル（05牡 ＊ティンバーカントリー）�２勝
ベルウッドドラゴン（07牡 ＊アジュディケーティング）��３勝
ミヤコエンパイア（12牝 ＊エンパイアメーカー）�６勝
トウケイダンディ（13牡 ＊ロージズインメイ）１勝，	１勝
ヨンウォニ（17牝 ゴールドヘイロー）�入着２回，	３勝

３代母 ＊キクカローバート（87 USA栗 Roberto）１勝
キクカグローバル（96牝 マルゼンスキー）不出走

キクカネイチャ（01牡 ＊リンドシェーバー）２勝，水芭蕉特別２着，雪うさぎ賞
２着，鳥栖特別３着

キクカラヴリイ（04牝 ＊マイネルラヴ）２勝，鹿屋特別，中京スポニチ賞２着，
門司特別２着，etc.

キクカタキシード（07牡 ブラックタキシード）３勝，鳴滝特別，迎春Ｓ２着，
オリオンＳ２着，etc.

４代母 オールドグレナダOld Grenada（72 USA栗 Pronto）USA３勝
［子］ オールドイクスクルーシヴOld Exclusive（85 牡 His Majesty）USA５

勝，El Cajon S‐LR，種牡馬
［孫］ チェロキープリンス Cherokee Prince（00
 Cherokee Run）USA10 勝，

Independence Day S‐L（２回），Labor Day S‐L，Budw
eiser Challenger S，etc.

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

155 プッシュ２０２１ 牡・栗 ５／ ６
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスプッシュ ＊オジジアン

��
��
�プラントオジジアン栗 2008 ＊キクカローバート

22b
Halo M4×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ヒロ（15鹿 トランセンド）�２勝��
初仔

２代母 シルクシャープネス（03鹿 ＊ブライアンズタイム）３勝
プラウドワンダー（11牡 アドマイヤジャパン）�13 勝��
オーゴンフェアリー（17牝 ローレルゲレイロ）��１勝��２勝�入着２回

３代母 ＊アナボタフォゴ（91 USA鹿 Danzig）BRZ２勝
グラスレビン（00牝 ＊ブライアンズタイム）�２勝

キタサンオーゴン（10牡 マーベラスサンデー）��４勝，東京湾Ｃ２着，黒潮
盃３着，クラウンＣ３着

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

ス二世チャレンジＣ‐G1，ギャロレットＨ‐G3，ボイリングスプリン
グズＨ‐G3，etc.

グレイスフルダービーGraceful Darby（84牝 Darby Creek Road）US
A８勝，クイーンシャーロットＨ‐G3，ヴァイオレットＨ‐G3，ニジ
ャナＳ‐G3，etc.

［孫］ ワンダーアゲンWonder Again（99 牝 Silver Hawk）USA７勝，ダイア
ナＨ‐G1，ガーデンシティＨ‐G1，ニューヨークＨ‐G2，etc.

＊グラスワンダー（95牡 Silver Hawk）９勝，有馬記念‐Jpn1（２回），宝塚
記念‐Jpn1，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，etc.，優２牡，特別賞，種牡馬

ストールクリーク Stalcreek（90 牝 Stalwart）USA５勝，ラカニャーダＳ
‐G2，リンダヴィスタＨ‐G3，Sandy Blue H‐R，etc.

ボールドホーク Bold Hawk（04� Silver Hawk）USA３勝，ホーソーン
ダービー‐G3，ハリウッドダービー‐G1 ３着，レッドスミスＨ‐G2
２着，etc.

グレイスフルキャットGraceful Cat（98 牝 Forest Wildcat）USA３勝，
Washington Oaks‐L，Irish Day H，Emerald Distaff H
‐L ２着，etc.

コショクトン Coshocton（99牡 Silver Hawk）GB２勝，Predominat
e S‐L，Autumn S‐L ２着

販売申込者・所有者： 中地 義次＝新冠町明和 �0146-49-5154
生 産 牧 場： 中地 義次
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

156 ヒロ２０２１ �・鹿 ２／１０

＊

＊
＊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

＊ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�

��
��

�トランセンド シネマスコープヒロ ＊ブライアンズタイム

��
��
�シルクシャープネス鹿 2015 ＊アナボタフォゴ

12c
Danzig M4×S5

価格： 購買者：



母 ブライダルドレス（10芦 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
サトノエンプレス（17牝芦 ルーラーシップ）�２勝
ブライダルクイーン（18牝芦 ＊マクフィ）��２勝�入着３回

２代母 マサコチャン（96栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
ハロウィーン（01牝 ＊エルコンドルパサー）入着，�１勝

レコパンハロウィー（15牝 タイムパラドックス）�１勝�３勝�１勝�入着，若草
賞，東海クイーンＣ２着，梅桜賞２着，のじぎく賞３着，ル・プランタン賞３着

アイコチャン（02牝 ＊ピルサドスキー）不出走
ファイブイーグル（07牡 ＊スキャン）２勝，鶴橋特別
ロンス（15牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，マカオＪＣＴ

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.
シークルーズ（19牝 モーリス）�２勝，春菜賞

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
スリードーター（82牝 ＊サンプリンス）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ターコイズ

Ｓ‐OP ２着，初富士賞，etc.
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

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： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

157 ブライダルドレス２０２１ 牡・芦 ３／２４

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューブライダルドレス ＊サンデーサイレンス

��
��
�マサコチャン芦 2010 チヨダマサコ

＊ビユーチフルドリーマー 12
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ブライダルベール（06鹿 キングカメハメハ）２勝，英彦山特別（芝 2000），石打特
別（芝 1600）２着，インディアＴ（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－１（７）〕
タニノミステリー（15�黒鹿 タニノギムレット）１勝
タニノドラマ（16牡鹿 タニノギムレット）１勝，メルボルンＴ（芝 2400）２着
タニノヨセミテ（17牝鹿 ダノンシャンティ）２勝，武田尾特別（芝 1800）３着，夕

月特別（芝 2000）３着，�地方未出走
リーガルチェック（18牡黒鹿 タニノギムレット）��６勝�１勝
カガギムレット（19牡鹿 タニノギムレット）�出走

２代母 ファンシーブライド（87鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
マイファンシミン（92牝 ＊リアルシヤダイ）入着

カネクラモチ（03牝 タヤスツヨシ）�５勝��入着，花吹雪賞２着
エーブサンデーサン（93牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，舞浜特別２着，�１勝，種牡馬
エーブマックイーン（96牡 メジロマックイーン）�６勝�	２勝��11 勝
入着，

アフター５スター賞２着，オータムＣ２着
グリーンソニック（97牡 サクラユタカオー）５勝，秩父特別，鳴海特別，霊山特別，

奥只見特別，オリエンタル賞２着，etc.
メイショウギリー（03牡 ＊フォーティナイナー）１勝
クリップフェアリー（04牝 ＊タイキシャトル）２勝

３代母 フアンシーダイナ（78鹿 ＊シーホーク）２勝，富里特別
ダイナフエアリー（83牝 ＊ノーザンテースト）６勝，オールカマー‐Jpn3，新潟記念

‐Jpn3，エプソムＣ‐Jpn3，etc.
サマーサスピション（92牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，青葉賞‐Jpn3，種牡馬
ローゼンカバリー（93牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，目黒記念‐Jpn2，日経賞

‐Jpn2，ＡＪＣＣ‐Jpn2，etc.，種牡馬
ダイナフアンキー（84牝 ＊ダンサーズイメージ）２勝

タヤスメドウ（95牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，新潟大賞典‐Jpn3，京都新聞
杯‐Jpn2 ３着，ダイヤモンドＳ‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬

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

158 ブライダルベール２０２１ �・鹿 ３／ 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ルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスブライダルベール ＊ノーザンテースト

��
��
�ファンシーブライド鹿 2006 フアンシーダイナ

＊フアンシミン 9f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 フライトオブスワン（07栗 ＊フレンチデピュティ）２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（９）〕
リヴィングミラクル（12牝鹿 ＊ホワイトマズル）��１勝
カリビアンスタッド（13牡栗 ＊カジノドライヴ）�１勝��１勝
プレミアムフライト（14牝栗 ゴールドアリュール）��２勝�３勝
サバイバルマインド（18牝栗 スマートファルコン）��１勝�

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

２勝�入着�，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，黒船賞‐Jpn3
（２回），群馬記念‐Jpn3（２回），クラスターＣ‐Jpn3，etc.，種牡馬

＊ウォーターゴーラン（99牡 Afternoon Deelites）４勝，マーガレットＳ‐OP ３着，
桜島特別，北摂特別，雪割草特別，高瀬川特別２着，etc.

トーセンブレイク（03牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，春風Ｓ
トーセンベルファム（05牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，苗場特別３着
トーセンディケム（06牡 ＊クロフネ）２勝，��３勝

３代母 インテントリー Intently（83 USA鹿 Drone）USA８勝，Delta Downs Bre
eders' Cup H，Monique Rene H，Victoria Lass H，American Beaut
y S‐L ２着，Moccasin H２着，etc.
ゴーンフォーリアルGone for Real（91 牡 GoneWest）USA６勝，ロイヤルパームＨ

‐G3，カナディアンターフＨ‐G2 ２着，トロピカルターフＨ‐G3 ３着，種牡馬
インテンドトゥウィン Intend toWin（93牝 ＊ハウスバスター）USA４勝，T. V.

Vixen S３着
＊ジョシュズマデリン（01牝 Quiet American）USA８勝，レイヴンランＳ‐G2，

Pan Zareta S，Panthers S，etc.
クラフティバズ Crafty Buzz（94 牝 Crafty Prospector）USA２勝，Jersey Jump

er S
プランタジネット Plantagenet（07 牡 Trade Fair）FR・UAE・NOR・SWE

・SPA・MAR10勝，プラムスメモリアル‐G3，S.F.K. Jubileumslopnin
g‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲谷口牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5463
生 産 牧 場： ㈲谷口牧場
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

159 フライトオブスワン２０２１ 牡・栗 ４／１０

＊

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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandフライトオブスワン
＊

＊アフリート

��
��
�フライトオブエンジェルス栗 2007 Intently

6d
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Bold Ruler S5×M5
Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ブライトホープ（15黒鹿 Shamardal）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ブロッサムレーン（11 GB栗 New Approach）GB入着

３代母 モントゥラニMonturani（99 IRE 鹿 Indian Ridge）GB・FR・IRE・ITY３
勝，ブランドフォードＳ‐G2，Newbury Fillies' Trial S‐L，Swinley S‐L，
ウィンザーフォレストＳ‐G2 ２着，フィユドレール賞‐G3 ２着，etc.
アイシンクベスト Ithinkbest（06� ＊キングズベスト）GB・IRE２勝
モンテフィノMontefino（08牝 Shamardal）不出走

パースリー Parsley（12 牝 Zebedee）GB・FR３勝，ファースオヴクライドＳ
‐G3 ２着，Empress S‐L ２着，St. Hugh's S‐L ３着

アンダムチャーチョ Anda Muchacho（14牡 Helmet）ITY10 勝，ローマ賞
‐G2，ヴィットリオディカプア賞‐G2，伊２０００ギニー‐G3，etc.

ラヴパワフル Love Powerful（17 牝 Gutaifan）�GB３勝
メリーヴェイルMerry Vale（16 牝 Intello）GB１勝

４代母 メッゾジョルノMezzogiorno（93 GB鹿 Unfuwain）GB・FR２勝，Newbu
ry Fillies' Trial S‐L，英オークス‐G1 ３着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着
［子］ モナヴァンナMonnavanna（98牝 Machiavellian）GB・FR・USA３勝，

P. Amandine‐L，Pontefract Flying Fillies S‐L，セーネオワ
ーズ賞‐G3 ２着，etc.

ミルスプリングズMill Springs（12 牝 Shirocco）GB２勝，Noel Murle
ss S‐L

５代母 エギュAigue（86 GB鹿 High Top）GB２勝
［孫］ ブラダヴァ Blhadawa（11牝 Iffraaj）GB・IRE３勝，Cecil Frail S‐L

ラウレンティナ Laurentina（04牝 Cadeaux Genereux）GB２勝，Co
nqueror S‐L ３着，Montrose S‐L ３着

ライジングタレント Rising Talent（99 牡 Bering）FR９勝，P. de Pont
arme‐L ３着

［曾孫］ フレイミングムーン Flaming Moon（17� Born To Sea）�IRE２勝，
Listowel S‐L ３着

販売申込者・所有者： トド岩高原銀河農場物語㈱＝新冠町大狩部 �0146-45-5004
生 産 牧 場： トド岩高原銀河農場物語㈱
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

160 ブライトホープ２０２１ 牡・鹿 ４／１７
＊

＊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

シャマルダル Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Shamardal Helsinkiブライトホープ
＊ New Approach

��
��
�ブロッサムレーン黒鹿 2015 Monturani

1t
Mr. Prospector S4×M5 Ahonoora M5×M5

価格： 購買者：



母 プライムシスター（16鹿 ルーラーシップ）１勝
初仔

２代母 ミラクルフラッグ（07栗 スパイキュール）１勝
ミラクルシップ（14牡 ＊クロフネ）入着２回，��15 勝，東海ゴールドＣ３着，オー

タムＣ３着
シスターフラッグ（15牝 ルーラーシップ）２勝，北海Ｈ２着，北斗特別３着，富良

野特別３着
ダイメイコリーダ（17牡 ＊エスケンデレヤ）�２勝，鳳雛Ｓ‐L ２着，鷹取特別２着，オ

キザリス賞２着，カトレア賞３着，��入着，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着
エニアグラム（19牝 ＊ケープブランコ）入着２回，紫菊賞３着，�地方未出走

３代母 ポイントフラッグ（98芦 メジロマックイーン）１勝，チューリップ賞‐Jpn3
２着，エルフィンＳ‐OP ２着，紅梅Ｓ‐OP ２着
ハニーフラッグ（04牝 フジキセキ）２勝
ゴールドシップ（09牡 ステイゴールド）13勝，有馬記念‐G1，皐月賞‐G1，菊花賞

‐G1，天皇賞（春）‐G1，宝塚記念‐G1（２回），阪神大賞典‐G2（３回），神戸新
聞杯‐G2，etc.，優３牡，種牡馬

トレジャーマップ（11牡 ステイゴールド）４勝，本栖湖特別，瓢湖特別，燕特別２
着，etc.

ゴールドフラッグ（15牡 ステイゴールド）３勝，フルーツラインＣ，臥牛山特別，２
０１９ＷＡＳＪ第２戦３着，��入着２回�

４代母 パストラリズム（87黒鹿 ＊プルラリズム）２勝

５代母 トクノエイテイー（78黒鹿 ＊トライバルチーフ）２勝，寒菊賞
［子］ スーパータマモ（90牝 タマモクロス）４勝，サファイヤＳ‐Jpn3 ３着，

蓬莱峡特別，都大路Ｓ２着，etc.
アイネスガンマ（88� ＊ターゴワイス）４勝，金北山特別（２回），粟島特別

［孫］ キオイスマート（90� ＊サンキリコ）５勝，道新杯‐OP ２着，大雪Ｈ，中
山ヤングＪＳＳ，etc.，障害１勝

マイダイアモンド（91牝 シービークロス）４勝，鈴鹿特別，摩周湖特別２
着，利尻特別２着

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

161 プライムシスター２０２１ 牡・黒鹿 ３／２１

＊

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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴプライムシスター スパイキュール

��
��
�ミラクルフラッグ鹿 2016 ポイントフラッグ

＊星旗 16h
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ポレイア（09栗 ゴールドアリュール）２勝
〔産駒馬名登録数：４〕
ポセイドン（20牡栗 ＊アジアエクスプレス）�未出走

２代母 ＊リベラノ（99 USA栗 Rubiano）USA２勝
ミコノス（05牝 With Approval）３勝，ＴＶＱ杯３着
コウエイテンプウ（06牝 ＊デヒア）２勝

バイラ（15牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，端午Ｓ‐OP，天王山Ｓ‐OP ３着，ポラ
リスＳ‐OP ３着，ごぎょう賞２着，��２勝��

タガノジョーカー（07牝 ＊バゴ）３勝，中京スポーツ杯
タガノリベラノ（08牝 マンハッタンカフェ）４勝
アルムダプタ（10牡 スペシャルウィーク）１勝，�１勝��，北海道２歳優駿‐Jpn3
ニューヘリテージ（11牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝

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

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

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

‐Jpn1，共同通信杯‐Jpn3，etc.，年代表，優３牡，種牡馬
タガノヴィヴィアン（00牝 ＊ティンバーカントリー）不出走
ダノンヴィッター（04牡 スペシャルウィーク）２勝，山吹賞

キタサンバースデー（04牝 ＊マリエンバード）出走
シンネン（10牡 ステイゴールド）２勝，あすなろ賞

＊ダンジグジョイ（92牝 Danzig）不出走
ホシノピアス（01牝 ＊ジェイドロバリー）１勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着

＊ジョイオブフライト（96牝 Silver Hawk）不出走
ストークアンドレイ（10牝 ＊クロフネ）２勝，函館２歳Ｓ‐G3，ＳＴＶ杯２着

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

162 ポレイア２０２１ �・栗 ３／２０
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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤポレイア
＊ Rubiano

��
��
�リベラノ栗 2009 Skillful Joy

11g
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev M4×S5

価格： 購買者：



母 ボウピープ（11栗 ディープスカイ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
サンデッドウッド（17牡栗 ＊キングズベスト）��出走�１勝��入着２回
セイカメテオポリス（18牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）���３勝�入着，

戸塚記念（Ｄ2100），ブリリアントＣ（Ｄ1800）２着，金盃（Ｄ2600）２着，鎌倉
記念（Ｄ1500）２着，ダービーＧＰ（Ｄ2000）３着

グロリオサ（20牡鹿 インカンテーション）��出走

２代母 ＊ボーントゥブーギー（05 GER鹿 Tobougg）GB４勝，Snowdrop Fillies S
‐L，Conqueror S‐L ３着
ヴァローア（12牝 ＊エンパイアメーカー）４勝，白嶺Ｓ，與杼特別，内房Ｓ２着，薫

風Ｓ３着，招福Ｓ３着
ボーントゥレイン（13牡 ＊エンパイアメーカー）２勝，��３勝
ディープベイ（14牡 ディープインパクト）入着，	３勝
ナムラリベンジ（17牡 ＊ノヴェリスト）	２勝

３代母 ブライシムBraissim（91 GB鹿 ＊ダンシングブレーヴ）不出走
タンペラノワールTempera Noire（08 牝 Miesque's Son）FR入着

マドモワゼルマリーMademoiselle Marie（14 牝 Evasive）FR４勝，P. Dela
hante‐L，P. Rose deMai‐L ２着

４代母 バラーリBarari（85 USA鹿 Blushing Groom）不出走
［子］ ホワイトハートWhite Heart（95
 Green Desert）GB・IRE・GER・

USA・HKG８勝，ＷＲターフクラシック‐G1，チャールズホイッテ
ィンガムＨ‐G1，エッティンゲンレネン‐G3，etc.

カインドリガーズ Kind Regards（97 牝 Unfuwain）GB・FR５勝，Vi
rginia S‐L

フェアーフライト Fair Flight（96
 Green Desert）GB・SIN・MAL４
勝，Singapore Silver Cup‐L ３着

［孫］ ＊ワットドゥアイワントザットフォー（13牝 Kodiac）GB３勝，St. Hugh'
s S‐L，ディックプールフィリーズＳ‐G3 ２着，プリンセスマーガ
レットＳ‐G3 ３着

［曾孫］ ヨモギ Yomogi（17 牝 Zoffany）�FR入着５回，ミエスク賞‐G3 ３着

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

163 ボウピープ２０２１ �・鹿 ３／ ４
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 シニスターミニスター

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Ministerインカンテーション

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビボウピープ
＊ Tobougg

��
��
�ボーントゥブーギー栗 2011 Braissim

14b
Halo S5×M5 Danzig S5×M5

価格： 購買者：



母 ブリーズドゥメール（13青鹿 ヴィクトワールピサ）�２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ノブカナロア（18牡黒鹿 ロードカナロア）���入着�入着４回
グランメゾン（19牝鹿 ロードカナロア）��入着５回�入着２回

２代母 ＊ディオニージア（03 USA黒鹿 Tejano Run）FR・ITY９勝，伊オークス‐G1，
マリオインチーザ賞‐G3，P. Torricola‐L，Criterium Femminile‐L，
P. Coolmore‐L，etc.
ディオベルタ（09牝 フジキセキ）２勝，ホンコンＪＣＴ２着，秩父特別３着
ブリシンガメン（14牝 ステイゴールド）１勝，北辰特別３着
ホロイムア（17牝 ジャスタウェイ）��２勝
モンテディオ（18牡 ジャスタウェイ）�２勝，神戸新聞杯‐G2 ３着，すみれＳ‐L

３着，ルスツ特別，ホンコンＪＣＴ２着，アザレア賞２着

３代母 エシーズメイドEssie's Maid（88 USA黒鹿 Linkage）USA５勝
エシーズリンクEssie's Link（97 牝 Cherokee Colony）USA５勝

クセニア Ksenia（08 牝 Tejano Run）ITY６勝，P. Torricola‐L ２着
セイラダーリング Sarah Darling（00 牝 Wavering Monarch）不出走

マイベイビーベイビーMy Baby Baby（05牝 Bernstein）USA７勝，ミントジ
ュレップＨ‐G3，Fairway Fun S，Pleasant Temper S，etc.

＊ホールハーテッド（14牝 Awesome Again）USA５勝，WilmaMankille
r S

ピュアーセイラPure Sarah（08牝 Pure Prize）CAN出走
テイクダウン Takedown（15� Take Charge Indy）�USA４勝，Ja
mes W. Murphy S‐L ３着

ディオクレツィアノDiocleziano（05牡 Barkerville）FR・ITY13 勝，P. W.W.F.
‐L，P. Signorino‐L ２着，Criterium Partenopeo‐L ２着

フォルトゥニア Fortunia（07 牝 Leroidesanimaux）USA２勝，ウィジャボードデ
ィスタフＨ‐G3 ２着，Sandy Blue H‐L ３着

４代母 エシービーズヴェンチャー Essie Bs Venture（68 USA鹿 Intentionally）US
A６勝，Duchess S，Export H，British Columbia Derby２着

販売申込者・所有者： ㈲二風谷ファーム＝平取町二風谷 �090-1527-3520
生 産 牧 場： ㈲二風谷ファーム
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

164 ブリーズドゥメール２０２１ �・鹿 ３／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

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ブリーズドゥメール
＊ Tejano Run

��
��
�ディオニージア青鹿 2013 Essie's Maid

22c
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 フルーツタルト（15黒鹿 ディープインパクト）�３勝
初仔

２代母 ＊ストーミーレニー（05 USA黒鹿 Storm Cat）USA１勝
ハイテイル Hightail（10 牡 Mineshaft）USA１勝，Breeders' Cup Juvenile Sprint

‐L，種牡馬
＊エイシンタルトゥ（12牝 Henrythenavigator）入着２回，�12 勝
ザビッグファンダメンタル Thebigfundamental（13� Uncle Mo）�USA３勝，

Jazil S３着
ストーミースター（14牡 To Honor and Serve）入着，��５勝
サンライズデヴォン（17� オルフェーヴル）��６勝�２勝��１勝
ヴィントミューレ（18� オルフェーヴル）�１勝

３代母 フリートルネ Fleet Renee（98 USA黒鹿 Seattle Slew）USA５勝，マザー
グースＳ‐G1，アシュランドＳ‐G1，Landaura S‐L，ガゼルＨ‐G1 ３着
オミナスキャットOminous Cat（06 牝 Storm Cat）不出走

ダークアーティストDark Artist（15 牝 Paynter）USA４勝，Boiling Spring
s S‐L，OpenMind S，Big Dreyfus S３着，etc.

デヴィルズヒューマーDevils Humor（07 牝 Distorted Humor）USA２勝
＊オールインファン（12牝 Tapit）USA４勝，Hilltop S２着
タイトテン Tight Ten（16牡 Tapit）USA２勝，サラトガスペシャルＳ‐G2

２着，イロクオイＳ‐G3 ２着，種牡馬

４代母 ダリアンミスDarien Miss（85 USA黒鹿 Mr. Leader）USA９勝，ルイヴィ
ルＢＣＨ‐G3，チャーチルダウンズＢＣＨ‐G3，Fairway Fun S‐L，Dogw
ood S‐L，Edgewood S‐L，etc.
［子］ フューチャークエスト Future Quest（93 牡 Relaunch）USA４勝，ノー

フォークＳ‐G2，デルマーフュチュリティ‐G2，Playa del Rey H
‐L，etc.，種牡馬

アルゾラ Alzora（94 牝 Seattle Slew）USA５勝，MarylandMillion S
‐R，Irving Distaff S‐L ２着，HollywoodWildcat S‐R ２
着，etc.

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

165 フルーツタルト２０２１ 牡・青鹿 ４／１４
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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアフルーツタルト
＊ Storm Cat

��
��
�ストーミーレニー黒鹿 2015 Fleet Renee

9f
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ベルクシュタイゲン（17鹿 ＊エスケンデレヤ）不出走
初仔

２代母 ビワパシフィカス（99黒鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
アドマイヤシズカ（04牝 ダンスインザダーク）出走

ナイトフォックス（12牡 サクラバクシンオー）３勝，ジュニアＣ‐OP，白河特
別２着，ＵＨＢ杯３着，��４勝��入着２回

セイルラージ（07牡 アグネスタキオン）５勝，巴賞‐LR ２着，ニューイヤーＳ‐L
２着，福島民報杯‐L ３着，錦Ｓ，三年坂特別，etc.

アムールスキー（11牡 ゼンノロブロイ）３勝，障害２勝

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

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

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

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

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

‐G2，小倉大賞典‐G3，etc.，UAE入着

４代母 パシフィックプリンセス Pacific Princess（73 USA鹿 Damascus）USA７
勝，デラウェアオークス‐G1，ヘムステッドＨ‐G2，メイトロンＳ‐G1 ２着，マ
スケットＨ‐G2 ２着，ガゼルＨ‐G2 ２着，etc.
［孫］ キズナ（10牡 ディープインパクト）６勝，日本ダービー‐G1，産経大阪杯

‐G2，京都新聞杯‐G2，etc.，FR１勝，優３牡，種牡馬
ファレノプシス（95牝 ＊ブライアンズタイム）７勝，桜花賞‐Jpn1，秋華
賞‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1，etc.，優３牝，優古牝

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康 メイタイファーム
飼 養 者： ㈱吉永ファーム＝浦河町西舎 �0146-26-7347

166 ベルクシュタイゲン２０２１ 牡・黒鹿 ３／ ４
＊

＊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

＊ Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�エスケンデレヤ Aldebaran Lightベルクシュタイゲン ＊ブライアンズタイム

��
��
�ビワパシフィカス鹿 2017 ＊パシフィカス

13a
Damascus S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 マリーゴールド（17鹿 スピルバーグ）不出走
本馬の他に産駒あり

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
ナンネッタ（14牝 ＊キンシャサノキセキ）�２勝，園田プリンセスＣ
トーセンスカイ（16牡 トーセンラー）�２勝

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： ㈲中本牧場＝新冠町高江 �090-8900-6097
生 産 牧 場： ㈲中本牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

167 マリーゴールド２０２１ �・栗 ２／２８

＊

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

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�スピルバーグ ＊プリンセスオリビアマリーゴールド
＊ Belong to Me

��
��
�シアトルサンセット鹿 2017 Weekend in Seattle

3l
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ヤマノサッシュ（09鹿 ＊ファルブラヴ）�出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
アレルキナーダ（13牝鹿 ＊シンボリクリスエス）障害１勝
キャスタウェイ（15牡鹿 ＊ハービンジャー）��１勝
マーヴェラスロード（16牡鹿 ロードカナロア）��１勝�入着２回
エクシダス（18�鹿 ドゥラメンテ）��出走
ハートオンシューズ（19牡黒鹿 エピファネイア）��入着
サルトルーヴィル（20牡鹿 ルーラーシップ）�出走

２代母 プリンセスゴールド（02栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
ゴールデンヒーロー（10� ＊シンボリクリスエス）４勝，瀬波温泉特別，インディア

Ｔ３着，障害１勝
ジュエルタワー（17牝 ＊クロフネ）１勝

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.
フロンティア（15牡 ダイワメジャー）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3，ファルコンＳ

‐G3 ３着
レクレドール（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ‐Jpn2，クイーンＳ

‐Jpn3，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.
ベルーフ（12牡 ＊ハービンジャー）３勝，京成杯‐G3，チャレンジＣ‐G3 ２着，

小倉記念‐G3 ２着（２回），etc.
キューティゴールド（04牝 ＊フレンチデピュティ）入着２回

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

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

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

168 ヤマノサッシュ２０２１ 牡・黒鹿 ５／１４

＊

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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightヤマノサッシュ ＊サンデーサイレンス

��
��
�プリンセスゴールド鹿 2009 ゴールデンサッシュ

＊ロイヤルサツシユ 1t
Seattle Slew S4×M5 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 ブルーセレブ（11栗 ＊アサクサデンエン）��３勝，東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600），
桜花賞（Ｄ1600）２着，ユングフラウ賞（Ｄ1400）３着，ＮＡＲ優２牝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（12）〕
カネコメヒカル（16牡栗 ジャングルポケット）��４勝��入着３回
メディウム（17牝栗 ジャングルポケット）��入着２回��１勝
マブサンシティー（18牡栗 ＊マジェスティックウォリアー）�２勝�入着��
クルードラゴン（19�栗 ＊アイルハヴアナザー）��２勝�３勝

２代母 カリビアンセレブ（06鹿 ゴールドアリュール）��３勝
オスカークイーン（14牝 ＊シニスターミニスター）１勝
オンアクラウド（15牝 ＊ロージズインメイ）��１勝
タチアオイ（17牝 ＊シニスターミニスター）�３勝
ニーヨル（18牡 ＊シニスターミニスター）１勝，���入着
ヒデノレインボー（19牡 ＊シニスターミニスター）�１勝

３代母 カリビアンボイス（00青鹿 ＊ジェイドロバリー）１勝
リュウノファイト（11牡 メイショウボーラー）��３勝	入着，スプリングＣ２着

４代母 カーペンタービー（86黒鹿 ＊ルドウターブル）２勝
［子］ ロイヤルセランガー（01牝 ＊パラダイスクリーク）２勝，ファンタジーＳ

‐Jpn3 ２着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ４着，etc.，�４
勝�１勝
入着��，東海ゴールドＣ，etc.

エスケイタイガー（95牡 メリーナイス）��６勝	１勝，黒潮盃，ブルー
バードＣ，平和賞

５代母 ＊フアイアフラワー（72 IRE 鹿 Dike）不出走
［子］ ダイナカーペンター（84牡 フレーミングユース）８勝，京都記念‐Jpn2，

阪神大賞典‐Jpn2，鳴尾記念‐Jpn2 ３着，etc.
［孫］ フラワーパーク（92牝 ニホンピロウイナー）７勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，

高松宮杯‐Jpn1，シルクロードＳ‐Jpn3，etc.，優短距，優父内
［曾孫］ ヴァンセンヌ（09牡 ディープインパクト）６勝，東京新聞杯‐G3，安田記

念‐G1 ２着，京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 中村 雅明＝浦河町野深 �0146-27-4416
生 産 牧 場： 中村 雅明
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

169 ブルーセレブ２０２１ 牡・栗 ４／１８

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

�アサクサデンエン ＊ホワイトウォーターアフェアブルーセレブ ゴールドアリュール

��
��
�カリビアンセレブ栗 2011 カリビアンボイス

＊フアイアフラワー 1n
Halo M5×M5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊フレイミングクリフス（02 USA栗 Kingmambo）FR入着２回
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：海外－２（12），地方－２（２）〕
マクシMaxxi（10 IRE 牝鹿 Dansili）FR７勝
ギルガメシュGilgamesh（14 GB�鹿 Foxwedge）GB５勝
ミスアラカン（16牝栗 Arakan）�１勝��
シゲルハナミズキ（19牝鹿 モーリス）��１勝
エムティソレイユ（20牝鹿 モーリス）���出走

２代母 インサイト Insight（95 FR鹿 Sadler's Wells）FR・USA３勝，ＥＰテイラ
ーＳ‐G1，オペラ賞‐G2，仏オークス‐G1 ３着，クロエ賞‐G3 ２着，プシュケ
賞‐G3 ２着，etc.
エルシャード Ershaad（01牡 Kingmambo）FR・USA３勝，ジャンプラ賞‐G1 ３

着，ダフニス賞‐G3 ２着，ラロシェット賞‐G3 ３着，種牡馬
アプリシアAplysia（03 牝 Storm Cat）FR入着

ペンタグラム Pentagram（11牡 Jeremy）IND５勝，Suresh Mahindra Multi
Million Trophy‐LR ２着，Calcutta Champions' Sprint Trophy‐L
３着，Sprinters Trial S‐L ３着

ゴーファーGopher（04 牡 Pulpit）FR入着，P. Matchem‐L ２着
シャルウィ Shall We（13牝 Dansili）GB・IRE１勝，Bluebell S‐L ２着
ハンドオンハート Hand On Heart（15 牝 Mastercraftsman）GB・IRE２勝，パー

クイクスプレスＳ‐G3 ２着，Glencairn S‐L ２着

３代母 オールヴィジヨンOr Vision（83 USA栗 Irish River）FR３勝，P. Imprud
ence‐L，P. de l'Obelisque‐L，P. de Saint‐Cyr‐L ２着，P. de Cabou
rg‐L ２着，P. Soya‐L ３着
ドルフィンストリートDolphin Street（90 牡 Bluebird）入着，GB・FR・GER５勝，

フォレ賞‐G1，モーリスドゲースト賞‐G2，セーネオワーズ賞‐G3，etc.，種牡馬
＊サフロンウォルデン（96牡 Sadler's Wells）GB・IRE３勝，愛２０００ギニー‐G1，Leo

pardstown 2000 Guineas Trial S‐L，メルドＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬
ヴィジヨンズフライト Vision's Flight（97� Bluebird）FR・GER７勝，V.R.‐S

print‐Rennen‐L ３着

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �090-3118-6091
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �090-3118-6091

170 フレイミングクリフス２０２１ 牡・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

＊

キングマンボ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Kingmambo Miesqueフレイミングクリフス インサイト Sadler's Wells

��
��
�Insight栗USA 2002 Or Vision

9b
Raise a Native M4×M5 Northern Dancer M4×S5×M5 Special M5×M5

価格： 購買者：



母 フレスカ（14栗 ディープスカイ）��入着
〔産駒馬名登録数：２〕
アタッチメント（19牡黒鹿 シビルウォー）���出走
ピエールオレゴン（20牡黒鹿 パドトロワ）�地方未出走

２代母 カルチャートップ（05栗 マヤノトップガン）出走
タイセイスカイ（10牡 マンハッタンカフェ）�３勝
ゴーザトップ（11牡 ディープスカイ）３勝
カルチャーバリュー（12牡 ディープスカイ）��12 勝��
トップノート（13牝 ダイワメジャー）２勝，�１勝

３代母 ＊ジャパン（98 IRE 栗 Caerleon）GB１勝

４代母 カルチャーヴァルチャー Culture Vulture（89 USA栗 Timeless Moment）
GB・FR・IRE・ITY・USA６勝，仏１０００ギニー‐G1，フィリーズマイル‐G1，マ
ルセルブサック賞‐G1，エミリオトゥラティ賞‐G2，ローザーＳ‐G2，etc.
［孫］ サバンナサウンド Savannah Sound（10牝 Antonius Pius）IND９勝，M

ysore Dasara Sprint Championship‐LR，Maharaja's Cup‐LR ２
着，Sri Krishnaraja Wadiyar Memorial Trophy‐LR ２着

［曾孫］ エクイムー Equimou（14牝 Equiano）GB４勝，St. Hugh's S‐L ２着，
Scarbrough S‐L ３着

５代母 パーフェクトイグザンプルPerfect Example（82 USA栗 Far North）不出走
［孫］ サンタカタリナ Santa Catarina（00牝 Unbridled）USA３勝，ハリウッ

ドオークス‐G2，ケンタッキーオークス‐G1 ２着，フリゼットＳ
‐G1 ２着，etc.

［曾孫］ アプルーヴ Approve（08牡 Oasis Dream）GB・FR３勝，ジムクラックＳ
‐G2，英ノーフォークＳ‐G2，ミドルパークＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

ボーシャンクセルクセス Beauchamp Xerxes（06� Compton Admiral）
GB・FR・UAE４勝，On the House S‐L，Cocked Hat S‐L
２着，Floodlit S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911
生 産 牧 場： ㈲ノースガーデン
飼 養 者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911

171 フレスカ２０２１ �・栗 ２／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスタイセイレジェンド メジロマックイーン

��
��
�シャープキック栗 2007 ペッパーキャロル

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビフレスカ マヤノトップガン

��
��
�カルチャートップ栗 2014 ＊ジャパン

8h
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 プロテクトジアース（06栗 ＊アフリート）１勝，�２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（20）〕
ダイワインパルス（12牡鹿 ヴァーミリアン）３勝，西湖特別（Ｄ1600）２着，リボ

ン賞（Ｄ1800）２着，横手特別（Ｄ1700）３着，青梅特別（Ｄ1600）３着，オキザ
リス賞（Ｄ1400）３着

ヨアソビ（13牝黒鹿 ブラックタイド）�15 勝��１勝�
パワーリンク（16牡黒鹿 ヴァーミリアン）�４勝
レジェンドジアース（18牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）���入着６回

２代母 ＊ロジカルクィーン（00 USA鹿 Deputy Minister）１勝
サトノハピネス（05牡 アグネスタキオン）３勝
サンダーストラック（08牡 アグネスタキオン）入着３回，�３勝，福山王冠２着
ユリオプスデイジー（09牝 フジキセキ）１勝
ロジカルガール（16牝 ダノンシャンティ）�２勝
メイショウアツイタ（18牡 フェノーメノ）�１勝

３代母 ＊ラグナセカ（92 USA鹿 Seattle Slew）USA３勝，Arbor Vitae S‐L，レ
イルバードＳ‐G2 ３着，C.E.R.F. S‐L ３着，Pasadena S‐L ３着
マカビーMacabe（98牡 GoneWest）USA２勝，Manila S‐R ２着，Relau

nch S‐R ２着，種牡馬
＊モアザンベスト（02牝 Giant's Causeway）４勝，札幌スポニチ賞，キーンランド

Ｃ，立待岬特別
デビュタント（12牝 ディープインパクト）１勝，蒲郡特別３着
ロングトレーン（18牝 トランセンド）２勝，マーガレットＳ‐L ２着

＊サーキットレディ（04牝 Grand Slam）３勝，ＳＴＶ賞，美利河特別，登別特別２着
ダノングラシアス（12牝 マンハッタンカフェ）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着，

りんどう賞２着
ジョフィーズラン Joffe's Run（05牝 Giant's Causeway）GB・USA４勝，Reg

al Gal S，Hollywood S３着

４代母 トピカウント Topicount（85 USA栗 Private Account）USA９勝，レアパ
フュームＳ‐G2，モンマスパークＢＣＨ‐G3，Herecomesthebride S‐L，R
umson Breeders' Cup H，Middlesex County S，etc.

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

172 プロテクトジアース２０２１ �・鹿 ５／ ５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyプロテクトジアース
＊ Deputy Minister

��
��
�ロジカルクィーン栗 2006 ＊ラグナセカ

3o
Mr. Prospector M3×S4

価格： 購買者：



母 ＊マイビビアーヌ（09 IRE 鹿 Shamardal）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
ゴッドバード（16牡青鹿 ダノンシャンティ）�３勝
ローリングサンダー（17�鹿 ＊ヘニーヒューズ）���４勝�１勝
パピードッグ（18牝鹿 ブラックタイド）��１勝�１勝

２代母 マイMy（03 GB鹿 ＊キングズベスト）GB出走
キーピングKeeping（10牝 Teofilo）GB・IRE１勝
ブレンダンBrendan（13� Elnadim）GB１勝
マックスゾーリンMax Zorin（14� Cape Cross）GB１勝，Dee S‐L ３着

３代母 マスクーナMaskunah（97 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
グアランティアGuarantia（04 牝 Selkirk）GB入着２回，Oh So Sharp S‐L ３着
ラーヘブ Laaheb（06� Cape Cross）GB・UAE７勝，カンバーランドロッジＳ

‐G3，セプテンバーＳ‐G3，Fred Archer S‐L，etc.
ルワイヤン Ruwaiyan（09牡 Cape Cross）GB・IRE・GER・SWE３勝，チップ

チェイスＳ‐G3 ２着
フォックスタル Fox Tal（16� Sea The Stars）�GB・FR・QAT３勝，クリテリヨ

ムドサンクルー‐G1 ３着，Godolphin S‐L ２着，Gala S‐L ２着，etc.

４代母 ルカイアンプリンセス Lucayan Princess（83 IRE 鹿 High Line）GB２勝，
Sweet Solera S‐L，Cheshire Oaks‐L ３着
［子］ ウォーサンWarrsan（98牡 Caerleon）GB・FR・IRE・GER・ITY・U

AE・HKG９勝，コロネイションＣ‐G1（２回），バーデン大賞‐G1
（２回），英ジョッキークラブＳ‐G2，etc.

ルソー Luso（92牡 Salse）GB・FR・GER・ITY・UAE・HKG10勝，伊
ダービー‐G1，アラルポカル‐G1，ドイツ賞‐G1，etc.，種牡馬

ニ－ドルガンNeedle Gun（90牡 Sure Blade）GB・FR・IRE・GER・I
TY・USA・UAE・HKG３勝，ガリニュールＳ‐G2，メルドＳ‐G3，
セントジェイムズパレスＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

クラウドカースル Cloud Castle（95 牝 In TheWings）GB・FR・IRE
１勝，ネルグウィンＳ‐G3，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，ヨークシャ
ーオークス‐G1 ３着

販売申込者・所有者： タバタファーム＝日高町美原 �0146-47-9707
生 産 牧 場： タバタファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

173 マイビビアーヌ２０２１ 牡・青鹿 ３／１６
＊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シルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊

シャマルダル Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Shamardal Helsinkiマイビビアーヌ マイ ＊キングズベスト

��
��
�My鹿IRE 2009 Maskunah

7a
Hail to Reason S5×S5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 マリナーズコンパス（10鹿 ディープインパクト）入着４回，�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ボボティー（17牝栗 ＊ヨハネスブルグ）�３勝��入着２回
ハテンコウ（18�栗 エピファネイア）��入着４回
カニグー（19牡青鹿 エイシンフラッシュ）���入着�１勝

２代母 ＊フサイチエイブル（96 USA栗 Deputy Minister）USA１勝
サイレントアスク（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，カーネーションＣ，府中Ｓ３

着，浅草特別３着
リメインサイレント（10牝 ＊ホワイトマズル）５勝，西宮Ｓ，大倉山特別，リボ

ン賞，八甲田山特別，ディープインパクトＣ２着，etc.
コマンダーシップ（03牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝
エイブルインレース（06牝 フジキセキ）入着２回，クイーンＣ‐G3 ３着，クローバ

ー賞‐L ３着，�１勝�２勝，オパールＣ，ジュニアＧＰ
レッツゴーアスク（18牝 ロードカナロア）入着３回，りんどう賞３着，��入

着４回
エイブルブラッド（08牡 ネオユニヴァース）２勝，大雪Ｈ３着，もちの木賞３着，

障害２勝

３代母 スタ－ダスク Stardusk（84 USA栗 Stage Door Johnny）USA５勝，ロン
グアイランドＨ‐G2，クイーンシャーロットＨ‐G3 ４着
ワイエッタアープWyetta Earp（99牝 Silver Deputy）USA１勝

ゴールドヴェンデッタGold Vendetta（05� Gold Fever）USA６勝，Ne
w York Stallion Cab Calloway S‐R ２着

４代母 ダスクDusk（68 USA鹿 Olden Times）不出走
［子］ ジョニーディー Johnny D.（74 牡 Stage Door Johnny）USA７勝，ワシ

ントンＤＣ国際‐G1，レキシントンＨ‐G2，Turf Classic S，etc.
［孫］ アージェントリクエストUrgent Request（90 牡 RainbowQuest）GB

・USA・HKG７勝，サンタアニタＨ‐G1，サンマルコスＨ‐G2，オ
ークトリーＢＣマイル‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： シグラップ・マネジメント㈱＝東京都品川区 �090-1796-2929
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ゴールドアップホースカンパニー（泊津分場）＝新冠町西泊津 �0146-47-4555

174 マリナーズコンパス２０２１ 牡・栗 ３／ ８

＊

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マリナーズコンパス
＊ Deputy Minister

��
��
�フサイチエイブル鹿 2010 Stardusk

9
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ミントシャイン（02鹿 ＊サンデーサイレンス）�２勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－７（14）〕
セニョリータ（08牝鹿 マヤノトップガン）３勝，ラジオ福島賞（Ｄ1700），�３勝
フェミニン（09牝芦 ＊クロフネ）入着３回，�１勝��
ミレシア（11牝黒鹿 ＊アグネスデジタル）�４勝�
シュピーゲル（12牡黒鹿 ＊ファスリエフ）入着２回，�１勝�１勝
カナイオ（14牡鹿 ＊キングズベスト）入着２回，��１勝
スプリットロック（17牡栗 ＊ケープブランコ）１勝，����１勝・１勝
ジンジャーミント（18牝栗 メイショウボーラー）�１勝
ファロロジー（19牝鹿 ＊バトルプラン）�２勝，春菜賞（芝 1400）２着

２代母 ナオミシャイン（95栗 ＊トニービン）４勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３
着，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，緑風Ｓ，立冬特別，etc.
エストラゴン（04	 アグネスタキオン）入着，
１勝
モエレギャロップ（09牡 ゴールドヘイロー）��１勝�入着２回

３代母 ハマナスシャイン（90栗 ＊リアルシヤダイ）不出走

４代母 シヤダイハマナス（82鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，
巴賞‐OP ２着，春風賞，バレンタインＳ，新春牝馬特別，etc.
［子］ ランブリングローズ（92牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，早春賞
［孫］ アドマイヤマジック（01牝 バブルガムフェロー）３勝，フェアリーＳ

‐Jpn3 ３着，郡山特別
サルサクイーン（99牝 ＊リンドシェーバー）�１勝��１勝，東京プリン
セス賞，桜花賞２着，ブルーバードＣ３着，etc.

ムギワラボウシ（00牝 ＊シャーディー）１勝，��２勝�，東京２歳優駿
牝馬３着

［曾孫］ サルサディオーネ（14牝 ゴールドアリュール）４勝，���８勝�，さき
たま杯‐Jpn2，日本ＴＶ盃‐Jpn2，スパーキングＬＣ‐Jpn3，etc.，
ＮＡＲ優古牝（2回）

サルサレイア（16牝 ＊クロフネ）２勝，麒麟山特別２着，インディアＴ２
着，etc.，���１勝�入着�，クイーン賞‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 富本 茂喜＝新冠町新和 �0146-47-5063
生 産 牧 場： 富本 茂喜
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

175 ミントシャイン２０２１ �・栗 ５／２０

＊

＊
＊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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellミントシャイン ＊トニービン

��
��
�ナオミシャイン鹿 2002 ハマナスシャイン

＊ハマナスⅡ 17b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ベルゲン（13黒鹿 ヴァーミリアン）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ホウオウベルタ（17牡鹿 トランセンド）��４勝�１勝
エーヴベリー（20牝鹿 ＊マインドユアビスケッツ）��入着

２代母 ファストフレンド（94栗 アイネスフウジン）７勝，東海Ｓ‐Jpn2，etc.，��
７勝�１勝�，東京大賞典‐Jpn1，帝王賞‐Jpn1，東海菊花賞‐Jpn2，エンプレ
ス杯‐Jpn2（２回），etc.
ルックアミリオン（03牝 ＊フレンチデピュティ）２勝

テーオートマホーク（10牡 アドマイヤムーン）２勝，平ヶ岳特別３着
ダイヤモンドハイ（11牝 アドマイヤムーン）３勝
メイショウササユリ（14牝 スズカマンボ）４勝，福島放送賞，伊勢Ｓ２着，三

条Ｓ２着，アレキサンドライトＳ２着，招福Ｓ３着，etc.
ポートナイトサイト（15牝 ダノンシャンティ）３勝，有田特別，驀進特別２着
テーオーターゲット（16牡 ＊キンシャサノキセキ）３勝，コーラルＳ‐L ３着，

アハルテケＳ‐OP ２着，ポラリスＳ‐OP ３着，貴船Ｓ，�３勝
コメンテーター（04牡 ＊クロフネ）１勝
フォーティファイド（05牡 ＊フォーティナイナー）４勝，��４勝，金盃，大井記念，

金盃２着，金盃３着，勝島王冠３着
ドラゴンメッシュ（07牡 ＊クロフネ）�１勝
ファストメモリー（09牝 ゴールドアリュール）��３勝
ディグニファイド（12	 ネオユニヴァース）３勝，天草特別
アレッタ（17牝 トランセンド）���４勝

３代母 ザラストワード（87鹿 ＊ノーザンテースト）４勝，銀嶺Ｓ‐OP ３着，麒麟山特
別，東雲賞，阿武隈Ｓ２着，春風Ｓ２着，etc.
パープルコート（95牝 ＊アレミロード）１勝，出雲崎特別３着

カツラダンスオー（00牡 ダンスインザダーク）１勝，白鷺特別２着
エクセシヴワード（97牡 ＊ジェイドロバリー）７勝，マリーンＳ‐L，灘Ｓ，節分賞，etc.

４代母 グロリアウエーブ（78黒鹿 ＊シルバーシヤーク）２勝
［孫］ アマノサクシード（01牡 ＊トワイニング）３勝，祇園特別，あやめ賞，八

幡特別３着

販売申込者・所有者： 中前牧場＝日高町豊郷 �090-7646-8416
生 産 牧 場： 中前牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

176 ベルゲン２０２１ �・黒鹿 ３／２０

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊エルコンドルパサー

�
�
�
�
�

��
��

�ヴァーミリアン スカーレットレディベルゲン アイネスフウジン

��
��
�ファストフレンド黒鹿 2013 ザラストワード

＊ブルーウエーブ 2b
ノーザンテーストM4×M5

価格： 購買者：



母 ベルベットカフェ（07黒鹿 マンハッタンカフェ）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
メイショウキンカク（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）入着２回，��５勝
ドリームウォリアー（18牡栗 ＊マジェスティックウォリアー）��４勝

２代母 ＊ヴィアキャンプ（97 GB鹿 Kris）GB１勝
エトワールデュブレジルEtoile du Bresil（04 牝 Noverre）不出走

ラランジャイヴェルジ Laranja e Verde（10牝 Sinndar）不出走
クエリジーナQueridinha（15牝 Didimo）BRZ３勝，エンリケデＴラーラ
大賞‐G1 ２着

ロードヴォヤージュ（05牡 Nayef）�４勝
コーザンオッパー（10牡 スリリングサンデー）�１勝

３代母 ハニースパイクHoneyspike（91 IRE 鹿 Chief's Crown）IRE入着３回
ユーニキャンプUnicamp（96牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GB１勝

シンゴラレイディ Singora Lady（05牝 Intikhab）GB・IRE３勝
ラッキーセレーナ Lucky Serena（10牝 Bertolini）ITY５勝，P. Archid
amia‐L，P. Tadolina‐L，P. Tadolina‐L ３着，etc.

４代母 フルールロワイヤル Fleur Royale（83 IRE 鹿 Mill Reef）IRE２勝，愛プリ
ティポリーＳ‐G2，愛オークス‐G1 ２着
［子］ ケイシーティブズ Casey Tibbs（94 牡 Sadler's Wells）FR・IRE・USA

６勝，Fort McHenry H‐L，Ballysax S‐L，セクレタリアトＳ
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ストリングクワルテト String Quartet（96 牝 Sadler's Wells）GB・FR
２勝，P. de Thiberville‐L，ランカシャーオークス‐G3 ３着，
Ballymacoll Stud S‐L ３着

［孫］ ミーズナハMeeznah（07牝 Dynaformer）GB・IRE・USA３勝，パークヒ
ルＳ‐G2，リリーラングトリーＳ‐G3，パークヒルＳ‐G2 ３着，etc.

ワゾーラールOiseau Rare（02 牝 ＊キングズベスト）FR４勝，ロワイヤリュ
ー賞‐G2，ミネルヴ賞‐G3，P. Madame Jean Couturie‐L ３着

スティールプリンセス Steel Princess（01 牝 ＊デインヒル）FR・USA３
勝，クレオパトル賞‐G3

販売申込者・所有者： ㈲豊郷牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6132
生 産 牧 場： ㈲豊郷牧場
飼 養 者： ㈲豊郷牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6132

177 ベルベットカフェ２０２１ 牡・黒鹿 ３／２６
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジベルベットカフェ
＊ Kris

��
��
�ヴィアキャンプ黒鹿 2007 Honeyspike

1k
Kris M3×S5

価格： 購買者：



母 ポルタマリーナ（07鹿 ＊ストラヴィンスキー）��５勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ワールドポルタ（17牝鹿 ワールドエース）�１勝
クレスコガッツマン（19牡鹿 ＊マクフィ）��入着

２代母 ＊アワロイヤルブルー（91 USA鹿 Our Native）USA５勝，Cicada S‐L，
Candy Eclair S，Notches Trace S，カムリーＳ‐G2 ３着，Miss Wood
ford Breeders'Cup H‐L ２着，etc.
ニシノフレイア（97牝 Seeking the Gold）３勝，日吉特別３着，芍薬賞３着
ニシノエイコーン（98牝 ＊ラムタラ）１勝，�１勝��入着���
ニシノビリーブ（99牡 ＊ジェネラス）１勝，	３勝
ニシノカナタ（01牡 ＊エンドスウィープ）
１勝�１勝�
ニシノイマジン（02牝 ＊パラダイスクリーク）
１勝
パラダイスブルー（05牝 ＊パラダイスクリーク）�３勝	��

３代母 シンクブルーThink Blue（80 USA黒鹿 Cornish Prince）USA２勝

４代母 チョコレトボー Chocolate Beau（58 USA栗 Beau Max）USA６勝，Oh
io Valley S，Tri‐State H２着
［子］ オルメクOlmec（66牝 Pago Pago）USA５勝，Aspirant S，This

tledown Heritage S，Ohio Endurance S２着
サトンゴールド Satin Gold（65牡 Tulyar）USA20 勝，Ohio Valley S
，Hazel Park Inaugural H２着，Aspirant S２着，etc.，種牡馬

［孫］ ナヴァホプリンセスNavajo Princess（74 牝 Drone）USA16 勝，モリー
ピッチャーＨ‐G2，フォールズシティＨ‐G3，Violet H，etc.

ソルジャーボーイ Soldier Boy（76牡 Tumiga）USA14 勝，マサチューセッ
ツＨ‐G3，Bay State H２着，Calder H２着，etc.，種牡馬

チッペンチャージ Chip n Charge（92牝 Distinctive Pro）USA３勝，
Colin S‐L，Friar Rock S‐L ２着，Star Shoot S‐L ３着，etc.

ティーズプロスペクト Tees Prospect（87� Tank's Prospect）USA４
勝，Long Branch S‐L，Louisville H‐L ２着，Camden Co
unty S３着

販売申込者・所有者： 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

178 ポルタマリーナ２０２１ 牡・鹿 ４／１７

＊

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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ストラヴィンスキー Fire the Groomポルタマリーナ
＊ Our Native

��
��
�アワロイヤルブルー鹿 2007 Think Blue

3d
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer M4×S5
Bold Ruler S5×M5 Buckpasser S5×S5 Raise a Native S5×M5
価格： 購買者：



母 ポートドラルーン（10芦 ＊チチカステナンゴ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
エリーピクシー（16牝芦 ＊ノボジャック）�２勝�２勝�
リュウノエドワード（17牡芦 ＊アグネスデジタル）��４勝���
スターソルジャー（19牡芦 トーセンジョーダン）��３勝

２代母 シュペリユール（00鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，橘Ｓ‐OP ３着，宝ケ池特
別，別府特別，桶狭間特別２着，会津特別２着，etc.
イッツスパーブ（08牝 ＊ファルブラヴ）２勝，織姫賞２着
ナリタハリケーン（09牡 キングカメハメハ）５勝，札幌記念‐G2 ２着，巴賞‐LR

３着，ブリリアントＳ‐L ３着，桃山Ｓ，天ケ瀬特別３着，etc.
カネトシキフジン（11牝 キングカメハメハ）出走

サトノロイヤル（18牡 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，小倉城特別，薫風Ｓ２着
ブレイクザポケット（12牡 ジャングルポケット）３勝，清滝特別，八雲特別２着，

国分寺特別３着
ヴェルラヴニール（14牡 ＊ハービンジャー）１勝
パラレルキャリア（16牝 ＊シンボリクリスエス）１勝

３代母 ＊ファビラスラフイン（93 FR芦 Fabulous Dancer）４勝，秋華賞‐Jpn1，Ｎ
Ｚトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，ジャパンＣ‐G1 ２着，さわらび賞，優３牝
ラブリネスオブパリ（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，�１勝�

シフルマン（16牡 ＊ハービンジャー）�５勝，都大路Ｓ‐L，若葉Ｓ‐L ３着，関
門橋Ｓ‐OP ２着，etc.

ギュスターヴクライ（08牡 ハーツクライ）５勝，阪神大賞典‐G2，京都大賞典‐G2
３着，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，etc.

ファビラスタイム（09牝 ＊シンボリクリスエス）入着，�２勝�入着
ランリョウオー（18牡 ＊パイロ）���９勝，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着，大

井記念，雲取賞，etc.

４代母 メルカルMercalle（86 FR芦 Kaldoun）GB・FR８勝，カドラン賞‐G1，
P. Caravelle‐L，P. Panacee‐L，G.P. Inter‐Regional des 3ans‐L ２着，
P. des Federations Regionales‐L ２着，etc.

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

179 ポートドラルーン２０２１ 牡・芦 ３／２９
＊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

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラポートドラルーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�シュペリユール芦 2010 ＊ファビラスラフイン

3e
サンデーサイレンスM3×S4 Kaldoun M4×M5 Fabulous Dancer M4×M5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ＊ボーントゥブーギー（05 GER鹿 Tobougg）GB４勝，Snowdrop Fillies S‐L，
Conqueror S‐L ３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－３（８）〕
ボウピープ（11牝栗 ディープスカイ）不出走

セイカメテオポリス（18牡 ＊マジェスティックウォリアー）���３勝�入着，
戸塚記念（Ｄ2100），ブリリアントＣ（Ｄ1800）２着，金盃（Ｄ2600）２着，
鎌倉記念（Ｄ1500）２着，ダービーＧＰ（Ｄ2000）３着

ヴァローア（12牝鹿 ＊エンパイアメーカー）４勝，白嶺Ｓ（Ｄ1600），與杼特別
（Ｄ1800），内房Ｓ（Ｄ1800）２着，薫風Ｓ（Ｄ1600）３着，招福Ｓ（Ｄ1800）３着

ボーントゥレイン（13牡鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝，��３勝
ディープベイ（14牡鹿 ディープインパクト）入着，�３勝
ナムラリベンジ（17牡鹿 ＊ノヴェリスト）�２勝
ミカンダイフク（19牝黒鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��入着

２代母 ブライシムBraissim（91 GB鹿 ＊ダンシングブレーヴ）不出走
ロードカヴァーン Lord Cavern（96� Lion Cavern）ITY12 勝
ボウルドアウトBowled Out（02 牝 Dansili）GB２勝
ブライトスパークリーBright Sparky（03� Dashing Blade）GB３勝，GB障害３勝
タンペラノワールTempera Noire（08 牝 Miesque's Son）FR入着

マドモワゼルマリーMademoiselle Marie（14 牝 Evasive）FR４勝，P. Dela
hante‐L，P. Rose deMai‐L ２着

３代母 バラーリBarari（85 USA鹿 Blushing Groom）不出走
ホワイトハートWhite Heart（95� Green Desert）GB・IRE・GER・USA・HK

G８勝，ＷＲターフクラシック‐G1，チャールズホイッティンガムＨ‐G1，エ
ッティンゲンレネン‐G3，etc.

フェアーフライト Fair Flight（96� Green Desert）GB・SIN・MAL４勝，Sin
gapore Silver Cup‐L ３着

カインドリガーズ Kind Regards（97 牝 Unfuwain）GB・FR５勝，Virginia S‐L
ペニキュイックPenicuik（04 牝 Hernando）GB出走

＊ワットドゥアイワントザットフォー（13牝 Kodiac）GB３勝，St. Hugh's S
‐L，ディックプールフィリーズＳ‐G3 ２着，プリンセスマーガレットＳ
‐G3 ３着

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

180 ボーントゥブーギー２０２１ 牡・鹿 ４／１６

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊

トブーグ Barathea

�
�
�
�
�

��
��

�Tobougg Lacoviaボーントゥブーギー ブライシム ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�Braissim鹿GER 2005 Barari

14b
Secretariat S4×S5×M5 Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ペイパーチェイン（08 GB栗 Dubawi）FR２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（12）〕
ボスキャラ（13牡黒鹿 Cape Cross）１勝，�３勝，大高坂賞（Ｄ1400）２着
ピンクノミーナ（14牝栗 ダイワメジャー）�２勝
カゼノタニノアヤカ（17牝鹿 ロードカナロア）�１勝，二本松特別（芝 1200）３着，

筑紫特別（芝 1200）３着
エッセンス（18牝栗 オルフェーヴル）��６勝
トランザム（19牡栗 ドゥラメンテ）��１勝

２代母 パパビーレ Papabile（97 USA黒鹿 Chief's Crown）GB・IRE３勝，Fern
Hill S‐L，Valiant S‐L
ペイパリティPapality（02 牝 Giant's Causeway）GB１勝
ネオングリッターNeon Glitter（12 牡 Kyllachy）ITY４勝，Criterium dell'Imm

acolata‐L ３着
パコズエインジェル Paco's Angel（14 牝 Paco Boy）GB２勝，Maggie Dickson

S‐L ３着，Sandringham H‐L ３着

３代母 ラパパジェナ La Papagena（83 GB黒鹿 Habitat）不出走
グランドロッジGrand Lodge（91牡 Chief's Crown）GB・IRE・USA４勝，セン

トジェイムズパレスＳ‐G1，デューハーストＳ‐G1，Somerville Tattersall S
‐L，etc.，種牡馬

ソーサラス Sorcerous（99 牡 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，Noel Murless S
‐L ２着，種牡馬

ラペルシアーナ La Persiana（01牝 Daylami）GB・IRE・ITY５勝，Upavon S
‐L，Virginia S‐L，ミドルトンＳ‐G3 ２着，etc.

エレガントビューティElegant Beauty（05 牝 Olden Times）不出走
シャハーフ Shahah（12牝 Motivator）GB・FR１勝，オマール賞‐G3

４代母 マジックフルートMagic Flute（68 GB黒鹿 Tudor Melody）GB５勝，チヴ
ァリーパークＳ，コロネイションＳ，Strensall S，St. Hugh's S，Royal
Palace S２着

販売申込者・所有者： ㈲二風谷ファーム＝平取町二風谷 �090-1527-3520
生 産 牧 場： ㈲二風谷ファーム
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

181 ペイパーチェイン２０２１ 牡・栗 １／３１

＊

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

＊

デュバウィ Dubai Millennium

�
�
�
�
�

��
��

�Dubawi Zomaradahペイパーチェイン パパビーレ Chief's Crown

��
��
�Papabile栗GB 2008 La Papagena

14b
Storm Bird S4×S4 Northern Dancer S5×S5×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 ベリーキュート（07鹿 ザッツザプレンティ）�６勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（12）〕
ニットウサーメット（15牝黒鹿 ＊ケイムホーム）��１勝
レディサーメット（16牝栗 ＊プリサイスエンド）��２勝
ニジトタルト（17牝栗 トーセンジョーダン）���３勝
ネイリスト（18牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）��６勝

２代母 ニットウジャンヌ（01栗 サクラバクシンオー）入着，�１勝��
ドキドキガール（09牝 キングヘイロー）１勝

キャラクターピース（18牝 ＊シニスターミニスター）��２勝
スマイルフォーミー（14牝 ＊タイキシャトル）�３勝
ルナーレス（16牝 メイショウボーラー）��１勝

３代母 エイシンサーメット（97黒鹿 エイシンサンディ）入着
ニットウフェアリー（04牝 ＊デザートキング）�６勝
マジックモーメント（05牡 ＊トワイニング）２勝
ニットウクララ（06牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝
ニットウビクトリー（09牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，シャングリラ賞，三浦特

別２着，etc.，�６勝，絆Ｃ２着，etc.
ガチ（10牡 ＊プリサイスエンド）１勝
ヴァーノン（11牡 ＊サウスヴィグラス）４勝，噴火湾特別
ニットウスバル（12牡 ＊フォーティナイナーズサン）６勝，京葉Ｓ‐LR ２着，オー

タムリーフＳ‐OP，室町Ｓ‐OP ２着，etc.，��２勝
ニットウマリー（13牝 ＊フォーティナイナーズサン）��１勝
ガチコ（14牝 ＊プリサイスエンド）２勝

４代母 ＊エイシンスポーケン（91 USA栗 Alydar）�３勝
［子］ ＊エイシンランタナ（00牝 ＊ミシエロ）２勝

＊リッチモンドガール（02牝 ＊サザンヘイロー）１勝
エイシンマイラー（99牡 ＊エイシンワシントン）	11 勝
３勝�
エイシンナポリタン（98牝 ＊サンデーサイレンス）�４勝�入着�

［孫］ パシコペンネッタ（12牝 スターリングローズ）�５勝６勝�入着，プリ
ンセスＣ２着

販売申込者・所有者： ㈲日東牧場＝浦河町常盤町 �090-9510-1524
生 産 牧 場： ㈲日東牧場
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

182 ベリーキュート２０２１ 牡・鹿 ５／２５

＊

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

ダンスインザダーク

�
�
�
�
�

��
��

�ザッツザプレンティ ＊バブルプロスペクターベリーキュート サクラバクシンオー

��
��
�ニットウジャンヌ鹿 2007 エイシンサーメット

＊エイシンスポーケン 12c
サンデーサイレンスM4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 プレシャスライン（08栗 キングカメハメハ）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（６）〕
ノーブルエイム（15牝栗 ゼンノロブロイ）１勝
セブンマイル（16牡青鹿 ゼンノロブロイ）��６勝
サトミノマロン（19牡栗 ディープブリランテ）�１勝

２代母 ＊バイザキャット（95 USA栗 Storm Cat）USA１勝
サキトゥミー Saki to Me（05牝 Fusaichi Pegasus）USA４勝，Blue Hen S‐L，

Little Silver S
ミルクマン（07牡 Tiznow）１勝，�２勝
アユサン（10牝 ディープインパクト）２勝，桜花賞‐G1，アルテミスＳ（重賞）‐L ２

着，チューリップ賞‐G3 ３着，オークス‐G1 ４着
アップストリーム（18牝 キングカメハメハ）�２勝，神奈川新聞杯３着

キネオソレイユ（11牝 ネオユニヴァース）入着，�２勝
フォルエルドラド（19� ＊ロージズインメイ）��２勝�入着，ダイヤモンドＣ２着

マウレア（15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 ３着，
チューリップ賞‐G2 ２着，紫苑Ｓ‐G3 ２着，オークス‐G1 ５着，桜花賞
‐G1 ５着，etc.

クラウドスケープ（16牡 ブラックタイド）１勝

３代母 バイザファーム Buy the Firm（86 USA鹿 Affirmed）USA12 勝，トップフ
ライトＨ‐G1，ロングルックＨ‐G2，ネクストムーヴＨ‐G3，アシーニアＨ‐G3，
カラセルＨ‐G3，etc.
ストームブローカー Storm Broker（94 牡 Storm Cat）USA４勝，ベンアリＳ‐G3，

Tejano Run S‐L ３着，種牡馬
ロイヤルアロー Royal Arrow（96牡 Dayjur）GB・FR１勝，P. Yacowlef‐L
ショッピングウィズベティ Shoppingwithbetty（97 牝 Danzig）FR・USA１勝

イクストラヴァガンザ Extravaganza（07牝 Elusive Quality）USA５勝，H
appy Ticket S

コンプリートパケッジComplete Package（99牝 Boundary）USA１勝
ザッツジアイディア That's the Idea（11牝 Diabolical）USA５勝，NewM

exico Classic Juvenile Fillies S‐R，Rio Grande Senorita Futuruty‐R，
Bank of Albuquerque S‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �090-3118-6091
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

183 プレシャスライン２０２１ 牡・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 ＊マンファスプレシャスライン
＊ Storm Cat

��
��
�バイザキャット栗 2008 Buy the Firm

9f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アヴァール（11栗 キングカメハメハ）２勝，��１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ルリール（19牝栗 ディープブリランテ）���１勝
アールスペック（20牡栗 コパノリッキー）�未出走

２代母 ミッションヒルズ（05鹿 ＊アグネスデジタル）出走
アースミッション（10牡 アグネスタキオン）��３勝
マゼンタ（12牡 ヴァーミリアン）入着３回，��１勝
グリマープリンセス（13牝 マンハッタンカフェ）１勝
ブライトメジャー（14牝 ダイワメジャー）１勝
ハチヨウ（16牡 ＊クロフネ）１勝，��１勝�
トレジャーシップ（17牡 ゴールドアリュール）１勝，�地方未出走

３代母 ＊タイキダイヤ（96 USA鹿 ＊オジジアン）４勝，クリスタルＣ‐Jpn3，サンス
ポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ２着，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，シルクロードＳ‐Jpn3
３着，摩耶Ｓ‐OP，etc.
タイキクラリティ（03牝 スペシャルウィーク）１勝，菜の花賞‐OP ３着

クラリティシチー（11牡 キングカメハメハ）３勝，東風Ｓ‐L，スプリングＳ
‐G2 ３着，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ２着，etc.

クラリティスカイ（12牡 ＊クロフネ）３勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，いちょうＳ
（重賞）‐L，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３着，etc.

フィールドシャルム（13牡 アドマイヤムーン）１勝，奥尻特別，ホンコンＪＣ
Ｔ３着，富良野特別３着，�２勝�５勝

タイキブリリアント（04牡 ＊タイキシャトル）３勝，箕面特別３着

４代母 ＊パテントリークリア（88 USA鹿 Miswaki）IRE・USA３勝
［子］ ＊タイキフォーチュン（93牡 ＊シアトルダンサーⅡ）４勝，ＮＨＫマイルＣ

‐Jpn1，毎日杯‐Jpn3，葉牡丹賞，種牡馬
＊タイキリオン（99牡 Wild Again）３勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2，はなの

き賞，障害２勝，�３勝，トウケイニセイ記念２着，etc.
［孫］ セイウンコウセイ（13牡 アドマイヤムーン）７勝，高松宮記念‐G1，函館

スプリントＳ‐G3，淀短距離Ｓ‐L，etc.，種牡馬

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

184 アヴァール２０２１ 牡・栗 １／１８

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスアヴァール ＊アグネスデジタル

��
��
�ミッションヒルズ栗 2011 ＊タイキダイヤ

2f
Mr. Prospector M4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 マッキーマドンナ（00栗 メジロマックイーン）不出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－２（７）〕
マッキーシリコン（06牡鹿 スペシャルウィーク）�６勝��入着５回
ロックンロール（07牡黒鹿 マンハッタンカフェ）４勝，木曽川特別（芝 2200），胎

内川特別（芝 2200），赤倉特別（芝 2200）２着，稲村ヶ崎特別（芝 2000）３着，仲
春特別（芝 2000）３着，牧園特別（芝 2000）３着

ベアスピード（14牝栗 ステイゴールド）�１勝�入着２回
スリーマグナム（15牡鹿 ローズキングダム）１勝

２代母 リンデンシラユリ（94鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
マッキータイガー（02牡 ＊クロコルージュ）１勝
キャプテンシラユリ（03牝 ＊キャプテンスティーヴ）�10 勝�１勝��入着２回
グラヴィテーション（06牡 ネオユニヴァース）４勝，恵庭岳特別２着，夕張特別２

着，錦秋Ｓ３着
ケンシロウ（07牡 ＊アルカセット）�１勝��３勝
ミヤビリリー（08牝 タニノギムレット）��１勝
ブンブンブラウ（13牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝

３代母 リンデンリリー（88栗 ＊ミルジヨージ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，ロー
ズＳ‐Jpn2，馬籠特別
リンデンジョオー（93牝 ＊リアルシヤダイ）入着２回

コマノルカン（03牡 ＊ボストンハーバー）４勝，醍醐特別，ＳＴＶ賞，山城Ｓ２
着，etc.

コマノアクラ（08牝 フジキセキ）入着
コマノインパルス（14牡 ＊バゴ）２勝，京成杯‐G3，葉牡丹賞２着

リンデンルレーブ（95牝 ＊ノーザンテースト）２勝，浄土平特別３着
ヤマカツリリー（00牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，

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

別，etc.，障害２勝
ハナイチリン（03牝 ＊ボストンハーバー）４勝

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

販売申込者・所有者： 中地 義次＝新冠町明和 �0146-49-5154
生 産 牧 場： 中地 義次
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

185 マッキーマドンナ２０２１ �・鹿 ５／１３
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellマツリダゴッホ

＊ Bel Bolide

��
��
�ペイパーレイン鹿 2003 ＊フローラルマジック

メジロテイターン

�
�
�
�
�

��
��

�メジロマックイーン メジロオーロラマッキーマドンナ ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�リンデンシラユリ栗 2000 リンデンリリー

＊シユリリー 7d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 マンノアクトレス（10鹿 ハーツクライ）１勝，横津岳特別（芝 2600）３着
〔産駒馬名登録数：２〕
キーパンチ（17牡鹿 ＊アメリカンボス）�出走，障害１勝
カスミノコゲンタ（19牡鹿 ビッグアーサー）���入着３回

２代母 ウェーブクイーン（04栗 サツカーボーイ）１勝
シルキークィーン（11牝 ゼンノロブロイ）��８勝
クベーラ（12牡 ハーツクライ）��出走�10 勝�４勝
ドリームピサ（13牝 ヴィクトワールピサ）�３勝��入着５回�，サファイア賞３着
フェイマスラブ（14牝 ゼンノロブロイ）�11 勝，徽軫賞２着
アールスター（15牡 ロードカナロア）４勝，小倉記念‐G3，北野特別，英彦山特別，

春日山特別２着，サンタクロースＳ３着，���出走
ロマンティコ（16	 ＊エンパイアメーカー）１勝

３代母 マウンテンクイーン（82鹿 ＊ニゾン）入着
キョウトシチー（91牡 サツカーボーイ）８勝，シーサイドＳ‐Jpn3，etc.，
１勝��

２勝�２勝��入着３回，浦和記念‐Jpn2，白山大賞典‐Jpn3（２回），etc.，種牡馬
ユウキツバサオー（93牡 ヤエノムテキ）３勝，加古川特別，祇園特別２着，沓掛特

別２着，etc.，
１勝�入着

４代母 ヤマカクイン（72鹿 ＊バーボンプリンス）５勝，木津川特別

５代母 フエンス（59鹿 トサミドリ）３勝，パールＳ
［子］ ミホノカイシン（74牡 ＊ヴイエナ）３勝，４歳Ｓ‐OP

レツド（65牝 ＊フエリオール）７勝，鹿島灘Ｈ，高尾特別，相馬特別，障
害３勝

ライジンオー（66牡 ＊フエリオール）４勝，ムーンライトＨ，西宮特別，
クローバー賞

フレールシヤダイ（70牡 ＊ラテイフイケイシヨン）４勝，わらび賞，もく
れん賞

ケイシユウサニー（73牝 ＊バウンテイアス）３勝，��入着３回，キヨフ
ジ記念３着

［孫］ ドウカンソロン（73牡 ＊パーソロン）４勝，多摩特別

販売申込者・所有者： ㈲中本牧場＝新冠町高江 �090-8900-6097
生 産 牧 場： ㈲中本牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

186 マンノアクトレス２０２１ 牡・鹿 ３／２８
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� プリサイスエンド

�
�
�
�
�
�
�
�
� Preciselyグロリアスノア ＊ジェイドロバリー

��
��
�ラヴロバリー黒鹿 2006 ＊クリスタルレイル

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスマンノアクトレス サツカーボーイ

��
��
�ウェーブクイーン鹿 2010 マウンテンクイーン

＊ダイシング 7c
Mr. Prospector S4×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 マイラティーシャ（15鹿 トランセンド）入着５回
初仔

２代母 ＊マイビビアーヌ（09 IRE 鹿 Shamardal）入着
ゴッドバード（16牡 ダノンシャンティ）�３勝
ローリングサンダー（17� ＊ヘニーヒューズ）���４勝�１勝
パピードッグ（18牝 ブラックタイド）��１勝�１勝

３代母 マイMy（03 GB鹿 ＊キングズベスト）GB出走
マックスゾーリンMax Zorin（14� Cape Cross）GB１勝，Dee S‐L ３着

４代母 マスクーナMaskunah（97 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
［子］ ラーヘブ Laaheb（06� Cape Cross）GB・UAE７勝，カンバーランド

ロッジＳ‐G3，セプテンバーＳ‐G3，Fred Archer S‐L，etc.
フォックスタル Fox Tal（16� Sea The Stars）�GB・FR・QAT３勝，
クリテリヨムドサンクルー‐G1 ３着，Godolphin S‐L ２着，
Gala S‐L ２着，etc.

ルワイヤン Ruwaiyan（09牡 Cape Cross）GB・IRE・GER・SWE３勝，
チップチェイスＳ‐G3 ２着

グアランティアGuarantia（04 牝 Selkirk）GB入着２回，Oh So Sharp S
‐L ３着

５代母 ルカイアンプリンセス Lucayan Princess（83 IRE 鹿 High Line）GB２勝，
Sweet Solera S‐L，Cheshire Oaks‐L ３着
［子］ ウォーサンWarrsan（98牡 Caerleon）GB・FR・IRE・GER・ITY・U

AE・HKG９勝，コロネイションＣ‐G1（２回），バーデン大賞‐G1
（２回），英ジョッキークラブＳ‐G2，etc.

ルソー Luso（92牡 Salse）GB・FR・GER・ITY・UAE・HKG10勝，伊
ダービー‐G1，アラルポカル‐G1，ドイツ賞‐G1，etc.，種牡馬

ニ－ドルガンNeedle Gun（90牡 Sure Blade）GB・FR・IRE・GER・I
TY・USA・UAE・HKG３勝，ガリニュールＳ‐G2，メルドＳ‐G3，
セントジェイムズパレスＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 中脇 栄＝浦河町東幌別 �0146-28-2515
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

187 マイラティーシャ２０２１ �・鹿 ４／２８

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�

��
��

�トランセンド シネマスコープマイラティーシャ
＊ Shamardal

��
��
�マイビビアーヌ鹿 2015 My

7a
Wild Again S3×M4

価格： 購買者：



母 ミコクイーン（16栗 ハーツクライ）入着
初仔

２代母 ＊レックスレイノス（06 IRE 栃栗 Intikhab）GB・USA２勝，アメリカンオーク
ス‐G1 ３着，ハニムーンＨ‐G2 ３着
レッドファルダ（12牡 ゼンノロブロイ）１勝
ドゥラセア（13牝 マンハッタンカフェ）��２勝
パースピレーション（17牡 ハーツクライ）�７勝
シゲルカイチョウ（18牡 ハーツクライ）入着，�２勝

３代母 ブレイジンググローリーBlazing Glory（89 IRE 鹿 ＊グロウ）IRE３勝
ミスチャイルドリーMiss Childrey（01 牝 Dr Fong）GB・IRE２勝，Swordlesto

wn Stud Sprint S‐L，デリンズタウンスタッド１０００ギニーＴＲ‐G3 ３着
フォーシズオヴダークネス Forces of Darkness（09 牝 Lawman）FR・IRE・US

A４勝，ミネルヴ賞‐G3，サンタラリ賞‐G1 ３着，ヒルズバラＳ‐G3 ２着
ウォータルーブリッジWaterloo Bridge（13� Zoffany）GB・IRE・USA２

勝，英ノーフォークＳ‐G2
ヴァニラゴールド Vanilla Gold（16牝 No Nay Never）FR２勝，P. Monte

nica‐L ３着，P. des Sablonnets‐L ３着

４代母 サルヴェイショニスト Salvationist（77 GB鹿 Mill Reef）FR４勝
［子］ ハキキ Hakiki（92� Ballad Rock）GB・FR・GER・NOR・SWE・DE

N11勝，Dortmunder Flieger Preis‐L，Jagersro Sprint‐L，テ
ビーオープンスプリント選手権‐G3 ２着，etc.

ノーザングローNorthern Glow（88牝 ＊グロウ）IRE・SAF５勝，Orb
y S‐L ３着

［曾孫］ マディガンMadigan（08� Joshua Dancer）ZIM11 勝，Ipi Tombe S
‐L，Bloodstock South Africa 2000‐L，Zimbabwe Derby
‐L，etc.

販売申込者・所有者： 富沢萩沢俊雄牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2182
生 産 牧 場： 富沢萩沢俊雄牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

188 ミコクイーン２０２１ 牡・栗 ３／１８

＊

＊ 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ミコクイーン
＊ Intikhab

��
��
�レックスレイノス栗 2016 Blazing Glory

5h
Mr. Prospector S5×S5 Roberto S5×M5

価格： 購買者：



母 ミステールヴェール（15鹿 ＊ヘニーヒューズ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
シナロアテソーロ（20牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�未出走

２代母 モンヴェール（03鹿 ＊フレンチデピュティ）４勝，江戸川特別，両津湾特別２着，
瀬波温泉特別２着，ＴＶ静岡賞３着，etc.，��入着，関東オークス‐Jpn2 ３着
グリューネヴォッヘ（10牝 スペシャルウィーク）２勝

グリューネリヒト（16� ＊ヘニーヒューズ）１勝
ファンシーミューズ（11牝 ゴールドアリュール）２勝，黒竹賞２着

クルールデュヴァン（19牝 ＊ドレフォン）�１勝
ゴールドドリーム（13牡 ゴールドアリュール）６勝，チャンピオンズＣ‐G1，フェ

ブラリーＳ‐G1，ユニコーンＳ‐G3，etc.，��３勝��入着３回，帝王賞
‐Jpn1，かしわ記念‐Jpn1（２回），etc.，優ダート，種牡馬

ペルランヴェール（14牡 スマートファルコン）２勝，鳥取特別２着
モンオール（16牝 オルフェーヴル）２勝
ゴールドジャーニー（18牝 ダイワメジャー）１勝

３代母 ＊スペシャルジェイド（93 USA鹿 Cox's Ridge）FR出走
ノーザンロックNorthern Rock（98� ＊ノーザンテースト）IRE・USA・UAE７勝，

Jebel Ali Mile‐L ２着
マコトスペリオル（02牡 スペシャルウィーク）４勝，大須特別，ｔｖｋ賞２着，花

背特別２着，etc.
ジャングルブーツ Jungle Boots（05� ジャングルポケット）NZ３勝，Great No

rthern Guineas Prelude‐L ２着
チューカンチュー Tucanchoo（09� ＊ペンタイア）AUS７勝，ATCWinter C

‐L，ＢＲＣタタソールズＣ‐G3 ２着，VRCMelbourne Cup Day Plate‐L
２着

販売申込者・所有者： ㈲日進牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1159
生 産 牧 場： ㈲日進牧場
飼 養 者： ㈲日進牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1159

189 ミステールヴェール２０２１ �・栗 ３／１５

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerミステールヴェール ＊フレンチデピュティ

��
��
�モンヴェール鹿 2015 ＊スペシャルジェイド

5h
Mr. Prospector S4×S5×M5 Numbered Account S5×S5
Hold Your Peace M5×M5
価格： 購買者：



母 ムーンスガタ（09鹿 アドマイヤムーン）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
ダークディフェンダ（13牡栗 ＊カジノドライヴ）��１勝
ルデマレ（14牡栗 フリオーソ）��２勝
フラッシュアロー（16牝栗 ＊パイロ）�１勝�１勝��入着４回
クラッシュタイム（19牡黒鹿 ＊アメリカンペイトリオット）��入着���

２代母 イーエルブロッサム（98鹿 ＊ラストタイクーン）１勝，相川特別３着
モンスターパーク（05� ＊フォーティナイナー）１勝
キングアレキサンダ（06牡 ＊アグネスデジタル）２勝
アスタータイクーン（07� ＊バゴ）２勝
リュウノリボン（12牝 サムライハート）�１勝�１勝��入着３回
ペンタス（15牝 エスポワールシチー）�５勝��	

３代母 エルプス（82栗 ＊マグニテユード）６勝，桜花賞‐Jpn1，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，函館３歳Ｓ
‐Jpn3，etc.，優３牝
リヴァーガール（91牝 ＊リヴリア）１勝

テイエムオーシャン（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，桜花賞‐Jpn1，秋華賞
‐Jpn1，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，etc.，優２牝，優３牝
テイエムオペラドン（09牡 テイエムオペラオー）１勝，障害３勝，京都ハ
イジャンプ‐JG2 ２着，京都ハイジャンプ‐JG2 ３着

テイエムハヤブサ（02牡 ＊ピルサドスキー）２勝，熱田特別，こけもも賞２着
アクアブルーマーチ（05牝 ＊タイキシャトル）１勝
マリンスカイ（19牡 グランプリボス）�
５勝��，土佐春花賞，黒潮ジ
ュニアＣｈＳ，黒潮皐月賞３着

４代母 ホクエイリボン（73栗 ＊イーグル）不出走
［子］ フジイーグル（81牝 ＊マグニテユード）１勝，日吉特別，五頭連峰特別３

着，���	13 勝
［孫］ メイショウテゾロ（92牡 ＊アサティス）３勝，シンザン記念‐Jpn3，マイ

ルＣｈＳ‐Jpn1 ２着，千両賞

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康 メイタイファーム
飼 養 者： ㈱吉永ファーム＝浦河町西舎 �0146-26-7347

190 ムーンスガタ２０２１ 牡・鹿 ４／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズムーンスガタ ＊ラストタイクーン

��
��
�イーエルブロッサム鹿 2009 エルプス

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×S5×M5 Mill Reef M5×M5

価格： 購買者：



母 ウェアレイ（13青鹿 アドマイヤオーラ）�６勝
〔産駒馬名登録数：１〕
サイキョウノオンナ（19牝栗 ＊ディスクリートキャット）�入着２回

２代母 ＊シルキーコースト（05 AUS黒鹿 Giant's Causeway）不出走
オレンジポピー（14牝 ハイアーゲーム）�１勝

３代母 メタルオヴオナーMetal of Honor（94 USA鹿 Conquistador Cielo）不出走
オリンパスOlympus（00牡 ＊デインヒル）AUS２勝，Illawarra Classic‐L ３

着，種牡馬
シーズワレゴ She's Warrego（04牝 Giant's Causeway）AUS１勝

クイーンオヴワンズQueen OfWands（12牝 Not A Single Doubt）AUS
５勝，ＧＯＳＲＣベルオヴザターフＳ‐G3 ２着，SCTC Princess S‐L
２着，ＡＴＣカーバインクラブＳ‐G3 ３着

ディーフローレスDee Flawless（06 牝 Fastnet Rock）不出走
シーズフローレス Shees Flawless（11 牝 Fully Fledged）AUS・NZ４勝，ケ

ンブリッジブリーダーズＳ‐G3，ゴールドトレイルＳ‐G3 ３着
ヴューザスターズ View The Stars（07� Galileo）AUS３勝，WATC J.C. Robe

rts S‐L，WATC Fairetha S‐L ３着

４代母 バッジオヴカリッジBadge of Courage（83 USA鹿 Well Decorated）不出走
［子］ トル－ヒ－ロ－True Hero（90牡 The Minstrel）GB・UAE３勝，サン

ダウンクラシックトライアルＳ‐G3，種牡馬
［孫］ ＊タイキフォーチュン（93牡 ＊シアトルダンサーⅡ）４勝，ＮＨＫマイルＣ

‐Jpn1，毎日杯‐Jpn3，葉牡丹賞，種牡馬
＊タイキリオン（99牡 Wild Again）３勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2，はなの

き賞，障害２勝，�３勝，トウケイニセイ記念２着，etc.
＊タイキダイヤ（96牝 ＊オジジアン）４勝，クリスタルＣ‐Jpn3，サンスポ

阪神牝馬特別‐Jpn2 ２着，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
エイドリアン Adrian（94牝 Theatrical）USA３勝，グレンズフォールズ
Ｈ‐G3 ２着，Robert G. Dick Memorial S‐L ３着

［曾孫］ セイウンコウセイ（13牡 アドマイヤムーン）７勝，高松宮記念‐G1，函館
スプリントＳ‐G3，淀短距離Ｓ‐L，etc.，種牡馬

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： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

191 ウェアレイ２０２１ 牡・鹿 ４／ ３

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤオーラ ビワハイジウェアレイ
＊ Giant's Causeway

��
��
�シルキーコースト青鹿 2013 Metal of Honor

2f
Storm Cat S3×M4

価格： 購買者：



母 エイシンマカロン（12青鹿 ＊エンパイアメーカー）�４勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
フェズンツアイ（18牝鹿 トゥザワールド）��１勝�
エイシンルパン（19牡芦 エイシンヒカリ）��入着

２代母 サンデーブレーヴ（99鹿 ＊ダンシングブレーヴ）入着
トーセンクラウン（04牡 ＊オペラハウス）６勝，中山記念‐G2，日経賞‐G2 ３着，

福島記念‐G3 ３着，ニューイヤーＳ‐L ３着，スピカＳ，etc.
トーセンエッセンス（05牝 マヤノトップガン）��11 勝
マンドリーカ（07牡 ＊グラスワンダー）障害１勝，�２勝
ナカヤマアラシ（09牡 ＊クロフネ）�３勝�３勝

３代母 ＊ペニーアップ（91 USA青 Halo）不出走
フサイチドラゴン（96牡 ＊オペラハウス）５勝，ノベンバーＳ，東雲賞（２回），霊山

特別，etc.
ミサトペニー（04牝 ＊オペラハウス）出走

サンデームーティエ（14� タニノギムレット）３勝，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，
稲城特別，箱根特別２着，etc.

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

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

New Year Cup‐L ３着
セイカフォルテ（08牡 タイムパラドックス）４勝，両津湾特別，招福Ｓ２
着，ながつきＳ２着，etc.

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

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

ココロチラリ（09牝 エアジハード）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着

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

192 エイシンマカロン２０２１ �・黒鹿 ３／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudエイシンマカロン ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�サンデーブレーヴ青鹿 2012 ＊ペニーアップ

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



母 ミサノグリーン（08栗 タニノギムレット）入着２回，�２勝�入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（８）〕
タツジンソク（14牡栗 エイシンデピュティ）�２勝��２勝
フィデリオグリーン（16牡鹿 ザサンデーフサイチ）�２勝，南相馬特別（芝 2000），

雄国沼特別（芝 1800）３着
エムワンハルコ（18牝鹿 ザサンデーフサイチ）��４勝，サファイア賞（芝 2400）
サヤピーエレガント（19牝栗 ディープスカイ）���入着２回

２代母 ＊ボストングリーン（00 USA鹿 ＊ボストンハーバー）１勝，��２勝�	入着
アルドグリーン（09
 ステイゴールド）�10 勝
コクシブルース（11
 デュランダル）入着，�２勝�１勝
ブルミョルイマリプガンBulmyeoruimaripgan（14牡 Ecton Park）KOR１勝

３代母 ノースケンNorrsken（84 USA鹿 Northern Jove）USA７勝
バグショット Bagshot（94 牡 Smokester）USA４勝，California Cup Classic H

‐R，I'M Smokin' S‐R，サンタアニタＨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ウィッカWicca（98牝 Free At Last）USA２勝

ヌイヌイウインクウインクNuj NujWinkWink（08牝 Finality）USA・CA
N５勝，Hastings Lassie S３着

ノースドリームNorth Dream（01牝 Unbridled's Song）不出走
ニカラグアNicaragua（06牝 Bernstein）ARG２勝
ニコーラNiccola（13 牝 Exchange Rate）ARG７勝，P. Eusonio C. Boni
‐L，P. Raul Lottero‐L，P. Wilfredo Latham‐L，etc.

４代母 ケルミスKermis（78 USA鹿 Graustark）USA出走
［子］ セネットアポインティー Senate Appointee（89 牝 Storm Cat）USA20

勝，Las Madrinas H‐L，British Columbia Oaks‐L，Wash
ington Oaks‐L，etc.

マシーディーズミスMercedes Miss（87 牝 Carr de Naskra）USA５勝，
Kansas Oaks，Furl Sail H２着，Smart Deb S２着，etc.

［孫］ コンクエストダディオー Conquest Daddyo（13
 Scat Daddy）�US
A・CAN４勝，サマーＳ‐G2，Toronto C‐L，Vandal S‐R
２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲トラストスリーファーム＝浦河町上向別 �090-7051-5985
生 産 牧 場： ㈲トラストスリーファーム
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

193 ミサノグリーン２０２１ 牡・栗 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ディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルミサノグリーン
＊

＊ボストンハーバー

��
��
�ボストングリーン栗 2008 Norrsken

11d
Hail to Reason S5×M5 Graustark M5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウアシタバ（10鹿 ＊スタチューオブリバティ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３）〕
メイショウヨカゼ（17牡栗 スマートファルコン）�３勝，和布刈特別（Ｄ1700），

小倉城特別（Ｄ1700）２着，２０２０ＹＪＳＦＲ阪神２戦（Ｄ1800）３着

２代母 ＊デヴィルインフライト（95 USA鹿 Devil's Bag）不出走
フラワーキャット（99牝 Mountain Cat）�１勝

フラワーガイア（07牝 ゼンノロブロイ）入着４回
メイショウテンスイ（17牡 ＊ダンカーク）�４勝，グリーンチャンネルＣ‐L，
霜月Ｓ‐OP ２着，etc.，��入着２回��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2
２着，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着，全日本２歳優駿‐Jpn1 ４着

メイショウツガル（08牡 キングカメハメハ）５勝，サンライズＳ，福島中央Ｔ
Ｖ杯，八幡特別，ゆきつばき賞，伊万里特別２着，etc.，障害１勝

オースミカイヨウ（01牡 ＊ジェイドロバリー）１勝
メイショウカルド（04牡 ＊デヒア）３勝
メイショウゾンビ（09牡 キングカメハメハ）４勝

３代母 シルヴァーインフライト Silver in Flight（80 USA黒鹿 Silver Series）USA
５勝，Key Largo S，ブラックヘレンＨ‐G2 ２着，ラプレヴォワイヤントＨ
‐G3 ３着，スワニーリヴァーＨ‐G3 ３着，Columbiana H‐L ３着，etc.
ステレオ Stereo（87牡 The Minstrel）GB・ITY２勝，P. Principe Amedeo‐L

３着，種牡馬
エアロシルヴァーAerosilver（92 牝 Relaunch）USA２勝

メッコホクテMekko Hokte（00 牝 Holy Bull）USA３勝，Delta Miss S，
Dixie Belle S３着，Instant Racing Breeders' Cup S３着
カラヴァッジョ Caravaggio（14 牡 Scat Daddy）GB・FR・IRE７勝，フ
ィーニクスＳ‐G1，コモンウェルスＣ‐G1，フライイングファイヴＳ
‐G2，etc.，種牡馬

ポーリッシュプリンス Polish Prince（93 牡 Silver Hawk）USA１勝，Golden A
ct S２着

販売申込者・所有者： 谷川ファーム＝青森県八戸市 �0178-83-2044
生 産 牧 場： 谷川ファーム
飼 養 者： 谷川ファーム＝青森県八戸市 �0178-83-2044

194 メイショウアシタバ２０２１ �・黒鹿 ３／１６
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

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�スタチューオブリバティ Charming Lassieメイショウアシタバ
＊ Devil's Bag

��
��
�デヴィルインフライト鹿 2010 Silver in Flight

9e
Halo S4×M4 Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 メガミノキセキ（14黒鹿 ゼンノロブロイ）��１勝
初仔

２代母 ティーアイディップ（02鹿 ＊ジェイドロバリー）不出走
コスモロビン（08牡 ゼンノロブロイ）５勝，目黒記念‐G2 ３着，丹頂Ｓ‐OP ２着，

緑風Ｓ，迎春Ｓ，グッドラックＨ，etc.
セレッソフロリード（10牝 サクラバクシンオー）入着，�１勝
オートロンシャン（11牝 ＊クロフネ）２勝
ラペルトワ（13牝 ゼンノロブロイ）１勝，唐戸特別３着
ドリームスピリット（15牡 ディープブリランテ）３勝，町田特別，青嵐賞２着，北

海Ｈ２着，開成山特別２着，陣馬特別３着

３代母 ＊シェーマ（95 USA栗 Silver Hawk）不出走
リンクシェーマ（00牝 ダンスインザダーク）１勝

マイネルアリオン（06牡 ＊アグネスデジタル）１勝，尖閣湾特別３着
ヴァカンス（11牝 ＊サウスヴィグラス）��３勝，ローレル賞２着

４代母 カパズ Capades（86 USA栗 Overskate）USA11 勝，セリマＳ‐G1，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

プラムレッド Plum Red（01� Red Ransom）USA３勝，Rattlesnak
e S３着

販売申込者・所有者： 中村 俊紀＝様似町西様似 �0146-36-4695
生 産 牧 場： 中村 俊紀
飼 養 者： 様似町軽種馬共同育成センター利用組合＝様似町岡田 �0146-36-4674

195 メガミノキセキ２０２１ 牡・鹿 ５／ ５

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊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メガミノキセキ ＊ジェイドロバリー

��
��
�ティーアイディップ黒鹿 2014 ＊シェーマ

19
Mr. Prospector M4×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 メモリーオブハース（12黒鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：３〕
ザヴィネリ（18牝黒鹿 ラブリーデイ）���出走
メルシー（19牝青鹿 リオンディーズ）�出走

２代母 ＊スウィートハース（06 USA栃栗 Touch Gold）FR・ITY・HKG４勝，P. d
e la Cochere‐L，P. Alessandro Perrone‐L，フォレ賞‐G1 ２着，P. de Ba
gatelle‐L ３着
アドラメレク（14牡 ディープインパクト）４勝，丹沢Ｓ３着
ラテュロス（15牝 ディープインパクト）３勝，ローズＳ‐G2 ３着，アルテミスＳ

‐G3 ３着，秋華賞‐G1 ５着，不知火特別，博多Ｓ２着，etc.
レイジングブレイズ（16牡 オルフェーヴル）入着２回，���３勝
ハースファイア（18� スクリーンヒーロー）�１勝

３代母 スイートゴールド Sweet Gold（95 USA栗 Gilded Time）USA出走
ウォーナーズWarners（99 牡 ＊デヒア）USA２勝，ベイショアＳ‐G3 ２着，Oc

ala Breeders' Sales Sprint S‐R ２着
＊サンタテレジータ（04牝 Lemon Drop Kid）USA４勝，サンタマリアＨ‐G1，S

anta Lucia H‐R，サンタマルガリータＨ‐G1 ２着，etc.
レガーロ（13牡 Bernardini）２勝，レパードＳ‐G3 ３着，もちの木賞，��入

着�，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着，種牡馬
ゴールドバドGoldbud（07牝 Buddha）USA入着２回

ヴァリッドポイント Valid Point（16 牡 Scat Daddy）USA・CAN３勝，セク
レタリアトＳ‐G1，Artie Schiller S‐L ２着，種牡馬

４代母 アンティソーシャル Anti Social（75 USA栗 Pretense）USA３勝，Bowie
Kindergarten S‐R ３着
［子］ ザローンレンジャー The Lone Ranger（83 牡 Shelter Half）USA７勝，

ロレンスリアリゼイションＳ‐G2
グリーンブックGreen Book（84牡 Golden Act）USA10 勝，Norther
n Dancer S‐LR，Hirsch Jacobs S，Devil's Bag S‐R，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 富本 茂喜＝新冠町新和 �0146-47-5063
生 産 牧 場： 富本 茂喜
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

196 メモリーオブハース２０２１ �・黒鹿 ５／１７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアメモリーオブハース
＊ Touch Gold

��
��
�スウィートハース黒鹿 2012 Sweet Gold

8h
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 メモリーキャップ（07栗 ＊キャプテンスティーヴ）�９勝，クイーンＣ（Ｄ1600），
秋桜賞（Ｄ1800）２着，ゴールドジュニア（Ｄ1600）２着，東海クイーンＣ
（Ｄ1600）３着，東海ダービー（Ｄ1900）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－４（30）〕
メモリーフェーブル（14牝栗 タイムパラドックス）１勝，��９勝，秋桜賞
（Ｄ1400）２着

メモリーコウ（15牝栗 エスポワールシチー）４勝，東海Ｓ‐G2 ３着，マーチＳ
‐G3 ３着，オアシスＳ‐L（Ｄ1600）３着，総武Ｓ‐OP（Ｄ1800）２着，三宮Ｓ
‐OP（Ｄ1800）３着，観月橋Ｓ（Ｄ1800），etc.，���入着３回��入着２回，
ブリーダーズＧＣ‐Jpn3 ２着，マリーンＣ‐Jpn3 ２着，ＴＣＫ女王盃
‐Jpn3 ３着，東京シンデレラマイル（Ｄ1600）２着

メモリーパール（16牝芦 キャプテントゥーレ）�13 勝，クイーンＣ（Ｄ1600）３着
メモリーソウル（17牡栗 フリオーソ）��６勝
メモリーエアシップ（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着３回，��２勝

２代母 メモリーアフリート（96鹿 ＊アフリート）不出走
メモリースナイパー（02牡 ダイナガリバー）�２勝�入着
メモリーアムール（03牝 タヤスツヨシ）�２勝
メモリースラッシュ（05牝 ＊ブラックホーク）�８勝
メモリーソフィア（06牝 ジェニュイン）�４勝

メモリートニック（14牡 タニノギムレット）１勝，�15 勝�，笠松ＧＰ３着，
ゴールド争覇３着，くろゆり賞３着，サマーＣ３着

メモリージルバ（09牡 キングヘイロー）�31 勝，オグリキャップ記念３着，飛山濃
水杯，マーチＣ，ウインター争覇，オータムＣ，etc.

メモリーファルコン（14牡 スマートファルコン）�14 勝
メモリーメディア（15牡 エスポワールシチー）�６勝，ゴールドウィング賞２着，

新春ペガサスＣ３着

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

マイル争覇，etc.

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

197 メモリーキャップ２０２１ 牡・鹿 ４／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� マンハッタンカフェ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サトルチェンジジョーカプチーノ フサイチコンコルド

��
��
�ジョープシケ芦 2006 ジョーユーチャリス

＊ Fly So Free

�
�
�
�
�

��
��

�キャプテンスティーヴ Sparkling Deliteメモリーキャップ ＊アフリート

��
��
�メモリーアフリート栗 2007 メモリーグレイス

＊ノマデイツク 7e
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 メルジェリーナ（15鹿 ＊ハービンジャー）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ルミナスハーバー（04鹿 アグネスタキオン）４勝，マーガレットＳ‐L，阪神ジュ
ベナイルフィリーズ‐Jpn1 ３着，飯豊特別，長岡京Ｓ２着，水無月特別２着，etc.
アットザシーサイド（13牝 キングカメハメハ）４勝，桜花賞‐G1 ３着，フィリーズ

レビュー‐G2 ２着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ５着，オーロＣ‐OP
３着，道頓堀Ｓ，etc.

アグロウ（17牝 キングカメハメハ）１勝

３代母 タックスヘイブン（91鹿 Alydar）４勝，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，紅葉特別，
背振山特別，きんせんか賞
タックスシェルター（98牝 フジキセキ）１勝，赤松賞２着

ヘヴンリークルーズ（05牝 ＊ファルブラヴ）４勝，ターコイズＳ‐L ３着，朝日
岳特別，火打山特別３着

レイテッド（08牝 ジャングルポケット）入着４回，�３勝
ピンハイ（19牝 ミッキーアイル）�１勝，チューリップ賞‐G2 ２着，オー
クス‐G1 ４着，桜花賞‐G1 ５着

アルバタックス（10牡 キングカメハメハ）５勝，東風Ｓ‐L ２着，オーロＣ‐L
２着，谷川岳Ｓ‐L ３着（２回），etc.

アトミックフォース（16牡 ＊ワークフォース）４勝，新潟大賞典‐G3 ２着，メ
イＳ‐OP ３着，アメジストＳ，etc.，���２勝

ヒシアトラス（00牡 ＊ティンバーカントリー）10勝，エルムＳ‐Jpn3，マーチＳ
‐Jpn3，平安Ｓ‐Jpn3，etc.，���入着２回

キャピタルフライト（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，横手特別，隅田川特別２着
アクロスザヘイブン（03牝 フジキセキ）４勝，フローラＳ‐Jpn2 ３着，檜原湖特別，

うずしおＳ２着
アグネスエナジー（05牡 アグネスタキオン）２勝，精進湖特別，習志野特別２着，

白井特別３着，�２勝
グレナディーン（07牝 スペシャルウィーク）３勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３着，紫

川特別，乙訓特別２着，etc.
ハーキュリーズ（08牡 ディープインパクト）４勝，鶴橋特別，芦原特別，木津川特

別２着，etc.

販売申込者・所有者： 土田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3478
生 産 牧 場： 土田ファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

198 メルジェリーナ２０２１ �・青鹿 ２／１３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlメルジェリーナ アグネスタキオン

��
��
�ルミナスハーバー鹿 2015 タックスヘイブン

＊タックスペイヤーズフォリー A1
サンデーサイレンス S4×M4 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 メロディライン（14黒鹿 ＊パイロ）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
リュウノヘラクレス（18牡鹿 ＊ディスクリートキャット）���２勝
ヒメノタヅナ（19牝黒鹿 ＊アメリカンペイトリオット）��２勝

２代母 ＊ロイヤルバラード（06 USA黒鹿 Elusive Quality）USA１勝
キングタイド（13� アドマイヤムーン）�２勝��５勝�１勝��

３代母 ミュージカルチャイムズMusical Chimes（00 USA黒鹿 In Excess）FR・U
SA４勝，仏１０００ギニー‐G1，ジョンＣメイビーＨ‐G1，オークトリーＢＣマイル
‐G2，メイトリアークＳ‐G1 ２着，イエローリボンＳ‐G1 ２着，etc.

４代母 ノートミュジカルNote Musicale（95 GB鹿 Sadler's Wells）不出走
［子］ ミュージックノートMusic Note（05 牝 A.P. Indy）USA７勝，マザーグ

ースＳ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，ベルダムＳ‐G1，etc.
［孫］ ミスティックガイドMystic Guide（17牡 Ghostzapper）USA・UAE４

勝，ドバイワールドＣ‐G1，ジムダンディＳ‐G2，レイザーバックＨ
‐G3，etc.，種牡馬

ガーシュウィンGershwin（18牡 Distorted Humor）USA２勝，ペンマ
イルＳ‐G3，種牡馬

ジンザイ Zinzay（11牝 Smart Strike）USA１勝，ジェサミンＳ‐G3 ２着
エルグランへネラル El Gran General（15 牡 ＊ストリートセンス）�PA
N10勝，P. A.P.P.U.C.A.P.A.‐L ２着，P. Laffit Pincay‐LR ３
着，P. Presidente de la Republica‐L ３着

［曾孫］ シーキャントシング She Can't Sing（17 牝 Bernardini）�USA６勝，
Albert M. Stall Memorial S‐L，Tom BensonMemorial S‐L，
Nelson J. Menard Memorial S２着

ムーンオーヴァーマイアミMoon Over Miami（17 牡 Malibu Moon）
�USA４勝，Dueling Grounds Derby‐L，マンノウォーＳ‐G1
３着，パンアメリカンＳ‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： トド岩高原銀河農場物語㈱＝新冠町大狩部 �0146-45-5004
生 産 牧 場： トド岩高原銀河農場物語㈱
飼 養 者： ㈲賀張共同育成センター＝日高町賀張 �090-8632-0949

199 メロディライン２０２１ �・鹿 ３／ ９

＊

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

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionメロディライン
＊ Elusive Quality

��
��
�ロイヤルバラード黒鹿 2014 Musical Chimes

4k
Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウアンデス（06鹿 ダンスインザダーク）�入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－４（17）〕
ラモンターニュ（11牝鹿 ＊タイキシャトル）�４勝
ワンダラーズ（13牡鹿 キングカメハメハ）�１勝�２勝�５勝
ドラグーンシチー（15牡鹿 ロードカナロア）�３勝，オーストラリアＴ（芝 1800），再

度山特別（芝 1800）２着，六波羅特別（芝 1600）２着，八丈島特別（芝 1600）３着
マヨルカフレイバー（16牡鹿 ロードカナロア）�１勝
エルフバローズ（18牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）���入着６回
リヤンフォルス（19牡黒鹿 リオンディーズ）���１勝�３勝
フルコンタクト（20牡鹿 ファインニードル）�出走

２代母 ＊クィーンズダガー（95 USA鹿 Rahy）GB１勝
デットオアアライブ（05牝 ＊グランデラ）１勝
メイショウスズラン（07牝 キングカメハメハ）２勝

メイショウアリソン（14牡 マンハッタンカフェ）�５勝，コーラルＳ‐L ２着，
河原町Ｓ，やまびこＳ３着，戸畑特別３着

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

メイショウゲキリン（19牡 キズナ）�１勝，きさらぎ賞‐G3 ３着，黄菊賞２着，
梅花賞３着

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

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

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

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

200 メイショウアンデス２０２１ 牡・鹿 ４／１３

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイメイショウアンデス
＊ Rahy

��
��
�クィーンズダガー鹿 2006 ＊ケイティーズファースト

7f
Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 モエレピンクダイヤ（09鹿 ゴールドヘイロー）�１勝��７勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
マサノサファイヤ（18牝鹿 ジャングルポケット）�１勝

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

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

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

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

コンセンチメント（05牡 マンハッタンカフェ）１勝
モエレピンクレディ（06牝 ゴールドヘイロー）�１勝�１勝��入着４回，エーデ

ルワイス賞‐Jpn3 ３着
ダイナソー（19牡 ＊プリサイスエンド）	��１勝�２勝，ニューイヤーＣ３着，

サッポロクラシックＣ２着，ブリーダーズゴールドジュニアＣ３着
レディー（10牝 ゴールドヘイロー）２勝，すずらん賞‐OP ２着

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 中田 浩美＝新ひだか町静内川合 �090-3111-1456
生 産 牧 場： 中田 浩美
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

201 モエレピンクダイヤ２０２１ 牡・鹿 ２／１７

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

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

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドモエレピンクダイヤ ＊ノーザンテースト

��
��
�イブキピンクレディ鹿 2009 ＊アトラクト

1s
Northern Dancer M4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊レインオンザデューン（14 GB鹿 Frankel）FR・USA入着３回
〔産駒馬名登録数：１〕
カレンラグレース（20牡鹿 ＊ハービンジャー）�未出走

２代母 ハリーホームヒラリーHurry Home Hillary（95 USA黒鹿 Deputed Testamony）
USA１勝
ベラミーロード Bellamy Road（02牡 Concerto）USA４勝，ウッドメモリアルＳ

‐G1，クレイドルＳ‐G3，トラヴァーズＳ‐G1 ２着，種牡馬
オールドミドルトンOld Midleton（03� Concerto）USA・PR13 勝，C. Jose Celso

Barbosa‐L，C. Dia de Los Padres‐L（２回），C. Verset's Jet‐L ２着，
Copa Invitacional‐L ２着，C. Verset's Jet‐L ３着

ミスタラモアデューMiss Tullamore Dew（05牝 Mecke）不出走
ゴーンアウェイGone Away（13牝 Leroidesanimaux）USA３勝，Hilltop

S，ロバートＧディックメモリアルＳ‐G3 ３着，ヒアカムズザブライド
Ｓ‐G3 ３着

アルナジムアルサケブAlnajim Althakeb（06牡 Unbridled's Song）SAU10勝，
種牡馬

アエザAezah（08牝 Dynever）SAU８勝
アルナジェムアルバレクAlnajem Albareq（09牡 Torrey Canyon）SAU２勝
アルシャレAlshareh（12牡 Blue Burner）SAU２勝
デッドラインディーヴァDeadline Diva（15牝 Frankel）FR２勝，GB・FR障害１勝
サライエル Salayel（16 牝 Bated Breath）GB・UAE１勝，Pipalong S‐L ３着

３代母 テンセンツアターンTen Cents a Turn（90 USA鹿 Cozzene）USA３勝
フォートローダデイル Fort Lauderdale（98 牝 Montbrook）USA１勝，ソレント

Ｓ‐G2 ３着
リネア Linnea（06牝 Candy Ride）USA８勝，Bold Ego H３着
カリブラコア Calibrachoa（07牡 Southern Image）USA10 勝，トボガンＳ‐G3
（２回），トムフールＨ‐G3（２回），ボールドルーラーＨ‐G3，etc.，種牡馬

４代母 ルブアルハーリRub al Khali（86 USA栗 Mr. Prospector）不出走
［孫］ ザタビュレイター The Tabulator（15 牡 Dialed In）USA９勝，イロクオイ

Ｓ‐G3，Golden Circle S，Prairie Gold Juvenile S，etc.

販売申込者・所有者： ㈲飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-4070
生 産 牧 場： ㈲飛野牧場
飼 養 者： ㈲飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-4070

202 レインオンザデューン２０２１ �・鹿 ３／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊

フランケル Galileo

�
�
�
�
�

��
��

�Frankel Kindレインオンザデューン ハリーホームヒラリー Deputed Testamony

��
��
�Hurry Home Hillary鹿GB 2014 Ten Cents a Turn

10a
Danzig S4×M5 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アオイエンジェル（16鹿 ハーツクライ）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 シルバートレイン（03黒鹿 Singspiel）入着２回
アンティフリーズ（07牝 ＊タップダンスシチー）３勝，外房特別

シルバークレイン（16牝 ＊クロフネ）２勝，妙高特別３着
ナイトブリーズ（17牝 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，やまびこＳ３着，春風Ｓ

３着，ブラッドストーンＳ３着
ゴールドフィンガー（18牝 ＊サウスヴィグラス）�２勝，西郷特別３着

クリスバローズ（12牡 ディープインパクト）１勝
アオイプリンセス（13牝 キングカメハメハ）２勝，西尾特別２着（２回），粟島特別

２着，赤松賞２着，日田特別３着
ニッポンテイオー（15牡 キングカメハメハ）２勝，燧ヶ岳特別，���２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

＊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.

カウアイレーン（06牝 キングカメハメハ）５勝，ターコイズＳ‐L，クイーンＳ‐G3
３着，東京スマイルプレミアム
ステイフーリッシュ（15牡 ステイゴールド）�２勝，京都新聞杯‐G2，etc.，U

AE・HKG・SAU２勝，ドバイゴールドＣ‐G2，レッドシーターフＨ‐G3

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

203 アオイエンジェル２０２１ 牡・栗 ５／１５

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスアオイエンジェル Singspiel

��
��
�シルバートレイン鹿 2016 ＊シルバーレーン

5g
Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 モンレーヴリアン（11青鹿 スペシャルウィーク）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
コアドライヴ（17�黒鹿 ＊カジノドライヴ）��３勝��１勝
ゲブレセラシエ（19牡青 ＊パイロ）��１勝�
シェナレモン（20牝芦 ＊ダンカーク）�地方未出走

２代母 ブローオブサンダー（03鹿 ＊クロフネ）３勝
オールドクラシック（13牡 ダノンシャンティ）２勝，ｔｖｋ賞２着，�１勝
フェイトリッパー（18牡 アドマイヤムーン）��１勝���，サファイア賞３着

３代母 ＊ピールオブサンダー（94 USA黒鹿 Theatrical）１勝

４代母 ラインオヴサンダー Line of Thunder（87 USA鹿 Storm Bird）GB・USA
３勝，チヴァリーパークＳ‐G1 ２着，Sceptre S‐L ２着
［子］ ＊サンダーガルチ（92牡 Gulch）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，ベ

ルモントＳ‐G1，トラヴァーズＳ‐G1，etc.，種牡馬
＊バトルライン（93牡 ＊オジジアン）７勝，エルムＳ‐Jpn3，etc.，��１

勝�１勝�入着，全日本サラブレッドＣ‐Jpn3，かしわ記念‐Jpn3，etc.，
種牡馬

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

［孫］ シャドウストライプ（04牡 サクラバクシンオー）３勝，バイオレットＳ
‐OP，北斗賞２着，猪苗代特別３着，�１勝

アグネスラブ（99牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，もみじＳ‐OP ２着，かえ
で賞２着，おおぞら特別３着

アグネスボゾン（01牡 ＊エンドスウィープ）４勝，天王山特別２着，千種
特別３着

カーロデスティーノ（19牝 ストロングリターン）��１勝��入着，ブロ
ッサムＣ２着

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

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

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

204 モンレーヴリアン２０２１ 牡・栗 ４／３０

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールモンレーヴリアン ＊クロフネ

��
��
�ブローオブサンダー青鹿 2011 ＊ピールオブサンダー

11d
Storm Bird S5×M5

価格： 購買者：



母 モズエエヤン（13栗 ＊アグネスデジタル）�３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
コンバットシリウス（20牝鹿 ダノンシャーク）�地方未出走

２代母 グランプリシリウス（03栗 アグネスタキオン）１勝，フェニックス賞‐OP ３
着，サフラン賞２着
ジーブラック（10牝 ＊クロフネ）１勝
ジーブラウン（11牝 タニノギムレット）�１勝�１勝��入着��
モズフウジン（12牡 ＊サウスヴィグラス）�11 勝���
ヨシノガッツ（16牡 グランプリボス）�２勝	入着３回

３代母 フライングカラーズ（92栗 ＊ジェイドロバリー）３勝，出雲崎特別
サイモンセッズ（99牡 バブルガムフェロー）６勝，ギャラクシーＳ‐L ３着，京葉Ｓ

‐OP ２着，神無月Ｓ，etc.
マルカキセキ（01牡 フジキセキ）７勝，アンドロメダＳ‐L，セントウルＳ‐Jpn3

３着，淀短距離Ｓ‐L ３着，etc.，�３勝�
ツバサドリーム（04牡 アグネスタキオン）４勝，立春賞，初凪賞２着，下総Ｓ３着，etc.
フライトステージ（06牝 ネオユニヴァース）出走

アヴニールレーヴ（16牝 ＊サウスヴィグラス）��12 勝�入着，ラブミーチャン
記念２着，兵庫若駒賞２着

ディアタイザン（17牡 ＊サウスヴィグラス）��11 勝，兵庫ダービー
カネスインバディル（08牝 ゼンノロブロイ）出走

チョウマイモン（17牝 ＊ロージズインメイ）���入着２回�２勝，ノトキリシ
マ賞３着

４代母 オオミシヤダイ（76栗 ＊リマンド）６勝，北九州記念，衣笠特別，祇園特別，
伊良湖特別
［孫］ グレイスナッキー（90牝 ＊ナトルーン）１勝，クイーンＣ‐Jpn3 ２着
［曾孫］ フューチャサンデー（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，

大沼Ｓ‐OP ３着，etc.，��入着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ３着
リスティアエーデル（01牝 フジキセキ）１勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3 ３着，
紫苑Ｓ‐L ３着，きんせんか賞，�１勝

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

205 モズエエヤン２０２１ 牡・栗 ３／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawモズエエヤン アグネスタキオン

��
��
�グランプリシリウス栗 2013 フライングカラーズ

＊フライングシヤツトル 1s
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 モルトフェリーチェ（09鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－１（１）〕
ロイヤルテーラー（14牝鹿 ＊ワークフォース）�１勝
ケイティクレバー（15牡鹿 ＊ハービンジャー）�３勝，若駒Ｓ‐LR（芝 2000），すみれ

Ｓ‐LR（芝 2200）２着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3 ３着，寿Ｓ（芝 2000），
サンタクロースＳ（芝 2000）２着，日本海Ｓ（芝 2200）２着，黄菊賞（芝 2000）２
着，障害４勝，東京ジャンプＳ‐JG3（3110），新潟ジャンプＳ‐JG3（3250）３着

ポルーニン（16牡鹿 ＊フレンチデピュティ）２勝，鷹巣山特別（芝 1600）３着

２代母 レンドフェリーチェ（00黒鹿 Cozzene）５勝，紫苑Ｓ‐L，オーロＣ‐L ３着，
大阪スポーツ杯，北摂特別２着
リフトザウイングス（08牡 ハーツクライ）１勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ２着，朝日杯

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

ダノンアンビシャス（11牡 ディープインパクト）２勝，寒竹賞３着
アストラサンタン（15牝 ハーツクライ）３勝，野島崎特別，精進湖特別２着，茨城

新聞杯２着，弥彦特別２着，ＴＶ山梨杯３着
ジェンメオ（16牝 ディープブリランテ）１勝

３代母 ＊レンⅡ（95 IRE 栗 Bob Back）GB・FR・ITY・USA３勝，ドルメーロ賞‐G3，
Criterium du Bequet‐L，ファルマスＳ‐G2 ２着
アサクササイレン（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，北斗賞２着，初凪賞２着，�

１勝�
リズムオブザレイン（02牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回

レインスティック（07牡 サクラバクシンオー）６勝，アイルランドＴ‐L，新潟
日報賞，六社特別，etc.

スズノマグマ（03牡 ＊エルコンドルパサー）４勝，是政特別，北斗賞２着，横手特別
２着，��入着３回��

レインダンス（04牝 ダンスインザダーク）３勝，秋華賞‐Jpn1 ２着，ローズＳ
‐Jpn2 ３着，京都牝馬Ｓ‐G3 ２着，etc.

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

販売申込者・所有者： 中田 英樹＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2751
生 産 牧 場： 中田 英樹
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

206 モルトフェリーチェ２０２１ �・黒鹿 ４／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊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モルトフェリーチェ Cozzene

��
��
�レンドフェリーチェ鹿 2009 ＊レンⅡ

1s
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ミカルベウス（11芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，種市特別（芝 1200）３
着，�１勝��入着�
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（８）〕
コスモザクロ（18牡芦 リーチザクラウン）��４勝�４勝
ディーズルージュ（19牝芦 ドゥラメンテ）�入着２回

２代母 バーニングレッド（03栗 アグネスタキオン）１勝
ブルチアーレ（13牡 ＊アサクサデンエン）�３勝��６勝�
カラクレナイ（14牝 ローエングリン）４勝，フィリーズレビュー‐G2，京阪杯‐G3

３着，淀短距離Ｓ‐L ３着，オパールＳ‐L ３着，桜花賞‐G1 ４着，etc.

３代母 ＊レッドチリペッパー（96 USA芦 Unbridled）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，富士
Ｓ‐Jpn3，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３着，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，クイーンＣ
‐Jpn3 ２着，etc.
ホワイトペッパー（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，山科特別３着，夙川特別３着，

香春岳特別３着
スパイスマジック（15	 ローエングリン）２勝，津軽海峡特別２着，��１勝
バルサミックムーン（17	 ＊タートルボウル）�２勝，由布院特別２着，大通公

園特別３着
パッションレッド（04牝 アグネスタキオン）３勝，アネモネＳ‐L ３着，木津川特別，

玄海特別２着，etc.
ペパーミントラヴ（06牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，粟島特別３着
ホットチリペッパー（07牡 ネオユニヴァース）２勝，紫川特別，沖の島特別，��

１勝�３勝

ハラペーニョペパー（12牝 ゼンノロブロイ）３勝，伊良湖特別，播磨Ｓ２着，リボ

ン賞２着

４代母 レイズアカーターRaise a Carter（90 USA芦 Dr. Carter）USA２勝
［子］ プラウドエアレス Proud Heiress（04 牝 Broken Vow）USA・CAN５

勝，ホイムジカルＳ‐G3，WishingWell S（２回），ヘンドリーＳ
‐G3 ２着，etc.

［孫］ カンタカ Kanthaka（15	 Jimmy Creed）�USA・CAN３勝，サンヴィ
センテＳ‐G2，ラサロバレラＳ‐G3，ジャイプールＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲野坂牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2436
生 産 牧 場： ㈲野坂牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

207 ミカルベウス２０２１ 牡・鹿 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceミカルベウス アグネスタキオン

��
��
�バーニングレッド芦 2011 ＊レッドチリペッパー

10a
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 アースビーガ（13鹿 ゴールドアリュール）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
ナンヨーヴィヨレ（18牡鹿 ルーラーシップ）�１勝，�２勝

２代母 エイシンベリンダ（01鹿 ＊エルコンドルパサー）１勝
シャークラヴソング（07牝 エイシンサンディ）�３勝
ハッピーベリンダ（11牝 ＊アグネスデジタル）２勝
ウインオベロン（12牡 カネヒキリ）入着２回，�７勝�１勝，オータムＣ，名港盃２着
ブラックマイスター（14牡 ブラックタイド）�１勝
アスピラール（17牡 グランプリボス）入着，�３勝

３代母 ＊エイシンララミー（92 USA鹿 Time for a Change）不出走
エイシンアイノウタ（96牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，文知摺特別２着

エイシンラブソング（02牝 ＊エイシンワシントン）２勝，かささぎ賞２着
エイシンアモーレ（03牝 ＊エイシンワシントン）２勝，フィリーズレビュー‐Jpn2

３着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ４着，フェニックス賞‐OP，etc.
マイネルシーガル（04牡 ＊ゼンノエルシド）４勝，富士Ｓ‐G3，いちょうＳ‐L，

スプリングＳ‐Jpn2 ２着，etc.
エーシンアガペー（07牝 ＊ロージズインメイ）１勝，�２勝�５勝�２勝�入着，

福山牝馬特別，マイル争覇，摂津盃，etc.
エイシンテンダー（02牝 エイシンサンディ）３勝，チューリップ賞‐Jpn3，オーク

ス‐Jpn1 ４着，菜の花賞‐OP

４代母 ガンダークルードGander Crude（76 USA鹿 Quack）不出走
［子］ ライトクルード Light Crude（86牡 Fluorescent Light）USA４勝，D

on Leon S‐L，In Memoriam S‐L，Freshmen S

５代母 グレイオイルGrey Oil（59 USA芦 Oil Capitol）USA３勝
［子］ デルタオイルDelta Oil（69 牡 Delta Judge）USA13 勝，Phoenix H，

Patriots Day H，Preview S，etc.，種牡馬
［曾孫］ カウボーイズライムライト Cowboy's Limelite（99� Gold Alert）USA

10 勝，South Bend S‐R，Fort Wayne S‐R ３着，Hillsdale
S‐R ３着，etc.

販売申込者・所有者： 松山 増男＝江別市大麻 �090-8275-8679
生 産 牧 場： ㈲習志野牧場
飼 養 者： 田口トレーニングファーム＝安平町早来富岡 �0145-22-3963

208 アースビーガ２０２１ 牡・鹿 ４／１９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤアースビーガ ＊エルコンドルパサー

��
��
�エイシンベリンダ鹿 2013 ＊エイシンララミー

2n
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 アイファインバンド（08栗 ＊タップダンスシチー）�６勝�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シゲルカンリショク（18牝栗 トゥザワールド）��１勝
アポロキラナ（19牝鹿 ＊アポロソニック）�出走
オルゾ（20牡黒鹿 パドトロワ）�地方未出走

２代母 トウショウアイ（87鹿 トウシヨウボーイ）２勝，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２
着，ローズＳ‐Jpn2 ３着，大沼Ｓ２着，露草賞３着
シルキーカイザー（94牡 メジロライアン）１勝，秩父特別３着，柏崎特別３着，

��２勝
エスティーマック（95� メジロマックイーン）入着，��２勝
アッパレイモン（96牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，梅田Ｓ，遠州灘Ｓ２着，北山Ｓ３着，

金蹄Ｓ３着，��１勝	
モリスガタ（97牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，若葉Ｓ‐OP ３着，ゆりかもめ賞，セン

トポーリア賞２着
オペラアイ（00牝 ＊オペラハウス）�２勝

マームードイモン（05牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，富良野特別，比良山特別２
着，支笏湖特別２着，恋路ケ浜特別２着，白川特別２着，etc.

アイチャンルック（01牝 ＊ジェネラス）��３勝，ロジータ記念，ＴＣＫディスタフ
２着，黒潮盃２着，東京プリンセス賞２着，トゥインクルレディ賞３着
タガノハヤテ（11牡 ゴールドアリュール）４勝，濃尾特別，もちの木賞２着

ミッキーラブ（04牡 マンハッタンカフェ）２勝
ダンツキャピタル（05牡 ＊アグネスデジタル）�４勝
ローザレーヌ（06牝 マンハッタンカフェ）３勝
アムールエテルネル（07牝 ＊アルカセット）入着，
４勝

３代母 アローキヨサチ（77鹿 アローエクスプレス）��２勝
テイーロデイ（82牝 ＊ビービービー）����17 勝，上山優駿樹氷賞，紅葉賞

シャトルフォンテン（01牡 エイシンサンディ）��３勝入着４回�，平和賞２着

４代母 ダイサンキヨサチ（59鹿 トサミドリ）��，ゴールドＣ，桜花賞
［子］ アポスピード（66牡 ＊アポツスル）２勝，札幌記念，目黒記念（秋）２着，

青函Ｓ‐OP，��12 勝，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲中央牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2335
生 産 牧 場： ㈲中央牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

209 アイファインバンド２０２１ �・栗 ２／２７
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロイングァンチャーレ ＊ディアブロ

��
��
�チュウオーサーヤ青鹿 2012 サンライトブルボン

＊ Pleasant Tap

�
�
�
�
�

��
��

�タップダンスシチー All Danceアイファインバンド トウシヨウボーイ

��
��
�トウショウアイ栗 2008 アローキヨサチ

＊チツプトツプ 4m
Halo S5×S5

価格： 購買者：



母 ユウキエナージー（12黒鹿 オンファイア）入着，�９勝，兵庫クイーンＣ
（Ｄ1700）２着，園田ＣｈＣ（Ｄ1400）３着
本馬の他に産駒あり

２代母 ユウキビバ（99栗 ＊フォーティナイナー）１勝
ユウキタイティ（04牡 ＊カリズマティック）５勝，門司Ｓ，雅Ｓ２着，舞浜特別３着
チキリテンダリー（05牝 ＊オペラハウス）�１勝
ユウキグッドラン（06牡 ＊クロコルージュ）入着，�１勝
ユウキマリアッチ（08牝 ＊ブラックホーク）３勝，岩国特別２着
ユウキタカラオー（09牡 ＊カリズマティック）�３勝，不来方賞２着
ランドキングスター（15牡 トーセンホマレボシ）入着２回，��１勝��入着３回
ユウキラフェール（17牝 ディープスカイ）��10 勝，園田オータムＴ２着，兵庫ク

イーンＣ３着（２回）
ニコニコチャンス（18牝 タイセイレジェンド）��出走	１勝

３代母 ユウキビバーチェ（92栗 ＊トニービン）３勝，チューリップ賞‐Jpn3，オークス
‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ５着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ５着，うぐいす賞，etc.
ユウキアヴァンセ（01牡 ＊フォーティナイナー）４勝，糺の森特別，咲花特別，清津

峡特別，etc.

４代母 メルシーサンライズ（85鹿 マルゼンスキー）不出走
［子］ ドラゴンマックス（97牡 ＊フォーティナイナー）６勝，上賀茂Ｓ，ゴール

デンスパーＴ，アカシヤ特別，etc.，�２勝
トーホウサンダー（98
 ＊エルハーブ）３勝，羊蹄山特別２着，鶴見特別
３着，しゃくなげＳ３着

［孫］ マルヨスーパーラブ（04牝 ＊マイネルラヴ）�11 勝�入着���，オッズ
パーク・ファンセレクションｉｎ笠松，東海クイーンＣ２着，サラ・
クイーンＣ２着，etc.

５代母 マサコサン（72栗 ＊バウンテイアス）入着３回，障害２勝
［子］ マンノタロ（80牡 ＊エルセンタウロ）５勝，北九州記念‐Jpn3，有明特別，

川西特別，etc.
マンノパワー（84牡 ＊ダンサーズイメージ）２勝，英彦山特別２着

販売申込者・所有者： アリドメトレーニングファーム＝新冠町朝日 �090-7652-0561
生 産 牧 場： トモファーム
飼 養 者： アリドメトレーニングファーム＝新冠町朝日 �090-7652-0561

210 ユウキエナージー２０２１ 牡・鹿 ４／２０
キングカメハメハ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ロードカナロア

�
�
�
�
�
�
�
�
� レディブラッサムユアーズトゥルーリ ＊ファルブラヴ

��
��
�アイムユアーズ鹿 2016 セシルブルース

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�オンファイア ＊ウインドインハーヘアユウキエナージー ＊フォーティナイナー

��
��
�ユウキビバ黒鹿 2012 ユウキビバーチェ

＊ベリストリーム 6e
サンデーサイレンスM3×S5 Kingmambo S4×S5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ユメノトキメキ（07鹿 マーベラスサンデー）３勝，鳥屋野特別（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（４）〕
アシャカデッシュ（15牡鹿 アーネストリー）１勝
ムサシネイビー（17牡青鹿 ベルシャザール）��１勝
ラブリートキメキ（18牝黒鹿 ラブリーデイ）��２勝
ヴラディア（19牡青 ラブリーデイ）��１勝

２代母 バトルカグヤ（94鹿 ＊ポリッシュネイビー）３勝
ヤマミビッグワン（01牡 ＊オジジアン）�３勝
フィーリージョー（02牡 ＊オジジアン）��１勝�３勝
ローランレヴュー（03牝 ＊メイショウドトウ）�３勝�５勝�
ジョイフルタイム（04牝 ナリタトップロード）�２勝�入着３回
ツヨガリ（05牡 ＊ティンバーカントリー）�１勝��13 勝

３代母 ＊メイクミーレインボーズ（87 USA黒鹿 Fappiano）USA１勝
レンダ（00牝 ＊ジョリーズヘイロー）１勝，香春岳特別２着

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲登別上水牧場＝登別市来馬町 �0143-85-4077
生 産 牧 場： ㈲登別上水牧場
飼 養 者： 三橋ステーブル＝むかわ町米原 �080-6079-0954

211 ユメノトキメキ２０２１ �・黒鹿 ３／ ４

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マーベラスサンデー モミジダンサーユメノトキメキ ＊ポリッシュネイビー

��
��
�バトルカグヤ鹿 2007 ＊メイクミーレインボーズ

2s
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ヨシカワクン（10鹿 アドマイヤムーン）３勝，飛竜特別（芝 1000）
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
ホトダニー（17牡鹿 メイショウボーラー）入着，��１勝�
エクラサンザレ（18牝芦 ＊クリエイターⅡ）�２勝
マイネルイデア（19牡芦 ゴールドシップ）���出走�２勝
ムサシキング（20牡鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 ショコット（97鹿 ＊デインヒル）５勝，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，中山牝馬
Ｓ‐Jpn3 ３着，ターコイズＳ‐OP，神奈川新聞杯，ユートピアＳ３着，etc.
チャーピーチット（08牝 ゼンノロブロイ）入着，�１勝�２勝�入着
プラッキーエリーナ（09牝 マヤノトップガン）１勝
サマニー（13� ＊スタチューオブリバティ）１勝，��５勝��
メイショウカリン（14牝 ＊ケイムホーム）５勝，巌流島Ｓ，河北新報杯，岡崎特別，

ＴＶユー福島賞２着，下関Ｓ２着，etc.
ネペンテス（16牝 メイショウボーラー）�	出走�１勝��２勝�入着２回

３代母 ＊ショーガールⅡ（92 USA鹿 Alleged）不出走

４代母 ボールドビキニ Bold Bikini（69 USA鹿 Boldnesian）USA６勝，ジャージ
ーベルＨ，New York H２着
［子］ ローソサイエティ Law Society（82 牡 Alleged）GB・IRE５勝，愛ダービ

ー‐G1，愛ナショナルＳ‐G2，チェスターヴァーズ‐G3，etc.，種牡馬
ストライクユアカラーズ Strike Your Colors（76 牡 Hoist the Flag）US
A３勝，ブリーダーズフュチュリティ‐G2，Dover S，米フュチュ
リティＳ‐G1 ２着，etc.

リ－ガルビッド Legal Bid（84 牡 Spectacular Bid）GB３勝，リングフ
ィールドダービートライアルＳ‐G3，Feilden S‐L，ジェフリーフ
リアＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

アルファラズダク Alfarazdq（83牡 Exclusive Native）GB・AUS３勝，
SAJC Labor Day C‐L，ＶＲＣクイーンエリザベスＳ‐G2 ２着，
Murray Bridge Gold C‐L ２着，種牡馬

セラ－ダリッジ Cerada Ridge（77牝 Riva Ridge）USA７勝，Miss
Woodford S，Rockette S，White Rose S，etc.

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

212 ヨシカワクン２０２１ 牡・芦 ５／２２

＊

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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズヨシカワクン ＊デインヒル

��
��
�ショコット鹿 2010 ＊ショーガールⅡ

5e
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ヤマカツサユリ（11鹿 マンハッタンカフェ）�６勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ミューオン（19�鹿 ＊ザファクター）�出走

２代母 ヤマカツリリー（00栗 ＊ティンバーカントリー）２勝，フィリーズレビュー
‐Jpn2，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ３着，ローズ
Ｓ‐Jpn2 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，etc.
ヤマカツハクリュウ（07牡 ＊クロフネ）５勝，奥多摩Ｓ，神奈川新聞杯，竹尾特別，

石打特別，etc.，障害２勝，新潟ジャンプＳ‐JG3 ２着
ヤマカツクライム（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）�３勝
ヤマカツセレーヌ（12牝 キングカメハメハ）�３勝
ヤマカツライアン（16牡 ベルシャザール）�４勝

３代母 リンデンリリー（88栗 ＊ミルジヨージ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，ロー
ズＳ‐Jpn2，馬籠特別
リンデンジョオー（93牝 ＊リアルシヤダイ）入着２回

コマノシャーク（99牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，鳴海特別，和田岬特別３着
コマノマコ（00牝 ＊フォーティナイナー）３勝，鎌倉特別３着，�１勝
コマノハイ（02牡 スペシャルウィーク）３勝，阿寒湖特別，英彦山特別，黄菊

賞３着
コマノルカン（03牡 ＊ボストンハーバー）４勝，醍醐特別，ＳＴＶ賞，山城Ｓ２

着，etc.
コマノアクラ（08牝 フジキセキ）入着
コマノインパルス（14牡 ＊バゴ）２勝，京成杯‐G3，葉牡丹賞２着

リンデンシラユリ（94牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
グラヴィテーション（06牡 ネオユニヴァース）４勝，恵庭岳特別２着，夕張特

別２着，錦秋Ｓ３着
リンデンルレーブ（95牝 ＊ノーザンテースト）２勝，浄土平特別３着

マスイデア（09牝 リンカーン）４勝，美利河特別，ＳＴＶ杯，ＨＴＢ杯３着，etc.
ハナイチリン（03牝 ＊ボストンハーバー）４勝

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

販売申込者・所有者： 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

213 ヤマカツサユリ２０２１ �・栗 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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジヤマカツサユリ ＊ティンバーカントリー

��
��
�ヤマカツリリー鹿 2011 リンデンリリー

＊シユリリー 7d
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ララベスラーナ（14栗 デュランダル）１勝
初仔

２代母 ディアコメット（09黒鹿 キングカメハメハ）出走
エレスチャル（15牝 ショウナンカンプ）１勝，�４勝��入着２回��
スパラキシス（18牝 フェノーメノ）入着，���３勝
バトルクライ（19牡 イスラボニータ）�２勝，ユニコーンＳ‐G3 ３着，青竜Ｓ‐OP

３着

３代母 サムタイム（02青鹿 ＊ブライアンズタイム）３勝，障害１勝
ディアリヴァル（10牝 デュランダル）�１勝�11 勝
ミスダイテン（14牝 ＊シルバーチャーム）�２勝��５勝

４代母 アコニットローマン（90黒鹿 ＊ブレイヴエストローマン）��３勝，東京プリ
ンセス賞
［子］ オペラハット（96牡 ＊オペラハウス）��３勝	，ジャパンＤダービー

‐Jpn1 ２着，東京大賞典‐Jpn1 ４着，東京王冠賞，etc.
スリーローマン（97牝 ＊ブライアンズタイム）４勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３
着，忘れな草賞‐OP ３着，ポプラ特別，etc.

［孫］ スリーロールス（06牡 ダンスインザダーク）４勝，菊花賞‐Jpn1，野分特
別，はなみずき賞２着，種牡馬

スリーマキシマム（11牡 スズカマンボ）２勝，赤倉特別，浄土平特別，蓬
莱峡特別２着，etc.，�８勝��

スリーヴェローチェ（09牡 ダイワメジャー）１勝，横津岳特別２着，燧ヶ
岳特別３着，霊山特別３着，etc.，�３勝�入着２回�

５代母 カミモリレデイー（81青鹿 ＊ネプテユーヌス）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1
５着，長万部特別
［子］ トキノクンショウ（89牡 ＊ラツキーソブリン）��６勝�３勝
�２勝	

入着���，かしわ記念，旭岳賞２着，東京盃２着，etc.
フタバキング（87牡 ＊イエローゴツド）	12 勝，不来方賞２着
カミモリオーカン（95牡 シンボリルドルフ）入着，湯川特別３着，�３勝
��２勝

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
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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

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセスララベスラーナ キングカメハメハ

��
��
�ディアコメット栗 2014 サムタイム

＊アコニツト 7d
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊ライムライトⅡ（05 USA芦 Dalakhani）GB入着５回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
ダノンロンシャン（11牡芦 Medicean）入着７回，�２勝
キーライム（13牝鹿 ドリームジャーニー）�２勝�入着３回
レーヌアグリュム（15牝芦 オルフェーヴル）�１勝��入着

２代母 ラストセカンド Last Second（93 IRE 芦 Alzao）GB・FR・IRE４勝，英ナッソ
ーＳ‐G2，サンチャリオットＳ‐G2，愛パークＳ‐G3，コロネイションＳ‐G1 ２着
アプローチ Approach（00牝 Darshaan）GB・FR・USA３勝，Ballymacoll Stu

d S‐L，ギャラクシーＳ‐G2 ２着，メイヒルＳ‐G3 ２着
ミダースタッチMidas Touch（07牡 Galileo）GB・FR・IRE・AUS２勝，愛

ダービートライアルＳ‐G2，愛ダービー‐G1 ２着，英セントレジャー
‐G1 ２着，ＭＲＣアンダーウッドＳ‐G1 ３着，グレイトヴォルティジュ
ールＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

コロネット Coronet（14 牝 Dubawi）GB・FR・IRE６勝，サンクルー大賞
‐G1，ジャンロマネ賞‐G1，ミドルトンＳ‐G2，リブルズデイルＳ‐G2，
Zetland S‐L，etc.

イントリーグド Intrigued（02牝 Darshaan）GB・FR・GER１勝，Chalice S
‐L ３着，Pinnacle S‐L ３着
ミケランジェロMichelangelo（09� Galileo）GB・AUS２勝，Cocked Hat

S‐L，英セントレジャー‐G1 ３着，ゴードンＳ‐G3 ３着，Newmar
ket S‐L ３着

プライヴェトセクレタリー Private Secretary（16� Kingman）GB・HKG４
勝，Cocked Hat S‐L

オーシールールズ Aussie Rules（03 牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・USA４勝，
仏２０００ギニー‐G1，シャドウェルターフマイルＳ‐G1，サマーヴィルタタソー
ルＳ‐G3，ラウンドタワーＳ‐G3 ２着，種牡馬

グースベリーフールGooseberry Fool（09 牝 Danehill Dancer）GB・FR・IRE・
GER・SWE１勝，シルヴァーフラッシュＳ‐G3 ３着

３代母 アルルカバAlruccaba（83 IRE 芦 ＊クリスタルパレス）GB１勝

販売申込者・所有者： シグラップ・マネジメント㈱＝東京都品川区 �090-1796-2929
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ゴールドアップホースカンパニー（泊津分場）＝新冠町西泊津 �0146-47-4555
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＊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

＊

ダラハニ Darshaan

�
�
�
�
�

��
��

�Dalakhani DaltawaライムライトⅡ ラストセカンド Alzao

��
��
�Last Second芦USA 2005 Alruccaba

9c
クリスタルパレスM4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ラヴソースウィート（06黒鹿 スペシャルウィーク）�７勝�１勝��３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（６），地方－１（１）〕
ソリストサンダー（15牡黒鹿 ＊トビーズコーナー）�６勝，武蔵野Ｓ‐G3，武蔵野

Ｓ‐G3 ２着，福島民友Ｃ‐L（Ｄ1700）３着，フェブラリーＳ‐G1 ４着，門司
Ｓ‐OP（Ｄ1700），ＴＶｈ賞（Ｄ1700），駒場特別（Ｄ1700），プラタナス賞
（Ｄ1600）２着，etc.，���入着３回，かしわ記念‐Jpn1 ２着（２回），マイ
ルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ３着

ワタリフレーム（17牝鹿 トゥザワールド）��１勝
イチゴヒトフリ（19牡鹿 ＊アジアエクスプレス）�出走

２代母 キソティックラヴ（98黒鹿 ＊ブライアンズタイム）３勝
ローレルエンデバー（09牡 キングカメハメハ）�７勝�入着３回
スマートソニック（10牡 マーベラスサンデー）��３勝
キタサンディライト（14牡 スマートファルコン）��３勝
ラストクリーガー（16牡 アドマイヤオーラ）�１勝�

３代母 ＊キソティック（87 FR鹿 Caerleon）FR入着４回
アクティブリード（92牝 ＊シエイデイハイツ）不出走

ブルーレインボウ（98牝 マルゼンスキー）不出走
コスモバタフライ（08牝 ソングオブウインド）３勝，紫苑Ｓ‐LR ３着，伊
達特別，幕張特別２着（２回），etc.

オルテンシア（95牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，千葉日報杯２着，水郷特別３着，
初蛍特別３着

４代母 アイディリック Idyllic（82 USA黒鹿 Foolish Pleasure）不出走
［子］ シーニック Scenic（86 牡 Sadler's Wells）GB・IRE・USA４勝，デュー

ハーストＳ‐G1，スコテイッシュクラシック‐G3，セントジェイムズ
パレスＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

サイレントウォリア SilentWarrior（92 牡 Nashwan）FR３勝，ダフニ
ス賞‐G3，ギヨームドルナーノ賞‐G2 ３着，種牡馬

［孫］ ウィズアウトコネクションWithout Connexion（99牡 RainbowQuest）
FR・ITY６勝，フェデリコテシオ賞‐G3，P. Le Fabuleux‐L，ロ
ーマ賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 田渕牧場＝新冠町高江 �0146-47-2773
生 産 牧 場： 田渕牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281
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＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールラヴソースウィート ＊ブライアンズタイム

��
��
�キソティックラヴ黒鹿 2006 ＊キソティック

14f
Hail to Reason M5×M5 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 ラフェデビジュー（13芦 スペシャルウィーク）��１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
レジェンダシチー（20牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）�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
ララサンタフェーズ（11牝 スペシャルウィーク）出走

サンエイシャトル（17牝 ＊タイキシャトル）�１勝��，ビギナーズＣ２着，若
鮎賞２着

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： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

217 ラフェデビジュー２０２１ �・芦 ３／ ４

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールラフェデビジュー
＊ Unbridled's Song

��
��
�スパークルジュエル芦 2013 Golden Jewel Box

10d
Storm Bird S4×M5

価格： 購買者：



母 ラブリッサ（13栗 ダイワメジャー）�１勝�入着
〔産駒馬名登録数：２〕
テンクウワールド（20牡栗 ＊ベストウォーリア）��出走

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケラブリッサ
＊ Orientate

��
��
�ラサンバ栗 2013 La Bamba

2e
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 リリアンタイム（04鹿 ＊ブライアンズタイム）２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（７）〕
アワーズヒロイン（11牝鹿 フサイチコンコルド）１勝
リリアンローズ（15牝黒鹿 ゴールドアリュール）入着，�２勝�入着
グランデルーニー（16牡鹿 ゴールドアリュール）���４勝
レアリザトゥール（17牡黒鹿 スクリーンヒーロー）１勝，��未出走���１勝

２代母 ＊リキマドレード（97 USA鹿 Miswaki）不出走
アナンデール（01牡 ＊エリシオ）�２勝
ステラマドレード（03牝 ＊フォーティナイナー）３勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐Jpn3

３着，檜原湖特別，君子蘭賞３着
マドリードカフェ（11牡 マンハッタンカフェ）４勝，万葉Ｓ‐L，大阪―ハンブ

ルクＣ‐L ２着，境港特別２着，障害３勝，京都ハイジャンプ‐JG2
ジュエルメーカー（12牝 ＊エンパイアメーカー）４勝，インディアＴ
アールコンセンサス（16牡 ハーツクライ）１勝，ゆきやなぎ賞２着

タートルベイ（05牡 ＊クロフネ）５勝，北山Ｓ，桜島特別，etc.，�８勝���入着
３回，金盃２着，大井記念３着，中日杯，etc.

ポレンティーナ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）��１勝�10 勝�入着
ホイレーク（07牝 マチカネフクキタル）�５勝	

モズキンボシ（13牝 スズカマンボ）�３勝�１勝
入着，梅桜賞，クイーンＣ
３着，ル・プランタン賞３着

ストーンステージ（08牡 フジキセキ）入着，��２勝
ラストタキオン（10牡 アグネスタキオン）１勝，��１勝
リッツィー（12牝 ステイゴールド）�５勝
ドンボラーレ（13牡 ドリームジャーニー）１勝

３代母 ＊ウインクアットデエンジャー（91 CAN黒鹿 Danzig）不出走
ヴァリーフォールズ Valley Falls（96 牝 Majestic Light）USA２勝，Gold Digg

er S‐L
ハナパック（03牝 ＊アフリート）３勝，浦安特別３着
シルバーストーン（04牡 スペシャルウィーク）２勝，フェニックス賞‐OP，�１勝���
クリノエリザベス（11牝 ＊プリサイスエンド）２勝，尾頭橋特別，銀蹄Ｓ２着，etc.，

	３勝，リリーＣ，etc.

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

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayリリアンタイム
＊ Miswaki

��
��
�リキマドレード鹿 2004 ＊ウインクアットデエンジャー

Stella 22a
Mr. Prospector S4×M4×S5 Danzig M4×S5 Northern Dancer S5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 リップグロス（16栗 ハーツクライ）入着
初仔

２代母 レディルージュ（06青鹿 ＊ブライアンズタイム）５勝，フィリーズレビュー
‐Jpn2 ３着，京阪杯‐G3 ２着，北九州記念‐G3 ２着，葵Ｓ‐L ２着，淀短距離
Ｓ‐L ３着，etc.
ロードラズライト（15� ロードカナロア）�４勝，千葉Ｓ‐OP ３着，ジャニュアリ

ーＳ‐OP ３着，室町Ｓ‐OP ３着，初風Ｓ，橿原Ｓ２着，etc.
ロードクラージュ（17� ロードカナロア）�２勝
ソノラメンテ（18牝 ドゥラメンテ）���未出走�５勝
ティントリップ（19牝 ロードカナロア）�１勝

３代母 ＊サッカーマム（00 USA鹿 Kingmambo）不出走
ラパージュ（09牝 ダイワメジャー）１勝，種市特別２着，平ヶ岳特別２着，古町特

別２着
リラコサージュ（10牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，スイートピーＳ‐LR，秋華賞

‐G1 ３着，フラワーＣ‐G3 ３着
ロードサージュ（18牡 ダイワメジャー）�２勝，リボン賞２着

ロードフォワード（11牡 ネオユニヴァース）４勝，西湖特別，中ノ岳特別，内房Ｓ
２着，etc.，��２勝�

ルアンジュ（12牝 マンハッタンカフェ）２勝，堀川特別３着，日田特別３着
ロードゴラッソ（15牡 ハーツクライ）５勝，シリウスＳ‐G3，etc.，���１勝�

１勝��入着２回	，名古屋大賞典‐Jpn3，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ２着，etc.

４代母 トラヴァースシティ Traverse City（90 USA黒鹿 Halo）USA10 勝，インタ
バラＨ‐G3，Correction H‐L，La Troienne S‐L，Four Winds S，デ
ィスタフＨ‐G2 ２着，etc.
［孫］ フラワーパーティ Flower Party（15 牝 Duke of Marmalade）ITY・US

A６勝，ヴェルジェール賞‐G3，P. Archidamia‐L，伊オークス
‐G2 ２着，etc.

バースデイパーティ Birthday Party（16 牝 ＊ロックオブジブラルタル）I
TY３勝，Criterium Femminile‐L，P. Mantovani‐L，P. R
epubbliche Marinare‐L ３着

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

220 リップグロス２０２１ �・栗 ４／１３

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスリップグロス ＊ブライアンズタイム

��
��
�レディルージュ栗 2016 ＊サッカーマム

2p
Halo M4×M5 Lyphard S5×S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 リュイールスター（13黒鹿 キングカメハメハ）１勝
初仔

２代母 マイネルーチェ（04黒鹿 スペシャルウィーク）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，
箱根特別，グッドラックＨ２着，箱根特別２着，南武特別３着，etc.
マイネルラッジョ（15牡 ＊アイルハヴアナザー）入着４回，���１勝�１勝
マイネルステレール（16牡 ＊グラスワンダー）�２勝
マイネルサンライト（18牡 ラブリーデイ）��２勝�１勝���

３代母 マイネブリリアン（94鹿 サツカーボーイ）３勝，本栖湖特別２着，三面川特別
２着，清澄特別３着
マイネルブリンク（01牡 ＊ライブリーワン）�	３勝�１勝
マイネルーシッド（02牝 ＊スキャン）２勝

マイネルリボーン（10牡 ＊ロージズインメイ）��13 勝��６勝�入着２回�，
百万石賞，中日杯２着，スプリングＣ２着，etc.

マイネルグリッツァ（03牡 ＊マイネルラヴ）２勝
マイネトゥインクル（05牝 ＊ムタファーウエク）４勝，高千穂特別，織姫賞，糺の森

特別２着，etc.
ラントシャフト（14牝 ステイゴールド）１勝，�４勝
マイネルキラメキ（15牡 ステイゴールド）３勝，松島特別，萬代橋特別３着，

�
２勝������
マイネルクリソーラ（19牡 スクリーンヒーロー）�１勝，プリンシパルＳ‐L ３着

マイネルティンラン（08牡 ＊ロージズインメイ）３勝，
３勝��入着５回��，六
角川賞３着，嘉瀬川賞３着，唐津湾賞３着

ラストブライトネス（13牝 ダイワメジャー）�１勝

４代母 タケノフラッグ（88鹿 ニホンピロウイナー）１勝

５代母 トキノカホウ（70鹿 ＊テユーダーペリオツド）不出走
［子］ タケノヒエン（80牡 ＊ホープフリーオン）４勝，スプリングＳ，毎日杯，

きさらぎ賞３着，etc.
［孫］ マジックフィール（90牡 ＊ワツスルタツチ）入着７回，４勝，中津大賞

典２着，サラブレッドＣｈ３着

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康 メイタイファーム
飼 養 者： ㈱吉永ファーム＝浦河町西舎 �0146-26-7347

221 リュイールスター２０２１ 牡・鹿 ３／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスリュイールスター スペシャルウィーク

��
��
�マイネルーチェ黒鹿 2013 マイネブリリアン

＊星旗 16h
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ＊ルミナスソード（16 USA鹿 Candy Ride）出走
初仔

２代母 ＊カラズマッチポイント（10 USA栗 Curlin）USA１勝
サンライズラポール（17牡 Constitution）�４勝，吾妻小富士Ｓ‐OP ２着，バレン

タインＳ‐OP ３着，ＴＶ静岡賞，桶狭間Ｓ２着
アスクオンディープ（19牡 ディープインパクト）�１勝

３代母 ホームコート Home Court（01 USA栗 Storm Cat）USA２勝，アイオワオ
ークス‐G3 ３着
クードゥグラース Coup de Grace（11牡 Tapit）USA５勝，アムステルダムＳ

‐G2，ベイショアＳ‐G3，Oh Say S，etc.，種牡馬
＊ダンシングラグズ（14牝 Union Rags）USA２勝，アルシバイアディズＳ‐G1

４代母 ジュエルプリンセス Jewel Princess（92 USA鹿 Key to the Mint）USA13
勝，ＢＣディスタフ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，ヴァニティＨ‐G1，サン
タマリアＨ‐G1，エルエンシノＳ‐G2，etc.
［子］ ワンナイスキャットOne Nice Cat（00 牡 Storm Cat）IRE・USA４勝，

Polynesian S，Formal Gold S２着，I. C. Light Memorial
Day H‐L ３着，etc.，種牡馬

マリスターMaristar（07 牝 Giant's Causeway）GB・USA・CAN５勝，
チルッキＳ‐G2 ３着，ワシントンパークＨ‐G3 ２着

［孫］ エルカバジョ El Caballo（04 牡 El Corredor）USA７勝，カーネルＥＲブ
ラドリーＳ‐G3，マーヴィンＨムニスメモリアルＨ‐G2 ２着，種牡馬

ヌールランNordland（17� Courtier）�BRZ・SIN２勝，P. Emerson
‐L，P. Farwell‐L ３着

５代母 ジュエルリッジ Jewell Ridge（85 USA鹿 Melyno）USA１勝
［子］ トパーズラナー Topaz Runner（94� Jeblar）USA８勝，Bill Braucher S

‐L，コールダーダービー‐G3 ２着，Pete Axthelm H‐L ３着
［孫］ マイプリンセスジェスMy Princess Jess（05 牝 Stormy Atlantic）USA

５勝，レイクジョージＳ‐G2，ボーゲイＳ‐G3，ボイリングスプリン
グズＳ‐G3，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： 中地 広大
飼 養 者： ㈱ハクレイファーム＝日高町字庫富 �0146-47-1051

222 ルミナスソード２０２１ �・黒鹿 ３／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊

キャンディライド Ride the Rails

�
�
�
�
�

��
��

�Candy Ride Candy Girlルミナスソード
＊ Curlin

��
��
�カラズマッチポイント鹿USA 2016 Home Court

23
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アドマイヤトパーズ（05鹿 アドマイヤベガ）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－５（11）〕
バレルウェーブ（10牡黒鹿 キングカメハメハ）入着，�１勝
ロックステップ（12牝鹿 キングカメハメハ）�４勝�１勝
ラブフルーツ（14牝鹿 キングカメハメハ）�１勝��入着�
カーリングストーン（16牡鹿 アサクサキングス）１勝，�３勝��
シフクユウヒ（17牡栗 ＊タートルボウル）�１勝
ベルスオパール（19牝鹿 サドンストーム）�１勝
マジデ（20牡鹿 ＊ディスクリートキャット）�地方未出走

２代母 ＊アドマイヤラピス（92 IRE 栗 Be My Guest）７勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2
２着，嵐山Ｓ‐OP，セプテンバーＳ‐OP，忘れな草賞‐OP ２着，迎春Ｓ，etc.
ロイヤルカード（99牝 ＊サンデーサイレンス）出走

アドマイヤパンチ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）出走
サンレイポケット（15牡 ジャングルポケット）�５勝，新潟大賞典‐G3，
京都記念‐G2 ３着，毎日王冠‐G2 ３着，白富士Ｓ‐L ２着，鳴尾記念
‐G3 ３着，etc.

アドマイヤデウス（11牡 アドマイヤドン）５勝，日経賞‐G2，日経新春杯‐G2，
若葉Ｓ‐LR，京都大賞典‐G2 ２着，日経賞‐G2 ３着，etc.

アドマイヤロッキー（00	 マヤノトップガン）３勝，タケシバオーメモリアル，ゆ
りかもめ賞，あすなろ賞２着，幕張特別３着

アドマイヤホープ（01牡 ＊フォーティナイナー）２勝，米子Ｓ‐L，障害２勝，�１勝
��１勝
入着����，全日本２歳優駿‐Jpn1，北海道２歳優駿‐Jpn3，兵
庫ジュニアＧＰ‐Jpn3 ２着

アドマイヤフジ（02牡 アドマイヤベガ）６勝，日経新春杯‐Jpn2，中山金杯‐G3
（２回），若葉Ｓ‐L，京都記念‐G2 ２着，中山記念‐G2 ３着，etc.

アドマイヤカンナ（03牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，ゴールデンブーツＴ，グリー
ンチャンネルＣ，壇之浦特別２着，利尻特別３着

アドマイヤコスモス（07牡 アドマイヤマックス）５勝，福島記念‐G3，大原Ｓ，京
橋特別，赤倉特別，二王子特別，�２勝

３代母 エレヴェイト Elevate（85 IRE 鹿 Ela‐Mana‐Mou）GB・IRE２勝，Bally
macoll Stud S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲田原橋本牧場＝新ひだか町静内田原 �080-1974-5195
生 産 牧 場： ㈲田原橋本牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

223 アドマイヤトパーズ２０２１ �・鹿 ３／ ６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤベガ ベガアドマイヤトパーズ
＊ Be My Guest

��
��
�アドマイヤラピス鹿 2005 Elevate

1l
Halo M4×S5 Northern Dancer M4×S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 アリーペデ（06鹿 タニノギムレット）��６勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（27）〕
ヴォレグラース（13牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝�８勝
スターレーン（14牝鹿 スマートファルコン）�２勝�３勝�１勝�３勝�	入着４

回��，ル・プランタン賞（Ｄ1800），秋桜賞（Ｄ1400）２着，読売レディス杯
（Ｄ1500）２着，若草賞（Ｄ1400）２着，梅桜賞（Ｄ1800）２着，園田クイーンセ
レクション（Ｄ1400）２着，兵庫若駒賞（Ｄ1400）２着，兵庫クイーンＣ
（Ｄ1700）３着，佐賀ヴィーナスＣ（Ｄ1400）３着

エスシーヴァローナ（16牝鹿 アサクサキングス）
�３勝�４勝�入着４回
サンロックランド（17牡鹿 ヴァーミリアン）２勝
マリンタカチエフミ（18牝鹿 ベルシャザール）
�１勝��１勝
サンアーバイン（19牝鹿 トゥザグローリー）
�入着
アイゴールド（20牝鹿 スマートファルコン）
地方未出走

２代母 ＊ビューティトゥペトリオロ（93 IRE 鹿 Scenic）FR・ITY・USA４勝，伊１０００
ギニー‐G2，P. Torricola‐L
ランフォーウィン（02牡 ＊クロコルージュ）１勝
アドマイヤアクア（08牡 ＊ロージズインメイ）入着，�２勝	３勝
ルーチェデルソーレ（09牝 メイショウボーラー）�１勝��２勝

３代母 オーヴァスペントOverspent（72 IRE 栗 Busted）GB１勝
オルトレマーレOltremare（79 牝 Hotfoot）ITY７勝，P. Repubbliche Marinare

‐L，P. Alessandro Perrone‐L ３着

４代母 ミスジャステスMiss Justice（61 GB黒鹿 ＊キングスベンチ）GB１勝
［孫］ ガルンペGalunpe（83牝 He Loves Me）FR・USA９勝，ウィルシャー

Ｈ‐G2，マルレ賞‐G2，ノネット賞‐G3，etc.
ケイスロー Case Law（87牡 Ahonoora）GB・FR・IRE９勝，Abern
ant S‐L，Trafalgar House Sprint S‐L，フィーニクススプリント
Ｓ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

ロマンティックラヴ Romantic Love（75牝 Sovereign Path）ITY１勝，
P. Torricola，リディアテシオ賞‐G1 ３着，伊１０００ギニー‐G2
２着，etc.

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

224 アリーペデ２０２１ �・鹿 ５／２７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルアリーペデ
＊ Scenic

��
��
�ビューティトゥペトリオロ鹿 2006 Overspent

5h
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 レイズアセイル（11栗 ハーツクライ）１勝，�２勝���
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
キョウエイゾロ（19牝黒鹿 ＊マスクゾロ）�１勝
ダバイグラスノスチ（20牡栗 ＊マスクゾロ）��出走

２代母 セイリングシップ（03栗 ＊クロフネ）２勝
ユズチャン（12牝 カネヒキリ）�４勝�，ル・プランタン賞，花吹雪賞

プレストレジェーロ（17牝 ＊パイロ）１勝，���２勝�１勝

３代母 ＊ティッパートゥー（91 USA栗 Trempolino）USA４勝，Belle Star S‐L，
Sandpiper S２着，Edgewood S‐L ３着
モージョ（99牝 ＊サンダーガルチ）１勝，遠賀川特別２着

ベルウッドケルン（12牡 サイレントディール）３勝，横手特別
レオニダス（00牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，潮騒特別，周防灘特別，五泉特別２

着，�２勝
プリンシペデルソル（02牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，西郷特別，浄土平特別，逆

瀬川Ｓ２着，etc.

４代母 ミツビシヴィジョンMitsubishi Vision（83 IRE 栗 Cure the Blues）IRE・
USA３勝，Waterford Testimonial S‐L，バリーオーガンＳ‐G3 ２着，フィ
ーニクススプリントＳ‐G3 ４着，愛パークＳ‐G3 ４着
［子］ トロピックライトニング Tropic Lightning（95牡 ＊オジジアン）USA６

勝，Ellis Park Juvenile S‐L，Black Gold H‐L ２着，Promis
ed City S２着，etc.，種牡馬

＊ダイワアンジェラ（94牝 Crafty Prospector）２勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2
２着，新潟日報賞‐OP ２着，月岡特別，etc.

［孫］ ファントムフュリー Phantom Fury（09	 Devil His Due）USA２勝，
W.E.B.N. S２着

ナリタボルト（08	 ステイゴールド）１勝，ＳＴＶ賞２着，
９勝�１勝
�入着 11回，五ケ瀬川賞２着

［曾孫］ キングガンズラング（14牡 ＊ストリートセンス）��11 勝，京成盃グラン
ドマイラーズ，戸塚記念２着

ロードクラヴィウス（10牡 アドマイヤムーン）２勝，樅の木賞

販売申込者・所有者： 長浜 忠＝新冠町東泊津 �0146-47-3973
生 産 牧 場： 長浜 忠
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

225 レイズアセイル２０２１ �・栗 ５／ ６

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

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

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスレイズアセイル ＊クロフネ

��
��
�セイリングシップ栗 2011 ＊ティッパートゥー

1k
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 レイナグラシア（15栗 ＊ヘニーヒューズ）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
レイナバレンティア（20牝黒鹿 ＊シャンハイボビー）�未出走

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 木村 秀則＝新ひだか町静内駒場 �090-6263-5286
生 産 牧 場： 中村 弘昭
飼 養 者： 木村 秀則＝新ひだか町静内駒場 �090-6263-5286

226 レイナグラシア２０２１ 牡・黒鹿 ３／ ３

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�レフィナーダ栗 2015 ＊モザーティアナ

8f
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 レスティヴコマンダ（98鹿 ＊コマンダーインチーフ）出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－６（30）〕
フジヤマオードリー（05牝鹿 アドマイヤボス）�３勝，プリンセスＣ（Ｄ1500）３着
アキヨシコバン（06牡鹿 メジロライアン）��３勝�７勝�
カリビアンクルーズ（08牡栗 マーベラスサンデー）入着２回，��５勝
ヴェルティゴ（09牡青鹿 オンファイア）２勝
ファイヤープリンス（11牡栗 オンファイア）��５勝��入着２回，ニューイヤー

Ｃ（Ｄ1600），川崎マイラーズ（Ｄ1600）２着，ダービーＧＰ（Ｄ2000）３着
トラクスタン（13牡鹿 ブラックタイド）��１勝�
クインザクイン（14牝鹿 ＊ファスリエフ）��３勝	１勝��２勝
カタラズ（18牡栗 ゴールドシップ）��出走
ロイエンタール（19牡青鹿 シルバーステート）�入着

２代母 シノサクシード（86鹿 ホスピタリテイ）��５勝，グランドＣｈ２０００２着，ト
ゥインクルレディ賞２着，トゥインクルレディ賞３着
シノジュエル（95牝 ＊モガンボ）��２勝�５勝
バトルテイオー（96牡 トウカイテイオー）３勝，白馬岳特別３着
ブロンドフェアリー（99牝 トウカイテイオー）
�10 勝
ヨシブリザード（01牡 ビワタケヒデ）１勝，�２勝��	
レイホーフジ（02牡 エアダブリン）��２勝
キョウエイスワット（06牡 レギュラーメンバー）��３勝

３代母 コーワサクシード（81鹿 ＊ノーザリー）出走
シノツインカム（89牝 ＊ノーアテンシヨン）��出走

マルチラブリー（98牝 ＊スキャン）�12 勝��入着４回	，黒潮皐月賞，金の鞍
賞２着，高知優駿３着

シノコンコルド（94牝 ホスピタリテイ）��１勝
ケイジージュニアー（05牡 エイシンサンディ）４勝，濃尾特別

４代母 モガミエイト（77鹿 ＊カウアイキング）不出走
［子］ ダンディスピリット（87牡 ＊リバーマーヌ）４勝，阪神３歳Ｓ‐Jpn1 ５着，

若駒Ｓ‐OP ２着，西日本スポーツ杯，etc.

販売申込者・所有者： つつみ牧場＝新冠町朝日 �090-1529-2453
生 産 牧 場： つつみ牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

227 レスティヴコマンダ２０２１ 牡・栗 ４／ ５
＊アフリート

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スターリングローズ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊コマーズアスカクリチャン ダイナレター

��
��
�ローレルワルツ鹿 2007 スワンスキー

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousレスティヴコマンダ ホスピタリテイ

��
��
�シノサクシード鹿 1998 コーワサクシード

＊ナニワヒメ 2r
Raise a Native S5×M5 Northern Dancer S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 リュウツバメ（10鹿 スリリングサンデー）２勝，飛竜特別（芝 1000）
〔産駒馬名登録数：１〕
リュウバター（19牡鹿 ＊ラニ）�出走

２代母 リュウロッキー（96鹿 ＊ジェイドロバリー）不出走
リュウラッシュ（01牝 ＊ヒシアリダー）１勝，��５勝
リュウアポロン（03牡 ＊テンビー）�11 勝��入着４回
リュウグレイド（05牡 ＊ゼンノエルシド）�12 勝
リュウポート（06牝 ＊ゼンノエルシド）�４勝���
マキシマス（08牡 ＊ゼンノエルシド）��５勝
リュウヒカリ（09牝 スリリングサンデー）�７勝

３代母 コースダンサー（87鹿 ＊ナイスダンサー）不出走
ミズノサーパス（91牡 ＊コインドシルバー）５勝，大阪城Ｓ‐OP，橿原Ｓ，北摂特別，etc.
フライトワン（94牡 ＊パーフライト）１勝
キタノゲンブ（99牡 ＊ハイエステイト）�１勝
アマノミツルギ（01牝 ＊アジュディケーティング）��入着

マトゥリアルカ（06牝 ＊クリプティックラスカル）��10 勝
スピーディーゴッド（16牡 ＊シニスターミニスター）�１勝��１勝�入着
ケンシンコウ（17牡 ＊パイロ）�４勝，レパードＳ‐G3，ジュライＳ‐L，マ
ーチＳ‐G3 ２着，etc.

エッブレッツァ（10牝 タイムパラドックス）��３勝
ソウルシルバー（11牡 フサイチリシャール）��２勝，種牡馬
マテリアメディカ（13牝 ゴールドヘイロー）��５勝	入着�，黒潮盃３着，

兵庫サマークイーン賞３着
アリディルーチェ（14牝 ＊ロードアルティマ）��１勝

４代母 コースライン（77鹿 ＊フイダルゴ）��４勝

５代母 コメツトライン（65鹿 ＊アトランテイス）��，桜花賞２着，関東オークス３着
［子］ イセテンリユウ（75牡 ＊フオルテイノ）２勝，京都４歳特別２着，金杯３

着，ＣＢＣ賞３着，etc.，���２勝
ロツキライン（73牡 ＊フイダルゴ）��７勝，東京ダービー，黒潮盃，種牡馬

販売申込者・所有者： 木本 聡子＝東京都港区 �090-6218-1379
生 産 牧 場： 中村 雅明
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

228 リュウツバメ２０２１ �・栗 ４／２６

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スリリングサンデー スカーレットブーケリュウツバメ ＊ジェイドロバリー

��
��
�リュウロッキー鹿 2010 コースダンサー

＊フラッタリー 14f
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊リヴィングビーイング（14 GB鹿 Medicean）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 マーレイノストラムMare Nostrum（98 GB鹿 Caerleon）FR２勝，ヴァン
トー賞‐G3，サンタラリ賞‐G1 ２着，ヴェルメイユ賞‐G1 ３着
ヘスペラHespera（04 牝 ＊デインヒル）FR入着

レイディペンコ Lady Penko（11牝 Archipenko）FR３勝，P. Caravelle
‐L，サンタラリ賞‐G1 ３着

マリードメディチMarie de Medici（07 牝 Medicean）GB・FR２勝，Pretty Pol
ly S‐L，レゼルヴォワール賞‐G3 ２着，Alice Keppel S‐L ３着，Feil
den S‐L ３着
ローカルタイム Local Time（12牝 Invincible Spirit）GB・IRE・UAE・TUR

７勝，国際イスタンブールトロフィ‐G3，ＵＡＥオークス‐G3，オーソー
シャープＳ‐G3，UAE One Thousand Guineas‐L

マキワラMakiwara（09牝 Smart Strike）FR出走
モアマジックMore Magic（15� Captain Al）�SAF２勝，マッチェムＳ

‐G3 ２着，Darley Arabian S‐L ３着
イラプト Erupt（12 牡 Dubawi）GB・FR・USA・CAN５勝，パリ大賞‐G1，カナ

ディアンインターナショナルＳ‐G1，リス賞‐G3，Coupe des Trois Ans‐L，
サンクルー大賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬

エイトアンドボブEight And Bob（13� Big Bad Bob）�IRE・GER３勝，GB・
FR・IRE・GER障害４勝

３代母 サルヴォーラ Salvora（82 USA栗 Spectacular Bid）FR１勝
＊オーブアンディアンヌ（90牝 Bluebird）FR・USA５勝，イエローリボン招待Ｓ‐G1，

ラスパルマスＨ‐G2，P. de la Seine‐L，etc.
スペンデレラ Spenderella（92 牝 Common Grounds）FR１勝

スターバンド Star Band（01牝 Dixieland Band）不出走
アイアムアスター I Am a Star（13 牝 I Am Invincible）AUS10 勝，ＶＲ
ＣエンパイアローズＳ‐G1，ＭＶＲＣＷＨストックスＳ‐G2（２回），Ｖ
ＲＣミレイディＳ‐G2，etc.

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

229 リヴィングビーイング２０２１ 牡・鹿 ３／２０
＊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

＊

メディチアン Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�Medicean Mystic Goddessリヴィングビーイング マーレイノストラム Caerleon

��
��
�Mare Nostrum鹿GB 2014 Salvora

4g
Halo S4×M5 Raise a Native S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ルシアンネイル（12黒鹿 タニノギムレット）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ハイライフ（18牝黒鹿 ＊バトルプラン）�３勝
ジェルジオ（19牡栗 ＊アポロキングダム）���２勝

２代母 ズブロッカ（05栗 ＊アグネスデジタル）�入着
シャルロッカ（10牝 タニノギムレット）１勝
バラライカ（11牝 タニノギムレット）�１勝��入着６回
ブランデーグラス（13� オレハマッテルゼ）１勝
ファンライフ（15牡 マツリダゴッホ）�２勝�
ラブリロンリロンス（16牡 ナカヤマフェスタ）１勝，萌黄賞２着，��１勝

３代母 タニノシスター（93栗 ＊ルション）５勝，葵Ｓ‐OP ３着，れんげ賞，伊吹山特
別２着，ゆうすげＳ２着，船橋Ｓ３着
タニノエクセレント（01牝 ＊ブライアンズタイム）�７勝

テーブルスピーチ（07牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，鹿屋特別，木津川特別３着
タニノタビト（19牡 オルフェーヴル）��５勝，東海ダービー，駿蹄賞

タニノベリーニ（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，ムーニーバレーレーシングクラ
ブ賞２着，ゆきやなぎ賞３着

ウオッカ（04牝 タニノギムレット）10勝，ジャパンＣ‐G1，安田記念‐G1（２回），
天皇賞（秋）‐G1，ヴィクトリアマイル‐G1，日本ダービー‐Jpn1，阪神ジュベ
ナイルフィリーズ‐Jpn1，etc.，優２牝，特別賞，年代表（2回），優古牝（2回）

＊タニノアーバンシー（13牝 Sea The Stars）４勝，西部スポニチ賞，須磨特別，
不知火特別２着

＊タニノフランケル（15牡 Frankel）４勝，小倉大賞典‐G3 ２着，中山金杯‐G3
３着，アイビーＳ‐OP ３着，etc.，種牡馬

＊タニノミッション（16牝 Invincible Spirit）１勝，鶴橋特別２着
セレブリティ（08牝 タニノギムレット）２勝，白根特別
ラテラルアーク（11� ディープスカイ）２勝，葉山特別３着，蓬莱峡特別３着

４代母 エナジートウショウ（87鹿 トウシヨウボーイ）不出走
［子］ スリーアベニュー（02牡 ＊アフリート）６勝，ガーネットＳ‐G3，ガーネ

ットＳ‐G3 ２着，カペラＳ‐Jpn3 ２着，etc.

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

230 ルシアンネイル２０２１ 牡・黒鹿 ２／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアトーセンラー
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア黒鹿 2008 Dance Image

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルルシアンネイル ＊アグネスデジタル

��
��
�ズブロッカ黒鹿 2012 タニノシスター

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector S4×M5 Hail to Reason S5×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 レッドクラリス（11栗 ハーツクライ）１勝，�７勝�１勝��
本馬の他に産駒あり

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

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

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

スプリングアウェク（06牝 ＊アジュディケーティング）１勝，朝里川特別２着
ユキアカリノマチ（10牝 キングカメハメハ）入着，��４勝
アキノコマチ（16牝 ＊ハービンジャー）入着７回，高湯温泉特別２着，二王
子特別２着

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

モエレエターナル（06牝 ゴールドヘイロー）�２勝��２勝，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ５着，ユングフラウ賞，ニューイヤーＣ，etc.
クリノホノオ（17牡 メイショウサムソン）�１勝，ＲＫＢ賞２着，インディア

Ｔ３着，鷹取特別３着，	３勝

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

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

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

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康 メイタイファーム
飼 養 者： 三橋ステーブル＝むかわ町米原 �080-6079-0954

231 レッドクラリス２０２１ �・栗 ３／ ６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスレッドクラリス ＊フォーティナイナー

��
��
�マニエラ栗 2011 ＊カトリア

16g
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 レッドジュラーレ（14黒鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ライヴケチャップ（20牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 イタリアンレッド（06鹿 ネオユニヴァース）８勝，府中牝馬Ｓ‐G2，小倉記念
‐G3，七夕賞‐G3，ムーンライトＨ，西海賞，etc.
バレーノロッソ（15牡 ＊ノヴェリスト）３勝，鴨川特別，脊振山特別，��入着３回
アルデンテ（16牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

３代母 ＊バルドネキア（95 IRE 栗 Indian Ridge）FR・ITY４勝，プシュケ賞‐G3，
P. Archidamia‐L，P. Torricola‐L，伊オークス‐G1 ２着，オペラ賞‐G2
２着，etc.
タヤスターゲット（01牡 Ashkalani）３勝，成田特別，甲斐路特別，丹沢Ｓ２着，etc.，

��２勝�入着
アルテシア（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝

ベリアル（08牡 タニノギムレット）１勝，湯沢特別２着
ミュゼダルタニアン（12牡 ＊ハービンジャー）２勝，長良川特別２着，水仙賞３着

プラジェラート（03牝 ＊エルコンドルパサー）２勝，岡崎特別２着
イタリアンネオ（11牡 ネオユニヴァース）３勝，三春駒特別，若竹賞

リンゴット（08� デュランダル）３勝，ＴＶ山梨杯

４代母 ローザデカーリアン Rosa de Caerleon（86 IRE 芦 Caerleon）ITY６勝，バ
グッタ賞‐G3，ロイヤルメアズ賞‐G3，P. Pietro Bessero‐L，P. Seregno
‐L，Criterium Nazionale‐L，etc.
［子］ マジュストリナMagiustrina（96 牝 Indian Ridge）ITY４勝，Criteriu

m Femminile‐L，P. Gino Mantovani‐L，P. Repubbliche Ma
rinare‐L ２着，etc.

オロパOropa（99牝 Indian Ridge）ITY１勝，P. Fia European Breed
ers Fund‐L ２着，P. Terme di Merano‐L ３着

［孫］ ダークレイDark Ray（09牝 Dark Angel）ITY６勝，P. Buontalenta
‐L，Criterium Partenopeo‐L ２着，P. Buontalenta‐L ３着

イルスプレーモ Il Supremo（08牡 Daggers Drawn）ITY８勝，P. Em
irates Airline‐L

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �090-3118-6091
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

232 レッドジュラーレ２０２１ �・鹿 ２／２７

＊

＊
＊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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlレッドジュラーレ ネオユニヴァース

��
��
�イタリアンレッド黒鹿 2014 ＊バルドネキア

20c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 レッドマシェリ（07鹿 GoneWest）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ウインヴェルメリオ（17牝鹿 リアルインパクト）入着，�２勝�１勝
シェナチチカカ（19牝栗 ドリームジャーニー）���入着２回

２代母 ＊ダラバンカ（01 IRE 黒鹿 In TheWings）IRE１勝
ハードロッカー（09� ＊ブライアンズタイム）３勝，初茜賞３着，初日の出賞３着，

障害１勝

３代母 ダラリータDararita（91 IRE 鹿 Halo）FR１勝
ダラシムDarasim（98� Kahyasi）GB・FR・IRE・GER10 勝，グッドウッドＣ

‐G2，ケルゴルレイ賞‐G2，ベティバークレイレネン‐G3，etc.，GB障害１勝
ダルリイヤDaruliyya（04牝 Highest Honor）IRE１勝

ドシャーリーDe Charlie（14 牝 Big Bad Bob）GER入着３回，Junioren Pr
eis‐L ２着

ダーティングDarting（11 牝 Shamardal）GB入着２回
ライサンダー Lysander（19 牡 New Approach）�GB１勝，Cocked Hat S

‐L ３着

４代母 ダララDarara（83 IRE 黒鹿 Top Ville）FR・USA３勝，ヴェルメイユ賞
‐G1，プシュケ賞‐G3，P. Joubert‐L ２着
［子］ ダーレイミーDar Re Mi（05 牝 Singspiel）GB・FR・IRE・USA・UAE

６勝，ヨークシャーオークス‐G1，ドバイシーマクラシック‐G1，愛
プリティポリーＳ‐G1，etc.

リワイルディング Rewilding（07牡 Tiger Hill）GB・FR・UAE５勝，プ
リンスオヴウェイルズＳ‐G1，ドバイシーマクラシック‐G1，グレイ
トヴォルティジュールＳ‐G2，etc.

ダラザリDarazari（93 牡 Sadler's Wells）FR・AUS・HKG３勝，ＡＴ
ＣランヴェットＳ‐G1，モーリスドニュイユ賞‐G2，ＡＴＣチッピン
グノートンＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

ディアギレフDiaghilev（99� Sadler's Wells）GB・FR・IRE・HKG４
勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，ラフォルス賞‐G3，Hong Kong
Champions and Chater Cup‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 戸川牧場＝日高町豊田 �01456-5-2724
生 産 牧 場： 戸川牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

233 レッドマシェリ２０２１ �・栗 ３／２０
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

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

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

ゴーンウェスト Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�GoneWest Secrettameレッドマシェリ
＊ In TheWings

��
��
�ダラバンカ鹿 2007 Dararita

13c
Sadler's Wells S4×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ロードナカヤマ（14鹿 ＊トビーズコーナー）２勝
初仔

２代母 リファールナカヤマ（00鹿 ＊コマンダーインチーフ）�１勝
シップーナカヤマ（07牝 ビーマイナカヤマ）��１勝�入着２回
ニュースター（08牝 ＊プリサイスエンド）１勝，�２勝
フェイトアバンス（11牡 ＊アルデバランⅡ）��３勝
バウトナカヤマ（12牡 ＊バトルプラン）入着３回，��５勝

３代母 マルノシラオキ（83鹿 マルゼンスキー）１勝
パワーシンザン（89牡 ミホシンザン）５勝，グリーンＳ，舞子特別（２回），大原Ｓ

２着，etc.，�１勝
セノエティアラ（91牝 ＊ロードザキヤノンズ）４勝，月岡特別，石打特別，浦安特別

２着，etc.
ラストキャノンズ（98牝 ＊ラストタイクーン）２勝
フォーティクイン（12牝 ＊フォーティナイナーズサン）�１勝��５勝，フ
ローラルＣ２着

ユタカダンサー（93牝 サクラユタカオー）不出走
ダンサーズナカヤマ（00牡 ＊ブラックタイアフェアー）２勝，北斗賞２着，滝桜

賞２着
セイウンボールド（02牡 ＊タイキシャトル）１勝，五色沼特別３着，水芭蕉特別３着

４代母 カミノシラオキ（74鹿 ＊フロリバンダ）入着３回
［子］ モガミシラオキ（87牡 ＊コインドシルバー）１勝，北洋特別２着，なでし

こ賞３着，かきつばた賞３着，etc.，��２勝�
セノエシンゲキ（85牡 ＊マラケート）１勝，須賀川特別３着
トナンハヤブサ（89牡 ＊ロードザキヤノンズ）入着，寺泊特別３着，�３勝

［孫］ アイネスアントラー（91牡 ＊ビシヨツプボブ）３勝，出雲崎特別２着，中
ノ岳特別２着，久慈川特別３着，�３勝��入着

［曾孫］ エーティーダイオー（99牡 サクラチトセオー）６勝，中日新聞杯‐Jpn3
３着（２回），武庫川Ｓ，名古屋日刊スポーツ杯，etc.

カズノリュウセイ（92牡 リードワンダー）１勝，障害１勝，	15 勝��，
中日杯，スプリングＣ（３回），ＪＴＢ賞２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲中山牧場＝浦河町姉茶 �0146-27-4058
生 産 牧 場： ㈲中山牧場
飼 養 者： ㈲中山牧場＝浦河町姉茶 �0146-27-4058

234 ロードナカヤマ２０２１ 牡・青鹿 ４／ ９

＊

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

＊ Bellamy Road

�
�
�
�
�

��
��

�トビーズコーナー Brandon's Rideロードナカヤマ ＊コマンダーインチーフ

��
��
�リファールナカヤマ鹿 2014 マルノシラオキ

＊フロリースカツプ 3l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 イロハ（14鹿 ヴィクトワールピサ）１勝
初仔

２代母 ＊ノーブルストーン（04 AUS栗 Hussonet）入着８回，桑名特別２着，飛竜特
別３着，医王寺特別３着，鳥栖特別３着，�２勝
ウォーターロレンス（15牡 キングカメハメハ）１勝

３代母 レイスウィング LaceWing（97 GB栗 Caerleon）GB１勝

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.
［孫］ 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.

グイーバラGweebarra（04� Lomitas）GB・USA２勝，エイコムＳ
‐G3 ２着

ガーデンシティGarden City（05 牝 Majorien）FR３勝，Criterium de
Vitesse‐L ２着

バーリンズソード Balin's Sword（00� Spectrum）GB・FR・USA３勝，
ジョンシェール賞‐G3 ３着

［曾孫］＊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

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

スラストホーム Thrust Home（14牝 Fastnet Rock）FR１勝，P. Cere
s‐L ３着，P. Ronde de Nuit‐L ３着

５代母 バークレアBurghclere（77 GB鹿 Busted）GB１勝
［子］ ＊ウインドインハーヘア（91牝 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカル

‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，etc.

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

235 イロハ２０２１ 牡・鹿 ２／２１

＊

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

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イロハ
＊ Hussonet

��
��
�ノーブルストーン鹿 2014 LaceWing

2f
Machiavellian S3×M4 Mr. Prospector S4×M4×M5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 エグジビッツ（15鹿 ＊サウスヴィグラス）�３勝�２勝�２勝��入着３回��，
留守杯日高賞（Ｄ1600），プリンセスＣ（Ｄ1400），若草賞（Ｄ1400）２着，徽軫賞
（Ｄ1500）３着，ラブミーチャン記念（Ｄ1600）３着，etc.
初仔

２代母 スマートダズル（06鹿 スマートボーイ）２勝
フィーリンググー（12牝 ＊セイントアレックス）�１勝��４勝，栄冠賞２着，フロ

ーラルＣ３着
モダンウーマン（13牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��５勝，エーデルワイス賞

‐Jpn3 ２着，桜花賞，ユングフラウ賞，東京２歳優駿牝馬，ローレル賞，etc.
マイネルバトゥータ（16牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，���入着	
マルベルタ（17牝 ＊サウスヴィグラス）�２勝��４勝�

３代母 ヨシファンタジア（97鹿 ＊アフリート）３勝
メタギャラクシー（07牡 ネオユニヴァース）３勝，八女特別，晩秋Ｓ３着，オーク

ランドＲＣＴ３着，etc.

４代母 ＊シアトルシンフォニー（88 USA鹿 Seattle Slew）USA３勝，デルマーオーク
ス‐G3 ２着，Debartolo Memorial Oaks‐L ２着
［子］ ミレニアムスズカ（98牡 ＊ラムタラ）障害４勝，阪神ジャンプＳ‐JG3，東

京ハイジャンプ‐JG2 ２着
ビッグマキバオー（95牡 Deputy Minister）４勝，吹田特別，ＴＶＫ賞，
障害４勝

［孫］ ロマ（06牝 ＊スキャターザゴールド）�１勝��１勝
入着２回，鎌倉記
念２着

５代母 コルサージュCorsage（75 USA鹿 Native Royalty）USA２勝
［子］ トップコルサージュ Top Corsage（83牝 Topsider）USA15 勝，スピンスタ

ーＳ‐G1，フォールズシティＨ‐G3，シクスティセイルズＨ‐G3，etc.
［孫］ シングルドーン Single Dawn（87牡 Grey Dawn）USA４勝，ホイスト

ザフラッグＳ‐G2，ノーフォークＳ‐G1 ２着，デルマーフュチュリ
ティ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 飛渡 敬二＝新ひだか町三石本桐 �0146-37-4007
生 産 牧 場： 築紫 洋
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

236 エグジビッツ２０２１ 牡・鹿 ３／３０
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターエグジビッツ スマートボーイ

��
��
�スマートダズル鹿 2015 ヨシファンタジア

＊シアトルシンフォニー 19
Mr. Prospector S3×M5×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 アイズオブナタリー（11鹿 カンパニー）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
シュリーデービー（18牝鹿 カレンブラックヒル）��６勝，九州ジュニアＣｈ
（Ｄ1400），飛燕賞（Ｄ1400）２着，ル・プランタン賞（Ｄ1800）３着

マイオス（19牝鹿 パドトロワ）���入着
エイショウビギン（20牝鹿 コパノリッキー）��出走

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

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

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

ンＳ２着，調布特別２着，糸魚川特別２着，迎春Ｓ３着，etc.

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

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

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

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

ラヴデア Love Dare（08 牝 Osidy）USA５勝，Opelousas S２着，Eva
ngeline Matron H３着

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲新冠伊藤牧場＝新冠町大狩部 �090-3392-1577
生 産 牧 場： ㈲新冠伊藤牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

237 アイズオブナタリー２０２１ �・鹿 ４／２７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

ミラクルアドマイヤ

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�ヒシナタリー鹿 2011 Devil's Sister

12c
Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アサケゴマ（10芦 ＊クロフネ）１勝，恵那特別（Ｄ1200）３着，��１勝�入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
プリティインピンク（18牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝
カネトシブルーム（19牡芦 ＊シニスターミニスター）�１勝
ゲンサイ（20牡栗 ナムラタイタン）�未出走

２代母 ソーラーヴィジョン（02栗 ＊タバスコキャット）不出走
イセノスバル（06牡 ＊プリサイスエンド）４勝，フェニックス賞‐OP ２着，洛陽Ｓ，

アクアラインＳ３着
ナムラアーチ（09牡 ジャングルポケット）�２勝�
スリーナイトダリア（12牡 ＊ブライアンズタイム）�４勝
ブライアンジョー（13牡 ＊ブライアンズタイム）�１勝
アルマライル（15牡 ヴァーミリアン）�１勝��５勝
コウエイバンビーノ（16牡 ＊シニスターミニスター）１勝

３代母 ＊ノーザンソーラー（84 USA黒鹿 Northern Dancer）不出走

４代母 ソーラー Solar（76 CAN栗 Halo）IRE３勝，愛パークＳ‐G3，レイルウェイＳ‐G3
［孫］ バハミアンパイレト Bahamian Pirate（95� ＊ハウスバスター）GB・FR

・IRE12 勝，ナンソープＳ‐G1，フィーニクススプリントＳ‐G3，
Bentinck S‐L，etc.

ストロングホープ Strong Hope（00牡 Grand Slam）USA６勝，ドゥワイ
アＳ‐G2，ジムダンディＳ‐G2，カーターＨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

アレックスヌレーエフ Alex Nureyev（83牡 Nureyev）GB・FR・ITY５
勝，P. Daumier‐L，エミリオトゥラティ賞‐G1 ３着，ヴィット
リオディカプア賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬

アンジェリ－ナバレリ－ナ Angelina Ballerina（85 牝 Nureyev）GB・I
RE・USA３勝，Rose Bowl S‐L，シルヴァーベルズＨ‐G2 ４着，
ウィルロジャーズＨ‐G2 ４着，etc.

セクシースルー Sexy Slew（86牝 Slew o' Gold）USA５勝，Dark Star H
‐L，メドーランズＢＣＨ‐G3 ２着，モンロヴィアＨ‐G3 ２着，etc.

テイクアウェイカトラヴ Takeawakatlove（91� Miswaki）USA９勝，
Don Bernhardt S

販売申込者・所有者： ㈲野坂牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2436
生 産 牧 場： ㈲野坂牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

238 アサケゴマ２０２１ �・芦 ５／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューアサケゴマ ＊タバスコキャット

��
��
�ソーラーヴィジョン芦 2010 ＊ノーザンソーラー

8f
Storm Cat S3×M4 Halo S4×M5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 アットリーチェノバ（13青鹿 ネオユニヴァース）�１勝�入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
クランツリート（18牡青鹿 ラブリーデイ）��２勝�

２代母 ブリリアントノバ（98黒鹿 ＊ジェネラス）２勝
チヨノドラゴン（03牝 バブルガムフェロー）�８勝�３勝�１勝��６勝，トゥイ

ンクルレディ賞３着，兵庫牝馬特別，白銀争覇，サラブレッド大賞典，東海ク
イーンＣ，etc.
ヒストリーメイカー（14牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝，仁川Ｓ‐L，アンタレ

スＳ‐G3 ２着，マーチＳ‐G3 ２着，みやこＳ‐G3 ２着，マーチＳ‐G3
３着，etc.，�10 勝�入着��

トウカイメロディ（07牡 ＊チーフベアハート）５勝，札幌日経ＯＰ‐L，みなみ北海道
Ｓ‐L，ＨＴＢ杯，山吹賞

クラシカルノヴァ（08牡 キングカメハメハ）５勝，堺Ｓ，東大路Ｓ，桃山Ｓ２着，
赤富士Ｓ３着，�６勝�入着��，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ２着

キクノエクレール（09牡 フジキセキ）２勝
トウカイトレジャー（12牡 ハーツクライ）２勝，荒川峡特別

３代母 ブリリアントミスト（89黒鹿 ＊リアルシヤダイ）１勝
クラクエンレディー（97牝 ＊トニービン）２勝

クリスチャンパール（06牝 ＊シンボリクリスエス）入着２回，��５勝
ローズプリンスダム（14� ＊ロージズインメイ）５勝，レパードＳ‐G3，名
鉄杯‐L ３着（２回），ＢＳＮ賞‐L ３着，etc.，�	未出走���出走

トウカイアロー（99牡 トウカイテイオー）４勝，駒草賞‐OP ２着，ノベンバーＳ，
冬至Ｓ，etc.，�１勝

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

４代母 ＊ミスタイモア（77 USA黒鹿 Sham）GB・USA４勝
［子］ ベストタイアップ（92牡 アンバーシヤダイ）７勝，東京新聞杯‐Jpn3，中

山金杯‐Jpn3（２回），キャピタルＳ‐OP ２着，etc.，種牡馬
ノーモアスピーディ（87牡 ＊ノーザンテースト）２勝，京成杯‐Jpn3，東
京新聞杯‐Jpn3 ３着，カンナＳ‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石ビクトリーファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-7367-8235
生 産 牧 場： トモファーム
飼 養 者： パッショーネ＝新冠町節婦町 �090-2433-5036

239 アットリーチェノバ２０２１ �・青鹿 ２／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアレス
＊

＊デインヒル

��
��
�サトノアマゾネス黒鹿 2014 Prawn Cocktail

＊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ットリーチェノバ ＊ジェネラス

��
��
�ブリリアントノバ青鹿 2013 ブリリアントミスト

＊ミスタイモア 10a
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 アディシオン（10鹿 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
セレナアンバー（17牝鹿 ＊キングズベスト）�２勝
アンシャセ（18牡黒鹿 モーリス）���１勝
ジョーコモド（19牡青鹿 ＊パイロ）�１勝
シルバービスケッツ（20牝鹿 ＊マインドユアビスケッツ）�未出走

２代母 クリスマスツリー（95栗 ＊トニービン）６勝，ターコイズＳ‐OP，千倉特別，
ニューマーケットＣ２着，安達太良特別２着，郡山特別２着，etc.
ジョリーノエル（02牝 スペシャルウィーク）４勝，燕特別，織姫賞，立春賞２着

ユールシンギング（10� ＊シンボリクリスエス）４勝，セントライト記念‐G2，
新潟大賞典‐G3，八丈島特別２着

カリオンツリー（03牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，マリーンＳ‐L ３着，オアシス
Ｓ‐L ３着，雅Ｓ，日吉特別，初夢Ｓ２着

クリスマスキング（06牡 キングカメハメハ）２勝，種市特別２着，三陸特別３着，
��１勝�入着５回

クリスマスキャロル（07牝 アグネスタキオン）３勝，マーメイドＳ‐G3 ２着，御室
特別，遊楽部特別，糺の森特別２着，野島崎特別２着

サイレントイヴ（08牝 アグネスタキオン）�１勝
ダンツイノーバ（17牝 メイショウボーラー）�２勝，夕月特別２着，魚野川特

別３着

３代母 オークツリー（89栗 ＊リアルシヤダイ）３勝，福島記念‐Jpn3 ２着
リワードカリヨン（94牝 ＊トニービン）��３勝

リワードシンバル（00牡 ＊アフリート）１勝，共同通信杯‐Jpn3 ３着
ペインテドブラック（96牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2，青

葉賞‐Jpn3，若草Ｓ‐OP ２着，etc.，種牡馬
ギミーシェルター（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，スイートピーＳ‐L ２着，ア

ネモネＳ‐L ２着，鷹巣山特別，etc.

４代母 シヤダイアイバー（79鹿 ＊ノーザンテースト）３勝，オークス，カーネーションＣ
［孫］ エアジハード（95牡 サクラユタカオー）７勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣ

ｈＳ‐Jpn1，富士Ｓ‐Jpn3，etc.，優短距，優父内，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲チコウ テンコー・トレーニングセンター＝福島県田村郡小野町 �0247-73-2372
生 産 牧 場： ㈲日西牧場
飼 養 者： ㈱Ｍａｖｅｒｉｃｋ＝浦河町西幌別 �080-1516-4877

240 アディシオン２０２１ �・青鹿 ５／２２

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジアディシオン ＊トニービン

��
��
�クリスマスツリー鹿 2010 オークツリー

＊サワーオレンジ 8g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アドマイヤアロング（08黒鹿 スペシャルウィーク）入着２回，�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（７）〕
キングキングキング（15�黒鹿 ＊キングズベスト）２勝，福島２歳Ｓ‐OP（芝 1200）

３着，��出走�４勝��
パラドール（16牝黒鹿 エイシンフラッシュ）�３勝��
スカイトレイル（19牝鹿 ＊ザファクター）�１勝

２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，川崎マ
イラーズ２着，オーバルスプリント２着，etc.

ブリガドーン（99牝 ＊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.
チャリシー（12牝 ＊ハービンジャー）１勝，磐梯山特別３着
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

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，南武特別２着，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，三面川特別３着
ニューポート（16牡 ロードカナロア）�３勝，熊野特別，長良川特別，中京ス

ポニチ賞２着

３代母 メインプロスペクトMain Prospect（79 USA鹿 Mr. Prospector）USA２勝，
Miss Autumn S
ヴァーゴズライジングVirgo's Rising（91 牝 Alysheba）USA１勝

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： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

241 アドマイヤアロング２０２１ 牡・鹿 ３／２７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールアドマイヤアロング
＊ Slew o' Gold

��
��
�メインスルー黒鹿 2008 Main Prospect

8c
Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 アムールプロフォン（11栗 ＊サウスヴィグラス）�７勝�１勝��
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ミニスター（18牝鹿 ＊シニスターミニスター）��３勝�
アムールジョイ（19牝栗 ＊エスケンデレヤ）��１勝

２代母 ヴィンテージ（04黒鹿 フジキセキ）出走
ソレイユアルダン（09牝 ＊クロフネ）２勝
サワセンフロント（14牡 バンブーエール）��４勝

３代母 ＊ソプラニーノ（97 USA栗 Theatrical）IRE１勝
オリーブブランチ（02牝 Machiavellian）出走

クイーンオリーブ（08牝 マンハッタンカフェ）４勝，秩父特別，熊野特別，早
春Ｓ２着，etc.

アガサ（10牝 マンハッタンカフェ）１勝
イバル（17牡 ＊パイロ）�４勝，大垣Ｓ，伊良湖特別，高田城特別２着，etc.

４代母 マイダーリングワンMy Darling One（81 USA栗 Exclusive Native）USA
５勝，ファンタジーＳ‐G1，フェアグラウンズオークス‐G3，ケンタッキーオー
クス‐G1 ３着，Las Virgenes S‐L ３着
［子］ ＊ハートレイク（91牡 Nureyev）２勝，安田記念‐Jpn1，京王杯スプリングＣ

‐Jpn2，GB・IRE・UAE・HKG４勝，コンコルドＳ‐G3，etc.，種牡馬
［孫］ ラビリント Labirinto（98	 Theatrical）FR・USA・SWE・SPA８勝，

ストックホルム国際Ｃ‐G3，G.P. de Lyon‐L，P. Rene Bedel
‐L，etc.

ベズリン Bezrin（99 牡 Danzig）FR３勝，P. deMontretout‐L，P.
Contessina‐L ２着，P. du Pin‐L ３着，種牡馬

［曾孫］ トネマイ Tonemai（06 牡 Wild Event）BRZ８勝，フランシスコＥパウ
ラマシャド大賞‐G1，ジョアンＢフィリョ大賞‐G2，フロンティン博
士大賞‐G2（２回），etc.，種牡馬

シャマールウィンド ShamalWind（09牝 Dubawi）GB・AUS８勝，Ｍ
ＲＣオークレイプレイト‐G1，MRCW.J. Adams S‐L（２回），V
RC Red Roses S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ヤスナカファーム＝日高町緑町 �090-2600-1223
生 産 牧 場： ニシケンファーム㈲
飼 養 者： ㈱ヤスナカファーム＝日高町緑町 �090-2600-1223

242 アムールプロフォン２０２１ 牡・栗 ３／２２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターアムールプロフォン フジキセキ

��
��
�ヴィンテージ栗 2011 ＊ソプラニーノ

16
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アルジェント（15黒鹿 Shamardal）出走
初仔

２代母 ＊サマナケイ（09 USA青鹿 Authorized）FR２勝，G.P. du Nord‐L ２着，
P. Petite Etoile‐L ２着，P. Tantieme‐L ３着
サドキンザン（16牝 オルフェーヴル）１勝

３代母 テッサリーフ Tessa Reef（00 IRE 黒鹿 Mark of Esteem）FR・ITY３勝，
P. La Sorellina‐L，P. Occitanie‐L
セカンドウェイヴ SecondWave（12� New Approach）GB・AUS５勝，Wo

lferton H‐L ２着
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.
フレンチリーフ French Reef（16� New Approach）�USA５勝，Get Serious S

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］ ミアンダーMaeander（97牝 Nashwan）FR１勝，ロワイヨモン賞‐G3 ３着

マシヨンMassillon（94牡 Mr. Prospector）FR・USA入着３回，P. Ya
cowlef‐L ３着

［孫］ 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
ニダベイユNid d'Abeilles（02� Green Desert）FR６勝，P. de Pont
arme‐L，パレロワイヤル賞‐G3 ３着

マバラネMabalane（00牝 ＊デインヒル）FR１勝，P. de la Calonne
‐L ２着

［曾孫］ オールドパーシャンOld Persian（15牡 Dubawi）GB・FR・IRE・GER・
USA・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

レシュラー Leshlaa（14牡 Street Cry）GB・UAE・TUR４勝，Anat
olia Trophy‐L，アルラシディヤ‐G2 ２着，ドバイミレニアムＳ
‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-4070
生 産 牧 場： ㈲飛野牧場
飼 養 者： ㈲飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-4070

243 アルジェント２０２１ �・鹿 ３／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

シャマルダル Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Shamardal Helsinkiアルジェント
＊ Authorized

��
��
�サマナケイ黒鹿 2015 Tessa Reef

20
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 アンナトルテ（13鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 クーヴェルチュール（04黒鹿 ＊ブラックホーク）５勝，キーンランドＣ‐Jpn3，
バーデンバーデンＣ‐L，福島民友Ｃ‐L ２着，アイビスサマーダッシュ‐Jpn3
３着，福島２歳Ｓ‐OP
プラリネ（10牝 アドマイヤムーン）�入着２回

ツーエムアリエス（15牡 ヴァーミリアン）１勝，��５勝��１勝���
ウインガナッシュ（16牡 グランプリボス）��２勝	入着
ショコラルビー（18牝 ＊ディスクリートキャット）入着，�	２勝
ブルーバレル（19牡 ホッコータルマエ）��１勝

ペルージャ（12牝 マツリダゴッホ）�２勝�入着
ライデンバローズ（14牡 ＊クロフネ）３勝

３代母 ヒカリクリスタル（95鹿 ＊ラツキーソブリン）
�１勝��４勝，ゴールデン
ティアラ賞
クリスタルボンバー（01牡 サツカーボーイ）�１勝
スキップジャック（02� メジロライアン）２勝，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2，ラベンダー

賞‐OP ２着
マイスターシャーレ（03牡 サツカーボーイ）�２勝

４代母 コステューム（89芦 ＊メンデス）不出走
［子］ サーストンホリデー（93牡 ウインドストース）�５勝
�入着

スターファンタジア（94牝 レジエンドテイオー）�２勝

５代母 テンプルバンブー（73栗 ＊プロント）不出走
［子］ イブキマスター（82牡 ＊オンリーフオアライフ）２勝，萩Ｓ‐OP

ケーヨボーイ（87牡 ＊ノーアテンシヨン）��３勝，羽田盃３着
マンジュデンロッド（79牡 ＊サンシー）８勝，比叡Ｓ，夕月特別，摂津特
別，etc.

ウオーターポロ（84牡 ＊サンシー）２勝，春日山特別
［孫］ ファインブリッジ（88牡 ホスピタリテイ）��10 勝，埼玉新聞杯２着，Ｔ

Ｖ埼玉杯３着

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

244 アンナトルテ２０２１ �・黒鹿 ４／２４
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudアンナトルテ ＊ブラックホーク

��
��
�クーヴェルチュール鹿 2013 ヒカリクリスタル

＊種正 5h
Halo S4×S5 Nureyev M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 アミザクラ（12芦 メイショウボーラー）��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
オリオンネージュ（17牝芦 アドマイヤムーン）��１勝�
キミョウキテレツ（18牝鹿 ＊バトルプラン）��５勝
ケラウノスカズ（19牡栗 ＊ディスクリートキャット）���１勝
スプライト（20牝栗 トゥザワールド）�地方未出走

２代母 マキノワルツ（02芦 ダンスインザダーク）出走
キンショーカチドキ（07牡 ＊スキャン）�１勝
カシノワルツ（10牝 ローエングリン）３勝，宮崎特別，医王寺特別，セプテンバー

Ｓ２着，医王寺特別２着，クリスマスＣ３着，etc.

３代母 シノクロス（85芦 シービークロス）３勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，ＴＶ東京３
歳牝馬Ｓ‐Jpn3，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，クイーンＣ‐Jpn3 ２着，クロ
ーバー賞‐OP ３着，優２牝
シノホワイティー（92牝 トウシヨウボーイ）不出走

ニッキースター（96牡 ＊ステートリードン）１勝
ハルカジョウ（93牝 ダイナサンキユー）４勝，鎌倉特別，二王子岳特別２着，平ヶ

岳特別２着，障害１勝
ハルカッコ（03牝 ＊アフリート）入着３回
ハルカフジ（08牡 ＊ルールオブロー）４勝，福島放送賞，花見山特別，津軽
海峡特別２着

ハルカノタカ（05牡 ＊コマンダーインチーフ）�６勝�５勝
シゲルコグマザ（10牝 ＊フォーティナイナーズサン）�４勝

シャランジョー（94牡 オースミシャダイ）	８勝�６勝
シップウジョー（96牡 ＊オペラハウス）５勝，両国特別，雄国沼特別，幕張特別，etc.
バクシンワルツ（00牡 ＊フォーティナイナー）入着２回，�１勝�５勝
ホワイトイチ（06牡 アドマイヤコジーン）�３勝
１勝�

４代母 シノフラワー（79鹿 ＊トキワミドル）２勝
［子］ セルリアンシノ（89牝 ブラツクスキー）１勝，福島放送賞３着，藤森特別３着
［孫］ クラマテング（05牡 ニューイングランド）
35 勝�入着２回，福山記念，

大高坂賞，福山大賞典（２回），etc.

販売申込者・所有者： 中地 義次＝新冠町明和 �0146-49-5154
生 産 牧 場： 中地 義次
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

245 アミザクラ２０２１ 牡・鹿 ５／１２

＊

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

＊タイキシャトル

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウボーラー ＊ナイスレイズアミザクラ ダンスインザダーク

��
��
�マキノワルツ芦 2012 シノクロス

＊リスキイミス 13c
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M5×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊インターリム（10 IRE 鹿 Elusive City）IRE 出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
フェリスダージ（18牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）���１勝�入着４回
カラウヌ（19牝鹿 ロードカナロア）�出走

２代母 ＊ジョコンダⅡ（03 IRE 鹿 Rossini）IRE２勝，Silken Glider S‐L，キラヴラ
ンＳ‐G3 ３着

＊ジョリージョコンド（08牝 Marju）IRE１勝，タイロスＳ‐G3 ３着
ファストアプローチ（15� Dawn Approach）３勝，札幌２歳Ｓ‐G3 ２着，

芙蓉Ｓ‐LR ２着，多摩川Ｓ，藻岩山特別２着
シークレットアイズ（16牡 ディープインパクト）２勝，駒ケ岳特別
メリディアンローグ（17牡 ディープインパクト）�２勝，支笏湖特別２着，ひ

いらぎ賞３着
＊ライトニングパール（09牝 Marju）GB・IRE３勝，チヴァリーパークＳ‐G1，ラウ

ンドタワーＳ‐G3，愛デビュターントＳ‐G2 ３着
ライトニングクイック Lightening Quick（15 牝 Frankel）GB・IRE２勝，ア

サシＳ‐G3
マテンロウディーバ（17牝 ディープインパクト）２勝，紅梅Ｓ‐L ３着

サトノクラウン（12牡 Marju）６勝，宝塚記念‐G1，京都記念‐G2（２回），弥生賞‐G2，
東スポ杯２歳Ｓ‐G3，etc.，UAE・HKG１勝，香港ヴァーズ‐G1，種牡馬

サトノヴィクトリー（14牡 ディープインパクト）２勝
ポンデザール（15牝 ハーツクライ）５勝，札幌日経ＯＰ‐L，ステイヤーズＳ‐G2 ３

着，ダイヤモンドＳ‐G3 ３着，丹頂Ｓ‐OP，北海Ｈ，etc.
フィリオアレグロ（17牡 ディープインパクト）�３勝，青葉賞‐G2 ３着，共同通信

杯‐G3 ３着，潮来特別，六社Ｓ３着
シテフローラル（18牡 ディープインパクト）�２勝

３代母 ラジョコンド La Joconde（99 GB鹿 Vettori）不出走

４代母 ラスト Lust（94 GB栗 Pursuit of Love）不出走
［子］ スクルードライヴァー Screwdriver（02� ＊アントレプレナー）GB１勝，

Woodcote S‐L

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

246 インターリム２０２１ �・黒鹿 ４／２９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊

イルーシヴシティ Elusive Quality

�
�
�
�
�

��
��

�Elusive City Star of Parisインターリム
＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ鹿IRE 2010 La Joconde

20c
Mr. Prospector S4×M5×M5 Touch of Greatness M4×M4

価格： 購買者：



母 エイドローン（14青鹿 ＊プリサイスエンド）１勝，�２勝�
初仔

２代母 フミノアマゾン（09青 フジキセキ）出走
イチネンプリンス（15牡 ＊シニスターミニスター）１勝，��６勝��
マーチリリー（18牝 ＊マジェスティックウォリアー）�３勝

３代母 フミノテネシー（02黒鹿 ＊ヘネシー）出走
オレンジビーチ（07牝 ＊マリエンバード）��３勝
カナレセッテ（08牝 デュランダル）�４勝��

４代母 モリチヅル（91鹿 ＊エブロス）６勝，札幌スプリントＳ‐Jpn3 ３着，オータ
ムスプリントＳ‐OP ２着，納涼Ｓ‐OP ２着，福島ＴＶ杯，オーロＣ，etc.
［子］ フミノサチヒメ（03牝 ＊タイキシャトル）４勝，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，

藻岩山特別，小樽特別，etc.
フミノパシフィック（05牡 ＊ボストンハーバー）４勝，高瀬川Ｓ，鹿島特
別，�３勝�入着

ワンダーリンド（01牡 ＊リンドシェーバー）１勝，�４勝
フミノアカデミー（07牡 サクラバクシンオー）１勝
ゴライコウ（11牝 ＊ボストンハーバー）	１勝
ラブハニー（04牝 マヤノトップガン）	１勝
ドキドキハート（00牝 ＊ジョリーズヘイロー）�１勝

［孫］ プローチダ（14牝 ＊ストリートセンス）�３勝
７勝
リュッカ（17牝 キズナ）�入着４回，�２勝
ユイアンデービス（18牝 ミッキーアイル）���入着�１勝
ココアキャンディ（15牝 アドマイヤムーン）�１勝��入着２回

［曾孫］ マッドシェリー（18牝 ＊ダノンレジェンド）���５勝

５代母 ベルロビン（84鹿 ＊ホツトスパーク）３勝，新春４歳牝馬Ｓ‐OP ２着，サフラ
ン賞，神代特別２着，多摩川特別３着，しゃくなげ賞３着，etc.
［子］ ウイスキーロビン（98牡 アンバーシヤダイ）３勝，有田特別２着

マイネルロビン（94牡 バンブーアトラス）２勝，金北山特別３着
セーラーミラクル（96牝 ＊アーミジャー）１勝

販売申込者・所有者： ㈲谷口牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5463
生 産 牧 場： ㈲谷口牧場
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

247 エイドローン２０２１ �・黒鹿 ２／２０

＊

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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyエイドローン フジキセキ

��
��
�フミノアマゾン青鹿 2014 フミノテネシー

＊アストニシメント 7c
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 エールミニョン（14鹿 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ミラマーレ（19牝栗 フリオーソ）��入着２回

２代母 ユキノマイ（04芦 ＊ロックオブジブラルタル）出走
ホワイトクレマチス（09牝 ゼンノロブロイ）�４勝
スカイパッション（12牝 スペシャルウィーク）�３勝，紫川特別，飯坂温泉特別，

筑紫特別，八幡特別２着，テレＱ杯３着，障害１勝
ホワイトアセット（13牡 スペシャルウィーク）�２勝
ジョインフォース（15牝 ローズキングダム）�５勝
ダンスインザスノー（18牡 リオンディーズ）��２勝

３代母 ＊エスカニア（99 CHI 芦 Edgy Diplomat）CHI・UAE６勝，タンテオデポト
ランカス‐G1，ホセＳバエサ賞‐G3，フアンＣメジャ賞‐G3，セレクシオンデポ
トランカス‐G3，アルベルトＳマグナスコ賞‐G1 ２着，etc.
タイキオードリー（06牝 キングカメハメハ）出走

スプマンテ（14牡 ステイゴールド）３勝，淡路特別，長良川特別２着
スイートテン（07牝 スペシャルウィーク）１勝，加治川特別２着
エスカナール（08牝 スペシャルウィーク）４勝，三木特別，柳川特別，加治川特別

４代母 カレッツァCarezza（87 CHI 芦 Card Game）CHI１勝
［子］ エッチェレンツァ Eccellenza（01牝 Edgy Diplomat）USA・CHI７勝，

ミルギニーズ‐G1，タンテオデポトランカス‐G1，サルバドルヘス
リべロス大賞‐G2，etc.

［孫］ パペロン Papelon（06牡 Monthir）ARG・CHI21 勝，クルブイピコデサ
ンティアゴ賞‐G1（４回），オトーニョ賞‐G2，ムニシパルデビーニャ
デルマル賞‐G2（２回），etc.，種牡馬

［曾孫］ カプリチョブリジャンテ Capricho Brillante（11� Last Impact）CHI1
3 勝，P. Ilustre Municipalidad de Santiago‐L，P. Ismael Tocor
nal‐L

ジュリアラベラGiulia La Bella（18 牝 Verrazano）�CHI２勝，P. C
arlos Cousino G.‐L，セレクシオンデポトランカス‐G3 ２着

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

248 エールミニョン２０２１ 牡・鹿 ４／２８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスエールミニョン ＊ロックオブジブラルタル

��
��
�ユキノマイ鹿 2014 ＊エスカニア

6a
Danzig S3×M5

価格： 購買者：



母 イチノティアラ（12鹿 ブラックタイド）�１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 アイアイティアラ（98鹿 トロットサンダー）��４勝
ムツミサイレンス（07牡 ニューイングランド）�１勝�６勝�１勝
シルバーティアラ（08牝 シックスセンス）�１勝�１勝�１勝
ホクセツライン（09牡 ＊ノボジャック）�２勝	４勝��１勝，園田ＦＣスプリント２着
サンファーゴ（11牝 アドマイヤジャパン）�10 勝
プレジデントスワン（14牝 サクラプレジデント）�７勝�入着２回��
コメハチコルテ（16牝 アサクサキングス）�３勝

３代母 ヒダサンライン（89鹿 ＊ノーアテンシヨン）入着５回
アイアイアスリート（97牡 ＊モガンボ）��４勝
４勝�，京浜盃
ホクセツガーデン（01牡 ＊トワイニング）�５勝	７勝���，園田ダービー，白鷺

賞２着，新春賞２着，etc.
アポロアドミラル（02牝 ダンスインザダーク）１勝，��２勝

ドナルトソン（11牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝�14 勝���入着３回，名古屋
記念，名古屋記念３着，南部駒賞３着

４代母 ヒダクロス（76鹿 ＊フアバージ）２勝，藻岩特別
［子］ ヘッドシップ（94牡 アンバーシヤダイ）５勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，九

十九里特別，蔵王特別，etc.
ボールドノースマン（84牡 ＊ノーアテンシヨン）５勝，毎日王冠‐Jpn2 ３
着，青函トンネル開通記念‐OP，メイＳ‐OP ３着，etc.，種牡馬

テンザンタカネ（85牝 ＊ノノアルコ）２勝，サファイヤＳ‐Jpn3 ３着，紅
梅賞‐OP ２着，日田特別，etc.

コクサイクラウン（82牡 ＊リイフオー）６勝，根岸Ｓ‐OP，札幌日刊スポ
ーツ杯‐OP，青函Ｓ‐OP ２着，etc.，	７勝�入着

ヒダカツクロス（86牝 カツラギエース）４勝，是政特別，冬至Ｓ３着，潮
来特別３着，etc.

［曾孫］ トレノジュビリー（03牡 サクラバクシンオー）６勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L，伏
見Ｓ，宝ケ池特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911
生 産 牧 場： ㈲ノースガーデン
飼 養 者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911

249 イチノティアラ２０２１ �・鹿 ５／１５

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアイチノティアラ トロットサンダー

��
��
�アイアイティアラ鹿 2012 ヒダサンライン

＊ガイタ 3e
Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 イッツマイタイム（13鹿 ＊ワイルドラッシュ）��１勝�１勝�入着
〔産駒馬名登録数：２〕
キックザファースト（19�鹿 ディープスカイ）�出走
イイガネ（20牝鹿 フリオーソ）���出走

２代母 エイブルインレース（06鹿 フジキセキ）入着２回，クイーンＣ‐G3 ３着，ク
ローバー賞‐L ３着，�１勝�２勝，オパールＣ，ジュニアＧＰ
エックスファクター（11牡 ＊シンボリクリスエス）��８勝
エクストリングラン（12牡 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��４勝�
イントゥゾーン（14牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）��４勝�
ビーエイブルトゥ（16牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）��３勝��１勝
レッツゴーアスク（18牝 ロードカナロア）入着３回，りんどう賞３着，��入着４回
ソレイユスマイル（19牝 ＊パイロ）���２勝

３代母 ＊フサイチエイブル（96 USA栗 Deputy Minister）USA１勝
サイレントアスク（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，カーネーションＣ，府中Ｓ３

着，浅草特別３着
リメインサイレント（10牝 ＊ホワイトマズル）５勝，西宮Ｓ，大倉山特別，リボ

ン賞，etc.
エイブルブラッド（08牡 ネオユニヴァース）２勝，大雪Ｈ３着，もちの木賞３着，

障害２勝

４代母 スタ－ダスク Stardusk（84 USA栗 Stage Door Johnny）USA５勝，ロン
グアイランドＨ‐G2，クイーンシャーロットＨ‐G3 ４着
［孫］ ゴールドヴェンデッタGold Vendetta（05� Gold Fever）USA６勝，

New York Stallion Cab Calloway S‐R ２着

５代母 ダスクDusk（68 USA鹿 Olden Times）不出走
［子］ ジョニーディー Johnny D.（74 牡 Stage Door Johnny）USA７勝，ワシ

ントンＤＣ国際‐G1，レキシントンＨ‐G2，Turf Classic S，etc.
［孫］ アージェントリクエストUrgent Request（90 牡 RainbowQuest）GB

・USA・HKG７勝，サンタアニタＨ‐G1，サンマルコスＨ‐G2，オ
ークトリーＢＣマイル‐G3，etc.，種牡馬

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

250 イッツマイタイム２０２１ �・鹿 ４／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアドミラブル ＊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

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkイッツマイタイム フジキセキ

��
��
�エイブルインレース鹿 2013 ＊フサイチエイブル

9
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ウインパレード（06栗 ＊アグネスデジタル）���１勝・２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（18）〕
ロイヤルパレード（12牝鹿 ブラックタイド）��１勝�４勝�２勝�入着
ドンナディヴィーノ（13牝栗 メイショウボーラー）���１勝・５勝
ピースフルジョイ（15牝栗 ＊パイロ）��３勝
ブリヤントゥ（17牝鹿 ネオユニヴァース）���１勝
ピースフルプライド（18牡鹿 ミッキーアイル）���１勝
アルデイ（19牡栗 ミッキーアイル）���入着４回
ブチエー（20牝栗 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 エンプレスロッチ（95栗 ＊カコイーシーズ）３勝，渡島特別，桧山特別２着
ダンスインザロッチ（02牝 ダンスインザダーク）�２勝
ボリュームオン（03牡 ＊フォーティナイナー）�５勝�４勝��入着
オールザウェイ（05牝 ＊アグネスデジタル）��４勝
ブレットザキング（08牡 ＊アジュディケーティング）��５勝
フレンチカンカン（10牝 ＊フレンチデピュティ）��９勝
テイエムゴージャス（11牝 ＊アジュディケーティング）１勝，�４勝
コスモヨハネ（12牡 ＊ヨハネスブルグ）３勝，古作特別，刈谷特別，新発田城特別２

着，有松特別３着
ピースフルエンゼル（15牝 ゴールドアリュール）���５勝

３代母 ロツチウインド（82栗 ＊テスコボーイ）３勝，洞爺湖特別

４代母 クリプシー（75栗 アローエクスプレス）２勝，横津岳特別
［子］ マチカネタンホイザ（89牡 ＊ノーザンテースト）８勝，高松宮杯‐Jpn2，

ＡＪＣＣ‐Jpn2，目黒記念‐Jpn2，etc.，種牡馬
［孫］ ワコーチカコ（90牝 ＊リヴリア）９勝，京都記念‐Jpn2，金杯‐Jpn3，函

館記念‐Jpn3，etc.
［曾孫］ ダンツジャッジ（99牡 ＊ウォーニング）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，ダービー

卿ＣｈＴ‐Jpn3，ディセンバーＳ‐L，etc.
マイネルスターリー（05牡 ＊スターオブコジーン）８勝，函館記念‐G3，
巴賞‐LR，アイルランドＴ‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041
生 産 牧 場： 津田牧場
飼 養 者： ㈱エイトステーブル＝日高町富川北 �090-7650-4680

251 ウインパレード２０２１ �・栗 ４／１３

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawウインパレード ＊カコイーシーズ

��
��
�エンプレスロッチ栗 2006 ロツチウインド

＊クレイグダーロツチ 11c
Danzig S3×M5 Mr. Prospector M4×S5 Runaway Bride S5×M5
Raise a Native M5×M5
価格： 購買者：



母 ヴェンティミリア（12鹿 ダンスインザダーク）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
サンアントニオ（17�鹿 メイショウボーラー）�出走，�４勝
ダンツカリフ（19牡黒鹿 ストロングリターン）�出走

２代母 シャーペンセンス（04鹿 ＊フレンチデピュティ）入着
ネイチャーセンス（13牝 ＊エンパイアメーカー）�３勝�入着５回
スリーシャーペン（17牡 キズナ）�３勝

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
インコグニート（99牝 GoneWest）３勝，手稲山特別２着

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
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

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
ムムターズMumtaz（96牝 Kaldoun）FR・USA５勝，Winstar Distaff H
‐L，Lone Star Oaks‐L，イートンタウンＳ‐G3 ２着，etc.

［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

アウトドゥーOut Do（09� Exceed And Excel）GB・UAE８勝，City
Walls S‐L，Achilles S‐L ２着，Golden Rose S‐L ３着

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

252 ヴェンティミリア２０２１ �・黒鹿 ３／３１
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイヴェンティミリア ＊フレンチデピュティ

��
��
�シャーペンセンス鹿 2012 ＊デインスカヤ

16g
Halo S4×M4 Nijinsky M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴィエナトウショウ（07黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）�３勝�入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（４）〕
トミケンアディム（14牝黒鹿 トーセンホマレボシ）�２勝�１勝
タイセイソニック（15牡黒鹿 ディープブリランテ）３勝，下北半島特別（芝 1200），

かささぎ賞（芝 1200）２着，長万部特別（芝 1200）３着，さざんか賞（芝 1200）
３着，障害１勝

シュヴルーズ（20牡鹿 ヴァンセンヌ）��１勝

２代母 メルヘントウショウ（95鹿 ＊クリエイター）１勝
レトロトウショウ（00牝 ＊マイニング）１勝

トウショウフォアゴ（07牡 キングヘイロー）４勝，印旛沼特別，由比ヶ浜特別
３着，�１勝

トウショウクラウン（08牡 ゴールドアリュール）５勝，アハルテケＳ‐OP ２着，梅
田Ｓ，もちの木賞，下総Ｓ２着，etc.，��出走，全日本２歳優駿‐Jpn1 ５着

トウショウサンダー（01牡 ＊ブロッコ）入着，�１勝
トウショウジェイド（05牡 ＊ジェイドロバリー）�11 勝	入着２回
トウショウパンサー（06牡 ＊イーグルカフェ）１勝
トウショウカムイ（08牡 アドマイヤドン）１勝

３代母 ＊セーラーズウェルズ（88 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR入着２回
ミニヨントウショウ（94牝 トウシヨウペガサス）２勝，新津特別

４代母 ムルワラMourwara（80 IRE 鹿 Wolver Hollow）GB出走
［子］ マスターフリートMasterfleet（86 牡 Be My Guest）GER３勝，Sche

rping‐Rennen‐L ２着，Badener Jugend‐Preis‐L ２着，Su
chard Sprint C‐L ３着

［孫］ デインヒルミュージックDanehill Music（03 牝 Danehill Dancer）IRE
４勝，パークイクスプレスＳ‐G3，Celebration S‐L，パークイク
スプレスＳ‐G3 ２着，etc.

［曾孫］ スーシカル Seussical（10
 Galileo）GB・IRE３勝，Nijinsky S‐L
３着

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

253 ヴィエナトウショウ２０２１ �・黒鹿 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヘンリーバローズ
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ鹿 2015 Boubskaia

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkヴィエナトウショウ ＊クリエイター

��
��
�メルヘントウショウ黒鹿 2007 ＊セーラーズウェルズ

14c
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ウィッシュ（08黒鹿 ディープインパクト）入着４回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
ラストマイア（15牝栗 ローエングリン）入着２回，�２勝
エンドーツダ（16牝鹿 ＊タートルボウル）２勝
クインズウィッシュ（17牝鹿 ルーラーシップ）��出走��入着
ワイドスナイパー（19�鹿 ストロングリターン）��入着

２代母 ＊コマーサント（00 FR鹿 Marchand de Sable）FR・USA４勝，ＥＰテイラ
ーＳ‐G1，プシュケ賞‐G3，フラワーボールＳ‐G1 ２着，フロール賞‐G3 ２着，
ペネロープ賞‐G3 ３着
アイアムノココロ（07牝 フジキセキ）１勝，��１勝

ダンツガゼール（17牝 ルーラーシップ）１勝
ヒロノクイーン（18牝 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
テーオースパロー（19牡 ルーラーシップ）�１勝，もみじＳ‐OP ２着，さざん

か賞２着
ベストディール（09牡 ディープインパクト）３勝，京成杯‐G3，百日草特別
オーダードリブン（13牡 ディープインパクト）１勝，鞍ケ池特別３着，糸魚川特別３着
ペルソナデザイン（16� ハーツクライ）２勝，国分寺特別２着，��１勝

３代母 デセプシヨンDeception（93 FR鹿 Tropular）FR入着３回
デフラシヨンDeflation（99� Marchand de Sable）FR４勝，G.P. Inter‐Regio

nal des 3ans‐L ２着，FR障害１勝

４代母 ブラッシングオークBlushing Oak（87 FR鹿 ＊クリスタルグリツターズ）FR
入着２回

５代母 オークワンドOakWand（69 USA黒鹿 Never Bend）USA３勝
［子］ ネヴァーサイNever Cye（80牡 Cyane）USA７勝，Chesapeake H，

General Charles B. Lyman H‐R ２着，Native Dancer H‐L
３着，etc.，種牡馬

［孫］ ハーバーマスター Harbour Master（95 牡 Bluebird）GB・FR・IRE・H
KG２勝，コヴェントリーＳ‐G3，フィーニクスＳ‐G1 ３着

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

254 ウィッシュ２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ３
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊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ウィッシュ
＊ Marchand de Sable

��
��
�コマーサント黒鹿 2008 Deception

1c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ヴィフォルテ（02黒鹿 ＊デヒア）３勝，セレブレイション賞（Ｄ1400）
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－３（32）〕
ドラゴンフォルテ（09牡鹿 ディープインパクト）４勝，上総Ｓ（Ｄ1800），招福Ｓ
（Ｄ1800）３着，師走Ｓ（Ｄ1800）３着

フォルテシモ（10牝鹿 ディープインパクト）１勝
ステイサウンド（11牡青鹿 ステイゴールド）��13 勝
センリツ（12牝青鹿 ディープインパクト）１勝
マイフォルテ（14牡黒鹿 ディープインパクト）��12 勝�１勝�，オグリキャップ

記念（Ｄ2500），六甲盃（Ｄ2400）３着，岐阜金賞（Ｄ1900）３着
ゴーンホーム（17牡青鹿 ＊ケイムホーム）��３勝�３勝�

２代母 ロマンスプレゼント（97栗 ＊ティンバーカントリー）不出走
アルトップラン（05牡 マヤノトップガン）５勝，東海Ｓ‐G2 ３着，両国Ｓ，美唄特

別，金蹄Ｓ２着，初夢Ｓ３着
カチューシャ（09牝 ＊ケイムホーム）６勝，オアシスＳ‐L，大沼Ｓ‐OP ２着，ウイ

ンズ新宿リニューアルＯＰ記念，etc.，��入着２回，Ｌプレリュード‐Jpn2
３着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着
ブラックアーメット（18牡 ブラックタイド）�４勝，吾妻小富士Ｓ‐OP ３着，

青竜Ｓ‐OP ３着，堺Ｓ，八女特別，��出走，川崎記念‐Jpn1 ４着
ヒラボクロマンス（10牝 ＊アグネスデジタル）１勝
トランヴェール（11牡 ＊アグネスデジタル）�14 勝�１勝，サマーＣ
トゥルーロマンス（12牝 ＊アグネスデジタル）入着２回，�３勝

サンエイマジック（18牡 ホッコータルマエ）�	１勝��１勝，東北優駿３着，
やまびこ賞２着，ダイヤモンドＣ３着

ロマンチスト（13牡 ＊アグネスデジタル）３勝，��８勝

３代母 ビューチフルロマン（86鹿 ＊ノノアルコ）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，関越Ｓ
‐OP，秋嶺Ｓ，東雲賞，本栖湖特別，etc.

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

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

255 ヴィフォルテ２０２１ 牡・青鹿 ２／２４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�デヒア Sister Dotヴィフォルテ ＊ティンバーカントリー

��
��
�ロマンスプレゼント黒鹿 2002 ビューチフルロマン

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

価格： 購買者：



母 ウーマンインレッド（08鹿 ステイゴールド）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（９），地方－３（７）〕
アップドーミー（12牝栗 ＊プリサイスエンド）�１勝�１勝�
キークラッカー（13牡鹿 ジャングルポケット）３勝，障害１勝
ライオンボス（15牡栗 ＊バトルプラン）�６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 ２着（２回），ルミエールオータムダッシュ‐L
（芝 1000）２着，韋駄天Ｓ‐OP（芝 1000）（２回），邁進特別（芝 1000）

ナーリー（17牡黒鹿 ＊ベーカバド）��出走�２勝�入着�，金杯（Ｄ1600）２着，
オパールＣ（Ｄ1600）３着，寒菊賞（Ｄ1600）３着

ショウユアセルフ（18牝黒鹿 ホッコータルマエ）�３勝
フィニッシュムーヴ（19牡鹿 ホッコータルマエ）�入着

２代母 ＊ミスカスウェル（97 USA鹿 Seattle Slew）不出走
ドリームシガー（07牡 ノーリーズン）１勝

３代母 マルゴMargot（91 USA栗 Nijinsky）不出走
クイーンマンボQueen Mambo（95牝 Kingmambo）不出走

クイーンタンゴQueen Tango（00牝 Lode）不出走
ケフェリシダドQue Felicidad（04牝 Bernstein）ARG17勝，トマスリオン
賞‐G2（２回），ベネスエラ賞‐G2，ビアモンテ将軍賞‐G3（２回），etc.

ケヴィーダブエナQue Vida Buena（05牡 Bernstein）ARG９勝，ＣＥ
スプリント‐G1，ブエノスアイレス市大賞‐G1，プリングレス大佐賞
‐G3，etc.，種牡馬

ケクラーセQue Clase（08牝 Bernstein）BRZ５勝，コスタフェラス大賞‐G3
クイーンオブタイムQueen of Time（07牝 Orpen）ARG５勝，P. Orbit

‐L，亜１０００ギニー‐G1 ２着，カルロスＰロドリゲス賞‐G2 ２着，etc.
クイックマンボQuick Mambo（10牡 Giant's Causeway）BRZ５勝，P. It

ajara‐L，P. Eurico Solanes‐L ３着
ノースパークレジェンドNorth Park Legend（98牝 Affirmed）USA２勝，Desi

gnated Dancer S２着
カースルダーガンCastle Dargan（02牝 Anees）USA入着３回

ハニティー Hannity（14� Ben Bulben）�USA５勝，Black Tie Affair H
‐R ２着

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： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

256 ウーマンインレッド２０２１ 牡・栗 ５／２２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲
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� ヘニーヒューズ
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�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊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ウーマンインレッド
＊ Seattle Slew

��
��
�ミスカスウェル鹿 2008 Margot

8f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 エリモインプレス（03鹿 ＊エルコンドルパサー）１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－４（７）〕
トミケンアルドール（09牡栗 ジャングルポケット）５勝，師走Ｓ（Ｄ1800），摩耶

Ｓ（Ｄ1800），ゴールデンブライドルＴ（Ｄ1800）３着，福島放送賞（Ｄ1700）３
着，オーロラ特別（Ｄ1700）３着

ブリリアント（10牡鹿 ハーツクライ）１勝，新緑賞（芝 2300）２着
サーストンカインド（12牝鹿 ディープスカイ）入着，��２勝
テイエムギフテッド（15牡黒鹿 ネオユニヴァース）２勝，�１勝，佐賀スプリング

Ｃ（Ｄ1800）３着
ヒガシギンガ（17牝栗 ネオユニヴァース）�１勝�
テイエムプレスダン（18牡鹿 スマートファルコン）��３勝
テーオーインパクト（19牡栗 リアルインパクト）�出走

２代母 エリモエキスプレス（94栗 サクラユタカオー）不出走
エリモエキスパート（00牡 ＊コマンダーインチーフ）��３勝�１勝
エクステンション（01牡 ＊ラムタラ）�１勝	２勝
１勝

３代母 パッシングピース（89黒鹿 ＊アーテイアス）出走
エリモセントラル（95牝 ＊ドクターデヴィアス）６勝，京都金杯‐Jpn3 ２着，渡月

橋Ｓ，ムーンライトＨ，etc.
エリモファイナル（02牝 ＊オペラハウス）４勝，紅梅Ｓ‐OP，ストークＳ，西宮

Ｓ２着，etc.
ハギノパトリオット（12� キングカメハメハ）入着４回，障害３勝，新潟
ジャンプＳ‐JG3 ２着

エリモロマンス（97牝 ＊サンシャインフォーエヴァー）３勝，矢車賞，れんげ賞２着
エリモサリュート（04� ＊ラムタラ）３勝，桑名特別３着
エリモラフィーネ（05牝 フジキセキ）１勝，まりも特別３着

４代母 ＊シインギング（72 USA鹿 Majestic Prince）USA２勝
［子］ ハリケーンアサ（81牡 ＊サドンソー）２勝，４歳中距離特別

エリモイースタン（77牡 ＊イースタンフリート）��８勝，北関東さつき
賞２着

販売申込者・所有者： ㈲タニグチ牧場＝新冠町高江 �0146-47-3088
生 産 牧 場： ㈲タニグチ牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

257 エリモインプレス２０２１ 牡・黒鹿 ４／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ネオユニヴァース
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＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�エルコンドルパサー ＊サドラーズギャルエリモインプレス サクラユタカオー

��
��
�エリモエキスプレス鹿 2003 パッシングピース

＊シインギング 2f
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 エースヴィクトリア（11鹿 ゼンノロブロイ）��９勝�
〔産駒馬名登録数：１〕
エースクイーン（20牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）���出走

２代母 ＊フォレストキティ（01 USA鹿 Forestry）USA入着２回
キティ（06牝 Northern Afleet）４勝，オーロラ特別，初茜賞，北山Ｓ２着，大雪Ｈ

２着，津軽海峡特別２着，etc.
インティ（14牡 ＊ケイムホーム）�７勝，フェブラリーＳ‐G1，東海Ｓ‐G2，チ

ャンピオンズＣ‐G1 ３着（２回），etc.，��入着２回�，かしわ記念
‐Jpn1 ２着，かしわ記念‐Jpn1 ３着，etc.

フォレストキャット（18牝 スマートファルコン）�２勝
アンコールワット（07牡 ジャングルポケット）入着，��１勝
アメイズリー（09牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝
エルシェロアスール（10牝 アドマイヤジャパン）１勝

トゥルブレンシア（17牡 フリオーソ）�２勝
ゴールドフォレスト（13牝 ゴールドアリュール）１勝

フルオール（19牡 ホッコータルマエ）�２勝，プラタナス賞３着
クジラ（18牡 シビルウォー）��３勝��入着２回

３代母 ハレアカラ Haleakala（93 IRE 栗 Kris）GB・USA３勝，Bug Brush S‐R，
Bushel‐N‐Peck S‐R ３着
ラカタ Rakata（02 牝 Quiet American）GB４勝，Snowdrop S‐L ３着
ポンペイシティPompeii City（05 牝 Carson City）USA１勝

アワペドロイアOur Pedroia（10� Catienus）USA５勝，Curlin S‐R

４代母 ハイアティ Haiati（85 USA栗 Alydar）GB・USA４勝，フィリーズマイル
‐G2 ２着，ディスタフＨ‐G2 ２着，ジョニーウォーカークラシック‐G2 ３着，
シャーリージョーンズＨ‐G3 ２着，Lupe S‐L ２着
［子］ ブルーバーナー Blue Burner（99 牡 ＊フレンチデピュティ）USA・UAE

・SAU４勝，フロリダダービー‐G1 ２着，ファウンテンオヴユース
Ｓ‐G1 ３着，種牡馬

［曾孫］ ロドプル Rodoplu（09牡 Kaneko）TUR10 勝，Queen Elizabeth II Inte
rnational S‐L ２着

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

258 エースヴィクトリア２０２１ 牡・黒鹿 ４／１８
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルエースヴィクトリア
＊ Forestry

��
��
�フォレストキティ鹿 2011 Haleakala

4m
Mr. Prospector S3×M5 Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 エリザベスムーン（06鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
アフターダーク（13牝鹿 ＊ワークフォース）１勝
レッドルーナ（16牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）�４勝�入着
テンカウント（17牡芦 ＊クロフネ）���１勝�入着６回
ナザレ（19牝鹿 エピファネイア）�入着２回

２代母 エリザベスローズ（89栗 ＊ノーザンテースト）５勝，セントウルＳ‐Jpn3，ＮＺト
ロフィー４歳Ｓ‐Jpn2 ３着，コーラルＳ‐OP，葵Ｓ‐OP，アネモネＳ‐OP ２着，etc.
バースデイローズ（95牝 ＊トニービン）１勝，アジアＪＳ（２）３着

トーセンファントム（07牡 ネオユニヴァース）２勝，いちょうＳ‐L，東スポ杯
２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，種牡馬

フサイチゼノン（97牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，弥生賞‐Jpn2，こぶし賞，種牡馬
アグネスゴールド（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，スプリングＳ‐Jpn2，きさら

ぎ賞‐Jpn3，鳴尾記念‐Jpn3 ３着，若駒Ｓ‐OP，種牡馬
リミットレスビッド（99牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，根岸Ｓ‐Jpn3，etc.，��

３勝�２勝�１勝��入着５回，東京盃‐Jpn2（２回），さきたま杯‐Jpn3，兵
庫ゴールドＴ‐Jpn3（２回），黒船賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

ローズオットー（04牝 ダンスインザダーク）１勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着

３代母 ＊ノーベンバーローズ（82 USA黒鹿 Caro）USA１勝
クリスマスローズ（90牝 ＊ノーザンテースト）３勝，宝ケ池特別，くすのき賞，伊良

湖Ｓ２着

４代母 ジェディナ Jedina（76 USA黒鹿 What a Pleasure）USA６勝，High Vol
tage S，First Flight H２着，Dark Mirage S２着
［子］ クラバーガール Clabber Girl（83 牝 Alydar）USA８勝，トップフライト

Ｈ‐G1，チューラヴィスタＨ‐G2，ランチョベルナルドＨ‐G3，etc.
［孫］ キーパーヒル Keeper Hill（95 牝 Deputy Minister）USA４勝，ケンタッキ

ーオークス‐G1，スピンスターＳ‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G1，etc.
ゴールデンギアGolden Gear（91 牡 Gulch）USA12 勝，コモンウェルス
ＢＣＳ‐G2，エクワポイズマイル‐G3，Silver Bullet Centennial H
‐L（２回），etc.，種牡馬

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

259 エリザベスムーン２０２１ 牡・栗 ５／３０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイエリザベスムーン ＊ノーザンテースト

��
��
�エリザベスローズ鹿 2006 ＊ノーベンバーローズ

16a
サンデーサイレンス S3×M3 ノーザンテーストM3×S5
Northern Dancer M4×M5
価格： 購買者：



母 エルベレス（04栗 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（11），地方－２（３）〕
レムミラス（11牝鹿 キングヘイロー）３勝，皆生特別（芝 1200），かささぎ賞（芝 1200）
ガラドリエル（12牝栗 カンパニー）１勝
テルペリオン（14牡栗 フリオーソ）７勝，仁川Ｓ‐L（Ｄ2000），スレイプニルＳ

‐OP（Ｄ2100），堺Ｓ（Ｄ1800），響灘特別（Ｄ1700），観月橋Ｓ（Ｄ1800）２着，
釜山Ｓ（Ｄ1700）２着，初夢Ｓ（Ｄ1900）２着，天の川賞（Ｄ1700）２着，門司
Ｓ（Ｄ1700）３着，���入着�入着����，マーキュリーＣ‐Jpn3 ３着

エレッサール（15牡鹿 キングヘイロー）�１勝
アリエン（17牝鹿 キングヘイロー）��入着８回
エオウィン（18牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��２勝
ティンタルレ（19牝鹿 エピファネイア）�出走

２代母 ジアーダ（94栗 ＊ジェイドロバリー）１勝
パントマイミスト（01牡 ダンスインザダーク）４勝，和布刈特別，三陸特別，ＴＶ

Ｑ杯２着，猪苗代特別３着
シルマリル（05牝 ステイゴールド）�１勝�入着 12回
ニングル（06牡 ジャングルポケット）�３勝

３代母 ピツコラ（83栗 ＊スイフトスワロー）１勝
ボヘミアンドリーム（91牡 ビゼンニシキ）５勝，八坂特別，心斎橋Ｓ２着，八坂特

別３着
ブリランテ（95牝 ＊ドクターデヴィアス）不出走

リトルプリンス（00牡 トウカイテイオー）１勝，三国特別２着，文知摺特別２
着，	
２勝

４代母 サンビタリア（72鹿 ＊フロリバンダ）２勝
［子］ オーバーレインボー（77牡 ＊イエラパ）９勝，日経新春杯，京都新聞杯，

札幌記念（２回），etc.，���５勝，種牡馬
ダニツシユガール（79牝 ＊ハーデイカヌート）５勝，牝馬東タイ杯，阪急
杯２着，京都牝馬特別３着，etc.

フォワードツモロー（84牡 ＊ヴアリイフオージユ）４勝，京都３歳Ｓ‐OP
３着，木曽駒特別，熱田特別２着，etc.

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

260 エルベレス２０２１ 牡・栗 ５／ ８

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイエルベレス ＊ジェイドロバリー

��
��
�ジアーダ栗 2004 ピツコラ

＊プロポンチス 4d
Mr. Prospector S4×M4×S5 Nijinsky M4×M5 Northern Dancer S5×M5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 エイシンスイーツ（14鹿 ＊シンボリクリスエス）�入着�
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ハピネスアゲン（19牝芦 エイシンヒカリ）�１勝
ナンゴクタフネット（20牡芦 エイシンヒカリ）�未出走

２代母 ＊バーモントガール（97 USA鹿 ＊ミシエロ）１勝
＊エイシンヴァイデン（02牡 Touch Gold）３勝，野路菊Ｓ‐OP，フェニックス賞

‐OP，松戸特別２着，瀬波温泉特別３着，etc.，障害１勝，�入着��，ウイ
ンター争覇２着

＊エーシンベロシティ（05牝 Lemon Drop Kid）�３勝�９勝��１勝
メイショウテッコン（15牡 マンハッタンカフェ）５勝，日経賞‐G2，ラジオＮ

ＩＫＫＥＩ賞‐G3，白百合Ｓ‐LR，神戸新聞杯‐G2 ３着，梅花賞
＊エーシンベタラネリ（06牝 Elusive Quality）�出走

メディクス（16牡 ゴールドアリュール）４勝，西部日刊スポーツ杯，高田城特
別２着，彦星賞２着，���出走

エイシンハルニレ（17牡 ＊エイシンアポロン）��５勝�１勝�５勝�	，ハヤ
テスプリント，オパールＣ，新緑賞，駿蹄賞２着，若駒賞２着，etc.

ブルーバード（18牝 リーチザクラウン）２勝，ダリア賞‐OP
＊エーシンテュポーン（07牡 Dynaformer）１勝，指宿特別３着，�１勝�１勝
エーシンバリントン（08牡 Awesome Again）３勝，梅田Ｓ２着，甲南Ｓ２着，御

嶽特別２着，わらび賞２着，桃山Ｓ３着，�１勝�入着６回
エーシンヘディング（10牡 タニノギムレット）３勝
エイシンイースト（11牡 マンハッタンカフェ）１勝，�４勝�入着，摂津盃２着
エイシンウィキ（13牝 キングカメハメハ）�入着

エイシンピストン（18牡 ＊エーシンスピーダー）�	６勝�１勝�２勝，二十四
万石賞３着

３代母 レイジングアパラチーRaging Apalachee（88 USA黒鹿 Apalachee）不出走
アールタクス Artax（95牡 Marquetry）USA７勝，ＢＣスプリント‐G1，カーター

Ｈ‐G1，ヴォスバーグＳ‐G1，サンフェリペＳ‐G2，フォレストヒルズＨ‐G2，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲富田牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1546
生 産 牧 場： ㈲富田牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

261 エイシンスイーツ２０２１ �・鹿 ４／３０

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayエイシンスイーツ
＊

＊ミシエロ

��
��
�バーモントガール鹿 2014 Raging Apalachee

14a
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 エフティベス（12黒鹿 ＊ハービンジャー）入着２回
〔産駒馬名登録数：３〕
エフティゲイル（20牡鹿 ＊ドレフォン）�未出走

２代母 エフティマイア（05鹿 フジキセキ）３勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，オークス‐Jpn1
２着，桜花賞‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ５着，マリーゴールド賞‐OP，etc.
エフティスパークル（13牡 ＊ハービンジャー）３勝，石和特別２着，調布特別２着，

三春駒特別２着，両国特別３着
エフティアテナ（15牝 ルーラーシップ）１勝
エフティイーリス（16牝 ルーラーシップ）２勝，富里特別３着

３代母 カツラドライバー（98鹿 ニホンピロウイナー）入着
フジヤマサクラ（03牝 ＊クロフネ）入着２回，�４勝�

ミサイルマン（14� カネヒキリ）��６勝��３勝�，ハイセイコー記念，だ
るま夕日賞，二十四万石賞３着，etc.

ロフティネス（16牡 スクリーンヒーロー）２勝，インディアＴ３着
ワキノドライバー（04牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝

ワキノアタリ（13牝 キャプテントゥーレ）２勝，火打山特別２着，�４勝
デバイスドライバー（12牡 ハーツクライ）２勝，岩船特別，瓢湖特別２着
アドマイヤモラール（13牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ２着

４代母 ノーザンマイア（90鹿 ＊ノーザンテースト）４勝，山城特別２着，潮騒特別３
着，オーロラ特別３着，羊蹄山特別３着，桧原湖特別３着，etc.
［子］ ウシュアイア（00牝 バブルガムフェロー）５勝，阿蘇Ｓ‐OP ３着，由布

院特別，香嵐渓特別，etc.
ケンブリッジマイア（03牝 アグネスタキオン）１勝，陸奥湾特別，大倉山
特別２着，川越特別２着，etc.，�１勝	１勝

ダイワマイクル（97牡 フジキセキ）３勝，さくらんぼ特別３着
［孫］ フィンデルムンド（08牡 マヤノトップガン）２勝，大須特別２着，�３勝

�入着５回

５代母 ＊マイア（72 ARG鹿 Cipol）USA・ARG８勝，サンイシドロ大賞‐G1，亜オー
クス‐G1，エリセオラミレス賞‐G2，アントニオリベロ賞‐G3，チリ賞‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 松山 増男＝江別市大麻 �090-8275-8679
生 産 牧 場： ㈲習志野牧場
飼 養 者： 田口トレーニングファーム＝安平町早来富岡 �0145-22-3963

262 エフティベス２０２１ �・鹿 ３／ ９
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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlエフティベス フジキセキ

��
��
�エフティマイア黒鹿 2012 カツラドライバー

＊マイア 4k
サンデーサイレンス S3×M4 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 エルクイーン（10黒鹿 Tiznow）�４勝���１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（２）〕
グレーフィンソニア（16牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着２回，��１勝��入

着２回��
ルシエンテ（17牡鹿 ルーラーシップ）��１勝	
ドンカポノ（18牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，青梅特別（Ｄ1600）
ブリンディジ（19牡栗 ドゥラメンテ）�１勝

２代母 ＊エキゾチックエレガンス（01 USA鹿 Storm Cat）USA２勝
グランプロフェタGran Profeta（09 牡 Unbridled's Song）PER19 勝，アメリカ賞

‐G2 ２着，ベロシダド賞‐G3 ２着，P. Greek Prince‐L ３着，P. Arrab
al‐L ３着，種牡馬

ワンアフター（13
 アドマイヤムーン）４勝，飛騨Ｓ，別府特別，アクアマリンＳ
２着，彦根Ｓ３着，船橋Ｓ３着

メープル（15牝 マンハッタンカフェ）２勝，北摂特別３着

３代母 イグゾティックウッド ExoticWood（92 USA黒鹿 Rahy）USA11 勝，サン
タマリアＨ‐G1，サンタモニカＨ‐G1，ゴーフォーワンドＳ‐G1，ジェニュイン
リスクＨ‐G2，ラブレアＳ‐G2，etc.
イグゾティックファンタジーExotic Fantasy（03 牝 Storm Cat）不出走

ファンタジーロックス Fantasy Rocks（07 牝 Rock Hard Ten）不出走
ボールドファンタジー Bold Fantasy（11
 Bertrando）USA７勝，Ha
rris Farms S‐R

イグゾティックウィッシズExoticWishes（05 牝 A.P. Indy）不出走
イグゾティックスルー Exotic Slew（09
 Bertrando）USA６勝，Californi

a Breeders' Champion S‐R ２着
アンダーウッドUnderwood（14
 Old Fashioned）USA３勝，Zia Park G

overnor's Cup S，Riley Allison S３着
イグゾティックデザインExotic Design（06牝 A.P. Indy）USA出走

シークレットラヴ Secret Love（18牝 Not This Time）�USA４勝，Fran
klin Square S‐R，Bouwerie S‐R ２着

キートゥパワー Key to Power（09 牡 A.P. Indy）USA12 勝，Cliff Guilliams H，
種牡馬

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

263 エルクイーン２０２１ 牡・黒鹿 ２／１３

＊

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

ティズナウ Cee's Tizzy

�
�
�
�
�

��
��

�Tiznow Cee's Songエルクイーン
＊ Storm Cat

��
��
�エキゾチックエレガンス黒鹿 2010 ExoticWood

A4
Storm Cat M3×S4 Blushing Groom S5×M5

価格： 購買者：



母 エーシンラクーリエ（06栗 ＊コロナドズクエスト）２勝，村上特別（芝 1600），戎
橋特別（芝 1600）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－３（11），地方－２（８）〕
エイシンナセル（12牡鹿 ネオユニヴァース）３勝，��７勝��，園田金盃
（Ｄ1870）３着

モズアトラクション（14�栗 ジャングルポケット）６勝，エルムＳ‐G3，平安Ｓ
‐G3 ２着，仁川Ｓ‐L（Ｄ2000）３着，マリーンＳ‐OP（Ｄ1700）２着，雅Ｓ
（Ｄ1900），甲南Ｓ（Ｄ2000）

エイシンヨッシー（16牡栗 ＊ストーミングホーム）２勝，チバテレ杯（Ｄ1800）３着，
��１勝

２代母 ラリシェス（98栗 Exit to Nowhere）不出走
ワイルドコマンダー（02牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝，�４勝�入着４回，大阿

蘇大賞典，肥後の国ＧＰ３着
メイショウベーネ（05牝 ＊スキャターザゴールド）２勝，陸奥湾特別３着

メイショウグジョウ（14牡 メイショウボーラー）２勝，小金井特別３着，障害１勝

３代母 ＊ボーディース（89 USA栗 Nijinsky）FR１勝
ガレアデボワGalea des Bois（94 牝 Persian Bold）FR１勝，Criterium de l'Ou

est‐L ３着
ダンスレットDancerette（95 牝 ＊グルームダンサー）FR１勝

＊バイロイト（01� Singspiel）７勝，万葉Ｓ‐L，大阪―ハンブルクＣ‐L ２着，
古都Ｓ，etc.

フィオルディリージ Fiordiligi（03 牝 Mozart）不出走
ドルフィンヴィスタDolphin Vista（13� Zoffany）�GB・FR・SWI７
勝，P. du Pays d'Auge‐L，Doonside C‐L

ヴェネヌーズVeneneuse（96牝 Machiavellian）FR入着
ジャラーダ Jarada（04牝 Redoute's Choice）AUS１勝
アブソルートエクセレンシア Absolut Excelencia（09� Excellent Art）
NZ10 勝，Gore Guineas‐L，Timaru S‐L ２着，Southland G
uineas‐L ２着

ファシカ Fasika（15 牝 So You Think）AUS５勝，ＡＴＣサファイアＳ
‐G2，ＡＴＣウェノナガールＨ‐G3，ATC South Pacific Classic‐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： 築紫 洋
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

264 エーシンラクーリエ２０２１ 牡・鹿 ３／ １

＊

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

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�コロナドズクエスト Laughing Lookエーシンラクーリエ Exit to Nowhere

��
��
�ラリシェス栗 2006 ＊ボーディース

7
Mr. Prospector S4×M4 Coup de Folie S4×M4 Damascus M4×S5
Northern Dancer S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 オンワードラトゥル（02黒鹿 ＊ストローズクリーク）障害１勝，京都ハイジャンプ
‐JG2（3930）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
オンワードデューク（08牝栗 ＊アグネスデジタル）障害２勝
ミルフィーユベルン（14牝青 アドマイヤジャパン）�３勝���入着４回
テンハート（16牝栗 カンパニー）��入着３回�２勝
リュウノカリー（19牝青鹿 ローレルゲレイロ）���入着２回�入着�

２代母 オンワードロゼ（89黒鹿 オンワードカメルン）４勝，河北新報杯，印旛沼特別，
松浜特別２着
オンワードジェダイ（98牡 アンバーシヤダイ）�６勝�４勝�入着	
��
ヴェルサス（05牡 ＊ダンツシアトル）�１勝
オンワードキラ（07牝 ＊キンググローリアス）�10 勝

３代母 オンワードナンシー（85芦 ＊ハードツービート）２勝，サフラン賞
オンワードコーネル（90牡 ハギノカムイオー）２勝，荒川峡特別，オープニングＣ２着
オンワードノーブル（91牝 アンバーシヤダイ）３勝，フラワーＣ‐Jpn3，芙蓉Ｓ

‐OP，葉月Ｓ‐OP ２着，etc.
オンワードキャリー（98牝 ＊マイニング）１勝，遊楽部特別２着，十勝岳特別３着
オンワードローレル（99牡 サクラローレル）１勝
オンワードファニー（01牝 ＊フォーティナイナー）�７勝
サンアンカレッジ（14牡 アッミラーレ）１勝

オンワードアイガー（92牡 アンバーシヤダイ）３勝，韓国騎手招待（２），横津岳特
別２着，くちなし賞２着，	
１勝��入着７回

オンワードレイラ（93牝 ＊ナイスダンサー）１勝
オンワードベスト（96牡 ＊ラストタイクーン）１勝
マヤノパルヴァティ（04牝 マヤノトップガン）�１勝�２勝�入着

４代母 ＊パルフエ（72 FR芦 ＊ゼダーン）FR２勝

５代母 パットブランシュPatte Blanche（57 FR鹿 Sicambre）FR１勝
［子］ シーウルフ SeaWolf（67 Dan Cupid）FR１勝，P. Juigne３着，

FR障害８勝

販売申込者・所有者： 南部 功＝浦河町上絵笛 �0146-22-0710
生 産 牧 場： 南部 功
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

265 オンワードラトゥル２０２１ 牡・鹿 ５／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンシャーク
＊ Caerleon

��
��
�カーラパワー鹿 2008 Jabali

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�ストローズクリーク Bottle Topオンワードラトゥル オンワードカメルン

��
��
�オンワードロゼ黒鹿 2002 オンワードナンシー

＊パルフエ 12e
Halo M3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 カネショウメロン（04鹿 ＊ディアブロ）��４勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
キョウエイボヌール（11牝栗 ゴールドアリュール）１勝
ポッドグレイシー（15牡鹿 スマートファルコン）��５勝
ポッドギル（16牝栗 フリオーソ）��５勝，ユングフラウ賞（Ｄ1400），川崎スパ

ーキングスプリント（Ｄ0900）３着
ワタシハマジョ（20牝鹿 ＊ドレフォン）�出走

２代母 カネショウマリア（98黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）��２勝
カネショウノゾミ（02牡 ＊カコイーシーズ）��２勝
キュンキュンハート（05牝 スペシャルウィーク）１勝
シーダーラック（06牡 ゴールドアリュール）４勝，丹沢Ｓ，総武Ｓ３着

３代母 カネシヨウダナー（82栗 ＊ラツキーソブリン）不出走
カネシヨウルビー（87牝 ＊フイリツプオブスペイン）��５勝

カネショウレグナム（97牝 ＊スマコバクリーク）��２勝
コスモザガリア（05牝 アグネスゴールド）２勝，小倉城特別２着，ミモザ
賞３着

カネショウベガ（99牝 ＊ナグルスキー）��１勝
インフォーマー（11牡 タイムパラドックス）��９勝�入着�，プラチナ
Ｃ３着，マイルＧＰ３着

カネショウハルオー（91牡 ＊ラシアンボンド）１勝，金華山特別３着
カネショウローズ（95牝 ＊ゴールデンフェザント）��出走

カネショウメロディ（03牝 ジェニュイン）��４勝，東京２歳優駿牝馬３着

４代母 バツカナム（70鹿 ＊ヴイミー）出走
［子］ グランドテスコ（80牡 ＊テスコボーイ）４勝，琵琶湖特別，地方競馬騎手

招待，雪割草特別，�９勝，種牡馬
［孫］ セイクビゼン（95牡 ビゼンニシキ）２勝，スプリングＳ‐Jpn2 ２着，か

らまつ賞
バッカナムソング（86牡 ＊テユデナム）３勝，霞ケ城特別２着
マツブリジャンテ（91牡 アサヒエンペラー）１勝，春菜賞３着，�１勝

販売申込者・所有者： 下屋敷牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2859
生 産 牧 場： 下屋敷牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

266 カネショウメロン２０２１ 牡・鹿 ４／１８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�ディアブロ Avilionカネショウメロン ＊コマンダーインチーフ

��
��
�カネショウマリア鹿 2004 カネシヨウダナー

＊ビユーチフルドリーマー 12
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 カネスブリエ（08鹿 ＊ロックオブジブラルタル）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－５（26）〕
シゲルカンパチ（13牡鹿 ＊シンボリクリスエス）��８勝��１勝�１勝
ブラックセドナ（15牝黒鹿 トランセンド）�１勝
クロヒョウ（16牡青鹿 ＊ロージズインメイ）入着４回，���４勝�２勝
グランモール（17牡鹿 ＊パイロ）���３勝
リンクスエルピス（18牡鹿 ホッコータルマエ）��５勝�１勝
ツーエムロケット（19�鹿 ＊パイロ）出走，�地方未出走

２代母 サムソンフェアリー（97鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
カネスラファール（04牡 ＊ミシエロ）４勝，初凪賞３着，障害２勝，新潟ジャンプＳ

‐JG3 ３着
カネスラディカール（06牡 ＊コロナドズクエスト）１勝
ゼロス（09牡 キングカメハメハ）５勝，東風Ｓ‐L ２着，若駒Ｓ‐OP，メイＳ‐OP

２着，元町Ｓ，八雲特別，etc.
ラプタ（10牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
リトルフェアリー（17牝 ジャングルポケット）�	２勝


３代母 ＊ティスワ（88 USA栗 Lyphard）GB１勝
サムソンレッド（93牝 Caerleon）４勝，函館日刊スポーツ杯，小野川湖特別，大日

岳特別２着，etc.
オースミタキオン（03牡 アグネスタキオン）１勝，鹿屋特別２着

サムソンゼット（94牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，山陽特別，キャピタルＳ２着，
フィリピンＴ２着，etc.

アルフレンテ（00牝 ＊スキャン）２勝
ケルンダッシュ（12牡 ハーツクライ）３勝，北海Ｈ，駒ケ岳特別，種牡馬

４代母 ハッピーブライド Happy Bride（78 IRE 鹿 Royal Match）GB・FR・IRE・
USA９勝，サンタアナＨ‐G2，愛プリティポリーＳ‐G2，A Gleam H，Apr
il Fillies S，サンタバルバラＨ‐G1 ２着，etc.
［孫］ ラッドオヴザマナー Lad Of The Manor（00� Zabeel）AUS13 勝，Ｖ

ＲＣＬＫＳマッキノンＳ‐G1，ＭＶＲＣジョンＦフィーハンＳ‐G2
（２回），ＭＲＣＪＪリストンＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 坂牧場＝日高町美原 �01456-5-2857
生 産 牧 場： 坂牧場
飼 養 者： 三橋ステーブル＝むかわ町米原 �080-6079-0954

267 カネスブリエ２０２１ �・青鹿 ４／３０

＊

＊ 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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�ロックオブジブラルタル Offshore Boomカネスブリエ ＊サンデーサイレンス

��
��
�サムソンフェアリー鹿 2008 ＊ティスワ

6e
Mr. Prospector S5×S5 Northern Dancer M5×M5×M5

価格： 購買者：



母 カレンステイシー（11栗 アドマイヤジャパン）３勝，乙訓特別（芝 1200）３着，摩
周湖特別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３）〕
カレンロマチェンコ（18牡鹿 ＊マクフィ）�３勝，昇竜Ｓ‐OP（Ｄ1400）

２代母 カレンママ（01栗 ＊エンドスウィープ）３勝
カレンジェニオ（08牡 スペシャルウィーク）４勝，木古内特別３着，わらび賞３着，

�６勝��入着
カレンシュガーレイ（09牡 ハーツクライ）１勝，�４勝�２勝�
カレンタントミール（10牝 ＊シェルゲーム）出走

カレングロリアーレ（16牡 トーセンホマレボシ）３勝，相模湖特別，新春Ｓ２着
カレンピピ（17牝 トーセンホマレボシ）１勝

カレンローザネーラ（12牝 サムライハート）１勝，�４勝�
カレンコマンドール（13� ＊ベーカバド）２勝
カレンガリアード（15牡 トーセンホマレボシ）３勝，香嵐渓特別，��１勝

３代母 ＊アズウィロー（91 CAN鹿 Alwasmi）USA４勝
アズイクスペクテド As Expected（99� Valid Expectations）USA・CAN９勝，

コノートＣ‐G3 ２着
ビリーヴザミラクル（02牝 フジキセキ）２勝

マイネルアルケミー（16牡 ＊ダンカーク）�４勝，ＴＶｈ賞‐OP ３着，クリス
マスローズＳ‐OP ３着，福島２歳Ｓ‐OP ３着，etc.

４代母 ウィローフライトWillow Flight（79 CAN栗 Lend Lease）USA８勝，T
attling H，Belle Mahone S‐LR ２着（２回），Maple Leaf S‐LR ２着
（２回），Tattling H‐L ２着，Ontario Matron H‐L ２着，etc.
［子］ ヴィクタークーリー Victor Cooley（93� Cool Victor）USA13 勝，ヴォ

スバーグＳ‐G1，コモンウェルスＢＣＳ‐G2，Pelleteri H‐L，etc.

５代母 キャリコフライト Calico Flight（69 CAN黒鹿 Major Flight）USA５勝，
JohnW.Sifton Memorial S２着，Manitoba S３着
［孫］ クラッシーダニエラ Classy Daniela（98 牝 Regal Classic）USA６勝，

Eternal Search S‐R ３着

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

268 カレンステイシー２０２１ �・栗 ５／２６

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤジャパン ビワハイジカレンステイシー ＊エンドスウィープ

��
��
�カレンママ栗 2011 ＊アズウィロー

11d
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5 Mr. Prospector S5×M5
Nijinsky S5×M5
価格： 購買者：



母 カレンマーガレット（07青鹿 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（12）〕
テクノカレン（12牝鹿 カンパニー）�１勝
パンプキンズ（16牡鹿 スターリングローズ）��11 勝，ダイヤモンドＣ（Ｄ1600），

東北優駿（Ｄ2000），寒菊賞（Ｄ1600），あすなろ賞（Ｄ1900）２着，青藍賞
（Ｄ1600）２着，イーハトーブマイル（Ｄ1600）２着，やまびこ賞（Ｄ1900）２着，
絆Ｃ（Ｄ1600）３着，不来方賞（Ｄ2000）３着

マオノイリゼ（20牝鹿 ロゴタイプ）�地方未出走

２代母 ＊ウィッチフルシンキング（94 USA鹿 Lord Avie）USA12 勝，パカラップＳ
‐G2，イーゴンマイルＳ‐G3，ジャストアゲイムＨ‐G3，ニジャナＳ‐G3，Fir
st Lady S‐L，etc.
マンティスハント（01牝 Deputy Minister）入着３回

ゴーハンティング（08� フジキセキ）４勝，飯豊特別，葉山特別，石狩特別，
セプテンバーＳ２着，札幌日刊スポーツ杯２着，etc.

サングレーザー（14牡 ディープインパクト）７勝，札幌記念‐G2，マイラーズ
Ｃ‐G2，スワンＳ‐G2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，マイルＣｈＳ‐G1 ３着，etc.，
種牡馬

ロフティーエイム（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ‐Jpn3，函館記念
‐Jpn3 ２着，檜原湖特別，野島崎特別２着，両国特別２着，etc.
スマッシュ（10牝 キングカメハメハ）出走
スマッシャー（18牡 ＊マジェスティックウォリアー）�３勝，ユニコーンＳ
‐G3，端午Ｓ‐OP ３着，��出走，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ４着

エイムアンドエンド（15牡 エイシンフラッシュ）�３勝，共同通信杯‐G3 ３着，
ＴＶ山梨杯，幕張Ｓ２着，障害１勝

スペシャルウィッチ（04牝 スペシャルウィーク）１勝
ダイワモースト（06牡 ＊グラスワンダー）１勝
メーデイア（08牝 キングヘイロー）４勝，��５勝�１勝，ＪＢＣＬクラシック

‐Jpn1，Ｌプレリュード‐Jpn2，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3（２回），スパーキング
ＬＣ‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3

ウィッチクラフト（16� ゴールドアリュール）�２勝，天満橋Ｓ３着，��１勝�入着

３代母 ハロウィーンジョイHalloween Joy（87 USA鹿 Exuberant）USA９勝

販売申込者・所有者： 高橋 啓＝平取町川向 �01457-2-3529
生 産 牧 場： 高橋 啓
飼 養 者： パッショーネ＝新冠町節婦町 �090-2433-5036

269 カレンマーガレット２０２１ 牡・黒鹿 ３／１１
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスカレンマーガレット
＊ Lord Avie

��
��
�ウィッチフルシンキング青鹿 2007 Halloween Joy

2b
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 キャトルキャール（05栗 サクラローレル）３勝，ＴＶＱ杯（Ｄ1700），由布院特別
（Ｄ1700）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（15）〕
サントノーレ（12牝栗 ゴールドアリュール）１勝，�５勝�１勝��入着
ルッチカーレ（14牡栗 ダノンシャンティ）�１勝
ドドナエア（16牝栗 ゼンノロブロイ）��１勝�１勝
プリメラクラセ（18牡栗 アドマイヤマックス）���入着２回�５勝
ファインローズ（19牝鹿 トゥザワールド）��１勝

２代母 プティクレール（92栗 ＊パークリージエント）１勝
エクストレム（97牡 トウカイテイオー）�１勝
シェルクレール（02牡 ダンスインザダーク）１勝
イッツアチャンス（07牡 サクラバクシンオー）３勝，�２勝�

３代母 シンデレラスマイル（85鹿 ＊デイクタス）出走
シンデレラジョウ（02牝 ジェニュイン）��入着５回，ローレル賞２着，東京２歳

優駿牝馬３着

４代母 ＊ナツシングライムド（70 GB鹿 Emerson）不出走
［子］ ランドヒリュウ（82牡 ＊ブレイヴエストローマン）７勝，日経新春杯

‐Jpn2，高松宮杯‐Jpn2，京都４歳特別‐Jpn3，etc.，種牡馬
ヒダカスピード（79牡 ＊ボールドリツク）10勝，薫風特別，北総特別，府
中特別，etc.，種牡馬

ダイカツノーベル（84牡 ＊マラケート）２勝，カトレア賞，鳥羽特別２着，
下呂特別２着

［孫］ キョウエイエイト（87牡 ＊トレボロ）入着３回，	
８勝�１勝，開設記
念３着，高崎大賞典３着，端午賞３着

スタナー（87牝 キヨウエイプロミス）３勝，青島特別
［曾孫］ ハシノケンシロウ（87牡 ビゼンニシキ）７勝，新潟大賞典‐Jpn3，カブト

ヤマ記念‐Jpn3，福島記念‐Jpn3，etc.
エスジーフラット（90牡 ＊ナトルーン）７勝，中山金杯‐Jpn3 ３着，エイ
プリルＳ‐OP，巴賞‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： 武田 修一＝新冠町高江 �0146-47-2452
生 産 牧 場： 武田 修一
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

270 キャトルキャール２０２１ 牡・栗 ３／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤ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

Rainbow Quest

�
�
�
�
�

��
��

�サクラローレル ＊ローラローラキャトルキャール ＊パークリージエント

��
��
�プティクレール栗 2005 シンデレラスマイル

＊ナツシングライムド 7a
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 キュアエンジェル（15鹿 ＊シンボリクリスエス）�入着
初仔

２代母 テーオーエンジェル（05栗 アグネスタキオン）１勝，宮崎特別３着，�２勝

３代母 ヘイアンダーム（87黒鹿 トウシヨウボーイ）２勝，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，
富里特別，鹿島特別３着，松川浦特別３着，富里特別３着，etc.
サンライズフラッグ（94牡 ＊リアルシヤダイ）５勝，鳴尾記念‐Jpn2，天皇賞（秋）

‐Jpn1 ３着，毎日王冠‐Jpn2 ３着，etc.
サンライズウィナー（99牡 ＊トニービン）１勝
サンライズシンバ（00牡 ＊アフリート）１勝，�２勝�９勝

４代母 ラシヤール（80鹿 ＊パーソロン）��１勝
［子］ マンポイント（91牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，白川特別，松川浦特別，

伊勢特別２着
ヘイアンブレベスト（86牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，出雲崎特別３着

［孫］ タヤスタモツ（96牡 ＊クリミナルタイプ）２勝，菊花賞‐Jpn1 ４着，琵琶
湖特別２着，兵庫特別２着，etc.

ウェディングセボン（94牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，下総特別２着
メアリーステラ（03牝 ＊マイネルラヴ）１勝，汐留特別３着

［曾孫］ オシャレキング（05牡 ＊アフリート）４勝，由布院特別，和布刈特別
ウェディングヒミコ（02牝 ＊コマンダーインチーフ）２勝，きんせんか賞
サイモンガーランド（09牝 ＊ロージズインメイ）４勝，釜山Ｓ２着，オー
クランドＲＣＴ３着

コパノジョージ（12牡 ＊クロフネ）�６勝�４勝�２勝�入着�，兵庫ダ
ービー２着，菊水賞２着，ＭＲＯ金賞３着

５代母 スイシユン（74黒鹿 ＊タカウオーク）��１勝
［孫］ パピヨンスキー（90牝 ＊ナグルスキー）�２勝��４勝，ロジ－タ記念２着

ツカサボタン（94牝 ＊リンドシェーバー）	
３勝��２勝�入着２回，
クイーンＣ２着

［曾孫］ クラショウエース（94牡 カツラギエース）３勝，春日山特別，水芭蕉特別
３着，�２勝	
２勝

販売申込者・所有者： サンバマウンテンファーム＝日高町富川北 �01456-2-2040
生 産 牧 場： サンバマウンテンファーム
飼 養 者： サンバマウンテンファーム＝日高町富川北 �01456-2-2040

271 キュアエンジェル２０２１ 牡・栗 ３／１３

＊

＊ 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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayキュアエンジェル アグネスタキオン

��
��
�テーオーエンジェル鹿 2015 ヘイアンダーム

＊アストニシメント 7c
Seattle Slew S4×M5 Roberto M4×S5 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 キルシュバウム（07栗 キングヘイロー）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
クラップクラップ（17牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）���４勝�２勝

２代母 ＊グッドミセスマーフィー（86 USA栗 Miswaki）USA４勝，Modjeska H
２着，Dearly Precious S３着
フォーンコレクトPhone Collect（93 牝 Phone Trick）USA１勝
グッドンクレヴァーGood N Clever（95 牝 Clever Trick）USA３勝
ホーマンアーチ（96牡 ＊ブロッコ）�13 勝�
ホーマンプレイヤー（97牡 ＊デインヒル）３勝，鹿島特別，桐花賞２着，メルボルン

Ｔ３着，君子蘭賞３着，�１勝
ホーマンアピール（00牡 ＊コマンダーインチーフ）４勝，マーガレットＳ‐L，ファル

コンＳ‐Jpn3 ２着，フェニックス賞‐OP ２着，淀屋橋Ｓ，etc.，�１勝�入
着，グランシャリオＣ‐Jpn3 ３着

ホーマンルージュ（01牝 ＊デヒア）１勝
ホーマンルッツ（08牡 フジキセキ）１勝，�３勝，九千部山賞３着

ホーマンブラヴォー（02牡 ダンスインザダーク）４勝，三峰山特別，御池特別３着，
�７勝�

ホーマンライズ（06牝 マヤノトップガン）１勝，�１勝�

３代母 ミラーメイドMiller Maid（79 USA栗 The Minstrel）不出走
トラップドスモークTrap de Smoke（84牝 Oh Say）USA入着

シッティンクール Sittin Cool（92	 Cool Joe）USA２勝，Hirsch Jacobs S
‐L ３着

オンザライトウィキットOntherightwicket（93 牝 Cryptoclearance）USA５勝，
Maryland Juvenile Filly Championship S‐R，Inside Information S２
着，Heavenly Cause S‐R ２着，etc.

４代母 ジェラーリ Jerali（66 USA栗 Olden Times）USA13 勝，インタバラＨ３着，
フラーテイションＳ３着，Mill Race H３着
［子］ シルクオアサティン Silk Or Satin（75 牡 Impressive）USA15 勝，Jet

H‐R（２回），Playpen S‐R ３着，種牡馬
プルート Plute（73 牡 Umbrella Fella）USA７勝，Loch Raven S

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

272 キルシュバウム２０２１ �・栗 ２／ ３
＊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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローキルシュバウム
＊ Miswaki

��
��
�グッドミセスマーフィー栗 2007 Miller Maid

10a
Halo S4×M4 Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 キクノアルバ（07鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（16）〕
キクノグロウ（15牝黒鹿 リーチザクラウン）�16 勝
タイコウフェイス（20牝鹿 サトノアラジン）�未出走

２代母 ヤシマローマン（89鹿 ＊ブレイヴエストローマン）入着
ビゼンタイホウ（94牡 ビゼンニシキ）��７勝�４勝�
イチノハヤテヒメ（99牝 ＊シアトルダンサーⅡ）�１勝
テイエムデンコウ（00牡 ＊シアトルダンサーⅡ）１勝
シャコーミリオン（02牡 メジロライアン）３勝，猪苗代特別３着，岳特別３着，

��１勝
キクノアロー（03牡 キングヘイロー）４勝，アンタレスＳ‐G3 ２着，北山Ｓ，藤森特

別，雅Ｓ２着，etc.，��１勝�２勝�入着��，ダイオライト記念‐Jpn2，etc.
バブルガムローマン（05牡 バブルガムフェロー）�１勝�	�
キクノグラード（09牡 キングヘイロー）１勝，白鳥大橋特別３着，�８勝�１勝�1

2 勝
入着３回，尾張名古屋杯
キクノオーブ（11牡 ＊ケイムホーム）�４勝��

３代母 ナルタキグロリー（80鹿 ＊サンプリンス）１勝
トーワビゼン（87牡 ビゼンニシキ）５勝，五頭連峰特別，北方特別，シドニーＴ２

着，etc.
ピノキオビューティ（90牝 ＊モガミ）３勝，寺泊特別，豊明特別３着
クレバーウイン（94牝 ＊エブロス）
２勝��２勝�入着��，ひまわり賞３着

４代母 ナルタキブイミー（66鹿 ＊ヴイミー）４勝
［子］ マイティアロー（73牡 ＊ネヴアービート）４勝，師走特別，長良川特別

ダイイチマッハ（86牡 ビゼンニシキ）１勝，由布院特別２着，青島特別３着
フエードエリカ（84牝 マルゼンスキー）２勝，おおぞら特別２着

［孫］ キクノスカーレット（94牝 ＊ヘクタープロテクター）５勝，マーメイドＳ
‐Jpn3 ２着，パールＳ，高瀬川特別（２回）

スカイグローリ（87牡 ＊ダンサーズイメージ）６勝，道頓堀Ｓ，鈴鹿Ｓ，
八坂特別，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

273 キクノアルバ２０２１ �・黒鹿 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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターキクノアルバ ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�ヤシマローマン鹿 2007 ナルタキグロリー

＊アストニシメント 7c
Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 カンポデフィオーリ（14黒鹿 ゼンノロブロイ）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 アルウェン（99栗 ＊トニービン）１勝
ルーシエン（06牝 ネオユニヴァース）�２勝

オテロ（12牡 メイショウサムソン）�３勝�入着，岩手ダービーダイヤモンド
Ｃ３着

ギンザボナンザ（07牝 ゼンノロブロイ）５勝，アネモネＳ‐L，ターコイズＳ‐L ２着，
ニューイヤーＳ‐L ３着，ポプラＳ，かもめ島特別，etc.
ゴールドギア（15牡 ロードカナロア）�５勝，メトロポリタンＳ‐L，緑風Ｓ，

八雲特別，魚沼特別２着，ＨＴＢ賞２着，etc.
レッドサイファー（09牡 フジキセキ）１勝
サンライズウェイ（10牡 ゴールドアリュール）３勝，中ノ岳特別，ドンカスターＣ３着
レッドルシアン（11牝 ゼンノロブロイ）１勝
クウェンヤ（18牝 カレンブラックヒル）���２勝�１勝�入着

３代母 アドラーブル（89栗 ＊ノーザンテースト）３勝，オークス‐Jpn1，桜花賞‐Jpn1
２着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４着，チューリップ賞‐OP，紅梅賞‐OP ２着
フサイチキャプテン（94牡 ＊トニービン）２勝，桑折特別，八瀬特別３着
エモシオン（95牡 ＊トニービン）５勝，京都記念‐Jpn2，菊花賞‐Jpn1 ３着，日経

新春杯‐Jpn2 ２着，etc.
サリーレ（96牡 ＊トニービン）２勝，すみれＳ‐OP，梅花賞３着
マイネルバイファル（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，夏木立賞３着，�10 勝��
ショウケイ（03牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，文知摺特別，�６勝�

４代母 ＊エコルシユ（82 USA黒鹿 Big Spruce）USA５勝
［子］ ノーザンレインボー（90牡 ＊ノーザンテースト）７勝，アクアマリンＳ，etc.，

障害７勝，中山大障害（春），東京障害特別（秋），優障害，種牡馬
デリキット（96牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，ニセコ特別，仲冬特別３
着，平ヶ岳特別３着

マルカダイナミック（95牡 アンバーシヤダイ）１勝，はなみずき賞２着
［孫］ エアピエール（96牡 フジキセキ）７勝，マーチＳ‐Jpn3 ３着，etc.，	

１勝�入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �090-9082-6145
生 産 牧 場： 坂本 智広
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

274 カンポデフィオーリ２０２１ 牡・黒鹿 ３／ ５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルカンポデフィオーリ ＊トニービン

��
��
�アルウェン黒鹿 2014 アドラーブル

＊エコルシユ 14c
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 クインズコノセ（12黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）��３勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ケイアイタイム（18�鹿 ＊ダンカーク）���出走
エコロウォーリア（20牡鹿 ＊ベストウォーリア）�未出走

２代母 ＊ワンダーキャット（96 USA鹿 Storm Cat）USA１勝
バラードズキャット Ballado's Cat（01 牝 Saint Ballado）USA・ARG４勝，カル

ロスＡメンディテギ賞‐G3 ２着，エウドロＪバルサ賞‐G3 ３着
リンダリンダリンダ Lindalindalinda（08牝 Val Royal）ARG４勝，サンイシ

ドロ２歳牝馬大賞‐G1 ２着，ホアキンＶマケダ賞‐G3 ２着，P. Melgar
ejo‐L ２着，P. Omnium‐L ３着

メアリーズギフトMary's Gift（09 牝 Honour and Glory）ARG２勝，P. Ba
yakoa‐L

グローリアスモーメントGlorious Moment（15 牡 Treasure Beach）ARG４
勝，サンマルティン将軍大賞‐G1，チャカブコ賞‐G2，ブエノスアイレス
州賞‐G3，５月２５日大賞‐G1 ２着，P. Regimiento de Granaderos A Cab
allo‐L ２着

ケイアイスウォード（05牡 Smoke Glacken）３勝，道新スポーツ杯３着，�３勝��
ケイアイカミーリア（07牝 ＊タイキシャトル）２勝

シャンデリアムーン（16牝 アドマイヤムーン）�４勝，春雷Ｓ‐L ３着，しらか
ばＳ，皆生特別，長篠Ｓ３着，アクアマリンＳ３着

ケイアイアポロン（08牡 ネオユニヴァース）２勝，大島特別２着，猪苗代特別３着，
�１勝��

ケイアイホクトセイ（10� ゴールドアリュール）１勝，�５勝��

３代母 ワングレイトレイディOne Great Lady（90 USA芦 Fappiano）USA２勝

４代母 グレイトレイディエムGreat Lady M.（75 USA芦 Icecapade）USA14 勝，
A Gleam H，La Brea S，Autumn Days H，Las Cienegas H，R
ancho Bernardo H，etc.
［子］ レイディズシークレット Lady's Secret（82 牝 Secretariat）USA25 勝，ＢＣ

ディスタフ‐G1，ホイットニーＨ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，etc.

販売申込者・所有者： 佐々木 恵一＝浦河町上杵臼 �0146-28-1650
生 産 牧 場： 佐々木 恵一
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

275 クインズコノセ２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ５

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンクインズコノセ
＊ Storm Cat

��
��
�ワンダーキャット黒鹿 2012 One Great Lady

22d
Secretariat S4×S5×M5 Mr. Prospector S4×M5 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 クィーンオブシバ（11鹿 ＊ファスリエフ）入着３回，�４勝�
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ヤマイチエスポ（19牝鹿 エスポワールシチー）�１勝

２代母 ＊コンキスタドレス（92 USA鹿 Seeking the Gold）USA５勝，Opa‐Locka
S，アシュランドＳ‐G1 ２着，ブラックアイドスーザンＳ‐G2 ２着，リーヴシ
ュライジュニアＳ‐G2 ２着，ボーモントＳ‐G2 ３着
マスキュラノッブ（01牡 Arch）１勝
フォーカルフィギア（02牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，高瀬川特別２着，九十九

島特別３着
タマモクリエイト（05牡 ＊カリズマティック）５勝，ブリリアントＳ‐L ２着，霜月Ｓ

‐L ３着，アルデバランＳ‐OP ３着，ブラジルＣ‐OP ３着，名古屋城Ｓ，etc.
マイネルエルドラド（06牡 ＊コロナドズクエスト）４勝
ホシニイノリヲ（09牝 ＊シンボリクリスエス）１勝

アルクトス（15牡 アドマイヤオーラ）�７勝，プロキオンＳ‐G3，オアシスＳ
‐L，etc.，�２勝��１勝，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1（２回），さきたま
杯‐Jpn2，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ２着，etc.

３代母 ブレスユー Bless You（85 USA黒鹿 Halo）USA５勝，Geisha H‐LR
３着
マイナーズブレッシングMiner's Blessing（94 牝 ＊フォーティナイナー）不出走

オリーヴィンOlivine（04 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）USA２勝，Busher S，
Sugar Plum Time S３着

セイバーキャット Sabercat（09 牡 Bluegrass Cat）USA３勝，デルタダウン
ズジャックポットＳ‐G3，Garden State S‐L，アーカンソーダービー
‐G1 ３着，etc.，種牡馬

ウェディングマーチWedding March（95牝 Deputy Minister）不出走
オーサムギャンブラー Awesome Gambler（04 牡 ＊コロナドズクエスト）USA

２勝，Alydar S‐L，Gateway To Glory S２着，種牡馬

４代母 ウェディングパーティWedding Party（79 USA黒鹿 Hoist the Flag）USA
８勝，ギャロレットＨ‐G3，クリサンシマムＨ‐G3，Northernette S，Ann
e Arundel H２着，クリサンシマムＨ‐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

276 クィーンオブシバ２０２１ �・鹿 ３／２２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessクィーンオブシバ
＊ Seeking the Gold

��
��
�コンキスタドレス鹿 2011 Bless You

1s
Northern Dancer S4×M4 Mr. Prospector M4×M4×S5 Halo M4×S5
Forli S5×M5
価格： 購買者：



母 クォーク（06栗 ネオユニヴァース）�９勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（15）〕
ブラフマン（15牡栗 ＊カジノドライヴ）�２勝���入着２回
クリノソルアステカ（16牡栗 ＊プリサイスエンド）�１勝�１勝
タイムオブザーバー（17牝鹿 ルースリンド）��６勝	１勝�２勝��
コウユーオトコマエ（18牡鹿 キングヘイロー）�
１勝�１勝

２代母 ＊ファーディーン（95 USA栗 ＊ファーディナンド）２勝，きんせんか賞
ノワゼット（01牝 ＊ウォーニング）出走

ミナレット（10牝 スズカマンボ）５勝，ターコイズＳ‐L，ヴィクトリアマイル
‐G1 ３着，パラダイスＳ‐OP ３着，豊栄特別，朝日岳特別２着，etc.

フェリサティー（03牝 ＊タバスコキャット）�２勝
ラスカーラ（04牝 ＊オペラハウス）１勝
トロイオンス（05� ＊コロナドズクエスト）２勝
デプラータ（07牡 ＊グラスワンダー）２勝，��１勝
ベルボーム（13牝 フサイチリシャール）�16 勝�

３代母 コンキストConquisto（84 USA栗 Conquistador Cielo）USA１勝
＊バンフ（93牡 ＊オジジアン）３勝，大阪－ハンブルクＣ‐OP ２着，淡路特別，琵琶

湖特別２着，etc.

４代母 ガウリGauri（78 USA栗 Sir Ivor）USA４勝，High Voltage S２着
［子］ ヴィスワWisla（83 牝 Danzig）USA６勝，Sarsar S‐L，Honorabl

e Miss S‐L，マスケットＳ‐G1 ２着
［孫］ ドローDraw（93牡 Private Account）USA５勝，R.R.M. Carpenter Jr

. Memorial S‐L，ウェストチェスターＨ‐G3 ２着，Gulfstream U
nbridled S‐L ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ センセイション Sensation（03牝 Dixie Union）USA３勝，アスタリタ
Ｓ‐G3，Dearly Precious S２着，Road Princess S３着

サンニコラス San Nicolas（98 牡 Go for Gin）USA５勝，Forty‐Nin
er H‐L，Kingland S‐L，Bergen County S‐L ２着，etc.，
種牡馬

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

277 クォーク２０２１ 牡・黒鹿 ３／２１
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスクォーク
＊

＊ファーディナンド

��
��
�ファーディーン栗 2006 Conquisto

1l
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 キセキノデアイ（13青鹿 ＊キンシャサノキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
ルビウスノキセキ（19牝鹿 タイムパラドックス）�地方未出走
トコロガクマサンガ（20牝黒鹿 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 ルビウス（04黒鹿 ジャングルポケット）１勝
トミケンゲヌーク（15� ＊アイルハヴアナザー）入着２回，���５勝�
ヨシタカ（17牡 ワールドエース）��１勝�３勝�	入着７回
ダバイマットゥ（18牝 ラブリーデイ）	１勝

３代母 ＊ルビーマイディア（94 USA黒鹿 GoneWest）２勝
イルデパン（00牡 ダンスインザダーク）３勝，ベンジャミンＳ‐OP ２着，いちょう

Ｓ‐OP ２着，アイビーＳ‐OP ３着，etc.
アドマイヤカリブ（03牡 サクラバクシンオー）３勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，クロ

ッカスＳ‐OP，ジュニアＣ‐OP ２着，etc.

４代母 ノースサイダーNorth Sider（82 USA黒鹿 Topsider）USA15 勝，アップル
ブラッサムＨ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，マスケットＳ‐G1，ヴェイグラ
ンシーＨ‐G3，Monmouth Park Breeders' Cup H‐L，etc.
［孫］ ファフティトゥー Fufty Too（06� Speightstown）USA７勝，Dean Kut

z S，Northern Spur S‐L ３着，Forward Pass S３着
スピリテドアウェイ Spirited Away（04牝 Awesome Again）USA４勝，
Truly Bound H

［曾孫］ プロスペクティヴ Prospective（09 牡 Malibu Moon）USA・CAN７勝，
タンパベイダービー‐G2，オハイオダービー‐G3，グレイＳ‐G3，etc.，
種牡馬

シアービューティ Sheer Beauty（07 牝 Mizzen Mast）USA５勝，Gr
een Oaks‐L，Irving Distaff S，Caressing H，etc.

ジョージー Josie（17 牝 Race Day）�USA４勝，Iowa Distaff S，
Twixt S３着

ミーヘスーセMi Jesuse（99� Judge T C）PR19 勝，C. Jose Celso Ba
rbosa‐L，C. Dia de Los Padres‐L ２着，C. Campeon Import
ado‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 滝本 健二＝日高町庫富 �01456-7-2235
生 産 牧 場： 滝本 健二
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

278 キセキノデアイ２０２１ 牡・芦 ５／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� マンハッタンカフェ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サトルチェンジジョーカプチーノ フサイチコンコルド

��
��
�ジョープシケ芦 2006 ジョーユーチャリス

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンキセキノデアイ ジャングルポケット

��
��
�ルビウス青鹿 2013 ＊ルビーマイディア

1c
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 グッドチョイス（04栗 ＊フレンチデピュティ）２勝，千葉ＴＶ杯（Ｄ1800）２着，
初茜賞（Ｄ1800）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（12）〕
ショワドゥロワ（14牡黒鹿 マンハッタンカフェ）２勝，芙蓉Ｓ‐LR（芝 2000）３着，

調布特別（芝 1800）３着，いわき特別（芝 1800）３着，霞ヶ浦特別（芝 2000）３着，
新緑賞（芝 2300）３着，ひめさゆり賞（芝 2000）３着，��出走

ヒダザクラ（15牝黒鹿 マンハッタンカフェ）�２勝�４勝�入着３回�
コールザチューン（16牝鹿 ロードカナロア）１勝，��入着
グッドフェイム（17牝黒鹿 ヴィクトワールピサ）��６勝�入着

２代母 ワインアンドローズ（93鹿 ＊ジヤツジアンジエルーチ）５勝，小倉山特別，加
古川特別３着，室蘭特別３着
ローズカクテル（00牝 バブルガムフェロー）３勝
ロジエール（02牝 バブルガムフェロー）１勝
ワインアドバイザー（03牡 フジキセキ）３勝，和布刈特別３着
ロゼワイン（07牝 フジキセキ）�１勝��２勝
グレープブランデー（08	 マンハッタンカフェ）６勝，フェブラリーＳ‐G1，東海

Ｓ‐G2，エルムＳ‐G3 ２着，ユニコーンＳ‐G3 ２着，etc.，��１勝
�，
ジャパンＤダービー‐Jpn1，etc.，KOR入着

３代母 ランフォアロージス（86鹿 Pleasant Colony）３勝
タヤスエトワール（97牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，春待月Ｓ‐OP ２着，甲斐路特

別，etc.，�１勝�１勝，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2 ３着
ツァリーヌ（98牝 メジロライアン）２勝，呉竹賞

アウトクラトール（05牡 サクラバクシンオー）７勝，福島民友Ｃ‐L，ＮＳＴ賞
‐L，ＮＳＴ賞‐L ３着，etc.

ユメノキラメキ（07牝 ＊ロージズインメイ）４勝，内房Ｓ２着，三宮Ｓ３着，桶
狭間Ｓ３着，etc.

マルカベンチャー（06牡 フジキセキ）５勝，欅Ｓ‐L ３着，室町Ｓ‐OP ２着，etc.，
�１勝��入着，東京盃‐Jpn2 ３着，etc.

４代母 ＊ロージズフオアママ（76 USA黒鹿 Full Pocket）USA８勝，Chou Croute
H，Linda S２着，Rockinghorse Juvenile S２着

販売申込者・所有者： 高村 伸一＝様似町岡田 �0146-36-4666
生 産 牧 場： 高村 伸一
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

279 グッドチョイス２０２１ 牡・芦 ４／１８
＊

＊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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandグッドチョイス ＊ジヤツジアンジエルーチ

��
��
�ワインアンドローズ栗 2004 ランフォアロージス

＊ロージズフオアママ 3n
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 クラシックチュチュ（06青鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－５（13）〕
ラフェットデメール（11牝黒鹿 ＊ブライアンズタイム）２勝
クラシックシャトル（12牡鹿 ＊タイキシャトル）�３勝
サンライズサーカス（13牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）入着９回，小倉城特別
（芝 2000）３着，��出走�２勝�３勝���

ピュアラブ（14牝黒鹿 ＊ハービンジャー）�１勝	入着２回�
サフランフレイバー（16牝鹿 ＊ノヴェリスト）��３勝	
ノーブルシルエット（18牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）�３勝，浦佐特別
（Ｄ1800），上総Ｓ（Ｄ1800）２着，市川Ｓ（Ｄ1800）２着，内房Ｓ（Ｄ1800）２
着，伊勢Ｓ（Ｄ1900）３着，アレキサンドライトＳ（Ｄ1800）３着

ピエドール（19牡鹿 エスポワールシチー）���１勝

２代母 グランパドドゥ（97鹿 フジキセキ）３勝，中日新聞杯‐Jpn3，オークス
‐Jpn1 ５着，秋華賞‐Jpn1 ５着，忘れな草賞‐OP，関門橋Ｓ２着，etc.
パドトロワ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）９勝，函館スプリントＳ‐G3，キ

ーンランドＣ‐G3，アイビスサマーダッシュ‐G3，ＵＨＢ杯‐LR，オーストラ
リアＴ‐L，etc.，種牡馬

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

３代母 スターバレリーナ（90鹿 Risen Star）４勝，ローズＳ‐Jpn2，高松宮杯‐Jpn2
２着，毎日王冠‐Jpn2 ３着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，京阪杯‐Jpn3 ２着，etc.
アンドゥオール（99牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ‐Jpn2，マーチＳ

‐Jpn3，ベテルギウスＳ‐L ２着，etc.，��出走
ステレオタイプ（02牝 ＊サンデーサイレンス）入着５回，�２勝

ロゴタイプ（10牡 ローエングリン）６勝，皐月賞‐G1，安田記念‐G1，朝日杯
フューチュリティＳ‐G1，etc.，優２牡，種牡馬

フレンチウォリアー（03牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，	１勝��入着３回，北海
道２歳優駿‐Jpn3 ３着，サンライズＣ３着

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

280 クラシックチュチュ２０２１ �・鹿 ２／２３

＊

＊
＊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 ＊マンファスクラシックチュチュ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ青鹿 2006 スターバレリーナ

＊ベリアーニ 8k
Nureyev M5×M5

価格： 購買者：



母 グリシーヌシチー（12鹿 ハーツクライ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
グローリー（19牡鹿 ホッコータルマエ）１勝，�地方未出走
トロルトゥンガ（20牡鹿 ＊アジアエクスプレス）�未出走

２代母 シェナンドアリバー（03鹿 ＊ホワイトマズル）�入着
カルテブランシェ（07牝 ゴールドアリュール）１勝

ベイビーステップ（14牡 ＊タイキシャトル）４勝，町田特別，比良山特別，緑風
Ｓ３着，萬代橋特別３着，障害２勝

キクタロウ（09牡 ダンスインザダーク）２勝，��４勝�
ピサノナイトレイ（11牝 ネオユニヴァース）１勝
ベイビーアッシュ（18牡 ＊ダンカーク）入着，���１勝�

３代母 ＊アリシーナ（90 USA鹿 Alysheba）USA３勝，ラカニャーダＳ‐G2 ２着，
Honey Fox H‐L ３着，Desert Law S‐R ３着
ドラージェイ（99牡 ＊エリシオ）４勝，クリスマスキャロルＨ，北洋特別，赤倉特別

３着，etc.
ウイングランツ（00牡 ダンスインザダーク）４勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，目黒記

念‐Jpn2 ２着，みなみ北海道Ｓ‐L ２着，etc.
オーギュスト（02牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，彦星賞
ルナクィーン（05牝 フジキセキ）出走

キングブリス（15� メイショウボーラー）�２勝，中京ペガスターＣ２着
マルラニビスティー（06牝 ダンスインザダーク）３勝，十勝岳特別，北洋特別３着

４代母 シュキー Shukey（75 USA鹿 Key to the Mint）USA５勝，Beaugay H，
Ballerina S２着
［孫］ シングルローズ Single Rose（02牝 Irgun）AUS５勝，QLD Tattersall'

s Classic‐L，BRCDr. John Power H‐L ２着
エスキウェイ Eskiway（92牝 Eskimo）PR18 勝，C. Wiso G.‐L，C. Acc
ion de Gracias‐L，C. Eduardo Cautino Insua‐L，etc.

［曾孫］ ファイアキー Fire Key（13牝 Friesan Fire）USA９勝，License Fee S‐L，
Floral Park S（２回），Sensible Lady Turf Dash S，etc.

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

281 グリシーヌシチー２０２１ 牡・鹿 ５／ ４
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスグリシーヌシチー ＊ホワイトマズル

��
��
�シェナンドアリバー鹿 2012 ＊アリシーナ

9f
サンデーサイレンスM3×S4 Lyphard M5×M5

価格： 購買者：



母 クロススピード（06鹿 ＊サウスヴィグラス）���１勝・12勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（14）〕
ハチキンブイパワー（15牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）�４勝�３勝
ブラックプリンス（16牡黒鹿 ダノンシャンティ）��未出走��７勝

２代母 フリーパス（97鹿 ビゼンニシキ）１勝
クロスホーリー（04牡 ＊ディアブロ）１勝，五色沼特別３着
ホーリーカップ（05牡 ＊オペラハウス）��８勝�１勝
ジャンピンジャック（08牡 アドマイヤジャパン）�１勝�４勝
ヤマチョウボス（10牡 マンハッタンカフェ）入着２回，�７勝	
入着６回
ミセスユウコチャン（15牝 ロジユニヴァース）��１勝

３代母 サボールランチャー（86青鹿 アスワン）１勝，障害１勝
ジャンピングクロス（94牝 リードワンダー）２勝
ブギウギクロス（99牝 ＊サンシャック）１勝
クチベニ（03牝 ＊クロコルージュ）１勝，�３勝�

４代母 コガネサツキ（72黒鹿 ＊トピオ）��１勝
［子］ シンユーリード（78牝 ＊シヤイニングナイト）６勝，行川特別，漁火特別，

フリージア賞
ホーリーカップ（85牡 ＊ゲイルーザツク）３勝，犬山特別，尾張特別２着，
十和田湖特別２着，etc.，障害１勝

［曾孫］ セイカアレグロ（05牡 ＊ブラックホーク）４勝，ポラリスＳ‐OP ３着，銀
蹄Ｓ，白鳥大橋特別，etc.，�１勝�９勝	１勝

ヤマチョウフェア（08牡 デュランダル）４勝，苗場特別，富嶽賞２着，小
野川湖特別２着，etc.

セイカチューバ（02牡 バブルガムフェロー）２勝，福島放送賞３着

５代母 黄金宝（63青 ＊アポツスル）１勝
［子］ ミカローズ（74牝 ＊ステユーペンダス）４勝，４歳牝馬特別‐OP，中日ス

ポーツ杯，ジューンＳ
シースパークル（68牡 ＊ラヴアンダン）１勝，えりも特別，３勝

販売申込者・所有者： ㈲シンユウファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-3411
生 産 牧 場： ㈲シンユウファーム
飼 養 者： ㈲シンユウファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-3411

282 クロススピード２０２１ 牡・栗 ３／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタークロススピード ビゼンニシキ

��
��
�フリーパス鹿 2006 サボールランチャー

＊ステフアニア 8a
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 クロストウショウ（07鹿 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（９）〕
トウショウシェル（13牡芦 ＊クロフネ）�４勝
シゲルパンダ（14牝栗 ローエングリン）��１勝
クロスデスティニー（15牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）入着，�３勝
ラブミーリチャード（16牝黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
ワスカランテソーロ（17�栗 スクリーンヒーロー）�１勝
プレジャジンク（18牝黒鹿 エピファネイア）入着，��入着
ロデオフリップ（20牝黒鹿 ＊ビーチパトロール）�未出走

２代母 マザートウショウ（90黒鹿 ＊ステイールハート）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，Ｔ
Ｖ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，函館３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ５着，菖
蒲Ｓ‐OP ３着
トウショウトリガー（97牡 ＊ソヴィエトスター）５勝，京葉Ｓ‐OP ２着，福島民友

Ｃ‐OP ３着，ブラッドストーンＳ，アクアマリンＳ，etc.，障害１勝，�入着，
クラスターＣ‐Jpn3 ３着

ナウシカトウショウ（01牝 メジロライアン）１勝，サフラン賞３着
トウショウガナー（04牡 ＊フォーティナイナー）４勝，葛飾特別，八海山特別，初日

の出Ｓ２着，etc.，	２勝�１勝
入着，白銀争覇，マイル争覇２着
アームズトウショウ（06牝 ＊コロナドズクエスト）２勝
デプロマトウショウ（09牝 ＊ファスリエフ）２勝

３代母 エイテイトウシヨウ（78黒鹿 ＊ダンデイルート）９勝，中山記念（２回），金杯，
Ｒたんぱ賞，中山記念‐Jpn2 ２着，東京新聞杯２着（２回），etc.
トウショウヒューイ（88牡 ＊ロイヤルスキー）５勝，東京新聞杯‐Jpn3 ２着，七夕

賞‐Jpn3 ３着，エプソムＣ‐Jpn3 ３着，etc.

４代母 ソシアルトウシヨウ（72黒鹿 ＊ヴエンチア）２勝，オークス２着，アルメリア賞
［子］ トウシヨウペガサス（79牡 ＊ダンデイルート）８勝，中山記念‐Jpn2，ダ

ービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
トウシヨウサミツト（82牡 ＊サンシー）５勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2，函館記念
‐Jpn3 ３着（２回），金杯‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬

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

283 クロストウショウ２０２１ �・栗 ３／１３
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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラクロストウショウ ＊ステイールハート

��
��
�マザートウショウ鹿 2007 エイテイトウシヨウ

＊ソシアルバターフライ 1w
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 グローリファイ（14栗 ＊キングズベスト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
スマイルサキ（19牝栗 フリオーソ）�出走

２代母 ＊ピクチャープリンセス（97 GB鹿 Sadler's Wells）FR出走
パーフェクトブレンドPerfect Blend（02牝 Linamix）GB・USA１勝

アローマペルフェイトゥ Aroma Perfeito（08 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）BRZ
３勝，マルシアーヌＡモレイラ大賞‐G2 ２着，ガヴェアオズワルドアラ
ンハ大賞‐G2 ３着
テクスサナ Texxana（17牝 Crafty C. T.）�BRZ２勝，シダーデジャル
ディンディアナ大賞‐G1 ２着

プーシキン Pushkin（13 牡 Lookin At Lucky）�CHI４勝，クリアドレスマチ
ョス賞‐G2 ２着

ヴェリーグッドデイ Very Good Day（07牡 Sinndar）GB３勝，Cocked Hat S
‐L ３着

フォトジェニック（08牝 Sinndar）入着３回
ストンライティング（13牡 ＊ストーミングホーム）４勝，春日特別，松籟Ｓ３着

ビットマップ（13牡 アドマイヤムーン）�３勝��入着３回
ウェディングフォト（15牡 ＊キングズベスト）��２勝

３代母 インシジャーム Insijaam（90 USA栗 Secretariat）FR３勝，P. Charles Laf
fitte‐L，P. de la Cochere‐L，P. Rose deMai‐L ２着
アイディアルレイディ Ideal Lady（96牝 Seattle Slew）不出走

ブーブリーナ Bouboulina（03牝 Grand Lodge）GB１勝，Surrey S‐L ２着
モナミショップMon Amie Chop（15牝 Captain Chop）FR５勝，P. d
es Sablonnets‐L ２着

ピクタヴィア Pictavia（02 牝 Sinndar）GB・IRE・ITY・USA５勝，セレクトＳ
‐G3，Drumtop S‐L，Hoppings S‐L，etc.

マプートMaputo（10� Cape Cross）GB・FR・IRE・UAE６勝，ロイヤルホイ
ップＳ‐G3，Glasgow S‐L，アルラシディヤ‐G2 ３着，GB障害４勝

販売申込者・所有者： 白瀬 盛雄＝日高町緑町 �090-6999-0079
生 産 牧 場： 白瀬 盛雄
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

284 グローリファイ２０２１ �・鹿 ４／２９

＊

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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaグローリファイ
＊ Sadler's Wells

��
��
�ピクチャープリンセス栗 2014 Insijaam

25
Northern Dancer S4×M4

価格： 購買者：



母 クエルクス（08黒鹿 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（３）〕
ジューンマドレーヌ（13牝鹿 ＊クロフネ）�１勝
ローゼンクリーガー（16牝青 ＊ノヴェリスト）２勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，ダリ

ア賞‐OP（芝 1400）２着，秋明菊賞（芝 1400），りんどう賞（芝 1400）２着，祇園
特別（芝 1400）３着

ハヌマーン（18�青鹿 ＊ダノンレジェンド）���２勝
ラプチャーアゲン（19牝鹿 ワールドエース）�出走

２代母 ＊ダイアゴネル（00 IRE 鹿 Darshaan）FR１勝
シアフォース（07牡 Motivator）１勝
スタリア（09牝 ＊アルカセット）１勝

エオリア（14牝 ＊ストリートセンス）４勝，浜名湖特別，堺Ｓ２着，立志Ｓ２着，
伊勢佐木特別２着，舞鶴Ｓ３着，etc.

ハートウォーミング（16牝 ハーツクライ）１勝，胎内川特別

３代母 ダンスオヴリーヴズDance of Leaves（87 GB鹿 Sadler's Wells）不出走
チャーンウッドフォレスト Charnwood Forest（92 牡 ＊ウォーニング）GB・FR・

USA４勝，英チャレンジＳ‐G2，クイーンアンＳ‐G2，セントジェイムズパレ
スＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

メダーリーMedaaly（94 牡 Highest Honor）GB・UAE３勝，レイシングポストト
ロフィ‐G1，種牡馬

デュバイフォールDubai Fall（99 牝 Mr. Prospector）USA・UAE１勝，Seren
a's Song S２着

ダンスデコールDanse d'Ecole（01 牝 Daylami）FR・GER・AUS３勝，Derby
de l'Ouest‐L ２着

ガルフブリーズGulf Breeze（05牝 Dubai Destination）不出走
フレネー Fresnaye（14牝 WesternWinter）SAF６勝，ヴィクトレスＳ‐G3，

Stormsvlei Mile‐L，Winter Oaks‐L，etc.

４代母 フォールアスペン Fall Aspen（76 USA栗 Pretense）USA８勝，メイトロン
Ｓ‐G1，アスタリタＳ‐G3，Prioress S

販売申込者・所有者： ㈱ストームファームコーポレーション＝熊本県菊池郡大津町 �096-293-0592
生 産 牧 場： ㈱ストームファームコーポレーション
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

285 クエルクス２０２１ �・青鹿 ２／１７
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサークエルクス
＊ Darshaan

��
��
�ダイアゴネル黒鹿 2008 Dance of Leaves

4m
Northern Dancer S5×M5 Mill Reef S5×M5

価格： 購買者：



母 コンパーニ（14栗 トランセンド）�３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ヴェルカンパーニュ（19牡黒鹿 ヴァンセンヌ）��１勝
シンゼンドラゴン（20牡栗 スマートファルコン）�地方未出走

２代母 ＊ファミッリア（06 USA栗 Holy Bull）１勝，くすのき賞２着
ラミアカーサ（12牝 ゴールドアリュール）３勝，�３勝�入着２回，兵庫クイーン

Ｃ２着，秋桜賞３着
ララケリア（16牝 ローズキングダム）１勝，��６勝
クイントン（18牝 ラブリーデイ）��入着２回�１勝�入着

３代母 ナイトプロスペクター Knight Prospector（89 USA鹿 Native Prospector）US
A８勝，ランチョベルナルドＨ‐G3，Porterhouse H‐R，Fantastic Girl H‐L
２着，Cascapedia H‐L ３着，Charles H. Russell H‐L ３着，etc.
パーソナルディライトPersonal Delight（97 牝 Personal Flag）USA２勝

＊クロチェーラ（04牝 Running Stag）１勝
イルティモーネ（13� ドリームジャーニー）��13 勝�１勝��，兵庫ゴ
ールドＴ‐Jpn3 ２着，白銀争覇２着，兵庫ゴールドＣ２着，etc.

＊インバルコ（06牡 Fusaichi Pegasus）８勝，平安Ｓ‐G3 ２着，仁川Ｓ‐L ２着，etc.，
	
入着��，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着

＊エストレーノ（99牡 Holy Bull）２勝，ヒヤシンスＳ‐OP，�入着，兵庫ＣｈＳ
‐Jpn3 ２着

レッドダッチェスRed Duchess（00 牝 Helmsman）USA４勝
ヒーズアタイガー He's a Tiger（13� Sky Mesa）USA４勝，Alcatraz S

‐L ３着，Baffle S３着
＊コンプレッソ（03牡 Golden Missile）４勝，沓掛特別，	
１勝
＊インオラリオ（05牡 Holy Bull）６勝，コーラルＳ‐L，東京ゴールデンプレミアム，

桜島特別，etc.
＊パルラメンターレ（07� ＊エンパイアメーカー）４勝，平尾台特別，城崎特別，響灘

特別２着，etc.
＊ベルサリエーレ（10牡 Smarty Jones）５勝，北総Ｓ，響灘特別，五条坂特別，etc.，

�５勝�

販売申込者・所有者： ㈲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

286 コンパーニ２０２１ 牡・鹿 ４／１４
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�

��
��

�トランセンド シネマスコープコンパーニ
＊ Holy Bull

��
��
�ファミッリア栗 2014 Knight Prospector

16e
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ゴールデンフェザー（11栗 キングカメハメハ）�８勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
インセンディオ（17牡鹿 ＊ノヴェリスト）入着４回，��１勝��
フェザーノユメ（18牝鹿 ＊シニスターミニスター）��３勝�１勝�
ユキサンゴールド（19牡鹿 ＊バゴ）出走，�地方未出走

２代母 レディベローナ（96鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
ケイアイベローナ（03牝 ＊クロフネ）出走

クインズストーム（11牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，長良川特別，瓢湖特別２着
クインズサターン（13牡 ＊パイロ）５勝，武蔵野Ｓ‐G3 ２着，マーチＳ‐G3 ２

着，根岸Ｓ‐G3 ３着，平安Ｓ‐G3 ３着，アンタレスＳ‐G3 ３着，etc.，
��７勝��入着２回�

ケイアイロベージ（18� ＊ヘニーヒューズ）�３勝，ユニコーンＳ‐G3 ３着，
日進特別，西脇Ｓ３着

ルシャンベルタン（08牡 キングカメハメハ）３勝，三陸特別，銚子特別３着
マイネエポナ（09牝 キングカメハメハ）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着，アネモネＳ

‐LR ２着
ゴールドメイン（10牡 ＊ファンタスティックライト）３勝，開成山特別，グッドラッ

クＨ２着，わらび賞２着，潮来特別３着
ホワイトエレガンス（12牝 ＊クロフネ）３勝，紫苑Ｓ‐LR ２着，藻岩山特別

プラチナトレジャー（18牡 キングカメハメハ）�２勝，石狩特別，釧路湿原特
別２着

３代母 ＊シンコウラブリイ（89 IRE 鹿 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワン
Ｓ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，クイーンＳ‐Jpn3，etc.，
優古牝
ロードクロノス（95牡 ＊トニービン）８勝，中京記念‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ２着，

外房Ｓ，etc.
レディミューズ（97牝 ＊ティンバーカントリー）３勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，

オークス‐Jpn1 ４着，千葉ＴＶ杯，etc.
トレジャー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，都大路Ｓ‐L，目黒記念‐Jpn2 ２着，

セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大栄牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2460
生 産 牧 場： ㈲大栄牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

287 ゴールデンフェザー２０２１ �・栗 １／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスゴールデンフェザー ＊サンデーサイレンス

��
��
�レディベローナ栗 2011 ＊シンコウラブリイ

4d
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×M5 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 コズミックレイズ（16鹿 ＊モンテロッソ）出走
初仔

２代母 ＊コズミックフレイム（10 GB鹿 Doyen）FR２勝
ソーラーフレア（15牡 Shamardal）�３勝，鳴門Ｓ２着，鳴門Ｓ３着，御影Ｓ３着，

上越Ｓ３着
クァンタムレルム（18牝 アドマイヤムーン）�１勝，エルフィンＳ‐L ３着
コズミックフロスト（19牝 ＊アメリカンペイトリオット）�１勝

３代母 ザワールドTheWorld（05 GB鹿 Dubai Destination）FR１勝

４代母 ブライトティアラBright Tiara（89 USA栗 Chief's Crown）USA１勝
［子］ 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

＊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.

クイーンズパークQueen's Park（97 牝 Relaunch）USA４勝，Jack H
ardy S

［孫］ 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

ジェムジックパークGemswick Park（06 牝 Speightstown）USA・CA
N３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.

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.

キーヴィクトリー Key Victory（15� Teofilo）�GB・FR・UAE３勝，
Newmarket S‐L

［曾孫］ 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.

販売申込者・所有者： 髙橋 直人＝池田町利別東町 �015-572-3507
生 産 牧 場： 髙橋 直人
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

288 コズミックレイズ２０２１ �・鹿 ２／ ２

＊

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

＊ Dubawi

�
�
�
�
�

��
��

�モンテロッソ Porto Rocaコズミックレイズ
＊ Doyen

��
��
�コズミックフレイム鹿 2016 TheWorld

10a
Northern Dancer S4×M5 Sadler's Wells M4×M5

価格： 購買者：



母 キョウエイセプター（10栗 オレハマッテルゼ）��６勝
〔産駒馬名登録数：１〕
アイファーユニーク（19牝栗 ＊アルデバランⅡ）��未出走��出走

２代母 ダラス（02鹿 ＊ハイライズ）１勝
ファイヤーライン（07牡 ＊アルカセット）�４勝
ジーエスカウンティ（08牝 ＊ファンタスティックライト）�１勝��入着
ジーエスイワンコフ（09牝 ＊ティンバーカントリー）�１勝�２勝�
アキノラブカラー（11牝 オレハマッテルゼ）�１勝
アポロメイン（12牡 ＊アポロキングダム）�８勝��５勝
ウーマッハ（14牝 ＊ロードアルティマ）２勝

３代母 ＊ロマンシンザホオン（86 USA鹿 Saratoga Six）USA３勝
キタノタビト（91牡 ＊ミナラ）	２勝
４勝�１勝
ゲイリーハヤテ（92牡 アイネスフウジン）３勝，春望Ｓ２着
ヒシノロマン（94� ＊スマコバクリーク）２勝
ハシノピカロ（95牡 ＊ツータイミング）入着，��１勝�２勝	入着
ロマンオペラ（96牝 ＊グランドオペラ）入着６回

エルヘイロー（08牡 ブラックタキシード）２勝，�３勝��，サンライズＣ
ハツユキフルル（97牝 ＊シャーディー）�３勝�１勝�	�
ビーマイタイア（98牡 ＊ペンタイア）１勝
カラブラン（99牝 ジェニュイン）入着，�１勝
ミヤコノガッツ（00牡 ＊タイキブリザード）１勝，�１勝�２勝

４代母 マヨルカMallorca（81 USA鹿 Full Out）USA５勝，Golden Rod S‐L
３着

５代母 ヘラディHeladi（64 USA黒鹿 Traffic Judge）USA３勝
［子］ クリストフォロ Christoforo（71� First Landing）USA14 勝，ジャージ

ーダービー‐G1 ３着
［曾孫］ チェロキ－ファスト Cherokee Fast（82 牡 Cherokee Fellow）USA５

勝，Spectacular Bid S，JosephM. O'Farrell Memorial Classic S
‐R ２着，Floridian H‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： 坂下 栄蔵＝青森県八戸市 �0178-83-2088
生 産 牧 場： 坂下 栄蔵
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

289 キョウエイセプター２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ３

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�オレハマッテルゼ カーリーエンジェルキョウエイセプター ＊ハイライズ

��
��
�ダラス栗 2010 ＊ロマンシンザホオン

2s
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 キッズアベリア（11鹿 ネオユニヴァース）�９勝�７勝��
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊キッズスター（00 USA栗 Saint Ballado）１勝，��１勝��１勝
キッズニゴウハン（08牡 キングカメハメハ）４勝，外房特別，古町特別，�３勝�
キッズラルナ（10牡 アドマイヤムーン）�２勝��入着
ユッコ（12牝 ハーツクライ）１勝，�７勝���，シアンモア記念，ビューチフル

ドリーマーＣ２着
チュラカーギー（13牝 ゴールドアリュール）４勝，舞浜特別，春風Ｓ２着
キッズジョリー（15牡 スマートファルコン）入着，	�４勝�３勝�４勝

３代母 ダートスターDart Star（89 USA黒鹿 Blue Ensign）不出走
スターズプラウドペニー Star's Proud Penny（95牝 Proud Birdie）USA３勝，ミ

エスクＳ‐G3，Providencia S‐R ２着，セニョリータＳ‐G3 ３着，etc.
スターピックス Starpix（02
 Linamix）FR・GER・UAE４勝，P. Aymeri de

Mauleon‐L，ジャンプラ賞‐G1 ２着，P. Saraca‐L ２着，etc.
スイスコーツチート Swiss Courts Cheat（97 牝 Notebook）USA入着２回

スイスラッド Swiss Lad（02牡 Phone Saga）USA10 勝，Cavonnier S‐R，
デルマーフュチュリティ‐G2 ３着，Bull Dog S２着，etc.

４代母 カワノKawano（76 USA鹿 King's Bishop）USA出走
［子］ ウワナカワナUwana Kawana（86牝 Hold Your Peace）USA６勝，

Rebel S，Delta Miss S２着
エルアンダリン El Andarin（92 牡 Blue Ensign）PAN５勝，P. Arango
Navarro y Raul（Baby）Arango G.‐L，P. Felipe E. Motta‐L，P.
Neco，Ernesto，Jr. y J. de la Guardia‐L ２着

５代母 エイブラジェイAbla‐Jay（55 USA鹿 Double Jay）USA８勝
［子］ ノーダブルNodouble（65 牡 Noholme）USA13 勝，メトロポリタンＨ，

ブルックリンＨ，カリフォルニアンＳ，etc.，種牡馬
ブレイクアップザゲイム Break Up the Game（71牡 Noholme）USA1
0 勝，ケリーオリンピックＨ‐G3，Rumson H，Oceanport H，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737
生 産 牧 場： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

290 キッズアベリア２０２１ �・黒鹿 ４／２３
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスキッズアベリア
＊ Saint Ballado

��
��
�キッズスター鹿 2011 Dart Star

A1
Halo M4×M4 Hail to Reason S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ゴットパシオン（16栗 オルフェーヴル）入着２回
初仔

２代母 ココナッツパルム（06栗 ＊フレンチデピュティ）１勝
カレングランブルー（11牡 ハーツクライ）１勝，�２勝�
ナリノパシオン（12牡 ＊グラスワンダー）１勝
ダノンイーグル（14牡 ダイワメジャー）１勝，�１勝��１勝��入着６回
ブルーハワイアン（15牝 ハーツクライ）２勝，古作特別３着
マコトジェムチュク（17牝 ディープブリランテ）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
セクシーココナッツ（01牝 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，etc.

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，etc.
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，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，etc.

ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3
ココナッツパンチ（04牡 マンハッタンカフェ）１勝，目黒記念‐Jpn2 ２着，弥生賞

‐Jpn2 ２着，グレイトフルＳ２着，etc.

４代母 ＊ゲートドクール（87 IRE 鹿 Lomond）FR２勝
［子］ リトルオードリー（93牝 ＊グルームダンサー）３勝，報知４歳牝馬特別

‐Jpn2，オークス‐Jpn1 ３着，紅梅賞‐OP
［孫］ ノーヴァレンダ（16牡 ダイワメジャー）２勝，���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： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777
生 産 牧 場： 笹島 智則
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

291 ゴットパシオン２０２１ 牡・鹿 ２／１９
＊ 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

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�オルフェーヴル オリエンタルアートゴットパシオン ＊フレンチデピュティ

��
��
�ココナッツパルム栗 2016 ＊ココパシオン

4r
Northern Dancer S4×S5

価格： 購買者：



母 コリエドペルル（10鹿 アグネスタキオン）�入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（２）〕
キタノタマテバコ（15牝鹿 ＊タートルボウル）入着，��１勝�
キタノインディ（18牡鹿 トーセンジョーダン）３勝，麒麟山特別（Ｄ1800），西脇

Ｓ（Ｄ1800）２着，梅田Ｓ（Ｄ1800）３着，���出走
カシノペルル（19牡栗 ストロングリターン）���１勝

２代母 ＊スイートクラフティ（98 USA鹿 Crafty Prospector）５勝，驀進特別，神奈
川新聞杯，鳥羽特別，久慈川特別，フリーウェイＳ２着，etc.
サカジロビューティ（12牝 ＊シンボリクリスエス）入着４回，��１勝�３勝�６勝�
サプールコンゴ（13牡 ＊キンシャサノキセキ）�６勝��４勝	�，黒潮皐月賞３着，

土佐春花賞３着
キャンディソング（15牝 ダノンシャンティ）�２勝
１勝

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

ムＨ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ２着，etc.
＊スイートスリリング（97牝 ＊サンダーガルチ）２勝，江戸川特別３着

バンガロール（06牡 アグネスタキオン）４勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，マリー
ゴールド賞‐OP ２着，会津特別，etc.

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 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

292 コリエドペルル２０２１ 牡・鹿 ３／２５
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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラコリエドペルル
＊ Crafty Prospector

��
��
�スイートクラフティ鹿 2010 ＊ゲーリックチューン

5f
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 コンゴウビジン（15黒鹿 ＊ケイムホーム）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ワールドパレス（19牡鹿 ワールドエース）�出走
ケイツークローン（20牡青鹿 ラブリーデイ）�未出走

２代母 ジューンブライド（06鹿 ＊アフリート）�２勝
コメート（12牡 ブラックタイド）２勝，ホープフルＳ‐G2 ２着，日本ダービー‐G1

５着，きんもくせい特別，種牡馬
フルートフルデイズ（17牝 ブラックタイド）�１勝

３代母 リファールニース（89青鹿 Greinton）不出走
リファールカンヌ（97牝 ＊デインヒル）不出走

ブルドッグボス（12牡 ダイワメジャー）７勝，��５勝�１勝�１勝��入着
２回，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，クラスターＣ‐Jpn3，ＪＢＣスプリント
‐Jpn1 ３着（２回），etc.，ＮＡＲ優古牡（2回），ＮＡＲ優短距（2回），Ｎ
ＡＲ年代表，種牡馬

ビッグフリート（98牡 ＊アフリート）６勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，アクアルミナス
Ｓ，おけさ特別，etc.，�10 勝�入着��

ダイワエッセンス（99牡 ＊ウォーニング）３勝，閃光特別，桜草特別，福島中央ＴＶ
杯３着

マヤノスターダム（02牡 ＊カーネギー）４勝，習志野特別，青島特別，etc.，障害４
勝，阪神ジャンプＳ‐JG3

ヒラボクオウショー（04牡 ＊アフリート）４勝，両津湾特別，桜島特別３着
クジュウクシマ（07牡 ＊アフリート）３勝，伊勢佐木特別，皿倉山特別２着，名古屋

日刊スポーツ杯２着，	２勝

４代母 ＊バーブスボールド（78 USA黒鹿 Bold Forbes）FR１勝，フィユドレール賞
‐G3 ２着
［孫］ マジカルミスMagical Miss（98 牝 ＊デインヒル）AUS４勝，ＭＲＣ１０００

ギニー‐G1，ＶＲＣオークス‐G1，ＭＲＣメムシーＳ‐G2，etc.
＊シーキングザパール（94牝 Seeking the Gold）７勝，ＮＨＫマイルＣ

‐Jpn1，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，FR・USA１勝，モー
リスドゲースト賞‐G1

販売申込者・所有者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338
生 産 牧 場： ゼットステーブル
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

293 コンゴウビジン２０２１ 牡・黒鹿 ３／２２
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

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayコンゴウビジン ＊アフリート

��
��
�ジューンブライド黒鹿 2015 リファールニース

＊バーブスボールド 17b
Mr. Prospector S4×M4×M4

価格： 購買者：



母 コンフェッシオン（12栗 ダイワメジャー）�３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
テクノディーバ（17牝栗 トーセンジョーダン）���入着�１勝
コンフィテオール（18牝鹿 リオンディーズ）���１勝�２勝
コンセプシオン（19牝鹿 モーリス）��出走
テクノゴールド（20牡栗 モーリス）�未出走

２代母 ＊ストールンハート（05 CHI 栗 Stuka）CHI５勝，エルエンサヨ‐G1，チリ１００
０ギニー‐G1，P. Geoffrey Bushell‐L ３着
クインズゴールド（14牝 ステイゴールド）１勝

３代母 ストーレンウーマン StolenWoman（98 CHI 鹿 Stagecraft）CHI 出走
ラドロンデスエーニョス Ladron de Suenos（03� Special Quest）CHI３勝
ストリコ Storico（08� Total Impact）CHI１勝
シーユーラター See You Latter（09 牡 Fusaichi Pegasus）CHI７勝
シンプリシタ Simplicita（10 牝 Total Impact）CHI３勝，パドック賞‐G3 ３着

４代母 ナナレラNannarela（92 CHI Noble Fighter）不出走
［子］ ザイヤリングThe Yearling（99� Stagecraft）CHI８勝

バホベルグラーノBajo Belgrano（06� Edgy Diplomat）CHI７勝
プエルトバルパライソPuerto Valparaiso（01 牡 Ithaki）CHI５勝
ノンノNonno（03牡 Stuka）CHI４勝
ナナエリサNana Elisa（04 牝 Stuka）CHI１勝

５代母 フラッシュダンス Flashdance（80 CHI 栗 Carral）不出走
［子］ レッドフラッシュ Red Flash（91牡 King's Glory）CHI・PER15 勝，ペ

ルーＪＣ賞‐G1，オノール大賞‐G2，ペドロデルリオタラベラ賞‐G2，etc.，
種牡馬

サーアレックス Sir Alex（85 牡 Settlement Day）USA・CHI14 勝，コ
ンパラシオン賞‐G2，P. Ciudad de Santiago‐L，P. Gonzalo La
rrain Gandarillas‐L（２回），etc.

［曾孫］ チェニ Cheni（06� Cat Scan）CHI５勝，P. Propietariosde Carrera
Agv. Region‐L，アルフレドＬＳジャクソン賞‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 静内ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2256
生 産 牧 場： 静内ファーム
飼 養 者： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

294 コンフェッシオン２０２１ 牡・栗 ４／ １
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケコンフェッシオン
＊ Stuka

��
��
�ストールンハート栗 2012 StolenWoman

4b
Mr. Prospector S3×M5

価格： 購買者：



母 コーラルグリッタ（09黒鹿 ゼンノロブロイ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
コーラルティアラ（17牝栗 メイショウボーラー）�１勝
ヤマノグリッターズ（18牡黒鹿 エイシンフラッシュ）�出走，障害１勝

２代母 ＊オールモストフォーエヴァー（01 USA黒鹿 ＊キングオブキングス）IRE１勝
クリスマドンナ（07牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，障害１勝

３代母 トルーリーバウンド Truly Bound（78 USA鹿 In Reality）USA９勝，アシ
ュランドＳ‐G2，アーリントンワシントンラッシーＳ‐G2，コティリオンＳ‐G3，
Fair Grounds Oaks，Governor's Cup H，etc.

＊バウンドトゥダンス（86牝 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.
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
バウンディングミニスター Bounding Minister（88 牡 Deputy Minister）USA２勝，

Yearling Sales S‐LR ２着，種牡馬
シークレットトルース Secret Truth（89 牝 Secretariat）不出走

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.

シークレットコーズ Secret Cause（03牝 Giant's Causeway）AUS２勝
エスカード Escado（09� Casino Prince）AUS５勝，ＳＡＪＣＳＡダービ
ー‐G1，ＭＶＲＣＪＲＡＣ‐G3，タッツＱＬＤタタソールズＣ‐G3，etc.

ハウスバウンド Housebound（91牡 Pancho Villa）USA３勝，Friar Rock S‐L，
Woodstock S‐L

シェルジンジャー Shell Ginger（94 牝 Woodman）IRE２勝，キラヴランＳ‐G3
ヨーマンズポイント Yeoman's Point（96� Sadler's Wells）IRE・ITY３勝，C

hallenge S‐L，カラＣ‐G3 ２着，GB・IRE障害４勝

４代母 ナタシュカNatashka（63 USA黒鹿 Dedicate）USA８勝，アラバマＳ，モン
マスオークス，サンタマリアＨ，ラスフローレスＨ，ミスウッドフォードＳ，etc.

販売申込者・所有者： 猿橋 義昭＝浦河町東栄 �0146-25-2815
生 産 牧 場： 猿橋 義昭
飼 養 者： 猿橋 義昭＝浦河町東栄 �0146-25-2815

295 コーラルグリッタ２０２１ 牡・鹿 ３／２５
＊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ミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊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コーラルグリッタ
＊

＊キングオブキングス

��
��
�オールモストフォーエヴァー黒鹿 2009 Truly Bound

13c
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サンデーメモリー（02栗 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－９（31）〕
バトルロワイヤル（07牡鹿 ＊クロフネ）��１勝�５勝�
ナスノハクホウ（08牡芦 アドマイヤコジーン）��２勝
ドンペリブルー（09牝栗 ジャングルポケット）�１勝
ドレミ（10牡芦 ＊クロフネ）�３勝�３勝�入着２回��
ダンディドライブ（12牡栗 マイネルセレクト）��１勝
フリフリバード（14牝栗 フリオーソ）��１勝�
ミスマンマミーア（15牝栗 タニノギムレット）４勝，日経新春杯‐G2 ２着，大阪

―ハンブルクＣ‐OP（芝 2600），コスモス賞‐OP（芝 1800）２着，烏丸Ｓ
（芝 2400），木曽川特別（芝 2200），六社Ｓ（芝 2400）３着，三田特別（芝 2400）
３着，�２勝��入着，黒潮盃（Ｄ1800）３着，フローラルＣ（Ｄ1600）

ステイサム（16牡鹿 ルースリンド）��１勝	１勝��入着２回�
ドリームアイ（17牝鹿 ＊モンテロッソ）��10 勝
ブルーアロー（19牡鹿 シビルウォー）��出走
マッドアゼリア（20牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）�地方未出走

２代母 タヤスメモリー（91栗 Woodman）不出走
タヤスバラード（96牡 ＊トニービン）３勝，烏丸Ｓ２着，松前特別３着
タヤスアストレア（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
タヤスカラベル（98牡 トウカイテイオー）２勝
ヒカリマーガレット（04牝 ＊フレンチデピュティ）３勝

ヒカリトップメモリ（13牝 ＊ハービンジャー）２勝，八海山特別３着
トップオブパンチ（06牡 ダンスインザダーク）４勝，大島特別３着，成田特別３着

３代母 ＊アストレアⅡ（81 FR芦 ＊ベリフア）ITY・USA６勝，P. Po‐L，P. Torri
cola‐L，P. Sette Colli‐L，伊オークス‐G1 ３着，伊１０００ギニー‐G1 ３着，etc.
ドンドゥークDondook（90
 Woodman）FR２勝，P. Nimbus‐L ２着

４代母 オリージャHollydja（71 FR黒鹿 Djakao）FR１勝，FR障害３勝
［孫］ ゴールドアンドスティールGold and Steel（92 牡 Shining Steel）FR・

USA８勝，ディクシーＨ‐G2，サンフランシスコマイルＨ‐G2，アメ
リカンダービー‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲スイートファーム＝様似町田代 �0146-36-4609
生 産 牧 場： ㈲スイートファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

296 サンデーメモリー２０２１ �・鹿 ３／２４

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellサンデーメモリー Woodman

��
��
�タヤスメモリー栗 2002 ＊アストレアⅡ

9f
Halo M3×S5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 サウスエンピリカル（05青鹿 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（４）〕
サウスリュウセイ（12牡鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝
サーストンウィナー（14�黒鹿 ＊プリサイスエンド）１勝
カガトゥインクル（15牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）�２勝��入着３回
パレイドリア（16牝青鹿 ＊プリサイスエンド）�１勝��
リプレーザ（18牡鹿 リオンディーズ）�２勝，��１勝��，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，

ジャパンＤダービー‐Jpn1 ５着
キューランブラー（19牝鹿 ＊ダンカーク）�入着

２代母 ＊エンピリカル（95 USA鹿 Miswaki）GB入着
メイショウチャチャ（00牝 メジロライアン）１勝

アルティスト（07牡 シックスセンス）１勝，陸奥湾特別，大森浜特別２着，湯
川特別２着，荒川峡特別２着，行川特別２着，etc.，�２勝

テイエムドンマイ（08牡 ＊プリサイスエンド）４勝，花背特別，鳥取特別２着，あお
ぎりＳ２着，愛宕特別３着，鳥取特別３着，etc.，障害１勝

ミスタープリサイス（15牡 ＊プリサイスエンド）１勝

３代母 ルイヴィル Louisville（77 FR鹿 Val de l'Orne）FR１勝
ルイルグラン Louis le Grand（82牡 Key to the Kingdom）FR・USA６勝，カールト

ンＦバークＨ‐G1，サンルイスオビスポＨ‐G2，ラフォルス賞‐G3，etc.，種牡馬
ルベルヴェデール Le Belvedere（83 牡 Miswaki）FR・USA５勝，イングルウッド

Ｈ‐G2，ベイメドーズダービー‐G3，エディリードＨ‐G2 ４着，etc.，種牡馬
スタンディフォード Standiford（89 牡 Lyphard）FR・USA２勝，アメリカンダー

ビー‐G2 ２着，ラフォルス賞‐G3 ２着，P. du Ranelagh‐L ２着，etc.，
種牡馬

イーファ Ypha（90牝 Lyphard）FR２勝，P. Occitanie‐L
コンコーディアル Concordial（91 牡 Nureyev）GB・USA４勝，ロイヤルロッジＳ

‐G2 ２着，Easter S‐L ２着，種牡馬
ルイドール Louis d'Or（92 牝 Mr. Prospector）不出走

ディプロマティクバッグDiplomatic Bag（00牡 Devil's Bag）FR・USA４勝，
アルカディアＨ‐G2，P. du Lion d'Angers‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： 高岸 順一＝浦河町瑞穂 �0146-25-2341
生 産 牧 場： 高岸 順一
飼 養 者： 高岸 順一＝浦河町瑞穂 �0146-25-2341

297 サウスエンピリカル２０２１ �・黒鹿 ４／ 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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジサウスエンピリカル
＊ Miswaki

��
��
�エンピリカル青鹿 2005 Louisville

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

価格： 購買者：



母 サクラキューティ（03青 サクラローレル）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－７（24）〕
マツノサクラ（09牝鹿 サクラプレジデント）�１勝�入着７回
モフモフ（11牝青鹿 ＊サウスヴィグラス）���１勝・９勝，ロジータ記念
（Ｄ2100）２着

ベルラトール（13牡青鹿 ソングオブウインド）��２勝
コウゲンレッシャ（14牝芦 ジョーカプチーノ）�２勝
モチモチ（16牝青 タイムパラドックス）��１勝
ナックファラオ（17牡栗 エスポワールシチー）���１勝
ミツカネジュピター（18牡鹿 ＊アジアエクスプレス）���２勝�５勝
ナックジャスパー（20牝黒鹿 ＊モンテロッソ）�地方未出走

２代母 サクラジャスパー（98黒鹿 サクラチトセオー）出走
サクラチャーム（04牝 ＊サザンヘイロー）�２勝�３勝	３勝
レディジャスパー（10牝 サクラプレジデント）	２勝
入着
バルモラル（12牝 サクラゼウス）�２勝

３代母 ＊サクラセクレテーム（93 USA黒鹿 Danzig）不出走
サクラハーン（99牡 ＊アフリート）３勝，飯坂特別，etc.，��４勝
７勝，埼玉新

聞杯２着，赤レンガ記念，etc.
サクラオリオン（02牡 ＊エルコンドルパサー）６勝，函館記念‐G3，中京記念‐G3，

札幌記念‐G2 ３着，etc.，種牡馬

４代母 セクレターム Secrettame（78 USA栗 Secretariat）USA６勝，Shirley Jon
es H，ガゼルＨ‐G2 ２着
［子］ ゴーンウェストGoneWest（84 牡 Mr. Prospector）USA６勝，ドゥワ

イアＳ‐G1，ゴーサムＳ‐G2，ウィザーズＳ‐G2，etc.，種牡馬
ライオンキャヴァ－ン Lion Cavern（89牡 Mr. Prospector）GB・FR・
USA５勝，トルーノースＨ‐G2，グリーナムＳ‐G3，ホーリスヒルＳ
‐G3，etc.，種牡馬

［曾孫］ デザートローDesert Law（14� Desert Code）�USA５勝，Thor's
Echo S‐R，ビングクロスビーＳ‐G1 ２着，サンタアニタスプリン
トＣｈ．Ｓ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 坂本 健一＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2067
生 産 牧 場： 坂本 健一
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

298 サクラキューティ２０２１ 牡・黒鹿 ３／３０

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

Rainbow Quest

�
�
�
�
�

��
��

�サクラローレル ＊ローラローラサクラキューティ サクラチトセオー

��
��
�サクラジャスパー青 2003 ＊サクラセクレテーム

2f
Blushing Groom S3×M4 Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 サワヤカブラン（05芦 ＊クロフネ）不出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：地方－４（16）〕
ナムラジャーナル（09牡鹿 ローエングリン）�12 勝
ピンクノオウマサン（13牝芦 ジャングルポケット）入着，�１勝�入着３回��
ハッピーアンドモカ（17牝鹿 エイシンフラッシュ）�２勝�
ソルジャー（18牡鹿 エイシンフラッシュ）��１勝
シャトーブラン（20牝芦 イスラボニータ）�地方未出走

２代母 マルカサワヤカ（98黒鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，小倉日経ＯＰ‐L ３着，
北九州短距離Ｓ‐OP ３着，久多特別，文月特別，芦屋川特別，etc.
ウララカ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）１勝，長浜特別２着，岩室温泉特別３着，�１

勝��２勝
アカノジュウロク（10牝 ＊バゴ）１勝，閃光特別２着
エノラブエナ（11牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，上賀茂Ｓ，北山Ｓ２着，摩耶Ｓ２

着，堺Ｓ２着，くすのき賞２着
ヒダロマン（13牝 ＊ワークフォース）３勝
リンフレスカンテ（18牡 ルーラーシップ）�２勝，燕特別２着，寒狭川特別３着，

千里山特別３着

３代母 サワヤカプリンセス（86栗 ＊ノーザンテースト）４勝，飛騨特別
サイキョウザクラ（95牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，葵Ｓ‐OP ３着，鷹取特別２

着，伊万里特別２着，etc.
サイキョウワールド（02牡 ＊パントレセレブル）５勝，淀短距離Ｓ‐L ３着，サ

ンタクロースＳ，ラジオ福島賞，etc.
サイキョウサンデー（96牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，中日スポーツ賞４歳Ｓ

‐Jpn3，シルクロードＳ‐Jpn3 ２着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，etc.
デュランダル（99牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，マイルＣｈＳ‐G1，マイルＣｈＳ

‐Jpn1，スプリンターズＳ‐Jpn1，etc.，優短距（2回），種牡馬
リトルブレッシング（02牝 バブルガムフェロー）出走

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

ダンシングプリンス（16牡 パドトロワ）�５勝，カペラＳ‐G3，etc.，��３勝�
１勝，北海道スプリントＣ‐Jpn3，SAU１勝，リヤドダートスプリント‐G3

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

299 サワヤカブラン２０２１ �・鹿 ４／１３
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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューサワヤカブラン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカサワヤカ芦 2005 サワヤカプリンセス

＊スコツチプリンセス 11f
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 キーミー（17鹿 トウケイヘイロー）不出走
初仔

２代母 モルフェキイ（06黒鹿 ＊モルフェデスペクタ）�２勝��入着２回，フロイラ
インＣ３着，北斗盃３着
モルフェワイン（11牝 ソングオブウインド）�４勝��１勝�14 勝
コスモジャーベ（13牡 ソングオブウインド）３勝，燕特別，陣馬特別２着，奥の細

道特別２着，九十九里特別２着，糸魚川特別２着
ホクセンジョウオー（15牝 サムライハート）２勝
ジュンリュウセー（16牝 ローレルゲレイロ）��１勝
ケンアンビシャス（18牡 トゥザワールド）�２勝，松浜特別

３代母 ハセノグッドダンス（01鹿 ダンスインザダーク）出走

４代母 ハッピーマサコ（92鹿 ニツポーテイオー）�２勝
［子］ エメラルスター（98牡 ＊エルハーブ）�６勝，オパールＣ２着

リッカドリムオ（02牡 ＊ドリームウェル）１勝
トシブラック（99牝 ＊ブラックタイアフェアー）�５勝

５代母 ＊ルハビー（86 USA栗 Plugged Nickle）USA出走
［子］ メイショウモトナリ（94牡 ＊アレミロード）３勝，�１勝��１勝�２勝

	
��入着４回�，スーパーダートダービー‐Jpn2，かきつばた記
念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3，etc.

メイショウオサフネ（99牡 ＊クリスタルグリツターズ）３勝，樅の木賞３着
メイショウハーブ（97牝 ＊エルハーブ）３勝
シービーニッケル（91牡 ミスターシービー）�５勝�５勝
オグリデザート（03牡 ＊デザートキング）�５勝
ハイホー（95牡 ＊ブレイヴエストローマン）�３勝�

［孫］ メイショウコロンボ（09牡 マンハッタンカフェ）６勝，�１勝�１勝�，名古
屋大賞典‐Jpn3，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3，かきつばた記念‐Jpn3 ３着

メイショウアーリー（05牡 ＊ラムタラ）入着３回，�８勝�
メイショウチヨ（10牝 メイショウオウドウ）�７勝
リッカビクトリー（05牝 ＊ジョリーズヘイロー）入着，２勝

販売申込者・所有者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �090-9082-6145
生 産 牧 場： 坂本 智広
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

300 キーミー２０２１ �・鹿 ４／ 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

ゴールドヘイロー

�
�
�
�
�

��
��

�トウケイヘイロー ダンスクィーンキーミー ＊モルフェデスペクタ

��
��
�モルフェキイ鹿 2017 ハセノグッドダンス

＊ルハビー 14f
Mr. Prospector S4×M5 サンデーサイレンスM4×M5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 シーズオールザット（15鹿 ＊キングズベスト）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 オールザットジャズ（08鹿 タニノギムレット）６勝，福島牝馬Ｓ‐G3（２回），
中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，クイーンＳ‐G3 ３着，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，愛知杯‐G3
３着，etc.
アナザーラブソング（16牡 ＊ハービンジャー）２勝，小豆島特別２着，札幌道新スポ

ーツ賞３着
ディモールト（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，萌黄賞，九州スポーツ杯２着
グローリーエックス（18� ヴィクトワールピサ）���２勝

３代母 ダイヤモンドピサ（00黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
アナザープラネット（13牡 ＊ワークフォース）４勝，中京スポーツ杯，��出走�入着��

４代母 ＊ジョード（89 USA鹿 Danzig）GB・USA２勝
［子］ フーラエインジェル Hula Angel（96 牝 Woodman）GB・IRE３勝，愛１

０００ギニー‐G1，ロックフェルＳ‐G2，Oh So Sharp S‐L ３着
スケジュール Schedule（01 牝 ＊ブライアンズタイム）USA５勝，Hone
ybee S，Miss Liberty S，Crank It Up S２着，etc.

シーキングアンエインジェル Seeking an Angel（03 牝 Seeking the Gold）
USA４勝，Omnibus S２着

［孫］ ジャジャウマナラシ（12牡 ＊アサクサデンエン）��４勝�１勝，兵庫ジ
ュニアＧＰ‐Jpn2，ＮＡＲ優２牡

ザフィストオヴゴッド The Fist of God（05� Sadler's Wells）IRE３
勝，Eyrefield S‐L ２着，IRE障害３勝

ユーアーソービューティフル You'resobeautiful（17 牝 No Nay Never）
�IRE１勝，Polonia S‐L ２着

イルーシヴテンパー Elusive Temper（07 牝 Elusive Quality）USA２勝，
Little Silver S‐L ３着

セイントルーイ St. Louie（12� Arch）USA６勝，John's Call S‐R
３着

ピサノバンキッシュ（03牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，大雪Ｈ３着

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

301 シーズオールザット２０２１ 牡・鹿 ３／１５
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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaシーズオールザット タニノギムレット

��
��
�オールザットジャズ鹿 2015 ダイヤモンドピサ

＊ジョード 1s
Kingmambo S3×M3 サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 シスターマリオン（14鹿 スズカマンボ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ゴージャスブーケ（19牝鹿 リオンディーズ）��出走
ゴウソク（20牝鹿 ベルシャザール）�地方未出走

２代母 ヤマトプリティ（94芦 アンバーシヤダイ）６勝，涼秋Ｓ，讃岐特別，三年坂特
別，上賀茂Ｓ２着，鳴門Ｓ２着，etc.
ヤマトスプリンター（02牡 マヤノトップガン）３勝，川西特別，飛梅賞２着
ヤマトマリオン（03牝 ＊オペラハウス）４勝，東海Ｓ‐G2，フローラＳ‐Jpn2，etc.，

��２勝���入着３回�，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，クイーン賞‐Jpn3，エン
プレス杯‐Jpn2 ３着，etc.
マリオ（15牡 エスポワールシチー）�４勝，松風月Ｓ，蹴上特別，フォーチュ

ンＣ３着，摩耶Ｓ３着，障害１勝
マリター（16� デスペラード）�	８勝�，兵庫ゴールドＣ３着
マリオマッハー（17牡 ゴールドシップ）�４勝，雅Ｓ
マリオンエール（18牝 ロードカナロア）�１勝
マリオロード（19牡 キタサンブラック）�１勝

ヤマトバンパク（06牡 バブルガムフェロー）入着４回，	１勝��入着
キングライデン（12牡 アジュディミツオー）��５勝�
ハウキュート（15牝 ＊アポロキングダム）�１勝�１勝��

３代母 ヤマトビューテイ（85芦 プレストウコウ）５勝，伊丹特別２着，氷ノ山特別２
着，桃山特別２着，庄内川特別３着

４代母 ビユーテイライダー（79栗 ＊ダツパーダン）出走
［子］ シマノスピード（83牡 タケシバオー）５勝，三河特別，宇治川特別２着，

新涼特別２着，etc.，障害２勝
パシアン（92牝 サクラユタカオー）３勝，三河特別，御池特別２着，甲東
特別３着

［孫］ トーホウレーサー（04牡 ＊チーフベアハート）４勝，ＮＺトロフィー
‐Jpn2，福島ＴＶＯＰ‐L，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着

サマールナ（09牝 アドマイヤムーン）４勝，太宰府特別，クリスマスキャ
ロル賞，北九州短距離Ｓ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337
生 産 牧 場： ㈲静内白井牧場
飼 養 者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337

302 シスターマリオン２０２１ 牡・鹿 ２／２８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボシスターマリオン アンバーシヤダイ

��
��
�ヤマトプリティ鹿 2014 ヤマトビューテイ

＊ソネラ 4r
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ジュシラ（06鹿 ネオユニヴァース）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ビーデル（15牝栗 フリオーソ）��１勝
エルマスフエルテ（16牡鹿 ＊バトルプラン）���５勝
ベニアカネ（18牝黒鹿 ＊アポロキングダム）出走，�地方未出走
パルテノス（19牝鹿 ＊ラニ）��入着

２代母 コールミーネイム（89鹿 ＊アレミロード）３勝
コールミースーン（95牝 ＊リファーズウィッシュ）３勝

アサクサマリンバ（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，山藤賞２着，障害１勝
レモンチャン（10牝 デュランダル）４勝，ツインターボＣ，稲妻特別
コスモリモーネ（17� ＊ヘニーヒューズ）２勝，すずらん賞‐OP ３着，�
�４勝��

コールミーラヴ（96牝 ＊ゴールデンフェザント）３勝，赤穂特別，丹波特別２着，湘
南Ｓ３着，舞子特別３着，シドニーＴ３着，etc.

ボイスオブリーズン（99牡 バブルガムフェロー）３勝，ニセコ特別，礼文特別３着
ハートフルボイス（00牝 メジロライアン）１勝

トレボーネ（08� ＊アグネスデジタル）４勝，噴火湾特別，噴火湾特別２着，白
鳥大橋特別３着，��１勝�

ドラマチックテナー（02牡 タヤスツヨシ）３勝
コールトゥマインド（03牡 フジキセキ）入着，�６勝
スティールシャーク（05牝 ＊シンボリクリスエス）１勝

トーセンマリオン（12牝 トーセンブライト）１勝，��入着９回，関東オーク
ス‐Jpn2 ３着，ユングフラウ賞３着

デルマジュンコ（08牝 ＊スニッツェル）入着，�１勝	入着

３代母 ＊ミステイコール（79 USA栗 What a Pleasure）USA１勝

４代母 ミスコールMiss Cor（62 USA栗 Correlation）USA７勝
［子］ グッドビヘイヴィングGood Behaving（68牡 Ambehaving）USA７勝，

ウッドメモリアルＳ，ゴーサムＳ，スウィフトＳ，etc.，種牡馬
ミスティネイティヴMisty Native（75 牝 Native Charger）USA10 勝，
コレクションＨ‐G3，Berlo H２着，Berlo H３着，etc.

販売申込者・所有者： ９９．９＝浦河町潮見町 �080-8046-1223
生 産 牧 場： ㈲鮫川ファーム
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

303 ジュシラ２０２１ 牡・栗 ４／ １
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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスジュシラ ＊アレミロード

��
��
�コールミーネイム鹿 2006 ＊ミステイコール

5j
サンデーサイレンスM3×S4 Caro S4×S5

価格： 購買者：



母 シャイニンオスカー（15黒鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ミソニコミウドン（20牝鹿 ロゴタイプ）�地方未出走

２代母 ピサノアラバスター（07鹿 ＊クロフネ）不出走
ロードキング（13牡 ディープインパクト）２勝，湯川特別３着
カガヴィクトリー（17牡 オルフェーヴル）�１勝��１勝

３代母 シャイニンレーサー（91黒鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ‐Jpn3，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，紅梅賞‐OP ２着，シクラ
メンＳ‐OP ２着，etc.
シャイニンググラス（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，姫川特別，三面川特別，広

瀬川特別，etc.
シャイニンルビー（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，オーロＣ

‐L，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
シャイニングアレキ（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，西日本スポーツ杯３着，ゴ

ールデンサドルＴ３着
ナイトオブナイツ（13牡 ＊ハービンジャー）６勝，巴賞‐OP，巴賞‐OP ２着，

難波Ｓ，etc.，��２勝���
フェラーリファイブ（03牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，八重桜賞，青嵐賞２着，白

川特別２着，etc.

４代母 ＊ミルレーサー（83 USA鹿 Le Fabuleux）GB・USA２勝，ベルダムＳ‐G1 ４着
［子］ フジキセキ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥

生賞‐Jpn2，もみじＳ‐OP，優２牡，種牡馬
［孫］ ノボリディアーナ（10牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，

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

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

販売申込者・所有者： ㈱エクワインレーシング＝むかわ町米原 �0145-42-5522
生 産 牧 場： 社台ファーム
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

304 シャイニンオスカー２０２１ 牡・黒鹿 ５／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

＊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シャイニンオスカー ＊クロフネ

��
��
�ピサノアラバスター黒鹿 2015 シャイニンレーサー

＊ミルレーサー 22d
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5 Busted S5×M5

価格： 購買者：



母 ジャストゥラヴ（13鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝��５勝
〔産駒馬名登録数：１〕
スティールアグネス（20牝青鹿 ＊パイロ）��出走

２代母 リリーアンドローズ（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着５回
ブラックマンバ（04牡 ＊スルーザワールド）�１勝�１勝�入着��，荒炎賞３着
クールドリオン（05牡 ＊チーフベアハート）２勝
ジェットローズ（06牝 ＊マイネルラヴ）１勝
ザベルオンアース（08牝 ＊ストラヴィンスキー）入着２回，��４勝

３代母 ノーブルアクション（90鹿 シンボリルドルフ）５勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，
新潟日報賞，福島ＴＶ杯，八ヶ岳特別，赤富士賞２着，etc.
ノーブルベレーザ（97牝 ＊トニービン）��出走

ホクセツファミリー（04牡 ＊リンドシェーバー）�９勝�５勝，菊水賞３着，園
田ユースカップ３着，園田ジュニアＣ３着

ホクセツロマン（07牝 スターリングローズ）�５勝	６勝
入着���，若草
賞２着，のじぎく賞３着

４代母 ＊ノーブルフランチエスカ（85 USA鹿 Vaguely Noble）不出走
［子］ ノーブルレイジ（94牡 ＊トニービン）４勝，飯坂特別，新緑賞，ドイツ騎

手招待（２）２着，etc.
ギベリン（93� シンボリルドルフ）４勝，白井特別，松浜特別２着，ゆき
つばき賞２着，etc.，障害１勝

５代母 ミスフランチェスカMiss Francesca（72 USA鹿 Raise a Native）USA４
勝，San Clemente S，La Centinela S２着，Leimert S２着，デルマー
オークス‐G3 ３着，サンタイネスＳ‐G3 ３着，etc.
［孫］ ロ－ドスレヴァ Lord Sreva（87� Vaguely Noble）USA４勝，ホーソ

ーンＢＣＨ‐G3
アフォ－ダブルプライス Affordable Price（85 牝 Drouilly）USA３勝，
Torrey Pines S‐LR，レイルバードＳ‐G2 ２着，Crowning Glo
ry S‐LR ２着，etc.

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： ＣＲステーブル
飼 養 者： ＣＲステーブル＝新ひだか町静内目名 �080-6623-6397

305 ジャストゥラヴ２０２１ 牡・鹿 ５／１０

＊

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

＊ Old Trieste

�
�
�
�
�

��
��

�シニスターミニスター Sweet Ministerジャストゥラヴ ＊サンデーサイレンス

��
��
�リリーアンドローズ鹿 2013 ノーブルアクション

＊ノーブルフランチエスカ 13e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 シャワーブーケ（14栗 ゴールドアリュール）２勝，�２勝
初仔

２代母 ＊シャディーナ（05 IRE 鹿 Dubai Destination）FR・USA２勝
ブルーホール（11牡 Harlan's Holiday）１勝，西郷特別，�３勝

３代母 シャマダラ Shamadara（93 IRE 鹿 Kahyasi）GB・FR・IRE２勝，マルレ賞
‐G2，愛オークス‐G1 ２着
シャムダラ Shamdara（98牝 ＊ドクターデヴィアス）FR２勝，マルレ賞‐G2 ３着，

P. Petite Etoile‐L ２着
シャムディナン Shamdinan（04牡 Dr Fong）FR・IRE・USA２勝，セクレタ

リアトＳ‐G1，ＢＣターフ‐G1 ２着，仏ダービー‐G1 ３着，種牡馬
シャーワルディ Shahwardi（06� Lando）GB・FR・IRE・AUS４勝，ＭＲＣハ

ーバートパワーＳ‐G2，P. Turenne‐L，ケルゴルレイ賞‐G2 ３着，etc.
シャムダラ Shamdala（02 牝 Grand Lodge）GB・FR・ITY・HKG６勝，ミラノ大

賞‐G1，ヴィコンテッスヴィジェ賞‐G2，ユベールドショードネイ賞‐G2，etc.
シムラナ Shimrana（04牝 Daylami）不出走

シムラノ Shimrano（12� Monsun）FR・GER・AUS３勝，ウニオンレネン
‐G2，Hannover‐Derby Trial‐L

シャマキヤ Shamakiya（06牝 Intikhab）FR２勝，P. de Thiberville‐L，マルレ
賞‐G2 ３着，ロワイヨモン賞‐G3 ２着
シャムカラ Shamkala（11 牝 Pivotal）FR３勝，クレオパトル賞‐G3
シャムシャッド Shamshad（13� Sea The Stars）FR・ITY１勝，P. Roma

Vecchia‐L ２着，P. U.N.I.R.E.‐L ３着
シャマノヴァ Shamanova（07牝 Danehill Dancer）FR３勝，P. La Moskowa

‐L，マルレ賞‐G2 ２着，ポモーヌ賞‐G2 ３着，etc.

４代母 シャマルザナ Shamarzana（87 IRE 鹿 Darshaan）GB入着

５代母 シャルミーン Sharmeen（72 FR鹿 Val de Loir）FR１勝
［子］ シェルガル Shergar（78牡 Great Nephew）GB・IRE６勝，英ダービー‐G1，

愛ダービー‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，etc.，種牡馬

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

306 シャワーブーケ２０２１ 牡・黒鹿 ２／１１

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤシャワーブーケ
＊ Dubai Destination

��
��
�シャディーナ栗 2014 Shamadara

9c
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 シャープナー（08鹿 ＊スニッツェル）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１），地方－２（３）〕
キャプテンシンガポールCaptain Singapore（16�黒鹿 ドリームジャーニー）

��２勝，�SIN１勝
リカバリーショット（18牡芦 ＊ダンカーク）��出走�１勝�入着��

２代母 フジノコハギ（93鹿 フジノフウウン）２勝，��１勝
ブラウンバーデン（05牡 ＊タイキファイヤー）��１勝

３代母 ＊モーツアルトキルター（76 IRE 栃栗 Vaguely Noble）GB出走
フジノシユンプー（81牝 ＊ダイアトム）２勝

キルトフォーユー（90牡 ＊メンデス）３勝，頌春賞２着，ＳＴＶ賞３着，藻岩山
特別３着

ユーワミラージュ（93牡 ＊キンググローリアス）６勝，武蔵野Ｓ‐Jpn3 ３着，
金蹄Ｓ，阿武隈Ｓ，etc.

ロードキルター（82牡 ＊ダイアトム）７勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ４着，すずかけ賞
‐OP，いちょう特別‐OP，etc.

ノーブルメロディー（90牝 ＊コインドシルバー）２勝，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，エ
リザベス女王杯‐Jpn1 ４着，富里特別
トニーボス（96牡 ＊トニービン）２勝，阿蘇Ｓ‐OP ２着，大沼Ｓ‐OP ２着，成

田特別，etc.，�１勝��１勝	１勝�
入着２回
ダイワバーミンガム（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，御宿特別，館山特別，

晩春Ｓ２着，etc.

４代母 セレスチャルドーン Celestial Dawn（71 GB芦 ＊ドン）GB・FR・USA３勝，
チェリーヒントンＳ‐G3，Princess Margaret S

５代母 マジェスティックMajestic（60 GB栗 Buisson Ardent）GB２勝
［孫］ ミューヒムMuhim（84� ＊パドスール）GB・HKG８勝，Queen Eliza

beth II Cup‐L，Hong Kong Gold Cup‐L ２着
［曾孫］ ハイソサイエティ High Society（99 牝 Key of Luck）IRE・USA３勝，

La Habra S‐L，Rochestown S‐L，ハニムーンＨ‐G2 ３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： 佐々木 康治
飼 養 者： ㈱ニシケン牧場＝新ひだか町三石鳧舞 �0146-49-2132

307 シャープナー２０２１ 牡・鹿 ３／２４

＊

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

＊ Redoute's Choice

�
�
�
�
�

��
��

�スニッツェル Snippets' Lassシャープナー フジノフウウン

��
��
�フジノコハギ鹿 2008 ＊モーツアルトキルター

11e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ショウナンダズル（15青鹿 ＊シャンハイボビー）�２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊パスオブドリームズ（10 USA栗 Giant's Causeway）USA１勝
クラヴァシュドール（17牝 ハーツクライ）�１勝，阪神ジュベナイルフィリーズ

‐G1 ３着，チューリップ賞‐G2 ２着，サウジアラビアＲＣ‐G3 ２着，リゲ
ルＳ‐L ２着，米子Ｓ‐L ３着（２回），etc.

ノースザワールド（18牡 ディープインパクト）�３勝，須磨特別，垂水Ｓ２着，渥
美特別２着，浜名湖特別２着，長久手特別２着，etc.

３代母 パスオヴサンダー Path of Thunder（01 USA鹿 ＊サンダーガルチ）USA６
勝，Golden Pond S‐R，Princess Mora S２着
イキサイティッド Excited（08牝 Giant's Causeway）USA３勝，ヴァージニアオ

ークス‐G3，Hilltop S，リグレットＳ‐G3 ２着，etc.
スリルド Thrilled（13牝 Uncle Mo）USA・CAN２勝，Sunland Park Plum Pr

etty S，デムワゼルＳ‐G2 ２着，ミスグリジョＳ‐G3 ２着，etc.
ビサイドハーセルフ Beside Herself（19 牝 Uncle Mo）�USA２勝，リグレッ

トＳ‐G3 ３着
ウェイトティルドーンWait Til Dawn（09牝 Giant's Causeway）USA・CAN２

勝，Suncoast S

４代母 ドリナDrina（88 USA鹿 Regal and Royal）USA11 勝，Vizcaya H‐L，
Aspidistra H‐L ２着，Miss Tropical H‐L ２着
［子］ スペイン Spain（97 牝 ＊サンダーガルチ）USA９勝，ＢＣディスタフ‐G1，

ラブレアＳ‐G1，フルールデリスＨ‐G2，etc.
プエルトバヌス Puerto Banus（99 牡 Supremo）USA５勝，サンルイス
オビスポＨ‐G2，サンセットＨ‐G2，Sham S‐R ２着，種牡馬

ファンタスティックスペイン Fantastic Spain（00 牡 Fantastic Fellow）
USA５勝，ゴールデンゲイトフィールズＢＣＳ‐G3，ベイメドーズＢ
ＣＨ‐G3 ２着，スタンフォードＢＣＨ‐G3 ３着，種牡馬

［孫］ プラン Plan（05牡 Storm Cat）GB・IRE・USA２勝，愛インターナショ
ナルＳ‐G3，セクレタリアトＳ‐G1 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 沢井 義一＝様似町田代 �0146-36-4608
生 産 牧 場： 沢井 義一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

308 ショウナンダズル２０２１ 牡・黒鹿 ４／２５
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 シニスターミニスター

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Ministerインカンテーション

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

＊ Harlan's Holiday

�
�
�
�
�

��
��

�シャンハイボビー Steelin'ショウナンダズル
＊ Giant's Causeway

��
��
�パスオブドリームズ青鹿 2015 Path of Thunder

9f
Storm Cat M4×M5

価格： 購買者：



母 シャドウマスク（11青鹿 ハーツクライ）��２勝
〔産駒馬名登録数：３〕
モーニングアイリス（20牝黒鹿 ＊タリスマニック）�地方未出走

２代母 ＊ピュアティー（95 USA栗 Woodman）出走
キョウワラプソディ（01牝 ダンスインザダーク）出走

ジュウワンブライト（09牝 キングヘイロー）�５勝�，ヤングＣｈ，プリンセ
スＣ，北日本新聞杯２着

シャドウフレア（02牡 ＊グラスワンダー）２勝
ヒシハイグレード（03牡 サクラバクシンオー）４勝，昇竜Ｓ‐OP ３着，石清水Ｓ，

猪苗代特別，滝桜賞，�３勝�３勝
パールシャドウ（06牝 ＊クロフネ）５勝，秋嶺Ｓ，ルスツ特別，ベゴニア賞，常総Ｓ

２着，大倉山特別２着，etc.
サトノシリウス（15牡 ディープインパクト）２勝，高雄特別２着，八ヶ岳特別３着

ジュヌドラゴン（07� ＊クロフネ）１勝，障害１勝
ロングシャドウ（10牡 ネオユニヴァース）３勝

３代母 レクストラオナー L'Extra Honor（87 USA栗 Hero's Honor）FR２勝，P.
Lord Seymour‐L，P. Charles Laffitte‐L ２着
ヒーザゴーンウェスト Heza GoneWest（93 牡 GoneWest）USA１勝，ジェネ

ラスＳ‐G3 ３着，Pirate Cove S‐R ３着，種牡馬
ヒドナー Hiddnah（97牝 Affirmed）GB・FR・GER１勝，Galtres S‐L ３着，

Godolphin S‐L ３着，Chesham S‐L ３着
マジェスティックロワMajestic Roi（04 牝 Street Cry）GB・FR・UAE３勝，サン

チャリオットＳ‐G1，フレッドダーリングＳ‐G3，サンドリンガム賞‐G2 ２着
マジェスティックジャスミンMajestic Jasmine（10牝 New Approach）IRE

・GER４勝，G.P. der Hannoverschen Volksbank‐L
ヌールアルハワNoor Al Hawa（13牡 ＊マクフィ）�FR・GER・QAT18勝，

ヴィシー大賞‐G3，州都デュッセルドルフ大賞‐G3，オイロパマイレ大賞
‐G3，etc.

ブラックスピリット Black Spirit（07� Black Minnaloushe）GB・FR・IRE・US
A８勝，ニューベリーアークトライアル‐G3，ギヨームドルナーノ賞‐G2 ３着，
ゴードンリチャーズＳ‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 成隆牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5469
生 産 牧 場： 成隆牧場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

309 シャドウマスク２０２１ �・鹿 ３／２５

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスシャドウマスク
＊ Woodman

��
��
�ピュアティー青鹿 2011 L'Extra Honor

4g
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スマイルジュノ（08鹿 ステイゴールド）��３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（16）〕
キクノプルス（14牡黒鹿 ＊ロージズインメイ）�４勝�入着
マナラプレ（15牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
クリー（16牡鹿 ショウナンカンプ）入着３回，��10 勝
フラッシュヒーロー（18牡鹿 エイシンフラッシュ）�１勝
パタパタママ（20牝黒鹿 ＊クリエイターⅡ）��出走

２代母 チャームトウショウ（88鹿 ＊コインドシルバー）１勝
イサミテイオー（96牡 ＊ポリッシュネイビー）１勝
コウユーラヴ（97牝 ＊ジェイドロバリー）２勝

サンダルフォン（03牡 サクラバクシンオー）９勝，北九州記念‐G3，オースト
ラリアＴ‐L，北九州記念‐G3 ３着，バーデンバーデンＣ‐L ３着，アンコ
ールＳ‐OP（２回），etc.

ダイシングロウ（04牡 ダンスインザダーク）５勝，小倉記念‐Jpn3 ２着，バレ
ンタインＳ‐OP ２着，博多Ｓ，京橋特別，紫野特別，障害３勝，種牡馬

セフティーミキオー（01牡 フジキセキ）４勝，麒麟山特別，名古屋城Ｓ２着，三峰
山特別２着，瀬波特別２着，両津湾特別３着

ハッピーチケット（04牝 バブルガムフェロー）出走
ハッピーティア（08牝 ＊ホワイトマズル）障害１勝，中山大障害‐JG1 ２着，�４勝

３代母 ガールトウシヨウ（75栗 ＊チヤイナロツク）７勝，丹沢特別
カメリアトウシヨウ（82牝 ＊ハンザダンサー）不出走

トウショウファルコ（86牡 グリーングラス）８勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，金杯
‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ３着，etc.

オーロラトウショウ（94牝 ＊キンググローリアス）入着３回
トウショウヴォイス（02牡 ＊ラストタイクーン）２勝，新潟記念‐G3 ２着，
福島民報杯‐L ３着，新潟日報賞，etc.，��１勝�１勝�１勝	入着

ブリストウショウ（94牝 ビゼンニシキ）不出走
イゾラトウショウ（03牝 ＊ティンバーカントリー）出走
ラブミーブルー（11牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��入着，エーデルワイ
ス賞‐Jpn3 ２着，北斗盃，ブロッサムＣ

販売申込者・所有者： 滝本 健二＝日高町庫富 �01456-7-2235
生 産 牧 場： 滝本 健二
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

310 スマイルジュノ２０２１ �・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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュスマイルジュノ ＊コインドシルバー

��
��
�チャームトウショウ鹿 2008 ガールトウシヨウ

＊ソシアルバターフライ 1w
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 シアヌークビル（13黒鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
カラハリ（18�鹿 ＊アジアエクスプレス）入着，���入着６回
ヒトマル（19牡黒鹿 コパノリチャード）���入着４回

２代母 ミツワオーロラ（02鹿 メジロマックイーン）出走

３代母 ミツワロード（91鹿 ＊アレミロード）��２勝

４代母 リツチフイールド（79鹿 ＊シルバーシヤーク）１勝
［子］ ミスターゼベット（89牡 ＊ターゴワイス）３勝，喜多方特別，糸魚川特別，

ジョッキーズＧＰ２着，etc.
タイガージヤージ（84牡 プレストウコウ）２勝，栗子特別３着，霞ヶ城特
別３着，�６勝

ルイジアナボーイ（92牡 ＊イルドブルボン）１勝，山吹賞３着
［孫］ トネノキング（03牡 ニューイングランド）入着，ゆりかもめ賞２着，��

３勝�，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ５着
ヌーベルオルレアン（94牝 ＊トニービン）４勝，織姫賞
クレオールクイーン（93牝 ＊ジェイドロバリー）１勝，ミモザ賞２着，桃
花賞３着

ストリートジャズ（98牡 ＊ペルジノ）２勝，アベリア賞２着

５代母 ミヨトウコウ（70黒鹿 ＊ムーテイエ）４勝，クイーンＳ３着，瓢湖特別，白百合賞
［子］ キリノトウコウ（84牡 ＊ノーザンディクテイター）４勝，クリスタルＣ

‐Jpn3，菜の花賞‐OP
トウコウダンサー（80牝 ＊ノーザンテースト）６勝，新春牝馬特別，江戸
川特別，つくし賞

［孫］ オフサイドトラップ（91牡 ＊トニービン）７勝，天皇賞（秋）‐Jpn1，新潟
記念‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

ゲストハウス（87牡 ホスピタリテイ）１勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，
��１勝��

［曾孫］ ナンヨーリバー（05牡 ＊スキャン）４勝，しらかばＳ‐OP，etc.，	１勝
��，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ５着

販売申込者・所有者： ㈲大栄牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2460
生 産 牧 場： ㈲大栄牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

311 シアヌークビル２０２１ �・鹿 ３／ ６

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュシアヌークビル メジロマックイーン

��
��
�ミツワオーロラ黒鹿 2013 ミツワロード

＊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 ショウナンアオバ（07鹿 キングカメハメハ）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－１（１）〕
トンボイ（15牝栗 アドマイヤマックス）２勝，戎橋特別（芝 1200），千種川特別
（芝 1200）２着，仲春特別（芝 1200）２着，勝浦特別（芝 1200）２着，あやめ賞
（芝 1200）２着，皆生特別（芝 1200）３着

ロードベイリーフ（17牡黒鹿 ヴァンセンヌ）�４勝，韋駄天Ｓ‐OP（芝 1000）２着，
サンライズＳ（芝 1200），千種川特別（芝 1200），大牟田特別（芝 1200），みち
のくＳ（芝 1200）２着，テレＱ杯（芝 1200）２着

ドラコテソーロ（18�芦 ゴールドシップ）��１勝�

２代母 ＊ショウナンタイム（96 USA黒鹿 Gilded Time）５勝，仲春特別，仲冬特別３
着，桶狭間特別３着，春菜賞３着
トルサード（09牝 アグネスタキオン）１勝

３代母 ペンブルックスレイディPennbrook's Lady（83 USA黒鹿 Nasty and Bold）
USA１勝
ゴーフォーグローリーGo for Glory（89� Yukon）USA14 勝，British Columbi

a Premier's Ch.‐L，S. W. Randall Plate‐L，John Longden 6000 H，etc.
オールウェイズビーアレイディAlways Be a Lady（90牝 ＊モガンボ）USA３勝

ユウカンビアレイディトゥー Yukan B a Lady Too（96牝 Yukon）USA11 勝，
Snow Blossom S３着

セニョリータバンディート Senorita Bandito（91 牝 Tejano）USA２勝，Senori
ta S２着

イターナルグローリーEternal Glory（95 牝 Danzatore）USA１勝
ネヴァーラッケンNeverlacken（02牝 Smoke Glacken）USA３勝，Ocala

Breeders' Sales Championship S‐R，Busher S‐L ２着，Miss Wo
odford S３着

アップトゥミーUp to Me（98牝 Salt Lake）USA４勝，Supernaturel S３着
ティピカルTypical（99 牝 Alydeed）不出走

ミススカーレットロードMiss Scarlett Road（09牝 Old Forester）CAN３勝，
Lady Angela S‐R ２着

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

312 ショウナンアオバ２０２１ �・黒鹿 ２／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュゴールドシップ メジロマックイーン

��
��
�ポイントフラッグ芦 2009 パストラリズム

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスショウナンアオバ
＊ Gilded Time

��
��
�ショウナンタイム鹿 2007 Pennbrook's Lady

16h
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ジョウノボレロ（02青鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－５（20）〕
ジョウノアラミス（08牡鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，陣馬特別
（芝 2400）３着

リアライズキボンヌ（09牝鹿 ＊アフリート）５勝，アレキサンドライトＳ（Ｄ1800），
オホーツクＨ（Ｄ1700），鹿島特別（Ｄ1800）

プリンセスミユキ（11牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�４勝���
ケンバトル（12牡鹿 ゴールドアリュール）��２勝
オラシオン（13牡鹿 ダイワメジャー）�３勝�１勝�入着２回
アルゴロオジエ（14牝黒鹿 ハーツクライ）１勝
アイヴィーサ（16牝鹿 ロードカナロア）�３勝�４勝�
リンダリンダリンダ（17牝鹿 オルフェーヴル）���１勝・１勝�１勝

２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，佐渡Ｓ２着，美作特別２着，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，佐賀弥生賞３着
ザンジバル（00牡 ダンスインザダーク）１勝
ラレーヌデュバル（06牝 ＊リンドシェーバー）１勝

３代母 チャーミングティアラCharming Tiara（86 USA鹿 Alydar）不出走
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
チャーミングクエストCharming Quest（97 牝 Quest For Fame）不出走

ラクマジュール Lac Majeur（04	 Daliapour）FR４勝，P. du Haras de la Huder
ie‐L ２着，Criterium du Fonds Europen de l'Elevage‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱ストームファームコーポレーション＝熊本県菊池郡大津町 �096-293-0592
生 産 牧 場： ㈱ストームファームコーポレーション
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

313 ジョウノボレロ２０２１ 牡・黒鹿 ５／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayジョウノボレロ
＊ Dixieland Band

��
��
�ザンゼ青鹿 2002 Charming Tiara

13c
Hail to Reason M4×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ジョーパルカ（10栗 フジキセキ）�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
タツノマッハ（18牡鹿 ＊ダノンレジェンド）���４勝
クレールアヴニール（19牝栗 ＊ダンカーク）���入着

２代母 ジョーセクレタリー（92鹿 ＊トニービン）５勝，ドンカスターＳ，洞爺湖特別，
仲秋Ｓ２着，京洛Ｓ２着，臥牛山特別２着，etc.
ジョーモルデュー（04� ＊クロフネ）４勝，魚沼特別３着，�１勝�入着４回，コス

モバルク記念，絆Ｃ２着，コスモバルク記念２着，星雲賞２着，etc.
ジョーメテオ（06牡 ネオユニヴァース）４勝，��２勝�１勝�入着	�，兵庫ゴ

ールドＴ‐Jpn3 ２着，オーバルスプリント‐Jpn3 ３着，アフター５スター賞，
笠松ＧＰ，ゴールドＣ，etc.

マイネルラピド（08牡 ＊マイネルラヴ）２勝
ジョーリコチャン（09牝 クーリンガー）��１勝
ジョーキーパーソン（12牡 アドマイヤムーン）�２勝��８勝

３代母 ジョーセイバー（85栗 ＊ノーザンテースト）１勝，洞爺湖特別２着
ジョービッグバン（95牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，小倉大賞典‐Jpn3，中山金杯

‐Jpn3，函館記念‐Jpn3，etc.，種牡馬
ジョーアルデバラン（98� ＊オジジアン）３勝，塩沢特別３着，噴火湾特別３着，竜

飛崎特別３着，
５勝�
ジョーマリコ（99牝 マーベラスサンデー）５勝

ジョーアカリン（08牝 タニノギムレット）２勝，乙訓特別２着，犬山特別２着，
戎橋特別２着，etc.

４代母 ＊ソールズベリー（69 USA栗 Reneged）不出走
［子］ ツジユートピアン（90牡 ＊ノーリユート）２勝，きさらぎ賞‐Jpn3

シヤダイクイン（82牝 ＊デイクタス）３勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，ＨＢ
Ｃ杯２着，霞ケ浦特別２着，etc.

プリティバンビ（92牝 ＊ノーリユート）３勝，潮騒特別，利尻特別
［孫］ ドロテアス（94牡 ＊ドクターデヴィアス）２勝，シンザン記念‐Jpn3 ３着，

京都３歳Ｓ‐OP ２着，ききょうＳ‐OP ３着，etc.

販売申込者・所有者： 斉藤 政志＝浦河町瑞穂 �0146-25-2290
生 産 牧 場： 斉藤 政志
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

314 ジョーパルカ２０２１ �・鹿 ５／１２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサージョーパルカ ＊トニービン

��
��
�ジョーセクレタリー栗 2010 ジョーセイバー

＊ソールズベリー 1r
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 スイートガーデン（11鹿 ブラックタイド）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
アーモンドラブ（18牝鹿 ＊モンテロッソ）��２勝
スーパーショット（19牡栗 ＊ラニ）��入着
タカイチスイート（20牝鹿 ＊ノヴェリスト）���入着

２代母 スイートリヴァー（02栗 ＊パラダイスクリーク）１勝
シンデンアラタ（09牡 オンファイア）１勝，�５勝���
スウィートアゲン（10牝 ブラックタイド）�７勝
フォルサ（12牡 ブラックタイド）１勝
ネコダンサー（13牡 ブラックタイド）１勝
ネコディール（14牡 サイレントディール）��１勝�３勝�２勝
マナカ（16牝 ＊タイキシャトル）入着，�２勝

３代母 ニシノコマチ（96栗 Miswaki）１勝
シゲルジュウヤク（08牡 ＊グラスワンダー）１勝，障害４勝，阪神スプリングジャン

プ‐JG2，新潟ジャンプＳ‐JG3，中山グランドジャンプ‐JG1 ３着，etc.

４代母 ＊サレラ（88 USA鹿 Danzig）GB出走
［子］ オーミヤボレロ（97牡 ＊ジェイドロバリー）��12 勝�７勝�，吉野ヶ里

記念，はがくれ大賞典３着

５代母 サンティアゴスイーティ Santiago Sweetie（74 USA鹿 Boldnesian）USA１勝
［子］ フラメンコ Flamenco（80牝 Dance Spell）GB・FR・IRE３勝，カンデ

ラブラＳ‐G3，チャイルドＳ‐G3 ２着
ポルティオ Portio（83 牝 Riva Ridge）USA４勝，White Rose S‐R，
Blue Bonnet S‐R ２着

［孫］ ブラックビューティディー Black Beauty D.（89 牝 Procida）PR17 勝，
C. Prensa Hipica‐L，C. Roberto Clemente‐L，C. Wiso G.
‐L ２着，etc.

［曾孫］ アンビヴァレント Ambivalent（09 牝 Authorized）GB・FR・IRE・AUS
・UAE・TUR５勝，愛プリティポリーＳ‐G1，ミドルトンＳ‐G2，
Chalice S‐L，etc.

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

315 スイートガーデン２０２１ 牡・鹿 ３／２８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアスイートガーデン ＊パラダイスクリーク

��
��
�スイートリヴァー鹿 2011 ニシノコマチ

＊サレラ 1j
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 キナウ（11黒鹿 キングカメハメハ）入着，��３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ラニカイブルー（18牝黒鹿 ＊タートルボウル）��入着６回�
レウェルティ（19牝黒鹿 ＊ドレフォン）���２勝�２勝
ディオスビエント（20牡鹿 ＊マインドユアビスケッツ）�未出走

２代母 リンガフランカ（02栗 ＊サンデーサイレンス）１勝，外房特別２着，�１勝�
入着��
レッドオーディン（10牡 ジャングルポケット）入着３回，�１勝
クレオール（12牝 ＊チチカステナンゴ）２勝
シシャモダイスキ（17牡 ルーラーシップ）��４勝

３代母 ＊フランクアーギュメント（86 USA黒鹿 Argument）FR・GER・USA３勝，
P. des Tourelles‐L，P. Joubert‐L，フラワーボ－ルＨ‐G1 ２着，ロング
アイランドＨ‐G2 ２着，ロングアイランドＨ‐G2 ３着，etc.
アドマイヤロード（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，万葉Ｓ‐OP，北大路特別，ロ

ベリア賞，etc.
アドマイヤセラヴィ（99牝 ＊サンデーサイレンス）入着

ヒカルカザブエ（05牡 ジャングルポケット）４勝，阪神大賞典‐G2 ２着，ＡＲ
共和国杯‐G2 ３着，元町Ｓ，etc.

アマファソン（07牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，君子蘭賞，御室特別２着，四
国新聞杯２着，etc.
アマーティ（16牝 ルーラーシップ）１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着

４代母 フランカ Franca（76 ITY鹿 ＊ヴアイスリーガル）FR・USA２勝，Las Mad
rinas H３着
［子］ フランクリーパーフェクト Frankly Perfect（85 牡 Perrault）FR・USA

６勝，ハリウッドターフカップ‐G1，サンルイスレイＳ‐G1，ゴール
デンゲイトＨ‐G2，etc.，種牡馬

［孫］ シブリングライヴァル Sibling Rival（94 牡 Quest For Fame）GB・FR
・UAE５勝，P. de la Porte deMadrid‐L，ドーヴィル大賞‐G2 ２
着，シャンティー大賞‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �090-9082-6145
生 産 牧 場： 坂本 智広
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

316 キナウ２０２１ 牡・鹿 ４／１０

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスキナウ ＊サンデーサイレンス

��
��
�リンガフランカ黒鹿 2011 ＊フランクアーギュメント

11f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 シルクナデシコ（06栗 フジキセキ）２勝，赤湯特別（芝 1200），秋元湖特別
（芝 1200）２着，筑紫特別（芝 1200）２着，伊万里特別（芝 1200）３着，有田特別
（芝 1200）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
リュウセイ（13牡栗 ＊タイキシャトル）�７勝
チェダーピンク（17牝栗 ＊キングズベスト）���１勝

２代母 ピサノヒビキ（00芦 ＊ラムタラ）１勝
ラブイズマイウエー（05牝 ＊メイショウドトウ）�１勝�１勝

３代母 ＊ブラッセルフラウ（89 USA芦 Alydar）出走
アトラスマーカー（94牝 アンバーシヤダイ）�入着２回

トーセンサニー（00牝 サニーブライアン）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ３着，プ
ラタナス賞２着

フラウアントゥーム（95牝 ＊トニービン）出走
イッツガナハプン（09牡 ＊ケイムホーム）２勝，�14 勝�入着��，珊瑚冠賞，

二十四万石賞，だるま夕日賞（２回），etc.
ベルガール（98牝 ＊トニービン）	出走

トーセンベルボーイ（02牡 フサイチソニック）３勝，瀬波温泉特別，北斗賞３着
ローレルベルロード（05牡 ナリタトップロード）３勝，信夫山特別

４代母 ベルガBelga（68 FR芦 Le Fabuleux）FR１勝
［子］ ランアンドデリヴァー Run and Deliver（88 牡 Danzig）GB・PER４勝，

エルネストＡパルド賞‐G1，P. Almirante Petit Thouars‐L，
P. Jose Rodriguez Razzeto‐L，種牡馬

＊ベルマン（78牡 Riverman）FR・ITY４勝，ウジェーヌアダム賞‐G2，リ
ス賞‐G3，伊ジョッキークラブ大賞‐G1 ３着，種牡馬

＊ベリフア（76牡 Lyphard）FR６勝，ダフニス賞‐G3，ジョンシェール賞
‐G3，クインシー賞‐G3，etc.，種牡馬

ブリヤント Brillante（80 牝 Green Dancer）FR２勝，P. de la Seine
‐L，ロワイヨモン賞‐G3 ２着，フィユドレール賞‐G3 ３着

［孫］ バルロワ Balleroy（88牡 Kaldoun）FR・USA４勝，ギシュ賞‐G3，ジャ
ンプラ賞‐G1 ２着，コンデ賞‐G3 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲笹地牧場＝浦河町上杵臼 �090-3115-7962
生 産 牧 場： ㈲笹地牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

317 シルクナデシコ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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーシルクナデシコ ＊ラムタラ

��
��
�ピサノヒビキ栗 2006 ＊ブラッセルフラウ

16b
Secretariat S4×S5 Le Fabuleux M4×M5 Buckpasser S5×S5
Raise a Native S5×M5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 シレーナ（11黒鹿 アドマイヤムーン）入着，�３勝�１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
クレーナ（19牝青鹿 レッドスパーダ）�地方未出走
シナノフローレンス（20牝鹿 ミッキーロケット）�地方未出走

２代母 ユキノマーメイド（03栗 スペシャルウィーク）４勝，おおぞら特別，駒ケ岳特
別，ＨＢＣ賞２着，大倉山特別２着，太宰府特別３着，etc.
ベステンダンク（12牡 ＊タイキシャトル）�７勝，都大路Ｓ‐L，米子Ｓ‐L，マイラー

ズＣ‐G2 ２着，カシオペアＳ‐L ２着，小倉日経ＯＰ‐OP ２着，etc.
サンキュー（13牡 ＊タイキシャトル）３勝，ＲＫＢ賞，西日本スポーツ杯２着，��

１勝�２勝��入着２回，赤松杯２着，兵庫ウインターＣ３着
ハルカノテソーロ（14牡 ＊ハービンジャー）２勝
ユキノグローリー（17牡 ＊ノヴェリスト）�２勝
ユキノフラッシュ（18牡 エイシンフラッシュ）�２勝
トウシンマカオ（19牡 ビッグアーサー）�２勝，クロッカスＳ‐L，京王杯２歳Ｓ

‐G2 ２着

３代母 ＊サスペンスクイーン（91 USA栗 Woodman）３勝，帆柱山特別
アチーブフィート（99牡 ＊トニービン）３勝，朝日岳特別，むらさき賞２着，ロベリ

ア賞２着，etc.，障害１勝

４代母 クリスタルカップCrystal Cup（81 USA栗 Nijinsky）USA出走
［子］ イクタマル Iktamal（92 牡 Danzig Connection）GB・FR・USA７勝，

ヘイドックスプリントＣ‐G1，ビーズウィングＳ‐G3，Abernant S
‐L ２着，etc.，種牡馬

ファーストマグニチュード First Magnitude（96牡 ＊アラジ）FR・USA
５勝，ジャンドショードネイ賞‐G2，コンセイユドパリ賞‐G2，エド
ゥヴィル賞‐G3，etc.

ロッカマンド Rockamundo（90牡 Key to the Mint）USA２勝，アーカ
ンソーダービー‐G2，アーリントンＷフュチュリティ‐G2 ３着，A
k Sar Ben Juvenile S２着，etc.，種牡馬

［孫］ コンクエスト Conquest（04� Invincible Spirit）GB・FR・UAE５勝，ジ
ムクラックＳ‐G2，ベンゴーフＳ‐G3，Hever Sprint S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338
生 産 牧 場： ゼットステーブル
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

318 シレーナ２０２１ 牡・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サトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズシレーナ スペシャルウィーク

��
��
�ユキノマーメイド黒鹿 2011 ＊サスペンスクイーン

4i
サンデーサイレンス S3×M4×M4 Mr. Prospector S5×M5×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 シンワウォッカ（09鹿 ＊シーキングザダイヤ）２勝，�１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（１）〕
ミラクルチューン（16牝黒鹿 ゴールドアリュール）１勝，��１勝�
マリブパイン（19牝鹿 ＊ザファクター）�１勝

２代母 ビーマイプリンセス（97黒鹿 ＊リンドシェーバー）�６勝，エトワール賞３着
ゴールドゲスト（04牝 ヤマニンゼファー）�１勝�
シンワラヴ（05牡 ＊マイネルラヴ）２勝，沈丁花賞，��２勝�１勝�入着３回，赤

レンガ記念３着
シンワコウジ（06牡 ミラクルアドマイヤ）�20 勝，名港盃，尾張名古屋杯，名古屋

記念２着，東海ゴールドＣ３着
シンワコクオウ（08牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着２回，��１勝	

３代母 ニッポーダイリン（89鹿 Be My Guest）不出走
ニッポーストーン（94牡 ＊カコイーシーズ）３勝，米沢特別２着，隅田川特別２着，

庄内川特別２着
ナニワビクトリー（99牡 フジキセキ）６勝，安芸Ｓ，赤穂特別，白川郷Ｓ２着，etc.
クレバーサクラオー（06牡 サクラバクシンオー）�４勝

４代母 ＊アンクレリエール（84 FR鹿 Top Ville）FR１勝

５代母 ホワイトライトニングWhite Lightning（70 FR芦 ＊ボールドリツク）FR１
勝，クレオパトル賞‐G3 ２着，ペネロープ賞‐G3 ３着
［子］ アンデスペラ－ドUn Desperado（83牡 Top Ville）FR２勝，ウジェー

ヌアダム賞‐G2，シェーヌ賞‐G3 ２着，P. de Suresnes‐L ３着，
種牡馬

ユヌヴィヴァンディエ－ルUne Vivandiere（77 牝 Sassafras）FR１勝
［孫］ トップオヴザワールド Top of theWorld（87 牡 Top Ville）GB３勝，

ヘンリー二世Ｓ‐G3，種牡馬
カリスタン Kalistan（83牡 Kenmare）FR４勝，フォンテヌブロー賞‐G3
２着，ダフニス賞‐G3 ３着，種牡馬

［曾孫］ アトランティックノール Atlantique Nord（00
 Balleroy）FR11 勝，
P. du Grand Camp‐L，P. Scaramouche‐L ３着

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

319 シンワウォッカ２０２１ �・栗 ４／ ６
＊ 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

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�シーキングザダイヤ ＊シーキングザパールシンワウォッカ ＊リンドシェーバー

��
��
�ビーマイプリンセス鹿 2009 ニッポーダイリン

＊アンクレリエール 3f
Mr. Prospector S3×M5 Raise a Native S4×M5 Nashua S5×S5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ＊シーナリー（12 USA芦 Scat Daddy）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
マイネルニゲラ（18牡鹿 ジョーカプチーノ）���１勝
ヘキクウ（19牡芦 ラブリーデイ）�１勝

２代母 フェイヴァリトピック Favorite Pic（04 USA芦 Favorite Trick）不出走
ブルーサムライBlue Samurai（08 牝 Orientate）USA３勝
ウォーフェイヴァリトWar Favorite（11 牝 War Chant）USA２勝
マジェスティックピックMajestic Pic（13 牝 ＊マジェスティックウォリアー）�US

A５勝
フェイヴァリトイメージ Favorite Image（18� Imagining）�USA１勝

３代母 ナイスピックNice Pic（95 USA芦 Piccolino）USA１勝
トリックズピック Trick's Pic（03 牝 Favorite Trick）USA５勝，テュズラＨ‐G3，

マッチメイカーＳ‐G3 ２着，Swingtime S‐R ２着，etc.

４代母 イーヴィルズシスターEvil's Sister（85 USA芦 Medieval Man）不出走
［子］ イーヴィルズピック Evil's Pic（92 牝 Piccolino）USA10 勝，インタバラＨ

‐G3，Great Lady M. S‐L，Dearly Precious S‐L，etc.
イーヴィルズシェルター Evil's Shelter（91� Shelter Half）USA６勝，
Locust S，George Rosenberger Memorial H‐R ２着，We
st Virginia Breeders Classic S‐R ３着

［孫］ イーヴィルミニスター Evil Minister（02 牡 Deputy Minister）USA２勝，
サプリングＳ‐G3，米フュチュリティＳ‐G2 ３着，種牡馬

デイドリーミングラシエDaydreamin Gracie（08 牝 Domestic Dispute）
USA９勝，Shine Again S‐R，MarylandMillion Ladies S‐R
２着，Monmouth Beach S‐L ３着，etc.

イーヴィルストーム Evil Storm（01� Storm Broker）USA８勝，Ma
rylandMillion Classic‐R，Jennings H‐R ２着，MarylandMi
llion Classic‐R ３着（２回）

［曾孫］ ロケッタゾ Rocketazo（10牡 Spring At Last）PER10 勝，モンテリコ競
馬場賞‐G2，ミゲルＧセミナリオ提督賞‐G2，P. Batalla de Tarapa
ca‐L，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

320 シーナリー２０２１ �・栗 ３／１８

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊

スキャットダディ ＊ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�

��
��

�Scat Daddy Love Styleシーナリー フェイヴァリトピック Favorite Trick

��
��
�Favorite Pic芦USA 2012 Nice Pic

2h
Mr. Prospector S4×M4 Medieval Man M5×M5

価格： 購買者：



母 シンセツ（07鹿 ＊ホワイトマズル）�４勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ハクシュカッサイ（14牡栗 ローエングリン）��１勝�３勝
バイザウェイ（19牡栗 トゥザグローリー）���２勝
ハシレヨオトメ（20牝鹿 インカンテーション）�地方未出走

２代母 アサンブラージュ（01栗 ＊タイキシャトル）出走
ディーズブラージュ（10牝 ＊クロフネ）��２勝
コスモアルヘナ（12牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，八雲特別，奥尻特別２着，小倉

城特別２着，障害１勝
バカラボナセーラ（13牝 ナカヤマフェスタ）��３勝�

３代母 サークルメモリー（93栗 ＊エブロス）２勝，三国特別２着
コートユーフォリア（04牡 ＊チーフベアハート）３勝，花背特別，つばき賞
キンショーオトヒメ（05牝 マーベラスサンデー）１勝，糺の森特別２着，白鷺特別

２着，�２勝��入着２回
メイショウベンガル（17牡 ＊クロフネ）�４勝，陽春Ｓ，門松Ｓ３着，三河Ｓ３着

４代母 サークルシヨウワ（85栗 モンテプリンス）２勝，クイーンＣ‐Jpn3
［子］ アンクルスーパー（97牡 ＊デインヒル）５勝，福島記念‐Jpn3 ２着，中京

記念‐Jpn3 ２着，大阪城Ｓ‐L ２着（２回），etc.，種牡馬
ベルウイナー（92牡 ニホンピロウイナー）７勝，関屋記念‐Jpn3 ２着，
ポートアイランドＳ‐OP，朱鷺Ｓ‐OP，etc.，障害１勝

エバービクトリー（91牡 アンバーシヤダイ）４勝，周防灘特別，恵庭岳特
別，二見ケ浦特別２着，etc.

ベルクロス（98牝 タマモクロス）１勝，登別特別２着
［孫］ フミノパッション（04牡 マンハッタンカフェ）２勝，鳴海特別，高山特別２着

ルーレットクイーン（13牝 ドリームジャーニー）３勝，米沢特別２着
ゴーゲッター（07牡 ゼンノロブロイ）１勝，寺泊特別２着，米山特別２着，
松浜特別２着，etc.

ルナフライト（06牝 マンハッタンカフェ）２勝，おおぞら特別３着

５代母 サークルカマダ（76栗 ヒデチカラ）４勝，武蔵野Ｓ，牝馬特別，福寿草特別

販売申込者・所有者： 多田 善弘＝浦河町杵臼 �0146-28-1611
生 産 牧 場： 多田 善弘
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

321 シンセツ２０２１ �・鹿 ２／１３
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeシンセツ ＊タイキシャトル

��
��
�アサンブラージュ鹿 2007 サークルメモリー

＊キングスサークル 1n
Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5 Drone S5×M5

価格： 購買者：



母 スイートマルセル（11鹿 ＊ワイルドラッシュ）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５）〕
レイテントロアー（17牡鹿 ＊サウスヴィグラス）�２勝，妙高特別（Ｄ1200）２着
スイートアリエス（18牝鹿 ＊アジアエクスプレス）２勝，���出走
ムーヴ（19牡鹿 ＊ラニ）�１勝

２代母 ＊スイートフルーレ（96 USA鹿 Green Desert）不出走
スイートフィドル（02牝 ＊アフリート）�14 勝
シンボリワーグナー（04� ＊フォーティナイナー）��１勝
ディフュージョン（05牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
スイートマトルーフ（06牝 スペシャルウィーク）５勝，寿Ｓ，堀川特別，香住特別，

西海賞２着，ぶっぽうそう特別３着
トーホウバロン（18牡 キングカメハメハ）�２勝，宝満山特別，奥の細道特別

２着，磐梯山特別２着
シンボリマルセイユ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，大牟田特別，九重

特別，��８勝
スイートフラム（08牝 ＊シンボリクリスエス）入着，��３勝
ハナズプルメリア（12牝 キングカメハメハ）１勝，つわぶき賞３着，�２勝��１勝
フジマサスペシャル（13牡 スペシャルウィーク）１勝
ラブリイメッセージ（14牝 ダンスインザダーク）１勝
マイネルエストック（16牡 スペシャルウィーク）�３勝

３代母 ケンブ Kenbu（89 FR芦 Kenmare）GB・FR・USA４勝，カブール賞‐G3，
P. du Pin‐L，P. Imprudence‐L，モルニー賞‐G1 ２着，英１０００ギニー
‐G1 ３着，etc.

＊シンボリスウォード（95牡 Green Desert）７勝，アイビスサマーダッシュ‐Jpn3 ２
着，函館スプリントＳ‐Jpn3 ２着，クリスタルＣ‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬

＊スイートオーキッド（97牝 GoneWest）３勝，クリスタルＣ‐Jpn3，ＮＨＫマイ
ルＣ‐Jpn1 ５着，キーンランドＣ‐OP ３着，etc.

＊シンボリウエスト（00� GoneWest）３勝，札幌日刊スポーツ杯，摩周湖特別，郡
山特別，etc.，�８勝，IRE１勝

＊スイートローレライ（03牝 Rahy）１勝，寺泊特別３着

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

322 スイートマルセル２０２１ 牡・鹿 ３／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊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

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkスイートマルセル
＊ Green Desert

��
��
�スイートフルーレ鹿 2011 Kenbu

2e
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 クロスバラード（03鹿 ＊タイキシャトル）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（12）〕
ソードラック（11牡鹿 キングカメハメハ）２勝，三条特別（芝 1600）
スカイステージ（13牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）��７勝
クリスタルバローズ（16牡鹿 ヴィクトワールピサ）１勝，��３勝�１勝���
タカイチラブ（18牡青鹿 ラブリーデイ）��１勝

２代母 エンドレスメロディ（96鹿 ＊シルヴァーエンディング）入着２回，�５勝
クロスデジタル（06牡 ＊アグネスデジタル）�１勝��８勝�
ヘイダーリン（07牡 マンハッタンカフェ）１勝

３代母 プリンセスメロディ（88栗 ＊ニゾン）不出走

４代母 ＊タジメロデイー（70 USA黒鹿 Prince Taj）USA３勝
［子］ フロントページ（75牡 ＊ステユーペンダス）５勝，利尻特別，	
�１勝

メロデイフエア（84牡 ＊ロイヤルノーザンⅡ）	
２勝
ドンメロデイー（78牡 ＊ドン）�２勝

［孫］ イシノラツキー（85牝 ＊ソーブレスド）��７勝�２勝，かしわ記念，東
京プリンセス賞，クイーン賞３着

マウントリボン（92牝 ＊グリーンマウント）�３勝	
２勝
モブコーラス（89牝 ＊リーフグレイド）�４勝
シドニーボーイ（87牡 ＊フアバージ）��２勝�
ヒカリシヤトーオー（83牡 ＊シヤトーゲイ）	
２勝

［曾孫］ ブレイブテイオー（93� アスワン）１勝，�６勝�
ミランフォルテ（93牡 スクラムダイナ）��５勝
ミルソプラノ（94牝 ワカオライデン）�１勝�３勝���入着５回
モブピッコロ（92牝 オグリイチバン）��１勝

５代母 グリーシャンメロディGrecian Melody（61 USA栗 Tudor Minstrel）USA１勝
［子］ ハンサムボウHandsome Beau（67牡 Beau Gar）USA７勝

グリークプライドGreek Pride（71 牡 Proud Clarion）USA３勝
グリーシャンタイムズGrecian Times（68 牝 Olden Times）USA１勝

［孫］ エイシャントバラードAncient Ballad（78牝 Frontage）USA６勝

販売申込者・所有者： ㈲シンユウファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-3411
生 産 牧 場： ㈲シンユウファーム
飼 養 者： ㈲シンユウファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-3411

323 クロスバラード２０２１ 牡・栗 ４／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル 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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンクロスバラード ＊シルヴァーエンディング

��
��
�エンドレスメロディ鹿 2003 プリンセスメロディ

＊タジメロデイー 9a
Halo S4×M4 ノーザンテースト S4×S5 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 ゴールドジェーン（08鹿 キングカメハメハ）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ゴールドサブリナ（17牝青鹿 キズナ）�２勝�１勝
ツルマルクックー（19牝鹿 ディープブリランテ）��１勝
シゲルヴィンセント（20牡青鹿 ヴィクトワールピサ）�未出走

２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，富士Ｓ‐G3 ３着，シリウスＳ‐Jpn3 ３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，カペラＳ‐Jpn3 ３着，

�２勝��21 勝�，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，東京スプリン
ト‐Jpn3 ２着（２回），東京スプリント‐Jpn3 ３着，etc.，ＮＡＲ優古馬，Ｎ
ＡＲ優短距（2回）

ゴールドコイン（05牝 ＊デヒア）�11 勝�入着��
キクノレヨン（12牝 ＊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２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

ベルウッドテンプウ（09牡 ＊フレンチデピュティ）�２勝�２勝

３代母 ワンアイラヴOne I Love（76 USA黒鹿 Sir Ivor）USA５勝
バンドリーダー Band Leader（85 牡 Mr. Leader）USA８勝，Fort McHenry H

‐L ２着，Broad Brush S‐L ２着
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 Canada H３着
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

４代母 デルタエンプレスDelta Empress（70 USA黒鹿 Delta Judge）USA４勝，
フォールズシティＨ‐G3，Pocahontas S２着

販売申込者・所有者： 笹島 政信＝浦河町上絵笛 �0146-22-0709
生 産 牧 場： 笹島 政信
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

324 ゴールドジェーン２０２１ �・鹿 ３／２６

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスゴールドジェーン
＊ Stop the Music

��
��
�インキュラブルロマンティック鹿 2008 One I Love

4j
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 サイレンスドリーム（09鹿 ディープインパクト）�１勝�入着３回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（10）〕
エスドリーム（16牡鹿 ＊シンボリクリスエス）�３勝�入着��
ガミラスジャクソン（17牡青鹿 エイシンフラッシュ）��６勝�１勝���，ゴー

ルドジュニア（Ｄ1600）

２代母 ボストンタイム（95鹿 ＊ブライアンズタイム）４勝，登別特別，羊ヶ丘特別２
着，ＨＴＢ杯２着，函館日刊スポーツ杯２着，おおぞらＳ３着
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，巴賞‐L ２着，函館記念‐G3 ３着，etc.
ドリームレディ（07牝 ＊ロージズインメイ）入着，��１勝�入着

スリリングドリーム（17牝 フェノーメノ）１勝，コスモス賞‐OP ３着
コスモサンレミ（18牝 マツリダゴッホ）�１勝，しゃくなげ賞３着

グランパルファン（13牝 ゴールドアリュール）１勝，�１勝�
キングディグニティ（14牡 ＊キングズベスト）２勝，��１勝
アイムワン（15牡 オルフェーヴル）入着，��２勝�３勝�入着２回�
ルーラルーラ（17牝 ルーラーシップ）��２勝
プッシュユアセルフ（18牝 ＊アジアエクスプレス）��４勝��入着３回

３代母 ドリームドリーム（88鹿 ＊ロイヤルニジンスキー）４勝，稲荷特別，初冬特別，
勿来特別，清滝特別２着，桧山特別２着，etc.
チャイナドリーム（96牝 ＊シャンハイ）不出走

アポンマイライフ（00牝 ＊サンシャック）１勝，あやめ賞２着

４代母 ハギノトツプレデイ（77黒鹿 ＊サンシー）７勝，桜花賞，エリザベス女王杯，
高松宮杯，京都牝馬特別，宝塚記念４着，etc.，優３牝
［子］ ダイイチルビー（87牝 トウシヨウボーイ）６勝，安田記念‐Jpn1，スプリ

ンターズＳ‐Jpn1，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，etc.，優古牝，優短距
［孫］ マイネルセレクト（99牡 ＊フォーティナイナー）７勝，��２勝	１勝，Ｊ

ＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，黒船賞‐Jpn3，etc.，種牡馬
ダイイチシガー（94牝 ＊トニービン）２勝，オークス‐Jpn1 ３着，サンス
ポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 坂牧場＝日高町美原 �01456-5-2857
生 産 牧 場： 坂牧場
飼 養 者： 三橋ステーブル＝むかわ町米原 �080-6079-0954

325 サイレンスドリーム２０２１ �・鹿 ４／１５

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

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

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアサイレンスドリーム ＊ブライアンズタイム

��
��
�ボストンタイム鹿 2009 ドリームドリーム

＊マイリー 7e
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 スカーレットダンス（10鹿 ダンスインザダーク）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ビドウ（15牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）��２勝�
ヴァーユ（17牡鹿 ロードカナロア）���３勝�
ベラコリーダ（19牝鹿 エピファネイア）�出走
エクメディノキセキ（20牡黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）��入着２回

２代母 スカーレットローズ（87栗 ＊ノーザンテースト）２勝
クリムズンハウス（93牡 ＊キャロルハウス）５勝，館山特別，飯盛山特別，五頭連峰

特別２着，瀬波特別３着，八海山特別３着，etc.
スカーレットレディ（95牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

サカラート（00牡 ＊アフリート）６勝，東海Ｓ‐Jpn2，etc.，�１勝��１勝�
１勝��入着３回�，日本ＴＶ盃‐Jpn2，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，マー
キュリーＣ‐Jpn3，かしわ記念‐Jpn1 ３着，etc.

ヴァーミリアン（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，フェブラリーＳ‐G1，ジャ
パンＣダート‐G1，etc.，��７勝�２勝	１勝，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1（３回），東京大賞典‐Jpn1，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1
（２回），名古屋ＧＰ‐Jpn2，ダイオライト記念‐Jpn2，彩の国浦和記念
‐Jpn2，etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

キングスエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）６勝，シリウスＳ‐G3，シリウ
スＳ‐G3 ２着，みやこＳ‐G3 ２着，ベテルギウスＳ‐OP，etc.，�入着
���，佐賀記念‐Jpn3 ３着

ソリタリーキング（07牡 キングカメハメハ）７勝，東海Ｓ‐G2，ブリリアント
Ｓ‐L，etc.，��１勝�１勝���入着５回，日本ＴＶ盃‐Jpn2，マーキ
ュリーＣ‐Jpn3，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ３着，etc.

スギノフォルモーザ（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
ハローサンライズ（98牝 ダンスインザダーク）２勝
ラバグルート（01牡 ダンスインザダーク）４勝，平尾台特別，豊前特別，日向特別

２着，響灘特別３着，早鞆特別３着，etc.
クリムゾンブーケ（06牝 ＊クロフネ）１勝

３代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走

販売申込者・所有者： 高松牧場＝浦河町野深 �0146-27-4347
生 産 牧 場： 高松牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

326 スカーレットダンス２０２１ 牡・鹿 ５／１２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイスカーレットダンス ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットローズ鹿 2010 ＊スカーレツトインク

4d
Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 スパイクラベンダー（10鹿 Henrythenavigator）�４勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（９）〕
クワイエット（16牝黒鹿 ローレルゲレイロ）�入着２回，��３勝
スピードドドド（17牝鹿 リアルインパクト）�１勝
プリンスカノン（18牡黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）��入着２回�４勝��１勝
スパイクシップ（19牡黒鹿 ルーラーシップ）���入着２回
ラヴァンドラ（20牝鹿 リアルスティール）�未出走

２代母 ＊キャッツ（06 USA栗 Storm Cat）USA１勝
ミスライト（12牝 ＊ハービンジャー）出走

フルゴリラ（17牡 エスポワールシチー）���２勝�５勝�入着，黒潮皐月賞
２着，土佐春花賞２着，黒潮菊花賞３着

ダイシンインディー（16牡 ゴールドアリュール）�４勝，春光Ｓ，初凪賞，下総Ｓ
３着，�入着	，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ３着

エリオット（18牡 ＊サウスヴィグラス）１勝，���出走

３代母 ブリスフルBlissful（96 USA鹿 Mr. Prospector）USA出走
ダッチェスモージョーDutchess Mojo（01牝 Deputy Minister）不出走

スイートナッシングズ Sweet Nothings（09 牝 Street Cry）USA３勝，Cali
fornia Oaks‐L ２着，Corte Madera S‐L ２着，Golden Poppy S
‐L ３着

ホエアーズザットタイガーWhere's That Tiger（03 牡 Storm Cat）GB・IRE・U
AE１勝，ＵＡＥ２０００ギニー‐G3 ２着，種牡馬

ワングレイトキャットOne Great Cat（05 牡 Storm Cat）GB・FR・IRE２勝，英
シャンペインＳ‐G2 ３着，リッチモンドＳ‐G2 ３着，Nijinsky S‐L ２着，
種牡馬

マカリオスMakarios（14
 Giant's Causeway）USA２勝，トランシルヴァニア
Ｓ‐G3 ３着

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

327 スパイクラベンダー２０２１ �・鹿 ３／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

ヘンリーザナヴィゲイター Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�Henrythenavigator Sequoyahスパイクラベンダー
＊ Storm Cat

��
��
�キャッツ鹿 2010 Blissful

8c
Storm Cat M3×S4 Mr. Prospector M4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 スプリングアウェク（06黒鹿 ＊アジュディケーティング）１勝，朝里川特別
（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（11）〕
ミラーブルーナイト（14牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�６勝
スマートサヴァラン（16牡鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝
トキノフェニックス（17牡鹿 ＊サウスヴィグラス）���１勝�１勝�入着
アンジュクレール（18牝青鹿 ＊サウスヴィグラス）���２勝�１勝
リッタースポーツ（20牡黒鹿 ＊ノヴェリスト）�未出走

２代母 フジムスメ（99青鹿 フジキセキ）出走
プリンセスヌビア（08牝 ＊アフリート）�11 勝�
ヤルーデンス（09牝 タニノギムレット）�３勝�１勝�
ユキアカリノマチ（10牝 キングカメハメハ）入着，��４勝

アキノコマチ（16牝 ＊ハービンジャー）入着７回，高湯温泉特別２着，二王子特
別２着

３代母 ＊カトリア（94 IRE 青 Caerleon）GB入着
マニエラ（00牝 ＊フォーティナイナー）３勝

マニエリスム（08牝 ゼンノロブロイ）�２勝��５勝	，関東オークス‐Jpn2
３着，東京プリンセス賞，しらさぎ賞３着，etc.

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

モエレエターナル（06牝 ゴールドヘイロー）�２勝��２勝，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ５着，ユングフラウ賞，ニューイヤーＣ，etc.
クリノホノオ（17牡 メイショウサムソン）�１勝，ＲＫＢ賞２着，インディア

Ｔ３着，鷹取特別３着，�３勝

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

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

・SAU２勝，Autumn S‐L ２着

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

328 スプリングアウェク２０２１ 牡・青鹿 ４／１７
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�アジュディケーティング Resolverスプリングアウェク フジキセキ

��
��
�フジムスメ黒鹿 2006 ＊カトリア

16g
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 スマートアレンジ（10鹿 ＊パーソナルラッシュ）４勝，シドニーＴ（Ｄ1200）２着，
夙川特別（Ｄ1200）３着，�２勝��，ヴィーナススプリント（Ｄ1300），ヴィー
ナススプリント（Ｄ1300）２着，早池峰スーパースプリント（Ｄ1000）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
シンプルガール（20牝鹿 コパノリッキー）�未出走

２代母 ＊アイスダンス（03 UAE鹿 ＊ジェイドロバリー）��４勝
アイドルラッシュ（11牝 ＊パーソナルラッシュ）�１勝
トウケイワラウカド（13牡 ゴールドヘイロー）４勝，姫路特別２着，高瀬川Ｓ３着，

鳴門Ｓ３着

３代母 ＊アイドリカ（94 GB鹿 RainbowQuest）GB２勝
シェイズオヴベイジュ Shades of Beige（02 牝 ＊ティンバーカントリー）GB・FR

・GER２勝，Sachsen Preis‐L ２着
フジチャン（08牝 ネオユニヴァース）１勝

フェスティヴボス（19牡 ＊ノヴェリスト）�１勝，アスター賞３着

４代母 ＊アイドラーク（89 GB鹿 Kris）FR入着２回
［子］ イスカン Iscan（96牡 Caerleon）GB・FR・ITY・UAE・HKG・SAU１

勝，伊ダービー‐G1 ２着，キングエドワード七世Ｓ‐G2 ２着，M
arch S‐L ２着，etc.

５代母 アワーシフ Awaasif（79 CAN鹿 Snow Knight）GB・FR・ITY・USA４勝，
ヨークシャーオークス‐G1，伊ジョッキークラブ大賞‐G1，凱旋門賞‐G1 ３着
［子］ スノーブライド Snow Bride（86 牝 Blushing Groom）GB・FR５勝，英

オークス‐G1，ミュージドラＳ‐G3，プリンセスロイヤルＳ‐G3，etc.
ジャーラール Jarraar（87 牡 Mr. Prospector）GB・USA９勝，ニューオ
ーリンズＨ‐G3，Cardinal Breeders' Cup H，Tenacious H，etc.，
種牡馬

イブンアルハイサム Ibn al Haitham（99牡 Zafonic）USA・UAE２勝，
サラナクＨ‐G3，ノーフォークＳ‐G2 ２着，ＵＡＥダービー‐G2 ３着

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

販売申込者・所有者： ㈲清水牧場＝平取町川向 �01457-2-3555
生 産 牧 場： ㈲清水牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

329 スマートアレンジ２０２１ �・黒鹿 ３／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊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

＊
＊ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�

��
��

�パーソナルラッシュ ＊パーソナリースマートアレンジ
＊

＊ジェイドロバリー

��
��
�アイスダンス鹿 2010 ＊アイドリカ

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

価格： 購買者：



母 セイウンメイリー（05栗 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（６）〕
ペリーホワイト（11牡芦 ＊クロフネ）２勝，��１勝
ニシノハレブタイ（13牡鹿 メイショウボーラー）１勝
クレセントシティー（15牡栗 ＊トビーズコーナー）��４勝�，ハイセイコー記念
（Ｄ1600）２着

メイショウクラマ（16牡鹿 ＊ベーカバド）��入着��入着２回
エイティーンローズ（17牝栗 ＊シニスターミニスター）�１勝
エスケイメリー（19牝栗 ＊バトルプラン）��出走�出走
ハーモニーアルゴル（20牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�地方未出走

２代母 ＊ゴールデンハピネス（93 USA栗 Sanglamore）FR入着
ヒシサンダー（00牡 ＊サンダーガルチ）３勝
ダイゴカムイ（02牡 ＊エルコンドルパサー）２勝，�１勝�
フォルクスオーパー（06牝 テイエムオペラオー）２勝
デンファレ（07牝 フジキセキ）２勝，由比ヶ浜特別，秋川特別２着，立春賞２着，

雲雀Ｓ３着，�２勝
クラッシュアゲン（08牡 マンハッタンカフェ）１勝，�５勝

３代母 ＊マプティットジョリィ（82 USA鹿 Northern Dancer）GB１勝
グロリアスバラッド（98牝 Kingmambo）入着

グローバルソング（04牝 ＊ブライアンズタイム）不出走
バスタータイプ（12牡 ＊ホワイトマズル）５勝，マーチＳ‐G3 ２着，総武
Ｓ‐OP，アレキサンドライトＳ，etc.

４代母 バラードBallade（72 USA黒鹿 Herbager）USA２勝
［子］ グローリアスソングGlorious Song（76牝 Halo）USA17 勝，スピンスタ

ーＳ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，トップフライトＨ‐G1，etc.
デヴィルズバッグDevil's Bag（81牡 Halo）USA８勝，米シャンペインＳ
‐G1，ローレルフュチュリティ‐G1，カウディンＳ‐G2，etc.，種牡馬

［孫］ シングスピール Singspiel（92 牡 In TheWings）１勝，ジャパンＣ‐G1，
GB・FR・USA・CAN・UAE９勝，ヨークインターナショナルＳ
‐G1，コロネイションＣ‐G1，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲斉藤英牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5465
生 産 牧 場： ㈲斉藤英牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

330 セイウンメイリー２０２１ �・鹿 ４／２５
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 アグネスフローラセイウンメイリー
＊ Sanglamore

��
��
�ゴールデンハピネス栗 2005 ＊マプティットジョリィ

12c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 セカイノカナ（10芦 キングヘイロー）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
カナグランプリ（17牝栗 グランプリボス）�３勝
セカイノホシ（18牝芦 カレンブラックヒル）��入着２回�４勝���入着２回�，ロ

ーレル賞（Ｄ1600）２着，留守杯日高賞（Ｄ1600）２着，フルールＣ（Ｄ1000）３着

２代母 スナークサクセス（95芦 ＊ブライアンズタイム）５勝
マイグローリアス（02牡 ＊キンググローリアス）２勝，指宿特別２着，唐津特別３着，

久留米特別３着
テイエムアンコール（04牡 ＊オペラハウス）６勝，産経大阪杯‐G2，中山記念‐G2

２着，垂水Ｓ，長久手特別，筑後川特別，etc.
エイシンサクセス（06牡 ＊オペラハウス）５勝，中山ウインタープレミアム，立川特

別，明石特別２着，釜山Ｓ３着，鴨川特別３着
シルバーチーフ（08牡 ＊チーフベアハート）１勝
トーセンカフェ（11牡 ＊オペラハウス）１勝

３代母 ＊ニジンスキーセンチメント（81 USA芦 Nijinsky）GB１勝
メサーフィMesaafi（89 牝 Slip Anchor）GB１勝，プレスティージＳ‐G3 ２着
サツマリーベ（92牝 ＊カコイーシーズ）１勝

トシメロディー（98牝 ＊マイニング）３勝
トシザコジーン（05牝 アドマイヤコジーン）３勝，舞子特別
トシザグレイト（09牡 アドマイヤコジーン）３勝，犬山特別，高尾特別２
着，ガーベラ賞３着

サンルイビル（15牝 スウィフトカレント）�４勝��８勝，東京シンデレ
ラマイル３着

トシザサンサン（03牝 ＊ブラックタイアフェアー）３勝，葵Ｓ‐L ３着，月岡温
泉特別，雪うさぎ賞
サンシェリダン（18牝 マコトスパルビエロ）�６勝��入着２回��，東
海クイーンＣ２着，ル・プランタン賞２着

トシザカイモン（04牡 ＊オジジアン）２勝，利根川特別３着
ファーストアロー（94牡 ＊エブロス）４勝，西日本スポーツ杯，etc.，�１勝��入

着，クラスターＣ‐Jpn3，東京盃‐Jpn2 ３着

販売申込者・所有者： ㈲様似共栄牧場＝様似町岡田 �0146-36-4676
生 産 牧 場： ㈲様似共栄牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

331 セカイノカナ２０２１ �・芦 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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローセカイノカナ ＊ブライアンズタイム

��
��
�スナークサクセス芦 2010 ＊ニジンスキーセンチメント

7
Northern Dancer M5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 タカミツグリーン（08黒鹿 タニノギムレット）�６勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（４）〕
フォレストタウン（14牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）２勝
モリトカチグリ（15牡鹿 ＊ロージズインメイ）�１勝��３勝
ヤマトフェニックス（16牝鹿 スマートファルコン）���入着４回
セイリガード（19牡青鹿 イスラボニータ）��入着

２代母 ストロングプチ（92鹿 ヤマニンスキー）不出走
テキサスリンド（98牡 ＊リンドシェーバー）１勝
ペルソナージュ（00牡 ジェニュイン）２勝，相馬特別３着，�１勝��
ホーマンラフィット（02牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，天草特別３着，豊前特別３着
イマカツウィーズ（06牡 ＊ホワイトマズル）１勝，�１勝，福山王冠３着，鞆の浦賞３着

３代母 ランズプロント（74鹿 ＊プロント）出走
カガミセンカ（89牝 トウシヨウボーイ）２勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，

巴賞‐OP ２着，忘れな草賞‐OP ３着
ホッコーオウカ（93牝 ＊リンドシェーバー）入着７回

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.

オースミハルカ（00牝 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，etc.
オースミイチバン（09	 アグネスタキオン）２勝，
１勝��１勝�入着
��，ダイオライト記念‐Jpn2，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，名古屋ＧＰ
‐Jpn2 ３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

４代母 トサモアー（53鹿 トサミドリ）14勝，阪神３歳Ｓ，神戸盃，菊花賞２着，桜花
賞２着，オークス３着，etc.，優２牝

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

332 タカミツグリーン２０２１ �・鹿 ２／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルタカミツグリーン ヤマニンスキー

��
��
�ストロングプチ黒鹿 2008 ランズプロント

＊フロリースカツプ 3l
Halo S4×S5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 セトノミッシー（10鹿 ゴールドアリュール）３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
アーサードライブ（17牡栗 ＊カジノドライヴ）１勝
キャンユーキッス（18牝鹿 ＊ディスクリートキャット）１勝

２代母 フレンチミステリー（03鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝
デアユニバース（09牝 ネオユニヴァース）��１勝
メイショウアズミノ（11牝 ハーツクライ）３勝，ＨＢＣ賞２着，ＳＴＶ杯３着，道

新スポーツ杯３着
ハードルソング（13牡 オレハマッテルゼ）�18 勝���
キャラメルフレンチ（14牝 ＊タイキシャトル）１勝
カスミ（17牝 トゥザグローリー）�１勝�

３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，etc.

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，etc.
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，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，etc.，�１
勝��入着��，北海道２歳優駿‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

４代母 ＊スキム（85 USA鹿 Nijinsky）USA１勝
［子］ タガノスキム（98牡 ＊フォーティナイナー）２勝，山科特別３着，�２勝

�１勝��入着２回��	
［孫］ 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： 滝本 健二＝日高町庫富 �01456-7-2235
生 産 牧 場： 滝本 健二
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

333 セトノミッシー２０２１ 牡・栗 ３／２８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤセトノミッシー ＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチミステリー鹿 2010 ミスティックアイズ

＊スキム 13b
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ジョア（14鹿 ＊カジノドライヴ）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シュニッツラー（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）���１勝
アンニンドウフ（20牡芦 ＊ラニ）��入着

２代母 ＊ギブス（97 USA鹿 Boundary）USA２勝
イシヤクカイザー（01牡 Devil's Bag）入着，�20 勝�入着
クルミ（02牝 アドマイヤベガ）不出走

プレミアムストーン（07牡 ＊キャプテンスティーヴ）１勝，ラベンダー賞‐OP ３着
ジルヴァンクール（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）��９勝
ゴールデンリング（05牡 ＊トワイニング）３勝，マリーゴールド賞‐OP ２着，飛翔

特別，飛翔特別２着，飛竜特別３着
オースミトラスト（06牡 ＊グラスワンダー）�３勝
ハクサンアース（09牡 ＊バゴ）１勝，��１勝�入着２回
ファンブレイク（12牡 ＊フォーティナイナーズサン）�２勝�１勝
ローカルロマン（13牝 スペシャルウィーク）�３勝	��
リグーリア（15牝 ＊モンテロッソ）
２勝�３勝

３代母 ケリー Kelly（86 USA鹿 Secretariat）USA３勝，ハリウッドオークス‐G1
２着，ヴァニティＨ‐G1 ３着，ミレイディＨ‐G1 ３着，プリンセスＳ‐G2 ２着，
エルエンシノＳ‐G2 ３着，etc.
インターヴァル Interval（95 牝 ＊フォーティナイナー）USA１勝

クリスザコーチChris the Coach（03牝 Boundary）USA３勝
アランサ Alanza（10牝 Privately Held）PER８勝，パンプローナ賞‐G1，
アウグストＭバレラ賞‐G3，P. Frau Astrid‐L，etc.

スーエレン Sue Ellen（12牝 Minister's Joy）PER２勝，ミゲルＦマゴト賞
‐G3，オスカルＢパソス賞‐G3

サマーズピース Summers Peace（06牝 Orientate）USA６勝，Washingto
n State Legislators H，Golden Poppy S‐L ２着，Sweepida S３着

販売申込者・所有者： ㈲スイートファーム＝様似町田代 �0146-36-4609
生 産 牧 場： ㈲スイートファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

334 ジョア２０２１ �・栗 ３／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ Mineshaft

�
�
�
�
�

��
��

�カジノドライヴ Better Than Honourジョア
＊ Boundary

��
��
�ギブス鹿 2014 Kelly

1j
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×M5
Blushing Groom S5×M5 Damascus M5×M5
価格： 購買者：



母 スールマカロン（15鹿 ＊ハービンジャー）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： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �090-9082-6145
生 産 牧 場： 坂本 智広
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

335 スールマカロン２０２１ 牡・鹿 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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlスールマカロン ダンスインザダーク

��
��
�マカロンドナンシー鹿 2015 アドマイヤマカディ

＊ミセスマカディー 14b
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 タカネナデシコ（10芦 スズカフェニックス）�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ケヤキ（15牡鹿 ＊スクワートルスクワート）�１勝
ゼンダンロマン（17牡芦 ＊スクワートルスクワート）入着，�２勝
フューチャーアゲン（20牝栗 ＊アジアエクスプレス）�出走

２代母 ＊トーホウユカコ（95 USA芦 A.P. Indy）１勝
トーホウバルカン（04牡 トーホウエンペラー）�２勝�４勝
トーホウデート（07牝 トーホウエンペラー）�２勝��１勝
トーホウペッグ（08牝 カルストンライトオ）１勝，��４勝�
ダイコチャン（09牝 ＊シーキングザダイヤ）��１勝�
ユカオクン（13牡 フサイチコンコルド）�１勝�１勝

３代母 クラウンシルヴァ－Crown Silver（86 USA芦 Spectacular Bid）USA３勝，
Cameo S，Selene S‐L ２着

４代母 ゴールドトレジャーGold Treasure（77 USA鹿 Northern Dancer）USA６勝，
Sixty Sails H，Thoroughbred Club Dinner S，Four Winds H３着
［孫］ ザンジバル Zanzibar（98 牝 In TheWings）GB・FR・ITY２勝，伊オ

ークス‐G1
ボップ Bop（97牡 Rahy）USA12 勝，Yankee Affair S‐L，Thomas
Edison S‐L，Punch Line S‐R（３回），etc.，種牡馬

スニーキークワイエト Sneaky Quiet（92 牝 Seeking the Gold）USA５
勝，Florida Oaks‐L，Boca Raton S‐L，ケンタッキーオーク
ス‐G1 ３着，etc.

ニューギニアNew Guinea（03� ＊ファンタスティックライト）GB・U
AE・OMN４勝，Chester H‐L

アイアンマンデヒア Ironman Dehere（98 牡 ＊デヒア）USA６勝，Black
Mountain H，Pleasanton S，Tempe H，etc.，種牡馬

［曾孫］ スパイスルート Spice Route（04� ＊キングズベスト）GB・USA・CAN
６勝，エルクホーンＳ‐G2，シングスピールＳ‐G3，トロピカルター
フＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 畠山 朝子＝茨城県稲敷郡 �090-8786-4018
生 産 牧 場： ㈲松栄牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

336 タカネナデシコ２０２１ �・芦 ３／２８

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカフェニックス ＊ローズオブスズカタカネナデシコ
＊ A.P. Indy

��
��
�トーホウユカコ芦 2010 Crown Silver

21a
Northern Dancer S5×M5×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 タケショウメーカー（13鹿 ＊エンパイアメーカー）�１勝��３勝，桜花賞
（Ｄ1600）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
タケショウルイス（20牡鹿 ＊マインドユアビスケッツ）�未出走

２代母 タケショウレジーナ（01黒鹿 ダンスインザダーク）５勝，アネモネＳ‐L ３着，
サロマ湖特別，初風特別，須賀川特別，月岡特別２着，etc.
タケショウデオ（08牝 ＊ファンタスティックライト）�２勝
キングタケショウ（11牡 キングカメハメハ）�２勝��１勝
タケショウベスト（14牝 ＊キングズベスト）４勝，ダリア賞‐OP ３着，初風特別２

着，飯豊特別２着，雪うさぎ賞２着，浜松Ｓ３着，etc.
タケショウパイロ（15� ＊パイロ）�２勝��１勝�
アイラブテーラー（16牝 トーセンラー）�５勝，淀短距離Ｓ‐L，京阪杯‐G3 ２着，

桂川Ｓ，舞子特別

３代母 タケショウティアラ（91鹿 ニホンピロウイナー）４勝，苗場特別，湯沢特別，
仲冬Ｓ３着
スペルノレジーナ（99牝 マヤノトップガン）１勝
アルフェッカ（00牝 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，河北新報杯，南総特別２着，高尾

特別２着，etc.
ロベルクランツ（09牡 アドマイヤムーン）２勝，二本松特別２着

カピターノ（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）２勝，火打山特別３着，障害１勝
タケショウオージ（05� ＊コマンダーインチーフ）３勝，エーデルワイスＳ，山中湖

特別２着，神奈川新聞杯２着，etc.，��１勝�
ミルトス（06牝 サクラバクシンオー）入着，熊本城特別３着，�３勝�１勝
タケショウボルト（08牡 ＊ファンタスティックライト）１勝

４代母 ベストプリンセス（84鹿 モンテプリンス）４勝，ジュニアＣ‐OP ３着，ジュ
ーンＳ，樽前山特別，ユートピアＳ３着

５代母 スピードヤマトシ（75栗 ＊サウンドトラツク）６勝，京王杯スプリングＨ２着，
アクアマリンＳ（２回），千葉Ｓ，上総特別，りんどう賞
［孫］ シャルトルーズ（95牝 ＊ダハール）�３勝��入着，新潟ジュニアＣ３着

販売申込者・所有者： ㈱さとう＝新ひだか町三石本桐 �090-7514-5710
生 産 牧 場： ㈱さとう
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

337 タケショウメーカー２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudタケショウメーカー ダンスインザダーク

��
��
�タケショウレジーナ鹿 2013 タケショウティアラ

＊星旗 16h
サンデーサイレンス S3×M4 Fappiano S4×M4 Northern Dancer S5×M5
Nijinsky S5×M5
価格： 購買者：



母 ダブルアクセル（10鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（７）〕
ラインジュピター（16牡鹿 ＊ダンカーク）入着２回，��１勝�５勝�入着���
スノートレイン（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）入着，���１勝
ノアヴィグラス（18牝栗 ＊サウスヴィグラス）�３勝
ダブルブレンド（19牝栗 キングカメハメハ）�入着２回

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

ユメノオーラ（03牝 ＊マイネルラヴ）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2 ２着，エ
ルフィンＳ‐OP ２着，エクセル博多開設記念，雪割草特別，伊吹山特別２着

ナリタスレンダー（05� ＊ホワイトマズル）３勝，山陽特別３着，甲東特別３着，
花見小路特別３着，三年坂特別３着，舞子特別３着

ルナ（09牡 ＊クロフネ）５勝，ニューイヤーＳ‐L ３着，漁火Ｓ，春興Ｓ，千葉
日報杯，天の川Ｓ３着，etc.

ビーナスライン（01牝 フジキセキ）６勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，シルクロードＳ
‐G3 ３着，キーンランドＣ‐Jpn3 ３着，高松宮記念‐G1 ４着，羊ヶ丘特別，etc.
トーホウビスカヤ（14牝 ＊ストリートセンス）１勝，飛竜特別２着

チョウカイモンド（02� ＊サンデーサイレンス）１勝，河口湖特別３着，�２勝
チョウカイファイト（03牡 アグネスタキオン）４勝，福島民報杯‐L，中日新聞杯

‐G3 ３着，ノベンバーＳ，ＴＶ山梨杯，神奈川新聞杯２着，etc.，�５勝
ベルベットロード（06牡 キングカメハメハ）３勝，オリエンタル賞，セントポーリ

ア賞，エーデルワイスＳ２着，逆瀬川Ｓ３着，精進湖特別３着，etc.
ファントムロード（08� フジキセキ）５勝，フリーウェイＳ，袖ケ浦特別，五泉特

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

�５勝

３代母 ホクトビーナス（86芦 マルゼンスキー）２勝，桜花賞‐Jpn1 ２着，うぐいす賞

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

338 ダブルアクセル２０２１ �・鹿 ５／ ６

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラダブルアクセル ＊パークリージエント

��
��
�ホクトペンダント鹿 2010 ホクトビーナス

＊ギヤラントグロウ 4r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 タンスチョキン（10鹿 ＊ストラヴィンスキー）２勝，�２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ユイノタンキマチ（18牡鹿 ＊ベーカバド）���１勝�２勝�２勝

２代母 ＊ジャウンティング（94 USA鹿 Seattle Slew）IRE１勝
サンデープラチナム（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝
ピサノバンキッシュ（03牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，大雪Ｈ３着
イエスドラゴン（04牝 ダンスインザダーク）出走

コウギョウデジタル（10牝 ＊アグネスデジタル）�８勝，ＯＲＯＣディスタフ，
フェアリーＣ，あすなろ賞，不来方賞，ひまわり賞，etc.

シンメイゲイルス（06牝 ダンスインザダーク）１勝

３代母 ＊ジョード（89 USA鹿 Danzig）GB・USA２勝
フーラエインジェル Hula Angel（96 牝 Woodman）GB・IRE３勝，愛１０００ギニー

‐G1，ロックフェルＳ‐G2，Oh So Sharp S‐L ３着
ザフィストオヴゴッド The Fist of God（05� Sadler's Wells）IRE３勝，

Eyrefield S‐L ２着，IRE障害３勝
ユーアーソービューティフル You'resobeautiful（17 牝 No Nay Never）�IR

E１勝，Polonia S‐L ２着
シルクジュリエット（99牝 マーベラスサンデー）１勝

ジャジャウマナラシ（12牡 ＊アサクサデンエン）��４勝�１勝，兵庫ジュニア
ＧＰ‐Jpn2，ＮＡＲ優２牡

ダイヤモンドピサ（00牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
オールザットジャズ（08牝 タニノギムレット）６勝，福島牝馬Ｓ‐G3（２回），

中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，クイーンＳ‐G3 ３着，etc.
スケジュール Schedule（01 牝 ＊ブライアンズタイム）USA５勝，Honeybee S，

Miss Liberty S，Crank It Up S２着，etc.
イルーシヴテンパー Elusive Temper（07 牝 Elusive Quality）USA２勝，L

ittle Silver S‐L ３着
シーキングアンエインジェル Seeking an Angel（03 牝 Seeking the Gold）USA

４勝，Omnibus S２着
セイントルーイ St. Louie（12� Arch）USA６勝，John's Call S‐R ３着

販売申込者・所有者： 坂元 芳春＝新冠町大富 �0146-47-2291
生 産 牧 場： 坂元 芳春
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

339 タンスチョキン２０２１ �・栗 ３／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ストラヴィンスキー Fire the Groomタンスチョキン
＊ Seattle Slew

��
��
�ジャウンティング鹿 2010 ＊ジョード

1s
Nureyev M3×S4 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 チューベローズ（06黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（10），地方－４（７）〕
サンマディソン（11牝鹿 ＊シニスターミニスター）４勝，冬桜賞（Ｄ1200）
フジマサジャンボ（12�青鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，��１勝
ゲッカコウ（13牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）４勝，フラワーＣ‐G3 ２着，ディセン

バーＳ‐L（芝 1800）２着，レインボーＳ（芝 2000），松島特別（芝 2000），２０１７Ｗ
ＡＳＪ第２戦（芝 2000）２着，スピカＳ（芝 1800）３着，ノベンバーＳ（芝 2000）
３着，若竹賞（芝 1800）３着，百日草特別（芝 2000）３着

フジマサクイーン（14牝鹿 ＊シニスターミニスター）１勝，��３勝
ゴールデンボーイ（15�鹿 ＊ヨハネスブルグ）�２勝�入着３回
アースヴィジョン（17�鹿 ＊エスケンデレヤ）���入着３回
シャイネンエンケル（19牝芦 ＊ザファクター）��１勝

２代母 チューニー（00鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，ターコイ
ズＳ‐L，オークス‐Jpn1 ２着
イオス（07牝 ＊バゴ）１勝
フジマサエンペラー（09� ＊シンボリクリスエス）２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ２着，

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

パーキングＬＣ‐Jpn3，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ２着，ＪＢＣＬクラシッ
ク‐Jpn1 ３着，Ｌプレリュード‐Jpn2 ２着，etc.

グランドバローズ（13� ＊ワークフォース）１勝，��３勝��

３代母 ＊フロムビヨンド（91 GB栗 Kris）GB・FR２勝，P. Vulcain‐L

４代母 マジックオヴライフMagic of Life（85 USA鹿 Seattle Slew）GB４勝，コ
ロネイションＳ‐G1，ミルリーフＳ‐G2，クリスタルマイルＳ‐G2 ４着，チェリ
ーヒントンＳ‐G3 ２着，プリンセスマーガレットＳ‐G3 ３着
［子］ エンシューズド Enthused（98牝 Seeking the Gold）GB３勝，ローザーＳ

‐G2，プリンセスマーガレットＳ‐G3，チェリーヒントンＳ‐G2 ２着
［孫］ イナーラ Inara（11 牝 Trippi）SAF８勝，エンプレスクラブＳ‐G1，ガー

デンプロヴィンスＳ‐G1，マジョルカＳ‐G1（２回），etc.

販売申込者・所有者： 斉藤スタッド＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2823
生 産 牧 場： 斉藤スタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

340 チューベローズ２０２１ 牡・黒鹿 ３／ ５

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayチューベローズ ＊サンデーサイレンス

��
��
�チューニー黒鹿 2006 ＊フロムビヨンド

4m
Halo M4×S5 Hail to Reason M5×M5 Seattle SlewM5×M5

価格： 購買者：



母 チェネレントラ（10鹿 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
クロリンダ（18牝青鹿 ベルシャザール）���１勝

２代母 ＊ミスアナレオ（04 IRE 黒鹿 Alzao）ITY２勝，伊１０００ギニー‐G3 ２着，P. A
rchidamia‐L ２着
ヌーアムート（09� Manduro）１勝
レオニーズ（11牡 ネオユニヴァース）２勝，陣馬特別２着，安房特別３着

３代母 モンキービジネスMonkey Business（97 GB鹿 ＊ウォーニング）GB入着

４代母 ＊ロウジースイートハート（92 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB入着

５代母 パサマクオディ Passamaquoddy（80 USA芦 Drone）USA７勝，Mill Race H
，Susan's Girl S‐R，Roseanna S‐R ２着，Rancocas H‐L ３着
［子］ フマーム Humam（90牡 Nijinsky）GB・AUS３勝，Chesham S‐L，

ヴィンテージＳ‐G3 ２着，King Charles II S‐L ３着，etc.，種牡馬
タミーム Tamim（89牡 Topsider）GB・UAE10 勝，Doncaster S‐L，
Jebel Ali Sprint‐L ３着

［孫］ メイショウベルーガ（05牝 ＊フレンチデピュティ）７勝，京都大賞典‐G2，
日経新春杯‐G2，エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.

イビサ Ibiza（04 牝 Anees）VEN８勝，P. Eduardo Larrazabal Eduard
o‐L，P. Fuerza Aerea Bolivariana‐L，P. Miss Marena‐L
２着，etc.

［曾孫］ エイトストリート Eight Street（04� Street Cry）SAF・ZIM７勝，ヴ
ィクトリームーンＳ‐G2，カップトライアル‐G3，Castle Tankard
‐L ２着，etc.

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

メイショウテンゲン（16牡 ディープインパクト）�２勝，弥生賞‐G2，阪
神大賞典‐G2 ３着，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，etc.

メイショウミモザ（17牝 ハーツクライ）�５勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，巌流島
Ｓ，手稲山特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈱千里ファーム＝新ひだか町三石鳧舞 �090-6695-9165
生 産 牧 場： ㈱千里ファーム
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

341 チェネレントラ２０２１ 牡・栗 ３／２１
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラチェネレントラ
＊ Alzao

��
��
�ミスアナレオ鹿 2010 Monkey Business

3d
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 チャンドラプラバー（12鹿 アドマイヤムーン）�１勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 キャッチータイトル（03栗 ＊オペラハウス）５勝，日本海Ｓ，檜原湖特別３着
メジャープレゼンス（10� ダイワメジャー）３勝
メジャーステップ（11� ダイワメジャー）３勝
メジャーエンブレム（13牝 ダイワメジャー）５勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，阪神ジュ

ベナイルフィリーズ‐G1，クイーンＣ‐G3，アルテミスＳ‐G3 ２着，桜花賞
‐G1 ４着，etc.，優２牝
プレミアエンブレム（18牝 ルーラーシップ）�２勝
ホーリーエンブレム（19牝 ロードカナロア）�１勝

メジャーラプソディ（15牝 ゴールドアリュール）１勝

３代母 ＊タイトルド（96 GB鹿 RainbowQuest）不出走
エクスタシア（01牝 Singspiel）不出走

ペンタシア Pentasia（07 牝 ＊ペンタイア）AUS８勝，BRC Chief de Beers Qu
ality S‐L，Clarence River JC Ramornie H‐L ３着

タイトルパート（06牝 アグネスタキオン）１勝
リーディングパート（17牝 ＊ハービンジャー）�１勝，村上特別２着

メルセンヌナンバー（07牝 ＊ワイルドラッシュ）不出走
エーティーメジャー（17牡 ダイワメジャー）�３勝，仲春特別
アサケレディ（18牝 キズナ）�２勝，土湯温泉特別２着

４代母 ハーレイディシップ Her Ladyship（91 GB鹿 Polish Precedent）FR・IRE
２勝，P. de la Seine‐L，仏オークス‐G1 ２着，オペラ賞‐G2 ３着
［子］ ディグニファイDignify（97 牝 RainbowQuest）GB・FR・ITY２勝，

オマール賞‐G3，Sweet Solera S‐L ３着
＊レディバウンティフル（02牝 Spectrum）FR３勝，P. Urban Sea‐L ３着

［曾孫］ ジュルタラーロ Curtaralo（13 牡 Kurtiniadis）�TUR16 勝，Anafartal
ar S‐L ３着，Beyoglu S‐L ３着

ジーナモンタナGina Montana（14牝 Scarface）TUR８勝，Turkish
St. Leger‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱諏訪牧場＝青森県上北郡七戸町 �0176-62-2043
生 産 牧 場： ㈱諏訪牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

342 チャンドラプラバー２０２１ �・鹿 ３／３１

＊

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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズチャンドラプラバー ＊オペラハウス

��
��
�キャッチータイトル鹿 2012 ＊タイトルド

B3
Sadler's Wells S4×M4 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5
Halo S5×M5
価格： 購買者：



母 チャードリー（09青鹿 ＊ウォーエンブレム）１勝
〔産駒馬名登録数：４〕
ヒュードロラッシュ（17牝黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）���入着
レッツプロミス（20牝青鹿 ＊ビーチパトロール）�未出走

２代母 シャルムーズ（02鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
シャルニエール（08牝 タイムパラドックス）�２勝�８勝�
メイショウラガール（12牝 キングカメハメハ）�２勝�	入着２回

３代母 ＊シャルウォーカミーズ（95 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
サルール（03牝 ＊サンデーサイレンス）入着

キーパップ（09牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，ツインターボＣ３着
キャンティユッキ（11牝 マヤノトップガン）出走

メイクアンシー（16牡 ＊ロードアルティマ）１勝，八丈島特別３着，�
入着�

４代母 シークエル Sequel（89 IRE 鹿 Law Society）IRE 入着
［子］ ファミリートラディション Family Tradition（94牝 Sadler's Wells）FR

・IRE・ITY３勝，Challenge S‐L，Debutante S‐L，マルセ
ルブサック賞‐G1 ３着，etc.

［曾孫］ ジェディナク Jedinak（18牡 Poker Face）�BRZ２勝，ジョッキークラ
ブ会長大賞‐G2 ３着，G.P. Candido Egydio de Souza Aranha‐L
２着，エニウブッフォル博士大賞‐G3 ３着

ハミトベイ Hamitbey（16牝 Poker Face）�BRZ３勝，P. Thomaz Te
ixeira de Assumpcao Netto‐L ３着

５代母 ホエアユーリードWhere You Lead（70 USA栗 Raise a Native）GB・IR
E２勝，ミュージドラＳ‐G3，英オークス‐G1 ２着，アサシＳ‐G3 ３着
［孫］ ＊ウォーニング（85牡 Known Fact）GB・FR・USA８勝，クイーンエリザベ

ス二世Ｓ‐G1，サセックスＳ‐G1，クイーンアンＳ‐G2，etc.，種牡馬
レインボークエスト RainbowQuest（81 牡 Blushing Groom）GB・FR
・IRE６勝，凱旋門賞‐G1，コロネイションＣ‐G1，グレイトヴォル
ティジュールＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 高橋 義浩＝新ひだか町東静内 �0146-44-2534
生 産 牧 場： 高橋 義浩
飼 養 者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337

343 チャードリー２０２１ �・鹿 ４／ ２

＊

ガリレオ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Galileo

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

��
��
�Laurel DelightIRE 栗 2007 Foudroyer

＊ Our Emblem

�
�
�
�
�

��
��

�ウォーエンブレム Sweetest Ladyチャードリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�シャルムーズ青鹿 2009 ＊シャルウォーカミーズ

14f
Sadler's Wells S3×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ドゥエベリーニ（15青 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ライヴビネガー（20牡鹿 ビッグアーサー）�未出走

２代母 フレンチカクタス（08黒鹿 ＊タイキシャトル）３勝，フィリーズレビュー‐G2，
ひいらぎ賞，赤松賞２着
カクタスバンガー（14� マンハッタンカフェ）�２勝�３勝�
フレンチバローズ（17牡 ジャスタウェイ）入着，���１勝
ジルベールバローズ（18牡 オルフェーヴル）入着，���１勝

３代母 ＊ブラッシュウィズテキーラ（93 USA鹿 Broad Brush）USA５勝，Davona
Dale S‐L ２着
ワインダークシーWine Dark Sea（00牝 Touch Gold）SAF２勝

クールシャルドネ Cool Chardonnay（11� Antonius Pius）SAF５勝，Aq
uanaut H‐L（２回），ゴールドボール‐G2 ２着，レイシングアソシエイ
ションＨ‐G3 ２着

シラーズカベルネ Shiraz Cabernet（12 牝 Antonius Pius）SAF１勝，Lady
's Slipper S‐L ２着

レッドライフセイヴァー Red Lifesaver（01 牝 Victory Gallop）USA８勝，Val
id Expectations S‐L，Santa Teresa H，Harry W. Henson Breeders' Cu
p H‐L ２着，etc.

ダイワキングコン（02牡 Victory Gallop）３勝，伏竜Ｓ‐OP，カトレア賞
ウェルカムフラワー（03牝 ＊エルコンドルパサー）入着２回，�１勝

ヒルノドンカルロ（10牡 マンハッタンカフェ）３勝，松前特別，メルボルンＴ，
千里山特別２着（２回），etc.

ダイワフラッグ（06牡 ＊タイキシャトル）３勝，巻機山特別，高田城特別，��１勝

４代母 シーラテキーラ Sheila Tequila（80 USA栗 Indefatigable）USA９勝，D
affodil H，Alberta Oaks‐R，Kamar H，Liberation S‐R，Senor
ita H，etc.
［子］ ラッキーアセット Lucky Asset（88 牝 Lucky North）USA９勝，Hon

eymoon S２着

販売申込者・所有者： 高岸 順一＝浦河町瑞穂 �0146-25-2341
生 産 牧 場： 高岸 順一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

344 ドゥエベリーニ２０２１ �・鹿 ２／１６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジドゥエベリーニ ＊タイキシャトル

��
��
�フレンチカクタス青 2015 ＊ブラッシュウィズテキーラ

4g
Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 スズカシャンティー（05栗 Giant's Causeway）�４勝��２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－４（13），地方－２（16）〕
バシルーラ（12牝黒鹿 ヴァーミリアン）��６勝
シベリウス（13牡栗 ＊サウスヴィグラス）４勝，大倉山特別（Ｄ1700），大雪Ｈ
（Ｄ1700）２着，利根川特別（Ｄ1800）３着

ヴォーガ（14�栗 キャプテントゥーレ）４勝，越後Ｓ（Ｄ1200）２着，��入着
��入着

シゲルルビー（16牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝，���２勝�８勝
ミスズグランドオー（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）�４勝，欅Ｓ‐OP（Ｄ1400）３着，

安芸Ｓ（Ｄ1200），外房Ｓ（Ｄ1200）２着，浜松Ｓ（Ｄ1200）２着，なでしこ賞
（Ｄ1400）２着，ヤマボウシ賞（Ｄ1400）３着

バックシャン（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）�出走

２代母 ＊テレサザティーチャ（95 USA栗 Cure the Blues）USA５勝，アフェクショ
ネトリーＨ‐G3，Montauk H‐R，Jack Betta Be Rite S‐R ２着
メサウミMesawmi（02� Lemon Drop Kid）USA・CAN８勝，Regaey Island

S‐L ３着，Tri‐State H３着
タッチミーワンスTouch Me Once（03牝 Touch Gold）USA２勝

ゴールドメギラーGold Megillah（09� Purim）USA８勝，Rushaway S
‐L ３着

セトウチダイヤ（06牝 ＊タイキシャトル）入着２回，�２勝	２勝
入着２回
カシノブレンド（16� キャプテントゥーレ）�３勝，ＲＫＢ賞，加古川Ｓ３着

クリーンメタボ（08牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，金山特別３着
スナーククラウン（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，
２勝

３代母 プラウデンアピール Proud n' Appeal（87 USA栗 Proud Appeal）USA６勝，
Ticonderoga H‐LR，Broadway H‐R，Schenectady H‐LR ２着
スマートクーポンズ Smart Coupons（93� Gate Dancer）USA10 勝，イクセルシ

アＨ‐G3，Kings Point H‐R（３回），Elkwood S３着，etc.
モアザンプラウドMore Than Proud（07牝 More Than Ready）USA３勝

ステフビーイングステフ Steph Being Steph（15牝 ＊マジェスティックウォリアー）
USA２勝，Golden Gate Debutante S，サンタイネスＳ‐G2 ２着，ラ
スヴィルヘネスＳ‐G2 ３着，etc.

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

345 スズカシャンティー２０２１ �・鹿 ４／１８

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Giant's Causeway Mariah's Stormスズカシャンティー
＊ Cure the Blues

��
��
�テレサザティーチャ栗 2005 Proud n' Appeal

1s
Storm Cat M3×S4

価格： 購買者：



母 ディアナムラ（07栗 ザッツザプレンティ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（19）〕
リッチゴールド（12牡栗 ＊ハービンジャー）�１勝�入着�
ナムラメルシー（14牝黒鹿 ＊エンパイアメーカー）��８勝�３勝�，エンプレス

杯‐Jpn2 ２着
ディアアルム（15牝青鹿 エイシンフラッシュ）�３勝�３勝��
ベラジオミキ（19牝鹿 アドマイヤムーン）�	１勝
マオノイラ（20牡栗 ヤマカツエース）�未出走

２代母 ＊フローラルマジック（85 USA黒鹿 Affirmed）USA６勝，Los Altos H‐LR，
Puget Sound H２着，サンタイネスＳ‐G3 ３着，Charles H. Russell H
‐L ３着，Orinda H‐L ３着

＊ペイパーレイン（91牝 Bel Bolide）USA６勝
マツリダゴッホ（03牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，有馬記念‐G1，オールカマ

ー‐G2（３回），日経賞‐G2，ＡＪＣＣ‐Jpn2，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.，
種牡馬

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

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

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

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

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

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

３代母 レアレイディRare Lady（74 USA黒鹿 Never Bend）USA１勝

販売申込者・所有者： ㈲武田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2745
生 産 牧 場： ㈲武田牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

346 ディアナムラ２０２１ 牡・栗 ５／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

ダンスインザダーク

�
�
�
�
�

��
��

�ザッツザプレンティ ＊バブルプロスペクターディアナムラ
＊ Affirmed

��
��
�フローラルマジック栗 2007 Rare Lady

18
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Mr. Prospector S4×M5
Lyphard S5×M5 Raise a Native S5×M5
価格： 購買者：



母 テイクザヘルム（16芦 ＊ノヴェリスト）１勝
初仔

２代母 ヴェラブランカ（07芦 ＊クロフネ）２勝
クレスクント（13牝 ＊ハービンジャー）入着，��２勝
シルバーコンパス（14牝 ＊タートルボウル）入着２回，�２勝�２勝��
ヴェラアズール（17牡 エイシンフラッシュ）�４勝，ジューンＳ，淡路特別，緑風

Ｓ３着，サンシャインＳ３着，赤穂特別３着，etc.
ワールドクルーズ（18牝 ワールドエース）�入着，�２勝

３代母 アドマイヤサンデー（95鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，サンスポ阪神牝馬特
別‐Jpn2 ２着，保津峡特別，桂川Ｓ２着，ポプラＳ２着
アドマイヤメガミ（02牝 ＊エルコンドルパサー）１勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着
フサイチホウオー（04牡 ジャングルポケット）４勝，共同通信杯‐Jpn3，Ｒ－ＮＩ

ＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐Jpn3，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
トールポピー（05牝 ジャングルポケット）３勝，オークス‐Jpn1，阪神ジュベナイ

ルフィリーズ‐Jpn1，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，etc.，優２牝
オリエンタルポピー（11牝 キングカメハメハ）出走
シャーレイポピー（18牝 ミッキーアイル）�４勝，武庫川Ｓ，甲東特別，
五色沼特別２着

ナサニエル（06牡 キングカメハメハ）入着，伏竜Ｓ‐OP ２着，�３勝��入着，全
日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

アヴェンチュラ（08牝 ジャングルポケット）４勝，秋華賞‐G1，クイーンＳ‐G3，
エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.，優３牝

エルミラドール（10牝 ジャングルポケット）不出走
コロンドール（17牡 ＊タートルボウル）�２勝，汐留特別
エルカスティージョ（18牝 ロードカナロア）�３勝，猪名川特別，ストークＳ

３着，長篠Ｓ３着
アドヴェントス（13牝 ジャングルポケット）３勝，石打特別，ＴＶ山梨杯２着

４代母 ＊ムーンインディゴ（86 USA鹿 El Gran Senor）不出走
［子］ インディゴグリーン（94� ＊トニービン）３勝，清津峡特別，白馬岳特別２着

販売申込者・所有者： ジャパンブラッドストックマネジメント㈱＝札幌市中央区 �050-7109-5088
生 産 牧 場： ㈲高山牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

347 テイクザヘルム２０２１ 牡・鹿 ２／２２
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

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonテイクザヘルム ＊クロフネ

��
��
�ヴェラブランカ芦 2016 アドマイヤサンデー

＊ムーンインディゴ 1p
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 デュークストリート（15栗 オルフェーヴル）�２勝��２勝
初仔

２代母 クォリティシーズン（08黒鹿 ＊トワイニング）３勝
テンザワールド（14牡 ダイワメジャー）５勝，九州スポーツ杯，濃尾特別，平城京

Ｓ２着，鷹取特別３着，障害１勝
トーセンアミ（16牝 オルフェーヴル）入着５回，��３勝�１勝��入着

３代母 ＊コンファームドダンサー（86 USA青鹿 Green Dancer）USA６勝，アーリント
ンオークス‐G3，アーリントンメイトロンＨ‐G3 ３着，Majorette H‐L ３着

＊ティエッチゴア（93牡 Easy Goer）３勝，相模湖特別，松川浦特別，白河特別３着，etc.
＊ティエッチグリーン（96牝 Kingmambo）３勝

ヴァンフレーシュ（10牝 サクラバクシンオー）２勝，カンナＳ‐OP，相模湖特
別３着

＊ティエッチグレース（97牝 Capote）７勝，バーデンバーデンＣ‐L，アイビスサマー
ダッシュ‐Jpn3 ２着，ＢＳＮ賞‐OP，etc.

４代母 コンファーム Confirm（77 USA黒鹿 Proudest Roman）USA１勝，Junio
r Miss S３着
［子］ オータムグリッター Autumn Glitter（83 牝 Exceller）IRE・USA６勝，

ラスパルマスＨ‐G2，ラプレヴォワイヤントＨ‐G2 ２着，ゴールデ
ンハーヴェストＨ‐G2 ２着，etc.

ホリークーム Hollycombe（94牡 Capote）USA５勝，デルマーＢＣＨ
‐G2，ポトレログランデＨ‐G2 ２着，種牡馬

ヨランダ Yolanda（81牝 Exclusive Native）USA４勝，Junior Miss S
‐L，Berlo H‐L ２着

サラトガシズル Saratoga Sizzle（87 牝 Saratoga Six）USA４勝，Wi
lma C. Kennedy S，スピナウェイＳ‐G1 ３着，アディロンダックＳ
‐G2 ３着

ロンボン Ron Bon（85牡 Halo）USA７勝，Sportsman's Park Breeder
s' Cup H，ポトレログランデＨ‐G3 ２着，Doublrab H‐L ３着，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300
生 産 牧 場： ㈲嶋田牧場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

348 デュークストリート２０２１ �・栃栗 ２／ ６

＊

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

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�オルフェーヴル オリエンタルアートデュークストリート ＊トワイニング

��
��
�クォリティシーズン栗 2015 ＊コンファームドダンサー

23b
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ナリタアマリリス（14黒鹿 ハーツクライ）�３勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ゴールドグレース（02鹿 ＊エリシオ）��５勝���入着３回，北関東弥生賞３着
ヒルノマドリード（09牡 マンハッタンカフェ）４勝，摩耶Ｓ，駒場特別，木古内特

別，障害２勝，�２勝
トシファイブスター（10牡 フジキセキ）１勝，�４勝
ハイノリッジ（11牝 マンハッタンカフェ）��２勝

タイガーアチーヴ（16牡 ＊クロフネ）１勝，��11 勝	１勝，名港盃２着，東海
菊花賞３着

ペイシャノリッジ（17牝 ＊クロフネ）３勝，駒場特別，白馬岳特別３着，平尾台
特別３着

セイウンハーデス（19牡 シルバーステート）�２勝，プリンシパルＳ‐L，こぶ
し賞２着

ムサシイーグル（15牡 ロードカナロア）��２勝
ナリタムソウ（16牡 ルーラーシップ）入着，�３勝	
セイウンゴールド（18牡 エピファネイア）�１勝，奥尻特別２着
セイウンプラチナ（19牡 ミッキーアイル）�２勝，あやめ賞

３代母 グレースウーマン（85鹿 マルゼンスキー）入着３回
ノーザンキャップ（92牡 オグリキャップ）３勝，利尻特別２着，アジアＪＳ（１）２

着，種牡馬
ホッコーソレイユ（94牝 バンブーアトラス）出走

ホッコータキオン（06牡 アグネスタキオン）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２
着，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ４着，野路菊Ｓ‐OP，etc.

ファイナルフォース（96牡 ＊ダミスター）１勝，知床特別３着
テイエムファンキー（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）６勝，ながつきＳ，大津特別２着

４代母 ランズプロント（74鹿 ＊プロント）出走
［孫］ オースミハルカ（00牝 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，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.

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

349 ナリタアマリリス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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスナリタアマリリス ＊エリシオ

��
��
�ゴールドグレース黒鹿 2014 グレースウーマン

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M3 トニービン S4×M4 Lyphard S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 トゥルーゴールド（07栗 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（14）〕
ゴールドエフォート（13牝栗 カンパニー）１勝，�１勝�２勝��
ティモシーブルー（14牡鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，��９勝��，金沢スプリ

ングＣ（Ｄ1900），中日杯（Ｄ2000），百万石賞（Ｄ2100），利家盃（Ｄ2000）２着，
イヌワシ賞（Ｄ2000）２着，利家盃（Ｄ2000）３着，百万石賞（Ｄ2100）３着

ポンドウェリスク（17牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）��入着５回��１勝
ブランニューミー（19牝鹿 ＊ダノンレジェンド）��１勝
サトミノココロ（20牝栗 リアルインパクト）�未出走

２代母 キャッチザゴールド（00鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，淡路特別，和田岬特
別，犬山特別２着
アドマイヤクーガー（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）２勝，別府特別２着，合馬特

別２着，周防灘特別３着
アドマイヤシルク（09牝 ＊シンボリクリスエス）入着２回

タガノパッション（18牝 キングカメハメハ）�２勝，スイートピーＳ‐L，オー
クス‐G1 ４着，西宮Ｓ３着

タガノエンブレム（10牡 ＊ウォーエンブレム）３勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，逢坂山特
別，藻岩山特別２着，道新スポーツ賞２着，羊ヶ丘特別２着，etc.

ワイドリーザワン（12牡 キングカメハメハ）４勝，大島特別３着
ゴールデンフィジー（15牝 キングカメハメハ）１勝

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

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

レクレドール（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： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777
生 産 牧 場： 笹島 智則
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

350 トゥルーゴールド２０２１ 牡・黒鹿 ４／２０
＊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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandトゥルーゴールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�キャッチザゴールド栗 2007 ゴールデンサッシュ

＊ロイヤルサツシユ 1t
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 トーコーメロディ（11栗 ヤマニンセラフィム）�９勝
本馬の他に産駒あり

２代母 サウンドアメニティ（98栗 ＊キンググローリアス）入着２回
セフティオリビエト（09牡 デュランダル）２勝，�１勝�
トミケンキルカス（12牡 ＊タイキシャトル）５勝，フリーウェイＳ，晩春Ｓ３着，�

�４勝��入着３回
ガッテンパートナー（14牡 デュランダル）１勝
グランプリワン（16牡 グランプリボス）２勝，��３勝

３代母 ＊バジー（81 USA鹿 In Reality）USA９勝，デラウェアＨ‐G1，Helena S，
レイディーズＨ‐G1 ２着，マスケットＳ‐G1 ４着，モリーピッチャーＨ‐G2
４着，etc.
ジーノ Jeano（88牝 Fappiano）USA10 勝，シャーリージョーンズＨ‐G3，サラブ

レッドクラブオヴアメリカＳ‐G3，Ellis Park H‐L，etc.
プリンツオスカー Prinz Oskar（96 牡 Dayjur）FR・SIN・MAL５勝，P. Ha

mpton‐L ３着
キューガーデンKew Garden（97牝 Seattle Slew）USA１勝
クイーンズプラザQueens Plaza（02牝 Forestry）USA２勝，Sorority
S‐L

コントライヴContrive（98 牝 Storm Cat）不出走
フォークロア Folklore（03 牝 Tiznow）USA４勝，メイトロンＳ‐G1，Ｂ
Ｃジュヴェナイルフィリーズ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，etc.

ディヴァイデドアテンションDivided Attention（11牝 A.P. Indy）USA
３勝，Ladies H‐L，テンプテドＳ‐G3 ２着，Affectionately S
‐L ３着

ネヴァーアノーヒッターNever a No Hitter（01 牝 Kris S.）不出走
ティザヒット Tizahit（07 牝 Tiznow）USA・CAN２勝，デムワゼルＳ
‐G2，Blue Hen S‐L ２着

ストーミーアンティクス Stormy Antics（08 牝 Stormy Atlantic）CAN１勝
スチューデントボディ Student Body（14牝 Colonel John）USA５勝，
Mardi Gras S

販売申込者・所有者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338
生 産 牧 場： ゼットステーブル
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

351 トーコーメロディ２０２１ 牡・栗 ４／ ２

＊

＊ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ヤマニンセラフィム ＊ヤマニンパラダイストーコーメロディ ＊キンググローリアス

��
��
�サウンドアメニティ栗 2011 ＊バジー

1s
Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 セトノフラッパー（10栗 ＊タイキシャトル）３勝，西郷特別（芝 1800），瀬戸内海
特別（芝 1400）２着，太宰府特別（芝 1800）２着，粟島特別（芝 1800）２着，久多特
別（芝 1400）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ラッキーポケット（17牝栗 ジャングルポケット）�１勝�

２代母 マルカアイチャン（03栗 ＊フレンチデピュティ）２勝，つわぶき賞，りんどう
賞２着，あけび賞３着
シルバーウエイブ（09牡 ジャングルポケット）２勝，水仙賞
アイノフシギ（12牝 ＊グラスワンダー）�２勝

リンクスターツ（19牡 ＊ディスクリートキャット）��５勝�入着３回，新緑賞
シャドウアプローチ（13牡 ジャングルポケット）２勝，朝日杯フューチュリティＳ

‐G1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，ききょうＳ‐OP
ナタンドラ（17牝 ジャングルポケット）��出走�５勝
フィリア（18牝 スクリーンヒーロー）��１勝

３代母 マルカコマチ（95鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，京都牝馬特別‐Jpn3，京阪
杯‐Jpn3 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，小倉大賞
典‐Jpn3 ３着，etc.
アスクデピュティ（04牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，白富士Ｓ‐L ３着，紫苑Ｓ‐L

３着，ウェルカムＳ，etc.
ミュゼスルタン（12牡 キングカメハメハ）３勝，新潟２歳Ｓ‐G3，ＮＨＫマイ

ルＣ‐G1 ３着，青梅特別，種牡馬

４代母 ナショナルフラッグ（86栗 ＊デイクタス）４勝，阿寒湖特別，積丹特別，青葉
城特別，知床特別２着，十勝岳特別２着，etc.
［子］ インターフラッグ（93牡 ＊ノーザンテースト）８勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2，

札幌日経ＯＰ‐OP，嵐山Ｓ‐OP，etc.，�１勝�２勝	１勝，種牡馬
ダイワジアン（96牡 ＊ノーザンテースト）６勝，中山記念‐Jpn2 ３着，福
島ＴＶＯＰ‐OP ２着，白秋Ｓ，etc.

フラッグシップ（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ２着，
織姫賞，西郷特別２着，etc.

ラバンディエーラ（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，摂津特別

販売申込者・所有者： 滝本 健二＝日高町庫富 �01456-7-2235
生 産 牧 場： 滝本 健二
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

352 セトノフラッパー２０２１ 牡・鹿 ４／１２
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲
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��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンセトノフラッパー ＊フレンチデピュティ

��
��
�マルカアイチャン栗 2010 マルカコマチ

＊ハニードリーマー 23b
Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 ドリームアドリーム（11鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ツヴァイシュテルネ（19牡黒鹿 リオンディーズ）�入着

２代母 ＊ジョシュズマデリン（01 USA鹿 Quiet American）USA８勝，レイヴンラン
Ｓ‐G2，Pan Zareta S，Panthers S，マディソンＳ‐G2 ２着，アレール
デュポンＢＣディスタフＳ‐G3 ２着，etc.
ダノンフォレスト（08牡 Forestry）入着，�２勝
スペクラ（09牡 ゴールドアリュール）�２勝
ウォーゴッデス（12牝 ＊ウォーエンブレム）�１勝�２勝
マグナスエフェクト（14牡 ダイワメジャー）���５勝
サイパー（18牡 フェノーメノ）�３勝��入着２回

３代母 インテンドトゥウィン Intend toWin（93 USA栗 ＊ハウスバスター）USA
４勝，T. V. Vixen S３着
パーティシルクスParty Silks（04 牝 Touch Gold）不出走

アップスタートUpstart（12 牡 Flatter）USA４勝，ホーリーブルＳ‐G2，レイ
ザーバックＨ‐G3，Funny Cide S‐R，etc.，種牡馬

ニューヨークヒーローNew York Hero（15� Mineshaft）USA３勝，Reg
o Park S‐R ３着

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

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

［孫］ ＊ノボジャック（97牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，�２勝�	２勝
１勝
�１勝��２勝�入着�，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，
黒船賞‐Jpn3（２回），etc.，種牡馬

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

販売申込者・所有者： ㈱ストームファームコーポレーション＝熊本県菊池郡大津町 �096-293-0592
生 産 牧 場： ㈱ストームファームコーポレーション
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

353 ドリームアドリーム２０２１ �・黒鹿 ３／１９
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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�
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�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアドリームアドリーム
＊ Quiet American

��
��
�ジョシュズマデリン鹿 2011 Intend toWin

6d
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 トーアハナノマイ（09鹿 ＊タップダンスシチー）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ゴールドシチー（14�黒鹿 ゴールドアリュール）�２勝
ティフィンタイガー（20牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）���１勝

２代母 ＊フローラルマジック（85 USA黒鹿 Affirmed）USA６勝，Los Altos H‐LR，
Puget Sound H２着，サンタイネスＳ‐G3 ３着，Charles H. Russell H
‐L ３着，Orinda H‐L ３着

＊ペイパーレイン（91牝 Bel Bolide）USA６勝
マツリダゴッホ（03牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，有馬記念‐G1，オールカマ

ー‐G2（３回），日経賞‐G2，ＡＪＣＣ‐Jpn2，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.，
種牡馬

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

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

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

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

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

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

ディアナムラ（07牝 ザッツザプレンティ）出走
ナムラメルシー（14牝 ＊エンパイアメーカー）��８勝�３勝�，エンプレス杯

‐Jpn2 ２着

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

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

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

354 トーアハナノマイ２０２１ �・黒鹿 ４／２１
＊ Halo

体高
胸囲
管囲
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�
� サンデーサイレンス
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�
�
�
�
�
�
� WishingWellマツリダゴッホ

＊ Bel Bolide

��
��
�ペイパーレイン鹿 2003 ＊フローラルマジック

＊ Pleasant Tap

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�フローラルマジック鹿 2009 Rare Lady

18
フローラルマジックM2×S3

価格： 購買者：



母 トーセンスタッフ（08黒鹿 ＊アフリート）２勝，��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
トーセンシーバス（17牡黒鹿 トーセンモナーク）��出走�２勝
トーセンカクジツ（18牝栗 トーセンファントム）�２勝
ムーンティアラ（19牝黒鹿 アドマイヤムーン）��入着
ラウラ（20牝栗 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２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，栗東Ｓ

‐L ２着，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，東京盃‐Jpn2 ３着（２回）

シャトルタテヤマ（04牝 ＊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

ウィークタテヤマ（05牡 スペシャルウィーク）�８勝
タテヤマキセキ（06牡 フジキセキ）入着２回，��７勝�
エスティタテヤマ（09牡 ＊マイネルラヴ）��２勝
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，吹田特別３着，弥富特別３着

３代母 ワンボールドビツド（85鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
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

４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
［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： 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

355 トーセンスタッフ２０２１ �・栗 ５／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyトーセンスタッフ ＊ブライアンズタイム

��
��
�フラワータテヤマ黒鹿 2008 ワンボールドビツド

＊デイープデイーン 3n
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 トーセンペンネ（16鹿 Poet's Voice）��入着�
〔産駒馬名登録数：１〕
メーサンデュラント（20牡栗 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 ＊ペンネドゥピー（08 GB鹿 Tiger Hill）FR出走
ポントルソンPontorson（12� Le Havre）FR２勝
オカイナOcaina（14牝 Royal Applause）FR２勝

３代母 ターピチュードTurpitude（97 GB芦 Caerleon）不出走
アンドリアナAndriana（01牝 Second Empire）FR１勝

アプレラムール Apres L'Amour（09� Elusive City）FR・GER・BEL８勝，
P. Luthier‐L ３着

＊トゥーピー（02牝 Intikhab）FR・ITY・USA３勝，アランベール賞‐G3，仏１０００ギ
ニー‐G1 ２着，サンドリンガム賞‐G2 ２着，etc.
クールデュード Cool Dude（08牡 Lemon Drop Kid）FR・HKG２勝，P. d

e Pontarme‐L ２着，P. de Suresnes‐L ３着
ダンストゥーピーDance Toupie（09 牝 Dansili）FR出走
デーヴDave（16牡 Wootton Bassett）FR２勝，ダフニス賞‐G3 ２着，P.
de Pontarme‐L ２着，P. de Suresnes‐L ３着，etc.，種牡馬

コマンダー Commander（17� War Command）�FR・USA５勝，C
locker's Corner S‐R ２着，Siren Lure S２着，デイトナＳ‐G3 ３着

サトノラーゼン Satono Rasen（12� ディープインパクト）３勝，京都新聞杯
‐G2，日本ダービー‐G1 ２着，etc.，AUS入着２回，ＡＴＣサマーＣ
‐G3 ２着，etc.

サトノクロニクル（14牡 ハーツクライ）�３勝，チャレンジＣ‐G3，阪神大賞
典‐G2 ２着，京都新聞杯‐G2 ２着，etc.

マイハートビート（15牡 ゼンノロブロイ）３勝，若駒Ｓ‐LR ２着，高雄特別，
紫菊賞，etc.

販売申込者・所有者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �090-9082-6145
生 産 牧 場： 坂本 智広
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

356 トーセンペンネ２０２１ 牡・栗 ３／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

ポーエツヴォイス Dubawi

�
�
�
�
�

��
��

�Poet's Voice Bright Tiaraトーセンペンネ
＊ Tiger Hill

��
��
�ペンネドゥピー鹿 2016 Turpitude

13c
Northern Dancer S5×S5 Nijinsky S5×M5 Danzig M5×M5

価格： 購買者：



母 トウカイユニバース（07鹿 ダンスインザダーク）��４勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
グレートセブン（18牡鹿 ＊スクワートルスクワート）�１勝
フレンドモア（20牝鹿 ＊バゴ）�未出走

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

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

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

手特別，御堂筋Ｓ３着

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

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

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

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

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

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

‐Jpn1，京都大賞典‐Jpn2，新潟大賞典‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： シグラップファーム＝日高町賀張 �090-8707-9113
生 産 牧 場： シグラップファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

357 トウカイユニバース２０２１ 牡・鹿 ４／ ３
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイトウカイユニバース シンボリルドルフ

��
��
�トウカイテネシー鹿 2007 トウカイナチユラル

＊星友 19b
Nijinsky S4×M4 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊セインツプレイ（02 USA黒鹿 Saint Ballado）USA１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－３（９），地方－４（14）〕
マイアレクシスMy Alexis（07 USA牝鹿 Afleet Alex）USA５勝
メレクムベンベMelequembembe（09 USA牡鹿 Proud Citizen）PAN１勝
スーパースラム Super Slam（10 USA�黒鹿 Grand Slam）USA３勝
ゴクロウサマ（15牝黒鹿 ＊ケイムホーム）�３勝
トリウンファラ（16牝鹿 ＊モンテロッソ）�３勝�
エアーポケット（17牡芦 ＊ダンカーク）�５勝�１勝���	，西日本ダービー
（Ｄ1900），九州ダービー栄城賞（Ｄ2000）２着，佐賀皐月賞（Ｄ1800）３着

プナヘレ（18牡芦 ＊クリエイターⅡ）
�	１勝�１勝
デライトアゲン（19牡芦 ＊ザファクター）
１勝

２代母 コロニアルプレイ Colonial Play（94 USA黒鹿 Pleasant Colony）USA４
勝，オーキッドＨ‐G2，シープスヘッドベイＨ‐G2 ３着，ボイリングスプリング
ズＨ‐G3 ３着
マーシュサイドMarsh Side（03牡 GoneWest）USA・CAN・UAE７勝，ノーザ

ンダンサーターフＳ‐G1，カナディアンインターナショナルＳ‐G1，スカイクラ
シックＳ‐G2，Valedictory S‐L，マンハッタンＨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

クイーンズプレイQueen's Play（04 牝 Kingmambo）不出走
アテンダント Attendant（09� More Than Ready）USA・CAN２勝，To

ronto C‐L ３着
ソヴリンファンド Sovereign Fund（06� Giant's Causeway）USA・CAN４勝，

USA障害１勝
ベストプレイBest Play（10� Speightstown）USA・CAN７勝

３代母 ミーティアステイジMeteor Stage（82 USA黒鹿 Stage Door Johnny）US
A入着２回
プレザントステイジ Pleasant Stage（89牝 Pleasant Colony）USA２勝，ＢＣジュ

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

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

販売申込者・所有者： 佐々木 恵一＝浦河町上杵臼 �0146-28-1650
生 産 牧 場： 佐々木 恵一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

358 セインツプレイ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１８

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒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

＊

セイントバラード Halo

�
�
�
�
�

��
��

�Saint Ballado Balladeセインツプレイ コロニアルプレイ Pleasant Colony

��
��
�Colonial Play黒鹿USA 2002 Meteor Stage

23b
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 ＊シーキングオアシス（05 USA栗 Seeking the Gold）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（15）〕
リュウワンラララ（12牝栗 ネオユニヴァース）�４勝�入着
ワカチナ（13牝栗 ゼンノロブロイ）��３勝
リープスプラウト（14牡栗 ゴールドアリュール）入着２回，��３勝��３勝�２勝

２代母 キャットベイビーCatbaby（01 USA黒鹿 A.P. Indy）USA出走
ラウシェンバーグRauschenberg（07� Grand Slam）USA４勝
アイスクリームマン Ice CreamMan（08� Elusive Quality）USA２勝

＊リアライズナマステ（09牡 Speightstown）１勝，ホープフルＪＳ，��１勝�１勝
	入着

アルキャラヴァンAlcaravan（12� Birdstone）USA３勝
キャッツアメリカンパイCat's American Pie（15� Maclean's Music）�USA１勝

３代母 カティンカ Catinca（95 USA黒鹿 Storm Cat）USA９勝，ラフィアンＨ
‐G1，トップフライトＨ‐G2，シュヴィーＨ‐G2，ファーストフライトＨ‐G2，
ベッドオーロージズＨ‐G3，etc.
マネッジドアカウントManaged Account（09� Malibu Moon）USA７勝，Toc

cet S‐L，Governor's Cup H，John B.Campbell H２着，etc.

４代母 インカレガシー Inca Legacy（87 USA鹿 Saratoga Six）USA３勝
［孫］ ストーンレガシー Stone Legacy（06牝 Birdstone）USA２勝，ケンタッ

キーオークス‐G1 ２着，Mollie Wilmot S‐R ２着
［曾孫］ インカキング Inca King（04� Sir Cat）USA・CAN17勝，ジェファーソン

Ｃ‐G2，Opening Verse H‐L，Bryan Station S‐L，etc.
ハードレガシー Hard Legacy（16牝 ＊ハードスパン）USA３勝，リグレ
ットＳ‐G3

マノリートManolete（14 牡 Mineshaft）�USA16 勝，Tangelo S３着

５代母 インカクイーン Inca Queen（68 USA鹿 Hail to Reason）USA８勝，トッ
プフライトＨ，コロンビアナＨ，シープスヘッドベイＨ，デムワゼルＳ，ＣＣＡオ
ークス３着，etc.

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

359 シーキングオアシス２０２１ 牡・鹿 ３／ ４
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

＊

シーキングザゴールド Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Seeking the Gold Con Gameシーキングオアシス キャットベイビー A.P. Indy

��
��
�Catbaby栗USA 2005 Catinca

A1
Mr. Prospector M3×S4 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 スイートマトルーフ（06青鹿 スペシャルウィーク）５勝，寿Ｓ（芝 2000），堀川特別
（芝 1800），香住特別（芝 2200），西海賞（芝 1800）２着，ぶっぽうそう特別（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（３）〕
ブラックスター（13牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝��入着６回
トーホウバロン（18牡黒鹿 キングカメハメハ）�２勝，宝満山特別（芝 2600），奥

の細道特別（芝 2600）２着，磐梯山特別（芝 2600）２着
シェーナディーヴァ（19牝黒鹿 ＊ドレフォン）���１勝

２代母 ＊スイートフルーレ（96 USA鹿 Green Desert）不出走
スイートフィドル（02牝 ＊アフリート）�14 勝
シンボリワーグナー（04� ＊フォーティナイナー）��１勝
ディフュージョン（05牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
シンボリマルセイユ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，大牟田特別，九重

特別，��８勝
スイートフラム（08牝 ＊シンボリクリスエス）入着，��３勝
スイートマルセル（11牝 ＊ワイルドラッシュ）入着

レイテントロアー（17牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝，妙高特別２着
ハナズプルメリア（12牝 キングカメハメハ）１勝，つわぶき賞３着，�２勝��１勝
フジマサスペシャル（13牡 スペシャルウィーク）１勝
ラブリイメッセージ（14牝 ダンスインザダーク）１勝
マイネルエストック（16牡 スペシャルウィーク）	３勝

３代母 ケンブ Kenbu（89 FR芦 Kenmare）GB・FR・USA４勝，カブール賞‐G3，
P. du Pin‐L，P. Imprudence‐L，モルニー賞‐G1 ２着，英１０００ギニー
‐G1 ３着，etc.

＊シンボリスウォード（95牡 Green Desert）７勝，アイビスサマーダッシュ‐Jpn3 ２
着，函館スプリントＳ‐Jpn3 ２着，クリスタルＣ‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬

＊スイートオーキッド（97牝 GoneWest）３勝，クリスタルＣ‐Jpn3，ＮＨＫマイ
ルＣ‐Jpn1 ５着，キーンランドＣ‐OP ３着，etc.

＊シンボリウエスト（00� GoneWest）３勝，札幌日刊スポーツ杯，摩周湖特別，郡
山特別，etc.，	８勝，IRE１勝

＊スイートローレライ（03牝 Rahy）１勝，寺泊特別３着

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

360 スイートマトルーフ２０２１ 牡・栗 ２／１２
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールスイートマトルーフ
＊ Green Desert

��
��
�スイートフルーレ青鹿 2006 Kenbu

2e
Nijinsky S4×M5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スリーパール（13黒鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
プレストパール（18牝鹿 ＊キングズベスト）��出走���出走

２代母 スリーローマン（97青 ＊ブライアンズタイム）４勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，
忘れな草賞‐OP ３着，ポプラ特別，衣笠特別，遊楽部特別，etc.
スリーラジアル（04牝 ＊ラムタラ）�９勝�
スリーロールス（06牡 ダンスインザダーク）４勝，菊花賞‐Jpn1，野分特別，はな

みずき賞２着，種牡馬
スリーロビンソン（08牡 フジキセキ）�９勝��入着
スリーヴェローチェ（09牡 ダイワメジャー）１勝，横津岳特別２着，燧ヶ岳特別３

着，霊山特別３着，積丹特別３着，�３勝�入着２回�
スリーマキシマム（11牡 スズカマンボ）２勝，赤倉特別，浄土平特別，蓬莱峡特別

２着，２０１８ＷＡＳＪ第４戦３着，�８勝��

３代母 アコニットローマン（90黒鹿 ＊ブレイヴエストローマン）��３勝，東京プリ
ンセス賞
オペラハット（96牡 ＊オペラハウス）��３勝	，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着，

東京大賞典‐Jpn1 ４着，東京王冠賞，etc.
サムタイム（02牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，障害１勝

ディアコメット（09牝 キングカメハメハ）出走
バトルクライ（19牡 イスラボニータ）�２勝，ユニコーンＳ‐G3 ３着，青
竜Ｓ‐OP ３着

４代母 カミモリレデイー（81青鹿 ＊ネプテユーヌス）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1
５着，長万部特別
［子］ トキノクンショウ（89牡 ＊ラツキーソブリン）��６勝
３勝��２勝	

入着��，かしわ記念，旭岳賞２着，東京盃２着，etc.
フタバキング（87牡 ＊イエローゴツド）	12 勝，不来方賞２着
カミモリオーカン（95牡 シンボリルドルフ）入着，湯川特別３着，
３勝
��２勝

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

361 スリーパール２０２１ �・鹿 ３／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlスリーパール ＊ブライアンズタイム

��
��
�スリーローマン黒鹿 2013 アコニットローマン

＊アコニツト 7d
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ナイツエンド（01 AUS鹿 ＊エンドスウィープ）AUS入着２回
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），海外－１（４），地方－４（23）〕
ナイトマンNight Man（06 AUS�栗 Mossman）AUS４勝
ニケ（09牝黒鹿 ダイワメジャー）１勝
ラシェネガ（11牝鹿 ＊シニスターミニスター）�４勝
スリラーインマニラ（13�鹿 ＊キンシャサノキセキ）４勝，昇竜Ｓ‐OP（Ｄ1400）２

着，��12 勝�入着２回���，建依別賞（Ｄ1400），黒潮スプリンターズＣ
（Ｄ1300）３着

コスモアリオーゾ（14牡鹿 フリオーソ）�１勝��５勝
アントニウス（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��	１勝�
ダンスインザリング（20牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�出走

２代母 メッセンジャーミスMessenger Miss（96 USA鹿 ＊デインヒル）GB出走
ドリーメンスキームDream 'N' Scheme（00� Unbridled's Song）AUS７勝
ワードWerd（04� Hussonet）AUS10 勝，WATC Australia Day S‐L，ＷＡＴ

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

フォーレターワード Four Letter Werd（12� High Chaparral）AUS４勝

３代母 フォーリンクーリア Foreign Courier（79 USA鹿 Sir Ivor）不出走
グリーンデザートGreen Desert（83 牡 Danzig）GB・FR・IRE・USA５勝，ジュ

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

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

スマーガレットＳ‐G3
トルージョイTrue Joy（93牝 Zilzal）GB出走

イートンフォレヴァー Eton Forever（07� Oratorio）GB６勝，King Richa
rd the Third S‐L，Haydock Spring Trophy‐L，Guisborough S
‐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

362 ナイツエンド２０２１ 牡・栗 ３／３０

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceナイツエンド メッセンジャーミス ＊デインヒル

��
��
�Messenger Miss鹿AUS 2001 Foreign Courier

A4
Northern Dancer S4×M5×M5 Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ナムラエラン（05栗 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（10）〕
ヒカルスプレンダー（10牡栗 ＊タイキシャトル）��６勝
アイズユーニン（11牝栗 サクラバクシンオー）�１勝
ティーズアライズ（12牝栗 ＊ワイルドラッシュ）�２勝��１勝，東京プリンセス

賞（Ｄ1800），東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600）２着，栄冠賞（Ｄ1200）
ブンゴ（15牡鹿 メイショウサムソン）１勝
スースー（16牝栗 ジャングルポケット）１勝
ディオスクーロイ（18牡栗 ＊マジェスティックウォリアー）�２勝
パープルテイオー（19�鹿 メイショウボーラー）出走，�地方未出走
リトルアーサー（20牝鹿 ビッグアーサー）�地方未出走

２代母 アンバロビン（97鹿 ＊ジェネラス）��１勝
オレンジシンジュ（03牝 サクラバクシンオー）１勝
ラガーホノカー（04牝 スペシャルウィーク）�６勝
ジャングルボルト（07牡 ジャングルポケット）�１勝

３代母 ダイナアンバー（78鹿 ＊ノーザンテースト）２勝
ブルマーケット（85牡 ＊ターゴワイス）２勝，霞ヶ城特別，障害１勝
メインゲスト（86牝 ＊ターゴワイス）１勝

ファストタテヤマ（99牡 ダンスインザダーク）６勝，京都新聞杯‐Jpn2，デイ
リー杯２歳Ｓ‐Jpn2，大阪―ハンブルクＣ‐L，etc.

ディスコアンバー（87牝 ＊ターゴワイス）３勝，宇治川特別３着，噴火湾特別３着
ラリーキャップ（90牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，青葉賞‐OP ２着

４代母 ＊クリアアンバー（67 USA黒鹿 Ambiopoise）USA３勝
［子］ アンバーシヤダイ（77牡 ＊ノーザンテースト）11勝，有馬記念，天皇賞

（春），ＡＪＣＣ（２回），etc.，特別賞，種牡馬
［孫］ サクラバクシンオー（89牡 サクラユタカオー）11勝，スプリンターズＳ

‐Jpn1（２回），スワンＳ‐Jpn2，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，etc.，優
短距，種牡馬

イブキマイカグラ（88牡 ＊リアルシヤダイ）５勝，阪神３歳Ｓ‐Jpn1，Ｎ
ＨＫ杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 竹内 良一＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2197
生 産 牧 場： 竹内 良一
飼 養 者： 竹内 良一＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2197

363 ナムラエラン２０２１ 牡・鹿 ５／１８
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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラナムラエラン ＊ジェネラス

��
��
�アンバロビン栗 2005 ダイナアンバー

＊クリアアンバー 4m
ノーザンテースト S4×M4 クリアアンバーS4×M4
Northern Dancer S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 ネオザスティング（08栗 タニノギムレット）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
サマーフィールド（17牝鹿 トゥザワールド）��５勝
レジュレクシオン（18牡鹿 リヤンドファミユ）��出走
プライムアクター（19牡栗 ＊ラニ）��入着
ルレット（20牝鹿 ＊モンテロッソ）�地方未出走

２代母 プラチナキャスト（98栗 ＊ティンバーカントリー）出走
ワンダフルキャスト（02牡 ＊グラスワンダー）１勝，タイランドＣ２着
サクセスフルロール（05牝 ＊クロフネ）�４勝�３勝�入着３回
ネオペンドラゴン（07牡 ＊ファルブラヴ）入着３回，�１勝��
デルマコテツ（11牡 ＊グラスワンダー）入着７回，�３勝
ネオヴォーグ（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝�
ネオヴィッパー（13牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝

３代母 プライムステージ（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，
札幌３歳Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，ローズＳ‐Jpn2 ２着，クイーンＣ
‐Jpn3 ２着，etc.
アマビリータ（00牝 ＊ダンシングブレーヴ）２勝，ハッピーエンドＣ３着，�５勝
プライムアクトレス（02牝 ＊エルコンドルパサー）３勝，こでまり賞３着
アブソリュート（04	 タニノギムレット）７勝，富士Ｓ‐G3，東京新聞杯‐G3，マ

イルＣｈＳ‐G1 ５着，etc.
エフティアクトレス（05牝 ＊ファルブラヴ）２勝，桜草特別３着

４代母 ダイナアクトレス（83鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，京王杯スプリングＣ
‐Jpn2，スプリンターズＳ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優古牝（2回）
［子］ ステージチャンプ（90牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，日経賞‐Jpn2，ステイ

ヤーズＳ‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.
［孫］ スクリーンヒーロー（04牡 ＊グラスワンダー）５勝，ジャパンＣ‐G1，Ａ

Ｒ共和国杯‐Jpn2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，etc.，優古牡，種牡馬
ベストアクター（14	 ディープインパクト）６勝，阪急杯‐G3，雲雀Ｓ，
神奈川新聞杯，etc.

販売申込者・所有者： ㈲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

364 ネオザスティング２０２１ 牡・芦 ２／ ５

＊

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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルネオザスティング ＊ティンバーカントリー

��
��
�プラチナキャスト栗 2008 プライムステージ

＊マジツクゴデイス 1s
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ノーズトウショウ（08鹿 ＊ブラックホーク）�１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
ファイトウィン（13牝鹿 ＊フォーティナイナーズサン）��３勝�２勝
ブラックアーシャ（16牝黒鹿 ブラックタイド）入着２回，�３勝
レジーナレッド（18牝鹿 アンライバルド）���入着３回
テイエムスペシャル（20牡鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 ウイッチトウショウ（00鹿 ＊ジェイドロバリー）出走
ジーントウショウ（04牝 ＊デザートキング）出走

マツリダレーベン（16牡 キングヘイロー）�４勝，オパールＣ，ジュニアＧＰ２着
レジェトウショウ（06牝 キングヘイロー）３勝，ＴＶｈ杯，船橋Ｓ３着，中山ウイ

ンタープレミアム３着，�２勝
スマートクラージュ（17牡 ディープインパクト）�５勝，淀短距離Ｓ‐L，道頓

堀Ｓ，舞子特別，出石特別，新潟日報賞２着，etc.
スマートルシーダ（18牡 ディープインパクト）�２勝，ＳＴＶ杯３着

トウショウギフト（09牡 ＊カリズマティック）４勝，成田特別，春光Ｓ２着，鋸山特
別２着，安達太良Ｓ３着，�３勝�

ソルシエトウショウ（11牝 マーベラスサンデー）出走
セイウンダイモス（18牡 ローエングリン）�１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着

トウショウドラフタ（13牡 アンライバルド）５勝，ファルコンＳ‐G3，谷川岳Ｓ‐L
３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ５着，信越Ｓ‐OP，etc.，��４勝

３代母 サマンサトウショウ（85黒鹿 トウシヨウボーイ）７勝，エプソムＣ‐Jpn3，
マイルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，京都牝馬特別‐Jpn3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３
着，朱雀Ｓ，etc.
タバサトウショウ（93牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝

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.

トウショウノア（95牡 ＊オールドヴィック）６勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，夏至Ｓ，
関ケ原Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 坂本 春雄＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2673
生 産 牧 場： 坂本 春雄
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

365 ノーズトウショウ２０２１ 牡・鹿 ４／ ３
＊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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックホーク ＊シルバーレーンノーズトウショウ ＊ジェイドロバリー

��
��
�ウイッチトウショウ鹿 2008 サマンサトウショウ

＊セヴアイン 5j
Nureyev M3×S4 Special M4×S5×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ニシノエクレール（15黒鹿 エイシンフラッシュ）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ショウナンアネーロ（04黒鹿 ダンスインザダーク）出走
ビームライフル（09牡 ソングオブウインド）３勝，シンボリルドルフＣ２着，石和特

別３着，精進湖特別３着，小牧特別３着，etc.，�入着��，せきれい賞２着
スリークスタイル（10牝 ＊プリサイスエンド）�１勝
セイウンアネゴ（11牝 ＊アグネスデジタル）�４勝��４勝，加賀友禅賞２着
スタチュー（12牡 ＊スタチューオブリバティ）�１勝��１勝�２勝
キョウヘイ（14牡 リーチザクラウン）�３勝，シンザン記念‐G3，リゲルＳ‐L ２着，

リゲルＳ‐L ３着，ポートアイランドＳ‐L ３着，小倉日経ＯＰ‐OP ３着，etc.

３代母 ＊ショウナンハピネス（95 CAN黒鹿 Kris S.）４勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，
ホープフルＳ‐OP，ノベンバーＳ，弥彦特別，ニューマーケットＣ２着，etc.
ショウナンアルス（03牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ショウナンカサロ（12牝 キングカメハメハ）４勝，河口湖特別２着，神無月Ｓ３着
ショウナンアヤカ（05牝 ＊ウォーエンブレム）入着

ショウナンマキシム（12牝 メイショウサムソン）２勝，湯沢特別，小郡特別３着
ショウナンマッシブ（14牡 ダイワメジャー）４勝，葵Ｓ‐LR ３着，ＨＢＣ賞，

萌黄賞，etc.
ショウナンマオ（09牝 ダイワメジャー）３勝，愛宕特別

ショウナンナデシコ（17牝 オルフェーヴル）�５勝，��３勝，かしわ記念
‐Jpn1，エンプレス杯‐Jpn2，マリーンＣ‐Jpn3，etc.

４代母 ランブリングバーブRambling Barb（89 USA黒鹿 Cormorant）USA入着２回
［孫］ ベイビーアール Baby R（02牝 Wire Me Collect）USA３勝，Tellike

S‐L ３着

５代母 バウンシーバーブBouncy Barb（81 USA鹿 Rollicking）USA１勝
［子］ バウンシングブレイヴ Bouncing Brave（85牡 Brave Shot）USA８勝，

Bunty Lawless S‐LR，Sir Barton H‐LR，Marshall Field H
，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 白瀬 盛雄＝日高町緑町 �090-6999-0079
生 産 牧 場： 白瀬 盛雄
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

366 ニシノエクレール２０２１ 牡・青鹿 ４／ ４
＊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

＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンフラッシュ ＊ムーンレディニシノエクレール ダンスインザダーク

��
��
�ショウナンアネーロ黒鹿 2015 ＊ショウナンハピネス

8c
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ハートマイハート（09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－３（10）〕
キャプテンムーン（14牡黒鹿 オリオンザサンクス）��２勝�入着２回
ヒカルノマッキー（17牝鹿 ＊カジノドライヴ）��６勝
シンゼンシャイン（18牡鹿 ミッキーアイル）入着２回，��２勝
シェナハート（19牝黒鹿 ＊エスケンデレヤ）���入着

２代母 レモンキャンディー（98鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
ネヴァデザート（05牡 ＊ティンバーカントリー）�15 勝��４勝�１勝，北國王冠３

着，百万石賞３着
トモロポケット（06牡 ジャングルポケット）４勝，ＨＴＢ賞，臥牛山特別，尼崎Ｓ

２着，大文字Ｓ２着，垂水Ｓ２着，etc.
トモロレジェンド（10牡 ＊シンボリクリスエス）�２勝
アスクヴェリウェル（15牡 ＊ハードスパン）入着，���３勝

３代母 ＊ヤングマザー（86 FR鹿 Youth）FR５勝，ヴェルメイユ賞‐G1，マルレ賞
‐G2，P. de la Porte de Passy‐L，凱旋門賞‐G1 ４着，アルクール賞‐G2 ３着，etc.

４代母 サンタティナ Santa Tina（67 IRE 鹿 Santa Claus）FR・IRE・USA７勝，
愛オークス，ポモーヌ賞，ロワイヨモン賞
［孫］ イクワライズ Equalize（82 牡 Northern Jove）USA13 勝，ユナイテドネ

イションズＨ‐G1，カナディアンターフＨ‐G2（２回），レッドスミス
Ｈ‐G2，etc.，種牡馬

モードリンMaudlin（78 牡 Foolish Pleasure）USA11 勝，ボールドルー
ラーＳ‐G3，フォアゴーＨ‐G3，Sport Page H，etc.，種牡馬

スイートペアアダイス Sweet Pair a Dice（89 牝 Wolf Power）USA４
勝，Fairfield S，Camellia S‐R ２着，Fair Director's H
２着

［曾孫］ シークレットプロスペクト Secret Prospect（93 牝 Allen's Prospect）U
SA13 勝，Francis Scott Key S‐L，Primonetta S‐L，Virgini
a Gentleman H‐L，etc.

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

367 ハートマイハート２０２１ �・鹿 ２／２３

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハートマイハート ＊サンデーサイレンス

��
��
�レモンキャンディー鹿 2009 ＊ヤングマザー

5e
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 パリーナチャン（09鹿 メイショウオウドウ）１勝，�７勝��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－１（１）〕
スイスライツ（17牡鹿 ＊ロードアルティマ）入着２回，���１勝
ボイラーハウス（18牡鹿 ＊アジアエクスプレス）�４勝，橿原Ｓ（Ｄ1200）
エイルシュリー（19牝鹿 ＊アジアエクスプレス）�未出走
ドヴォルザーク（20牡鹿 ＊アジアエクスプレス）�未出走

２代母 ＊アングウィッシュ（89 IRE 鹿 El Gran Senor）GB１勝
メイショウバンバン（97牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，野麦峠特別
トウカイミラー（98牝 トウカイテイオー）��４勝

トウカイカントリー（04� ＊ティンバーカントリー）２勝
メイショウロッキー（02牡 ＊ヘクタープロテクター）�５勝
メイショウヒヨドリ（08牝 メイショウオウドウ）	４勝�入着


３代母 ネイヴァルライトNaval Light（82 USA黒鹿 Majestic Light）USA１勝

４代母 ナヴサップNavsup（66 USA鹿 Tatan）USA入着５回
［子］ ＊ポリッシュネイビー（84牡 Danzig）USA７勝，米シャンペインＳ‐G1，

ウッドワードＳ‐G1，カウディンＳ‐G1，etc.，種牡馬
ジャッジアドヴォケイト Judge Advocate（75 牡 Reviewer）USA４勝，
ディスカヴァリーＨ‐G3 ３着，種牡馬

［孫］ チャーツ Charts（87� Mari's Book）USA12 勝，Golden Gate Fields B
reeders' Cup H‐L，SanMatean H，C.H.B.P.A. Dinner H‐R，etc.

プリティタヤス（03牝 マーベラスサンデー）３勝，鳥羽特別２着
［曾孫］ ラニカイサンデー（14牡 ジャングルポケット）２勝，喜多方特別

オートアルカディア（01牝 バブルガムフェロー）��４勝�８勝��１勝
�，園田フレンドリーＣ２着

ワイレアワヒネ（11牝 ＊タイキシャトル）１勝，巌流島特別３着
アラモアナワヒネ（13牝 ＊グラスワンダー）１勝，くるみ賞３着
ベラジオボッキーニ（19牡 ＊アジアエクスプレス）��２勝，兵庫若駒賞３着

販売申込者・所有者： ㈲松栄牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1237
生 産 牧 場： ㈲松栄牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

368 パリーナチャン２０２１ 牡・鹿 ５／１５

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウオウドウ ＊アルタデナパリーナチャン
＊ El Gran Senor

��
��
�アングウィッシュ鹿 2009 Naval Light

1s
Northern Dancer M4×M5 Majestic Light M4×M5

価格： 購買者：



母 ハイカックウ（05鹿 High Chaparral）２勝，カーネーションＣ（芝 1800）２着，
ミモザ賞（芝 2000）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－１（３）〕
ナンヨーテンプル（12牡黒鹿 ゼンノロブロイ）１勝，燧ヶ岳特別（芝 2600）２着，

燧ヶ岳特別（芝 2600）３着，呼子特別（芝 2600）３着
ナンヨープルートー（14牡鹿 ディープインパクト）４勝，伊勢特別（Ｄ1900），浜

名湖特別（Ｄ1800），夏木立賞（芝 2000）２着，春光Ｓ（Ｄ2100）３着，��３勝

２代母 ＊オブザーヴァント（00 USA黒鹿 Capote）IRE 出走
ナスケンアイリス（07牝 ＊フレンチデピュティ）入着

モジアナフレイバー（15牡 ＊バトルプラン）��10 勝��入着２回�，東京大賞
典‐G1 ３着，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ３着，黒船賞‐Jpn3 ３着，Ｊ
ＢＣスプリント‐Jpn1 ４着，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ４着，etc.

ゴルトマイスター（16牡 ゴールドアリュール）４勝，アハルテケＳ‐OP ３着，
北総Ｓ，三浦特別，種牡馬

メイショウグラハム（09牡 アグネスタキオン）１勝
アステュート（10牝 アグネスタキオン）１勝
セイウンコウセイ（13牡 アドマイヤムーン）７勝，高松宮記念‐G1，函館スプリン

トＳ‐G3，淀短距離Ｓ‐L，高松宮記念‐G1 ２着，シルクロードＳ‐G3 ２着
（２回），etc.，種牡馬

アウトオブサイト（18牝 リアルインパクト）�１勝

３代母 ＊パテントリークリア（88 USA鹿 Miswaki）IRE・USA３勝
＊タイキフォーチュン（93牡 ＊シアトルダンサーⅡ）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，毎

日杯‐Jpn3，葉牡丹賞，種牡馬
＊タイキダイヤ（96牝 ＊オジジアン）４勝，クリスタルＣ‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特

別‐Jpn2 ２着，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
タイキクラリティ（03牝 スペシャルウィーク）１勝，菜の花賞‐OP ３着
クラリティスカイ（12牡 ＊クロフネ）３勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，いちょう
Ｓ（重賞）‐L，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３着，etc.

＊タイキリオン（99牡 Wild Again）３勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2，はなのき賞，障
害２勝，�３勝，トウケイニセイ記念２着，etc.

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

369 ハイカックウ２０２１ �・鹿 ３／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

ハイシャパラル Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�High Chaparral Kasoraハイカックウ
＊ Capote

��
��
�オブザーヴァント鹿 2005 ＊パテントリークリア

2f
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ハイキートーン（10栗 ハーツクライ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ミントティー（17牝栗 ＊カジノドライヴ）１勝，���１勝
デリスブラン（18牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）���出走�出走

２代母 ボートルサンテ（97鹿 ＊ティンバーカントリー）不出走
ワイドロータス（06牝 ダンスインザダーク）１勝

ノルカソルカ（17牡 エピファネイア）�４勝，立志Ｓ，刈谷特別，武庫川Ｓ２
着，国立特別３着

プロポーズギフト（08牝 アグネスタキオン）不出走
エンゲージリング（15牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，彦星賞，セプテ

ンバーＳ２着，ＴＶユー福島賞３着，みちのくＳ３着，河北新報杯３着

３代母 ＊オールフオーロンドン（82 USA鹿 Danzig）GB・USA３勝，Ocean City S
２着，Platinum Belle S２着，Margate S３着
ロンドンブリッジ（95牝 ＊ドクターデヴィアス）３勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，桜花

賞‐Jpn1 ２着
ダイワエルシエーロ（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，オークス‐Jpn1，マー

メイドＳ‐Jpn3，京阪杯‐Jpn3，etc.
ビッグプラネット（02牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，京都金杯‐Jpn3，アーリ

ントンＣ‐Jpn3
ダイワディライト（04牡 ＊アフリート）７勝，カペラＳ‐G3 ２着，室町Ｓ‐OP，

ＮＳＴ賞‐OP，etc.
ダイワスピリット（05牝 ダンスインザダーク）２勝，大倉山特別
タイセイディバイン（19牡 ルーラーシップ）�１勝，アーリントンＣ‐G3
２着，ファルコンＳ‐G3 ２着

ブリッツフィナーレ（08牝 ディープインパクト）不出走
キセキ（14牡 ルーラーシップ）４勝，菊花賞‐G1，大阪杯‐G1 ２着，ジャ
パンＣ‐G1 ２着，etc.，FR・HKG入着，種牡馬

グレーターロンドン（12牡 ディープインパクト）７勝，中京記念‐G3，東風Ｓ
‐L，毎日王冠‐G2 ３着，etc.，種牡馬

ナリタオンザターフ（98牡 ＊アフリート）２勝，ポインセチア賞，�１勝��，名古
屋優駿‐Jpn3

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

370 ハイキートーン２０２１ 牡・栗 ２／１５

＊

デヴィルヒズデュー Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Devil His Due

�
�
�
�
�
�
�
�
� Plenty O'Tooleロージズインメイ テルアシークレット Speak John

��
��
�Tell a SecretUSA 青鹿 2000 Secret Retreat

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスハイキートーン ＊ティンバーカントリー

��
��
�ボートルサンテ栗 2010 ＊オールフオーロンドン

22b
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 ハイノリッジ（11鹿 マンハッタンカフェ）��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－１（12）〕
タイガーアチーヴ（16牡鹿 ＊クロフネ）１勝，��11 勝��１勝，名港盃（Ｄ1900）

２着，東海菊花賞（Ｄ1900）３着
ペイシャノリッジ（17牝鹿 ＊クロフネ）３勝，駒場特別（Ｄ1700），白馬岳特別
（Ｄ1800）３着，平尾台特別（Ｄ1700）３着

セイウンノウヒメ（18牝青 トゥザグローリー）�１勝
セイウンハーデス（19牡黒鹿 シルバーステート）�２勝，プリンシパルＳ‐L
（芝 2000），こぶし賞（芝 1600）２着

２代母 ゴールドグレース（02鹿 ＊エリシオ）��５勝��	入着３回，北関東弥生賞３着
ヒルノマドリード（09牡 マンハッタンカフェ）４勝，摩耶Ｓ，駒場特別，木古内特

別，障害２勝，�２勝
トシファイブスター（10牡 フジキセキ）１勝，�４勝
ナリタアマリリス（14牝 ハーツクライ）
３勝
ナリタムソウ（16牡 ルーラーシップ）入着，
３勝�
セイウンゴールド（18牡 エピファネイア）�１勝，奥尻特別２着
セイウンプラチナ（19牡 ミッキーアイル）�２勝，あやめ賞

３代母 グレースウーマン（85鹿 マルゼンスキー）入着３回
ノーザンキャップ（92牡 オグリキャップ）３勝，利尻特別２着，アジアＪＳ（１）２

着，種牡馬
ホッコーソレイユ（94牝 バンブーアトラス）出走

ホッコータキオン（06牡 アグネスタキオン）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２
着，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ４着，野路菊Ｓ‐OP，etc.

ファイナルフォース（96牡 ＊ダミスター）１勝，知床特別３着
テイエムファンキー（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）６勝，ながつきＳ，大津特別２着

４代母 ランズプロント（74鹿 ＊プロント）出走
［孫］ オースミハルカ（00牝 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，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.

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

371 ハイノリッジ２０２１ 牡・鹿 ４／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジハイノリッジ ＊エリシオ

��
��
�ゴールドグレース鹿 2011 グレースウーマン

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ハイフリート（08栗 ＊アフリート）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（10）〕
ディアドナテロ（12牡黒鹿 スウィフトカレント）３勝，大雪Ｈ（Ｄ1700）２着，駒

場特別（Ｄ1700）３着，花見山特別（Ｄ1700）３着，�４勝
ディアユリアザミ（14牝鹿 ＊ボストンハーバー）�１勝�３勝

スティールルージュ（19牝 ＊マジェスティックウォリアー）���３勝�３勝，
若潮スプリント，ユングフラウ賞，ローレル賞，フルールＣ

アリエージュ（18牝黒鹿 エイシンフラッシュ）入着，��入着５回
ベラジオサキ（19牝黒鹿 ブラックタイド）��２勝�入着，クイーンＣ（Ｄ1600）２着

２代母 ＊ダーケストスター（89 USA黒鹿 Star de Naskra）USA４勝
＊サウスヴィグラス（96牡 ＊エンドスウィープ）10勝，根岸Ｓ‐Jpn3（２回），etc.，�２

勝��１勝�１勝�１勝�１勝，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，北海道スプリントＣ
‐Jpn3（２回），クラスターＣ‐Jpn3，かきつばた記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

ディスパースアスターDisperse a Star（97 牝 Dispersal）USA１勝
ハートアストレイ Heart Astray（14 牝 Gone Astray）USA５勝，O.B.S. Sp

rint S‐R ３着
＊ダークサファイア（00牝 Out of Place）１勝

ローガンサファイア（10牝 ダイワメジャー）４勝，マーガレットＳ‐LR，淀短
距離Ｓ‐L ３着，ききょうＳ‐OP ２着，紫川特別，りんどう賞２着

サフィロス（12牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ２着，カン
ナＳ‐OP，�３勝��	

コーディエライト（15牝 ダイワメジャー）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着，新
潟２歳Ｓ‐G3 ２着

セファーラジエル（18牡 キズナ）�２勝，白百合Ｓ‐L
アサクサアンデス（03牡 ＊エンドスウィープ）３勝
チアズウイナー（04牡 ＊フォーティナイナー）２勝，ポインセチア賞
ナイジェラ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝，摩耶Ｓ３着
ベネラ（07牝 ＊フォーティナイナー）３勝

グッドヒューマー（14
 ローエングリン）３勝，昇竜Ｓ‐OP ２着，冬桜賞２着，
三峰山特別３着，��９勝

３代母 ミニーリパートンMinnie Riperton（74 USA黒鹿 Cornish Prince）USA４勝

販売申込者・所有者： ㈲武田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2745
生 産 牧 場： ㈲武田牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

372 ハイフリート２０２１ �・黒鹿 ４／３０
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellブラックタイド

＊ Alzao

��
��
�ウインドインハーヘア黒鹿 2001 Burghclere

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyハイフリート
＊ Star de Naskra

��
��
�ダーケストスター栗 2008 Minnie Riperton

5g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 バチェロレッテ（16黒鹿 ロードカナロア）入着２回
初仔

２代母 パーフェクトジョイ（03青鹿 ステイゴールド）５勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，
大阪城Ｓ‐L ３着，スイートピーＳ‐L ３着，逆瀬川Ｓ，夕月特別，etc.
ガウディウム（14牡 ＊ハービンジャー）１勝，若戸大橋特別２着（２回），雄国沼特別３着
メダリオンモチーフ（15牝 キングカメハメハ）３勝
モデュロール（18牡 モーリス）�２勝�４勝

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

�，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，オグリキャップ記念‐Jpn2
マンハッタン（97牝 ＊アフリート）３勝，若菜賞２着，唐津特別３着，日向特別３着

メトロノース（06牡 アドマイヤコジーン）２勝，摩耶Ｓ，etc.，�１勝�３勝�
９勝��，北海道２歳優駿‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ４着，etc.

マンハッタンコード（09牡 ネオユニヴァース）２勝，花見山特別
オリオンスターズ（04牡 サクラバクシンオー）５勝，伏見Ｓ
シャドウシルエット（05牝 ＊シンボリクリスエス）不出走

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

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

コウキチョウサン（13牡 ステイゴールド）４勝，陣馬特別，出雲崎特別，安房
特別２着，etc.，障害３勝

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

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

別，種牡馬
ワンダーリベリオン（88牡 ロングエース）�５勝�24 勝，日本海ＣｈＳ３着

販売申込者・所有者： 武田 修一＝新冠町高江 �0146-47-2452
生 産 牧 場： 武田 修一
飼 養 者： ハントバレートレーニングファーム＝新冠町大狩部 �0146-45-5311

373 バチェロレッテ２０２１ 牡・黒鹿 ３／１２

＊

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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムバチェロレッテ ステイゴールド

��
��
�パーフェクトジョイ黒鹿 2016 ユーワジョイナー

＊シアラ 4i
Mr. Prospector S4×M5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ビジュートウショウ（11栗 ディープスカイ）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ビジューブリランテ（18�栗 ディープブリランテ）�１勝
マキバジョオー（19牝鹿 シルバーステート）�出走
シルバージュエリー（20牝黒鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 スイープトウショウ（01鹿 ＊エンドスウィープ）８勝，宝塚記念‐G1，秋華賞
‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1，京都大賞典‐G2，チューリップ賞‐Jpn3，etc.，
優古牝
ジュエルトウショウ（09牝 アグネスタキオン）�３勝

アドマイヤユラナス（16牡 ＊ハービンジャー）１勝，梅花賞２着，アザレア賞３
着，福寿草特別３着

レガッタ（12牡 ディープインパクト）１勝
トウショウビクター（13牡 ステイゴールド）１勝
スイーズドリームス（14牡 ディープインパクト）４勝，ストークＳ，岡崎特別，タ

イランドＣ，渡月橋Ｓ２着，賢島特別３着（２回）
スイープセレリタス（16牝 ハーツクライ）４勝，晩春Ｓ，月岡温泉特別，ユートピ

アＳ２着，うずしおＳ３着，春菜賞３着，etc.
クリーンスイープ（18牝 ドゥラメンテ）�３勝，カーネーションＣ２着

３代母 タバサトウショウ（93鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
バージントウショウ（99牝 フジキセキ）不出走

トウショウカズン（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.

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

スウェアトウショウ（08牝 ディープインパクト）出走
アドマイヤハダル（18牡 ロードカナロア）�３勝，若葉Ｓ‐L，中山記念‐G2 ３

着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.

４代母 サマンサトウショウ（85黒鹿 トウシヨウボーイ）７勝，エプソムＣ‐Jpn3，
マイルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，京都牝馬特別‐Jpn3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３
着，朱雀Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 聖心台牧場㈲＝新ひだか町静内田原 �0146-49-5316
生 産 牧 場： 聖心台牧場㈲
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

374 ビジュートウショウ２０２１ �・栗 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビビジュートウショウ ＊エンドスウィープ

��
��
�スイープトウショウ栗 2011 タバサトウショウ

＊セヴアイン 5j
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 トーコーディオーネ（13鹿 ＊エンパイアメーカー）�５勝
本馬の他に産駒あり

２代母 タイキメビウス（97鹿 ＊ダンスオブライフ）４勝，アイビスサマーダッシュ
‐Jpn3 ３着，飯豊特別，月岡特別２着
ドラゴンファング（05牡 ＊タイキシャトル）５勝，阪急杯‐G3 ３着，奥多摩Ｓ，雲

雀Ｓ，タイランドＣ，若鮎賞２着，etc.
ダイワトリビューン（07牡 フジキセキ）１勝，�２勝�入着
ヒロノメビウス（11牝 キングカメハメハ）�３勝
ヒミノブリランテ（14牡 ディープブリランテ）１勝，���１勝�入着

３代母 ＊タイキミステリー（93 USA黒鹿 Green Forest）出走
ハナコスマイル（98牝 ＊ダンスオブライフ）１勝，はなのき賞，�４勝，サラ・クイ

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

ラベンダー賞‐OP
ナムラミステリー（99牝 ジェニュイン）入着２回

ナムラハンター（05牡 ＊ワイルドラッシュ）５勝，オアシスＳ‐L ２着，端午Ｓ
‐OP ３着，灘Ｓ，etc.，�36 勝�����

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

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

ポーツ杯，長万部特別，etc.
トウカイオラージュ（16牡 オルフェーヴル）�３勝，猪名川特別，白秋Ｓ３着，

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

ブラウンローズ（14牝 ＊キンシャサノキセキ）入着８回，蒲郡特別３着，�２勝

４代母 サーテンシークレット Certain Secret（85 GB黒鹿 Known Fact）GB・IRE
・USA２勝，Athasi S‐L
［孫］ アーバンストリート（04牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）７勝，シルク

ロードＳ‐G3，京洛Ｓ‐OP，アンコールＳ‐OP ３着，etc.

販売申込者・所有者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338
生 産 牧 場： ゼットステーブル
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

375 トーコーディオーネ２０２１ 牡・黒鹿 ３／１３
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellネオユニヴァース

＊ Kris

��
��
�ポインテッドパス鹿 2000 SilkenWay

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudトーコーディオーネ ＊ダンスオブライフ

��
��
�タイキメビウス鹿 2013 ＊タイキミステリー

2d
Northern Dancer M5×M5 In Reality M5×M5

価格： 購買者：



母 ドリームマジック（14鹿 ルーラーシップ）１勝
初仔

２代母 スターリットラヴ（06鹿 スペシャルウィーク）出走
ジャーアルタミラ（11� ＊ファルブラヴ）�１勝
スピリットサント（19牡 ビッグアーサー）��２勝

３代母 ＊マリスターⅡ（91 USA鹿 Baldski）USA５勝，Sweetest Chant S‐L，P
atricia S，デルマーオークス‐G1 ２着，ハニムーンＨ‐G3 ２着，リンダヴィス
タＨ‐G3 ２着，etc.
ディアアドマイヤ（97牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ワイルドラズベリー（07牝 ＊ファルブラヴ）３勝，ローズＳ‐G2 ２着，秋華賞
‐G1 ４着，白百合Ｓ‐OP，etc.
ミッキーワイルド（15牡 ロードカナロア）５勝，プロキオンＳ‐G3 ２着，
霜月Ｓ‐OP，欅Ｓ‐OP ２着，etc.，��１勝

ラズベリームース（19牝 ルーラーシップ）�１勝，アネモネＳ‐L ２着
ピンクパピヨン（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，スイートピーＳ‐OP ３着，カ

ーネーション特別，衣笠特別３着，etc.
カフナ（08牡 キングカメハメハ）６勝，メトロポリタンＳ‐L，目黒記念‐G2 ３

着，小倉大賞典‐G3 ２着，etc.
マルロス（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，ダリア賞‐OP
サイバーキングダム（03牡 スペシャルウィーク）１勝，ベンジャミンＳ‐OP ２着
ベッラレイア（04牝 ナリタトップロード）３勝，フローラＳ‐Jpn2，オークス

‐Jpn1 ２着，エリザベス女王杯‐G1 ３着，etc.
ベッラレジーナ（11牝 ネオユニヴァース）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着
ベッラノーヴァ（18牝 エピファネイア）�２勝，フェアリーＳ‐G3 ３着

４代母 ピンクダヴPink Dove（84 USA栗 Argument）USA１勝
［子］ ムーンシャインホールMoonshine Hall（00� ＊スピニングワールド）U

SA・CAN・BAR８勝，Charlie Barley S‐L，Storm Cat S‐L
２着，トロントＣ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： 高岸 順一＝浦河町瑞穂 �0146-25-2341
生 産 牧 場： 高岸 順一
飼 養 者： 高岸 順一＝浦河町瑞穂 �0146-25-2341

376 ドリームマジック２０２１ �・鹿 ４／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴドリームマジック スペシャルウィーク

��
��
�スターリットラヴ鹿 2014 ＊マリスターⅡ

3o
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ハッピーティア（08鹿 ＊ホワイトマズル）障害１勝，中山大障害‐JG1（4100）２着，
�４勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
シンライ（16牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，湯浜特別（Ｄ1700）２着
ファイブリーフ（17牡鹿 ＊クロフネ）１勝
ダイユウサンテ（20牡鹿 サトノクラウン）�未出走

２代母 ハッピーチケット（04栗 バブルガムフェロー）出走
ナゲットレイツ（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�４勝
ハッピーカンパニー（14牝 カンパニー）�１勝��１勝�入着�

３代母 チャームトウショウ（88鹿 ＊コインドシルバー）１勝
コウユーラヴ（97牝 ＊ジェイドロバリー）２勝

サンダルフォン（03牡 サクラバクシンオー）９勝，北九州記念‐G3，オースト
ラリアＴ‐L，北九州記念‐G3 ３着，etc.

ダイシングロウ（04牡 ダンスインザダーク）５勝，小倉記念‐Jpn3 ２着，バレ
ンタインＳ‐OP ２着，博多Ｓ，etc.，障害３勝，種牡馬

セフティーミキオー（01牡 フジキセキ）４勝，麒麟山特別，名古屋城Ｓ２着，三峰
山特別２着，etc.

４代母 ガールトウシヨウ（75栗 ＊チヤイナロツク）７勝，丹沢特別
［子］ ハグミートウショウ（87牝 ＊ノーザンディクテイター）３勝，陸奥湾特別

ライラトウショウ（86牝 ＊モガミ）２勝，漁火特別２着
［孫］ トウショウファルコ（86牡 グリーングラス）８勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，金杯

‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ３着，etc.
トウショウフリート（88牡 トウシヨウペガサス）７勝，パラダイスＳ‐OP，
箱根Ｓ，秋嶺Ｓ，etc.，種牡馬

トウショウチェイス（94牡 ＊キンググローリアス）３勝，十和田湖特別，
障害１勝

［曾孫］ トウショウヴォイス（02牡 ＊ラストタイクーン）２勝，新潟記念‐G3 ２着，
福島民報杯‐L ３着，新潟日報賞，etc.，��１勝�１勝�１勝�入着

ラブミーブルー（11牝 ＊サウスヴィグラス）	３勝��入着，エーデルワ
イス賞‐Jpn3 ２着，北斗盃，ブロッサムＣ

販売申込者・所有者： 滝本 健二＝日高町庫富 �01456-7-2235
生 産 牧 場： 滝本 健二
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

377 ハッピーティア２０２１ 牡・鹿 ４／１７

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeハッピーティア バブルガムフェロー

��
��
�ハッピーチケット鹿 2008 チャームトウショウ

＊ソシアルバターフライ 1w
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S4×M4×M5

価格： 購買者：



母 ハッピートーク（06黒鹿 ＊アグネスデジタル）�11 勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（18）〕
ダズンフラワー（14牝栗 ＊バトルプラン）��11 勝，ジュニアＧＰ（芝 1600），オパ

ールＣ（芝 1700）２着，若鮎賞（芝 1600）３着
トップフィリア（15牡黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着２回，�２勝
サンエイフラワー（16牝栗 ＊ロージズインメイ）�３勝，オパールＣ（芝 1700）２着，

若鮎賞（芝 1600）２着
サンライズシトラス（18牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，�地方未出走
マイバンビーナ（19牝黒鹿 ＊アイルハヴアナザー）���１勝�１勝

２代母 モニュメントバレー（96黒鹿 Deputy Minister）出走
サンキングロウ（02� ＊アフリート）１勝，�２勝	５勝�
テンザンモビール（03牡 ＊フォーティナイナー）３勝，富嶽賞，寒梅賞３着，
１勝��

３代母 ＊カウンティングレインボーズ（85 USA黒鹿 Halo）不出走
リターンオヴマム Return of Mom（91牝 Deputy Minister）USA５勝，Coral

Gables H‐L ２着，Capades Breeders' Cup H２着
アリトルポークA Little Poke（03牝 Pleasant Tap）USA出走
トリプルナイン Triple Nine（12牡 Ecton Park）UAE・KOR15勝，Ko
rea Grand Prix‐L，Korea President's Cup‐LR（２回），Korea O
wner's Cup‐LR，etc.，種牡馬

レモンドロップマム Lemon Drop Mom（04牝 Lemon Drop Kid）USA６勝，
Go for Wand S‐L，Winter Melody S，Ghost & Goblins S，etc.

マジェスティックイクスプレスMajestic Express（08� Express Tour）USA
10 勝，Montbrook S‐R ３着

サラガロ Saraguaro（12牡 Express Tour）USA３勝，Foolish Pleasure S
‐R，Millions Classic Preview S‐R，Millions Classic Preview S‐R
３着

４代母 シュヴィー Shuvee（66 USA栗 Nashua）USA16 勝，ジョッキークラブゴール
ドＣ（２回），エイコーンＳ，マザーグースＳ，ＣＣＡオークス，ベルダムＳ，etc.
［子］ トムスイフト Tom Swift（73 牡 Tom Rolfe）USA３勝，セネカＨ‐G3，

種牡馬

販売申込者・所有者： 坂元 芳春＝新冠町大富 �0146-47-2291
生 産 牧 場： 坂元 芳春
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

378 ハッピートーク２０２１ 牡・青鹿 ３／２６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスベルシャザール ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカキャンディ青鹿 2008 ＊ジーナロマンティカ

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawハッピートーク Deputy Minister

��
��
�モニュメントバレー黒鹿 2006 ＊カウンティングレインボーズ

9f
Mr. Prospector S4×M4 Halo S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ナーサリーライム（10黒鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
マロンスライム（15牡栗 フリオーソ）��１勝�６勝
ベジタブルストア（18�栗 ＊アルデバランⅡ）���入着２回
マッチャンマジック（19牡栗 ＊アルデバランⅡ）�地方未出走

２代母 ＊ヘニーズソング（00 USA黒鹿 Unbridled's Song）USA５勝，Go for Wan
d S‐L，Susan's Girl Breeders' Cup S‐L
トーセンソニア（08牝 ＊ファンタスティックライト）１勝

トーセンヴァンノ（19牡 ヴァンキッシュラン）�１勝，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，
コスモス賞‐OP

ブロッケン（09牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝
スカーボロフェア（12牝 ＊パイロ）１勝，��１勝
シカゴジャズ（15牡 ＊ハードスパン）��10 勝

３代母 ザーマハマー Zama Hummer（88 USA黒鹿 Knights Choice）USA５勝，
プライオレスＳ‐G2，Cascapedia H‐L，レイルバードＳ‐G2 ２着，Sand
y Blue S‐R ２着，ハロルドＣラムザーシニアＨ‐G3 ３着
ハミングサウンドHumming Sound（94牝 ＊ハンセル）USA入着

ロヴァンゴ Lovango（04牡 Capote）USA７勝，Forward Pass S，アーリ
ントンクラシック‐G3 ２着，カウントフリートスプリントＨ‐G3 ３着，etc.，
種牡馬

ヴィクトリーロールVictory Roll（99 牝 Deerhound）不出走
ハンガリアンボートベイビー Hungarian Boatbaby（04牝 Silver Ghost）US

A７勝，Regret S‐L，Primonetta S，Lewes Overnight S，etc.
シークエスト Sea Quest（15� Uncle Mo）�IND１勝，Juvenile Spri
nters' Million‐L

ミゾエズレディMizoes Ready（06牝 More Than Ready）USA出走
ビッグチャンピオン Big Champion（13� Munnings）USA２勝，Alb
any S

ハッツオフトゥジーHats Off to Thee（02牝 Victory Gallop）USA１勝
グリーンスパムGreen Spam（12牡 One Great Cat）VEN５勝，P. Hylan

der‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱諏訪牧場＝青森県上北郡七戸町 �0176-62-2043
生 産 牧 場： ㈱諏訪牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

379 ナーサリーライム２０２１ �・鹿 ３／２２

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラナーサリーライム
＊ Unbridled's Song

��
��
�ヘニーズソング黒鹿 2010 Zama Hummer

20a
Fappiano S5×M5

価格： 購買者：



母 ハッピーユーゲント（09青鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
ダナキル（16牝黒鹿 ルーラーシップ）�１勝�入着３回
ヒシマーシャル（17牡黒鹿 ルーラーシップ）��１勝
サツキハピネス（18牝黒鹿 エピファネイア）�１勝，英彦山特別（芝 2000）２着
アオイビーナス（20牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�未出走

２代母 ＊プンティラ（97 GER黒鹿 Acatenango）FR・GER２勝，独オークス‐G2
パルッカPalucca（02牝 Big Shuffle）不出走

パドゥドゥー Pas de deux（10� Saddex）FR・GER８勝，エッティンゲン
レネン‐G2（２回），ベルトランデュブルイユ賞‐G3，オイロパマイレ大賞
‐G3，フィナンツグルペ賞‐G3，マイレントロフィ‐G2 ２着，etc.

パロル Parol（17� Pastorius）�FR・GER５勝，バーデナーマイレ‐G2 ３着，
P. Jacques Laffitte‐L ２着

パカマ Pakama（04牝 Kalatos）GER２勝，Berberis‐Rennen‐L ３着
ペルレンケッテ（08牝 ディープインパクト）４勝，大江山特別

３代母 プラダ Prada（92 GER黒鹿 Lagunas）GER３勝，Nereide‐Rennen‐L
パイリタPailita（99 牝 Monsun）不出走

プリンチペッサ Principessa（15 牝 Querari）SAF３勝，Jamaica H‐L
＊パイタ（02牝 Intikhab）FR・GER・ITY３勝，クリテリヨムドサンクルー‐G1，ア

レフランス賞‐G3，仏オークス‐G1 ３着，etc.
＊ピリカ（08牝 Monsun）FR３勝，エドゥヴィル賞‐G3，P. de la Pepiniere

‐L，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，etc.
プライア Praia（04 牝 Big Shuffle）GER１勝，G.P. der Stadtsparkasse Dusseld

orf‐L ２着，Niedersachsen Stuten‐Sprint‐L ２着
パライサ Paraisa（09 牝 Red Ransom）GER１勝，G.P. vom Gestut Burg Eb

erstein‐L，Kronimus Rennen‐L ２着，シュヴァルツゴルトレネン
‐G3 ３着，etc.

ポチョムキン Potemkin（11� New Approach）�FR・GER・ITY・USA16
勝，ローマ賞‐G1，ドラール賞‐G2，ピアッツァーレ賞‐G3，etc.

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

380 ハッピーユーゲント２０２１ 牡・黒鹿 ３／２４
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアハッピーユーゲント
＊ Acatenango

��
��
�プンティラ青鹿 2009 Prada

4n
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ハナウマ（17黒鹿 ヴィクトワールピサ）不出走
初仔

２代母 ＊サマナケイ（09 USA青鹿 Authorized）FR２勝，G.P. du Nord‐L ２着，
P. Petite Etoile‐L ２着，P. Tantieme‐L ３着
サドキンザン（16牝 オルフェーヴル）１勝

３代母 テッサリーフ Tessa Reef（00 IRE 黒鹿 Mark of Esteem）FR・ITY３勝，
P. La Sorellina‐L，P. Occitanie‐L
セカンドウェイヴ SecondWave（12� New Approach）GB・AUS５勝，Wo

lferton H‐L ２着
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.
フレンチリーフ French Reef（16� New Approach）�USA５勝，Get Serious S

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］ ミアンダーMaeander（97牝 Nashwan）FR１勝，ロワイヨモン賞‐G3 ３着

マシヨンMassillon（94牡 Mr. Prospector）FR・USA入着３回，P. Ya
cowlef‐L ３着

［孫］ 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
ニダベイユNid d'Abeilles（02� Green Desert）FR６勝，P. de Pont
arme‐L，パレロワイヤル賞‐G3 ３着

マバラネMabalane（00牝 ＊デインヒル）FR１勝，P. de la Calonne
‐L ２着

［曾孫］ オールドパーシャンOld Persian（15牡 Dubawi）GB・FR・IRE・GER・
USA・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

レシュラー Leshlaa（14牡 Street Cry）GB・UAE・TUR４勝，Anat
olia Trophy‐L，アルラシディヤ‐G2 ２着，ドバイミレニアムＳ
‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 髙橋 直人＝池田町利別東町 �015-572-3507
生 産 牧 場： 髙橋 直人
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

381 ハナウマ２０２１ 牡・黒鹿 ３／２５

＊

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

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ハナウマ
＊ Authorized

��
��
�サマナケイ黒鹿 2017 Tessa Reef

20
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ハニーバニー（10鹿 メイショウボーラー）１勝，��３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ビリージーン（17牝栗 スズカコーズウェイ）���１勝�１勝
フォルリチャード（18牡鹿 コパノリチャード）���２勝

２代母 ダッシングハニー（02栗 ＊アサティス）１勝
ラブミーチャン（07牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，�７勝�１勝��６勝�１勝�１

勝�１勝	，全日本２歳優駿‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2，
クラスターＣ‐Jpn3，東京スプリント‐Jpn3，etc.，ＮＡＲ年代表（2回），
ＮＡＲ優２歳，ＮＡＲ優牝馬，ＮＡＲ優古牝（3回），ＮＡＲ優短距（2回）
ラブミージュニア（16牡 ゴールドアリュール）���６勝�２勝�入着，知床

賞３着
ホクト（08牡 スズカマンボ）�１勝��６勝
ダブルスター（09牡 ＊シニスターミニスター）５勝，ＢＳＮ賞‐L ３着，アルデバラ

ンＳ‐OP，ラジオ日本賞‐OP ３着，アルデバランＳ‐OP ３着，etc.，�１勝
��，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ４着，etc.，種牡馬

ハヤブサレディゴー（13牝 ＊サウスヴィグラス）３勝
ハニーゴールド（14
 ステイゴールド）１勝，��１勝
ワイルドハニー（15牝 ヴィクトワールピサ）�２勝�入着３回�
ハニーディスタフ（16牝 ゴールドアリュール）１勝
コパシーナ（17
 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，寒椿賞，八海山Ｓ３着
カザルス（18牡 ＊ダンカーク）�	６勝

３代母 ラストヒット（93栗 ＊スラヴィック）２勝，大雪Ｈ，層雲峡特別，太秦Ｓ３着，
�５勝�２勝��入着�，北日本オークス，東北優駿
ファーストレディ（08牝 スマートボーイ）出走

アップトゥユー（14牝 ＊サウスヴィグラス）�５勝��１勝，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ２着，ローレル賞，東京プリンセス賞２着，etc.

ストロングハート（15牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��２勝�，エーデルワイ
ス賞‐Jpn3，しらさぎ賞，東京２歳優駿牝馬２着，etc.，ＮＡＲ優２牝

イッシンドウタイ（09牡 スズカマンボ）５勝，マーチＳ‐G3 ２着，ポルックスＳ
‐OP，etc.，�５勝��１勝�５勝，川崎記念‐Jpn1 ５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

382 ハニーバニー２０２１ 牡・鹿 ４／１４

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊タイキシャトル

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウボーラー ＊ナイスレイズハニーバニー ＊アサティス

��
��
�ダッシングハニー鹿 2010 ラストヒット

＊パツシングクラウド 5g
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×M5
Numbered Account S5×S5×M5 Danzig S5×M5
価格： 購買者：



母 パラダイスコーブ（13鹿 キングカメハメハ）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
ラルワースコーヴ（17牝青鹿 キズナ）�入着，�３勝
エスケイユメ（18牝黒鹿 ジャスタウェイ）���出走
カイタロー（19牡青鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝

２代母 ＊キャッシュインクルーデッド（04 USA黒鹿 Include）USA２勝，オークリー
フＢＣＳ‐G1，サンタアニタオークス‐G1 ３着，ファンタジーＳ‐G2 ３着
ツクバインドラ（10牡 ディープインパクト）入着，�３勝
キープザレスト（16牝 ドリームジャーニー）�２勝�１勝�入着３回
ミラクルキャッシュ（17	 ＊キンシャサノキセキ）��11 勝

３代母 ヘンダーソンバンドHenderson Band（98 USA黒鹿 Chimes Band）不出走
ウェストケンタッキーWest Kentucky（02牝 Yankee Victor）不出走

フォレヴァーフアニート Forever Juanito（11	 Badge of Silver）USA４勝，
Desert Code S，Clocker's Corner H‐R ２着，Wickerr S‐R
２着，etc.

フレンズインクルーデド Friends Included（05牝 Include）USA１勝
ユーアーマイバディ You're My Buddy（09	 Istan）USA・PR・PAN６勝，

C. Dia de Los Padres‐L ２着
ハラークHalaak（06牝 Harlan's Holiday）GB２勝

カラルティ Karalti（13 牡 Victory Gallop）TUR入着，Karayel S‐L ３着
グレイトファミリーGreat Family（07 牝 Harlan's Holiday）USA出走

アルチンドーロ Alcindoro（12牡 Istan）�PER・ECU５勝，ラコーパ‐G2 ３着，
エンリケメイグス賞‐G2 ３着，モンテリコ競馬場賞‐G2 ３着（２回），etc.

ドナムセッタDona Mussetta（14 牝 Haynesfield）�PAN14勝，P. Francis
co Arias Paredes‐LR，P. Isaac Sam Jimenez‐L，P. Dia de la Madr
e‐LR ２着，etc.

バックトゥヒズルーツ Backtohisroots（16	 Mark Valeski）�USA３勝，Atla
ntic Beach S，Futurity S‐L ２着，Lucky Coin S‐LR ２着

タートルトラックス Turtle Trax（17牝 Cairo Prince）USA２勝，Suncoas
t S２着，ボーモントＳ‐G3 ３着

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

383 パラダイスコーブ２０２１ �・鹿 ４／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスパラダイスコーブ
＊ Include

��
��
�キャッシュインクルーデッド鹿 2013 Henderson Band

11
Mr. Prospector S4×M4 Miesque S4×M4

価格： 購買者：



母 パワフルノンコ（15鹿 ＊ワークフォース）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
タケルカムイ（19牡栗 ダイワメジャー）���１勝

２代母 ノンコ（03栗 アグネスタキオン）３勝，ミモザ賞２着
マイネノンノ（10牝 ＊タイキシャトル）２勝，タイランドＣ，久多特別３着，豊栄特

別３着
ノンコノユメ（12� ＊トワイニング）７勝，フェブラリーＳ‐G1，根岸Ｓ‐G3，武蔵野Ｓ

‐G3，ユニコーンＳ‐G3，etc.，���２勝�，ジャパンＤダービー‐Jpn1，etc.

３代母 レディータイクーン（94栗 ＊クリミナルタイプ）４勝，桐花賞，蓬莱峡特別２
着，香嵐渓特別３着，帝塚山特別３着，あんず賞３着
バトルエンプレス（00牝 ＊トニービン）１勝，ミモザ賞３着

マルカプレジオ（08牡 ゴールドアリュール）７勝，仁川Ｓ‐L，仁川Ｓ‐L ３着，
ベテルギウスＳ‐OP，etc.

サトノレオパード（09� ＊ウォーエンブレム）３勝，江坂特別２着，小峰城特別３着
パパノエル（04牡 ジャングルポケット）１勝，姫川特別３着，�５勝�入着
サトノエクスプレス（06牡 フジキセキ）４勝，立春賞，古町特別，葉山特別２着，etc.
ウキヨエ（08牝 アグネスタキオン）不出走

ウタマロ（17牡 ＊アイルハヴアナザー）��２勝��５勝，クラウンＣ，戸塚記
念３着

４代母 ＊ビユーパーダンス（83 USA黒鹿 Lyphard）不出走
［子］ アイリッシュダンス（90牝 ＊トニービン）９勝，新潟記念‐Jpn3，新潟大

賞典‐Jpn3，オールカマー‐Jpn2 ２着，etc.
［孫］ ハーツクライ（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，有馬記念‐Jpn1，京都

新聞杯‐Jpn2，etc.，GB・UAE１勝，ドバイシーマクラシック‐G1，etc.，
優古牡，種牡馬

［曾孫］ オメガハートランド（09牝 アグネスタキオン）３勝，フラワーＣ‐G3，タ
ーコイズＳ‐L ２着，くるみ賞３着

オメガハートロック（11牝 ネオユニヴァース）２勝，フェアリーＳ‐G3
ナムラアン（12牝 ＊エンパイアメーカー）５勝，都大路Ｓ‐L，白百合Ｓ
‐OP ２着，飛鳥Ｓ，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

384 パワフルノンコ２０２１ 牡・栗 ３／２７
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellダイワメジャー ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットブーケ栗 2001 ＊スカーレツトインク

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonパワフルノンコ アグネスタキオン

��
��
�ノンコ鹿 2015 レディータイクーン

＊ビユーパーダンス 6a
サンデーサイレンス S2×M4 Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ビブラビブレ（11黒鹿 ジャングルポケット）入着，��３勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ポケットリング（19牡鹿 ローエングリン）��入着

２代母 アドマイヤセラヴィ（99青鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
アドマイヤディーノ（03牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，ＴＶ山梨杯，ゴールデンサ

ドルＴ，さわらび賞，札幌日経賞２着，こぶし賞２着，etc.
ヒカルカザブエ（05牡 ジャングルポケット）４勝，阪神大賞典‐G2 ２着，ＡＲ共和

国杯‐G2 ３着，元町Ｓ，高雄特別，積丹特別
ラルーチェ（06牝 ＊クロフネ）４勝，ゴールデンブライドルＴ３着

シャインブライト（13� ジャングルポケット）２勝，呼子特別，胎内川特別２着
サトノアリシア（14牝 ＊ハービンジャー）３勝，コスモス賞‐OP，逆瀬川Ｓ，Ｔ

Ｖｈ賞３着
アマファソン（07牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，君子蘭賞，御室特別２着，四国新

聞杯２着，北野特別２着，大倉山特別２着，etc.
アマーティ（16牝 ルーラーシップ）１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着

ハッピーユニバンス（12牝 ジャングルポケット）５勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，ＴＶｈ賞，
魚沼特別，石打特別，粟島特別３着

ラベルヴィー（14牡 ルーラーシップ）入着，�１勝�２勝�入着２回
イダエンペラー（15牡 ルーラーシップ）２勝，��１勝�入着

３代母 ＊フランクアーギュメント（86 USA黒鹿 Argument）FR・GER・USA３勝，
P. des Tourelles‐L，P. Joubert‐L，フラワーボ－ルＨ‐G1 ２着，ロング
アイランドＨ‐G2 ２着，ロングアイランドＨ‐G2 ３着，etc.
アドマイヤロード（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，万葉Ｓ‐OP，北大路特別，ロ

ベリア賞，etc.
リンガフランカ（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，外房特別２着，�１勝�入着��

４代母 フランカ Franca（76 ITY鹿 ＊ヴアイスリーガル）FR・USA２勝，Las Mad
rinas H３着
［子］ フランクリーパーフェクト Frankly Perfect（85 牡 Perrault）FR・USA

６勝，ハリウッドターフカップ‐G1，サンルイスレイＳ‐G1，ゴール
デンゲイトＨ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 斉藤 政志＝浦河町瑞穂 �0146-25-2290
生 産 牧 場： 斉藤 政志
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

385 ビブラビブレ２０２１ 牡・青鹿 ３／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマービブラビブレ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤセラヴィ黒鹿 2011 ＊フランクアーギュメント

11f
サンデーサイレンス S3×M3 トニービンM3×S4 Halo S4×M4×S5
Nureyev S4×M4
価格： 購買者：



母 ＊ピュアーフレーム（04 USA黒鹿 Silver Deputy）２勝，��入着，東京プリンセ
ス賞（Ｄ1800）３着
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－５（17）〕
ラルムドレザン（09牡鹿 スペシャルウィーク）��４勝
ニシノジャーニー（13牡青鹿 ドリームジャーニー）３勝，石和特別（芝 1800），ベ

ゴニア賞（芝 1600），�１勝
ニシノキララコ（14牝黒鹿 アドマイヤムーン）１勝
プリティーキッズ（15牝鹿 リーチザクラウン）�１勝
モズアンジェラ（16牝鹿 ハーツクライ）��４勝
アオイフェリーチェ（18牝黒鹿 ドゥラメンテ）��７勝
ハリソンテソーロ（19牡黒鹿 ＊ハービンジャー）�出走
キレナイカ（20牡鹿 ＊ハービンジャー）�未出走

２代母 ＊スロットル（96 USA黒鹿 A.P. Indy）不出走
＊ネオウイング（06牡 Silver Deputy）１勝
トワイスアップ（09牝 Rock Hard Ten）入着３回

ヒノクニ（19牝 カレンブラックヒル）�１勝，ひまわり賞‐OP
タイセイマジック（11� ダイワメジャー）１勝，�３勝

３代母 マジカルメイデンMagical Maiden（89 USA黒鹿 Lord Avie）USA８勝，
ハリウッドスターレットＳ‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G1，チューラヴィスタＨ
‐G2，リンダヴィスタＨ‐G3，Louis R. Rowan H‐L，etc.
ミスブリックヤードMiss Brickyard（98牝 A.P. Indy）USA１勝

ムーヴィスタMoviesta（10� ＊ハードスパン）GB・FR・IRE・UAE７勝，グ
ッドウッドキングジョージＳ‐G2，ルネサンスＳ‐G3，アベイドロンシャ
ン賞‐G1 ３着，etc.

リアトリス Liatris（12 牝 Warrior's Reward）USA１勝，Astoria S２着
ミスフディーニMiss Houdini（00 牝 Belong to Me）USA２勝，デルマーデビュ

タントＳ‐G1
パパクレム Papa Clem（06牡 Smart Strike）USA３勝，サンフェルナンドＳ

‐G2，アーカンソーダービー‐G2，マリブＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬
シーシー Ce Ce（16牝 Elusive Quality）�USA９勝，アップルブラッサムＨ‐G1，

ＢＣフィリー＆メアスプリント‐G1，ビホールダーマイルＳ‐G1，etc.

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

386 ピュアーフレーム２０２１ 牡・栗 ３／１２
＊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ミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊

シルヴァーデピュティ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�Silver Deputy Silver Valleyピュアーフレーム
＊ A.P. Indy

��
��
�スロットル黒鹿USA 2004 Magical Maiden

12c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ハートエンジェル（14栗 アドマイヤムーン）�入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
スターフェネック（18牝栗 ＊ディスクリートキャット）�２勝��入着４回，ラブ

ミーチャン記念（Ｄ1600）３着
サンマルディライト（19牡栗 ＊ドレフォン）�入着
オオエペガサス（20牡鹿 ＊タリスマニック）��出走

２代母 ＊ミズナ（02 USA鹿 Dubai Millennium）不出走
アドマイヤタイシ（07牡 Singspiel）４勝，鳴尾記念‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3 ２着，

中日新聞杯‐G3 ２着，中山金杯‐G3 ２着，朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，etc.，障害１勝
リリーファイアー（08牡 タニノギムレット）３勝
ディサイファ（09牡 ディープインパクト）９勝，ＡＪＣＣ‐G2，札幌記念‐G2，中

日新聞杯‐G3，エプソムＣ‐G3，金鯱賞‐G2 ２着，etc.
アンカーマン（13� ステイゴールド）入着２回，���３勝�７勝	１勝�入着２

回，オグリキャップ記念２着

３代母 トリビュレイション Tribulation（90 USA鹿 Danzig）USA５勝，Ｑエリザ
ベス二世チャレンジＣ‐G1，ギャロレットＨ‐G3，ボイリングスプリングズＨ
‐G3，イエローリボン招待Ｓ‐G1 ２着，ブラックヘレンＨ‐G3 ３着
コショクトン Coshocton（99牡 Silver Hawk）GB２勝，Predominate S‐L，

Autumn S‐L ２着
ボールドホーク Bold Hawk（04� Silver Hawk）USA３勝，ホーソーンダービー

‐G3，ハリウッドダービー‐G1 ３着，レッドスミスＨ‐G2 ２着，etc.

４代母 グレイスフルタッチGraceful Touch（78 USA鹿 His Majesty）USA４勝
［孫］ ワンダーアゲンWonder Again（99 牝 Silver Hawk）USA７勝，ダイア

ナＨ‐G1，ガーデンシティＨ‐G1，ニューヨークＨ‐G2，etc.
＊グラスワンダー（95牡 Silver Hawk）９勝，有馬記念‐Jpn1（２回），宝塚

記念‐Jpn1，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，etc.，優２牡，特別賞，種牡馬
ストールクリーク Stalcreek（90 牝 Stalwart）USA５勝，ラカニャーダＳ
‐G2，リンダヴィスタＨ‐G3，Sandy Blue H‐R，etc.

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

387 ハートエンジェル２０２１ �・鹿 ４／ ６

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

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

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズハートエンジェル
＊ Dubai Millennium

��
��
�ミズナ栗 2014 Tribulation

12c
Danzig M4×S5 Mr. Prospector S5×M5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 バーラプレッタ（04黒鹿 Grand Slam）�２勝��５勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（12）〕
ダイメイショウブ（11牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）��１勝
ジョイコレール（13牡鹿 カネヒキリ）��３勝
バモス（15牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�２勝�２勝�
エガオガキュート（18牝黒鹿 トゥザワールド）入着，��４勝�

２代母 ＊クインオブオールディー（98 USA黒鹿 Kris S.）USA１勝
バクシンミノル（05牡 サクラバクシンオー）１勝，礼文特別２着
シルクオールディー（07牡 マンハッタンカフェ）３勝，阿寒湖特別，かきつばた賞２着
レディオブトゥデイ（08牝 タニノギムレット）�２勝�２勝�
ブラックトップ（09牝 ＊ケイムホーム）��１勝
ヒミノコンドル（10牡 ゴールドアリュール）�15 勝��１勝�入着２回，岩鷲賞２着
マユラウインド（11牝 ＊バゴ）入着，��２勝	４勝
ジャコバイティズム（12牡 ハーツクライ）１勝
パミーナコラッジョ（13牝 ダイワメジャー）１勝
ヒロノライデン（15牡 カネヒキリ）１勝

３代母 スカウティング Scouting（91 USA鹿 Woodman）不出走

４代母 キャストザダイ Cast the Die（73 USA鹿 Olden Times）USA14 勝，Thr
ee Pigeons H，Liberation H，Regret H，First Lady H，Cicada S
，etc.
［子］ デヴィルズオーキッドDevil's Orchid（87 牝 Devil's Bag）USA10 勝，サン

タモニカＨ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G2，ディスタフＨ‐G2，etc.
ダブルシクセズDouble Sixes（90 牝 GoneWest）USA８勝，ピムリコ
ディスタフＨ‐G3，カラセルＳ‐G3 ２着，Davona Dale H‐L ３
着，etc.

［孫］ ユニフィケイションUnification（03牡 Dixie Union）USA・CAN・UA
E２勝，グレイＳ‐G3，種牡馬

ミスティシクセズMisty Sixes（98 牝 Summer Squall）USA９勝，Ob
eah H‐L，Summer King S，Brookmeade S‐R，etc.

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

388 バーラプレッタ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊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

グランドスラム GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Grand Slam Bright Candlesバーラプレッタ
＊ Kris S.

��
��
�クインオブオールディー黒鹿 2004 Scouting

17b
Mr. Prospector S4×M4×M5 Nureyev S4×S5 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊ハーランズロマン（12 USA黒鹿 Harlan's Holiday）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
ハーランズハーツ（17牡黒鹿 ハーツクライ）�２勝，宇佐特別（芝 1800）２着，フ

ィリピンＴ（芝 1800）３着，胎内川特別（芝 1800）３着，玄海特別（芝 1800）３着
ルビースター（18牝黒鹿 キズナ）��入着�１勝�１勝�
ハーランズセンス（19牝鹿 キズナ）�出走

２代母 スインギング Swinging（01 USA黒鹿 Wild Again）USA２勝
オフリミッツOff Limits（09 牝 Include）USA２勝，Busher S‐L ２着，Lik

ely Exchange S３着
オフトピックOff Topic（16 牝 ＊ストリートセンス）�USA２勝，ＣＣＡオー

クス‐G1 ３着，ガゼルＳ‐G2 ３着
＊アスタースウィング（14牡 Haynesfield）�４勝，苗場特別，越後Ｓ２着，釜山Ｓ２

着，やまびこＳ２着，春風Ｓ２着，etc.

３代母 ペナントチャンピオンPennant Champion（92 USA鹿 Mr. Prospector）U
SA２勝
ブロードペナントBroad Pennant（97 牝 Broad Brush）不出走

インタラクティフ Interactif（07 牡 Broken Vow）USA４勝，ホールオヴフェイム
Ｓ‐G2，バーボンＳ‐G3，ウィズアンティシペイションＳ‐G3，etc.，種牡馬

ウィナーWinner（02 牝 Horse Chestnut）USA１勝
オチョオチョオチョOcho Ocho Ocho（12牡 ＊ストリートセンス）USA３勝，

デルタダウンズジャックポットＳ‐G3，Juvenile Turf Sprint S‐L，
ブルーグラスＳ‐G1 ３着

リジョイシングRejoicing（04 牝 Forestry）USA出走
ディヴァインオースDivine Oath（11� Broken Vow）USA５勝，アメリカ

ンダービー‐G3，ケントＳ‐G3，ＷＬマクナイトＨ‐G3，etc.
アニマルスピリッツ Animal Spirits（09 牡 Arch）USA１勝，バーボンＳ‐G3

４代母 パーソナルエンサン Personal Ensign（84 USA鹿 Private Account）USA1
3 勝，ＢＣディスタフ‐G1，ホイットニーＨ‐G1，ベルダムＳ‐G1（２回），フリゼ
ットＳ‐G1，シュヴィーＨ‐G1，etc.

販売申込者・所有者： 下屋敷牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2859
生 産 牧 場： 下屋敷牧場
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

389 ハーランズロマン２０２１ �・青鹿 ３／１４
＊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リアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊

ハーランズホリデイ Harlan

�
�
�
�
�

��
��

�Harlan's Holiday Christmas in Aikenハーランズロマン スインギング Wild Again

��
��
�Swinging黒鹿USA 2012 Pennant Champion

6a
Halo S4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ハナズルナピエナ（09鹿 アドマイヤムーン）入着７回，�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ランナウェイ（17牡黒鹿 ジャスタウェイ）入着，���出走
カリューウコン（18牡黒鹿 リーチザクラウン）���２勝
バーグチャン（19牝黒鹿 スピルバーグ）�出走，���１勝

２代母 ＊ウインディーパレード（95 USA鹿 Kris S.）不出走
ウインディーリング（07牝 ＊アルカセット）２勝，道新スポーツ賞３着，日田特別３着
バウンサー（08牡 ＊アルカセット）入着，�16 勝��入着，二十四万石賞２着
エルノヴィオ（15牡 ＊ベーカバド）��11 勝，岩手ダービーダイヤモンドＣ２着，や

まびこ賞３着

３代母 バナーダンサーBanner Dancer（89 USA鹿 Danzig）USA入着２回
ゴールドストリーマーGold Streamer（96 牝 ＊フォーティナイナー）USA５勝，Doyl

estown H，Inside Information S，Monmouth Beach S‐L ３着
エイピーファイヴハンドレッド A. P. Five Hundred（99牡 A.P. Indy）USA１勝，

スーパーダービー‐G2 ３着，オクラホマダービー‐G3 ３着，Round Tab
le S‐L ３着，種牡馬

ダンスホールガールDance Hall Girl（00 牝 Gulch）USA２勝
メダルオヴカレッジMedal of Courage（12� Warrior's Reward）�USA15

勝，Fremont S，Frontier Utilities Turf Sprint S３着
リバーティフラッグ Liberty Flag（01牝 Kingmambo）GB１勝

フォレヴァーシング Forever Thing（10牡 Tapit）USA３勝，Long Branch
S‐L ２着，種牡馬

リトルチェズニー Little Chesney（14� City Zip）USA４勝，Jupiter Beac
h S‐R

ドントテルマージDon't Tell Marge（15牝 Artie Schiller）USA２勝，Mar
ie G. Krantz Memorial S２着

４代母 ナリーズフライイングフラッグNalees Flying Flag（75 USA鹿 Hoist the Flag）
不出走
［子］ サカウィスタ Sacahuista（84 牝 Raja Baba）USA６勝，ＢＣディスタフ

‐G1，スピンスターＳ‐G1，オークリーフＳ‐G1，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： 白瀬 盛雄
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

390 ハナズルナピエナ２０２１ 牡・鹿 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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズハナズルナピエナ
＊ Kris S.

��
��
�ウインディーパレード鹿 2009 Banner Dancer

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

価格： 購買者：



母 ヒルノリスボン（13青鹿 マンハッタンカフェ）�４勝
〔産駒馬名登録数：２〕
レジーナローズ（20牝青鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 ウェルカムフラワー（03黒鹿 ＊エルコンドルパサー）入着２回，�１勝
クラッシュハイト（09牡 デュランダル）��12 勝
ヒルノドンカルロ（10牡 マンハッタンカフェ）３勝，松前特別，メルボルンＴ，千

里山特別２着（２回），北海Ｈ２着，小牧特別３着
ウォーターメアヌイ（12牝 ダイワメジャー）２勝
ココリミネルヴァ（17牝 キズナ）入着，�３勝

３代母 ＊ブラッシュウィズテキーラ（93 USA鹿 Broad Brush）USA５勝，Davona
Dale S‐L ２着
ワインダークシーWine Dark Sea（00牝 Touch Gold）SAF２勝

クールシャルドネ Cool Chardonnay（11� Antonius Pius）SAF５勝，Aq
uanaut H‐L（２回），ゴールドボール‐G2 ２着，レイシングアソシエイ
ションＨ‐G3 ２着

シラーズカベルネ Shiraz Cabernet（12 牝 Antonius Pius）SAF１勝，Lady
's Slipper S‐L ２着

レッドライフセイヴァー Red Lifesaver（01 牝 Victory Gallop）USA８勝，Val
id Expectations S‐L，Santa Teresa H，Harry W. Henson Breeders' Cu
p H‐L ２着，etc.

ダイワキングコン（02牡 Victory Gallop）３勝，伏竜Ｓ‐OP，カトレア賞
ダイワフラッグ（06牡 ＊タイキシャトル）３勝，巻機山特別，高田城特別，��１勝
フレンチカクタス（08牝 ＊タイキシャトル）３勝，フィリーズレビュー‐G2，ひいら

ぎ賞，赤松賞２着

４代母 シーラテキーラ Sheila Tequila（80 USA栗 Indefatigable）USA９勝，D
affodil H，Alberta Oaks‐R，Kamar H，Liberation S‐R，Senor
ita H，etc.
［子］ ラッキーアセット Lucky Asset（88 牝 Lucky North）USA９勝，Hon

eymoon S２着

販売申込者・所有者： サカイファーム＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2236
生 産 牧 場： サカイファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

391 ヒルノリスボン２０２１ 牡・青鹿 ４／１１
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジヒルノリスボン ＊エルコンドルパサー

��
��
�ウェルカムフラワー青鹿 2013 ＊ブラッシュウィズテキーラ

4g
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ビアンカリボン（13栗 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
キタノマルティス（20牝栗 ＊ケープブランコ）�出走

２代母 アマートベン（95鹿 メジロライアン）３勝，清澄特別，さざんか賞２着，サル
ビア賞２着
アマートハイヌーン（01牡 エアジハード）�２勝�５勝���入着４回
ペリー（03牡 ＊クロフネ）１勝，障害１勝，��４勝
ブリトマルティス（04牝 スペシャルウィーク）４勝，パールＳ，糸魚川特別

クローソー（12牝 ＊ハービンジャー）３勝，桑名特別３着
レッドラトナ（14牝 ＊タートルボウル）１勝
ラブリュス（19牡 ＊アジアエクスプレス）�１勝

ウイニングショット（06牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
ドビュッシー（07牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，��１勝
ケイツーフラン（14牝 ディープブリランテ）	２勝��入着６回

ルールダーマ（15牡 ヴィクトワールピサ）１勝，�
２勝�４勝

３代母 ＊スマートギニー（84 USA黒鹿 Smarten）USA８勝

４代母 ラッカブル Luckable（75 USA黒鹿 Hail to Reason）USA出走

５代母 ラッキーオールミー Lucky Ole Me（68 USA鹿 Olden Times）USA６勝，
ジャージーベルＨ
［子］ ラッキーノース Lucky North（81 牡 Northern Dancer）GB・USA４勝，

Hot Springs H‐L，Phoenix H‐L，Diplomat Way H２
着，etc.，種牡馬

クーズ Kudz（83牡 Master Willie）GB・AUS６勝，SAJC Labor Day C
‐L，ＶＲＣメルボルンＣ‐G1 ３着，ドンカスターＣ‐G3 ３着，etc.

［孫］ ディクシーラックDixie Luck（91牝 Dixieland Band）USA４勝，カム
リーＳ‐G2，Ruthless S‐L，Castle Forbes S３着

ラッキーディライト Lucky Delight（87 牝 Miswaki）USA６勝，Swee
t and Sassy S，Sweet and Sassy S３着

販売申込者・所有者： 斉藤スタッド＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2823
生 産 牧 場： 斉藤スタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

392 ビアンカリボン２０２１ 牡・黒鹿 ３／２４

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールビアンカリボン メジロライアン

��
��
�アマートベン栗 2013 ＊スマートギニー

21a
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ビューティーロマン（14鹿 ＊バゴ）不出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
セトノダイヤモンド（19牝栗 ネオユニヴァース）���１勝・３勝

２代母 エンジェルファタル（00栗 ＊フォーティナイナー）入着
スモールキング（08牡 キングヘイロー）３勝，中京競馬場グランドＯＰ記念３着
ベルガド（15牡 スズカフェニックス）１勝，若菜賞２着，�１勝
ノースキング（18牡 キングヘイロー）���１勝

３代母 サクセスウーマン（86青 ハイセイコー）入着２回
ダンディリーフ（91牡 ＊サウスアトランテイツク）��３勝，黒潮盃２着，ニューイ

ヤーＣ２着
シゲノタイトル（92牝 ニチドウアラシ）�５勝

アサティスダイオー（99牡 ＊アサティス）�３勝��２勝�１勝，京浜盃３着，
栄冠賞

アサティスジョオー（02牝 ＊アサティス）��３勝，東京２歳優駿牝馬
ガルシーズン（09牝 タヤスツヨシ）�３勝��入着２回�，ル・プランタ
ン賞２着

マイネルマックス（94牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，マイラ
ーズＣ‐Jpn2，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優２牡，種牡馬

マイネルサクセス（96牡 ＊ステートリードン）２勝，すみれＳ‐OP ２着，飯坂特別，
�１勝	

ダンシングホーク（99牡 ＊ダンシングブレーヴ）３勝，ＴＶ埼玉杯３着

４代母 ヤマノセーハ（80栗 ＊ダンデイルート）２勝

５代母 ＊トリーソング（61 GB青 Buisson Ardent）不出走
［曾孫］ トシザブイ（96牡 ＊ヴィジョン）６勝，目黒記念‐Jpn2（２回），ダイヤモ

ンドＳ‐Jpn3 ３着（２回），万葉Ｓ‐OP，etc.
インターシュプール（89
 ＊ワツスルタツチ）５勝，新潟記念‐Jpn3，北九州
記念‐Jpn3 ３着，ＢＳＮオープン‐OP ３着，etc.，��入着���

トシヴォイス（91牡 ＊シルヴアーヴオイス）７勝，コーラルＳ‐OP，栗東
Ｓ‐OP ２着，etc.，	１勝����，クラスターＣ‐Jpn3

販売申込者・所有者： ㈲サンコウ牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-9523-3605
生 産 牧 場： ㈲サンコウ牧場
飼 養 者： ㈲サンコウ牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-9523-3605

393 ビューティーロマン２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ８

＊

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

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxビューティーロマン ＊フォーティナイナー

��
��
�エンジェルファタル鹿 2014 サクセスウーマン

＊トリーソング 9h
Blushing Groom S4×M4 Mr. Prospector M4×S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ピーエムルッカ（13鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着，��１勝
初仔

２代母 ルカダンス（96栗 ＊ヘクタープロテクター）不出走
アドマイヤラン（03牡 アドマイヤボス）１勝
エックスダンス（05牡 アドマイヤベガ）４勝，石清水Ｓ，仲春特別，二本松特別，

熊野特別，etc.，�３勝，イノセントＣ
アイアンルック（06牡 アドマイヤボス）２勝，毎日杯‐G3
ハイランドダンス（08牝 ゼンノロブロイ）入着

ハイランドピーク（14牡 トーセンブライト）６勝，エルムＳ‐G3，エルムＳ
‐G3 ２着，大沼Ｓ‐L ３着，マリーンＳ‐OP ２着，etc.，���１勝，埼
玉新聞栄冠賞２着

ロジダンス（09牡 ゴールドアリュール）２勝，霊山特別，燧ヶ岳特別３着
ダンスパフォーマー（11牡 アドマイヤドン）�２勝��４勝�入着，ダービーＧＰ

２着，サンライズＣ３着
ステップオブダンス（14牝 ゴールドアリュール）��３勝����入着４回	，関

東オークス‐Jpn2 ３着，ロジータ記念，ユングフラウ賞，東京プリンセス賞
３着，佐賀ヴィーナスＣ２着，etc.，ＮＡＲ優３牝

シゲルコシアブラ（15牡 エイシンフラッシュ）�３勝

３代母 ダンスダンスダンス（88鹿 ＊ナイスダンサー）３勝，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，ク
イーンＣ‐Jpn3 ３着，皐月賞‐Jpn1 ５着，巴賞‐OP ２着，道新杯‐OP ３着，etc.

４代母 ＊リセス（79 USA鹿 Stop the Music）USA２勝
［子］ リストレーション（86牝 ＊ノーザンテースト）６勝，牝馬東タイ杯‐Jpn3，

天皇賞（秋）‐Jpn1 ４着，漁火特別，etc.
ミュージックマン（84牡 Arts and Letters）６勝，大阪城Ｓ‐OP，ブラッ
ドストーンＳ，アカシヤＳ，etc.

イブキリセス（87牝 ＊ノーザンテースト）４勝，小倉日経賞‐OP ２着，駒
場特別，朝日岳特別，etc.

［曾孫］ フサイチアソート（05
 ＊トワイニング）２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，
中日新聞杯‐Jpn3 ２着，障害１勝

販売申込者・所有者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777
生 産 牧 場： 笹島 智則
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

394 ピーエムルッカ２０２１ 牡・鹿 ２／２３
＊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

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンピーエムルッカ ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ルカダンス鹿 2013 ダンスダンスダンス

＊リセス 19b
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×S5×M5 Riverman S5×M5

価格： 購買者：



母 プリンプリンカフェ（14芦 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊トゥースペシャル（97 USA芦 Two Punch）２勝，�１勝�入着�
スペシャルポケット（05牝 ジャングルポケット）２勝，桑名特別，鈴鹿特別２着，

有田特別２着，蒲郡特別２着，吾妻小富士賞３着，etc.
シュテルンターラー（07牝 ネオユニヴァース）４勝，つわぶき賞３着
シュテルンブルーメ（10牝 ゴールドアリュール）�３勝
シュテルングランツ（11牡 ステイゴールド）５勝，ＢＳイレブン賞，大島特別，etc.，

��２勝�，東京記念，金盃２着，スパーキングサマーＣ３着
ダイワエクシード（12� ダイワメジャー）１勝，��５勝��１勝�３勝	１勝，

北上川大賞典，不来方賞，桐花賞３着
オスカーレーヴ（15牝 ネオユニヴァース）入着，�１勝��

３代母 フラップスアップ Flaps Up（83 USA鹿 Timeless Moment）USA３勝
スカーレットタナジャー Scarlet Tanager（94 牝 Sky Classic）USA１勝

サヴィータ Saveeta（02 牝 Quaker Hill）USA３勝，Lady Slipper S‐R ２
着，Northern Lights Debutante S‐R ２着

４代母 フリートゥフライ Free to Fly（74 USA鹿 Stevward）USA３勝，Cicero
H３着
［子］ フライソーフリー Fly So Free（88牡 Time for a Change）USA12 勝，

ＢＣジュヴェナイル‐G1，フロリダダービー‐G1，米シャンペインＳ
‐G1，etc.，種牡馬

ドンズチョイスDon's Choice（82 牡 Private Account）USA７勝，ジ
ャマイカＨ‐G3，ジムダンディＳ‐G2 ２着，ガヴァナーズＣ‐G3 ２
着，etc.，種牡馬

グランドジェットGrande Jette（85 牡 Timeless Moment）USA８勝，
Skip Trial S２着，Sneakbox S２着，レッドバンクＨ‐G3 ３
着，etc.，種牡馬

［曾孫］ グランドトラヴァースGrand Traverse（03� Pioneering）USA14 勝，
Bonapaw S，Colonel Power S‐L ２着，F. W. Gaudin Me
morial S‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲太陽牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1622
生 産 牧 場： ㈲太陽牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

395 プリンプリンカフェ２０２１ �・芦 ３／１１
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスプリンプリンカフェ
＊ Two Punch

��
��
�トゥースペシャル芦 2014 Flaps Up

27a
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ヒラボクハッピー（11鹿 ＊タイキシャトル）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ダンツブライト（16牝栗 ゼンノロブロイ）１勝，��１勝

２代母 ジューンブライド（06鹿 ＊アフリート）�２勝
コメート（12牡 ブラックタイド）２勝，ホープフルＳ‐G2 ２着，日本ダービー‐G1

５着，きんもくせい特別，種牡馬
フルートフルデイズ（17牝 ブラックタイド）�１勝

３代母 リファールニース（89青鹿 Greinton）不出走
リファールカンヌ（97牝 ＊デインヒル）不出走

ブルドッグボス（12牡 ダイワメジャー）７勝，��５勝�１勝�１勝�	入着
２回，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，クラスターＣ‐Jpn3，ＪＢＣスプリント
‐Jpn1 ３着（２回），etc.，ＮＡＲ優古牡（2回），ＮＡＲ優短距（2回），Ｎ
ＡＲ年代表，種牡馬

ビッグフリート（98牡 ＊アフリート）６勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，アクアルミナス
Ｓ，おけさ特別，etc.，	10 勝�入着��

ダイワエッセンス（99牡 ＊ウォーニング）３勝，閃光特別，桜草特別，福島中央ＴＶ
杯３着

ビッグカーネギー（01牡 ＊カーネギー）１勝，こけもも賞３着
マヤノスターダム（02牡 ＊カーネギー）４勝，習志野特別，青島特別，etc.，障害４

勝，阪神ジャンプＳ‐JG3
ヒラボクオウショー（04牡 ＊アフリート）４勝，両津湾特別，桜島特別３着
クジュウクシマ（07牡 ＊アフリート）３勝，伊勢佐木特別，皿倉山特別２着，名古屋

日刊スポーツ杯２着，
２勝

４代母 ＊バーブスボールド（78 USA黒鹿 Bold Forbes）FR１勝，フィユドレール賞
‐G3 ２着
［孫］ マジカルミスMagical Miss（98 牝 ＊デインヒル）AUS４勝，ＭＲＣ１０００

ギニー‐G1，ＶＲＣオークス‐G1，ＭＲＣメムシーＳ‐G2，etc.
＊シーキングザパール（94牝 Seeking the Gold）７勝，ＮＨＫマイルＣ

‐Jpn1，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，FR・USA１勝，モー
リスドゲースト賞‐G1

販売申込者・所有者： ㈱ストームファームコーポレーション＝熊本県菊池郡大津町 �096-293-0592
生 産 牧 場： ㈱ストームファームコーポレーション
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

396 ヒラボクハッピー２０２１ 牡・栗 ４／１９
＊ Machiavellian

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ストーミングホーム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Try to Catch Meサドンストーム

＊ Green Desert

��
��
�ビールジャント栗 2009 Belle Genius

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンヒラボクハッピー ＊アフリート

��
��
�ジューンブライド鹿 2011 リファールニース

＊バーブスボールド 17b
Mr. Prospector S4×M4×S5 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ピンクノミーナ（14栗 ダイワメジャー）�２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ペイパーチェイン（08 GB栗 Dubawi）FR２勝
ボスキャラ（13牡 Cape Cross）１勝，�３勝，大高坂賞２着
カゼノタニノアヤカ（17牝 ロードカナロア）�１勝，二本松特別３着，筑紫特別３着
エッセンス（18牝 オルフェーヴル）��６勝
トランザム（19牡 ドゥラメンテ）��１勝

３代母 パパビーレ Papabile（97 USA黒鹿 Chief's Crown）GB・IRE３勝，Fern
Hill S‐L，Valiant S‐L
ネオングリッターNeon Glitter（12 牡 Kyllachy）ITY４勝，Criterium dell'Imm

acolata‐L ３着
パコズエインジェル Paco's Angel（14 牝 Paco Boy）GB２勝，Maggie Dickson

S‐L ３着，Sandringham H‐L ３着

４代母 ラパパジェナ La Papagena（83 GB黒鹿 Habitat）不出走
［子］ グランドロッジGrand Lodge（91牡 Chief's Crown）GB・IRE・USA

４勝，セントジェイムズパレスＳ‐G1，デューハーストＳ‐G1，So
merville Tattersall S‐L，etc.，種牡馬

ラペルシアーナ La Persiana（01牝 Daylami）GB・IRE・ITY５勝，
Upavon S‐L，Virginia S‐L，ミドルトンＳ‐G3 ２着，etc.

［孫］ シャハーフ Shahah（12牝 Motivator）GB・FR１勝，オマール賞‐G3
ダウイジャーDowager（01 牝 ＊グルームダンサー）GB・IRE３勝，Bo
sra Sham Fillies' S‐L，Dick Poole Fillies' S‐L ２着，Hackwo
od S‐L ３着

クシュチQushchi（08 牝 Encosta De Lago）GB・USA４勝，Waya
S‐L，Keertana S２着，ビウィッチＳ‐G3 ３着

［曾孫］ コート Court（05 牝 Anabaa）AUS５勝，ＡＴＣサファイアＳ‐G2，Ｂ
ＲＣシャンペインクラシック‐G2，ＢＲＣクラシック‐G3，etc.

ミセズシッピーMrs. Sippy（15牝 Blame）GB・FR・USA３勝，グレン
ズフォールズＳ‐G2，P. des Tourelles‐L，フラワーボールＳ‐G1
２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337
生 産 牧 場： ㈲静内白井牧場
飼 養 者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337

397 ピンクノミーナ２０２１ 牡・栗 ３／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケピンクノミーナ
＊ Dubawi

��
��
�ペイパーチェイン栗 2014 Papabile

14b
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ピアーノ（11鹿 ＊シンボリクリスエス）��６勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ゴールデンシルヴァー（03 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
シアワセノホシ（10牡 アドマイヤムーン）�１勝�７勝

３代母 ロマンシアRomancia（96 USA栗 Woodman）IRE出走

４代母 ラシャンバレイRussian Ballet（88 USA栗 Nijinsky）IRE 入着
［子］ ドクタージョンソンDr Johnson（94牡 Woodman）IRE４勝，Ballyc

ullen S‐L，Silver S‐L，愛ダービー‐G1 ２着，種牡馬
＊マチカネササメユキ（93牝 Woodman）２勝，富良野特別２着，インディ

アＴ３着，積丹特別３着，etc.
［孫］ チェーロ Cerro（10� Mr. Greeley）ITY・USA13 勝，Canonero II S，

Delaware Barbaro S‐L ３着，Stanton S３着
セイチェムスピリット Sachem Spirit（09 牡 Mr. Greeley）USA・CAN
５勝，Arlington Classic‐L ２着

ツァーリ Czar（12 牡 ＊マクフィ）USA２勝，Kentucky Downs Juvenil
e３着

マチカネゲンジ（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，湯川特別，五稜郭特
別２着，葉牡丹賞２着，etc.

ファーゴ（09牝 ハーツクライ）３勝，村上特別，三条特別２着，松浜特別
２着，etc.

スノーストーム（10牡 リンカーン）３勝，燧ヶ岳特別，駒ケ岳特別２着，
磐梯山特別３着，etc.

マチカネアマテラス（04牝 ＊グラスワンダー）２勝，カーネーションＣ
［曾孫］ ヴァルディゼール（16牡 ロードカナロア）３勝，シンザン記念‐G3，洛陽Ｓ‐L

ゴットフリート（10牡 ローエングリン）３勝，朝日杯フューチュリティＳ
‐G1 ３着，共同通信杯‐G3 ２着，京成杯オータムＨ‐G3 ３着，etc.，
�５勝

マデイラ（09牡 ＊クロフネ）４勝，七夕賞‐G3 ３着，下鴨Ｓ，稲荷特別，etc.

販売申込者・所有者： 尾又 良隆＝千葉県千葉市 �080-1126-3223
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

398 ピアーノ２０２１ 牡・鹿 ４／ ６

＊

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ピアーノ
＊ Sadler's Wells

��
��
�ゴールデンシルヴァー鹿 2011 Romancia

8f
Seattle Slew S3×M5 Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5
Northern Dancer M4×S5 Buckpasser S5×S5
価格： 購買者：



母 ハギノクィーン（09栗 キングカメハメハ）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－２（２）〕
ハギノアグレッシブ（15�栗 ＊クロフネ）１勝，��１勝
ハギノオムイデアル（16�鹿 ＊クロフネ）１勝
ハギノエスペラント（17牡青鹿 キズナ）�２勝，金山特別（芝 2200）３着
ノーブルコースト（19牝栗 コパノリッキー）���１勝

２代母 エリモセレブ（00青鹿 ダンスインザダーク）入着
エリモミヤビ（08牝 ＊ブライアンズタイム）１勝，�７勝�
トキノセレブ（11牝 ＊ワイルドラッシュ）１勝，舞浜特別３着，��５勝

３代母 エリモシユーテング（84黒鹿 ＊テスコボーイ）２勝，忘れな草賞‐OP
エリモシック（93牝 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，秋華賞

‐Jpn1 ２着，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.
エリモピクシー（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，ファイナルＳ‐L，京都牝馬Ｓ

‐Jpn3 ３着，愛知杯‐Jpn3 ３着，etc.
リディル（07牡 アグネスタキオン）５勝，スワンＳ‐G2，デイリー杯２歳Ｓ

‐Jpn2，米子Ｓ‐L，etc.
クラレント（09牡 ダンスインザダーク）７勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，京成杯

オータムＨ‐G3，関屋記念‐G3，etc.
レッドアリオン（10� アグネスタキオン）７勝，マイラーズＣ‐G2，関屋記念

‐G3，ニューイヤーＳ‐L，etc.
サトノルパン（11牡 ディープインパクト）５勝，京阪杯‐G3，スワンＳ‐G2 ２

着，ファルコンＳ‐G3 ２着，etc.
レッドアヴァンセ（13牝 ディープインパクト）４勝，ヴィクトリアマイル‐G1

３着，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，富士Ｓ‐G3 ３着，etc.
レッドオルガ（14牝 ディープインパクト）５勝，東京新聞杯‐G3 ２着，富士Ｓ

‐G3 ３着，紅葉Ｓ，etc.
レッドヴェイロン（15牡 キングカメハメハ）�４勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ３着，

キャピタルＳ‐L ２着，アーリントンＣ‐G3 ３着，etc.
ディーエスハリアー（02牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，プリンシパルＳ‐L ３着，

新緑賞，ライラック賞２着，etc.

販売申込者・所有者： 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

399 ハギノクィーン２０２１ 牡・栗 ３／１６

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハギノクィーン ダンスインザダーク

��
��
�エリモセレブ栗 2009 エリモシユーテング

＊デプグリーフ 9f
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 タマノエスペランサ（10鹿 ＊ワイルドラッシュ）３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
パトローナム（17牡鹿 ワールドエース）��１勝�２勝��入着６回
キソノクィーン（18牝鹿 ワールドエース）��２勝

２代母 シャンハイレディ（98黒鹿 ＊シャンハイ）５勝，木古内特別，初春賞２着，羊
ヶ丘特別３着
イイデタイガー（08牡 ステイゴールド）１勝
グレイスミノル（12牝 ＊バゴ）４勝，ドンカスターＣ，出石特別，北國新聞杯２着，

石清水Ｓ３着，山陽特別３着，etc.
トラストティール（14牡 ドリームジャーニー）�８勝

３代母 アンドレディー（91黒鹿 ＊サウスアトランテイツク）�９勝
ザオレゴンスター（99牡 ＊シャンハイ）�１勝�
ザヤング（01牡 ＊シャンハイ）�１勝	５勝�７勝
バトルワレンダー（02牡 ＊ワレンダー）��５勝
キスミーシャラポワ（03牝 ＊シャンハイ）�１勝

シークスピナー（08牝 ＊グランデラ）�３勝
ロイヤルワレンダー（04牡 ＊ワレンダー）��１勝

４代母 グリーンワカバ（82黒鹿 ＊コントライト）
�入着
［子］ ミホノワカバ（88牡 マルゼンスキー）４勝，初凪賞，陣馬特別，Ｉｎｔ．

ＪＳ（１）３着，etc.，種牡馬
パラダイスフラワー（95牝 ミホノブルボン）１勝，下総特別，新津特別２
着，安房特別３着，etc.，�１勝

ヒノキヤソフィスト（90牝 ＊ステイールハート）
�５勝，かもしか賞，
しもつけ弥生賞２着

チャウス（01牡 ＊テンビー）�２勝�９勝�１勝�
ザモストストロング（00牡 ＊ザグレブ）�７勝

５代母 ＊モンソランジ（75 USA青鹿 Bold Reason）USA出走
［子］ マルゼンスター（80牡 マルゼンスキー）６勝，仁川Ｓ‐OP，etc.，
��

���16 勝，東海ゴールドＣ，名古屋大賞典２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲武田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2745
生 産 牧 場： ㈲武田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

400 タマノエスペランサ２０２１ 牡・鹿 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkタマノエスペランサ ＊シャンハイ

��
��
�シャンハイレディ鹿 2010 アンドレディー

＊モンソランジ 13d
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 フェアブルーム（09鹿 ディープインパクト）�４勝���入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
ワンダーポケット（18牝鹿 ジャングルポケット）��出走

２代母 ＊ビーフェアー（96 BRZ黒鹿 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，マリ
アノプロコピオ大賞‐G3，南十字星大賞‐G1 ２着，etc.
ボースサイズ Both Sides（03� ＊ストラヴィンスキー）USA１勝，Norgor Derb

y２着，Sunray Park & Casino S３着
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，P. Presidente Luiz Oliveira de Barros‐L

ザップザップ Zap Zap（14牡 Soldier of Fortune）�BRZ・URU４勝，P.
Guillermo Young‐L，P. Frncisco y Aureliano Rodriguez Larreta‐L
３着

クルタナ（07牝 Dixie Union）１勝，飛翔特別２着
フェアープライド（08牡 ディープインパクト）１勝，�１勝
サトノミラクル（11牡 ネオユニヴァース）１勝

３代母 ミスティムーンMisty Moon（86 BRZ黒鹿 Baronius）BRZ１勝
＊ヴァージニー（94牝 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.

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

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.

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

401 フェアブルーム２０２１ �・鹿 ４／ １

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアフェアブルーム
＊ Fast Gold

��
��
�ビーフェアー鹿 2009 Misty Moon

8g
Lyphard S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 フューチャーセイル（09芦 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（12）〕
スパンブリー（16牡青鹿 サンカルロ）���２勝�１勝��１勝�
ハリオアマツバメ（17牝鹿 フリオーソ）��８勝，園田クイーンセレクション
（Ｄ1400）２着

ハイモビリティ（18牡黒鹿 タイセイレジェンド）１勝，���入着２回
クラウンバド（20牡鹿 サトノクラウン）�地方未出走

２代母 レディフューチャー（96青鹿 ＊サンデーサイレンス）入着２回
ロードキャニオン（04	 ＊アフリート）４勝，古都Ｓ，赤倉特別，熊野特別２着，晩

秋特別３着，���入着３回，報知オールスターＣ２着
レディリバティー（05牝 ＊ファルブラヴ）１勝
ロードオブザリング（07牡 ＊ホワイトマズル）５勝，札幌日経ＯＰ‐LR ２着，アン

ドロメダＳ‐L ３着，垂水Ｓ，許波多特別，ドンカスターＣ，etc.
ミライポケット（08牝 ジャングルポケット）入着２回，
７勝��
ブリーズヴェール（12牝 ＊バゴ）入着，��２勝

メイショウエニシア（18牝 リアルインパクト）�２勝，ＳＴＶ杯２着，小郡特
別２着

ロードインスパイア（13	 ＊ロードアルティマ）１勝

３代母 アンフイニイ（82黒鹿 マルゼンスキー）３勝，エイプリルＳ‐OP ３着，上総
特別，里見特別，仲春賞２着，隅田川特別２着，etc.
マイヨジョンヌ（90牡 ＊リヴリア）７勝，新潟大賞典‐Jpn3（２回），福島記念

‐Jpn3，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬
スノーフレーク（91牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，ひいらぎ賞３着
ユーワケリガン（92牝 ＊カコイーシーズ）４勝，カーネーションＣ‐OP ２着，晩秋

特別，グローバルＣ，etc.
アンソレイユ（93牝 ＊リズム）出走

グラスポジション（99牡 ＊リアルシヤダイ）６勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，
ホープフルＳ‐OP ２着，ニューマーケットＣ，etc.

メイショウデンゲキ（94牡 ＊リヴリア）４勝，石清水Ｓ，春菜賞，こぶし賞３着
シャワーパーティー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，京都３歳Ｓ‐OP，六甲アイ

ランドＳ，黄菊賞，etc.，�４勝��

販売申込者・所有者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338
生 産 牧 場： ゼットステーブル
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

402 フューチャーセイル２０２１ 牡・栗 ４／１２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

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

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューフューチャーセイル ＊サンデーサイレンス

��
��
�レディフューチャー芦 2009 アンフイニイ

＊フオルカー 13c
Hold Your Peace S5×M5

価格： 購買者：



母 フォルラーヌ（12栗 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
グランバル（17牡鹿 エピファネイア）�２勝

２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，五頭連峰特別，有松特別３着
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

３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
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.
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.
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

４代母 ＊ダンシングキイ（83 USA鹿 Nijinsky）不出走
［子］ ダンスインザムード（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，桜花賞‐Jpn1，

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

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

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

［孫］ ダンスファンタジア（08牝 ＊ファルブラヴ）３勝，フェアリーＳ‐G3，ポ
ートアイランドＳ‐L ３着，赤松賞，etc.

販売申込者・所有者： 高橋 義浩＝新ひだか町東静内 �0146-44-2534
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

403 フォルラーヌ２０２１ �・栗 ５／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル 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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーフォルラーヌ ＊エルコンドルパサー

��
��
�ダンスオールナイト栗 2012 ダンスパートナー

＊ダンシングキイ 7
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 フミノオリヒメ（04鹿 ＊グラスワンダー）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－５（15），地方－４（９）〕
テイエムダイパワー（10牡栗 アドマイヤジャパン）５勝，京都２歳Ｓ‐LR（芝 2000）３着，

灘Ｓ（Ｄ1800），鴨川特別（芝 2000），福寿草特別（芝 2000），上賀茂Ｓ（Ｄ1800）
２着，支笏湖特別（芝 2600）２着（２回），仲春特別（芝 2000）２着，須磨特別
（芝 1800）２着，千里山特別（芝 2000）２着，道新スポーツ賞（芝 2000）３着，etc.

ヘレン（11牝鹿 ハーツクライ）�３勝�２勝
メイショウワダイコ（12牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）５勝，シドニーＴ（Ｄ1200），

大山崎特別（Ｄ1200），なにわＳ（Ｄ1200）２着，陽春Ｓ（Ｄ1200）３着，橿原Ｓ
（Ｄ1200）３着，西陣Ｓ（Ｄ1200）３着，尾頭橋特別（Ｄ1200）３着，クリスマス
キャロル賞（Ｄ1200）３着，��１勝

テイエムワンダフル（14牝鹿 ディープスカイ）�２勝
テイエムディラン（15牡黒鹿 ブラックタイド）３勝，若駒Ｓ‐LR（芝 2000）３着
テイエムメロディー（16牝鹿 アドマイヤムーン）１勝
テイエムミラージュ（17牝鹿 リアルインパクト）１勝
テイエムセレーナ（18牝黒鹿 ラブリーデイ）�１勝

２代母 ＊リファン（90 CAN鹿 Fappiano）USA４勝
フミノトップヒル（97牡 ＊デインヒル）５勝，賢島特別，三河特別，小石原特別，松

浜特別，シドニーＴ２着，etc.
フミノトップヘイロ（98牡 ＊ジョリーズヘイロー）４勝，�３勝�
フミノシンデレラ（00牝 ＊サンダーガルチ）２勝

フミノムーン（12牡 アドマイヤムーン）６勝，バーデンバーデンＣ‐L，マーガレ
ットＳ‐LR，シルクロードＳ‐G3 ３着，京阪杯‐G3 ３着，桂川Ｓ，etc.

フミノバラード（01牝 ＊タイキシャトル）３勝，手稲山特別，クリスマスキャロル賞
２着，摂津特別２着，西海賞２着，檜原湖特別２着，etc.

フミノヤマビコ（07牡 アグネスフライト）４勝，札幌日経ＯＰ‐LR ３着，支笏湖特
別，横津岳特別，御堂筋Ｓ２着

３代母 ボールドスキーズホリデイ Baldski's Holiday（81 USA鹿 Baldski）USA10
勝，ナタルマＳ‐G3，Hendrie H‐L，Duchess S‐L，Canadian S，Ｅ
ＰテイラーＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 多田 善弘＝浦河町杵臼 �0146-28-1611
生 産 牧 場： 多田 善弘
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

404 フミノオリヒメ２０２１ 牡・鹿 ５／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraフミノオリヒメ
＊ Fappiano

��
��
�リファン鹿 2004 Baldski's Holiday

19
Hail to Reason S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 フューチャータイム（09鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
ヒトミ（14牝鹿 ＊パイロ）�１勝��
テンノクイン（16牝鹿 ローレルゲレイロ）�１勝�入着�
ドキドキボーイ（18牡鹿 トゥザワールド）���２勝
フューチャーアイ（19牡鹿 シビルウォー）��入着�入着

２代母 ＊フサイチミラクル（01 IRE 鹿 Sadler's Wells）１勝
バシリクス（08牡 タニノギムレット）１勝
ラインデンジャー（11牝 ゼンノロブロイ）��１勝
シュンプウ（14牝 ＊サウスヴィグラス）��４勝
リックシンパ（16牡 オンファイア）��１勝�

３代母 マウンテンホリーMountain Holly（93 GB鹿 Shirley Heights）GB出走
ソラス Solaz（03 牝 Galileo）FR入着

＊カメリアローズⅡ（08牝 Oratorio）FR・USA２勝，G.P. de Clairefontaine
‐L ２着

４代母 エラロマラ Ela Romara（85 GB鹿 Ela‐Mana‐Mou）GB３勝，英ナッソーＳ
‐G2，ローザーＳ‐G2，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着，ネルグウィンＳ‐G3 ４着
［子］ アーリーン Earlene（97牝 In TheWings）GB・FR・IRE・GER５勝，

アルクール賞‐G2，エクスビュリ賞‐G3，愛パークＳ‐G3 ２着
フォイアー Foyer（91 牡 Sadler's Wells）GB２勝，キングエドワード七
世Ｓ‐G2，種牡馬

モザイクMosaic（02 牡 Singspiel）FR・UAE３勝，P. Scaramouche
‐L，P. de la Porte deMadrid‐L ２着

５代母 ロマラRomara（76 GB栗 Bold Lad）GB２勝
［孫］ ヤングバスター Young Buster（88 牡 Teenoso）GB・GER・USA・UA

E７勝，セプテンバーＳ‐G3，Gala S‐L，Winter Hill S‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 大典牧場㈲＝新ひだか町静内神森 �0146-42-7666
生 産 牧 場： 大典牧場㈲
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

405 フューチャータイム２０２１ �・栗 ３／ １

＊

＊
＊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フューチャータイム
＊ Sadler's Wells

��
��
�フサイチミラクル鹿 2009 Mountain Holly

3c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ホリデイスクリーン（06鹿 ＊フレンチデピュティ）�入着３回��
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（17）〕
フミノインパルス（12牡黒鹿 タニノギムレット）��３勝��９勝�入着
ジュンストレート（13牝鹿 ＊パイロ）�２勝
ダディダ（15�芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝	
ソウゲンノカゼ（16牝栗 ＊コンデュイット）�１勝
入着�
クックテソーロ（17牡黒鹿 トーセンジョーダン）��１勝
入着
モンテホリデイ（18牝鹿 ＊モンテロッソ）��出走�入着３回
ヤマイチラブリー（20牝青鹿 ラブリーデイ）��入着２回

２代母 サンデースクリーン（94青鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
マイネルビスタ（04牡 ＊アフリート）１勝，小名浜特別３着，	４勝�入着６回，北

上川大賞典
サマーアクトレス（05牝 サクラバクシンオー）３勝，石打特別，鎌ケ谷特別２着，

尖閣湾特別２着，桑折特別３着，織姫賞３着
バクシンスクリーン（07牝 サクラバクシンオー）不出走

ファイブフォース（14牝 ＊アルデバランⅡ）４勝，函館日刊スポーツ杯，稲光特
別，しらかばＳ２着

カツカモ（12� ＊アグネスデジタル）�
５勝�１勝��８勝

３代母 ネクストムービー（85栃栗 ＊デイクタス）２勝，甲武特別２着，伏見特別２着，
紫野特別３着，木津川特別３着，猪名川特別３着
サイレントトーキー（91牡 ＊アレミロード）５勝，松籟Ｓ，鳴滝特別，万葉Ｓ２着，etc.
コメットハンター（92牝 ＊キャロルハウス）２勝，矢車賞２着，明石特別３着，あず

さ賞３着，etc.
ムービースクリーン（93牝 ＊トニービン）１勝，アジアＪＳ（２）２着，胎内川特別２着

マイネルディーン（09牡 ダンスインザダーク）５勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，
福島ＴＶＯＰ‐L ３着，福島民報杯‐L ３着，etc.

シュテルンプレスト（99牝 ＊アフリート）３勝，ＴＶＱ杯２着，新涼特別３着

４代母 ダイナビーム（79栃栗 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ ムービースター（86牡 ＊デイクタス）９勝，中山記念‐Jpn2，中京記念

‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 白瀬 盛雄＝日高町緑町 �090-6999-0079
生 産 牧 場： 白瀬 盛雄
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

406 ホリデイスクリーン２０２１ 牡・栗 ５／１６
＊ 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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandホリデイスクリーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンデースクリーン鹿 2006 ネクストムービー

＊ビーチマスト 21a
Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ホットランナー（11栗 ダイワメジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
リベルター（17牡青鹿 エイシンフラッシュ）１勝
ボディダブル（18牡黒鹿 エイシンフラッシュ）��出走�２勝��

２代母 ホットレッグス（03栗 Galileo）不出走
ゴールドテーラー（10牝 ステイゴールド）４勝，テレ玉杯，玄海特別３着，三面川

特別３着，睦月賞３着，許波多特別３着，etc.
セイザン（13牝 ダイワメジャー）�11 勝
シャムロック（14牡 ダイワメジャー）３勝，利根川特別３着
バトルガニアン（15牡 ハーツクライ）�２勝
リュクスエンヴィ（18牝 ダイワメジャー）���出走�４勝

３代母 ＊アクセラレイション（97 FR栗 Acatenango）FR２勝，コリーダ賞‐G3，サン
ロマン賞‐G3 ２着，オマール賞‐G3 ３着
フルアクセル（08牡 アグネスタキオン）５勝，湘南Ｓ，尖閣湾特別，初富士Ｓ２着，etc.

４代母 ＊ワールウインド（92 FR鹿 Leading Counsel）FR２勝，P. Ronde de Nuit
‐L ２着，P. La Camargo‐L ３着
［子］ ホーカーハリケーン（06牝 ネオユニヴァース）４勝，札幌スポニチ賞，斑

鳩Ｓ２着，小豆島特別２着，etc.
［孫］ プリオーデインド Preordained（08牝 Choisir）IND２勝，Bangalore J

uvenile Million‐LR ２着，Bangalore Winter Milllion‐LR ２
着，Deccan Fillies Championship S‐LR ３着

５代母 バトルドレスBattledress（76 FR栃栗 Run the Gantlet）FR・USA２勝
［孫］ ドラマティックアイロニーDramatic Irony（91牝 Trojan Fen）IND４

勝，Byculla Cup‐L，Northumberland Trophy‐L，India
n Oaks‐LR ３着

［曾孫］ ヒューモリスティク Humoristic（01 牝 Sefapiano）USA８勝，ヴァイオ
レットＳ‐G3（２回），オールアロングＢＣＳ‐G3 ２着，ギャロレッ
トＨ‐G3 ２着，etc.

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

407 ホットランナー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ミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊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ホットランナー Galileo

��
��
�ホットレッグス栗 2011 ＊アクセラレイション

11f
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ブラックシンデレラ（14鹿 ハーツクライ）入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ロンドンボーイ（19牡栗 ＊シニスターミニスター）���１勝�１勝

２代母 ラブジュリエット（09鹿 フサイチコンコルド）不出走
ジュリーハーツ（15牝 ハーツクライ）２勝，閃光特別，飛翼特別２着
オースミカムイ（17� オルフェーヴル）��４勝
セイウンロミオ（18牡 ドゥラメンテ）�２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.
オースミハルカ（00牝 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，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

オースミイチバン（09� アグネスタキオン）２勝，�１勝��１勝�入着��，ダ
イオライト記念‐Jpn2，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ３着，etc.

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，etc.
キクノトップレディ（01牝 ＊ウォーニング）出走

エメラルコヨーテ（10牝 ネオユニヴァース）入着
フジノロケット（17牡 ジャングルポケット）入着３回，��１勝	１勝，
ジュニアＧＰ，ＯＲＯＣ２着，オパールＣ２着

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： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

408 ブラックシンデレラ２０２１ �・鹿 ４／２９

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスブラックシンデレラ フサイチコンコルド

��
��
�ラブジュリエット鹿 2014 ホッコーオウカ

＊フロリースカツプ 3l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ブラーゼン（14鹿 ハーツクライ）�３勝�
初仔

２代母 マチカネハヤテ（05鹿 サクラバクシンオー）５勝，伏見Ｓ，石清水Ｓ，中京日
経賞，かささぎ賞
レッドアライヴ（11牡 マンハッタンカフェ）２勝
ハルマッタン（12牝 マンハッタンカフェ）１勝，稲光特別３着
ウォーターピオニー（13牝 ヴィクトワールピサ）３勝
エイカイマドンナ（15牝 ハーツクライ）２勝
レッドアネモス（16牝 ヴィクトワールピサ）４勝，クイーンＳ‐G3，白百合Ｓ‐L，

サフラン賞
レジェモー（17牝 オルフェーヴル）�３勝，新津特別
エンピレオ（18牝 ロードカナロア）�１勝
バンデルオーラ（19牡 トーセンラー）�１勝

３代母 ベルセゾン（91芦 ＊ベリフア）３勝
アグネスアーク（03牡 アグネスタキオン）４勝，天皇賞（秋）‐G1 ２着，毎日王冠

‐G2 ２着，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.
スウィングベル（07牝 ゴールドアリュール）�19 勝�２勝���，珊瑚冠賞

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

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

［孫］ コイウタ（03牝 フジキセキ）５勝，ヴィクトリアマイル‐Jpn1，クイーン
Ｃ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.，優古牝

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

［曾孫］ サンライズソア（14牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，平安Ｓ‐G3，etc.，
�１勝��入着，名古屋大賞典‐Jpn3，ジャパンＤダービー‐Jpn1
２着，種牡馬

販売申込者・所有者： シグラップ・マネジメント㈱＝東京都品川区 �090-1796-2929
生 産 牧 場： ㈲大北牧場
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

409 ブラーゼン２０２１ 牡・鹿 ３／２８
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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスブラーゼン サクラバクシンオー

��
��
�マチカネハヤテ鹿 2014 ベルセゾン

＊ヴアインゴールド 4r
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S5×S5 Lyphard M5×M5

価格： 購買者：



母 プリンシプルレディ（07鹿 ＊アグネスデジタル）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（23）〕
レコパンヴァーミリ（13牝黒鹿 ヴァーミリアン）�１勝�２勝
シゲルクロジャガー（14牡黒鹿 ナカヤマフェスタ）�３勝��３勝
クロスウィンド（15牝鹿 ヴァーミリアン）�４勝��２勝，ロジータ記念（Ｄ2100），

王冠賞（Ｄ1800），ブロッサムＣ（Ｄ1600），北海優駿（Ｄ2000）２着
ウインプリンツ（16牡黒鹿 アドマイヤマックス）���７勝�１勝
イナズマテーラー（18牡鹿 アドマイヤマックス）�１勝
コパノパサディナ（20牡栗 コパノリッキー）�未出走

２代母 ペリーヌ（97鹿 ＊トニービン）不出走
テイエムオーロラ（06牝 マンハッタンカフェ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G3，マーメイド

Ｓ‐G3 ３着，西宮Ｓ，パールＳ，こでまり賞２着
レジェンドロック（12牡 マンハッタンカフェ）�４勝，せきれい賞，サファイア賞，

はまなす賞，ＯＲＯＣ２着，オパールＣ３着
アポロオスカー（13牝 スペシャルウィーク）１勝

３代母 ＊ケイシー（85 GB鹿 Caerleon）GB・USA４勝，パークヒルＳ‐G2，ロング
アイランドＨ‐G2 ２着，プリンセスロイヤルＳ‐G3 ３着
ディローンシーDelauncy（94牝 Machiavellian）FR・USA１勝，P. Charles Laf

fitte‐L ２着，P. de Liancourt‐L ３着
デルサルトDelsarte（00 牡 Theatrical）GB・UAE２勝，Newmarket S‐L，キ

ングエドワード七世Ｓ‐G2 ２着，スコティッシュダービー‐G2 ３着，etc.
フェーンヴァウデン Veenwouden（04牝 Desert Prince）GB２勝，英ジョッ

キークラブＣ‐G3 ３着，Noel Murless S‐L ３着
ハンブルアンドプラウドHumble And Proud（06牝 Pivotal）不出走
グローリアスエンパイアGlorious Empire（11	 Holy Roman Emperor）
GB・USA・CAN・HKG10勝，ソードダンサーＳ‐G1，ボーリンググ
リーンＳ‐G2，フォートローダデイルＳ‐G2

レジーナムンディ Regina Mundi（07 牝 Montjeu）FR・ITY３勝，P. Paolo
Mezzanotte‐L ３着

テンザンセイザ（98牡 ＊トニービン）４勝，京都新聞杯‐Jpn2，京阪杯‐Jpn3，オ
ーストラリアＴ‐L，etc.，�２勝

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

410 プリンシプルレディ２０２１ �・鹿 ２／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ ニホンピロウイナー

��
��
�フラワーパーク鹿 2009 ノーザンフラワー

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawプリンシプルレディ ＊トニービン

��
��
�ペリーヌ鹿 2007 ＊ケイシー

1k
Habitat S5×M5

価格： 購買者：



母 フリートカレン（17栗 ＊ヘニーヒューズ）不出走
初仔

２代母 オーシャンフリート（08栗 ＊アフリート）５勝，河原町Ｓ，釧路湿原特別２着，
渡島特別２着，津軽海峡特別２着，三河Ｓ３着，etc.
ヒルノアルゲーロ（15牡 ＊ヘニーヒューズ）�７勝
ベルキューズ（16牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝
テーオールノワール（18� ＊パイロ）�入着２回，�２勝�

３代母 ウインクパール（96鹿 ＊トニービン）出走
オーシャンクルーズ（04牡 ＊アフリート）２勝，桑名特別２着，小名浜特別３着，ム

ーニーバレーレーシングクラブ賞３着

４代母 ＊キソティック（87 FR鹿 Caerleon）FR入着４回
［子］ オルテンシア（95牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，千葉日報杯２着，水郷

特別３着，初蛍特別３着
［孫］ ウィザーズポケット（09牡 ジャングルポケット）３勝，松浜特別，刈谷特

別，知床特別２着，etc.
ハーブティー（11牝 ＊マイネルラヴ）�３勝��，北斗盃３着，ブロッサ
ムＣ３着

［曾孫］ ソリストサンダー（15牡 ＊トビーズコーナー）�６勝，武蔵野Ｓ‐G3，etc.，
���入着３回，かしわ記念‐Jpn1 ２着（２回），マイルＣｈＳ
南部杯‐Jpn1 ３着

コスモバタフライ（08牝 ソングオブウインド）３勝，紫苑Ｓ‐LR ３着，
伊達特別，幕張特別２着（２回），etc.

サンダラス（11牡 スウィフトカレント）２勝，野路菊Ｓ‐OP
イッチョマエ（09牝 ＊イーグルカフェ）	２勝��１勝�９勝�
入着７
回，プリンセスＣ３着

５代母 アイディリック Idyllic（82 USA黒鹿 Foolish Pleasure）不出走
［子］ シーニック Scenic（86 牡 Sadler's Wells）GB・IRE・USA４勝，デュー

ハーストＳ‐G1，スコテイッシュクラシック‐G3，セントジェイムズ
パレスＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ニケーエス㈱＝東京都港区 �03-6455-4180
生 産 牧 場： 惣田 英幸
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

411 フリートカレン２０２１ �・鹿 ２／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerフリートカレン ＊アフリート

��
��
�オーシャンフリート栗 2017 ウインクパール

＊キソティック 14f
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ファイヤーアラーム（16栗 アサクサキングス）��２勝
初仔

２代母 ＊ブッシュファイヤー（03 USA鹿 Louis Quatorze）USA６勝，エイコーンＳ
‐G1，マザーグースＳ‐G1，アシュランドＳ‐G1，Florida Oaks‐L
ファイアマーシャル（10牝 ディープインパクト）１勝
デルマヤシャ（18牝 フェノーメノ）�１勝��
エミサソウツバサ（19牡 ジャスタウェイ）�１勝

３代母 トラキトラキ Traki Traki（87 USA栗 Mo Power）USA６勝，Old Hat S
ルックスライクママ Lookslikemomma（92牝 Mugatea）USA１勝

ルッキングベター Looking Better（98 牝 Vicksburg）不出走
ルッキンフォーザシークレット Lookinforthesecret（02牡 Cimarron Secret）
USA・CAN18勝，Bob Umphrey Turf Sprint Championship H‐L，H
onor the Hero Turf Express S（２回），Pelican S，etc.，種牡馬

ベストウェスターナー BestWesterner（05� Cimarron Secret）USA・
CAN６勝，Assiniboia Derby Trial S３着

ラシャンママ Russian Momma（99牡 Absent Russian）USA６勝，Wads
worth Memorial H３着

フロスティズガール Frosty's Girl（93 牝 Frosty the Snowman）USA８勝，Col
umbus Day S，Rosemont S２着，Gardenia Breeders' Cup S２着，etc.

マラカイボMaracaibo（94牡 Skip Trial）USA12 勝，Charles Staats Memorial S
，Kelso S‐L ３着

フロスティズオントラック Frosty's On Track（97牝 Frosty the Snowman）US
A６勝，Helena S，Pennsylvania Oaks‐L ２着，Just Smashing S
２着

ステイオントラック Stay On Track（07牝 Closing Argument）不出走
カレンズシルク Karen's Silk（13 牝 High Cotton）USA３勝，Marshua S
キングズオーヴェイション King's Ovation（18牡 Not This Time）�US
A２勝，スウェイルＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 斉藤スタッド＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2823
生 産 牧 場： 斉藤スタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

412 ファイヤーアラーム２０２１ 牡・鹿 ３／１２
＊

＊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

＊ホワイトマズル

�
�
�
�
�

��
��

�アサクサキングス クルーピアスターファイヤーアラーム
＊ Louis Quatorze

��
��
�ブッシュファイヤー栗 2016 Traki Traki

5d
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ＊ブロームフォンテン（01 IRE 鹿 Cape Cross）GB１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），海外－３（６），地方－３（17）〕
ザミニヴァーローズ The Miniver Rose（06 IRE 牝鹿 High Chaparral）GB・FR

・AUS２勝，パークヒルＳ‐G2，Newbury Fillies' Trial S‐L ２着
クエイルズホローQuails Hollow（08 IRE�鹿 Beat Hollow）GB１勝
ベルドゥクレシー Belle de Crecy（09 IRE 牝鹿 ＊ロックオブジブラルタル）GB・

FR・IRE３勝，ブランドフォードＳ‐G2，英ＢＣフィリーズ＆メアズＳ‐G1
２着，P. Luth Enchantee‐L ２着，Hurry Harriet S‐L ２着
ブレティラ Bletilla（16 牝 Galileo）FR１勝，P. Joubert‐L ３着

トライブキング（13牡鹿 ディープインパクト）２勝，栄特別（芝 2000）３着
ダノングローリア（14牡鹿 ディープインパクト）�３勝�５勝�入着
ミッキーフォンテン（16牝青鹿 ディープインパクト）１勝，��３勝
ウィスパリンホープ（17牝鹿 ハーツクライ）�２勝，二王子特別（芝 1800）
シゲルカナロア（18牡黒鹿 ロードカナロア）��６勝

２代母 キャロティ－ン Carotene（83 CAN栗 Great Nephew）USA12 勝，イエロ
ーリボン招待Ｓ‐G1，パンアメリカンＨ‐G1，マッチメイカーＳ‐G2，ニューハ
ンプシャーＳ‐G3，Nassau S‐L，etc.
ジンジャートリーGinger Tree（92 牝 Dayjur）GB・UAE１勝，Rockingham S

‐L ３着
カーラーKarrer（96 牡 Kris）MAC５勝
カートホイールCartwheel（99� Green Desert）GB・FR・GER・SWI７勝

３代母 キャロットトップ Carrot Top（69 GB栗 ＊ハイハツト）GB１勝，Galtres
S，パークヒルＳ２着，プリンセスロイヤルＳ２着，King George V S２着，
Sandleford Priory S２着
ステイジガ－ル Stage Girl（74 牝 Stage Door Johnny）GB入着２回

スターオヴザレルム Star of the Realm（88� Imperial Prince）AUS７勝，
ＶＲＣヴィクトリアダービー‐G1，ＭＲＣセントジョージＳ‐G2，ＶＲＣ
クレイグリーＳ‐G2，etc.

ア－ンティエンティティAunty Entity（84 牝 Arts and Letters）不出走
スティルワイルド Still Wild（92� Wild Again）USA・PR12 勝，Colin S

‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339
生 産 牧 場： ㈱タイヘイ牧場
飼 養 者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339

413 ブロームフォンテン２０２１ 牡・青鹿 ４／１５

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊

ケイプクロス Green Desert

�
�
�
�
�

��
��

�Cape Cross Park Appealブロームフォンテン キャロティ－ン Great Nephew

��
��
�Carotene鹿IRE 2001 Carrot Top

21a
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 プンターレ（09鹿 ブラックタキシード）��入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（６）〕
コスモフレンチ（13牡栗 ＊フレンチデピュティ）２勝，小樽特別（芝 1200），小樽特

別（芝 1200）２着，下北半島特別（芝 1200）３着，黒松賞（芝 1200）３着
ジューンメイプル（15牝栗 ＊サウスヴィグラス）��２勝
ザントブリッツ（17牡栗 ＊サウスヴィグラス）���２勝
ツヨシーフェイス（18牡鹿 ＊サウスヴィグラス）��２勝
ヴァッサーファル（19牝鹿 トーセンブライト）���入着２回

２代母 コーリンビビアン（93芦 ＊アジュディケーティング）�９勝
コーリンエンブレム（00牡 ＊エリシオ）�４勝
コーリンラヴィアン（01牝 ＊ミシックトライブ）１勝，�11 勝

コーリンギデオン（09牡 オンファイア）４勝，初霞賞，円山特別２着，フルー
ツラインＣ２着，頌春賞３着

コーリンベリー（11牝 ＊サウスヴィグラス）５勝，コーラルＳ‐L，etc.，�１勝
��２勝�，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，東京スプリント‐Jpn3，かきつば
た記念‐Jpn3，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ３着，etc.

コーリンスピアーズ（03牝 スペシャルウィーク）�９勝
セイントアスリート（05牡 ＊マイネルラヴ）�１勝
キングコーリンオー（06� キングヘイロー）�７勝�入着２回
ファーストバレー（07牡 フサイチコンコルド）��５勝�入着３回
コーリンハッピー（08牝 バブルガムフェロー）１勝，�１勝��，リリーＣ３着

３代母 シルケツト（83芦 ＊ハバツト）２勝，香取特別２着，あやめ賞３着
シルヴァーケット（90牡 ＊シルヴアーヴオイス）３勝，まりも特別２着

４代母 ＊チユデスタ（73 CAN芦 Tudor Grey）USA５勝
［子］ シルクグレイッシュ（91牡 ＊イルドブルボン）４勝，福島記念‐Jpn3，河

北新報杯，グラジオラス賞，etc.
チュデキング（80牡 ＊ネヴアーダンス）６勝，ＡＲＣ加盟国騎手招待，飯
豊特別，湯沢特別

グリンチュデスタ（85牡 ＊ネヴアーダンス）５勝，早春賞，雄国沼特別，
いわき特別２着，etc.，	８勝
入着４回

販売申込者・所有者： 高橋 義浩＝新ひだか町東静内 �0146-44-2534
生 産 牧 場： 高橋 義浩
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

414 プンターレ２０２１ 牡・黒鹿 ５／ ５

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタキシード ＊オーピーキャットプンターレ ＊アジュディケーティング

��
��
�コーリンビビアン鹿 2009 シルケツト

＊チユデスタ 4g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ブラックウィッチ（04青鹿 ＊ブラックホーク）入着，�３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（26）〕
キョウワイリス（10牝鹿 ＊ロドリゴデトリアーノ）�５勝��入着�
アサカフェリス（11牝黒鹿 キョウワスプレンダ）�６勝
ブラックイチバン（15牡青鹿 ブラックタキシード）�４勝，湾岸ニュースターＣ
（Ｄ1600）３着

イーサンティラノ（17牡黒鹿 ローレルゲレイロ）２勝
トゥルスウィー（18牝鹿 ヴァンセンヌ）��８勝�３勝��，ロータスクラウン賞
（Ｄ2000），九州ダービー栄城賞（Ｄ2000），佐賀皐月賞（Ｄ1800），ル・プランタン
賞（Ｄ1800），花吹雪賞（Ｄ1800），九州ＣｈＳ（Ｄ1750）２着，飛燕賞（Ｄ1400）３着

２代母 ＊キョウワジュテーム（90 USA鹿 Seattle Slew）２勝，アザレア賞，フリージ
ア賞２着

＊アサカガルチ（95	 Gulch）１勝，
１勝
アサカライズ（96牡 Nureyev）３勝，ききょうＳ‐OP ２着，もみじＳ‐OP ３着，

フェニックス賞‐OP ３着，マカオＪＣＴ，西日本スポーツ杯２着
アリシバクィーン（98牝 ＊キョウワアリシバ）１勝
アサカユウキ（99牡 ＊ザグレブ）２勝，若戸特別２着，鶴橋特別３着，熱田特別３着

３代母 アップザフラッグポールUp the Flagpole（78 USA黒鹿 Hoist the Flag）
USA７勝，デラウェアオークス‐G2，Anne Arundel H，クリサンシマムＨ
‐G3 ２着，バーバラフリッチーＨ‐G3 ３着
プロスペクターズディライト Prospectors Delite（89 牝 Mr. Prospector）USA６勝，

エイコーンＳ‐G1，アシュランドＳ‐G1，フェアグラウンズオークス‐G3，etc.
トミスーズディライト Tomisue's Delight（94 牝 A.P. Indy）USA７勝，ラフィ

アンＨ‐G1，パーソナルエンサインＨ‐G1，フォールズシティＨ‐G3，etc.
マインシャフトMineshaft（99 牡 A.P. Indy）GB・FR・USA10 勝，ジョッキ

ークラブゴールドＣ‐G1，ピムリコスペシャルＨ‐G1，サバーバンＨ‐G1，etc.，
米年度代表馬，種牡馬

フラッグバード Flagbird（91 牝 Nureyev）GB・FR・IRE・ITY・USA・UAE６勝，
伊共和国大統領賞‐G1，愛プリティポリーＳ‐G2，グロット賞‐G3，etc.

ラナップザカラーズ Runup the Colors（94 牝 A.P. Indy）USA６勝，アラバマＳ
‐G1，Delaware Oaks‐L，スピンスターＳ‐G1 ２着，etc.

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

415 ブラックウィッチ２０２１ 牡・青 ３／２３

＊

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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックホーク ＊シルバーレーンブラックウィッチ
＊ Seattle Slew

��
��
�キョウワジュテーム青鹿 2004 Up the Flagpole

1s
Northern Dancer S4×M4 Nearctic S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ベリーニピンク（16鹿 ダイワメジャー）�２勝
初仔

２代母 ラベンダーカラー（08黒鹿 サクラバクシンオー）３勝
ラベンダーパープル（15牡 ゴールドアリュール）�２勝��２勝�２勝�２勝
ノーブルラベンダー（19牝 ルーラーシップ）��２勝

３代母 セシルブルース（03黒鹿 ＊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，etc.
トーセンアルニカ（10牝 メイショウサムソン）５勝，エリザベス女王杯‐G1 ４着，

迎春Ｓ，いわき特別，etc.

４代母 セシルカット（92栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，栗子特別
［子］ ピアチェヴォーレ（01牝 ＊オペラハウス）４勝，磐梯山特別，原町特別，

燕特別２着，etc.
ゴッドエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）３勝，仲春特別
リヴィエラブルー（04� ＊ホワイトマズル）２勝，瓢湖特別，九十九里特
別２着，南武特別３着，etc.

ジェシカ（99牝 ＊トニービン）３勝，原町特別
ゴダール（10� ＊ウォーエンブレム）３勝，舞鶴特別３着，妙高特別３着

［孫］ ホワイトピルグリム（05牡 ＊クロフネ）５勝，金鯱賞‐G2 ３着，都大路Ｓ
‐L ３着，寿Ｓ，etc.

ジェシー（15牡 エイシンフラッシュ）４勝，西宮Ｓ，千里山特別，湯川特
別，etc.

ゼアブラヴ（14牡 ＊ファルブラヴ）１勝，万両賞３着，	２勝

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

‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2（２回），etc.，年代表，優古牝
［孫］ ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞

‐G2，etc.，UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱スマイルファーム＝日高町庫富 �080-1897-7330
生 産 牧 場： ㈱スマイルファーム
飼 養 者： ㈱スマイルファーム＝日高町庫富 �080-1897-7330

416 ベリーニピンク２０２１ 牡・黒鹿 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アドミラブル ＊シンボリクリスエス

��
��
�スカーレット鹿 2014 グレースアドマイヤ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケベリーニピンク サクラバクシンオー

��
��
�ラベンダーカラー鹿 2016 セシルブルース

＊パロクサイド 8f
サンデーサイレンス S3×M3×M5 ノーザンテーストM4×M5

価格： 購買者：



母 ＊ミスサイベリア（03 USA栗 Giant's Causeway）不出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－４（９），地方－６（29）〕
ミヤジメーテル（08牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）２勝，�９勝�，名港盃（Ｄ1900），

東海桜花賞（Ｄ1400）２着，名古屋記念（Ｄ1400）２着，秋桜賞（Ｄ1800）３着，
くろゆり賞（Ｄ1600）３着

サンマルクイーン（09牝栗 ダイワメジャー）４勝，瀬戸内海特別（芝 1400）２着，
堀川特別（芝 1800）３着

カナデル（10牝鹿 ＊ファンタスティックライト）�１勝�入着２回
ドクターナイーヴ（11牡栗 デュランダル）�６勝��入着３回，新緑賞（Ｄ1600），駿

蹄賞（Ｄ1800）２着，東海ダービー（Ｄ1900）３着，スプリングＣ（Ｄ1400）３着
サンマルアリュール（12牝栗 ゴールドアリュール）２勝
バトードラムール（15牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）入着，���３勝�４勝�１勝�１勝
アララトテソーロ（16牡栗 ＊ケープブランコ）１勝
ファインラン（17牡鹿 ルーラーシップ）��１勝�２勝
ソングオブソフィア（18牝鹿 キズナ）��１勝
テイエムインディ（19牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�出走
サイタブラウン（20牡栗 カレンブラックヒル）�未出走

２代母 ミストバコーMiss Tobacco（96 USA栗 ＊フォーティナイナー）FR・GER・U
SA４勝，オステルマンポカール‐G3，Meile Der Nord‐L，Schwarzgold‐Ren
nen‐L，サンロマン賞‐G3 ２着，Anka Germania S‐L ２着，etc.
プレイヤーズプリーズPlayers Please（04 牡 Theatrical）GB３勝，GB障害３勝

３代母 リサリーン Lisaleen（82 USA栗 Northern Dancer）IRE２勝，ギルタウン
スタッドＳ‐G3 ３着
ゴサマーGossamer（91 牝 Seattle Slew）USA２勝

バチェラーデューク Bachelor Duke（01牡 Miswaki）GB・IRE１勝，愛２０００
ギニー‐G1，サマーヴィルタタソールＳ‐G3 ３着，種牡馬

トリルコTrylko（02牝 Diesis）GB入着
タルコ Talco（11牡 Pivotal）FR・USA５勝，シューメイカーマイルＳ
‐G1，Thunder Road S‐L，ハリウッドダービー‐G1 ３着，etc.

＊ロードアヘッド（94牡 ＊フォーティナイナー）６勝，京都金杯‐Jpn3 ３着，新潟日
報賞‐OP，飛騨Ｓ，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 笹島 政信＝浦河町上絵笛 �0146-22-0709
生 産 牧 場： 笹島 政信
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

417 ミスサイベリア２０２１ 牡・鹿 ４／ ３
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

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Giant's Causeway Mariah's Stormミスサイベリア ミストバコー ＊フォーティナイナー

��
��
�Miss Tobacco栗USA 2003 Lisaleen

5h
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M4×M5 Blushing Groom S5×M5

価格： 購買者：



母 ミニョンレーヌ（13鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
イチゴガリ（19牝栗 ストロングリターン）��入着２回

２代母 ＊ルンバブギー（99 GB鹿 RainbowQuest）��入着
シキノイロドリ（04牝 ＊アフリート）�３勝

シアワセクル（15牝 アッミラーレ）�４勝，古伊万里賞３着
ヨクバリ（05牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，久留米特別
タイガーストーン（06牡 ＊アフリート）３勝，マーガレットＳ‐L ２着，さざんかＳ

‐OP，橘Ｓ‐OP ３着，長岡京Ｓ，ストークＳ２着，etc.，�３勝��
タイニーベイビー（17牡 タニノギムレット）１勝

３代母 ＊キーフライヤー（86 USA鹿 Nijinsky）USA３勝，Palisades S‐L，ケンタ
ッキーオークス‐G1 ４着，ニューヨークＨ‐G2 ３着，シープスヘッドベイＨ
‐G3 ２着，アシーニアＨ‐G3 ３着，etc.

＊レース（92牝 Gulch）USA１勝
アドマイヤリッチ（98牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，雅Ｓ，フィリピンＴ，摩

耶Ｓ２着，etc.
レッドソロモン（12牡 メイショウサムソン）５勝，アンドロメダＳ‐L，若
葉Ｓ‐LR，五稜郭Ｓ，etc.

トーセンアレス（07牡 アドマイヤドン）５勝，ブリリアントＳ‐L ３着，etc.，
障害１勝，��４勝	
�，浦和記念‐Jpn2 ３着，ジャパンＤダービー
‐Jpn1 ５着，etc.

＊スプリングマンボ（95牝 Kingmambo）不出走
スズカマンボ（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，天皇賞（春）‐Jpn1，朝日Ｃｈ

Ｃ‐Jpn3，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬
スズカエルマンボ（05牝 ＊シンボリクリスエス）３勝
クイーンマンボ（14牝 マンハッタンカフェ）２勝，��２勝��入着３回，Ｌ
プレリュード‐Jpn2，関東オークス‐Jpn2，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着，etc.

スプリングサンダー（07牝 ＊クロフネ）５勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，ＣＢＣ賞
‐G3 ２着，阪急杯‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 高村 伸一＝様似町岡田 �0146-36-4666
生 産 牧 場： 高村 伸一
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

418 ミニョンレーヌ２０２１ �・鹿 ４／２６

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊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ミニョンレーヌ
＊ Rainbow Quest

��
��
�ルンバブギー鹿 2013 ＊キーフライヤー

7
Northern Dancer S4×M5 Blushing Groom S4×M4 Halo M4×S5
Nijinsky M4×S5
価格： 購買者：



母 ホーリーシー（12黒鹿 タニノギムレット）�出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
マリンセブン（18牝青鹿 ＊ダノンレジェンド）�２勝
ザスズラン（19牝鹿 ダノンシャーク）�地方未出走
ワールドナイト（20牝黒鹿 ワールドエース）�地方未出走

２代母 システィンチャペル（00鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
サムライムラマサ（11牡 ＊シェルゲーム）�１勝�２勝
ショウザイシンホー（13牡 ジャングルポケット）入着３回，�２勝
セラファン（14牝 ＊ベーカバド）１勝

３代母 ＊サドラーズギャル（89 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE 出走
＊エルコンドルパサー（95牡 Kingmambo）６勝，ジャパンＣ‐G1，ＮＨＫマイルＣ

‐Jpn1，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，FR２勝，サンクルー大賞‐G1，
フォワ賞‐G2，etc.，優３牡，年代表，優古牡，種牡馬

ギャルフロムシアトルGal From Seattle（96 牝 A.P. Indy）不出走
＊フレッシュバニラ（03牝 Grand Slam）４勝，鶴ヶ城特別，八海山特別，七重

浜特別３着
ミリオンフレッシュ（10牡 ソングオブウインド）２勝，かささぎ賞

シアトルスパイト Seattle Speight（07 牝 Speightstown）GB２勝
ミスティックタウンMystic Town（16� Medicean）�SWE・DEN７勝，
Zawawi Cup‐L ３着

トロイルス Troilus（08 牡 Speightstown）USA３勝，ガルフストリームスプリ
ントＣｈ．Ｓ‐G2 ２着，種牡馬

４代母 グレンヴェーGlenveagh（86 USA鹿 Seattle Slew）不出走

５代母 リサデル Lisadell（71 USA鹿 Forli）GB・IRE２勝，コロネイションＳ‐G2，
アサシＳ‐G3，Mulcahy S２着
［子］ ファザーランド Fatherland（90牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・US

A４勝，愛ナショナルＳ‐G1，愛フュチュリティＳ‐G3，Tyros S
‐L，etc.

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

419 ホーリーシー２０２１ �・黒鹿 ４／２７
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

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

��
��
�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルホーリーシー ＊サンデーサイレンス

��
��
�システィンチャペル黒鹿 2012 ＊サドラーズギャル

5h
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5
Hail to Reason S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ポラリス（09黒鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（７）〕
サイファリス（16牝黒鹿 ＊バトルプラン）入着３回，��４勝�入着，ビューチフ

ルドリーマーＣ（Ｄ2000）２着
コードジェニック（17牡鹿 ＊ダンカーク）１勝，�３勝，サラブレッド大賞典
（Ｄ2000）３着

２代母 ビクトリアスズラン（97黒鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
ブラックランナー（03牡 ＊クロフネ）５勝，仁川Ｓ‐L ３着，アレキサンドライトＳ，

千葉ＴＶ杯，渡利特別２着，土湯温泉特別２着，etc.
シルクキャリバー（04牡 ＊グラスワンダー）��６勝�入着２回�
ベストグレイド（05牡 ＊アグネスデジタル）２勝
ファインビーナス（06牝 ＊トワイニング）�３勝�入着２回�	
ゼットチャンプ（07牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，�１勝��入着３回
	
オービット（08牡 ＊クロフネ）�３勝�入着
アイドクレース（10牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝	入着
ベターオフ（13牝 ＊カジノドライヴ）�６勝�	入着７回
ジュンホープ（15牡 ＊ケイムホーム）	２勝�

３代母 ビクトリートースト（91鹿 ミスターシービー）出走
ビクトリアウインク（96牝 ＊ノーザンテースト）不出走

アイオブザキング（02牡 スペシャルウィーク）２勝，赤湯特別，会津特別２着，
青葉城特別２着，etc.

アルテマイスター（06牡 ＊アグネスデジタル）１勝，あやめ賞３着，�２勝��
入着３回，星雲賞２着

４代母 ビクトリアクラウン（79栗 ＊フアバージ）６勝，エリザベス女王杯，クイーン
Ｓ，クイーンＣ，新潟３歳Ｓ，牝馬東タイ杯２着，etc.，優２牝，優３牝
［曾孫］ グレイトパール（13牡 キングカメハメハ）７勝，アンタレスＳ‐G3，平安

Ｓ‐G3，仁川Ｓ‐L，etc.，��８勝	１勝���
カチューシャ（09牝 ＊ケイムホーム）６勝，オアシスＳ‐L，etc.，��入
着２回，Ｌプレリュード‐Jpn2 ３着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

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

420 ポラリス２０２１ �・鹿 ５／１９
＊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サトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスポラリス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビクトリアスズラン黒鹿 2009 ビクトリートースト

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ボンニデー（13黒鹿 キングカメハメハ）�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
サヨノスクリーン（19牡黒鹿 ＊マクフィ）��入着４回

２代母 ＊スポークンファー（00 USA芦 Notebook）USA５勝，マザーグースＳ‐G1，
ＣＣＡオークス‐G1，アラバマＳ‐G1 ３着，ガゼルＨ‐G1 ３着
アンスポークンファーUnspoken Fur（05 牝 ＊エンパイアメーカー）USA１勝

ロイヤルマジックRoyal Magic（12 牝 More Than Ready）不出走
レイナデアレンデール Reina de Arendelle（18 牝 Badge of Silver）�P
ER３勝，オスカルＢパソス賞‐G3 ２着

セレンディップ Serendip（10 牡 Ghostzapper）USA３勝，Prairie Meadows H
‐L，種牡馬

シンボリバーグ（14牝 ダイワメジャー）３勝，郡山特別，菜の花賞２着，赤松賞２
着，札幌スポニチ賞３着，ＨＢＣ賞３着，etc.

３代母 サイベリアンファー Siberian Fur（94 USA芦 Siberian Express）USA１勝
ブルニードファーBrrneedfur（01 牝 Mecke）USA出走

ウォーレンズパピーラヴWarrens Puppy Love（11牝 MongolWarrior）US
A９勝，El Diario Overnight S，Albuquerque Distaff H２着，C
haves County S３着

ザファーフリューThe Fur Flew（02牝 Slew City Slew）不出走
スローズイットダウン Throws It Down（08牝 Mizzen Mast）USA１勝，

Miss Ohio S‐R ２着，JohnW. Galbreath S‐R ３着
スポークンソフトリー Spoken Softly（04 牝 Notebook）USA１勝

ストリートストラテジー Street Strategy（11牡 ＊ストリートセンス）USA６勝，
Fifth Season S‐L，種牡馬

グレイシャスリーソフトGraciously Soft（05 牝 Vindication）不出走
マイネイムイズマイケルMy Name Is Michael（10 牡 Macho Uno）USA・

CAN５勝，Display S‐L ２着，サムＦデイヴィスＳ‐G3 ３着
ジャスティンスクエアード Justin Squared（13� Zensational）USA３勝，

Chick Lang S‐L
アンブライドルズノートUnbridled's Note（09 牡 Unbridled's Song）USA５勝，

デイトナＳ‐G3，エディーディーＳ‐G3，Joe Hernandez H，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ストームファームコーポレーション＝熊本県菊池郡大津町 �096-293-0592
生 産 牧 場： ㈱ストームファームコーポレーション
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

421 ボンニデー２０２１ 牡・黒鹿 ３／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスボンニデー
＊ Notebook

��
��
�スポークンファー黒鹿 2013 Siberian Fur

4j
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ブーケパルフェ（08栗 ＊アフリート）�１勝�入着��
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ポイントコレクター（17牡栗 アーネストリー）���１勝

２代母 ＊ケイエイローズ（92 USA鹿 Slew o' Gold）不出走
ダイワウォーニング（99牡 ＊ウォーニング）２勝
ナイキデラックス（01牡 ＊アフリート）４勝，両津湾特別，わらび賞，早鞆特別２着，

彦星賞２着，�１勝��３勝
ハスフェル（02牡 ＊アフリート）３勝，阿蘇Ｓ‐OP，指宿特別，和布刈特別２着，早

鞆特別２着，etc.，�４勝，園田金盃，etc.
テイエムシップウ（04牡 ＊アフリート）３勝，��１勝
レコメンド（07牡 ＊アフリート）２勝，�１勝

３代母 フィディラ Phydilla（78 FR鹿 Lyphard）FR４勝，クインシー賞‐G3，エク
リプス賞‐G3，P. de l'Obelisque，アスタルテ賞‐G3 ２着，カルヴァドス賞
‐G3 ２着，etc.
ミステリーズMysteries（86牝 Seattle Slew）GB入着２回，ミュージドラＳ‐G3 ３着

マイシーカースルズMy Sea Castles（91 牝 ＊ポリッシュネイビー）USA４勝，
Clipsetta S‐L，Ellis Park Debutante S‐L，Gowell S‐L

＊ヒシアケボノ（92牡 Woodman）６勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，スワンＳ
‐Jpn2，安田記念‐Jpn1 ３着，etc.，優短距，種牡馬

ミステリアルMysterial（94 牝 Alleged）USA出走
ドバイデスティネイションDubai Destination（99牡 Kingmambo）GB
・FR４勝，クイーンアンＳ‐G1，英シャンペインＳ‐G2，Predomin
ate S‐L ２着，種牡馬

リブレティスト Librettist（02 牡 Danzig）GB・FR・USA７勝，ジャック
ルマロワ賞‐G1，ムーランドロンシャン賞‐G1，メシドール賞‐G3，etc.，
種牡馬

＊アグネスワールド（95牡 Danzig）５勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2，etc.，��１勝，GB・
FR・USA２勝，ジュライＣ‐G1，アベイドロンシャン賞‐G1，etc.，種牡馬

＊フィラストリート（94牝 Cozzene）USA１勝
ブロードストリート（06牝 アグネスタキオン）４勝，ローズＳ‐G2，スイート

ピーＳ‐L，秋華賞‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 静内酒井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-1524-6139
生 産 牧 場： 静内酒井牧場
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

422 ブーケパルフェ２０２１ �・黒鹿 ２／２１
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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyブーケパルフェ
＊ Slew o' Gold

��
��
�ケイエイローズ栗 2008 Phydilla

6b
Mr. Prospector M3×S4 Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 プロディジャス（14鹿 ハーツクライ）１勝，�３勝
初仔

２代母 ＊ロジャーズスー（01 USA鹿 Forestry）不出走
タービュレントディセント Turbulent Descent（08 牝 Congrats）USA８勝，ハリ

ウッドスターレットＳ‐G1，サンタアニタオークス‐G1，テストＳ‐G1，バレ
リーナＳ‐G1，ボーモントＳ‐G2，etc.
スパニッシュステップス Spanish Steps（14� Galileo）GB・FR・IRE・AUS

２勝，バリーローンＳ‐G3
スーセントマリー（13牝 ダイワメジャー）１勝
イカット（17牝 ディープインパクト）３勝，かもめ島特別，須磨特別３着

３代母 ファビュラス Fabulous（95 USA栗 Seeking the Gold）USA出走
ボネイ Bonay（00牝 Wild Again）USA３勝，カムリーＳ‐G3 ３着，テンプテド

Ｓ‐G3 ３着
アールユーワッチングバド R UWatchingbud（12牡 Kentucky Bear）�US

A・CAN５勝，New Providence S‐R，Queenston S‐R，Colin
S‐L ２着，etc.

ゲッタードーンバッドGet'erdonebud（13� Kentucky Bear）CAN４勝，
Vandal S‐R ３着

クチュリエCouturier（06 牝 El Prado）不出走
ミンクスアプライズMinks Aprise（12 牝 Northern Afleet）USA・CAN６勝，

Trillium S‐L，Presque Isle Downs HBPA S‐L，Camilla Urso
H，etc.
ハイアースタンダード Higher Standard（19牡 Into Mischief）�USA２
勝，Advent S２着

４代母 ゴージャスGorgeous（86 USA黒鹿 Slew o' Gold）USA８勝，ヴァニティ
Ｈ‐G1，アシュランドＳ‐G1，ハリウッドオークス‐G1，アップルブラッサムＨ
‐G2，ラカニャーダＳ‐G2，etc.
［孫］ ＊スウィフトテンパー（04牝 Giant's Causeway）USA６勝，ラフィアンＨ

‐G1，デラウェアＨ‐G2，シクスティセイルズＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 高松牧場＝浦河町野深 �0146-27-4347
生 産 牧 場： 高松牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

423 プロディジャス２０２１ 牡・鹿 ３／２３

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊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ロディジャス
＊ Forestry

��
��
�ロジャーズスー鹿 2014 Fabulous

14c
Seeking the Gold S3×M4 Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 ポリアフ（12鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（５）〕
マシンガン（18牡鹿 ＊シンボリクリスエス）���５勝
シンリミテス（19牡鹿 ＊ドレフォン）�１勝

２代母 ユキチャン（05白 ＊クロフネ）２勝，��３勝，関東オークス‐Jpn2，ＴＣＫ
女王盃‐Jpn3，クイーン賞‐Jpn3，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着，クイーン賞
‐Jpn3 ２着，etc.，ＮＡＲ優牝馬
シロインジャー（13牝 ＊ハービンジャー）出走

メイケイエール（18牝 ミッキーアイル）�６勝，京王杯スプリングＣ‐G2，チ
ューリップ賞‐G2，シルクロードＳ‐G3，ファンタジーＳ‐G3，小倉２歳
Ｓ‐G3，etc.

ハウナニ（15牝 ロードカナロア）２勝
マイヨブラン（16牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝
ハイアムズビーチ（19牝 ＊ドレフォン）�１勝，アスター賞２着，春菜賞３着

３代母 シラユキヒメ（96白 ＊サンデーサイレンス）入着
マシュマロ（09牝 ＊クロフネ）２勝

ハヤヤッコ（16牡 キングカメハメハ）�５勝，レパードＳ‐G3，ブラジルＣ‐L，
ＢＳＮ賞‐L ３着，etc.

ピオノノ（17牡 キングカメハメハ）�２勝，チバテレ杯２着（２回），呉竹賞２
着，�入着，北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着

ブラマンジェ（10牝 ＊クロフネ）出走
ダノンハーロック（18牡 ルーラーシップ）�４勝，茨木Ｓ，もちの木賞２着

ブチコ（12牝 キングカメハメハ）４勝，上総Ｓ，北國新聞杯２着，北山Ｓ３着
ソダシ（18牝 ＊クロフネ）�７勝，桜花賞‐G1，阪神ジュベナイルフィリーズ

‐G1，ヴィクトリアマイル‐G1，etc.，優２牝，優３牝
ママコチャ（19牝 ＊クロフネ）�２勝，エルフィンＳ‐L ２着，ファンタジーＳ

‐G3 ３着
シロニイ（14牡 キングカメハメハ）�４勝，くすのき賞，六社Ｓ２着，舞鶴Ｓ２着，etc.
ブッチーニ（16牝 キングカメハメハ）�３勝，鎌倉Ｓ３着，銀蹄Ｓ３着，門松Ｓ３着

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

424 ポリアフ２０２１ 牡・鹿 ４／３０

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスポリアフ ＊クロフネ

��
��
�ユキチャン鹿 2012 シラユキヒメ

＊ウェイブウインド 2w
Mr. Prospector M4×S5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ボーディシア（12青鹿 ＊パイロ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
リリコ（16牝栗 フリオーソ）�６勝�１勝�入着２回，クイーンＣ（Ｄ1600），園

田プリンセスＣ（Ｄ1400），東海クイーンＣ（Ｄ1800）２着，若草賞（Ｄ1400）２
着，園田クイーンセレクション（Ｄ1400）２着，園田ジュニアＣ（Ｄ1700）２着，
西日本ダービー（Ｄ1900）３着，高知優駿（Ｄ1900）３着，のじぎく賞
（Ｄ1700）３着，スプリングＣ（Ｄ1800）３着

エイユーキャッスル（17牡栗 フリオーソ）�３勝�
シェナダイオー（19牡黒鹿 ベルシャザール）���１勝

２代母 ＊カントリーメロディー（00 USA黒鹿 GoneWest）不出走
ベキーアビューティ Bequia Beauty（04 牝 Maria's Mon）USA・CAN２勝，Pr

incess Margaret S２着
ハマーズブレット Hammers Bullet（08� Bernardini）USA・CAN５勝，Mani

toba Derby‐L
フザールバラッドHussar Ballad（09牡 ＊ハードスパン）GB・FR７勝
ロカビリー（13牡 アドマイヤムーン）�４勝	
ダニエル（15牡 ＊ハードスパン）１勝，��２勝�３勝
ヴァガルーナ（16牝 アドマイヤムーン）��８勝
エメラルディ（17牝 リアルインパクト）���２勝�４勝	入着

３代母 ミニスターズメロディMinister's Melody（94 USA黒鹿 Deputy Minister）
USA５勝，アーリントンハイツオークス‐G3，ラブレアＳ‐G1 ２着，エルエンシ
ノＳ‐G2 ２着，ラカニャーダＳ‐G2 ２着，モリーピッチャーＨ‐G2 ２着，etc.
コニーベル Connie Belle（02 牝 Storm Cat）USA４勝，Auntie Mame S‐R，

Tenski S‐R ２着，De la Rose S‐R ３着，etc.
ビーンヒアビフォア Been Here Before（12 牝 Tapit）USA２勝，Caesar's

Wish S２着
ノスタルジックNostalgic（19牝 Medaglia d'Oro）�USA３勝，ガゼルＳ‐G3

ボブアンドジョン Bob and John（03牡 Seeking the Gold）USA５勝，ウッドメ
モリアルＳ‐G1，ローンスターパークＨ‐G3，シャムＳ‐G3，etc.，種牡馬

スイートソネット Sweet Sonnet（07 牝 Seeking the Gold）GB１勝，Dick Poole
Fillies' S‐L ２着，Michael Seely Memorial Fillies' S‐L ３着

販売申込者・所有者： 白瀬 盛雄＝日高町緑町 �090-6999-0079
生 産 牧 場： 白瀬 盛雄
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

425 ボーディシア２０２１ �・黒鹿 ５／１０

＊

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

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionボーディシア
＊ GoneWest

��
��
�カントリーメロディー青鹿 2012 Minister's Melody

21a
Mr. Prospector S4×M4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 マルハチメイフェア（06鹿 ＊ホワイトマズル）��入着５回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（17）〕
ウィークエンド（11牝黒鹿 ゴールドアリュール）�５勝��２勝�入着３回�
ナイアガラモンロー（12牝鹿 アドマイヤムーン）２勝，ダリア賞‐OP（芝 1400）２

着，栗子特別（芝 1800）２着，織姫賞（芝 2000）２着，汐留特別（芝 2000）３着
ビジネスライク（15牝鹿 ＊カジノドライヴ）�３勝��１勝��入着８回，北斗盃
（Ｄ1600）２着，ブロッサムＣ（Ｄ1600）２着

カナデルハ（16牝鹿 ナカヤマフェスタ）	１勝
ラファームソルティ（17牝鹿 マツリダゴッホ）入着，
�５勝
シャーマエスパーダ（19牡鹿 ディープブリランテ）
出走

２代母 ベストウーマン（90鹿 ＊リアルシヤダイ）１勝
ビクターシチー（99牡 サマーサスピション）１勝
ステップシチー（04牡 ステイゴールド）４勝，松前特別，湯川特別，春日山特別，

北海Ｈ２着
フラッパーミク（07牝 ＊ヴィクトリースピーチ）１勝，飛天特別３着，�６勝��

３代母 グレースウーマン（85鹿 マルゼンスキー）入着３回
ホッコーソレイユ（94牝 バンブーアトラス）出走

ホッコータキオン（06牡 アグネスタキオン）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２
着，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ４着，野路菊Ｓ‐OP，etc.

テイエムファンキー（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）６勝，ながつきＳ，大津特別２着
ゴールドグレース（02牝 ＊エリシオ）��５勝���入着３回，北関東弥生賞３着

ハイノリッジ（11牝 マンハッタンカフェ）��２勝
セイウンハーデス（19牡 シルバーステート）
２勝，プリンシパルＳ‐L，
こぶし賞２着

４代母 ランズプロント（74鹿 ＊プロント）出走
［孫］ オースミハルカ（00牝 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，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.

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

426 マルハチメイフェア２０２１ �・黒鹿 ５／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeマルハチメイフェア ＊リアルシヤダイ

��
��
�ベストウーマン鹿 2006 グレースウーマン

＊フロリースカツプ 3l
Roberto S4×M4 Lyphard M4×S5 Hail to Reason S5×S5×M5
Nijinsky S5×M5 Tyrant S5×M5
価格： 購買者：



母 ラヴィーゲラン（12栃栗 スペシャルウィーク）入着，�３勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 メガミゲラン（92鹿 ＊シエイデイハイツ）７勝，北九州記念‐Jpn3 ３着，ア
ンドロメダＳ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP，桶狭間Ｓ，パールＳ，etc.
レーヴドゲラン（99牝 ＊リアルシヤダイ）出走

ニュアージゲラン（09牝 オンファイア）入着３回，�１勝��１勝�２勝，英
彦山賞２着，長月賞２着

ペイシャゲラン（14牝 ダノンシャンティ）１勝，飛竜特別２着，�４勝�１勝��
シャルルゲラン（00牡 フサイチコンコルド）５勝，伊勢特別，日向特別３着
チリエージェ（01牝 サクラバクシンオー）５勝，鳥羽特別，久多特別，別府特別，

伊吹山特別２着，河北新報杯３着，etc.
ハクサンムーン（09牡 アドマイヤムーン）７勝，セントウルＳ‐G2，アイビス

サマーダッシュ‐G3，京阪杯‐G3，スプリンターズＳ‐G1 ２着，高松宮
記念‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ウォーリングステイツWarring States（14 牡 ヴィクトワールピサ）FR・GER
・QAT２勝，バヴァーリアンクラシック‐G3

スズカゲラン（03牝 ＊ブラックホーク）１勝
ラティエラ（04牝 ＊スキャターザゴールド）��入着７回

ローデルバーン（13牡 デュランダル）２勝，白川特別３着
キャナレット（05牝 ナリタトップロード）入着，�２勝
リュミエールゲラン（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）�８勝��
クランドールゲラン（09牡 フジキセキ）２勝
クリノダイコクテン（11牡 ハーツクライ）１勝，障害２勝，�１勝�入着

３代母 モガミゲラン（88鹿 ＊モガミ）不出走
アンビシャス（93牡 ＊クリエイター）４勝，春日特別，知多特別，但馬Ｓ２着，etc.
ヒダカゲラン（95牝 ＊ミルジヨージ）出走

ピエナオンリーワン（01	 フサイチコンコルド）３勝，長良川特別，つばき賞
２着，あすなろ賞２着，etc.

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

427 ラヴィーゲラン２０２１ �・鹿 ３／２２

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールラヴィーゲラン ＊シエイデイハイツ

��
��
�メガミゲラン栃栗 2012 モガミゲラン

＊ミスブゼン 18
マルゼンスキーM4×M5

価格： 購買者：



母 リュウメイ（05鹿 ＊コロナドズクエスト）３勝，出雲崎特別（Ｄ1200），呉竹賞
（Ｄ1200）２着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－３（10）〕
コマアルカンシエル（12牡鹿 ＊バゴ）１勝
ザブルグ（15牡鹿 ＊ヨハネスブルグ）入着，�６勝�２勝�入着２回
ワイメアバレイ（16牝栗 カネヒキリ）１勝，��１勝
ニーズヘッグ（17牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）３勝，平尾台特別（Ｄ1700），��１勝
テリオスリノ（19牝黒鹿 シルバーステート）�入着
ジンガノ（20牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�地方未出走

２代母 ダイコーフリーマン（98黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）１勝

３代母 スズノフローレンス（86黒鹿 ホリスキー）�６勝
アミーゴ（92牡 ＊ボーザム）４勝，摩周湖特別，ＨＴＢ杯２着，シドニーＴ２着，etc.
ダイコーフクキタル（97牡 ＊クリスタルグリツターズ）入着，プラタナス賞３着，�

４勝��１勝�入着	，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3 ２着，ヤングＣｈＣ

４代母 トウフクパルフアン（79鹿 ＊イースタンフリート）２勝
［子］ トワノハーデー（89牝 マルゼンスキー）４勝，出雲崎特別

サンレイグルーム（97牡 ＊グルームダンサー）２勝，周防灘特別２着，渡
利特別３着，ゆきやなぎ賞３着

［孫］ タカオセンチュリー（03牡 テイエムオペラオー）５勝，マリーンＳ‐L ２
着，栗東Ｓ‐L ２着，etc.，��１勝，アフター５スター賞

マルタカキラリー（98牡 サクラホクトオー）４勝，六社特別，英彦山特別，
いわき特別２着，etc.，�入着３回

５代母 エリモテル（69鹿 ＊ムーテイエ）出走
［子］ トウフクフリート（76牡 ＊イースタンフリート）３勝，京成杯３歳Ｓ３着，

あじさい賞
メイショウアサカゼ（85牝 ＊イースタンフリート）５勝，支笏湖特別，臥
牛山特別２着，恵山特別３着，etc.

［孫］ ファンドリロバリー（93牡 ＊ジェイドロバリー）５勝，日経新春杯‐Jpn2
３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，福島記念‐Jpn3 ２着，etc.，障害４勝

販売申込者・所有者： ㈲笹川大晃牧場＝森町白川 �01374-2-3318
生 産 牧 場： ㈲笹川大晃牧場
飼 養 者： ＦＵＪＩＷＡＲＡ ＳＴＡＢＬＥ＝日高町平賀 �080-5595-6951

428 リュウメイ２０２１ �・鹿 ４／ ３

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�コロナドズクエスト Laughing Lookリュウメイ ＊コマンダーインチーフ

��
��
�ダイコーフリーマン鹿 2005 スズノフローレンス

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 マイカ（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
ウマインボルト（14牡鹿 ＊タイキシャトル）�１勝�
アウトラン（16牝栗 ＊アポロキングダム）��６勝
アグレッシブ（18牡鹿 ＊モンテロッソ）��出走
ザビッグレディー（19牝青鹿 ベルシャザール）��４勝，九州ダービー栄城賞
（Ｄ2000）３着，佐賀皐月賞（Ｄ1800），飛燕賞（Ｄ1400）２着，花吹雪賞
（Ｄ1800）２着，ル・プランタン賞（Ｄ1800）３着

ラトワール（20牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）��入着

２代母 タニノティアラ（97青 ＊サンデーサイレンス）入着２回
チャールストン（05牝 タニノギムレット）１勝
クリノジュロウジン（11牡 タニノギムレット）１勝，�４勝���	

３代母 タニノブーケ（82鹿 ＊ノーザンディクテイター）３勝，デイリー杯３歳Ｓ
‐Jpn2，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，りんどう特別
タニノボレロ（88
 ＊トレボロ）５勝，新潟記念‐Jpn3，新潟大賞典‐Jpn3 ２着，

ブラッドストーンＳ‐OP，etc.，障害１勝
テンシンランマン（90
 ＊クリスタルグリツターズ）４勝，白百合Ｓ‐OP ３着，春

日特別，樟葉特別，etc.
タニノクリエイト（92牡 ＊クリエイター）４勝，神戸新聞杯‐Jpn2，しゃくなげＳ，

こけもも賞
タニノルミエール（93牝 ＊ルション）１勝

タニノトリビュート（98牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，若草Ｓ‐OP ３着，すみれ
Ｓ‐OP ３着，筑後川特別，etc.

タニノジャドール（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，南総特別３着，�１勝�
ビッグウィーク（07牡 ＊バゴ）４勝，菊花賞‐G1，神戸新聞杯‐G2 ３着，玄海

特別，etc.，障害１勝
タニノバーバラ（00牝 ＊フォーティナイナー）�１勝	１勝

ケッキセヨ（10牡 アドマイヤコジーン）２勝，高砂特別２着，尾頭橋特別３着，
	１勝

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

429 マイカ２０２１ 牡・黒鹿 ４／２４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayマイカ ＊サンデーサイレンス

��
��
�タニノティアラ黒鹿 2007 タニノブーケ

＊イシユクーダー 2u
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 マイネウェリナ（11芦 キングカメハメハ）��３勝�３勝�
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ホワイトライガー（19�芦 ディープスカイ）��１勝

２代母 フェリアード（96芦 ＊ステートリードン）２勝
テイエムプリキュア（03牝 ＊パラダイスクリーク）４勝，阪神ジュベナイルフィリー

ズ‐Jpn1，日経新春杯‐G2，エリザベス女王杯‐G1 ２着，日経新春杯‐G2 ３
着，かえで賞，優２牝

スノーアード（04牝 バブルガムフェロー）�４勝
テイエムハリアー（06牡 ニューイングランド）１勝，障害９勝，京都ハイジャンプ

‐JG2，阪神ジャンプＳ‐JG3，京都ジャンプＳ‐JG3，京都ハイジャンプ‐JG2
２着，阪神ジャンプＳ‐JG3 ２着，etc.

トーセンガラシャ（07牝 デュランダル）入着
トーセンスーリヤ（15牡 ローエングリン）５勝，函館記念‐G3，新潟大賞典

‐G3，新潟記念‐G3 ２着，美浦Ｓ，富良野特別，etc.，���１勝
マイネルフィエスタ（10牡 ＊シンボリクリスエス）障害３勝，京都ジャンプＳ‐JG3，

東京ジャンプＳ‐JG3 ２着，阪神ジャンプＳ‐JG3 ３着，小倉サマージャン
プ‐JG3 ３着（２回），�１勝��

クインズエキシート（12牡 ＊クロフネ）�２勝�１勝
レジェンダリー（13牡 アドマイヤムーン）�１勝
ミツカネプリンス（17牡 ＊キンシャサノキセキ）�２勝

３代母 ＊ユキグニ（86 USA芦 Caro）不出走
エムアイブラン（92牡 ＊ブライアンズタイム）12勝，武蔵野Ｓ‐Jpn3（２回），平安Ｓ

‐Jpn3，アンタレスＳ‐Jpn3，etc.，��入着２回��	，種牡馬

４代母 ＊デリケートアイス（79 USA芦 Icecapade）USA５勝，ブラックアイドスーザ
ンＳ‐G2，アシュランドＳ‐G2 ３着，Schuylkill S２着，Anne Arundel H
３着
［孫］ チェインジフォラダラー Change Fora Dollar（92 牝 Silver Buck）US

A３勝，Jersey Jumper S，Salem County S，フリゼットＳ
‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337
生 産 牧 場： ㈲静内白井牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

430 マイネウェリナ２０２１ 牡・芦 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アルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスマイネウェリナ ＊ステートリードン

��
��
�フェリアード芦 2011 ＊ユキグニ

1s
Nureyev M4×M5

価格： 購買者：



母 マッシヴエレガンス（14鹿 ディープブリランテ）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
センタースリール（19牝鹿 ベルシャザール）�１勝

２代母 ＊シャカラカベイビー（00 IRE 栗 Nashwan）不出走
イケヅキ（15牝 カネヒキリ）�１勝��

３代母 パーティードール Party Doll（86 GB栗 Be My Guest）FR・ITY４勝，P
. La Camargo‐L，Criterium du Bequet‐L，P. de la Vallee d'Auge‐L，
P. La Fleche‐L ２着，オマール賞‐G3 ４着，etc.
ティトゥスリヴィウス Titus Livius（93 牡 Machiavellian）GB・FR・GER・USA

３勝，グロシェーヌ賞‐G2，クリテリヨムドドゥーザン‐G2，エクリプス賞
‐G3，etc.，種牡馬

ドリューシュカDoliouchka（94牝 Saumarez）FR１勝
ホックニー Hockney（02牡 Zafonic）FR・QAT５勝，Derby de l'Ouest

‐L，P. Michel Houyvet‐L，種牡馬
パーティゼイン Party Zane（96牝 Zafonic）FR１勝，P. Zeddaan‐L ２着

ザネトンZaneton（01牝 Mtoto）不出走
ザゴラ Zagora（07牝 Green Tune）FR・USA・CAN10勝，ＢＣターフ
牝馬‐G1，ダイアナＳ‐G1，ボールストンスパＳ‐G2，etc.

バハマドリーム Bahama Dream（97牝 Machiavellian）FR・USA４勝，P. du C
ercle‐L ２着

キングズドールKing's Doll（03 牝 ＊キングズベスト）不出走
モスタニールMostaneer（12� Dutch Art）�FR・UAE・SAU６勝，P. de Su

resnes‐L，ダフニス賞‐G3 ２着，Criterium de Lyon‐L ３着
ブリセイダ Briseida（05牝 Pivotal）GB・FR・GER２勝，独１０００キニー‐G2，B

erberis‐Rennen‐L ２着，ヴィンターケーニギン賞‐G3 ３着
ブリザント Brisanto（12 牡 Dansili）FR・GER・ITY２勝，ヴィンターファヴ

ォリテン賞‐G3，州都デュッセルドルフ大賞‐G3 ３着，ピアッツァーレ
賞‐G3 ３着，etc.

ブリスターノ Bristano（16� Dansili）�FR・GER２勝，フュルステンベルク
レネン‐G3，P. von Dahlwitz‐L ２着

販売申込者・所有者： 高山 博＝日高町豊郷 �01456-2-6133
生 産 牧 場： 高山 博
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

431 マッシヴエレガンス２０２１ �・鹿 ４／２７
＊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

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�ディープブリランテ ＊ラヴアンドバブルズマッシヴエレガンス
＊ Nashwan

��
��
�シャカラカベイビー鹿 2014 Party Doll

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

価格： 購買者：



母 マトゥリアルカ（06鹿 ＊クリプティックラスカル）��10 勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－１（２）〕
スピーディーゴッド（16牡鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝��１勝�入着
ケンシンコウ（17牡鹿 ＊パイロ）�４勝，レパードＳ‐G3，ジュライＳ‐L（Ｄ1700），

マーチＳ‐G3 ２着，ユニコーンＳ‐G3 ３着
レトロワグラース（19牝鹿 ＊アポロソニック）�地方未出走

２代母 アマノミツルギ（01鹿 ＊アジュディケーティング）��入着
エッブレッツァ（10牝 タイムパラドックス）��３勝
ソウルシルバー（11牡 フサイチリシャール）��２勝，種牡馬
マテリアメディカ（13牝 ゴールドヘイロー）��５勝�入着�，黒潮盃３着，兵庫

サマークイーン賞３着
アリディルーチェ（14牝 ＊ロードアルティマ）��１勝

３代母 コースダンサー（87鹿 ＊ナイスダンサー）不出走
ミズノサーパス（91牡 ＊コインドシルバー）５勝，大阪城Ｓ‐OP，橿原Ｓ，北摂特別，etc.
フライトワン（94牡 ＊パーフライト）１勝
リュウロッキー（96牝 ＊ジェイドロバリー）不出走

リュウラッシュ（01牝 ＊ヒシアリダー）１勝，��５勝
リュウアポロン（03牡 ＊テンビー）�11 勝��入着４回
リュウグレイド（05牡 ＊ゼンノエルシド）�12 勝
リュウポート（06牝 ＊ゼンノエルシド）�４勝��	
マキシマス（08牡 ＊ゼンノエルシド）��５勝
リュウヒカリ（09牝 スリリングサンデー）�７勝
リュウツバメ（10牝 スリリングサンデー）２勝，飛竜特別

キタノゲンブ（99牡 ＊ハイエステイト）�１勝

４代母 コースライン（77鹿 ＊フイダルゴ）��４勝

５代母 コメツトライン（65鹿 ＊アトランテイス）��，桜花賞２着，関東オークス３着
［子］ イセテンリユウ（75牡 ＊フオルテイノ）２勝，京都４歳特別２着，金杯３

着，ＣＢＣ賞３着，etc.，���２勝
ロツキライン（73牡 ＊フイダルゴ）��７勝，東京ダービー，黒潮盃，種牡馬

販売申込者・所有者： 静内山田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2378
生 産 牧 場： 静内山田牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

432 マトゥリアルカ２０２１ �・鹿 １／２４

＊

＊
＊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

＊ Cryptoclearance

�
�
�
�
�

��
��

�クリプティックラスカル Rascal Rascalマトゥリアルカ ＊アジュディケーティング

��
��
�アマノミツルギ鹿 2006 コースダンサー

＊フラッタリー 14f
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 マナエヴァ（10鹿 ＊クロフネ）��４勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
シップレックビーチ（17牡栗 ＊サウスヴィグラス）���１勝�１勝
マナカフナ（18牝鹿 リオンディーズ）��出走�１勝����入着６回
アマノカイザー（19牡鹿 ディープブリランテ）�入着

２代母 ＊グルカッシュ（00 GB鹿 Machiavellian）不出走
シャイニングアワー（05牡 ＊ワイルドラッシュ）４勝，鎌倉Ｓ，シャングリラ賞３着，

�７勝��２勝，道営スプリント
クイーンズガーデン（07牝 フジキセキ）�４勝
シャイニングカラー（08牡 ネオユニヴァース）１勝
スティールキング（13牡 ＊シルバーチャーム）��９勝���，北海道２歳優駿

‐Jpn3 ２着，北海優駿，北斗盃，コスモバルク記念２着，瑞穂賞２着，etc.

３代母 キルマKilma（94 USA鹿 Silver Hawk）GB２勝

４代母 ＊ニキシカ（85 USA黒鹿 Nijinsky）USA７勝，ラスパルマスＨ‐G2，Osuni
tas H‐LR，サンタマリアＨ‐G1 ２着，ラモナＨ‐G1 ３着，イエローリボン招
待Ｓ‐G1 ４着，etc.
［孫］ ヴィレロン Villeron（08牡 Public Purse）BRZ３勝，マリオデアゼヴェ

ドリベイロ大賞‐G3，リオデジャネイロ州大賞‐G1 ２着
スピンコントロール Spin Control（00 牝 A.P. Indy）USA４勝，Julie
Snellings S，マッチメイカーＳ‐G3 ３着

ユニオンレイクUnion Lake（07牡 American Gipsy）BRZ４勝，ＡＢ
ＣＰＣＣ大賞‐G1 ３着，ファリア大賞‐G3 ３着，リオデジャネイロ
生産者馬主協会大賞‐G3 ３着，etc.

スマッグ Smug（08牡 El Prado）USA３勝，イングルウッドＨ‐G3 ２
着，種牡馬

［曾孫］ ウルカートUrcath（07牡 Know Heights）BRZ５勝，ＡＢＣＰＣＣ大賞
ブラジル血統書杯‐G2，フロンティン博士大賞‐G2 ２着，アントニ
オＪＰカストロＪｒ大賞‐G2 ３着

ドーDoe（09牝 Forestry）USA６勝，Lady Charles Town S‐L，Beau
tiful Day S，Charles Town Juvenile S‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ユートピア牧場＝恵庭市柏陽町 �090-8900-4357
生 産 牧 場： ゼットステーブル
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

433 マナエヴァ２０２１ 牡・鹿 ２／２３
＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューマナエヴァ
＊ Machiavellian

��
��
�グルカッシュ鹿 2010 Kilma

8c
Halo S4×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 マリア（08青鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（９）〕
サンバディ（14牝芦 ＊クロフネ）�４勝�入着��
ラストシーン（16牝黒鹿 ロードカナロア）�１勝�２勝�１勝�
エンリサラ（17牝鹿 セレスハント）��１勝��入着
ストロングトーコー（20牡鹿 ストロングリターン）�地方未出走

２代母 チアズフィアレス（02鹿 ＊フォーティナイナー）出走
トロンボーン（10牝 アグネスタキオン）出走

ノブマル（17牡 ＊パイロ）�１勝	入着３回，金沢ヤングＣｈ３着
トロンアゲイン（18牝 ＊プリサイスエンド）�１勝

スノーピアサー（12牝 マンハッタンカフェ）不出走
バトルピアサー（17牝 ＊バトルプラン）１勝
マーゴットワーズ（19牡 ＊アイルハヴアナザー）�１勝

モードザナゲット（14牝 ハーツクライ）	２勝
パーフェクトクイン（15牝 マツリダゴッホ）	３勝

３代母 チアズフラワー（90鹿 Al Nasr）出走
チアズグレイス（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，桜花賞‐Jpn1，オークス

‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ４着，etc.，優３牝
チアズガディス（03牝 ＊フレンチデピュティ）１勝
ダンツアトラス（10牡 ＊バゴ）２勝，京都２歳Ｓ‐LR ２着，御在所特別３
着，五泉特別３着

マイティティー（12牝 ＊エンパイアメーカー）５勝，御陵Ｓ，愛宕特別，�
１勝��，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3

メイショウセイカ（07牝 ＊クロフネ）不出走
ルックスマート（15牡 ヴィクトワールピサ）�２勝，２０１８ＹＪＳＦＲ中山１
戦２着，調布特別３着，陣馬特別３着

チアズシュタルク（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，毎日杯‐Jpn3，共同通信杯
‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3 ２着

４代母 ＊デュカイナ（81 IRE 鹿 Northfields）GB・IRE１勝，Strensall S‐L ３着
［孫］ ダラワールDarawar（92 牡 Shernazar）FR１勝，P. Ridgway‐L 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

434 マリア２０２１ 牡・鹿 ５／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアマリア ＊フォーティナイナー

��
��
�チアズフィアレス青鹿 2008 チアズフラワー

＊デュカイナ 21a
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5 Mr. Prospector S4×M4
Lyphard S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ＊マリブウィン（06 USA鹿 Malibu Moon）USA５勝，Northern Fling S‐R，
Ambassador of Luck S‐R ３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－３（８）〕
アルマレイモミ（13牝鹿 Uncle Mo）２勝，日田特別（芝 2000）
エンパイアロウ（14牡鹿 ＊エンパイアメーカー）�１勝��
スクープ（15牡栗 オルフェーヴル）�２勝��３勝�入着５回
セイクリッドサン（16牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）１勝
シャーレ（17牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）２勝
ウン（19牡青鹿 キタサンブラック）���１勝�１勝

２代母 シージェイミーウィン Sea JamieWin（93 USA鹿 Dixieland Band）USA１勝
ダウリーDowry（00牝 Belong to Me）USA４勝

ネレイドNereid（08 牝 Rock Hard Ten）USA３勝，アメリカンオークス
‐G1，ロデオドライヴＳ‐G1 ２着，デルマーオークス‐G1 ３着，Ｑエリ
ザベス二世チャレンジＣ‐G1 ３着
フィガレラズクイーン Figarella's Queen（15牝 Medaglia d'Oro）USA
３勝，Sanibel Island S‐L，インディアナオークス‐G3 ２着，W
ayward Lass S３着

シークイーン Sea Queen（11牝 Lemon Drop Kid）USA３勝，Wonder A
gain S，ベルモントオークス‐G1 ２着，サンズポイントＳ‐G2 ３着

ザハーク The Herc（01 牡 Lord Carson）USA３勝，Sunny Slope S‐L，Gol
den Bear S，Gold Rush S‐L ２着

マイティクレヴァーMighty Clever（02 牝 Clever Trick）USA２勝，Flower Gir
l H‐R ３着
エルヘフェグランデ El Jefe Grande（10� Silver Train）USA４勝，コモン

ウェルスＢＣＳ‐G2 ３着
ディクシーモンDixie Mon（05牡 Maria's Mon）USA１勝，Fitz Dixon，Jr. Me

morial Juvenile S‐L ２着，Pinjara S‐R ３着，種牡馬

３代母 ウィンダンシーWindansea（87 USA芦 Conquistador Cielo）USA５勝，D
avona Dale S，フェアグラウンズオークス‐G3 ２着，Weekend Delight Breeder
s' Cup S２着，Half Moon S２着，La Troienne 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

435 マリブウィン２０２１ �・鹿 ３／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊

マリブムーン A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Malibu Moon Macoumbaマリブウィン シージェイミーウィン Dixieland Band

��
��
�Sea JamieWin鹿USA 2006 Windansea

1o
Mr. Prospector M4×M5 Northern Dancer M4×S5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 マルトクビクトリー（12鹿 ＊フレンチデピュティ）入着２回，フェニックス賞‐OP
（芝 1200）３着，�３勝�
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
マルトクローレル（18牝栗 エスポワールシチー）��３勝
ストロングフォース（19牡黒鹿 ＊ロージズインメイ）�出走
ケイツードラム（20牡鹿 ヴィクトワールピサ）�未出走

２代母 スーパーマルトク（03鹿 アドマイヤボス）３勝，ＵＨＢ杯‐L ２着，函館日刊
スポーツ杯
マイネルボルソー（11牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，両津湾特別２着，�２勝�
チョウクルクル（13牝 ＊コンデュイット）�10 勝，のじぎく賞３着
ジャックナイフ（14牡 カンパニー）入着４回，�３勝�７勝

３代母 エリットビーナス（96鹿 ＊ジェイドロバリー）入着３回
スーパーボス（00� フサイチコンコルド）３勝，西脇特別，花園Ｓ３着
マルトク（01牝 マーベラスサンデー）５勝，新涼特別２着

マルトクスパート（10牡 ＊アルデバランⅡ）入着５回，�20 勝�２勝�	，園田
ＦＣスプリント，サマーＣ，東海桜花賞，etc.

レッツゴードンキ（12牝 キングカメハメハ）３勝，桜花賞‐G1，京都牝馬Ｓ
‐G3，スプリンターズＳ‐G1 ２着，etc.，�	入着

クィーンマルトク（02牝 ＊マイネルラヴ）３勝，ＳＴＶ賞，ＳＴＶ賞２着，サロマ湖
特別２着，etc.

４代母 フリースピリツト（86鹿 ＊リアルシヤダイ）出走
［子］ ニューイチトク（05牡 ＊サウスヴィグラス）４勝，白川郷Ｓ，舞鶴特別，

オークランドＲＣＴ２着
ユレルオモイ（97牝 メジロマックイーン）５勝，大雪Ｈ２着，層雲峡特別
２着，噴火湾特別２着，etc.

［孫］ ニシケンフロド（01牡 サクラチトセオー）�４勝
入着，荒尾ダービー３着

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： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

436 マルトクビクトリー２０２１ �・栗 ４／ ６
＊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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandマルトクビクトリー アドマイヤボス

��
��
�スーパーマルトク鹿 2012 エリットビーナス

＊レデイフランダーズ 4r
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 マーティンオート（10鹿 ＊プリサイスエンド）３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ロマンロケット（18牝栗 ミッキーアイル）��入着２回�１勝��１勝
マルトドラゴン（19�鹿 ＊ドレフォン）�入着
バルフォアテソーロ（20牡黒鹿 ブラックタイド）�未出走

２代母 オートクリス（06鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
オートリボーン（12牝 ブラックタイド）１勝
マーティンクリベー（13牡 ＊ベーカバド）入着，��７勝
マーティンリボーン（17牝 ブラックタイド）��２勝
クリスバーグ（18牝 スピルバーグ）��１勝

３代母 オートジャーニー（94鹿 ＊リズム）２勝，�１勝
ミナモトトニーオー（00牡 ＊トニービン）１勝
オートキャメロン（01牝 ＊エルコンドルパサー）�２勝�

シゲルアボカド（09牡 ＊クロフネ）入着３回，��２勝	２勝
ノイモント（03牡 ＊エルコンドルパサー）
５勝

４代母 カーナ（82黒鹿 アローエクスプレス）不出走
［子］ ヤマヒサウイング（88牡 ＊プルラリズム）４勝，ＴＶＱ杯，飛梅賞，万葉

Ｓ２着，etc.
ゼンノクリーク（95牡 ＊リズム）３勝
ヤマヒサレディー（86牝 ＊ムーリン）１勝
タガノルネサンス（91牡 レジエンドテイオー）��２勝�５勝
タガノストリーム（92牝 ＊ラシアンルーブル）��２勝�

［孫］ サンドウェル（99牝 サンデーウェル）�９勝
ヤマヒサクローバー（91牝 ウインザーノツト）��１勝

５代母 マスフアーバ（75鹿 ＊フアバージ）２勝
［子］ アサカリフアード（84牡 ＊リイフオー）２勝，アマリリス賞，御岳特別３

着，�２勝入着
ファションファーバ（93牡 ＊サンキリコ）�５勝
ヒノデスーパーマン（91牡 ＊リフアーズスペシヤル）�２勝	入着３回

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

437 マーティンオート２０２１ 牡・鹿 ５／ ６

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyマーティンオート ＊シンボリクリスエス

��
��
�オートクリス鹿 2010 オートジャーニー

＊星旗 16h
Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウアリス（07黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（17）〕
メイショウカゲロウ（12牝黒鹿 ＊スタチューオブリバティ）�10 勝
モンタナドライブ（16牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）１勝，���１勝�２勝
オンギ（17�栗 ＊ダンカーク）��３勝�１勝
ピーエムタイガ（19牡黒鹿 ＊トビーズコーナー）���出走

２代母 ＊コッコレ（99 USA栗 Carson City）１勝
メイショウレガーロ（04牡 マンハッタンカフェ）４勝，京成杯‐Jpn3 ２着，巴賞

‐L ２着，新潟記念‐G3 ３着，函館記念‐G3 ３着，中山金杯‐G3 ３着，etc.
バトルモア（06牡 ジャングルポケット）�２勝
メイショウオオゾラ（08牡 アグネスタキオン）１勝，萩Ｓ‐OP ２着
メイショウピッケル（09牡 マンハッタンカフェ）入着，	３勝�

３代母 ＊ファインディッシュ（92 USA栗 Devil's Bag）GB・USA２勝
ファインディンプル（00牝 Silver Hawk）不出走

ダブルウェッジ（06牡 ＊マイネルラヴ）２勝，アーリントンＣ‐G3，シンザン記
念‐G3 ２着，西宮Ｓ２着，etc.，��１勝�

ビービーバーレル（13牝 ＊パイロ）２勝，フェアリーＳ‐G3，大沼Ｓ‐OP ２着，etc.，
�入着４回，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3 ３着，etc.

４代母 コネクティングリンクConnecting Link（85 USA栗 Linkage）USA入着
［子］ リンクリヴァー Link River（90 牝 GoneWest）GB・USA６勝，ジョン

ＡモリスＨ‐G1，ゴーフォーワンドＳ‐G1 ２着
ディナーアットアーリーンズDinner At Arlene's（02牝 Forestry）USA５勝，
Hastings Park H，Boeing H，King County H３着

［曾孫］ ユラローナ Yulalona（07� Dubai Destination）AUS５勝，ＡＴＣサマ
ーＣ‐G3，ATC Dulcify Quality H‐L，Clarence River JC Graft
on C‐L ２着，etc.

アップルゲイト Applegate（09 牝 Exceed And Excel）AUS１勝，V
RCOttawa S‐L

ペティートジャック Petite Jack（13� Champs Elysees）�GB10 勝，
Quebec S‐L，GB障害１勝

販売申込者・所有者： ㈲鮫川ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4276
生 産 牧 場： ㈲鮫川ファーム
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

438 メイショウアリス２０２１ �・黒鹿 ５／１９
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジメイショウアリス
＊ Carson City

��
��
�コッコレ黒鹿 2007 ＊ファインディッシュ

7
Halo M4×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ミステリアスガール（08栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ペプチドルーカス（16牡鹿 ルーラーシップ）�入着 10回，筑紫特別（芝 1200）３着，

栃尾特別（芝 1200）３着，�３勝
ネオデレヤ（17牡栗 ＊エスケンデレヤ）入着，���出走
タツノキララ（19牝鹿 ＊マクフィ）���入着

２代母 エアイゾルテ（97栗 ＊ノーザンテースト）３勝
マルカベスト（05牡 アグネスタキオン）４勝，マレーシアＣ，有田特別，小石原特

別，三河特別２着，はなのき賞２着，etc.
マルカファイン（09牡 アグネスタキオン）３勝，宮崎特別２着，知床特別３着，奥

尻特別３着，�１勝
オースミナイン（10牡 ディープインパクト）４勝，京都金杯‐G3 ２着，ゴールデン

ホイップＴ，久多特別，垂水Ｓ２着，皆生特別２着，etc.
オースミメテオール（14牡 マンハッタンカフェ）１勝
フィールドドウサン（15牡 マンハッタンカフェ）１勝，��５勝

３代母 ＊ニフテイアンドニート（81 USA鹿 Vigors）USA４勝，Bal Harbour S，
Soft Touch S２着，Bed O' Roses Visitation S‐R ３着，Bowl of Flowers
Visitation S‐R ３着，Satin and Lace S３着
ニフティニース（87牝 Raise a Native）７勝，セントウルＳ‐Jpn3，関屋記念

‐Jpn3，ＢＳＮ杯‐OP，etc.
ニフティハート（97牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回
シンゲン（03牡 ＊ホワイトマズル）９勝，オールカマー‐G2，エプソムＣ
‐G3，新潟大賞典‐G3，etc.

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

ナムラチアーズ（08牝 マンハッタンカフェ）入着
ナムラカメタロー（16牡 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，師走Ｓ‐L，etc.，�１
勝�入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

ニフティダンサー（88牡 ＊ノーザンテースト）７勝，七夕賞‐Jpn3，吾妻小富士ＯＰ
‐OP ３着，総武Ｓ，etc.

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

439 ミステリアスガール２０２１ �・鹿 ３／２４
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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラミステリアスガール ＊ノーザンテースト

��
��
�エアイゾルテ栗 2008 ＊ニフテイアンドニート

16g
ノーザンテーストM3×S4

価格： 購買者：



母 ミスビートリックス（16青鹿 ＊ノヴェリスト）�２勝
初仔

２代母 トゥザハピネス（09鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
ミヤジユウダイ（14牡 カンパニー）２勝，南相馬特別，陣馬特別２着，奥の細道特

別２着，中京スポニチ賞２着
クールファイブ（18牡 ルーラーシップ）�２勝，印西特別３着
トゥザヒロイン（19牝 ジャスタウェイ）�１勝

３代母 トゥザヴィクトリー（96鹿 ＊サンデーサイレンス）６勝，エリザベス女王杯
‐Jpn1，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＳ‐Jpn3，etc.，
UAE入着，ドバイワールドＣ‐G1 ２着，優古牝
アゲヒバリ（04牝 ＊クロフネ）��４勝

メドウラーク（11牡 タニノギムレット）６勝，七夕賞‐G3，アンドロメダＳ‐L
３着，カシオペアＳ‐L ３着，etc.，障害３勝

ダノンディスタンスDanon Distance（14牡 ルーラーシップ）３勝，京都新聞
杯‐G2 ３着，若駒Ｓ‐LR ２着，稲荷特別，etc.

リオンリオン（16牡 ルーラーシップ）４勝，セントライト記念‐G2，青葉賞
‐G2，大寒桜賞，etc.，種牡馬

トゥザグローリー（07牡 キングカメハメハ）８勝，日経新春杯‐G2，日経賞‐G2，
京都記念‐G2，etc.，種牡馬

トゥザワールド（11牡 キングカメハメハ）４勝，弥生賞‐G2，若駒Ｓ‐LR，有馬記
念‐G1 ２着，etc.，AUS入着，種牡馬

トーセンビクトリー（12牝 キングカメハメハ）６勝，中山牝馬Ｓ‐G3，ローズＳ
‐G2 ３着，クイーンＳ‐G3 ２着，etc.

４代母 ＊フェアリードール（91 USA栗 Nureyev）GB出走
［子］ サイレントディール（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，武蔵野Ｓ‐G3，

シンザン記念‐Jpn3，etc.，�１勝��入着�，佐賀記念‐Jpn3，etc.，
種牡馬

［孫］ デニムアンドルビー（10牝 ディープインパクト）３勝，ローズＳ‐G2，フ
ローラＳ‐G2，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 笹島 政信＝浦河町上絵笛 �0146-22-0709
生 産 牧 場： 笹島 政信
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

440 ミスビートリックス２０２１ �・鹿 ４／ ４

＊

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

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonミスビートリックス ＊シンボリクリスエス

��
��
�トゥザハピネス青鹿 2016 トゥザヴィクトリー

＊フェアリードール 9f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ボンセグレート（16栗 ゴールドアリュール）出走
初仔

２代母 シークレットルーム（01栗 ＊タイキシャトル）２勝，伊万里特別２着
クラーベセクレタ（08牝 ＊ワイルドラッシュ）�３勝��９勝�，クイーン賞‐Jpn3，

クイーン賞‐Jpn3 ２着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着，マリーンＣ
‐Jpn3 ２着，スパーキングサマーＣ，etc.，ＮＡＲ優３牝
クラーベドラド（19牡 ＊キンシャサノキセキ）�１勝

マジックキー（13牝 ＊ワイルドラッシュ）��９勝
アナザードア（14牝 ヴァーミリアン）�１勝�１勝��２勝
アルマセグレート（17牝 ゴールドアリュール）１勝

３代母 ＊リボーズシークレット（93 IRE 鹿 ＊デインヒル）GB・IRE・USA２勝，プリンセ
スマーガレットＳ‐G3 ２着，セニョリータＳ‐G3 ３着，レイルウェイＳ‐G3 ３着
アフレイタス（99牝 ＊サンデーサイレンス）出走

エトピリカ（07牝 キングカメハメハ）４勝，医王寺特別，小郡特別２着，彦根
Ｓ３着，etc.
ディアボレット（15牝 ディープブリランテ）２勝，豊栄特別３着，紫川特
別３着

スキップ（16牡 ＊ロージズインメイ）�２勝，仲春特別２着，別府特別３着，
鷹ケ峰特別３着，etc.

ヒバリ（17牝 エピファネイア）２勝，筑紫特別，さわらび賞２着
テオフィルス（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，八重桜賞，��１勝

４代母 グリムGlim（84 USA鹿 Damascus）USA出走

５代母 グリスクGlisk（72 USA鹿 Buckpasser）USA３勝
［子］ ＊グロウ（83牡 Northern Dancer）USA４勝，サラナクＳ‐G2，Maryla

nd Turf S‐LR，セクレタリアトＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ラストラ Lustra（85 牡 Danzig）USA５勝，Thanksgiving H‐L，種牡馬

［孫］ レラートデルガート Relato Del Gato（01牡 Tale of the Cat）USA９
勝，Phoenix Gold C‐L，モーヴィックＨ‐G3 ２着，Pirate's B
ounty H‐R ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 高橋 義浩＝新ひだか町東静内 �0146-44-2534
生 産 牧 場： 高橋 義浩
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

441 ボンセグレート２０２１ 牡・鹿 ４／２８

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤボンセグレート ＊タイキシャトル

��
��
�シークレットルーム栗 2016 ＊リボーズシークレット

1s
Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 ムーンフライト（11鹿 アドマイヤムーン）入着，��２勝�
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
インパルスベルン（18牡鹿 ホッコータルマエ）１勝

２代母 ＊インターラプション（95 GB栗 Zafonic）不出走
マッチファスターMuch Faster（01 牝 ＊ファスリエフ）GB・FR４勝，ロベールパ

パン賞‐G2，ボワ賞‐G3，P. La Fleche‐L，モルニー賞‐G1 ２着
シュガーフリー Sugar Free（06 牝 Oasis Dream）GB・IRE２勝，Land O'

Burns S‐L，フライイングファイヴＳ‐G3 ３着
アペイスApace（08牝 Oasis Dream）GB２勝
ビョルン Bjorn（18牡 Acclamation）�ITY３勝，P. Gardone‐L，
P. Rumon‐L ３着

トーセンアーチャー（04牡 Barathea）５勝，トパーズＳ‐L ３着，観月橋Ｓ，上賀
茂Ｓ，内外タイムス杯２着，etc.，��入着２回，京成盃グランドマイラーズ
２着，KOR１勝

ファストワーカー（08牡 ネオユニヴァース）２勝

３代母 インターミッション Intermission（73 GB栗 Stage Door Johnny）GB３勝，
Cambridgeshire H
インターヴァル Interval（84 牝 Habitat）GB・FR４勝，モーリスドゲースト賞

‐G2，Hackwood S‐L，英１０００ギニー‐G1 ３着，etc.
クリシアKrisia（92 牝 Kris）FR１勝
コンティネント Continent（97� Lake Coniston）GB・FR・HKG７勝，
ジュライＣ‐G1，アベイドロンシャン賞‐G1，キングズスタンドＳ‐G2
２着，etc.

インババラ Imbabala（95 牝 Zafonic）FR１勝
ザンベジサン Zambezi Sun（04牡 Dansili）FR・USA４勝，パリ大賞
‐G1，フォワ賞‐G2，シャンティー大賞‐G2 ２着，etc.，種牡馬

インテリム Interim（91牝 Sadler's Wells）GB・FR・USA５勝，ラプレヴォワイ
ヤントＨ‐G2，リヴァーシティーズＳ‐G3，Waya H‐L，etc.
ミッドシップスMidships（05 牡 Mizzen Mast）GB・USA５勝，チャールズ

ホイッティンガムメモリアルＨ‐G1，サンフアンカピストラーノＨ‐G2，
サンルイスレイＨ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337
生 産 牧 場： ㈲静内白井牧場
飼 養 者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337

442 ムーンフライト２０２１ �・青鹿 ２／２６
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellブラックタイド

＊ Alzao

��
��
�ウインドインハーヘア黒鹿 2001 Burghclere

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズムーンフライト
＊ Zafonic

��
��
�インターラプション鹿 2011 Intermission

1p
サンデーサイレンス S2×M4 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ミステリアスオーラ（06黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－４（９）〕
モアザンイナフ（12牡黒鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝��１勝��
ミュゲモンレーヴ（13牝鹿 ＊バゴ）��１勝
アポロンテンリュウ（14牡鹿 ＊キングズベスト）�２勝��２勝
ヒナノチョウテン（16牡鹿 ＊キングズベスト）���２勝
ミステリオーソ（17牡黒鹿 ＊パイロ）�３勝，相馬特別（Ｄ1700），堺Ｓ（Ｄ1800）

２着，平城京Ｓ（Ｄ1800）２着，豊前Ｓ（Ｄ1700）２着，西脇特別（Ｄ1800）２着
ミステリマスカット（19牝鹿 ダノンシャーク）出走，�地方未出走

２代母 ＊レディソヴリン（88 USA青鹿 Sovereign Dancer）不出走
ピサノメジャール（96牝 Miswaki）１勝
ツルマルバクシン（00牡 ＊サンダーガルチ）５勝，赤穂特別２着，河原町特別２着，

飛梅賞３着
ピサノペガサス（01� ＊サンデーサイレンス）３勝
ウインイージス（03牡 ＊タイキシャトル）３勝，鞍ケ池特別３着，赤湯特別３着
マイネルレギメント（05牡 ＊シンボリクリスエス）１勝

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

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

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

‐Jpn2，もみじＳ‐OP，優２牡，種牡馬
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
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： ㈲笹地牧場＝浦河町上杵臼 �090-3115-7962
生 産 牧 場： ㈲笹地牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

443 ミステリアスオーラ２０２１ �・鹿 ３／１４

＊

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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayミステリアスオーラ
＊ Sovereign Dancer

��
��
�レディソヴリン黒鹿 2006 ＊ミルレーサー

22d
Seattle Slew S4×M5 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 ミンドゥルレ（00鹿 ＊カコイーシーズ）��４勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（17）〕
アヴィニヨン（07牝黒鹿 ＊アジュディケーティング）��３勝
ミンドゥルレキル（08牡鹿 ＊コマンダーインチーフ）��１勝
インビクタス（09牡鹿 ゴールドアリュール）���１勝・３勝
サラゴールド（13牝鹿 ＊パイロ）�２勝
スマートダッシュ（16牝鹿 シビルウォー）�７勝
ラフィット（19牝鹿 シビルウォー）���入着２回

２代母 フアニートウシヨウ（83栗 トウシヨウボーイ）不出走
トウショウディアス（88牡 ＊パーフライト）３勝，白百合Ｓ‐OP ２着，江坂特別，

あやめ賞
トウショウクラブ（91牡 サクラトウコウ）２勝，�７勝
トウショウホリック（92牡 ＊ダンサーズイメージ）１勝，�２勝
ナイストップボーイ（01牡 タヤスツヨシ）１勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2 ２着，障害

３勝，�１勝

３代母 ラブリトウシヨウ（75栗 ＊シルバーシヤーク）８勝，シンザン記念，北海道３
歳Ｓ，エリザベス女王杯２着，阪神３歳Ｓ３着，新潟大賞典２着，etc.，優２牝
モガミキッカ（88牡 トウシヨウボーイ）２勝，萩Ｓ‐OP，��７勝	１勝，関東盃，

ダイオライト記念，etc.

４代母 ＊グリセツタ（58 GB芦 Grey Sovereign）GB２勝
［子］ ゴールゲッターGoal Getter（72 牡 Royal Palace）BEL２勝，P. de la

Commune d'Uccle‐L，P. Lunden‐L ３着
［孫］ アベール A Ver（74牡 Vervain）USA・ARG10 勝，P. Jose B.Zubiaurre

ビステ Viste（72 牡 Vervain）ARG・PAN１勝，P. Sociedad de Emple
ados de Corral‐L，Derby de Panama‐L ２着，G.P. Junta de
Control de Juegos‐L ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ ヴェンタネイロ Ventaneiro（76 牡 Breeders Dream）BRZ３勝，ピラテ
ィニンガ大賞‐G3，１０月２９日賞‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： 白瀬 盛雄＝日高町緑町 �090-6999-0079
生 産 牧 場： 白瀬 盛雄
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

444 ミンドゥルレ２０２１ �・鹿 ３／２３
＊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

＊ Alydar

�
�
�
�
�

��
��

�カコイーシーズ Careless Notionミンドゥルレ トウシヨウボーイ

��
��
�フアニートウシヨウ鹿 2000 ラブリトウシヨウ

＊グリセツタ 13e
Raise a Native M4×S5 テスコボーイM4×S5

価格： 購買者：



母 メイショウアレーナ（09栗 アグネスタキオン）入着３回，�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
メイショウミチシオ（14牡栗 ＊サウスヴィグラス）�２勝
サンニコーラ（15牡栗 ＊パイロ）���１勝・３勝
タマノシュシュ（17牝青 ヴァーミリアン）入着２回，��２勝�入着��
メイショウレッシ（18牡栗 トゥザグローリー）��入着

２代母 ＊ロスケイ（91 USA青鹿 Woodman）GB入着
ロスタイム（98牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，梅田Ｓ，白川郷Ｓ，灘Ｓ２着，ホン

コンＪＣＴ２着，伊丹特別２着
ロスブライアン（99牡 ナリタブライアン）入着，�４勝
ロスジュリア（00牝 ＊ラムタラ）�	２勝
メイショウアイリス（01牝 ＊ジョリーズヘイロー）入着，�１勝

メイショウシンシア（11牡 ＊シニスターミニスター）２勝，ヒヤシンスＳ‐LR
３着，樅の木賞，ポインセチア賞２着

エステヴァン（02
 メジロライアン）２勝，障害１勝
オヤマエルニーニョ（03牡 ＊ブライアンズタイム）１勝，�１勝
メイショウアサガオ（05牝 フジキセキ）４勝，カーネーションＣ，フィリピンＴ２

着，御嶽特別２着
シルクエステート（06牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，日豊特別，両津湾特別２着，

瀬波温泉特別２着，メルボルンＴ２着，羊蹄山特別２着，etc.
メイショウミルキー（08牡 マヤノトップガン）�２勝

３代母 マウントホリオークMount Holyoke（84 IRE 鹿 Golden Fleece）GB１勝
ウットンリヴァ－ズWootton Rivers（90 牡 Woodman）GB・FR・IRE・GER・I

TY６勝，グイドベラルデリ賞‐G2，カルロポルタ賞‐G3，Magnolia S‐L，etc.，
種牡馬

マジェラーノMagellano（94牡 Miswaki）FR２勝，ラフォルス賞‐G3，サンクル
ー大賞‐G1 ２着，種牡馬

４代母 アマランダ Amaranda（75 USA鹿 Bold Lad）GB４勝，クイーンメアリー
Ｓ‐G2，St. Hugh's S，フライイングチルダーズＳ‐G1 ２着，ネルグウィンＳ
‐G3 ２着，モールコームＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲斉藤英牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5465
生 産 牧 場： ㈲斉藤英牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

445 メイショウアレーナ２０２１ �・黒鹿 ４／１７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラメイショウアレーナ
＊ Woodman

��
��
�ロスケイ栗 2009 Mount Holyoke

3c
Mr. Prospector S4×M4×S5 Buckpasser S5×M5

価格： 購買者：



母 メイユーブルーム（05栗 ダンスインザダーク）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（７）〕
ダノンクィーン（11牝芦 ＊チチカステナンゴ）�６勝�入着
ローリングタワー（14牡黒鹿 ＊ハービンジャー）３勝，北辰特別（芝 1800），知床特

別（芝 2000）
モズハチキン（16牝鹿 ＊ハービンジャー）１勝
スターレイジング（18牡青鹿 ＊ノヴェリスト）���１勝

２代母 フローラルグリーン（98栗 ＊フォーティナイナー）４勝，エルフィンＳ‐OP，
常陸特別，なにわＳ３着，ハッピーエンドＣ３着
ダノンヨーヨー（06牡 ダンスインザダーク）６勝，富士Ｓ‐G3，ポートアイランドＳ

‐L，マイルＣｈＳ‐G1 ２着，マイラーズＣ‐G2 ３着，安田記念‐G1 ４着，etc.
ミッキーセブン（08牡 ＊フレンチデピュティ）１勝
メジャーガラメキ（12牝 ダイワメジャー）３勝，鳴海特別３着
ビップライブリー（13牡 ダイワメジャー）６勝，春雷Ｓ‐L，京阪杯‐G3 ２着，タン

ザナイトＳ‐OP ３着，白秋Ｓ，晩春Ｓ，etc.
イヴ（17牝 ダイワメジャー）１勝

３代母 ＊フローラルマジック（85 USA黒鹿 Affirmed）USA６勝，Los Altos H‐LR，
Puget Sound H２着，サンタイネスＳ‐G3 ３着，Charles H. Russell H
‐L ３着，Orinda H‐L ３着

＊ペイパーレイン（91牝 Bel Bolide）USA６勝
マツリダゴッホ（03牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，有馬記念‐G1，オールカマ

ー‐G2（３回），日経賞‐G2，etc.，種牡馬
ナリタトップロード（96牡 サツカーボーイ）８勝，菊花賞‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，

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

ディアナムラ（07牝 ザッツザプレンティ）出走
ナムラメルシー（14牝 ＊エンパイアメーカー）��８勝�３勝�，エンプレス杯

‐Jpn2 ２着

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

446 メイユーブルーム２０２１ �・鹿 ５／ ７
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 ＊ダンシングキイメイユーブルーム ＊フォーティナイナー

��
��
�フローラルグリーン栗 2005 ＊フローラルマジック

18
Mr. Prospector S4×M4 Nijinsky M4×S5 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 メモリーフェミナ（08栗 ＊キャプテンスティーヴ）�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（６）〕
メモリーロイヤル（14牝鹿 ＊ホワイトマズル）�５勝�
メモリーコバルト（15牝栗 ＊プリサイスエンド）２勝
メモリーシェーク（19牝栗 トランセンド）��１勝

２代母 メモリーアイズ（99栗 ＊ブライアンズタイム）入着
メモリージャグラー（04牡 ＊スキャン）入着６回，�２勝�入着２回

３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
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.
メモリージュエル（95牝 ＊アーミジャー）１勝，サフラン賞３着

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
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.

４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.

５代母 バルザミックBalsamique（73 FR鹿 Tourangeau）FR７勝，FR障害２勝
［孫］ ツィーテン Zieten（90牡 Danzig）入着，GB・FR６勝，ミドルパークＳ

‐G1，英チャレンジＳ‐G2，フォンテヌブロー賞‐G3，etc.，種牡馬
ブルーダスター Blue Duster（93 牝 Danzig）GB・FR５勝，チヴァリー
パークＳ‐G1，プリンセスマーガレットＳ‐G3，クイーンメアリーＳ
‐G3，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

447 メモリーフェミナ２０２１ 牡・栗 ５／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスアンライバルド
＊ Sadler's Wells

��
��
�バレークイーン鹿 2006 Sun Princess

＊ Fly So Free

�
�
�
�
�

��
��

�キャプテンスティーヴ Sparkling Deliteメモリーフェミナ ＊ブライアンズタイム

��
��
�メモリーアイズ栗 2008 ＊バラワキ

16
Northern Dancer S4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 メリーウェザー（10鹿 メジロベイリー）入着４回，��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７）〕
シゲルタイタン（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�４勝，天保山Ｓ‐OP
（Ｄ1400）２着，天満橋Ｓ（Ｄ1400），鳴門Ｓ（Ｄ1400）２着，遠江Ｓ（Ｄ1400）２
着，天王寺Ｓ（Ｄ1400）２着，播磨Ｓ（Ｄ1400）３着，苫小牧特別（Ｄ1700）３着

マレフィセント（18牝芦 ＊クロフネ）���入着３回
グランアリエル（19牡鹿 ビッグアーサー）�３勝，ＨＴＢ杯（芝 1200），ゆきつば

き賞（芝 1200）
シーウィザード（20牡鹿 ＊ビーチパトロール）�未出走

２代母 パシフィックベル（99鹿 ＊アフリート）�１勝��１勝�，２歳優駿若駒賞３着
メジロシーゴー（05牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝
メジロチャンプ（06牡 メジロライアン）３勝，サロベツ特別，ひいらぎ賞，札幌ス

ポニチ賞３着
メガポリゴン（14牡 ダイワメジャー）２勝

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

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

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

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

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

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.
［孫］ ＊サンダーガルチ（92牡 Gulch）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，ベ

ルモントＳ‐G1，トラヴァーズＳ‐G1，etc.，種牡馬

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

448 メリーウェザー２０２１ �・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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�メジロベイリー レールデユタンメリーウェザー ＊アフリート

��
��
�パシフィックベル鹿 2010 ＊ザスキート

11d
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ミストラスト（01 USA栗 Nashwan）FR入着５回
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－５（９）〕
ニシノモレッタ（07牝栗 ＊タイキシャトル）３勝，ききょうＳ‐OP（芝 1400）２着，

驀進特別（芝 1000）２着，邁進特別（芝 1000）３着，大江山特別（芝 1400）３着，
かえで賞（芝 1400）３着
ニシノキントウン（15牡 ＊クロフネ）�３勝，壬生特別，あやめ賞，アクアマリ

ンＳ２着，新潟日報賞３着
フルミナーレ（09牝鹿 ＊ファルブラヴ）�１勝
ラストミストラスト（11牝鹿 キングヘイロー）�２勝�
セイウンオセアン（12牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝，��１勝�１勝�
リヒト（13�栗 ＊パイロ）��３勝
ネオタイガショット（17牡栗 ネオユニヴァース）�１勝
ホワイトレッグス（19牡栗 ＊ディスクリートキャット）�入着２回

２代母 ミュージカルブリスMusical Bliss（86 USA鹿 The Minstrel）GB・FR３勝，
英１０００ギニー‐G1，ロックフェルＳ‐G3
ハマースタイン Hammerstein（93 牡 Kris）GB・UAE３勝，Nad Al ShebaMile

‐L ３着，種牡馬
ムスカデルMuscadel（94 牝 Nashwan）FR２勝，P. de Liancourt‐L
ラニームRaneem（98� GoneWest）FR・USA・UAE５勝

３代母 ボーリBori（72 USA鹿 Quadrangle）USA入着２回
セイフプレイ Safe Play（78牝 Sham）USA11 勝，ラカニャーダＳ‐G1，フォール

ズシティＨ‐G3，Jasmine S，etc.
ディフェンシヴプレイDefensive Play（87牡 Fappiano）GB・USA６勝，チ

ャールズＨストラブＳ‐G1，マンノウォーＳ‐G1，イクセルシアＨ‐G2，etc.，
種牡馬

カセッサCasessa（87 牝 Caro）GB・USA入着２回
ニューセンチュリーNew Century（92� Manila）GB・USA４勝，Forty‐Ni

ner H‐L ２着，サンディエゴＨ‐G3 ３着，Skywalker H‐R ３着
テンプルオヴアルテミス Temple of Artemis（99 牡 ＊スピニングワールド）G

B・FR・IRE１勝，キラヴランＳ‐G3 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

449 ミストラスト２０２１ 牡・鹿 ４／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアドミラブル ＊シンボリクリスエス

��
��
�スカーレット鹿 2014 グレースアドマイヤ

＊

ナシュワン Blushing Groom

�
�
�
�
�

��
��

�Nashwan Height of Fashionミストラスト ミュージカルブリス The Minstrel

��
��
�Musical Bliss栗USA 2001 Bori

2i
Highclere M4×S5 Busted S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊モーガンズマンボ（02 GB鹿 Kingmambo）USA１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（15）〕
ハーモニアス（09牡鹿 フジキセキ）�２勝�１勝��５勝
ハシルモーガン（10牝鹿 アグネスタキオン）��２勝
アリノマンボ（13牝鹿 オレハマッテルゼ）１勝
アフリカファースト（15牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）�２勝��１勝
アカンダナパワー（16牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）入着，��入着��
カツノサンキュウ（18牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
セイシンクリア（19牝鹿 ＊ケープブランコ）��２勝�入着

２代母 オンリーロワイヤルOnly Royale（89 IRE 鹿 Caerleon）GB・FR・ITY・U
SA９勝，ヨークシャーオークス‐G1（２回），英ジョッキークラブＳ‐G2，フォワ
賞‐G3，P. Giovanni Falck‐L，コロネイションＣ‐G1 ２着，etc.

＊ロイヤルサクセサー（99牝 Mr. Prospector）出走
プリンスオヴペンザンス Prince Of Penzance（09� ＊ペンタイア）AUS７勝，

ＶＲＣメルボルンＣ‐G1，ＭＶＲＣムーニーヴァリーＧＣ‐G2，MR
C Victoria Gold Cup‐L，ＭＶＲＣムーニーヴァリーＧＣ‐G2 ２着，Ｍ
ＲＣサンダウンクラシック‐G2 ３着，etc.

＊ウインレックス（01� Kingmambo）４勝，六甲アイランドＳ，賢島特別，火打山
特別３着，飛竜特別３着，会津特別３着

ムスコヴァドMuscovado（04牝 Mr. Greeley）GB出走
メイビーレイターMaybelater（12 牝 Mount Nelson）GB３勝，Magnolia S

‐L ３着，Upavon S‐L ３着
＊ゴールデンシロップ（18牡 Havana Gold）�４勝，秋色Ｓ，木更津特別

カスターシュガーCaster Sugar（06 牝 Cozzene）GB４勝
バーリーシュガー Barleysugar（13 牝 Kyllachy）GB・USA３勝，Sandy Bl

ue H，オータムミスＳ‐G3 ３着

３代母 エトワ－ルドパリ Etoile de Paris（77 IRE 鹿 ＊クラウンドプリンス）GB・IR
E２勝，アサシＳ‐G3，Carna Fillies S，April Fillies S２着，ジャージーＳ
‐G3 ３着，ソールズベリ１０００ギニートライアル‐G3 ３着，etc.
グリ－ンライトニングGreen Lightning（88牡 Green Desert）IRE・SAF２勝，

レイルウェイＳ‐G3 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 聖心台牧場㈲＝新ひだか町静内田原 �0146-49-5316
生 産 牧 場： 聖心台牧場㈲
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

450 モーガンズマンボ２０２１ �・鹿 ３／ ２

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊

キングマンボ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Kingmambo Miesqueモーガンズマンボ オンリーロワイヤル Caerleon

��
��
�Only Royale鹿GB 2002 Etoile de Paris

9e
Mr. Prospector M3×S5 Raise a Native M4×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 レディピアレス（04栗 Point Given）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－７（23）〕
シナーラ（10牝鹿 ＊クロフネ）１勝，�５勝�入着��
シャンパンビーチ（11牝栗 ゼンノロブロイ）�５勝��入着４回
ロードアルペジオ（13牡栗 キングカメハメハ）４勝，ベテルギウスＳ‐L（Ｄ1800），

御陵Ｓ（Ｄ1800），赤穂特別（Ｄ1800）２着，平城京Ｓ（Ｄ1800）３着，���３勝
ラミングアタック（14牝栗 ヴィクトワールピサ）�２勝�２勝�入着３回��，ブ

ロッサムＣ（Ｄ1600）２着
タケノスペシャル（15牡黒鹿 エイシンフラッシュ）�１勝�１勝��
オウレリア（16牝鹿 ドリームジャーニー）	１勝��
ノルトクリーガー（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）��３勝�

２代母 ＊オウリエット（92 IRE 黒鹿 Caerleon）FR・USA７勝，ゲイムリーＨ‐G1，
サンタバルバラＨ‐G2，ハニムーンＨ‐G3，Osunitas H‐R，Ｑエリザベス二
世チャレンジＣ‐G1 ２着，etc.

＊サムライワールド（99牡 GoneWest）１勝，開成山特別２着，障害１勝，
�１勝
ミステリアスライト（05牡 アグネスタキオン）５勝，天の川Ｓ，稲村ヶ崎特別，葉

牡丹賞
フロムジオリエント（06牡 ＊ブライアンズタイム）３勝
ミュゼミランダ（11牝 ダイワメジャー）１勝

３代母 ローズドクリスタル Rose de Crystal（86 FR鹿 ＊クリスタルグリツターズ）
FR２勝，P. de la Seine‐L，マルセルブサック賞‐G1 ２着，サンタラリ賞‐G1
４着，クロエ賞‐G3 ２着

４代母 ローズアバヴ Rose Above（75 IRE 鹿 Sir Herbert）GB・FR・IRE５勝，チ
ャイルドＳ‐G3，Fasig Tipton C.T.B.A. S，コーク＆オラリーＳ‐G3 ２着，
グリーンランズＳ‐G3 ２着，Castleknock Sprint S２着，etc.

５代母 ライズアバヴ Rise Above（55 GB鹿 Golden Cloud）IRE４勝，Howth H
，Probationers' Plate２着
［子］ ミスターマクヒューMr McHugh（63� Quorum）IRE３勝，Irish Ch

orus S３着，IRE・ITY障害９勝

販売申込者・所有者： ㈲嶋田牧場＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3535
生 産 牧 場： ㈲嶋田牧場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

451 レディピアレス２０２１ 牡・黒鹿 ３／ ９

＊

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

ポイントギヴン ＊サンダーガルチ

�
�
�
�
�

��
��

�Point Given Turko's Turnレディピアレス
＊ Caerleon

��
��
�オウリエット栗 2004 Rose de Crystal

11f
Mr. Prospector S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 アドマイヤヒラリー（02栗 Nashwan）２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－４（20）〕
グリーンパキラ（09牡栗 フジキセキ）入着，��３勝
リスクオン（11牝栗 マツリダゴッホ）入着，��３勝�入着２回
イダクァイマ（12牡栗 ゴールドアリュール）３勝
ディアヒラリー（13牝栗 ネオユニヴァース）��１勝・10勝
ジュンスターホース（14牡栗 キングカメハメハ）３勝，��未出走���１勝�２勝
スターリーパレード（16牡鹿 トーセンホマレボシ）１勝
ポテンシャルリアル（17	栗 リアルインパクト）入着，���入着２回
入着５回
アッレプランタン（19牝栗 スマートファルコン）���入着

２代母 ＊ダリンダ（93 USA芦 Nureyev）FR１勝
サヴォナローラ Savonarola（00 牡 Machiavellian）USA・UAE２勝，Littlebitli

vely S‐R ２着，種牡馬
ダンロスキンDunloskin（01 牝 Selkirk）GB入着２回，ローザーＳ‐G2 ３着
シトラスノカゼ（03牝 フジキセキ）不出走

ジリオンフェイス（10牡 アドマイヤコジーン）�１勝�１勝，筑紫野賞２着
キングオブロマネ（04	 ダンスインザダーク）２勝，山桜賞２着
レジームチェンジ（05牡 タニノギムレット）２勝
マリアビスティー（08牝 ハーツクライ）２勝，岡崎特別，筑後川特別３着

３代母 ダロマDaloma（84 FR芦 ＊ベリフア）FR・USA５勝，エイグリームＨ‐G3，
Monrovia H‐L，Osunitas H‐LR ２着，P. deMeudon‐LR ２着，
ゴールデンポピーＨ‐G3 ３着，etc.
ミスブルーグラスMiss Blue Grass（98 牝 St. Jovite）USA１勝

ギグハーバーGig Harbor（08 牡 City Zip）USA５勝，Alcatraz S‐L，
Oakland S，Harry Henson S３着，種牡馬

マイリルシャムロックMy Lil Shamrock（10牝 City Zip）USA３勝，Gold
en Gate Debutante S３着

アルソノ Alsono（11牡 Limehouse）USA９勝，K.L.A.Q. H，Zia Park
Governor's Cup S，Riley Allison Futurity３着，種牡馬

販売申込者・所有者： スプリングファーム＝青森県十和田市 �090-1389-8996
生 産 牧 場： スプリングファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

452 アドマイヤヒラリー２０２１ 牡・栗 ４／ ８
＊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

ナシュワン Blushing Groom

�
�
�
�
�

��
��

�Nashwan Height of Fashionアドマイヤヒラリー
＊ Nureyev

��
��
�ダリンダ栗 2002 Daloma

2f
Northern Dancer S4×M4 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 マスターマイン（06鹿 Belong to Me）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（８）〕
ムーンレンジャー（12牡黒鹿 ゴールドアリュール）２勝，香取特別（Ｄ1800）２着，

伊勢佐木特別（Ｄ2100）３着
アークマイニング（13牝栗 カネヒキリ）入着２回，�６勝��１勝�入着，フェア

リーＣ（Ｄ1800）２着
アムールフェイス（15牝黒鹿 マツリダゴッホ）�１勝
デルマカンノン（18牝鹿 スピルバーグ）�２勝，キャンドルライト賞（芝 1200）２

着，二本松特別（芝 1200）２着，さざんか賞（芝 1200）２着
スズカレジェンド（19牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）�出走
ボルネオ（20牡鹿 ＊ダノンレジェンド）�未出走

２代母 ＊ソプランマリダフ（94 GB青鹿 Persian Bold）ITY・USA５勝，ブラックヘ
レンＨ‐G2，P. Seregno‐L，P. Gino Mantovani‐L，伊オークス‐G1 ３
着，ジャストアゲイムＨ‐G3 ２着，etc.
スタチュー Statue（02牝 Red Ransom）USA３勝，Sweettrickydancer S，

Noble Robyn S２着
ミスマリダフMiss Mariduff（05 牝 Hussonet）不出走

ポルセンナ Porsenna（10牡 Dylan Thomas）�FR・ITY・SWI19 勝，リボー
賞‐G2，P. Bereguardo‐L，P. d'Estate‐L，リボー賞‐G2 ３着，
ジュビレオ賞‐G3 ２着，etc.

バシレウス Basileus（13 牡 Dream Ahead）FR・ITY４勝，P.d'Estate‐L，
P. Mauro Sbarigia‐L，伊グランクリテリウム‐G2 ２着，リボー賞
‐G3 ２着，P. Natale di Roma‐L ２着，etc.

ゴートゥザミラノ（07牡 ＊アルカセット）１勝

３代母 マリ－ナダフMarina Duff（86 IRE 黒鹿 Caerleon）FR・ITY５勝，ドルメ
ーロ賞‐G3，P. Vittorio Crespi‐L，ロイヤルメアズ賞‐G3 ２着，P. Buonta
lenta‐L ２着，P. Repubbliche Marinare‐L 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

453 マスターマイン２０２１ 牡・黒鹿 ４／２４

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

ビロングトゥミー Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�Belong to Me Belongingマスターマイン
＊ Persian Bold

��
��
�ソプランマリダフ鹿 2006 Marina Duff

3d
Northern Dancer M4×S5 Majestic Prince S5×M5

価格： 購買者：



母 メイカ（04鹿 ダンスインザダーク）２勝，長岡特別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（４）〕
スイチョウカ（11牝鹿 ＊シンボリクリスエス）出走

アオイショー（18牡 ロードカナロア）�２勝，山吹賞
バンクシアパーク（12牡鹿 ＊スニッツェル）�１勝���
サバイバルポケット（13牝鹿 ジャングルポケット）２勝，鷹巣山特別（芝 1600）２着
フジマサスターダム（14牡鹿 ＊タートルボウル）�１勝
ゲットリズム（16牡鹿 ＊ハービンジャー）入着，��２勝
サテンスキー（19牝青鹿 リーチザクラウン）��入着
スライム（20牡鹿 ＊エスケンデレヤ）�地方未出走

２代母 フラワーパーク（92鹿 ニホンピロウイナー）７勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，
高松宮杯‐Jpn1，シルクロードＳ‐Jpn3，ＣＢＣ賞‐Jpn2 ２着，スプリンタ
ーズＳ‐Jpn1 ４着，etc.，優短距，優父内
フィレンツェ（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，すみれＳ‐OP ３着，須磨特別
（２回），クリスマスキャロル賞，あすなろ賞，宇治川特別２着，etc.

フローラルパレス（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
カイアワセ（17牝 ＊アイルハヴアナザー）�３勝，ブラッドストーンＳ２着，四

日市特別３着
パラディーゾ（06牡 ダンスインザダーク）１勝
クリアンサス（08牝 Redoute's Choice）３勝，マーガレットＳ‐LR，春菜賞
ヴァンセンヌ（09牡 ディープインパクト）６勝，東京新聞杯‐G3，安田記念‐G1 ２着，

京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，元町Ｓ，エクセレントＪＳＴ，etc.，種牡馬

３代母 ノーザンフラワー（77栗 ＊ノーザンテースト）不出走
ミラクルムテキ（93牝 ＊キャロルハウス）不出走

エムオーウイナー（01牡 ニホンピロウイナー）７勝，シルクロードＳ‐G3，オ
ーシャンＳ‐Jpn3 ２着，福島民友Ｃ‐L ２着，etc.，種牡馬

４代母 ＊フアイアフラワー（72 IRE 鹿 Dike）不出走
［子］ ダイナカーペンター（84牡 フレーミングユース）８勝，京都記念‐Jpn2，

阪神大賞典‐Jpn2，鳴尾記念‐Jpn2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 斉藤スタッド＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2823
生 産 牧 場： 斉藤スタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

454 メイカ２０２１ �・黒鹿 ５／１１

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイメイカ ニホンピロウイナー

��
��
�フラワーパーク鹿 2004 ノーザンフラワー

＊フアイアフラワー 1n
Halo M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウトパーズ（12芦 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ラーズグリーズ（17�芦 トゥザグローリー）���１勝
ディアブロケー（19牡栗 トゥザグローリー）���１勝
スイートエデン（20牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）�地方未出走

２代母 メイショウアルペン（04黒鹿 Dixie Union）１勝
メイショウエゾホシ（13� ディープスカイ）�２勝�１勝�１勝��入着
シゲノブ（15牡 ゼンノロブロイ）２勝，��１勝	１勝���
，栗駒賞２着
オノーレペスカ（16牝 トーセンホマレボシ）�出走，�３勝

３代母 ＊アルペンローズ（99 USA黒鹿 Kris S.）USA出走
メイショウフェーヴ（05牝 ＊フレンチデピュティ）入着５回，�２勝

メイショウベルボン（14牝 ディープブリランテ）２勝，マーガレットＳ‐LR ３
着，醍醐特別２着，つわぶき賞３着

メイショウオウヒ（08牝 マンハッタンカフェ）入着５回，��３勝
メイショウハリオ（17牡 ＊パイロ）�６勝，マーチＳ‐G3，みやこＳ‐G3，etc.，

��１勝，帝王賞‐Jpn1
テーオーロイヤル（18牡 リオンディーズ）�５勝，ダイヤモンドＳ‐G3，天皇

賞（春）‐G1 ３着，尼崎Ｓ，etc.
メイショウカドマツ（09牡 ダイワメジャー）５勝，ＡＲ共和国杯‐G2 ２着，若葉Ｓ

‐LR ２着，ダイヤモンドＳ‐G3 ３着，etc.
メイショウミハル（14牝 ダイワメジャー）１勝，湯浜特別３着
メイショウキョウジ（15牡 ダイワメジャー）�３勝，北九州短距離Ｓ‐OP ２着，北

九州短距離Ｓ‐OP ３着，船橋Ｓ，etc.，�２勝

４代母 アミゼットAmizette（92 USA鹿 ＊フォーティナイナー）USA入着
［子］ キングオヴローム King of Rome（05� Montjeu）GB・FR・IRE・GER

・UAE４勝，ロイヤルホイップＳ‐G2，メルドＳ‐G3，オイロパ賞
‐G1 ３着，etc.

スーパーエスプレッソ Super Espresso（07牝 Medaglia d'Oro）USA４
勝，アレールデュポンディスタフＳ‐G3，Sky Beauty S，ラフィ
アンＨ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 榊原 敏明＝浦河町絵笛 �0146-22-0682
生 産 牧 場： 榊原 敏明
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

455 メイショウトパーズ２０２１ �・栗 ２／２６
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューメイショウトパーズ Dixie Union

��
��
�メイショウアルペン芦 2012 ＊アルペンローズ

A4
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ラティエラ（04鹿 ＊スキャターザゴールド）��入着７回
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－６（28）〕
エリタージュ（10牝鹿 バブルガムフェロー）障害１勝，�７勝
ロビンソン（12牡鹿 ＊フレンチデピュティ）��２勝
ローデルバーン（13牡黒鹿 デュランダル）２勝，白川特別（芝 2400）３着
ハクサンジョイ（14牝鹿 アドマイヤムーン）�５勝��２勝
ハクサンアレグリア（15牝鹿 シルポート）��３勝��入着
ハクサンモジャ（16牝鹿 シルポート）��５勝��２勝
バシリッサ（18牝鹿 セレン）���２勝
フィールドゲラン（19牝鹿 トゥザグローリー）�出走

２代母 メガミゲラン（92鹿 ＊シエイデイハイツ）７勝，北九州記念‐Jpn3 ３着，ア
ンドロメダＳ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP，桶狭間Ｓ，パールＳ，etc.
レーヴドゲラン（99牝 ＊リアルシヤダイ）出走

ニュアージゲラン（09牝 オンファイア）入着３回，�１勝��１勝�２勝，英
彦山賞２着，長月賞２着

ペイシャゲラン（14牝 ダノンシャンティ）１勝，飛竜特別２着，�４勝�１勝��
シャルルゲラン（00牡 フサイチコンコルド）５勝，伊勢特別，日向特別３着
チリエージェ（01牝 サクラバクシンオー）５勝，鳥羽特別，久多特別，別府特別，

伊吹山特別２着，河北新報杯３着，etc.
ハクサンムーン（09牡 アドマイヤムーン）７勝，セントウルＳ‐G2，アイビス

サマーダッシュ‐G3，京阪杯‐G3，スプリンターズＳ‐G1 ２着，高松宮
記念‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ウォーリングステイツWarring States（14 牡 ヴィクトワールピサ）FR・GER
・QAT２勝，バヴァーリアンクラシック‐G3

スズカゲラン（03牝 ＊ブラックホーク）１勝
リュミエールゲラン（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）�８勝��
クランドールゲラン（09牡 フジキセキ）２勝
クリノダイコクテン（11牡 ハーツクライ）１勝，障害２勝，	１勝�入着
ラヴィーゲラン（12牝 スペシャルウィーク）入着，�３勝

３代母 モガミゲラン（88鹿 ＊モガミ）不出走
アンビシャス（93牡 ＊クリエイター）４勝，春日特別，知多特別，但馬Ｓ２着，etc.

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

456 ラティエラ２０２１ �・鹿 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�スキャターザゴールド Dance Smartlyラティエラ ＊シエイデイハイツ

��
��
�メガミゲラン鹿 2004 モガミゲラン

＊ミスブゼン 18
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ラッシュストーム（13黒鹿 ＊ザール）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
マエストリーナ（18牝鹿 ワールドエース）�２勝
アカルイスモウブ（19牝黒鹿 アドマイヤムーン）��１勝

２代母 ラッシュウインド（08黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）１勝
ストーミーワンダー（14牡 ＊ストーミングホーム）�16 勝�１勝�１勝�，姫山菊花

賞，くろゆり賞，金沢スプリントＣ，飛山濃水杯，白銀争覇，etc.
ラッシュラッシュ（15牝 ＊バトルプラン）�２勝�２勝�２勝�入着３回�	
ワガママボディ（16牝 ＊サウスヴィグラス）��	３勝
バリチューロ（18牡 ＊シニスターミニスター）��	５勝�１勝
エムエスムーン（19牝 アドマイヤムーン）��２勝，東海クイーンＣ３着

３代母 ＊ラクリス（91 USA黒鹿 Private Account）FR入着
ニューグレイオンザブロックNugrayontheblock（99
 With Approval）USA・

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

クロニカ（00牝 Broad Brush）３勝，麒麟山特別３着，�１勝�入着
ラプンツェル（02牝 ＊デヒア）�４勝�

クロタカ（09牝 ＊シーキングザダイヤ）２勝，春風Ｓ３着，�９勝�	６勝

４代母 スペクタキュラ－ジョ－ク Spectacular Joke（82 USA鹿 Spectacular Bid）
FR・USA４勝，モーリスドゲースト賞‐G2，パレロワイヤル賞‐G3，ポルトマイ
ヨ賞‐G3 ２着，P. de Bagatelle‐L ２着，Miss America H‐L ３着
［子］ アモニータ Amonita（98 牝 Anabaa）FR・USA６勝，マルセルブサック

賞‐G1，スワニーリヴァーＨ‐G3，P. du Pin‐L，etc.
コックスオランジュ Cox Orange（90牝 Trempolino）FR・USA10 勝，バッ
クラムオークＨ‐G3，スワニーリヴァーＨ‐G3，ボーゲイＨ‐G3，etc.

［孫］ エンビハール Enbihaar（15 牝 Redoute's Choice）GB・FR７勝，リリ
ーラングトリーＳ‐G2（２回），ロンズデイルＣ‐G2，ランカシャーオ
ークス‐G2，etc.

ヴィスタベッラ Vista Bella（02 牝 ＊ディクタット）GB・UAE２勝，M
asaka S‐L，英１０００ギニー‐G1 ３着

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

457 ラッシュストーム２０２１ 牡・青鹿 ２／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

＊ Zafonic

�
�
�
�
�

��
��

�ザール Monroeラッシュストーム ＊ワイルドラッシュ

��
��
�ラッシュウインド黒鹿 2013 ＊ラクリス

2s
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ライブリハート（10栗 ＊プリサイスエンド）�４勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（６）〕
ライブリーハピネス（16牝鹿 ブラックタイド）��４勝
モーニングサクラ（17牝鹿 スピルバーグ）��１勝�１勝��入着２回
アスターナランハ（18牡黒鹿 キズナ）�１勝，出雲崎特別（芝 2000）３着
リレーションハート（20牝栗 ＊ベストウォーリア）��入着

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

天保山Ｓ‐OP ２着，春風Ｓ，尾頭橋特別，etc.

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲高村牧場＝浦河町上絵笛 �090-5983-3327
生 産 牧 場： ㈲高村牧場
飼 養 者： ㈲高村牧場＝浦河町上絵笛 �090-5983-3327

458 ライブリハート２０２１ 牡・栗 ３／２３

＊

＊
＊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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�シラー栗 2010 Silicon Lady

5d
フォーティナイナー S4×M4

価格： 購買者：



母 ラヴァーズタイム（11黒鹿 ＊ブライアンズタイム）�５勝
〔産駒馬名登録数：４〕
プレストウイング（18牡鹿 ネオユニヴァース）���入着２回
テイエムアルプス（19牡鹿 ホッコータルマエ）�出走
ナックブライアン（20牡鹿 ビッグアーサー）�未出走

２代母 ナイストレビアン（97鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
アタゴダイチ（03牡 スペシャルウィーク）��２勝
ゴールデンダリア（04牡 フジキセキ）５勝，新潟大賞典‐G3，プリンシパルＳ‐L，

産経大阪杯‐G2 ２着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，ディセンバーＳ‐L ３
着（２回），etc.

ドリームハッチ（06� ＊グラスワンダー）３勝
キャプテンダリア（08牡 マンハッタンカフェ）��６勝
スカイディグニティ（09牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，菊花賞‐G1 ２着，セント

ライト記念‐G2 ２着，有馬記念‐G1 ５着
ゴールデンファレノ（10牝 フジキセキ）１勝
アルマオンディーナ（12牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝，阪神ジュベナイルフィリー

ズ‐G1 ５着
プラチナダリア（13牡 ディープスカイ）１勝
レイクルイーズ（14牝 ディープスカイ）�４勝��２勝
ヴェリートレビアン（16牡 ゼンノロブロイ）�２勝
ラストトレビアン（17牡 スマートファルコン）��６勝

３代母 ＊クリスタルガーデン（84 CAN鹿 Alleged）USA２勝
ミスティックノヴァ（94牡 ミスターシービー）３勝，睦月賞２着

４代母 メモリーガーデンMemory Garden（75 USA鹿 Bold Bidder）USA３勝，
Vantage S，Honeymoon S２着，Portage S２着，Silver Spoon H
２着
［孫］ プロブリリョ Puro Brilho（99牡 Nugget Point）BRZ５勝，ルイスオリ

ヴェイラデバロス会長大賞‐G2

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

459 ラヴァーズタイム２０２１ 牡・黒鹿 ３／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayラヴァーズタイム ＊ノーザンテースト

��
��
�ナイストレビアン黒鹿 2011 ＊クリスタルガーデン

2c
Roberto M3×S4 Hail to Reason M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ラックアサイン（12鹿 ＊ハービンジャー）入着５回，�３勝�入着２回�
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
グロリアヴェルデ（20牡鹿 ゴールドアクター）��１勝

２代母 サウスティーダ（03芦 アドマイヤベガ）４勝，紅梅Ｓ‐OP ２着，火打山特別，
伏見Ｓ２着，文月特別２着，乙訓特別２着，etc.
カノープス（11牝 ＊シンボリクリスエス）�２勝�12 勝�入着�
ヴィーナスベルト（13牝 ＊コンデュイット）１勝

ピンクセイラー（19牝 イスラボニータ）�１勝
ルーチェソラーレ（15牝 ＊アイルハヴアナザー）３勝
ルミエールソレイユ（16牝 キングカメハメハ）入着３回，���３勝

３代母 キョウエイコロナ（91芦 ＊ノーパスノーセール）３勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3 ２
着，フェニックス賞‐OP，平尾台特別，スカイブルーＳ２着
インターコウキ（99牡 ＊エリシオ）４勝，昇竜Ｓ‐OP ３着，端午Ｓ‐OP ３着，伏竜

Ｓ‐OP ３着，etc.
エーシンビッグシー（06牡 サクラバクシンオー）１勝，��１勝�４勝�１勝�入

着，ＭＲＯ金賞２着，オッズパーク・ファンセレクションｉｎ笠松２着

４代母 キヨウエイシラユキ（80芦 ＊クラウンドプリンス）３勝
［孫］ スマートファルコン（05牡 ゴールドアリュール）４勝，��12 勝�１勝�

１勝	１勝�３勝�１勝
入着，東京大賞典‐G1，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1（２回），東京大賞典‐Jpn1，etc.，ＤＧ特別（2回），種牡馬

ワールドクリーク（95牡 ＊マジツクミラー）７勝，トパーズＳ‐OP，関越Ｓ
‐OP ３着，etc.，��１勝�６勝	入着２回
，東京大賞典‐Jpn1，etc.

［曾孫］ リッカルド（11� フサイチリシャール）６勝，エルムＳ‐G3，etc.，�
��９勝	，帝王賞‐Jpn1 ４着，大井記念，etc.

ファルコンクロウ（09牡 タイムパラドックス）�２勝��８勝，勝島王冠２着
ダンツウォッチ（07牡 バブルガムフェロー）	７勝�入着，ロータスクラ
ウン賞２着，荒炎賞２着

グリニッチヴィレジ（13牝 マツリダゴッホ）�１勝，小郡特別３着

販売申込者・所有者： 静内ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2256
生 産 牧 場： 静内ファーム
飼 養 者： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

460 ラックアサイン２０２１ �・鹿 １／２５
＊

＊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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlラックアサイン アドマイヤベガ

��
��
�サウスティーダ鹿 2012 キョウエイコロナ

＊アリアーン 9c
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ラブフルーツ（14鹿 キングカメハメハ）�１勝��入着�
本馬の他に産駒あり

２代母 アドマイヤトパーズ（05鹿 アドマイヤベガ）出走
カーリングストーン（16牡 アサクサキングス）１勝，�３勝��
シフクユウヒ（17牡 ＊タートルボウル）�１勝

３代母 ＊アドマイヤラピス（92 IRE 栗 Be My Guest）７勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2
２着，嵐山Ｓ‐OP，セプテンバーＳ‐OP，忘れな草賞‐OP ２着，迎春Ｓ，etc.
ロイヤルカード（99牝 ＊サンデーサイレンス）出走

アドマイヤパンチ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）出走
ワンダフルラッシュ（13牝 ＊バゴ）３勝，葵Ｓ‐LR ３着，クリスマスロー
ズＳ‐OP ３着，黒松賞，etc.

サンレイポケット（15牡 ジャングルポケット）�５勝，新潟大賞典‐G3，
京都記念‐G2 ３着，毎日王冠‐G2 ３着，etc.

アドマイヤケルソ（08牡 アドマイヤドン）３勝，万葉Ｓ‐L ２着，睦月賞，鷹取
特別２着，etc.

アドマイヤドバイ（10牡 アドマイヤムーン）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3
３着，きさらぎ賞‐G3 ３着，斑鳩Ｓ，etc.

アドマイヤデウス（11牡 アドマイヤドン）５勝，日経賞‐G2，日経新春杯‐G2，
若葉Ｓ‐LR，etc.

アドマイヤホープ（01牡 ＊フォーティナイナー）２勝，米子Ｓ‐L，障害２勝，�１勝
��１勝�入着��	
，全日本２歳優駿‐Jpn1，北海道２歳優駿‐Jpn3，etc.

アドマイヤフジ（02牡 アドマイヤベガ）６勝，日経新春杯‐Jpn2，中山金杯‐G3
（２回），若葉Ｓ‐L，etc.

アドマイヤコスモス（07牡 アドマイヤマックス）５勝，福島記念‐G3，大原Ｓ，京
橋特別，etc.，�２勝

４代母 エレヴェイト Elevate（85 IRE 鹿 Ela‐Mana‐Mou）GB・IRE２勝，Bally
macoll Stud S‐L ３着
［子］ カパルガルモン Capal Garmon（98� Caerleon）GB・FR２勝，英ジョ

ッキークラブＣ‐G3，ユベールドショードネイ賞‐G2 ２着，リュテ
ース賞‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： サンバマウンテンファーム＝日高町富川北 �01456-2-2040
生 産 牧 場： サンバマウンテンファーム
飼 養 者： サンバマウンテンファーム＝日高町富川北 �01456-2-2040

461 ラブフルーツ２０２１ �・栗 ４／１６

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスラブフルーツ アドマイヤベガ

��
��
�アドマイヤトパーズ鹿 2014 ＊アドマイヤラピス

1l
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ラブユー（11栗 マーベラスサンデー）３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ラブリアージェ（19牝栗 ＊アグネスデジタル）�出走

２代母 ファンタジー（94鹿 ＊パークリージエント）１勝
ファイアーブレイク（01牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）��１勝�
ライトスタッフ（02牡 メジロライアン）２勝
ブラックデビル（05牡 ＊クロコルージュ）入着，��１勝
ジャイアン（08牡 ＊ゼンノエルシド）２勝
シークレットアーム（09牡 ＊アグネスデジタル）２勝

３代母 リユウクモゼキ（72栗 ＊テスコボーイ）不出走
テイユウハード（77牝 ＊ラフインゴラ）１勝，桶狭間特別，���７勝，農林水産大

臣賞典２着，東京盃２着，etc.
ライフルショット（87牡 ニホンピロウイナー）３勝，岩谷特別，�１勝

エイブルテスコ（78牝 ＊ボールドアンドエイブル）３勝，袖ヶ浦特別
ケンタオアフ（90牡 シリウスシンボリ）��５勝，雲取賞２着，ニューイヤー

Ｃ２着
ケンタハワイ（91牡 トウシヨウルチエー）入着４回，深秋特別２着，��８勝

センシユーアサヒ（80牝 ＊オーバーサーブ）��４勝
カズミアサヒ（86牡 ＊ステイールハート）１勝，高湯特別３着

リユウセイム（85牝 ＊サンシー）�入着
ミズサワノギャル（96牝 ＊カンパラ）入着２回，きんせんか賞３着，�１勝

ベストセーリング（86牡 ＊ホープフリーオン）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，栗東Ｓ
‐OP，ガーネットＳ‐OP ２着，etc.

タマモア（88牡 ＊パークリージエント）３勝，磐梯山特別２着，河北新報杯３着
ベストライアー（89牡 ＊サウスアトランテイツク）４勝，伊吹山特別，土湯特別，川

西特別，etc.

４代母 リユウローレル（63栗 ＊ソロナウエー）２勝
［子］ リュウコマガダケ（76牡 ＊バリメライス）７勝，橿原特別

ローレルハツピー（80牝 トウシヨウボーイ）２勝，白河特別
［孫］ オーゴンリュウ（76牡 ＊ラフインゴラ）４勝，浜名湖特別

販売申込者・所有者： ㈲サンコウ牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-9523-3605
生 産 牧 場： ㈲サンコウ牧場
飼 養 者： ㈲サンコウ牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-9523-3605

462 ラブユー２０２１ 牡・黒鹿 ５／２９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マーベラスサンデー モミジダンサーラブユー ＊パークリージエント

��
��
�ファンタジー栗 2011 リユウクモゼキ

＊カナデアンガール 2r
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer M5×M5 Victoria Regina M5×M5

価格： 購買者：



母 ララミニョンヌ（11鹿 ＊プリサイスエンド）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ビザージュミニョン（16牝鹿 グランプリボス）�１勝
リンノシャトル（19牡栗 タイセイレジェンド）��出走
ジュライナイン（20牝鹿 ジョーカプチーノ）�地方未出走

２代母 アジタート（01鹿 ＊タイキシャトル）�２勝���
ドゥーアップ（08牡 ＊ホワイトマズル）２勝，�５勝
ヴェルタート（10牝 ＊プリサイスエンド）１勝，�１勝
エスペレラヴニール（14牝 ゴールドアリュール）�８勝��
ヴァニラアイス（16牝 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，栗東Ｓ‐L ２着，すばるＳ‐L

２着，エニフＳ‐L ２着，端午Ｓ‐OP，大阪スポーツ杯‐OP ２着，etc.

３代母 ＊ファンザブリーズ（88 USA鹿 Lear Fan）USA７勝，Raise Your Skirts H
３着，Turf Paradise Futurity３着
ワタリファイター（02牡 ＊スキャターザゴールド）��４勝�入着４回，平和賞２着，

南部駒賞３着
ドリームスカイラブ（05牡 ＊マイネルラヴ）４勝，奥多摩Ｓ２着，浅草特別２着，銀

蹄Ｓ３着，�３勝��	
��

４代母 ＊スクリーンシーン（81 USA鹿 Exceller）FR・USA２勝
［子］ アクションシーン（89牡 ＊ダイヤモンドショール）５勝，洛陽Ｓ‐OP，逆

瀬川Ｓ，鞍馬特別，etc.
フジノスクリーン（90牡 ＊ラツキーソブリン）２勝，企救丘特別３着

５代母 スリップスクリーン Slip Screen（72 USA鹿 Silent Screen）USA10 勝，ロ
ングアイランドＨ‐G3，テストＳ‐G3 ２着，Busanda S２着，Suffolk Cou
nty H２着，Searching S３着
［子］ アメリカンブレッド American Bred（85牡 Riverman）FR・USA２勝，

キングエドワードゴールドＣ‐G3 ２着
［孫］ ザーブズダハール Zarb's Dahar（00� Zarbyev）USA17 勝，Cajun S

‐R（３回），Folklore H，Louisiana Champions Day Sprint S
‐R，etc.

販売申込者・所有者： 斉藤 政志＝浦河町瑞穂 �0146-25-2290
生 産 牧 場： 斉藤 政志
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

463 ララミニョンヌ２０２１ 牡・栗 ４／２７

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

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

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyララミニョンヌ ＊タイキシャトル

��
��
�アジタート鹿 2011 ＊ファンザブリーズ

2f
フォーティナイナー S4×M4

価格： 購買者：



母 ＊ミルククラウン（03 USA栗 Mr. Greeley）１勝，遠野特別（Ｄ1150）３着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－５（21）〕
リヴァロ（10牝鹿 ネオユニヴァース）１勝
セトノヴィラーゴ（11牝栗 ダイワメジャー）�２勝�入着２回
サプライズラテ（12牡黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��
タンサンドール（13�栗 デュランダル）１勝，��１勝�８勝	４勝��
スマートアレス（14牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�２勝
スマートエルピス（16牡青 ヴィクトワールピサ）�３勝
ベッラヴォルタ（17牝栗 ヴィクトワールピサ）２勝，しゃくなげ賞（芝 1200），摩

周湖特別（芝 1200）２着
ミルクメイド（19牝栗 イスラボニータ）�出走

２代母 スカイクラウン Sky Crown（97 USA鹿 Sky Classic）不出走
コンパスウェイCompassWay（07牡 ＊サンダーガルチ）FR・QAT３勝
トゥエルヴトリックスTwelve Tricks（14 牝 ハットトリック）USA１勝

３代母 コンプロマイズドクラウンCompromised Crown（88 USA黒鹿 Halo）US
A入着 10回
オールモーストセイントリー Almost Saintly（94 牝 St. Jovite）USA４勝，Dowag

er S‐L ２着，Natalma S‐L ２着，Green River S‐L ３着，etc.
コストリークラウン Costly Crown（98牝 Peaks and Valleys）USA４勝，Ellis

Park Debutante S‐L ２着
ジンジヴェールGingivere（02 牝 Chester House）USA１勝

コサージュ Corsage（09牝 Exchange Rate）FR・USA３勝，Belmont Park
Finney S３着

４代母 レイスバンダーナ Lace Bandanna（82 USA鹿 Hold Your Peace）GB１勝
［子］ ホワイトルームWhite Room（87牝 Carr de Naskra）USA１勝，M

ohawk S‐LR ３着
［曾孫］ ブルドーザー Bull Dozer（08� Trippi）USA21 勝，Ponche H２着，

Jack Dudley Sprint H‐R ３着，Eillo S３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

464 ミルククラウン２０２１ �・栗 ３／１４
＊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

＊

ミスターグリーリー GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Mr. Greeley Long Legendミルククラウン スカイクラウン Sky Classic

��
��
�Sky Crown栗USA 2003 Compromised Crown

17b
Halo S4×M4 Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ミルク（14黒鹿 キングヘイロー）��出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
モンジロウ（18牡鹿 チェリークラウン）���１勝
ミルクキャラメル（20牝青鹿 メイショウボーラー）���出走

２代母 ジンデンキセキ（01黒鹿 フジキセキ）�５勝
メイバクフ（09牡 ＊マイネルラヴ）�１勝�
リーベ（10牝 ＊マイネルラヴ）�７勝��１勝
リバティークイーン（13牝 ＊スタチューオブリバティ）入着７回，�４勝��２勝

３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

４代母 サマニシャルダン（90鹿 シンボリルドルフ）不出走

５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

モガミピューマ（88牡 シンボリルドルフ）１勝，松川浦特別，犬山特別２
着，医王寺特別２着，etc.

ランスルーザターフ（95牡 オグリキャップ）３勝，布引特別，河原町特別
２着，ガーベラ賞２着，etc.，障害１勝

［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： 沢井 義一＝様似町田代 �0146-36-4608
生 産 牧 場： 沢井 義一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

465 ミルク２０２１ 牡・鹿 ３／ ３
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローミルク フジキセキ

��
��
�ジンデンキセキ黒鹿 2014 レイホーグロリアス

＊フロリースカツプ 3l
Halo S4×M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アグネスアーニャ（12鹿 ＊アグネスデジタル）３勝，�１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
カレーパン（20牡黒鹿 ストロングリターン）�地方未出走

２代母 アグネスラック（03芦 ＊クロフネ）３勝，豊明特別
アグネスコスモス（10牝 ＊アグネスワールド）入着，�７勝
アグネスオラシオン（11牡 ＊ティンバーカントリー）１勝
アグネスフェアリー（13牝 ヴィクトワールピサ）１勝
テイエムメジャー（18牡 ダイワメジャー）�１勝

３代母 アグネスセレーネー（96栗 ＊トニービン）出走
アグネスパサー（01牝 ＊エルコンドルパサー）出走

アグネスサクラ（06牝 ＊ホワイトマズル）３勝，白藤賞，三面川特別２着，木津
川特別２着，etc.
ブレイキングドーン（16牡 ヴィクトワールピサ）２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
‐G3，弥生賞‐G2 ３着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3 ２着，etc.

ルドンカズマ（17牡 ゴールドアリュール）�２勝，菅名岳特別３着
アグネストレジャー（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，白富士Ｓ‐L ３着，むらさ

き賞，三田特別，etc.

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

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

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

アグネスプロトン（99牡 ＊エリシオ）２勝，医王寺特別２着

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

販売申込者・所有者： 高松牧場＝浦河町野深 �0146-27-4347
生 産 牧 場： 高松牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

466 アグネスアーニャ２０２１ �・鹿 １／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawアグネスアーニャ ＊クロフネ

��
��
�アグネスラック鹿 2012 アグネスセレーネー

＊ヘザーランズ 1l
トニービン S4×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊レッドガナドーラ（09 USA黒鹿 Bernardini）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
レッドテオドーラ（15牝鹿 ディープインパクト）�２勝
テーオーコンドル（19�青鹿 エピファネイア）�出走
ドライチ（20牡鹿 レッドファルクス）�未出走

２代母 ゾフィーZophie（95 USA黒鹿 ＊ホークスター）USA５勝
カルエルKal El（03� Kelly Kip）USA・CAN５勝
アピーリングゾフィー Appealing Zophie（04 牝 Successful Appeal）USA３勝，

スピナウェイＳ‐G1，シルヴァーブレットデイＳ‐G3，Delta Princess S‐L
２着，Mountaineer Juvenile Fillies S‐L ２着，ヴィクトリーライドＳ
‐G3 ３着
ブルーアイヴィーBlue Ivy（09牝 Distorted Humor）不出走
ケナイボブ Kenai Bob（16� Shackleford）�USA７勝，Star of Texas
S‐R，Texas Horse Racing Hall of Fame S‐R ２着，Wayne Han
ks Memorial S‐R ３着，Groovy S‐R ３着，Shakopee Juvenile
S３着

トーストオヴメイフェアToast of Mayfair（12 牝 Speightstown）USA１勝
ボヘミアンフロスト Bohemian Frost（19 牝 Frosted）�USA１勝，Ke
ntucky Juvenile S３着

タップリット Tapwrit（14 牡 Tapit）USA４勝，ベルモントＳ‐G1，タンパベ
イダービー‐G2，Pulpit S，サムＦデイヴィスＳ‐G3 ２着，種牡馬

ライドアコメット Ride a Comet（15 牡 Candy Ride）�USA・CAN８勝，
ケネディロードＳ‐G2，デルマーダービー‐G2，トロピカルターフＳ‐G3，
Charlie Barley S，メイカーズマークマイルＳ‐G1 ２着，etc.

インジェクト Inject（18 牝 Frosted）�USA３勝，Goldfinch S，ヴィクト
リーライドＳ‐G3 ３着

ハイアープレイスHigher Place（06� Trippi）USA６勝

３代母 ソデオソデオ Sodeo Sodeo（89 USA黒鹿 Seattle Slew）不出走
ヤンキーモン Yankee Mon（01牡 Maria's Mon）USA５勝，Evan Shipman H

‐R，Belmont Park Say Florida Sandy S‐R ３着，General Douglas Mac
Arthur H‐R 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

467 レッドガナドーラ２０２１ 牡・鹿 ５／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊

ベルナルディーニ A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Bernardini Cara Rafaelaレッドガナドーラ ゾフィー ＊ホークスター

��
��
�Zophie黒鹿USA 2009 Sodeo Sodeo

19
Roberto S4×M5 Seattle SlewM4×M4 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 リボルトレイダー（08鹿 ＊ワイルドラッシュ）入着２回，��６勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－１（２）〕
ミュー（15牡鹿 フェデラリスト）入着２回，�２勝
ワイルドトレイダー（16牡栗 ＊アポロキングダム）１勝
ワイズマンハート（18牡鹿 ＊ヨハネスブルグ）２勝
サヨノトレイダー（19牝鹿 ホッコータルマエ）�１勝
メイショウベニバナ（20牝鹿 ＊ビーチパトロール）�未出走

２代母 ネヴァカグラ（03栗 アグネスタキオン）不出走
アンスタンフィール（10牝 ＊スタチューオブリバティ）１勝

レディフォリア（17牝 トゥザワールド）１勝，��２勝��入着
ニーチェ（11牡 ＊チチカステナンゴ）�１勝�
ネイチャーレット（13牡 タニノギムレット）４勝，本栖湖特別，緑風Ｓ３着

３代母 エイブルカグラ（92栗 ＊ジェイドロバリー）１勝
アスクコマンダー（98牝 ＊コマンダーインチーフ）４勝，忘れな草賞‐OP，西海賞，

三田特別，etc.
トレノエンジェル（07牝 ＊タイキシャトル）２勝，スイートピーＳ‐L
キングスタイル（17牝 ディープインパクト）�３勝，御在所特別，三方ヶ
原Ｓ３着

ステイブルアスク（18牝 オルフェーヴル）�３勝，東北Ｓ３着
ドゥオーモ（13牡 ディープインパクト）３勝，函館記念‐G3 ２着，小倉大賞典

‐G3 ２着，玄海特別，etc.
メガバックス（99牡 ウイニングチケット）２勝，ベンジャミンＳ‐OP ２着，春菜賞，

日高特別３着
ネヴァシャトル（04牡 ＊タイキシャトル）３勝，皆生特別３着

４代母 シャダイカグラ（86栗 ＊リアルシヤダイ）７勝，桜花賞‐Jpn1，ローズＳ
‐Jpn2，ペガサスＳ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3
２着，etc.，優３牝
［子］ オプティマルマザー（03牝 マーベラスサンデー）１勝，香春岳特別，�２勝

販売申込者・所有者： ㈲笹川大晃牧場＝森町白川 �01374-2-3318
生 産 牧 場： ㈲笹川大晃牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

468 リボルトレイダー２０２１ 牡・芦 ４／２９

＊

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

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkリボルトレイダー アグネスタキオン

��
��
�ネヴァカグラ鹿 2008 エイブルカグラ

＊ラバテラ 16a
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 リリカルホイッスル（11黒鹿 ゼンノロブロイ）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ホイッスルヴォイス（17牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着２回，��出走�３勝�
エコロマリン（18牝黒鹿 リオンディーズ）�出走，�２勝

２代母 ストームホイッスル（04黒鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
ダノンステラ（09牝 ダイワメジャー）�１勝�２勝
メイケイペガスター（10牡 フジキセキ）３勝，共同通信杯‐G3，キャピタルＳ‐L ３

着，若駒Ｓ‐OP ３着，ＢＳイレブン賞，清水Ｓ２着
ドラゴンストーム（12� ハーツクライ）１勝，障害１勝
メテオストーム（13牝 ダイワメジャー）�２勝�１勝�入着５回	

３代母 ＊ラークホイッスル（94 CAN黒鹿 Silver Deputy）USA２勝，ShadyWell S
‐R，アディロンダックＳ‐G2 ３着，Princess Elizabeth S‐R ２着，MyD
ear S‐L ３着
タブアキャットTab a Cat（99 牝 ＊タバスコキャット）不出走

ミスターソウルMr. Soul（04� Aptitude）USA５勝，Jim RasmussenMem
orial H２着

イードバイデルオチョ Edubai Del Ocho（06牡 E Dubai）PAN15勝，P. Ar
ias Paredes y Alberto Arias Espinosa‐L

アップルビーガーデンズ Appleby Gardens（00 牝 A.P. Indy）USA２勝，Shad
y Well S‐R，フリゼットＳ‐G1 ３着

ペニーホイッスル（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，札幌日刊スポーツ杯‐L，アネ
モネＳ‐L，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，etc.

モエレソーブラッズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）入着，クローバー賞‐L ３着，�
５勝�１勝
�１勝，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ３着，etc.，
ＮＡＲ優２歳

４代母 ファインドハピネス Find Happiness（82 USA鹿 Buckfinder）USA９勝，
Nicosia S‐L，Susan's Girl S，バレリーナＳ‐G2 ４着
［孫］ ＊サウンドガガ（09牝 Roman Ruler）７勝，天王山Ｓ‐OP，etc.，
�１勝，

スパーキングＬＣ‐Jpn3，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

販売申込者・所有者： 追分ファーム＝安平町追分向陽 �0145-25-3655
生 産 牧 場： ㈲社台コーポレーション白老ファーム
飼 養 者： 白老ファームＹｅａｒｌｉｎｇ＝安平町早来富岡 �0145-26-2225

469 リリカルホイッスル２０２１ �・鹿 ４／ ５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルリリカルホイッスル ＊ブライアンズタイム

��
��
�ストームホイッスル黒鹿 2011 ＊ラークホイッスル

9e
Mr. Prospector S4×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 リーズントウショウ（11栗 アドマイヤムーン）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
ツクバボニート（16牝栗 ローエングリン）�１勝
エキゾチックルナ（17牝栗 ＊パイロ）��６勝
シネマトウショウ（18牝芦 ＊クリエイターⅡ）��出走�５勝
ビッグヒップルーフ（19牡芦 ＊ザファクター）���入着２回

２代母 バージントウショウ（99黒鹿 フジキセキ）不出走
ネイヴルトウショウ（05牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
トウショウデザート（06牡 ＊デザートキング）３勝，鹿野山特別，九十九里特別２着，

信濃川特別２着，府中Ｓ３着，東雲賞３着，etc.
トウショウカズン（07牡 ＊クロフネ）６勝，根岸Ｓ‐G3 ２着，ギャラクシーＳ‐LR

２着，栗東Ｓ‐L ２着，etc.，�����入着４回	，さきたま杯‐Jpn2 ３着，
黒船賞‐Jpn3 ２着，etc.

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

３代母 タバサトウショウ（93鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
スイープトウショウ（01牝 ＊エンドスウィープ）８勝，宝塚記念‐G1，秋華賞

‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1，京都大賞典‐G2，etc.，優古牝
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
トウショウフリーク（07牡 キングカメハメハ）７勝，関越Ｓ‐L，etc.，�１勝	

���入着４回，川崎記念‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
スウェアトウショウ（08牝 ディープインパクト）出走

アドマイヤハダル（18牡 ロードカナロア）�３勝，若葉Ｓ‐L，中山記念‐G2 ３
着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.

４代母 サマンサトウショウ（85黒鹿 トウシヨウボーイ）７勝，エプソムＣ‐Jpn3，
マイルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，京都牝馬特別‐Jpn3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３
着，朱雀Ｓ，etc.
［孫］ トウショウドラフタ（13牡 アンライバルド）５勝，ファルコンＳ‐G3，谷

川岳Ｓ‐L ３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，etc.，��４勝

販売申込者・所有者： 坂本 健一＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2067
生 産 牧 場： 坂本 健一
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

470 リーズントウショウ２０２１ �・栗 ４／ ２
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズリーズントウショウ フジキセキ

��
��
�バージントウショウ栗 2011 タバサトウショウ

＊セヴアイン 5j
Mr. Prospector S3×M5 サンデーサイレンスM4×M4 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 ラブジュリエット（09鹿 フサイチコンコルド）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（４）〕
ジュリーハーツ（15牝黒鹿 ハーツクライ）２勝，閃光特別（芝 1000），飛翼特別
（芝 1000）２着

オースミカムイ（17�鹿 オルフェーヴル）��４勝
セイウンロミオ（18牡鹿 ドゥラメンテ）�２勝
ハクサンアロー（19牡黒鹿 ドゥラメンテ）���入着３回

２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，仲秋特別，北九州短距離Ｓ２着，etc.
オースミハルカ（00牝 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ＧＰ‐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，白富士Ｓ‐L ３着，アンドロメダ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

３代母 ランズプロント（74鹿 ＊プロント）出走
カガミセンカ（89牝 トウシヨウボーイ）２勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，

巴賞‐OP ２着，忘れな草賞‐OP ３着

４代母 トサモアー（53鹿 トサミドリ）14勝，阪神３歳Ｓ，神戸盃，菊花賞２着，桜花
賞２着，オークス３着，etc.，優２牝

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

471 ラブジュリエット２０２１ �・鹿 ３／１７

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチコンコルド ＊バレークイーンラブジュリエット ＊リンドシェーバー

��
��
�ホッコーオウカ鹿 2009 ランズプロント

＊フロリースカツプ 3l
Alydar S4×M4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ルナーアピール（16栗 アドマイヤムーン）出走
初仔

２代母 ＊ルアーズ（09 AUS栗 Flying Spur）AUS入着６回
レッドシャドー（17牡 ＊キングズベスト）���入着３回�１勝

３代母 ＊グリルズ（95 USA栗 Rahy）FR出走
グレンデルヴァインGlendelvine（00 牝 ＊サンデーサイレンス）AUS２勝

カリスタCallista（09 牝 Redoute's Choice）AUS１勝
ペンブロークカースル Pembroke Castle（15� I Am Invincible）�AU
S５勝，ATC Inglis Classic‐LR ３着

リヴェラインRiverine（01 牝 Flying Spur）AUS１勝
ピンズオヴペレ Pins Of Pele（09� Pins）AUS２勝，ＳＡＪＣチェアマンズ

Ｓ‐G3 ３着
スターミスティク Star Mystic（02 牝 Flying Spur）AUS４勝，ＡＴＣサラウンド

Ｓ‐G2 ３着
＊アルヴァータ（03牝 Flying Spur）GB・FR・AUS８勝，ＡＴＣタッドケネディＳ‐G1，

ＡＴＣブリーダーズクラシック‐G2，BRC Just NowQuality H‐L，etc.
レヴォルテ Revolte（05� ＊フレンチデピュティ）SIN４勝，Singapore Guineas

‐L，Steward's Cup‐L，Juvenile Championship‐L ３着
エアロバティクス Aerobatics（08 牝 Exceed And Excel）AUS６勝，ホークスベ

リークラウン‐G3，ＭＲＣノースウッドプルームＳ‐G3，Hawkesbury Cro
wn‐L，etc.

４代母 スザンタンデュ Sous Entendu（87 USA栗 Shadeed）FR・USA１勝，グロ
ット賞‐G3 ３着
［子］ ポルトボヌール Porte Bonheur（05 牝 ＊ヘネシー）USA・CAN６勝，フ

ァーストフライトＨ‐G2，ヴィクトリーライドＳ‐G3，Ontario Fa
shion S‐L，etc.

スリップストリーム Slip Stream（96牡 Irish River）GB・FR・GER・U
AE３勝，ベルリンブランデンブルクトロフィ‐G2，Goodwood Th
oroughbred S‐L，ジャンプラ賞‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： Arrowfield Group Pty Ltd.＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123
生 産 牧 場： ㈲スガタ牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

472 ルナーアピール２０２１ 牡・鹿 ２／ １

＊

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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズルナーアピール
＊ Flying Spur

��
��
�ルアーズ栗 2016 ＊グリルズ

4k
Mr. Prospector S4×M5×M5 Danzig S4×M5 Northern Dancer S5×S5
Halo S5×M5
価格： 購買者：



母 ルビーティアラ（14黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ファンキーブルース（19�黒鹿 ストロングリターン）���１勝

２代母 シンコールビー（00青鹿 サクラローレル）２勝，フローラＳ‐Jpn2，オーク
ス‐Jpn1 ３着
シンコープリンス（07牡 マンハッタンカフェ）３勝
シンコーロマン（08牝 ＊シルバーチャーム）入着４回，�３勝�入着
シンコームーン（09牝 ＊フォーティナイナーズサン）３勝
シンコープリンセス（10牝 デュランダル）�３勝�１勝�
シンコースカイ（12牝 ディープスカイ）入着，�８勝
シンコーメグチャン（15牝 ＊エンパイアメーカー）２勝，菅名岳特別２着
ルージュカプリス（17牝 スクリーンヒーロー）���２勝�４勝
カフェテオドーラ（18牝 アロマカフェ）��１勝

３代母 ＊ダズリンデセプション（89 CAN青 Storm Cat）USA１勝

４代母 グラディオラスGladiolus（74 USA栗 Watch Your Step）USA17 勝，イン
タバラＨ‐G3，Interborough H，Ak‐Sar‐Ben Queen's H，Miss Prosp
erity S，First Flight H，etc.
［子］ スタイリッシュセニョール Stylish Senor（88 牡 El Gran Senor）GB・

USA６勝，ゴードンＳ‐G3，種牡馬
スワンプキング Swamp King（90牡 Vice Regent）USA12 勝，Highla
nder S‐L，Monroe County S，フィンガーレイクスＨ‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

ドラマティスDramatis（85 牡 Spectacular Bid）FR・IRE・USA３勝，
P. Servanne‐L，ジョンシェール賞‐G3 ２着

［孫］ イクシードアンドイクセル Exceed And Excel（00 牡 ＊デインヒル）GB
・AUS７勝，ＶＲＣニューマーケットＨ‐G1，ＭＲＣインヴィテイシ
ョンＳ‐G1，ＡＴＣロイヤルソヴリンＳ‐G2，etc.，種牡馬

エネミーオヴアヴェレジ Enemy Of Average（03牡 Fusaichi Pegasus）
AUS１勝，SAJCWalter Brown S‐L，種牡馬

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

473 ルビーティアラ２０２１ �・鹿 ４／ ２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジルビーティアラ サクラローレル

��
��
�シンコールビー黒鹿 2014 ＊ダズリンデセプション

23b
Blushing Groom S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ルミナスグルーヴ（09鹿 アグネスタキオン）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
グルーヴィタイム（13牡鹿 ＊ハービンジャー）入着，�３勝�２勝�入着
ハギノエスカーダ（14牝鹿 ＊タートルボウル）出走

ハギノモーリス（19牡 モーリス）�２勝，立待岬特別
ソリスルクス（19牡栗 モーリス）�出走

２代母 ソニックグルーヴ（03鹿 ＊フレンチデピュティ）不出走
スペシャルグルーヴ（07牝 スペシャルウィーク）出走

グルーヴィット（16牡 ロードカナロア）�３勝，中京記念‐G3，京王杯スプリ
ングＣ‐G2 ３着，ファルコンＳ‐G3 ２着，春雷Ｓ‐L ３着，北九州短距
離Ｓ‐OP ２着

ジュンライトボルト（17牡 キングカメハメハ）�４勝，橘Ｓ‐L ２着，むらさき
賞，鞍ケ池特別，フローラルウォーク賞，須磨特別２着，etc.

サトノユリア（08牝 ディープインパクト）１勝
アドマイヤキンカク（10牡 ディープインパクト）２勝，鳥屋野特別２着
カノーロ（11牝 ディープインパクト）１勝
ノーブルソニック（12牝 ネオユニヴァース）１勝，桑折特別３着
フランドル（13� キングカメハメハ）３勝，障害２勝

３代母 エアグルーヴ（93鹿 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，
札幌記念‐Jpn2（２回），産経大阪杯‐Jpn2，マーメイドＳ‐Jpn3，etc.，年代
表，優古牝
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
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，日経

新春杯‐G2，etc.，UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

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

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： スカイビーチステーブル
飼 養 者： ㈱ニシケン牧場＝新ひだか町三石鳧舞 �0146-49-2132

474 ルミナスグルーヴ２０２１ 牡・鹿 ２／１８
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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラルミナスグルーヴ ＊フレンチデピュティ

��
��
�ソニックグルーヴ鹿 2009 エアグルーヴ

＊パロクサイド 8f
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 ルレシャンテ（14黒鹿 ヴィクトワールピサ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ヴァンシャンテ（19牝青鹿 ＊バゴ）�入着２回

２代母 トレアンサンブル（95鹿 ＊トニービン）出走
マルカラスカル（02牡 ＊グラスワンダー）３勝，加古川特別，障害７勝，中山グラン

ドジャンプ‐JG1，中山大障害‐JG1，中山大障害‐JG1 ３着，優障害
ミステリーチューン（03牝 スペシャルウィーク）�２勝�２勝�入着 13回，ル・プ

ランタン賞３着
トリビュートソング（05牡 ＊グラスワンダー）４勝，サンシャインＳ，南武特別，浦

佐特別，山吹賞２着，etc.，障害１勝，新潟ジャンプＳ‐JG3 ２着
ソウルフルヴォイス（07牝 キングカメハメハ）４勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ３着，エーデ

ルワイスＳ，ミモザ賞，スピカＳ２着，グレイトフルＳ２着，etc.
アンコールピース（09牝 ネオユニヴァース）１勝
サトノエメラルド（15牡 キングカメハメハ）２勝，障害２勝，阪神ジャンプＳ‐JG3 ３着

３代母 ダイナアクトレス（83鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，京王杯スプリングＣ
‐Jpn2，スプリンターズＳ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優古牝（2回）
ステージチャンプ（90牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，日経賞‐Jpn2，ステイヤーズＳ

‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.
プライムステージ（92牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，札幌３

歳Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
アブソリュート（04� タニノギムレット）７勝，富士Ｓ‐G3，東京新聞杯‐G3，

マイルＣｈＳ‐G1 ５着，etc.
ランニングヒロイン（93牝 ＊サンデーサイレンス）出走

スクリーンヒーロー（04牡 ＊グラスワンダー）５勝，ジャパンＣ‐G1，ＡＲ共和
国杯‐Jpn2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，etc.，優古牡，種牡馬

ベストロケーション（05牝 ＊クロフネ）５勝，京都牝馬Ｓ‐G3 ２着，キーンランド
Ｃ‐G3 ３着，ラピスラズリＳ‐OP ２着，etc.
ベストアクター（14� ディープインパクト）６勝，阪急杯‐G3，雲雀Ｓ，神奈

川新聞杯，etc.

販売申込者・所有者： 斉藤スタッド＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2823
生 産 牧 場： 斉藤スタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

475 ルレシャンテ２０２１ 牡・青鹿 ３／３１

＊

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

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ルレシャンテ ＊トニービン

��
��
�トレアンサンブル黒鹿 2014 ダイナアクトレス

＊マジツクゴデイス 1s
Halo S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ウインク（05鹿 ミラクルアドマイヤ）３勝，白馬岳特別（Ｄ1800）２着，��入着
２回，中日杯（Ｄ2300）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（15）〕
ハクサンオダイリ（14牡栗 デュランダル）�１勝
ハクサンウインク（15牝鹿 シルポート）���６勝
ハクサンナデシコ（16牝鹿 シルポート）��３勝
ハクサンハート（17牝鹿 シルポート）��２勝
ハクサンキュート（18牝栗 ハクサンムーン）���入着�３勝

２代母 エイシンデイリー（91鹿 ＊ナグルスキー）不出走
ヒダカフジ（97牝 ＊クリミナルタイプ）�１勝�２勝
ウインチーフ（99牡 ＊ソヴィエトスター）��１勝
ネイティブキング（00牡 ＊リンドシェーバー）��３勝
ゴールデンアラジ（01牡 ＊アラジ）�９勝
ワイエスハッスル（03牡 ＊アラジ）��４勝
マジックカイマナ（04牝 ＊マジックマイルズ）１勝
ゴールドフジ（06牡 ゴールドヘイロー）��２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
キタサンサイレンス（92牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ２着
エイシンフージン（93牡 ＊ビシヨツプボブ）１勝，マロニエ賞３着，障害１勝
エイシンルーデンス（96牝 ＊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，etc.
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，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，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，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，etc.

販売申込者・所有者： ㈲鮫川ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4276
生 産 牧 場： ㈲鮫川ファーム
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

476 ウインク２０２１ �・栗 ５／３０
＊

＊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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ミラクルアドマイヤ ＊バレークイーンウインク ＊ナグルスキー

��
��
�エイシンデイリー鹿 2005 エイシングレシャス

＊チーフネル 8f
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ヴィヴァルディ（11鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
ツバキヒメ（17牝鹿 ＊モンテロッソ）��４勝
セレージャ（18牝鹿 ＊パイロ）��５勝

２代母 キャトルセゾン（99栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
スターリーワルツ（04牝 フサイチコンコルド）出走

オレタチセッカチ（10牡 ＊フォーティナイナーズサン）�２勝�入着３回，園田
ジュニアＣ２着，兵庫ダービー３着

クリアソウル（06牝 ＊アグネスデジタル）１勝
ピースワンパラディ（16牡 ジャングルポケット）�５勝，キャピタルＳ‐L，青葉賞

‐G2 ３着，京都金杯‐G3 ２着，ポートアイランドＳ‐L ２着，湘南Ｓ，etc.
ミッキーデジタル（07牡 ＊アグネスデジタル）３勝
ヒラボクビクトリー（08牡 ＊アルカセット）４勝，逢坂山特別，関門橋Ｓ３着，渥美

特別３着，�８勝��，せきれい賞２着，かきつばた賞２着
アナンタン（09牝 キングカメハメハ）��２勝�６勝
グラミスキャッスル（13牝 ＊クロフネ）４勝，稲妻Ｓ，飛翔特別，邁進特別２着，閃

光特別２着
ブラックランナー（14牡 ＊クロフネ）３勝，秋明菊賞３着，�	13 勝�入着４回，御

厨人窟賞，大高坂賞２着

３代母 ＊エミネントガール（92 GB栗 Nashwan）出走
ホシノベストタイム（97
 ＊ブライアンズタイム）４勝，阿武隈特別３着
グローバルピース（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ホエールキャプチャ（08牝 ＊クロフネ）７勝，ヴィクトリアマイル‐G1，府中牝
馬Ｓ‐G2，ローズＳ‐G2，etc.

パクスアメリカーナ（15牡 ＊クロフネ）�４勝，京都金杯‐G3，リゲルＳ‐L，マ
イラーズＣ‐G2 ３着，etc.

４代母 タレンテイドガール（84鹿 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，オー
クス‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，漁火特別，桃花賞
［孫］ エーシンホワイティ（07牡 サクラバクシンオー）５勝，ファルコンＳ‐G3，

春雷Ｓ‐L，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ２着，etc.，障害６勝

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

477 ヴィヴァルディ２０２１ 牡・鹿 ３／２２
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayヴィヴァルディ ＊サンデーサイレンス

��
��
�キャトルセゾン鹿 2011 ＊エミネントガール

＊ビユーチフルドリーマー 12
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ウェイヴランナー（10 GB栗 Raven's Pass）GB１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
テリングブロウ（15牡鹿 Teofilo）�１勝�３勝�
ロイヤルヨット（16牡栗 ＊キングズベスト）入着，���２勝
ウェイヴアナリシス（18牝栗 ＊ディスクリートキャット）��２勝��
ストームサージ（19�青鹿 エピファネイア）�出走

２代母 ダヌータDanuta（00 USA鹿 ＊サンデーサイレンス）USA・UAE３勝
＊レディミドルトン（05牝 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

コモドー（12牡 ＊コマンズ）１勝，�３勝�，佐賀皐月賞２着
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
ディスカヴァラーDiscoverer（09 牡 Bernardini）GB・UAE３勝
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

３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
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
フォーク Folk（04 牝 Quiet American）USA・UAE３勝，UAE Oaks‐L，U

AE One Thousand Guineas‐L，ＣＣＡオークス‐G1 ３着
キャプティヴェイティングラス Captivating Lass（09 牝 A.P. Indy）USA２勝，

Busanda S‐L，ダヴォナデイルＳ‐G2 ３着

４代母 ファミリースタイル Family Style（83 USA栗 State Dinner）USA10 勝，フ
リゼットＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，ラカニャーダＳ‐G1，アーリントンワシ
ントンラッシーＳ‐G1，アーリントンメイトロンＨ‐G2，etc.

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

478 ウェイヴランナー２０２１ �・鹿 １／２９

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊

レイヴンズパス Elusive Quality

�
�
�
�
�

��
��

�Raven's Pass Ascutneyウェイヴランナー ダヌータ ＊サンデーサイレンス

��
��
�Danuta栗GB 2010 ＊ポリッシュスタイル

8c
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 レッドオランジュ（12鹿 ステイゴールド）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
シヴァタウ（18牝黒鹿 ＊バトルプラン）��３勝

２代母 オレンジパラダイス（99鹿 ＊エリシオ）１勝，定山渓特別３着，筑後川特別３着
ネオヴェリーブル（07� スペシャルウィーク）２勝
ネオブラックダイヤ（08牡 ゼンノロブロイ）５勝，万葉Ｓ‐L ３着，天皇賞（春）‐G1

５着，レインボーＳ，晩秋特別，箱根特別２着
オレンジブルーム（09牝 ダイワメジャー）�５勝�１勝
サダムコーテイ（10牡 ＊ウォーエンブレム）２勝，障害１勝

３代母 オレンジシェード（91黒鹿 ＊トニービン）３勝，新津特別，桑名特別，西日本
スポーツ杯２着，浜名湖特別２着，筑後川特別２着，etc.
オレンジワールド（01牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，飯盛山特別，タイランドＣ３着
オレンジハーベスト（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，桑折特別

４代母 シヤダイアイバー（79鹿 ＊ノーザンテースト）３勝，オークス，カーネーションＣ
［子］ ガレオン（90牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2 ２着，日本ダー

ビー‐Jpn1 ４着，アイビーＳ‐OP，etc.，種牡馬
オークツリー（89牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，福島記念‐Jpn3 ２着

［孫］ エアジハード（95牡 サクラユタカオー）７勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣ
ｈＳ‐Jpn1，富士Ｓ‐Jpn3，etc.，優短距，優父内，種牡馬

ペインテドブラック（96牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，ステイヤーズＳ
‐Jpn2，青葉賞‐Jpn3，若草Ｓ‐OP ２着，etc.，種牡馬

ギミーシェルター（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，スイートピーＳ‐L
２着，アネモネＳ‐L ２着，鷹巣山特別，etc.

［曾孫］ プレシャスカフェ（99牡 ＊ハートレイク）８勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2，シルク
ロードＳ‐Jpn3，札幌日刊スポーツ杯‐L，etc.，種牡馬

アロマキャンドル（05牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，スイートピーＳ‐L，
いちょうＳ‐L

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

販売申込者・所有者： 城地牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3288
生 産 牧 場： 城地牧場
飼 養 者： mill farm Ocean View Park＝浦河町東栄 �0146-25-7000

479 レッドオランジュ２０２１ �・鹿 ５／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュレッドオランジュ ＊エリシオ

��
��
�オレンジパラダイス鹿 2012 オレンジシェード

＊サワーオレンジ 8g
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5 トニービン S4×M4
Northern Dancer S5×M5 ノーザンテーストM5×M5
価格： 購買者：



母 レッドシェダル（12黒鹿 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
フォルシェルル（20牝鹿 サトノクラウン）�地方未出走

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

３着，北洋特別３着
スマートシャヒーン（14牡 ＊タイキシャトル）２勝，マカオＪＣＴ，勝浦特別３着
ダノングリスター（16� ロードカナロア）�４勝，夏至Ｓ，矢作川特別，夏至

Ｓ３着
クリスティロマンス（07牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，夕月特別２着，都井岬特別

２着，太宰府特別３着，矢車賞３着
ダノンミル（08� ジャングルポケット）３勝，若葉Ｓ‐LR，千葉ＴＶ杯，野分特別

２着，釜山Ｓ３着，�１勝�４勝��，如月賞３着，etc.
ノボリディアーナ（10牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，小倉日経Ｏ

Ｐ‐LR ２着，ターコイズＳ‐L ２着，白百合Ｓ‐OP，垂水Ｓ，etc.
シュバルツリッター（15� ＊ノヴェリスト）１勝，��入着２回��入着４回

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

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

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

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

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

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

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

480 レッドシェダル２０２１ �・鹿 ３／ 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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�スターリーロマンス黒鹿 2012 ＊ミルレーサー

22d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 レッドプライム（02黒鹿 スペシャルウィーク）��１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－５（10），地方－２（３）〕
レッドプラネット（07牝青鹿 ＊ティンバーカントリー）２勝，��１勝
トップストライド（08牡鹿 ＊アルカセット）２勝
トップボンバー（11牡鹿 ジャングルポケット）４勝，和布刈特別（Ｄ1700），早鞆

特別（Ｄ1700），福島放送賞（Ｄ1700）２着，津軽海峡特別（Ｄ1700）２着
トップホライゾン（15牡鹿 ディープブリランテ）１勝
レッドチアフル（17牝鹿 ゴールドアリュール）入着，��２勝
パルガン（19牝黒鹿 ホッコータルマエ）�１勝

２代母 スプラッシュクイン（93黒鹿 ＊トニービン）１勝
スプラッシュヒット（99牡 ダンスインザダーク）３勝，糸魚川特別，伊達特別，土

湯特別２着，琵琶湖特別３着
ウォーターポロ（03牡 アグネスタキオン）２勝
アインファスター（04牝 ＊アフリート）１勝
マルカレガート（05牡 ＊タイキシャトル）１勝
マルタカデピュティ（06牡 ＊フレンチデピュティ）�３勝�13 勝��
マイネルイグアス（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝

３代母 ダイナマーメイド（83鹿 ＊ノーザンテースト）３勝，伊達特別２着，文知摺特
別２着
ラッキーセイラー（92牡 ＊トニービン）４勝，江の島特別，千里山特別，グリーンＳ

２着，etc.

４代母 シヤダイマイン（73黒鹿 ＊ヒツテイングアウエー）３勝，師走特別
［子］ ダイナシユート（82牝 ＊ノーザンテースト）４勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，

七夕賞‐Jpn3，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，etc.
ダイナマイン（80牝 ＊ノーザンテースト）７勝，牝馬東タイ杯‐Jpn3，新
潟記念‐Jpn3，関屋記念‐Jpn3 ２着，etc.

［孫］ 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

［曾孫］ 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.

販売申込者・所有者： 庄野牧場＝日高町美原 �01456-5-2807
生 産 牧 場： 庄野牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

481 レッドプライム２０２１ 牡・鹿 ４／２７

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールレッドプライム ＊トニービン

��
��
�スプラッシュクイン黒鹿 2002 ダイナマーメイド

＊フアンシミン 9f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ロンギングエレン（16鹿 ロードカナロア）出走
初仔

２代母 ダイワパッション（03鹿 ＊フォーティナイナー）４勝，フィリーズレビュー
‐Jpn2，フェアリーＳ‐Jpn3，黒松賞
ダイワインスパイア（09牡 ダイワメジャー）２勝，�１勝
ダイワフェーム（10牡 ダイワメジャー）１勝，�４勝
エポカドーロ（15牡 オルフェーヴル）３勝，皐月賞‐G1，日本ダービー‐G1 ２着，

スプリングＳ‐G2 ２着，あすなろ賞，種牡馬
カインドリー（17牝 キズナ）１勝
キングストンボーイ（18牡 ドゥラメンテ）�２勝，青葉賞‐G2 ２着，ベゴニア賞

３代母 サンルージュ（92鹿 ＊シエイデイハイツ）不出走
デザートモーニング（02牡 ＊グラスワンダー）１勝，臥牛山特別３着
マイネルヴルメリオ（04牡 バブルガムフェロー）１勝，和田岬特別３着，�２勝

４代母 ＊チカノヴァ（83 USA鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ ダロスDaros（89� ＊ダミスター）GB・FR・USA４勝，デルマーダービ

ー‐G2，Doncaster Mile‐L，オークトリー招待Ｓ‐G1 ３着，etc.

５代母 ケルンルージュ Cairn Rouge（77 IRE 鹿 ＊ピツトカーン）GB・FR・IRE・U
SA６勝，愛１０００ギニー‐G1，英チャンピオンＳ‐G1，コロネイションＳ‐G2，マ
ルカイＳ‐G3，英チャンピオンＳ‐G1 ２着，etc.
［孫］ バートベルトリヒアゲン Bad Bertrich Again（93 牡 ＊ドージング）FR・

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

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

プルーヴ Prove（98牝 ＊デインヒル）FR４勝，クロエ賞‐G3，P. de la S
eine‐L

販売申込者・所有者： 田上 徹＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2399
生 産 牧 場： 田上 徹
飼 養 者： 田上 徹＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2399

482 ロンギングエレン２０２１ �・黒鹿 ４／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムロンギングエレン ＊フォーティナイナー

��
��
�ダイワパッション鹿 2016 サンルージュ

＊チカノヴァ 1l
Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 ロビングショット（08鹿 ゼンノロブロイ）��出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（14）〕
ノアブリジット（14牝栗 ＊サマーバード）入着３回，��３勝
ハッシュレート（15牡黒鹿 エイシンフラッシュ）�３勝�入着２回��
ダイユウニシキ（17牡黒鹿 パドトロワ）��６勝
ザハートハート（19牝鹿 ＊ダノンレジェンド）��２勝
オールコートプレス（20牝黒鹿 トーセンジョーダン）��出走

２代母 レインボーサッシュ（02栗 サツカーボーイ）出走
レインボーカムカム（09牝 ＊ケイムホーム）入着２回，��２勝�入着２回

３代母 レインボーブルー（88栃栗 ＊ノーリユート）１勝
レインボーアルファ（94牝 ＊アサティス）��４勝

セトノシェーバー（01牡 ＊リンドシェーバー）３勝，御嶽特別，伊勢特別，etc.，
�４勝	１勝
，新春ペガサスＣ，etc.

カシノバズライト（02牡 バブルガムフェロー）２勝，花見山特別２着，福島放
送賞３着，�１勝�

レインボーマグナム（05牝 マンハッタンカフェ）入着
レインボーラヴラヴ（11牝 ＊マイネルラヴ）２勝，村上特別，相模湖特別２
着，鷹巣山特別３着，etc.，��２勝

トーホウエンペラー（96牡 ＊ブライアンズタイム）入着，�17 勝��１勝�１勝�１
勝�入着，東京大賞典‐Jpn1，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，名古屋大賞典
‐Jpn3，etc.，ＮＡＲ年代表（2回），ＮＡＲ優古馬（2回），種牡馬

ストロングレオン（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，大島特別，三条特別

４代母 イーデンブルース（74栗 ＊マツチウオン）１勝
［子］ レインボーアンバー（86牡 アンバーシヤダイ）３勝，弥生賞‐Jpn2，菊花

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

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

リュウベンセル（91牡 アンバーシヤダイ）�15 勝，鳥海大賞典２着
テンザンカブト（98牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，白菊賞３着

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

483 ロビングショット２０２１ �・鹿 ４／１２
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルロビングショット サツカーボーイ

��
��
�レインボーサッシュ鹿 2008 レインボーブルー

＊プロポンチス 4d
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 レッドプリモ（15鹿 ルーラーシップ）入着，�１勝�
初仔

２代母 アドマイヤエレノア（08鹿 ディープインパクト）１勝
エンジェルスマイル（16牝 エイシンフラッシュ）入着，�１勝
アドマイヤハイジ（18牝 ＊ノヴェリスト）�１勝

３代母 ＊トロピカルブラッサム（98 USA鹿 ＊サンダーガルチ）USA３勝，Star Ball H
，ミレイディＨ‐G1 ３着，クレメントＬハーシュＨ‐G2 ３着，Chou Crout
e H‐L ２着
ピイラニハイウェイ（05牡 Silver Deputy）６勝，��１勝�１勝���，浦和記念

‐Jpn2，佐賀記念‐Jpn3，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
カラフルブラッサム（10牝 ハーツクライ）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1

５着，千里山特別２着，ビオラ賞２着，etc.
リレーションシップ（17牡 ルーラーシップ）�４勝，戎橋Ｓ，志摩Ｓ２着

４代母 バーバラスー Barbara Sue（84 USA黒鹿 Big Spruce）USA12 勝，Carris
Memorial H，Chaparral Breeders' Cup H，Furl Sail H，Truly Bound
S，Cornucopia H，etc.
［子］ ダイアモンドオンザランDiamond on the Run（95牝 Kris S.）USA２

勝，ダヴォナデイルＳ‐G2，フリゼットＳ‐G1 ２着，メイトロンＳ
‐G1 ２着，etc.

バーベット Barbette（03 牝 High Yield）USA５勝，Jersey Lilly S，
Possibly Perfect S，Indian Maid H‐L ２着，etc.

［孫］ バディズヒューマー Buddy's Humor（04 牡 Distorted Humor）USA５
勝，パンアメリカンＳ‐G3，Jersey Derby‐L，Elkwood S，etc.，
種牡馬

ティズヒーザワン Tiz He the One（14	 TizWonderful）�USA５勝，
Challedon S‐R，Fire Plug S３着

［曾孫］ セレスタイン Celestine（12 牝 Scat Daddy）USA８勝，ジャストアゲイ
ムＳ‐G1，ハニーフォクスＳ‐G2（２回），Kentucky Downs Previe
w Turf Cup S，etc.

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： ＣＲステーブル
飼 養 者： ＣＲステーブル＝新ひだか町静内目名 �080-6623-6397

484 レッドプリモ２０２１ �・鹿 ４／１８

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴレッドプリモ ディープインパクト

��
��
�アドマイヤエレノア鹿 2015 ＊トロピカルブラッサム

19
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 レナプリンセス（06鹿 メジロライアン）�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
セルリアンエース（17牡鹿 ワールドエース）�２勝
アカトンボ（18牝栗 ダノンシャンティ）��１勝

２代母 ビックホルダー（92鹿 マルゼンスキー）出走
ブラックタイガー（98牡 ＊カコイーシーズ）３勝，やまゆりＳ，フリージア賞２着，

飛梅賞２着，白梅賞２着
リンクスプリント（00牡 ＊キンググローリアス）�４勝
オースミビック（02牡 ＊キンググローリアス）�５勝
ダンストンヴェルゼ（10牡 ＊リンドシェーバー）�１勝

３代母 ＊ブルーサファイア（83 USA鹿 Damascus）USA入着
ポルタトーリ（97牝 マルゼンスキー）入着２回，��１勝�入着	

エルサフィール（06牝 タヤスツヨシ）１勝
カネノイロ（13牡 ＊パイロ）３勝，伊良湖特別２着
トキノパイレーツ（15牡 ＊モンテロッソ）２勝，���３勝，スパーキング
サマーＣ，戸塚記念２着

フォスキアセラーレ（98牝 マルゼンスキー）３勝，朝里川特別，稲妻特別２着，飛
翼特別２着

セイントセーリング（04牡 キングヘイロー）�８勝，不来方賞，岩手ダービーダイ
ヤモンドＣ，阿久利黒賞，etc.

４代母 エインシャントアート Ancient Art（76 USA鹿 Tell）USA４勝，Market
Basket S，San Clemente S，デルマーオークス‐G2 ３着
［子］ ピンクスリッパー Pink Slipper（84 牝 Nijinsky）USA２勝，Providen

cia S‐LR ３着，Sweet Diane S‐R ３着
［孫］ ボグワイルド BogWild（93 牝 OnceWild）ITY・USA９勝，Hialeah

H‐L，P. Archidamia‐L，P. Fia Breeder's C‐L，etc.
［曾孫］ ボグハンター Bog Hunter（99
 Hunting Hard）USA７勝，Holiday Ina

ugural S‐L，Charities S‐R，Foundation Plan H，etc.

販売申込者・所有者： 髙橋 直人＝池田町利別東町 �015-572-3507
生 産 牧 場： 髙橋 直人
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

485 レナプリンセス２０２１ 牡・黒鹿 ４／２４

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

アンバーシヤダイ

�
�
�
�
�

��
��

�メジロライアン メジロチエイサーレナプリンセス マルゼンスキー

��
��
�ビックホルダー鹿 2006 ＊ブルーサファイア

13c
Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ワイルドモーション（07黒鹿 War Chant）出走
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 ＊オフユーゴー（99 USA鹿 Seattle Slew）FR出走
ロカータ Locata（05 牝 ＊ストラヴィンスキー）USA３勝
ウッドホワイトWoodWhite（06 牡 Aljabr）FR・ITY８勝，P. Rumon‐L ２着
トップシュール（08牡 マンハッタンカフェ）��１勝�
ビナセブン（09牝 ＊タイキシャトル）�２勝��２勝
ラッキードラゴン（10牡 ＊クロフネ）�１勝��入着３回

３代母 ＊セットインモーション（93 USA栗 Mr. Prospector）FR１勝
ディヴァインタスクDivine Task（98� Irish River）GB・UAE２勝，ジェベルハ

ッタ‐G3，Al Fahidi Fort‐L ２着，Burj Nahaar‐L ３着
ヴォトシVotsi（03 牝 A.P. Indy）GB・USA１勝

ファンタスティックヴォトシ Fantastic Votsi（08 牝 Cherokee Run）不出走
チェロキールールズ Cherokee Rules（13 牝 Aussie Rules）URU６勝，
P. America‐L ３着

ファナティカ Fanatica（15牝 Saratoga Storm）�URU６勝，ロスアラス賞‐G3

４代母 カドーダミー Cadeaux d'Amie（84 USA栗 Lyphard）FR２勝，ヴァントー
賞‐G3 ３着，オマール賞‐G3 ３着
［子］ ハトゥーフ Hatoof（89 牝 Irish River）GB・FR・USA９勝，英１０００ギニ

ー‐G1，英チャンピオンＳ‐G1，ビヴァリーディＳ‐G1，etc.
アイリッシュプライズ Irish Prize（96� Irish River）FR・USA10 勝，シ
ューメイカーマイルＳ‐G1，サンマルコスＳ‐G2，ファイアクラッカ
ーＨ‐G2，etc.

インシジャーム Insijaam（90牝 Secretariat）FR３勝，P. Charles Laffitte
‐L，P. de la Cochere‐L，P. Rose deMai‐L ２着

［孫］ ピクタヴィア Pictavia（02 牝 Sinndar）GB・IRE・ITY・USA５勝，セ
レクトＳ‐G3，Drumtop S‐L，Hoppings S‐L，etc.

マプートMaputo（10� Cape Cross）GB・FR・IRE・UAE６勝，ロイ
ヤルホイップＳ‐G3，Glasgow S‐L，アルラシディヤ‐G2 ３着，
GB障害４勝

販売申込者・所有者： 聖心台牧場㈲＝新ひだか町静内田原 �0146-49-5316
生 産 牧 場： 聖心台牧場㈲
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

486 ワイルドモーション２０２１ �・黒鹿 ３／１２
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

ウォーチャント Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�War Chant HollywoodWildcatワイルドモーション
＊ Seattle Slew

��
��
�オフユーゴー黒鹿 2007 ＊セットインモーション

25
Mr. Prospector S4×M4×M5 Nureyev S4×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 レーヌルネサンス（15栗 ステイゴールド）入着
本馬の他に産駒あり

２代母 クィーンスプマンテ（04栗 ジャングルポケット）６勝，エリザベス女王杯‐G1，
みなみ北海道Ｓ‐L，八甲田山特別，鳥屋野特別，堀川特別２着，etc.
ディアスプマンテ（13牝 ヴィクトワールピサ）１勝
レーヌジャルダン（14牝 ディープインパクト）１勝
アスティ（16� オルフェーヴル）�１勝，奥の細道特別３着，横津岳特別３着，潮

来特別３着，�３勝��
エルバルーチェ（17牝 オルフェーヴル）入着５回，��２勝

３代母 センボンザクラ（92栗 サクラユタカオー）４勝，若水賞，蔵王特別，ローズマ
リー賞，船橋Ｓ２着，春望Ｓ２着，etc.
モスフロックス（99牝 ＊サンデーサイレンス）入着

ドリームガードナー（05牡 ＊トワイニング）２勝，シンザン記念‐Jpn3 ２着，
ディセンバーＳ‐L ２着，鳴尾記念‐G3 ３着，etc.

プラントハンター（10牡 ＊クロフネ）４勝，銀蹄Ｓ２着，上総Ｓ２着，�３勝
��入着３回

ナリタカービン（06牡 ＊ホワイトマズル）３勝，錦江湾特別３着，くすのき賞３着，
�入着，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ３着

４代母 ダイナフランダース（79鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，ブラッドストーンＳ，
みなみ北海道Ｓ，ルビーＳ，伏拝特別
［子］ ルーベンスメモリー（00牡 ジェニュイン）６勝，みなみ北海道Ｓ‐L ２着，

エイプリルＳ‐L ３着，迎春Ｓ，etc.
［孫］ ニューイチトク（05牡 ＊サウスヴィグラス）４勝，白川郷Ｓ，舞鶴特別，

オークランドＲＣＴ２着
ユレルオモイ（97牝 メジロマックイーン）５勝，大雪Ｈ２着，層雲峡特別
２着，噴火湾特別２着，etc.

［曾孫］ スーパーマルトク（03牝 アドマイヤボス）３勝，ＵＨＢ杯‐L ２着，函館
日刊スポーツ杯

クィーンマルトク（02牝 ＊マイネルラヴ）３勝，ＳＴＶ賞，ＳＴＶ賞２着，
サロマ湖特別２着，etc.

販売申込者・所有者： 斉藤スタッド＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2823
生 産 牧 場： 斉藤スタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

487 レーヌルネサンス２０２１ 牡・栗 ２／ ３

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュレーヌルネサンス ジャングルポケット

��
��
�クィーンスプマンテ栗 2015 センボンザクラ

＊レデイフランダーズ 4r
Deputy Minister S4×S5 Hail to Reason S5×M5 ノーザンテーストM5×M5

価格： 購買者：



母 ヤクマンブルース（14黒鹿 カネヒキリ）��３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ピエールバージニア（20牝黒鹿 ラブリーデイ）��出走

２代母 セイウンヒメラギ（01鹿 ＊コマンダーインチーフ）出走
ニシノアララギ（06牡 ＊タイキシャトル）障害１勝，��１勝
ニシノスローン（07牡 キングカメハメハ）３勝
ニシノスタイル（09牡 デュランダル）２勝，クローバー賞‐LR ２着，橘Ｓ‐OP ３

着，フローラルウォーク賞
ニシノカザブエ（11牝 ステイゴールド）１勝
キョウエイレガード（15牝 カネヒキリ）���３勝

３代母 ＊カディザデー（88 IRE 黒鹿 Darshaan）GB・IRE入着２回
グリーンプラネット（95牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，

奥多摩Ｓ，フリーウェイＳ，etc.
サニングデール（99牡 ＊ウォーニング）７勝，高松宮記念‐Jpn1，ＣＢＣ賞‐Jpn2，

阪急杯‐Jpn3，etc.，��入着，種牡馬
クレンデスターン（00牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3 ２着，

野路菊Ｓ‐OP，木津川特別２着
ホエールシャーク（02牝 ＊ヘネシー）２勝，由布院特別，セプテンバーＳ２着，北九

州短距離Ｓ２着，etc.，�６勝

４代母 カディッシア Kadissya（79 USA鹿 Blushing Groom）FR２勝，P. de la T
heve
［子］ カヒアシ Kahyasi（85 牡 ＊イルドブルボン）GB・FR・IRE５勝，英ダー

ビー‐G1，愛ダービー‐G1，リングフィールドダービートライアルＳ
‐G3，etc.，種牡馬

＊カリアナ（94牝 Slip Anchor）GB・FR３勝，セントサイモンＳ‐G3，
Galtres S‐L，Aphrodite S‐L ２着

［孫］ カサーニ Kassani（92 牡 Alleged）FR・AUS５勝，ケルゴルレイ賞‐G2，
P. La Moskowa‐L，P. Vulcain‐L，etc.

カサーナ Kassana（94牝 Shernazar）FR１勝，ミネルヴ賞‐G3，マルレ
賞‐G2 ３着，ロワイヤリュー賞‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲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

488 ヤクマンブルース２０２１ �・黒鹿 ３／２０

＊

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

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�カネヒキリ ＊ライフアウトゼアヤクマンブルース ＊コマンダーインチーフ

��
��
�セイウンヒメラギ黒鹿 2014 ＊カディザデー

5e
Deputy Minister S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 アンフレシェ（13黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ハニーショコラ（19牝鹿 メイショウサムソン）��２勝
ワカタツフェイス（20牝青鹿 ヴィクトワールピサ）�未出走

２代母 ディアコトミ（07鹿 ＊プリサイスエンド）１勝
コンドルヒデオ（12牡 メイショウサムソン）３勝，�12 勝�５勝��
ジュンドリーム（15牝 ＊トビーズコーナー）２勝
アルマザッハーク（17牡 メイショウサムソン）���２勝

３代母 セカンドチャンス（97栗 ＊スキャン）入着
レッドアゲート（05牝 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，etc.
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

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.

販売申込者・所有者： ㈲小島牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2505
生 産 牧 場： 猿橋 義昭
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

489 アンフレシェ２０２１ �・鹿 ２／２７

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジアンフレシェ ＊プリサイスエンド

��
��
�ディアコトミ黒鹿 2013 セカンドチャンス

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector S4×S5×M5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 アキノクリンチ（11芦 ＊クロフネ）１勝，��１勝�入着
初仔

２代母 ＊タイトーク（94 USA芦 ＊ブラックタイアフェアー）USA２勝
ジュディシズワイルドラッシュ JudithsWild Rush（01牡 ＊ワイルドラッシュ）US

A・CAN12勝，ヴィジャルＳ‐G3，ヴィジャルＨ‐G3，マリーンＳ‐G3，Ja
cques Cartier S‐L，Bold Venture H‐L，etc.，種牡馬

スタッドジェルラン（06牡 キングカメハメハ）６勝，レパードＳ（重賞）３着，オア
シスＳ‐LR ２着，仁川Ｓ‐L ２着，ジュライＳ‐OP，阿蘇Ｓ‐OP ２着，etc.

ホーマンピクシー（07牝 キングカメハメハ）出走
ネイビーブルー（13牡 ネオユニヴァース）４勝，上総Ｓ２着，エールＳ３着，

��出走���出走
コパノリッチマン（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�１勝，伊勢Ｓ２着，矢作川特別２

着，�４勝��入着�，黒潮盃２着，北海優駿３着，王冠賞，etc.
アルゴリズム（08	 アグネスタキオン）５勝，大和Ｓ‐OP ２着，ファイナルＳ，etc.，

��１勝�，東京スプリント‐Jpn3 ３着，船橋記念２着，アフター５スター賞３着
サンライズトーク（10	 ダイワメジャー）２勝，�９勝，園田ＦＣスプリント３着
タイユール（12牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝
ディレット（16牝 リーチザクラウン）１勝
サニートーク（17牡 トランセンド）１勝

３代母 ＊ハイランドトーク（87 USA栗 Highland Park）USA７勝，ガゼルＨ‐G1，ブ
シャーＨ‐G3 ２着，Double Delta S‐LR ３着
ロイヤルマイル（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，ジュニアＣ‐OP ３着，ベゴニア賞
テイエムテンライ（00牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，オパールＳ‐OP ２着，若草

Ｓ‐OP ２着，但馬Ｓ，etc.，障害１勝
フロムアップランド（01牝 ＊エリシオ）５勝，セレブレイション賞，鷹巣山特別２着，

かもめ島特別３着

４代母 スピーキングオヴスイーツ Speaking of Sweets（78 USA鹿 Elocutionist）
USA３勝
［子］ ＊ホークアタック（92牡 Silver Hawk）USA４勝，セクレタリアトＳ‐G1，ア

ーリントンクラシック‐G2，フォアラナーＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 武田 修一＝新冠町高江 �0146-47-2452
生 産 牧 場： 武田 修一
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

490 アキノクリンチ２０２１ 牡・鹿 ５／２１
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューアキノクリンチ
＊

＊ブラックタイアフェアー

��
��
�タイトーク芦 2011 ＊ハイランドトーク

4
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アクトオネストリー（16黒鹿 ジャスタウェイ）出走
初仔

２代母 ＊オネストリーダーリン（98 USA鹿 Kingmambo）USA４勝，ダリアＨ‐G2 ３着
ダーリングマンボDarling Mambo（04牝 Broad Brush）USA１勝

ダーリングスカイDarling Sky（12牝 Sky Mesa）USA３勝，Jostle S‐L
２着，Christiecat S２着，Gin Talking S２着，Saratoga Coron
ation Cup S３着

イレフュータブル Irrefutable（06 牡 Unbridled's Song）USA４勝，エインシェン
トタイトルＳ‐G1 ２着，スマイルスプリントＨ‐G2 ２着，ヴァーノンＯアン
ダーウッドＳ‐G3 ２着

サンレガーロ（08牝 ディープインパクト）３勝，壇之浦特別２着，春日特別３着，
西海賞３着，オーストラリアＴ３着，糺の森特別３着

アルアマーナ（09牝 ディープインパクト）２勝，都井岬特別，西海賞２着，糺の森
特別３着

ディアマイダーリン（12牝 ハーツクライ）２勝，フローラＳ‐G2 ２着，フラワーＣ
‐G3 ３着，赤松賞，新潟日報賞３着，��１勝，クイーン賞‐Jpn3

タイセイヴィクター（13� ヴィクトワールピサ）１勝，�１勝�３勝��
シンシアリダーリン（18牝 ドリームジャーニー）�２勝，栄特別３着

３代母 リラクタントゲスト Reluctant Guest（86 USA鹿 Hostage）USA10 勝，ビ
ヴァリーヒルズＨ‐G1，ウィルシャーＨ‐G2，Beverly D. S‐L，Louis R. Ro
wan H‐L，Senorita S‐L，etc.

＊ニキーヤ（93牝 Nureyev）FR３勝
ゴールドアリュール（99牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，フェブラリーＳ‐Jpn1，etc.，

��２勝�１勝，東京大賞典‐Jpn1，ダービーＧＰ‐Jpn1，etc.，
優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

オリエントチャーム（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，マーメイドＳ‐Jpn3
３着，秋華賞‐Jpn1 ４着，紅梅Ｓ‐OP ２着，etc.
ペルシアンナイト（14牡 ＊ハービンジャー）４勝，マイルＣｈＳ‐G1，アー
リントンＣ‐G3，大阪杯‐G1 ２着，etc.

ピーティーインディ P. T. Indy（94牡 A.P. Indy）USA２勝，Pirate Cove S‐R，
シネマＨ‐G3 ２着，ウィルロジャーズＨ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 高橋 義浩＝新ひだか町東静内 �0146-44-2534
生 産 牧 場： 高橋 義浩
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

491 アクトオネストリー２０２１ �・青鹿 ４／２３

＊

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

ハーツクライ

�
�
�
�
�

��
��

�ジャスタウェイ シビルアクトオネストリー
＊ Kingmambo

��
��
�オネストリーダーリン黒鹿 2016 Reluctant Guest

9h
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×S5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 レッドフォーリア（06栗 ダンスインザダーク）入着，�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
トーセンリゲル（15牡栗 ＊グラスワンダー）�５勝��入着

２代母 バースデイローズ（95栗 ＊トニービン）１勝，アジアＪＳ（２）３着
ローズギャラリー（01牝 バブルガムフェロー）２勝
ダマスクローズ（03牝 アグネスタキオン）入着２回

ロゾヴァドリナ（12牝 ＊スニッツェル）��２勝�４勝，ＯＲＯＣ（３回），オパ
ールＣ，ジュニアＧＰ２着

トーセンファントム（07牡 ネオユニヴァース）２勝，いちょうＳ‐L，東スポ杯２歳
Ｓ‐Jpn3 ２着，種牡馬

ジャストジョーイ（09牝 ＊クロフネ）１勝
アオイシンゴ（14� ダノンシャンティ）�４勝，葉山特別，隅田川特別２着，

葉山特別２着（２回），秩父特別２着
トーセンスパンキー（12牡 スペシャルウィーク）１勝，��４勝�４勝�２勝�入着
フェアウェルローズ（13牝 ヴィクトワールピサ）	３勝

３代母 エリザベスローズ（89栗 ＊ノーザンテースト）５勝，セントウルＳ‐Jpn3，ＮＺト
ロフィー４歳Ｓ‐Jpn2 ３着，コーラルＳ‐OP，葵Ｓ‐OP，アネモネＳ‐OP ２着，etc.
フサイチゼノン（97牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，弥生賞‐Jpn2，こぶし賞，種牡馬
アグネスゴールド（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，スプリングＳ‐Jpn2，きさら

ぎ賞‐Jpn3，鳴尾記念‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬
リミットレスビッド（99牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，��３勝
２勝�１勝��

入着５回，東京盃‐Jpn2（２回），さきたま杯‐Jpn3，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3
（２回），etc.，種牡馬

ローズオットー（04牝 ダンスインザダーク）１勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着

４代母 ＊ノーベンバーローズ（82 USA黒鹿 Caro）USA１勝
［子］ クリスマスローズ（90牝 ＊ノーザンテースト）３勝，宝ケ池特別，くすの

き賞，伊良湖Ｓ２着
［孫］ ローズパレード（00牡 ジェニュイン）�５勝，サンライズＣ２着
［曾孫］ ナターレ（08牝 ＊クロフネ）��７勝�２勝�入着，しらさぎ賞，戸塚記

念，クラウンＣ，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： 白瀬 盛雄
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

492 レッドフォーリア２０２１ 牡・栗 ５／２６

＊

＊ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイレッドフォーリア ＊トニービン

��
��
�バースデイローズ栗 2006 エリザベスローズ

＊ノーベンバーローズ 16a
Mr. Prospector S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 アインライツ（01黒鹿 ＊ティンバーカントリー）２勝
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－６（11）〕
ウエスタンダーツ（08牡栗 ネオユニヴァース）入着，��１勝
ポッドレイ（10牝青鹿 マンハッタンカフェ）�１勝
ビックアマゾネス（14牝青鹿 ヴァーミリアン）�３勝��
ダイチョウセブン（15牡青鹿 カネヒキリ）��４勝
マイネルエキサイト（16牡青鹿 ブラックタイド）１勝，富良野特別（芝 2000）３着
（２回），脊振山特別（芝 1800）３着，���出走

ミルトディーズ（18牡鹿 リオンディーズ）��１勝
ヒーローコール（20牡黒鹿 ホッコータルマエ）���１勝

２代母 セレクトレモン（91鹿 ＊プルラリズム）不出走
ミスサプライズ（97牝 ＊ミュージックタイム）�３勝

ハマノエルマー（06牡 ＊スターオブコジーン）１勝，つばき賞２着
レーヴドグロワール（98牡 ＊ソヴィエトスター）１勝
サダムブルースカイ（99牡 ＊ラストタイクーン）３勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，ファルコ

ンＳ‐Jpn3 ２着，ＵＨＢ杯‐L ３着，ＵＨＢ杯‐OP ２着，葵Ｓ‐OP ２着，etc.
リモンチェロ（00牡 ジェニュイン）入着２回，れんげ賞３着，�１勝�１勝
イサミマニッシュ（02牝 バブルガムフェロー）１勝
イサミフラワー（03牝 ＊フォーティナイナー）１勝
ウルトラストーン（04牡 ＊グラスワンダー）１勝
キリコンバット（05	 マンハッタンカフェ）�４勝�４勝��入着
シルクレモネード（07牝 マンハッタンカフェ）�１勝�
エメラルポケット（09牝 ジャングルポケット）�１勝�１勝
フジノキンメダル（12	 ＊ファルブラヴ）�１勝�８勝

３代母 セレクトサンキスト（81栃栗 トウシヨウボーイ）不出走
マルブツサンキスト（87牡 ＊プルラリズム）７勝，小倉記念‐Jpn3，朝日ＣｈＣ

‐Jpn3 ２着，安達太良Ｓ，etc.
マルブツホワイト（89牝 ＊クリスタルパレス）
７勝

マルブツワールド（00牡 マルブツセカイオー）�12 勝，くろゆり賞，新春盃
ベストセレクション（92牡 ＊プルラリズム）５勝，ＫＢＣ杯‐OP，阿武隈Ｓ，瀬戸特

別２着，障害１勝，�１勝���

販売申込者・所有者： 坂本 春雄＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2673
生 産 牧 場： 坂本 春雄
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

493 アインライツ２０２１ �・黒鹿 ５／１２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

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

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenアインライツ ＊プルラリズム

��
��
�セレクトレモン黒鹿 2001 セレクトサンキスト

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊アグネスフィーバー（05 USA鹿 Vindication）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－５（11）〕
アグネスアミニソル（11牝鹿 ＊アグネスデジタル）�３勝
アグネスファイン（12牝青鹿 マンハッタンカフェ）入着，�２勝���
マテラアリオン（13牡黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝，中京２歳Ｓ‐OP（芝 1600）２着，

ダリア賞‐OP（芝 1400）３着，青島特別（芝 1700）２着，アスター賞（芝 1600）２着
マテラグローバル（14牡黒鹿 マンハッタンカフェ）�１勝��
アイビリーブ（15牡鹿 マンハッタンカフェ）�２勝��１勝�
メイスンハナフブキ（16牝鹿 エイシンフラッシュ）１勝
マテラシオン（17牝黒鹿 ジャスタウェイ）１勝，��２勝
マテラハチイチ（19牡鹿 ロードカナロア）�出走

２代母 リーガリーアピーリング Regally Appealing（97 USA黒鹿 Valid Appeal）
USA３勝，アディロンダックＳ‐G2，Kentucky C Juvenile Fillies S‐L，ダヴォ
ナデイルＳ‐G2 ２着，スカイラヴィルＳ‐G2 ３着，MyDear Girl S‐R ２着，etc.
アピーリングブライドAppealing Bride（02 牝 Unbridled's Song）USA２勝

アピーリングテイル Appealing Tale（10	 Tale of the Cat）USA６勝，ケ
ルソＨ‐G2，パットオブライエンＳ‐G2，トリプルベンドＳ‐G1 ２着，
サンディエゴＨ‐G2 ２着，サンパスカルＳ‐G2 ２着，etc.

カレフルブライド Colerful Bride（12 牝 Munnings）USA２勝，Bob Bryant
S‐R，Iowa Breeders' Oaks‐R ２着

ゴシックスピークGothics Peak（07	 Unbridled's Song）USA５勝
ストリートブロール Street Brawl（09	 ＊ストリートセンス）USA５勝
ザキアスZaccheus（10	 ＊ハードスパン）USA・CAN５勝

３代母 リーガルペナント Regal Pennant（88 CAN黒鹿 Banner Bob）USA４勝，
Ontario Debutante S‐LR
リーガルミスコープラン Regal Miss Copelan（95牝 Copelan）USA２勝，Col

leen S
パティーズリーガルソング Patti's Regal Song（06牝 Unbridled's Song）USA１

勝，Wild Rose S２着
マラクジャMaracuja（18 牝 Honor Code）�USA３勝，ＣＣＡオークス‐G1，

ガゼルＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 高松牧場＝浦河町野深 �0146-27-4347
生 産 牧 場： 高松牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

494 アグネスフィーバー２０２１ �・鹿 ４／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

＊

ヴィンディケイション Seattle Slew

�
�
�
�
�

��
��

�Vindication Strawberry Reasonアグネスフィーバー リーガリーアピーリング Valid Appeal

��
��
�Regally Appealing鹿USA 2005 Regal Pennant

A1
Hail to Reason S5×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊アスティクートレイル（14 USA栗 ＊ハードスパン）USA１勝
初仔

２代母 キャリッジトレイル Carriage Trail（03 USA鹿 Giant's Causeway）USA
６勝，スピンスターＳ‐G1，ダブルドッグデアＳ‐G3，De la Rose S‐R，ヒュ
ーマナディスタフＳ‐G1 ３着，ボールストンスパＨ‐G2 ２着，etc.
パス Path（12牝 Tapit）USA１勝
サージェントドライヴ Sargeant Drive（15� Tapit）�USA・PR４勝
ロータリー Rotary（18 牝 Orb）CAN入着，MyDear S‐L ３着

３代母 マノアManoa（95 USA黒鹿 Seeking the Gold）USA４勝，レイディーズ
Ｈ‐G3 ２着，Turnback the Alarm H‐L ２着，アンアランデルＳ‐G3 ３着，
The Very One H‐L ３着
フォレストトレイル Forest Trail（05 牝 Forest Wildcat）USA３勝，Statuette S

‐L ２着，Little Silver S２着，ボイリングスプリングズＳ‐G3 ３着
フォレストサークル Forest Circle（14 牝 Arch）USA・CAN１勝，My Trus

ty Cat S‐L ３着，Letellier Memorial S３着
サザンアライアンス Southern Alliance（06� Dixie Union）CAN４勝，Assini

boia Gold Cup S３着

４代母 デピュテイションDeputation（89 USA黒鹿 Deputy Minister）USA８勝，
テンプテドＳ‐G3，Pimlico Distaff H‐L，MarylandMillion Oaks‐R，ヘ
ムステッドＨ‐G1 ２着，ターフウェイパークＨ‐G2 ２着，etc.
［孫］ クリミノロジスト Criminologist（03 牝 Maria's Mon）USA９勝，ボー

ゲイＨ‐G3，ノーブルダムゼルＨ‐G3，アシーニアＨ‐G3，etc.
［曾孫］ インスペクターリンレイ Inspector Lynley（13 牡 Lemon Drop Kid）U

SA６勝，タンパベイＳ‐G3（２回），サラナクＳ‐G3，Danger's Ho
ur S‐L，etc.

＊タミーザトルピード（12牝 More Than Ready）USA５勝，スワニーリヴ
ァーＳ‐G3，ヴァイオレットＳ‐G3，Tropical Park Oaks，etc.

シークアンドデストロイ Seek and Destroy（16牝 Verrazano）USA・
CAN４勝，オンタリオコリーンＳ‐G3，ソーリングソフトリーＳ
‐G3，Chelsey Flower S，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： ㈲スガタ牧場
飼 養 者： ㈱ハクレイファーム＝日高町字庫富 �0146-47-1051

495 アスティクートレイル２０２１ �・鹿 １／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystアスティクートレイル キャリッジトレイル Giant's Causeway

��
��
�Carriage Trail栗USA 2014 Manoa

1s
Danzig M3×S5 Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 アッチッチ（01鹿 ＊アフリート）３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（５）〕
ジュクセイ（08牝鹿 ＊クロフネ）�１勝
ゴマスリオトコ（12牡黒鹿 オレハマッテルゼ）１勝
ジャッキー（14牡栗 サムライハート）２勝，白河特別（芝 1200）３着，��４勝

２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
エクシードワン（99牝 ナリタブライアン）２勝，湯沢特別

アナモリ（05牝 ＊トワイニング）５勝，内房Ｓ，天王山特別，橿原Ｓ３着，円山
特別３着，出石特別３着

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

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
キャニオンバレー（10牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，丹沢Ｓ，麒麟山特別，春

光Ｓ２着，甲南Ｓ２着
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），新潟大賞典‐G3 ３着，新潟記念‐G3 ３着，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，２０２０ＹＪＳＦＲ阪神２戦，鈴鹿Ｓ２着

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

３代母 ＊ティルティング（81 USA鹿 Seattle Slew）USA出走
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
バスマ Basma（89牝 Grey Dawn）GB２勝，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着

バラハBaraha（96牝 Dayjur）USA２勝
ノーザンクレイズNorthern Kraze（05牝 Aljabr）USA・CAN２勝，
Wonder Where S‐R，Carotene S‐R ３着

シアトルモーン Seattle Morn（90牡 Grey Dawn）USA８勝，JohnnyMorris H
‐L，Smoke Screen S，イリノイダービー‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲高野牧場＝浦河町向が丘西 �090-1644-8934
生 産 牧 場： ㈲高野牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

496 アッチッチ２０２１ �・鹿 ４／ ７

＊

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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyアッチッチ Theatrical

��
��
�オーパスワン鹿 2001 ＊ティルティング

21a
Mr. Prospector M3×S4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 アップファーレン（15栗 ＊ハードスパン）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ペイシャアップ（20牝鹿 ＊ダノンレジェンド）�未出走

２代母 アブソリューション（04鹿 ＊タイキシャトル）入着
バーレスク（10牝 ゴールドアリュール）�１勝�１勝
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，朱竹賞２着，六社特別３着，etc.
テイエムカンベエ（12牡 ＊ワイルドラッシュ）�４勝
ハヤテ（14牝 ブラックタイド）�２勝
モズトンボ（17牡 ゴールドシップ）入着，��入着�１勝�１勝�入着２回
アイトネテーラー（18牝 ブラックタイド）��１勝�入着

３代母 ＊フリーフォーギブン（99 USA鹿 Unbridled）USA入着２回
アンペア（06牝 ＊ワイルドラッシュ）	７勝
�入着，エーデルワイス賞‐Jpn3，関

東オークス‐Jpn2 ３着，リリーＣ，etc.，ＮＡＲ優２歳
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

［曾孫］ イクスペクティドルーラー Expected Ruler（13� Leroidesanimaux）U
SA・CAN４勝，Tyro S

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： 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

497 アップファーレン２０２１ 牡・栗 ４／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーダノンシャンティ
＊ Mark of Esteem

��
��
�シャンソネット黒鹿 2007 Glorious Song

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystアップファーレン ＊タイキシャトル

��
��
�アブソリューション栗 2015 ＊フリーフォーギブン

1s
Halo S4×S4×M5 Ballade S4×M5

価格： 購買者：



母 アフィニティ（06鹿 サクラバクシンオー）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（18）〕
リズヴェーリョ（12牡鹿 サムライハート）�６勝
プロットツイスト（15牝鹿 ルーラーシップ）��１勝�１勝�７勝��
ラストヘビー（17牡鹿 アドマイヤムーン）�３勝
ブレード（18牝鹿 アドマイヤムーン）��出走
ピンクチャン（20牝栗 ゼンノロブロイ）�地方未出走

２代母 オギブルービーナス（93栗 スーパークリーク）２勝
ブルーショットガン（99牡 サクラバクシンオー）７勝，阪急杯‐Jpn3，函館スプリ

ントＳ‐Jpn3 ３着，札幌日刊スポーツ杯‐L ３着（２回），札幌日刊スポーツ杯
‐OP ２着，六甲アイランドＳ，etc.

ブルーデリンジャー（01牡 ＊エルコンドルパサー）�４勝
ブルーラヴグラス（02牝 ＊グラスワンダー）�３勝
ブルーゲッタウェイ（03牡 ＊クロフネ）�１勝�
ショットバー（05牡 サクラバクシンオー）�３勝
スリーバリアント（08牡 サクラバクシンオー）�14 勝��
ブルーキューピット（10牡 ネオユニヴァース）�１勝

３代母 オギトゥインクル（88鹿 ＊サイドチヤペル）１勝
リアルノーマジーン（95牝 ＊カコイーシーズ）４勝，内房特別，村上特別，浄土平特別
イイデトゥインクル（98牝 ＊オジジアン）出走

エフケーアスコット（06牝 ＊プリサイスエンド）��１勝�３勝，兵庫クイーン
Ｃ２着

ミラクルフラワー（12牝 ＊プリサイスエンド）�３勝	10 勝��，フェアリーＣ
（２回），トウケイニセイ記念，一條記念みちのく大賞典，etc.

グロリアスシーン（01牝 ＊キンググローリアス）��２勝
バトルファイター（07牡 トーシンブリザード）��７勝
10 勝，東京スプリン

グ盃２着，船橋記念２着
アキノモーグル（08牡 ＊プリサイスエンド）３勝，陽春Ｓ２着，八海山特別３着

ワタリルーブル（10牝 ＊プリサイスエンド）	２勝��，ビギナーズＣ，プリンセス
Ｃ２着，知床賞２着

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

498 アフィニティ２０２１ �・鹿 ３／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンシャーク
＊ Caerleon

��
��
�カーラパワー鹿 2008 Jabali

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモアフィニティ スーパークリーク

��
��
�オギブルービーナス鹿 2006 オギトゥインクル

＊マイリー 7e
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アリオーン（09栗 スターリングローズ）��２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（３）〕
クリスエステソーロ（15牡鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，�１勝�入着
カプラン（16牡栗 タイムパラドックス）�１勝��入着２回
バナナムーン（18牝鹿 ＊シンボリクリスエス）��１勝���入着４回
アーリオオーリオ（19牝栗 タイムパラドックス）�出走

２代母 ヒノデモンテローザ（96鹿 マルゼンスキー）�７勝
シンカンファイター（05牡 スエヒロコマンダー）��２勝
クインオブターフ（08牝 スターリングローズ）�３勝�２勝	入着２回，のじぎく

賞２着，福山３歳牝馬特別３着，園田プリンセスＣ３着
ソルテ（10牡 タイムパラドックス）��15 勝，さきたま杯‐Jpn2，かしわ記念

‐Jpn1 ２着，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3 ２着，ゴールドＣ（２回），フジノウ
ェーブ記念，etc.，ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古牡，ＮＡＲ優短距，種牡馬

トウケイタイガー（11
 タイムパラドックス）３勝，�７勝�２勝���，かきつば
た記念‐Jpn3，園田ＣｈＣ，東海桜花賞，園田ウインターＣ，ゴールド争覇２着

３代母 シルビアワン（86鹿 ＊キヤタオラ）３勝，忘れな草賞‐OP ３着，檜山特別，横
津岳特別２着
アドマイヤガスト（98牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，筑前特別，桜木特別，潮来

特別２着，etc.

４代母 ヒメアサヒ（74鹿 ＊スノツブ）�11 勝
［子］ ヒノデダイセツ（89牡 ウインザーノツト）４勝，豊明特別，英彦山特別，

ＴＶＱ杯３着，etc.，障害１勝
アサヒスイセイ（83牡 ＊ハンターコム）４勝，知多特別，知多特別２着，
鴨川特別３着

アサヒチャウス（93牝 セントシーザー）３勝，日向特別，瀬戸特別２着，
猪苗代特別３着，etc.，�10 勝

アサヒマリリン（85牝 ロングエース）３勝，高千穂特別，日田特別２着，
ゴールデンブーツＴ３着，障害２勝

［孫］ ヒノデダイドウ（99牡 サニーブライアン）４勝，舞浜特別，初凪賞３着

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

499 アリオーン２０２１ �・鹿 ３／２０
＊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

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�スターリングローズ ＊コマーズアリオーン マルゼンスキー

��
��
�ヒノデモンテローザ栗 2009 シルビアワン

＊タボラ 13c
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5 Buckpasser M5×M5

価格： 購買者：



母 アンジェラクイーン（16青 マンハッタンカフェ）不出走
本馬の他に産駒あり

２代母 オーシャンルミナス（04鹿 ＊フレンチデピュティ）２勝
ダイヤハート（11牝 リンカーン）１勝，��１勝
ダイヤルミナス（12牡 ＊バゴ）�２勝��12 勝�２勝
アスターオーシャン（13牡 ＊キンシャサノキセキ）�10 勝
メガフレア（14牡 ハーツクライ）３勝，鴨川特別２着，湯川特別３着
スキップガール（15牝 ＊エンパイアメーカー）入着，�４勝
アースブレイブ（17� ゴールドシップ）�１勝

３代母 ＊オーシャンドリーム（95 USA黒鹿 ＊フォーティナイナー）不出走
ジュリアクイーン（99牝 Acatenango）入着

コスモルーシー（09牝 ＊マイネルラヴ）２勝
レオンドーロ（16牝 スクリーンヒーロー）３勝，臥牛山特別，八雲特別２
着，ひめさゆり賞２着，etc.

ウィズダイヤモンズ（17牝 ディープインパクト）�２勝，姫川特別２着，
都井岬特別３着

スピニングノアール（01牡 ＊スピニングワールド）７勝，ＣＢＣ賞‐G3 ２着，ＴＶ
愛知ＯＰ‐L ２着，ＣＢＣ賞‐G3 ３着，etc.

４代母 ＊プランス（85 USA鹿 Nijinsky）不出走
［孫］ スウォードキャット（02牡 ＊ヘネシー）５勝，渡利特別２着，三陸特別２

着，岳特別２着，etc.

５代母 フォーシーア Foreseer（69 USA黒鹿 Round Table）USA３勝，サンタイネ
スＳ２着，Santa Ysabel S２着
［子］ カーリアン Caerleon（80牡 Nijinsky）GB・FR・IRE４勝，仏ダービー

‐G1，ベンソン＆ヘッジズゴールドＣ‐G1，アングルシーＳ‐G3，etc.，
種牡馬

＊ヴィジョン（81牡 Nijinsky）USA５勝，セクレタリアトＳ‐G1，ピルグリ
ムＳ‐G3，ブルックリンＨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �090-9082-6145
生 産 牧 場： 坂本 智広
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

500 アンジェラクイーン２０２１ 牡・鹿 ３／ ２

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジアンジェラクイーン ＊フレンチデピュティ

��
��
�オーシャンルミナス青 2016 ＊オーシャンドリーム

1s
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アースシンボル（05鹿 トウカイテイオー）４勝，マーメイドＳ‐G3 ３着，アイル
ランドＴ‐L（芝 2000）３着，オクトーバーＳ（芝 2400），秩父特別（芝 2000），レイ
ンボーＳ（芝 2000）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
アースヴィグラス（14牝鹿 ＊サウスヴィグラス）２勝
アースエアブリーズ（16牝鹿 ゴールドアリュール）��１勝�入着２回
アースウルフ（17�鹿 オルフェーヴル）��入着６回
アーススカーレット（18牡鹿 ダイワメジャー）��入着４回
グランセザム（19牡黒鹿 ダイワメジャー）出走，�地方未出走

２代母 トリプルタイム（96鹿 ＊リアルシヤダイ）３勝，万代特別，磐越特別２着，栗
子特別３着，相馬特別３着，二本松特別３着
コスモミール（03牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，ダリ

ア賞‐OP，マリーゴールド賞‐OP
マイネルリード（12牡 ＊コンデュイット）２勝，稲城特別，アスター賞３着
マイネルサグラ（13牡 マツリダゴッホ）１勝，コスモス賞‐OP ２着，��４勝

�７勝��
マイネルセボン（15� ダノンシャンティ）�３勝�１勝��２勝�，王冠賞３着

ファンタジーオペラ（04牝 ＊オペラハウス）	８勝�１勝
ダンサンクワンDangsangkwan（06牝 ゴールドヘイロー）KOR２勝
ベジャールコード（08牡 ＊ストラヴィンスキー）１勝，��５勝	４勝
マイネモントル（10牝 ＊マイネルラヴ）１勝
ミュゼゴースト（12牡 ＊バゴ）２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ２着，東風Ｓ‐L ３

着，メイＳ‐OP ３着，白百合Ｓ‐OP ３着，山藤賞
スズランフェスタ（13牝 ナカヤマフェスタ）
１勝�	入着６回
アブリル（14牡 ナカヤマフェスタ）��１勝	�入着５回

３代母 シェナンドアワルツ（89鹿 マルゼンスキー）１勝
ソフトワルツ（01牝 フジキセキ）�２勝

ゼウス（10牡 ジャングルポケット）５勝，安土城Ｓ‐OP ３着，新潟日報賞，高
尾特別，etc.

４代母 ホースメンテスコ（76鹿 ＊テスコボーイ）３勝，桜花賞，エリカ賞

販売申込者・所有者： 松山 増男＝江別市大麻 �090-8275-8679
生 産 牧 場： 城地牧場
飼 養 者： 田口トレーニングファーム＝安平町早来富岡 �0145-22-3963

501 アースシンボル２０２１ 牡・鹿 ３／１２
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

シンボリルドルフ

�
�
�
�
�

��
��

�トウカイテイオー トウカイナチユラルアースシンボル ＊リアルシヤダイ

��
��
�トリプルタイム鹿 2005 シェナンドアワルツ

＊ミスバンブトン 2f
テスコボーイ S4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 イイデエース（06鹿 スペシャルウィーク）３勝
〔産駒馬名登録数：５〕

２代母 ＊ウージャ（92 USA鹿 Woodman）不出走
ノーウッズNorwoods（00牝 Deputy Minister）USA出走

ジミーウッズ Jimi Woods（11牡 Siphon）BRZ４勝，P. Ghadeer‐L ２着
＊アイアムザチャンプ（01牡 Saint Ballado）３勝，八重桜賞，幕張特別２着，定山渓

特別３着，美唄特別３着，山藤賞３着
スターオブアフリカ（05牝 ＊ヨハネスブルグ）１勝
イイデカントリ（09牝 ＊ロージズインメイ）１勝

３代母 シネジタ Cinegita（77 USA鹿 Secretariat）USA３勝，レイルバードＳ‐G3，
Senorita S３着
ストームスター Storm Star（83 牝 Storm Bird）GB２勝，チェリーヒントンＳ‐G3，

ジムクラックＳ‐G2 ２着
スターレットストーム Starlet Storm（87牝 Storm Bird）USA２勝

フランダーズ Flanders（92 牝 Seeking the Gold）USA４勝，フリゼットＳ
‐G1，スピナウェイＳ‐G1，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1
サーフサイド Surfside（97 牝 Seattle Slew）USA８勝，フリゼットＳ‐G1，
ハリウッドスターレットＳ‐G1，サンタアニタオークス‐G1，etc.

チョクトーリッジ Choctaw Ridge（89牡 Mr. Prospector）USA２勝，ケンタッキ
ージョッキークラブＳ‐G3 ３着，Flamingo S‐L ３着，種牡馬

＊ショウリノメガミ（91牝 Mr. Prospector）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，京都牝馬特別
‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ２着，etc.

ウェスタンリーグWestern League（93牝 ＊フォーティナイナー）不出走
マイボストンギャルMy Boston Gal（00 牝 ＊ボストンハーバー）USA５勝，ボ

ーモントＳ‐G2，ゴールデンロッドＳ‐G2，ボニーミスＳ‐G2 ２着，etc.
イラストレイテッド Illustrated（94牝 Deputy Minister）USA入着

マーブラヴァMar Brava（05牝 Cat Thief）PER１勝
オーヴァーブルックOverbrook（09牡 Flanders Fields）PER６勝，アウ
グストＢレギア大賞‐G1，ポスティン賞‐G2，クラウディオＦＣマシア
ス賞‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲武田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2745
生 産 牧 場： ㈲武田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

502 イイデエース２０２１ �・黒鹿 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールイイデエース
＊ Woodman

��
��
�ウージャ鹿 2006 Cinegita

25
サンデーサイレンス S3×M3 WoodmanM3×S4

価格： 購買者：



母 ヴェルーテ（09鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
レティーツィア（15牝鹿 ロードカナロア）�４勝
セゾンデフルール（18牝鹿 ルーラーシップ）��１勝

２代母 ポポラス（01栗 ＊フォーティナイナー）出走
リンデンバウム（07牝 サクラバクシンオー）１勝
シャッセロール（10牝 ＊クロフネ）３勝，祇園特別

ヴェントボニート（17牝 ディープインパクト）�１勝，遊楽部特別３着，恵山
特別３着

プラダリア（19牡 ディープインパクト）�２勝，青葉賞‐G2，日本ダービー
‐G1 ５着

ラディウス（11牡 マンハッタンカフェ）３勝，逢坂山特別，千里山特別３着，北野
特別３着，清滝特別３着，京橋特別３着，etc.

グランソルティス（12牡 ゼンノロブロイ）入着，�２勝
エスピリトゥオーゾ（14牡 ダイワメジャー）２勝，熱田特別２着

３代母 リトルオードリー（93鹿 ＊グルームダンサー）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，
オークス‐Jpn1 ３着，紅梅賞‐OP

４代母 ＊ゲートドクール（87 IRE 鹿 Lomond）FR２勝
［子］ ＊ココパシオン（92牝 ＊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，etc.
［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.

ブランシェクール（13牝 ダイワメジャー）４勝，��入着４回�，エンプレス
杯‐Jpn2 ２着，Ｌプレリュード‐Jpn2 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２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.

［曾孫］ ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3
ボンセルヴィーソ（14牡 ダイワメジャー）�４勝，東風Ｓ‐L，ＮＨＫマイ
ルＣ‐G1 ３着，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３着，etc.

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

503 ヴェルーテ２０２１ �・鹿 ４／ ３

＊

モンズーン Konigsstuhl

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Monsun

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

��
��
�Night LagoonIRE 黒鹿 2009 Nenuphar

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアヴェルーテ ＊フォーティナイナー

��
��
�ポポラス鹿 2009 リトルオードリー

＊ゲートドクール 4r
Literat S5×S5

価格： 購買者：



母 エフテーストライク（04青鹿 ブラックタキシード）３勝，伊吹山特別（芝 1200），勝浦
特別（芝 1200），サンライズＳ（芝 1200）３着，飯豊特別（芝 1200）３着，�２勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（６），地方－４（12）〕
サンローズピンク（13牝青鹿 ＊ロージズインメイ）�４勝�１勝�２勝�
ヒロシゲゴールド（15牡青鹿 ＊サウスヴィグラス）�６勝，京葉Ｓ‐L（Ｄ1200），Ｎ

ＳＴ賞‐OP（Ｄ1200），千葉Ｓ‐OP（Ｄ1200）２着，ながつきＳ‐OP（Ｄ1200）２
着，なにわＳ（Ｄ1200），etc.，�	１勝��
入着５回�，北海道スプリント
Ｃ‐Jpn3，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ２着，クラスターＣ‐Jpn3 ２着
（２回），クラスターＣ‐Jpn3 ３着，東京スプリント‐Jpn3 ３着

ストーミーデイ（17牡栗 ＊サウスヴィグラス）���２勝，ハイセイコー記念
（Ｄ1600）２着，クラウンＣ（Ｄ1600）３着，雲取賞（Ｄ1800）３着

エスプリブルズアイ（19牡鹿 シビルウォー）���２勝

２代母 イチヨシロマン（87黒鹿 サクラシヨウリ）２勝，クローバー賞‐OP
イチヨシヒーロー（92牡 ミスターシービー）入着，�４勝
，新潟ジュニアＣ２着
イチヨシロバリー（93牝 ＊ジェイドロバリー）�１勝２勝��

ナハイヤン（98牝 ＊ダンツシアトル）４勝�，サラ系３歳優駿３着
ルイボステイオー（94牡 ＊スリルシヨー）�６勝���入着２回，駿蹄賞２着，ジュ

ニアＧＰ２着，ジュニアクラウン２着
ヒガシフェザント（96牡 ＊ゴールデンフェザント）��２勝
トーホウフェアリー（99牝 ダンスインザダーク）�１勝
テーブルマウンテン（01牡 ホリスキー）��１勝�
オオカリベブラック（03牡 ブラックタキシード）
３勝�入着

３代母 ブレスアゲン（74鹿 ＊エタン）�12 勝，サマーＨ
エーコーフレンチ（81牡 ＊ジムフレンチ）５勝，金杯‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1

３着，スワンＳ‐Jpn2 ２着，etc.
エーコーシーザー（85牡 ＊コインドシルバー）８勝，セントウルＳ‐Jpn3，シルクロ

ードＳ‐OP，札幌日経賞‐OP，etc.
エーコーレビン（91牡 ライフタテヤマ）２勝，潮騒特別
イチヨシエーコー（93牝 ＊マークオブディスティンクション）�２勝�２勝

ヒシクローザー（05牡 マーベラスサンデー）２勝，二王子特別２着，山藤賞２着

販売申込者・所有者： 斉藤 正男＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2668
生 産 牧 場： 斉藤 正男
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

504 エフテーストライク２０２１ �・青 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トーセンラー
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア黒鹿 2008 Dance Image

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタキシード ＊オーピーキャットエフテーストライク サクラシヨウリ

��
��
�イチヨシロマン青鹿 2004 ブレスアゲン

＊リミオンワード 19c
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 エーシンミモザ（08鹿 キングカメハメハ）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（19）〕
フクノバイオレット（14牝黒鹿 トーセンホマレボシ）��出走�２勝��１勝�５

勝�入着２回
サンゲーリー（15�鹿 スマートファルコン）��６勝
カガノホマレ（17牡鹿 トーセンホマレボシ）���出走�	１勝・４勝
，サラブ

レッド大賞典（Ｄ2000），石川ダービー（Ｄ2000）３着
ナムラワンチーム（18牡鹿 リアルインパクト）��出走�入着
アローワン（19牡鹿 コパノリッキー）１勝

２代母 ＊モンタナガール（98 USA鹿 ＊デインヒル）１勝
エーシンティーエム（04牡 アグネスタキオン）１勝，�１勝

＊エーシンカメンシズ（05牡 Cat Thief）１勝，障害１勝
エーシンマンターナ（07牝 Mr. Greeley）出走

エイシンアンカー（12牡 ブラックタイド）�１勝�１勝��２勝，初夏賞２着，
夏至賞３着

３代母 アウトウィズジオールドOutWith the Old（92 USA鹿 Time for a Change）
USA２勝
ポートシー Portsea（02牝 More Than Ready）USA４勝，Meafara Breeders'

Cup S‐L，Just Smashing S，Sandpiper S

４代母 マーサクイーンMartha Queen（83 USA鹿 Nijinsky）USA入着２回
［孫］ スパルタクス Spartacus（00 牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・ITY３勝，

フィーニクスＳ‐G1，伊グランクリテリウム‐G1，アングルシーＳ
‐G3 ２着，種牡馬

ヨハンクライフ Johan Cruyff（94 牡 ＊デインヒル）IRE・HKG６勝，ガ
リニュールＳ‐G2，ベレスフォードＳ‐G3，Hong Kong Classic Tri
al‐L，etc.，種牡馬

ストラザム Stratham（03牡 Mozart）GB・USA４勝，ウィルロジャーズ
Ｓ‐G3，La Puente S‐L，Pinjara S‐R，種牡馬

ミーティアシャワーMeteor Shower（03 牡 ＊デインヒル）IRE・SAF７
勝，チェアマンズＣ‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： 城地牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3288
生 産 牧 場： 城地牧場
飼 養 者： mill farm Ocean View Park＝浦河町東栄 �0146-25-7000

505 エーシンミモザ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ロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスエーシンミモザ
＊

＊デインヒル

��
��
�モンタナガール鹿 2008 OutWith the Old

26
Danzig S4×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 エイシンシルダリア（13栗 キングカメハメハ）�４勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
エイシンウクラン（19牝栗 ＊エイシンアポロン）��１勝�

２代母 ＊エーシンロレーン（06 USA栗 Rahy）�５勝
エイシンライナー（11牡 エイシンデピュティ）�１勝
エイシンアグライア（12牝 マンハッタンカフェ）�２勝�２勝�入着７回
エイシンダンシャク（17牡 ダノンシャンティ）��10 勝�１勝�
エイシンシッソウ（18牝 ＊アジアエクスプレス）���出走�２勝�１勝

３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

４代母 インパーティネントレイディ Impertinent Lady（88 USA鹿 Sham）USA２勝
［子］ 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
［孫］ 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
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

インパーティネントマン Impertinent Man（06牡 Compendium）CHI1
3 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）
CHI４勝，P. Jorge Baraona Puelma‐L ２着，P. Luis Davila Lar
rain‐L ３着

５代母 シーズアタレント She's a Talent（83 USA黒鹿 Mr. Prospector）USA１勝
［子］ シーズトップス She's Tops（89 牝 Capote）USA４勝，レイルバードＳ

‐G2，ランチョベルナルドＨ‐G3 ３着，ソレントＳ‐G3 ３着，etc.
［孫］ ディクシーユニオンDixie Union（97牡 Dixieland Band）USA７勝，ハ

スケル招待Ｈ‐G1，マリブＳ‐G1，ノーフォークＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 下屋敷牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2859
生 産 牧 場： 下屋敷牧場
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

506 エイシンシルダリア２０２１ �・鹿 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスエイシンシルダリア
＊ Rahy

��
��
�エーシンロレーン栗 2013 ＊エイシンレマーズ

4m
Halo S4×M5 Nureyev S4×M5

価格： 購買者：



母 イトハユリ（11芦 ゼンノロブロイ）１勝，��３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
リュクスガレリア（18牡鹿 サンカルロ）��入着３回��１勝
ダビディ（20牡鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 リリウム（05芦 ＊クロフネ）不出走
ラプターセイハート（08牝 ＊トワイニング）１勝

トワイライトライフ（14牝 ゴールドアリュール）４勝，周防灘特別
アリア（15牝 ダイワメジャー）３勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着，ＳＴＶ杯，なずな

賞，ＨＢＣ賞２着，潮騒特別２着，etc.
アイスフォーリス（09牝 ステイゴールド）３勝，オークス‐G1 ３着，フローラＳ

‐G2 ２着，中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，ノベンバーＳ，秩父特別，etc.
カイザースクルーン（16� ルーラーシップ）１勝，芙蓉Ｓ‐OP ３着，荒川峡特

別３着
フリティラリア（10牝 アドマイヤムーン）１勝

ファルヴォーレ（18牡 ドゥラメンテ）�２勝，雲仙特別２着
リリカルホワイト（13牝 ダイワメジャー）３勝
イタリアンホワイト（14牝 ステイゴールド）２勝
バレリオ（15� ステイゴールド）４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，丹頂Ｓ‐OP ２

着，オリオンＳ，青嵐賞，長良川特別

３代母 ＊ベゴニア（83 USA鹿 Plugged Nickle）USA出走
リトルトゥ－マッチ Little Too Much（90� Storm Bird）GB・FR・GER・USA

３勝，オステルマンポカール‐G3 ３着
フサイチシンイチ（93牡 ＊ノーザンテースト）４勝，目黒記念‐Jpn2 ３着，陣馬特

別，白藤Ｓ，etc.

４代母 ダリアDahlia（70 USA栗 Vaguely Noble）GB・FR・IRE・ITY・USA15
勝，愛オークス‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1（２回），サンクルー
大賞‐G1，マンノウォーＳ‐G1，サンタラリ賞‐G1，etc.
［子］ ＊ダハール（81牡 Lyphard）GB・FR・IRE・USA７勝，サンフアンカピスト

ラーノＨ‐G1，リュパン賞‐G1，サンルイスレイＳ‐G1，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 庄野牧場＝日高町美原 �01456-5-2807
生 産 牧 場： 庄野牧場
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

507 イトハユリ２０２１ 牡・青鹿 ５／ ２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊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イトハユリ ＊クロフネ

��
��
�リリウム芦 2011 ＊ベゴニア

13c
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 イズミコマンダー（06鹿 ＊コマンダーインチーフ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－３（17）〕
マユキ（11牝栗 ＊タイキシャトル）３勝
ゼンテイバンリ（12牝鹿 スズカマンボ）�１勝��入着�
シゲルキハダマグロ（13牡栗 カンパニー）１勝
ポルタディソーニ（14牝鹿 ネオユニヴァース）１勝，�15 勝，梅見月杯（Ｄ1900）
（２回），名港盃（Ｄ1900），秋の鞍（Ｄ1600），梅見月杯（Ｄ1900）２着，マイル争
覇（Ｄ1600）２着，東海菊花賞（Ｄ1900）２着，ゴールド争覇（Ｄ1400）２着，東海
桜花賞（Ｄ1400）２着，新春盃（Ｄ1800）２着，マイル争覇（Ｄ1600）３着，etc.

ルルド（16�鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着，���１勝�入着
メタバース（19牝栗 コパノリッキー）��未出走��出走

２代母 ＊イズミレディ（91 AUS栗 Bletchingly）AUS・NZ１勝
イズミナイナー（98牝 ＊フォーティナイナー）４勝，天王山特別３着
イズミプリンス（00牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，�11 勝
ブレッチングスキー（01牡 ＊ピルサドスキー）３勝
イズミデヒア（02牡 ＊デヒア）２勝，��１勝

３代母 ゴールドアンドパープルGold and Purple（84 IRE 鹿 Golden Fleece）不出走
ジュリーラルース Julie La Rousse（88 牝 Lomond）IRE・USA７勝，スワニーリ

ヴァーＨ‐G3，Gulfstream Park Bayakoa H‐L，My Charmer H‐L，etc.
ジュリージャルーズ Julie Jalouse（98 牝 Kris S.）IRE・USA４勝，オーキッドＨ

‐G2，Denny Cordell Lavarack Memorial S‐L，Waya H３着
マリインスキーMariensky（99牝 Gulch）FR・USA５勝，シープスヘッドベ

イＨ‐G2，ジャストアゲイムＨ‐G3，Criterium de Lyon‐L，etc.
ラウジングヴィクトリー Rousing Victory（01 牡 Victory Gallop）USA４勝，J

ohn Henry S，John's Call S‐R，レッドスミスＨ‐G2 ２着，etc.
ラグタイムランブルRagtime Rumble（93 牝 Dixieland Band）不出走

サンバカヌータ Zamba Canuta（97牝 Unaccounted For）USA・PER３勝，
P. Maidenform‐L，ペルーダービー‐G1 ２着，エンリケＡパルド賞
‐G1 ２着，etc.

サミットパーク Summit Park（95 牝 A.P. Indy）USA３勝，Wayward Lass S
３着

販売申込者・所有者： ㈱タガミファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2401
生 産 牧 場： ㈱タガミファーム
飼 養 者： ハントバレートレーニングファーム＝新冠町大狩部 �0146-45-5311

508 イズミコマンダー２０２１ 牡・鹿 ３／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousイズミコマンダー
＊ Bletchingly

��
��
�イズミレディ鹿 2006 Gold and Purple

13c
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 インヴィジブルワン（15黒鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
アステルグロリアス（20牝鹿 ルーラーシップ）�出走

２代母 ＊ワールドリープレジャー（00 USA黒鹿 Devil His Due）USA８勝，Politel
y S‐R，Summer King S３着
ウェストスピリットWest Spirit（06 牡 Smart Strike）RUS１勝
ゲイムオンデュードGame On Dude（07� Awesome Again）USA・UAE16 勝，ハ

リウッドゴールドＣ‐G1（２回），サンタアニタＨ‐G1（３回），パシフィッククラ
シック‐G1，オーサムアゲインＳ‐G1，米グッドウッドＳ‐G1，カリフォルニア
ンＳ‐G2，チャールズタウンクラシック‐G2，サンアントニオＳ‐G2（２回），etc.

マイキーMy Key（10牡 Macho Uno）KOR８勝
ワールドリースター（12牡 アドマイヤドン）１勝
カルトデュモンド（14牡 ディープインパクト）��１勝��４勝�入着
ルプレジール（16牝 ゴールドアリュール）２勝
ケイキビーチ（17牝 キングカメハメハ）�１勝

３代母 ファストプレジャー Fast Pleasure（92 USA黒鹿 Fast Play）USA10 勝

４代母 シスプレジャーファガー Sis Pleasure Fager（80 USA栗 What a Pleasure）
USA７勝，Constitution S２着，Marigold S２着，Lieutenant Govern
or of Kentucky S３着

５代母 プリンセスファガーPrincess Fager（72 USA栗 Dr. Fager）USA２勝
［子］ ＊プレジャーコネクション（89牝 Danzig Connection）USA８勝，Cinc

innati Trophy S‐L，Valdale S‐L，Rolling Meadows S，etc.
ジスワンフォースー Thisonefor Sue（92牡 Star de Naskra）USA２勝，
Pioneer S，Minstrel S２着

［孫］ ＊ケイエスミラクル（88牡 Stutz Blackhawk）５勝，スワンＳ‐Jpn2，マ
イルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，オパールＳ‐OP，etc.

エノマオ Enomao（92牡 Conquilot）VEN12勝，P. Ciudad de Valenci
a‐L

販売申込者・所有者： 田上 徹＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2399
生 産 牧 場： 田上 徹
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

509 インヴィジブルワン２０２１ 牡・黒鹿 ２／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレイデオロ ＊シンボリクリスエス

��
��
�ラドラーダ鹿 2014 ＊レディブロンド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアインヴィジブルワン
＊ Devil His Due

��
��
�ワールドリープレジャー黒鹿 2015 Fast Pleasure

1l
ウインドインハーヘアM3×S4 Mr. Prospector S4×S5 Halo M4×M5
Con Game S5×M5
価格： 購買者：



母 インクレセント（09青鹿 アグネスタキオン）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
ルナエクリプス（17牡栗 ＊エスケンデレヤ）�２勝
カスターニャルーナ（19牝栗 ＊ハービンジャー）��１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
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）��４勝�	，ビギナーズＣ３着
コグノセンティ（11牝 ゴールドアリュール）１勝
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，��５勝�	１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

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： 追分ファーム＝安平町追分向陽 �0145-25-3655
生 産 牧 場： ㈲社台コーポレーション白老ファーム
飼 養 者： 白老ファームＹｅａｒｌｉｎｇ＝安平町早来富岡 �0145-26-2225

510 インクレセント２０２１ 牡・栗 ２／１３

＊

モンズーン Konigsstuhl

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Monsun

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

��
��
�Night LagoonIRE 黒鹿 2009 Nenuphar

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラインクレセント GoneWest

��
��
�インコグニート青鹿 2009 ＊デインスカヤ

16g
Literat S5×S5

価格： 購買者：



母 イーストイン（13鹿 ＊ファスリエフ）��１勝�６勝
初仔

２代母 イゾラトウショウ（03栗 ＊ティンバーカントリー）出走
トウショウジャック（08牡 ＊ノボジャック）入着３回，�１勝
アイヴィトウショウ（09牝 ＊ブラックホーク）�４勝��４勝
ヤハタマル（10牡 サムライハート）��７勝
ラブミーブルー（11牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��入着，エーデルワイス賞

‐Jpn3 ２着，北斗盃，ブロッサムＣ
コパノキャリー（17牝 コパノリチャード）���４勝�１勝�入着５回，ビギ

ナーズＣ
ラブミーオーロ（16牝 カネヒキリ）��２勝�入着２回
ドラゴンズバック（17牡 ＊ベーカバド）�２勝
コパノピッチング（18牡 コパノリチャード）１勝

３代母 ブリストウショウ（94栗 ビゼンニシキ）不出走

４代母 ガールトウシヨウ（75栗 ＊チヤイナロツク）７勝，丹沢特別
［子］ ハグミートウショウ（87牝 ＊ノーザンディクテイター）３勝，陸奥湾特別

ライラトウショウ（86牝 ＊モガミ）２勝，漁火特別２着
［孫］ トウショウファルコ（86牡 グリーングラス）８勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，金杯

‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ３着，etc.
トウショウフリート（88牡 トウシヨウペガサス）７勝，パラダイスＳ‐OP，
箱根Ｓ，秋嶺Ｓ，etc.，種牡馬

セフティーミキオー（01牡 フジキセキ）４勝，麒麟山特別，名古屋城Ｓ２
着，三峰山特別２着，etc.

［曾孫］ サンダルフォン（03牡 サクラバクシンオー）９勝，北九州記念‐G3，オー
ストラリアＴ‐L，北九州記念‐G3 ３着，etc.

トウショウヴォイス（02牡 ＊ラストタイクーン）２勝，新潟記念‐G3 ２着，
福島民報杯‐L ３着，新潟日報賞，etc.，��１勝�１勝�１勝	入着

ダイシングロウ（04牡 ダンスインザダーク）５勝，小倉記念‐Jpn3 ２着，
バレンタインＳ‐OP ２着，博多Ｓ，etc.，障害３勝，種牡馬

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

511 イーストイン２０２１ 牡・鹿 ３／１２
＊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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessイーストイン ＊ティンバーカントリー

��
��
�イゾラトウショウ鹿 2013 ブリストウショウ

＊ソシアルバターフライ 1w
Northern Dancer M4×S5 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 ＊エイシンピカデリー（13 USA栗 ＊ハードスパン）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
ララシャルロット（18牝栗 ＊ヘニーヒューズ）１勝
パウオレ（19牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
メロパール（20牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）�未出走

２代母 レイディズラフター Lady's Laughter（06 USA黒鹿 Distorted Humor）USA
４勝，Likely Exchange S，Gowell S２着，ガーデニアＨ‐G3 ３着，India
na Live! Casino S‐L ３着，Kentucky Cup Ladies Turf S３着
ホリデイラフターHoliday Laughter（14 牝 Harlan's Holiday）USA３勝

３代母 レイディタップ Lady Tap（94 USA鹿 Pleasant Tap）USA５勝，Alameda
County Fillies andMares H，BayMeadows Dash H‐L ２着，Variety Baby H
２着，E. B. Johnston S３着，June Darling S‐R ３着
リヴィアードRevered（08牝 Dixie Union）USA入着２回

バイユアサイド By Your Side（17 牡 Constitution）�USA２勝，サンフォー
ドＳ‐G3

ハイリーリスペクテド Highly Respected（19牡 Dialed In）�USA１勝，ベ
イショアＳ‐G3 ２着

４代母 チェルシアーナ Chelseanna（76 CAN黒鹿 ＊ナイスダンサー）USA８勝，
La Prevoyante S２着
［孫］ チェルシーフラワー Chelsey Flower（91 牝 His Majesty）USA８勝，フ

ラワーボ－ルＨ‐G1，シープスヘッドベイＨ‐G2，ミスグリジョＳ
‐G3，etc.

ピュアファン Pure Fun（10牝 Pure Prize）USA４勝，ハリウッドスターレ
ットＳ‐G1，インディアナオークス‐G2，ブルボネットオークス‐G3 ３着

アンディオティス Andiotis（06� Stephanotis）USA・CAN４勝，G
us Fonner S‐L，Westerner H，Speed To Spare S‐L ２着，etc.

キーガイ Key Guy（92牡 Key to the Mint）USA７勝，Rushaway S
‐L，種牡馬

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

512 エイシンピカデリー２０２１ 牡・栗 ３／３１

＊

＊ 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

＊

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystエイシンピカデリー レイディズラフター Distorted Humor

��
��
�Lady's Laughter栗USA 2013 Lady Tap

52
Danzig M3×M5 Mr. Prospector S5×S5×M5 Roberto S5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンミレレ（13黒鹿 キングカメハメハ）入着
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊セントルイスガール（03 USA黒鹿 Silver Hawk）１勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3
２着，フェニックス賞‐OP ２着，エルフィンＳ‐OP ３着
エーシンミズーリ（08牡 マンハッタンカフェ）６勝，米子Ｓ‐L，ポートアイランド

Ｓ‐L ２着，難波Ｓ，長久手特別，南港特別，etc.
エーシンブランシュ（09牝 ＊クロフネ）入着

エイシンゾーン（16牝 ジャスタウェイ）１勝，中京２歳Ｓ‐OP ２着
エーシンセノーテ（10牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，フェニックス賞‐OP
ゲートウェイアーチ（14牡 ＊エンパイアメーカー）入着，�１勝���

３代母 ＊エイシンシンシアナ（95 USA黒鹿 Storm Cat）３勝
＊エーシンコンファー（05牝 Dynaformer）４勝，豊明特別，利尻特別，八坂Ｓ３着

エイシンジルコン（13牝 ディープインパクト）入着６回，石打特別２着
エーシンマイェスタ（10牡 スペシャルウィーク）５勝，朱雀Ｓ，鷹ケ峰特別，知立

特別２着，etc.

４代母 バイランドバイシー By Land by Sea（84 USA鹿 Sauce Boat）USA10 勝，
アップルブラッサムＨ‐G1，ミレイディＨ‐G1，ランパートＨ‐G2，エルエン
シノＳ‐G3，ルイヴィルＢＣＨ‐G3，etc.
［子］ ファハル Fahal（92 牡 Silver Hawk）GB・USA・UAE４勝，ローズオヴ

ランカスターＳ‐G3，Stardom S‐L，セレクトＳ‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

［孫］ ボーブルクイーン Bauble Queen（08牝 Arch）USA３勝，ロバートＪフ
ランケルＳ‐G2，ハリウッドバヤコアＨ‐G2 ３着，Sandy Blue H
‐L ２着，etc.

レミントン Leamington（05牝 Pleasant Tap）GB・USA４勝，Vood
oo Dancer S‐R

［曾孫］ ブリッツクリーク Blitzkrieg（15� War Front）�USA・UAE６勝，ア
メリカンＳ‐G3，サンフランシスコマイルＳ‐G3，ジョーヘルナンデ
スＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 高松牧場＝浦河町野深 �0146-27-4347
生 産 牧 場： 高松牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

513 エイシンミレレ２０２１ 牡・鹿 ３／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスエイシンミレレ
＊ Silver Hawk

��
��
�セントルイスガール黒鹿 2013 ＊エイシンシンシアナ

11
Hail to Reason S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 エムオークィーン（15鹿 スマートファルコン）�２勝��４勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ワビスケ（20牝鹿 サトノクラウン）�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
ワタリプリンセス（10牝 ダンスインザダーク）�９勝��
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
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

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

リスカルダメント（18牝 リアルインパクト）���１勝�１勝�入着�，金沢
シンデレラＣ３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： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338
生 産 牧 場： ゼットステーブル
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

514 エムオークィーン２０２１ 牡・鹿 ３／２４
＊

＊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

ゴールドアリュール

�
�
�
�
�

��
��

�スマートファルコン ケイシュウハーブエムオークィーン ＊カコイーシーズ

��
��
�コンサートクィーン鹿 2015 マルゼンラッド

＊シル 5g
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ヴィグシュテラウス（12栗 ダイタクリーヴァ）��５勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ヒアアイアム（19牡栗 エスポワールシチー）�地方未出走
デイバンカウボーイ（20牡栗 ゴールドシップ）�未出走

２代母 ヴィーグスマイル（06栗 ＊サウスヴィグラス）不出走

３代母 ハートフルスピーチ（89栗 ＊リアルシヤダイ）１勝
ミスタードン（97牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，ＴＵＦ杯，葉山特別，桐花賞
アポロサティー（01牝 ＊キンググローリアス）１勝，��５勝

バニスター（12牡 ＊パイロ）�５勝�１勝�入着２回，ＭＲＯ金賞２着
ココロネ（05牡 ミレニアムバイオ）�２勝，ジュニアクラウン３着

４代母 シヤダイスピーチ（77栗 ＊ノーザンテースト）５勝，玄海特別，白梅賞
［子］ スピークリーズン（86牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，函館記念‐Jpn3，京成

杯‐Jpn3，すずかけＳ‐OP，etc.，種牡馬
ビッグマウス（87牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，青葉賞‐OP
エアパラダイス（93牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，甲斐路Ｓ，山中湖特
別，青嵐賞，etc.，��１勝

［孫］ フォルテベリーニ（02牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，福島記念‐Jpn3
２着，白富士Ｓ‐L ２着，中京記念‐G3 ３着，etc.，障害２勝

５代母 ペルースポート（72栗 ＊ガーサント）３勝，ながつき賞
［子］ シヤダイチヤツター（80牝 ＊ノーザンテースト）６勝，小倉記念‐Jpn3，

北九州記念‐Jpn3 ２着，金鯱賞‐Jpn3 ２着，etc.
［孫］ 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.
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.

オーバーザウォール（94牝 ＊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，etc.

［曾孫］ 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

販売申込者・所有者： 坂元 芳春＝新冠町大富 �0146-47-2291
生 産 牧 場： 坂元 芳春
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

515 ヴィグシュテラウス２０２１ �・栗 ３／ ８
＊ 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

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�ダイタクリーヴァ スプリングネヴァーヴィグシュテラウス ＊サウスヴィグラス

��
��
�ヴィーグスマイル栗 2012 ハートフルスピーチ

＊レデイチヤツター 19
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ウインプレセア（06栗 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（34）〕
アピア（11�鹿 ＊ファスリエフ）��18 勝，船橋記念（Ｄ1000）（２回），習志野きらっと

スプリント（Ｄ1000），優駿スプリント（Ｄ1200），習志野きらっとスプリント
（Ｄ1000）２着，アフター５スター賞（Ｄ1200）２着，アフター５スター賞（Ｄ1200）
３着

フェイム（14牝鹿 ＊ベーカバド）��８勝
クレイジービクトリ（15牝栗 ＊ヘニーヒューズ）���７勝
ウポポイ（18牝青鹿 ＊バトルプラン）���１勝
アルヴィナ（19牝芦 ＊ダンカーク）���入着

２代母 パールビコー（97黒鹿 ＊ブライアンズタイム）２勝，�２勝
エーデルビコー（04牝 ＊タイキシャトル）入着，�２勝�

３代母 メイシヨウマツカゼ（84栗 ＊クラウンドプリンス）３勝
メイショウマサカド（90牡 ＊スリルシヨー）４勝，万緑Ｓ，夙川特別，斑鳩Ｓ２着，etc.
レイレイン（95牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，高瀬川特別２着，�１勝
ツジノヒマワリ（96牝 ＊トニービン）出走

ブラウンコマンダー（02牡 ＊コマンダーインチーフ）��３勝�３勝，ジャパン
Ｄダービー‐Jpn1 ４着，クラウンＣ，福山マイラーズＣ

メイソ（14牡 ローレルゲレイロ）�１勝	11 勝，黒潮菊花賞３着
リープリング（99牝 ＊サンデーサイレンス）入着４回

ブレーヴゴールド（06牡 ＊マイネルラヴ）３勝，由比ヶ浜特別，
２勝��入着

４代母 トキノマツカゼ（66栗 ＊チヤイナロツク）１勝
［子］ ニッケンオー（74牡 ＊シルバーシヤーク）６勝，ジューンＳ，奥尻特別，

野菊賞
グレートベエスト（87牡 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，七草賞，天王
山特別２着，かえで賞３着，	11 勝

［孫］ オグリマツカゼ（97牝 ダイタクヘリオス）�13 勝
入着���，スプリン
ト２着，読売レディス杯３着

［曾孫］ キングトップガン（03牡 マヤノトップガン）７勝，目黒記念‐G2，函館記
念‐G3，大阪―ハンブルクＣ‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

516 ウインプレセア２０２１ �・青 ４／２２

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラウインプレセア ＊ブライアンズタイム

��
��
�パールビコー栗 2006 メイシヨウマツカゼ

＊ビユーチフルドリーマー 12
Raise a Native S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ウォーターメアヌイ（12鹿 ダイワメジャー）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ウェルカムフラワー（03黒鹿 ＊エルコンドルパサー）入着２回，�１勝
クラッシュハイト（09牡 デュランダル）��12 勝
ヒルノドンカルロ（10牡 マンハッタンカフェ）３勝，松前特別，メルボルンＴ，千

里山特別２着（２回），北海Ｈ２着，小牧特別３着
ヒルノリスボン（13牝 マンハッタンカフェ）�４勝
ココリミネルヴァ（17牝 キズナ）入着，�３勝

３代母 ＊ブラッシュウィズテキーラ（93 USA鹿 Broad Brush）USA５勝，Davona
Dale S‐L ２着
ワインダークシーWine Dark Sea（00牝 Touch Gold）SAF２勝

クールシャルドネ Cool Chardonnay（11� Antonius Pius）SAF５勝，Aq
uanaut H‐L（２回），ゴールドボール‐G2 ２着，レイシングアソシエイ
ションＨ‐G3 ２着

シラーズカベルネ Shiraz Cabernet（12 牝 Antonius Pius）SAF１勝，Lady
's Slipper S‐L ２着

レッドライフセイヴァー Red Lifesaver（01 牝 Victory Gallop）USA８勝，Val
id Expectations S‐L，Santa Teresa H，Harry W. Henson Breeders' Cu
p H‐L ２着，etc.

ダイワキングコン（02牡 Victory Gallop）３勝，伏竜Ｓ‐OP，カトレア賞
ダイワフラッグ（06牡 ＊タイキシャトル）３勝，巻機山特別，高田城特別，��１勝
フレンチカクタス（08牝 ＊タイキシャトル）３勝，フィリーズレビュー‐G2，ひいら

ぎ賞，赤松賞２着

４代母 シーラテキーラ Sheila Tequila（80 USA栗 Indefatigable）USA９勝，D
affodil H，Alberta Oaks‐R，Kamar H，Liberation S‐R，Senor
ita H，etc.
［子］ ラッキーアセット Lucky Asset（88 牝 Lucky North）USA９勝，Hon

eymoon S２着
ホリデイヘッデイク Holiday Headache（90牝 Herat）USA３勝，Pra
irie Dawn S３着

販売申込者・所有者： サカイファーム＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2236
生 産 牧 場： サカイファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

517 ウォーターメアヌイ２０２１ 牡・栗 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケウォーターメアヌイ ＊エルコンドルパサー

��
��
�ウェルカムフラワー鹿 2012 ＊ブラッシュウィズテキーラ

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

価格： 購買者：



母 ウートゥルメール（13鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
モッツアン（18牡青鹿 ＊プリサイスエンド）���入着

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

パッション（10牝 ＊アフリート）１勝，�２勝���
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.
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： ㈲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

518 ウートゥルメール２０２１ 牡・鹿 ３／１３
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジウートゥルメール ＊ノーザンテースト

��
��
�フェルメールブルー鹿 2013 ノースフライト

＊フオーワードフライト 12c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 エーシンスピカ（09鹿 アグネスタキオン）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
エイシンノホシ（16牝鹿 ＊タイキシャトル）１勝
セイーサ（18牝鹿 リオンディーズ）��出走���出走

２代母 ＊バーモントガール（97 USA鹿 ＊ミシエロ）１勝
＊エイシンヴァイデン（02牡 Touch Gold）３勝，野路菊Ｓ‐OP，フェニックス賞

‐OP，松戸特別２着，瀬波温泉特別３着，etc.，障害１勝，�入着��，ウイ
ンター争覇２着

＊エーシンベロシティ（05牝 Lemon Drop Kid）�３勝�９勝��１勝
メイショウテッコン（15牡 マンハッタンカフェ）５勝，日経賞‐G2，ラジオＮ

ＩＫＫＥＩ賞‐G3，白百合Ｓ‐LR，神戸新聞杯‐G2 ３着，梅花賞
＊エーシンベタラネリ（06牝 Elusive Quality）�出走

メディクス（16牡 ゴールドアリュール）４勝，西部日刊スポーツ杯，高田城特
別２着，彦星賞２着，���出走

エイシンハルニレ（17牡 ＊エイシンアポロン）��５勝�１勝�５勝�	，ハヤ
テスプリント，オパールＣ，新緑賞，駿蹄賞２着，若駒賞２着，etc.

ブルーバード（18牝 リーチザクラウン）２勝，ダリア賞‐OP
＊エーシンテュポーン（07牡 Dynaformer）１勝，指宿特別３着，�１勝�１勝
エーシンバリントン（08牡 Awesome Again）３勝，梅田Ｓ２着，甲南Ｓ２着，御

嶽特別２着，わらび賞２着，桃山Ｓ３着，�１勝�入着６回
エーシンヘディング（10牡 タニノギムレット）３勝
エイシンイースト（11牡 マンハッタンカフェ）１勝，�４勝�入着，摂津盃２着
エイシンウィキ（13牝 キングカメハメハ）�入着

エイシンピストン（18牡 ＊エーシンスピーダー）�	６勝�１勝�２勝，二十四
万石賞３着

３代母 レイジングアパラチーRaging Apalachee（88 USA黒鹿 Apalachee）不出走
アールタクス Artax（95牡 Marquetry）USA７勝，ＢＣスプリント‐G1，カーター

Ｈ‐G1，ヴォスバーグＳ‐G1，サンフェリペＳ‐G2，フォレストヒルズＨ‐G2，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱ヤスナカファーム＝日高町緑町 �090-2600-1223
生 産 牧 場： 城地牧場
飼 養 者： ㈱ヤスナカファーム＝日高町緑町 �090-2600-1223

519 エーシンスピカ２０２１ 牡・鹿 ５／ ２
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 アグネスフローラエーシンスピカ
＊

＊ミシエロ

��
��
�バーモントガール鹿 2009 Raging Apalachee

14a
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 エイシンオリヒメ（16黒鹿 ロードカナロア）入着
初仔

２代母 ＊ミスティコンクエスト（09 IRE 鹿 Mujadil）GB・FR・HKG２勝，Dick Po
ole Fillies' S‐L ２着，Empress S‐L ３着
エイシンタンチョウ（17牡 ダイワメジャー）���１勝�１勝�入着
エイシンリヒト（18牡 エイシンヒカリ）�１勝

３代母 ポリッシュベルPolish Belle（99 GB鹿 Polish Precedent）不出走
ジャイルジーニョ Jairzihno（07� Royal Applause）GB・USA２勝，デルマーダ

ービー‐G2 ２着

４代母 ミスワキベルMiswaki Belle（92 USA鹿 Miswaki）GB入着
［子］ デインハーストDanehurst（98 牝 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・GER・I

TY10 勝，フライイングファイヴＳ‐G2，ウンブリア賞‐G3，セーネ
オワーズ賞‐G3，etc.

ユモレスク Humouresque（00牝 Pivotal）GB・FR５勝，ペネロープ賞
‐G3，P. Policeman‐L，P. Rose deMai‐L

ライジングレジェンド Rising Legend（10牡 ＊ロックオブジブラルタル）
GB・USA３勝，Oceanside S‐R，ジェネラスＳ‐G3 ２着

マイティMighty（03 牡 Pivotal）GB・IRE３勝，ハードウィックＳ‐G2
３着，英ジョッキークラブＳ‐G2 ３着，ブリガディアジェラルドＳ
‐G3 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ バーチグローヴ Birch Grove（15牝 Galileo）GB・FR３勝，P. Luth En
chantee‐L

クロチェット Crotchet（15 牝 Lethal Force）GB・FR・IRE４勝，Co
oley Fillies' S‐L ２着，Criterium du Fonds Europen de l'Elevage
‐L ３着

ピアノ Piano（07牝 Azamour）GB３勝，Hoppings S‐L ３着
［曾孫］ マドモアゼル（15牝 ブラックタイド）３勝，橘Ｓ‐LR，バーデンバーデン

Ｃ‐OP ３着，りんどう賞
サイモンゼーレ（13牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，小倉２歳Ｓ‐G3 ２着
ポールトゥウィン（17牡 ヴィクトワールピサ）�２勝，奥尻特別

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： スカイビーチステーブル
飼 養 者： ㈱ニシケン牧場＝新ひだか町三石鳧舞 �0146-49-2132

520 エイシンオリヒメ２０２１ 牡・青鹿 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムエイシンオリヒメ
＊ Mujadil

��
��
�ミスティコンクエスト黒鹿 2016 Polish Belle

A29
Danzig S4×M5 Storm Bird M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンデルフィー（15栗 ＊エイシンアポロン）１勝
初仔

２代母 エーシンピュリティ（06鹿 アグネスタキオン）不出走
エイシンポロロッカ（11牝 ＊アグネスデジタル）�４勝�入着３回
エイシンイソップ（13牝 ＊フレンチデピュティ）�１勝

エイシンキーゼル（18牡 ローレルゲレイロ）���入着３回�２勝��入着４回
エイシンツーリング（19牡 エイシンヒカリ）�出走，�１勝	２勝，ジュニア

ＧＰ３着
エイシンスカラベ（14牡 ＊エイシンアポロン）�１勝
テイエムマグマ（18牡 メイショウボーラー）�３勝，三河Ｓ２着

３代母 パッションストーム（99鹿 ＊ダンシングブレーヴ）入着２回
ゴーイングステージ（05牡 ＊タイキシャトル）１勝，�４勝
クリノビッグスカイ（07牝 フジキセキ）入着，�２勝

４代母 ＊ゴールデンハピネス（93 USA栗 Sanglamore）FR入着
［子］ デンファレ（07牝 フジキセキ）２勝，由比ヶ浜特別，秋川特別２着，立春

賞２着，etc.，�２勝
ヒシサンダー（00牡 ＊サンダーガルチ）３勝

［孫］ クレセントシティー（15牡 ＊トビーズコーナー）��４勝�，ハイセイコ
ー記念２着

５代母 ＊マプティットジョリィ（82 USA鹿 Northern Dancer）GB１勝
［孫］ スタンドバイミー（09牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，くすのき賞２着，

樅の木賞２着，障害１勝
エアドミンゴ（03牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，足立山特別２着

［曾孫］ バスタータイプ（12牡 ＊ホワイトマズル）５勝，マーチＳ‐G3 ２着，総武
Ｓ‐OP，アレキサンドライトＳ，etc.

シャークファング（11牝 ＊パイロ）��３勝，桜花賞，ユングフラウ賞２着
アスカクイン（11牝 スペシャルウィーク）３勝，木古内特別２着
ダンディーレイ（10牡 ＊アグネスデジタル）３勝，初茜賞３着，チバテレ
杯３着

販売申込者・所有者： ㈲高村牧場＝浦河町上絵笛 �090-5983-3327
生 産 牧 場： ㈲高村牧場
飼 養 者： ㈲高村牧場＝浦河町上絵笛 �090-5983-3327

521 エイシンデルフィー２０２１ 牡・栗 ２／ ９

＊

＊
＊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

＊ Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンアポロン Silk And Scarletエイシンデルフィー アグネスタキオン

��
��
�エーシンピュリティ栗 2015 パッションストーム

＊ゴールデンハピネス 12c
Storm Cat S4×M4 Lyphard M5×M5

価格： 購買者：



母 エスケイミネルバ（12青 メイショウボーラー）�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ハイラブハンター（18牡鹿 メイショウサムソン）�１勝，ニセコ特別（Ｄ1700）２着
シナノコンコルド（19牡青 ＊アイルハヴアナザー）��入着２回��入着
サノノビスケッツ（20牡鹿 ＊マインドユアビスケッツ）�出走

２代母 メイショウシスタス（99栗 バブルガムフェロー）４勝，新涼特別
メイショウアサギリ（08牡 ＊オペラハウス）�11 勝�１勝
メイショウソラーレ（10牡 メイショウサムソン）５勝，東大路Ｓ，日吉特別，ＢＳ

イレブン賞３着，上賀茂Ｓ３着，響灘特別３着，障害３勝

３代母 ブラッシングロマン（91鹿 ＊ブレイヴエストローマン）出走
メイショウトンボ（03牡 ＊オペラハウス）２勝，唐津特別２着

４代母 ＊ワンスウエド（84 USA栗 Blushing Groom）不出走
［子］ テイエムオペラオー（96牡 ＊オペラハウス）14勝，ジャパンＣ‐G1，有馬

記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，etc.，優３牡，年代表，優古牡，種牡馬
チャンネルフォー（88牝 ＊ノーザンディクテイター）４勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2
２着，阪急杯‐Jpn3 ３着，札幌日刊スポーツ杯‐OP ２着，etc.

タガノコウテイ（99牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，
�４勝	入着�

キャプテンクック（97牡 ＊デインヒル）４勝，室町特別，醍醐特別２着，
壬生特別３着

ビクトリーマッハ（89牝 バンブーアトラス）３勝，西海賞２着，都井岬特
別２着

［孫］ テイエムガルチオー（00牡 ＊サンダーガルチ）２勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，若
駒Ｓ‐OP ３着，etc.，�入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn3 ３着

［曾孫］ ステラウインド（09牡 ゼンノロブロイ）６勝，万葉Ｓ‐L，青葉賞‐G2 ３
着，七夕賞‐G3 ２着，etc.

ビッグリバティ（09牡 ＊スタチューオブリバティ）５勝，妙見山Ｓ，夏至
Ｓ２着，麦秋Ｓ２着，etc.，�１勝�６勝

ナリタシーズン（07牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，八海山特別，米沢特
別２着，�４勝

販売申込者・所有者： ㈲鮫川ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4276
生 産 牧 場： ㈲鮫川ファーム
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

522 エスケイミネルバ２０２１ 牡・黒鹿 ５／３１
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

＊タイキシャトル

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウボーラー ＊ナイスレイズエスケイミネルバ バブルガムフェロー

��
��
�メイショウシスタス青 2012 ブラッシングロマン

＊ワンスウエド 4m
Blushing Groom S5×M5 Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊エステフ（06 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：海外－１（５），地方－３（７）〕
ハイオンライトHigh On Light（13 GB牝鹿 ＊マクフィ）GB５勝
アイリッシュハート（15牝鹿 ハーツクライ）入着，��１勝
メドック（16牡鹿 ジャスタウェイ）�３勝��１勝�
ボーンブレジーヌ（17牝鹿 ダイワメジャー）���２勝

２代母 タラスコン Tarascon（95 IRE 鹿 Tirol）GB・IRE３勝，愛１０００ギニー‐G1，
モイグレアスタッドＳ‐G1
ボーケールBeucaire（00 牝 ＊アントレプレナー）IRE２勝

シカラ Sikara（08 牝 Aussie Rules）IRE・USA３勝，ロバートＧディックメモ
リアルＳ‐G3 ３着

＊マヤノソフィア（04牝 ＊ロックオブジブラルタル）FR２勝，P. Coronation‐L
２着

タラズウェルズTara's Wells（05 牝 Sadler's Wells）不出走
アルベローネ Alberone（14牡 Born To Sea）NOR・SWE・DEN２勝，スカ

ンディナヴィアオープンＣｈ．‐G3 ３着
ハイアウォード High Award（08� Holy Roman Emperor）GB・IRE・HKG８

勝，Woodcote S‐L

３代母 ブレヤニBreyani（87 IRE 鹿 Commanche Run）GB・IRE４勝
マーラマーラMala Mala（98 牝 Brief Truce）GB・IRE１勝，チヴァリーパークＳ

‐G1 ３着，モイグレアスタッドＳ‐G1 ３着
コンテスト Contest（04 牡 Danehill Dancer）GB・FR・IRE・UAE５勝，

P. Servanne‐L，Cork S‐L，モートリー賞‐G3 ２着，etc.
ラシャンロック Russian Rock（07牡 ＊ロックオブジブラルタル）GB・UAE・

OMN11勝，Jebel Ali Sprint‐L（２回）
ホライゾンスカイ Horizon Sky（10� Duke of Marmalade）IRE・USA１勝，

Baffle S３着
ザラストライオン The Last Lion（14牡 Choisir）GB４勝，ミドルパークＳ

‐G1，サイレニアＳ‐G3，Dragon S‐L，etc.，種牡馬
ミスターモネMister Monet（01 牡 ＊パントレセレブル）GB・FR５勝，ギヨームド

ルナーノ賞‐G2，ローズオヴランカスターＳ‐G3

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

523 エステフ２０２１ 牡・鹿 ３／２１
＊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

＊

サドラーズウェルズ Northern Dancer

�
�
�
�
�

��
��

�Sadler's Wells Fairy Bridgeエステフ タラスコン Tirol

��
��
�Tarascon鹿IRE 2006 Breyani

13e
Alpine Niece M4×S5

価格： 購買者：



母 エンジェルステップ（14鹿 ＊タートルボウル）��入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
パワポケロック（19牡芦 ＊ザファクター）��１勝

２代母 エンジェルフォール（09鹿 ジャングルポケット）出走
ヴェロニカグレース（15牝 ＊ハービンジャー）２勝
アドマイヤレオ（16� ＊ノヴェリスト）１勝，��出走
アンジェロフィリオ（17牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝

３代母 アドマイヤサンデー（95鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，サンスポ阪神牝馬特
別‐Jpn2 ２着，保津峡特別，桂川Ｓ２着，ポプラＳ２着
アドマイヤメガミ（02牝 ＊エルコンドルパサー）１勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着
フサイチホウオー（04牡 ジャングルポケット）４勝，共同通信杯‐Jpn3，Ｒ－ＮＩ

ＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐Jpn3，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
トールポピー（05牝 ジャングルポケット）３勝，オークス‐Jpn1，阪神ジュベナイ

ルフィリーズ‐Jpn1，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，etc.，優２牝
オリエンタルポピー（11牝 キングカメハメハ）出走
シャーレイポピー（18牝 ミッキーアイル）�４勝，武庫川Ｓ，甲東特別，
五色沼特別２着

ナサニエル（06牡 キングカメハメハ）入着，伏竜Ｓ‐OP ２着，�３勝��入着，全
日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

ヴェラブランカ（07牝 ＊クロフネ）２勝
ヴェラアズール（17牡 エイシンフラッシュ）�４勝，ジューンＳ，淡路特別，

緑風Ｓ３着，etc.
アヴェンチュラ（08牝 ジャングルポケット）４勝，秋華賞‐G1，クイーンＳ‐G3，

エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.，優３牝
エルミラドール（10牝 ジャングルポケット）不出走

コロンドール（17牡 ＊タートルボウル）�２勝，汐留特別
エルカスティージョ（18牝 ロードカナロア）�３勝，猪名川特別，ストークＳ

３着，長篠Ｓ３着
アドヴェントス（13牝 ジャングルポケット）３勝，石打特別，ＴＶ山梨杯２着

販売申込者・所有者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300
生 産 牧 場： 静内フジカワ牧場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

524 エンジェルステップ２０２１ �・鹿 ４／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊ Dyhim Diamond

�
�
�
�
�

��
��

�タートルボウル Clara Bowエンジェルステップ ジャングルポケット

��
��
�エンジェルフォール鹿 2014 アドマイヤサンデー

＊ムーンインディゴ 1p
サンデーサイレンス S3×M4 トニービン S4×M4

価格： 購買者：



母 エンパイアライン（12黒鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
コトブキアリエス（18牝黒鹿 ホッコータルマエ）��２勝
ダイセンコウ（19牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�地方未出走

２代母 サクセスビスケット（02黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ベリービスケット（10牝 ＊グラスワンダー）�３勝�４勝
ヤマイチリーダー（11牡 ＊バゴ）�１勝
イージス（18牡 ＊ヘニーヒューズ）��３勝

３代母 ＊アワーミスレッグス（93 USA黒鹿 Deputy Minister）FR１勝
サクセスビューティ（99牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，

菜の花賞‐OP，千両賞３着
サクセスブロッケン（05牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，フェブラリーＳ‐G1，etc.，

��２勝�	入着２回，東京大賞典‐Jpn1，ジャパンＤダービー
‐Jpn1，etc.

サクセスウイッチ（00牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
マカニビスティー（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，日経新春杯‐G2 ３着，万葉Ｓ

‐L ２着，etc.，��２勝�入着�，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ２着，etc.
サクセスヒューゴー（06牡 ネオユニヴァース）４勝，白馬岳特別３着
サクセスアイニー（07牝 ジャングルポケット）��７勝

サクセスエナジー（14牡 ＊キンシャサノキセキ）�７勝，�１勝��３勝�１勝�１
勝�入着
，東京盃‐Jpn2，さきたま杯‐Jpn2，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3，etc.

４代母 コロニアルウォーターズ Colonial Waters（85 USA黒鹿 Pleasant Colony）
USA６勝，ジョンＡモリスＨ‐G1，レイディーズＨ‐G2，ジョニーウォーカーク
ラシック‐G2，Florida Oaks‐L，Lady's Secret S，etc.
［子］ パナマカナル Panama Canal（94牝 Gulch）USA４勝，ネクストムーヴＨ‐G3
［孫］ サルザバーバー Sal the Barber（06 牡 Alphabet Soup）USA４勝，コ

ールダーダービー‐G3，Three Coins Up S，Don Jack S，etc.，
USA障害１勝

ジョイフルケイオス Joyful Chaos（01 牝 Rahy）USA５勝，Glowing
Tribute S‐R，Christiecat S２着

販売申込者・所有者： ㈲笹川大晃牧場＝森町白川 �01374-2-3318
生 産 牧 場： ㈲笹川大晃牧場
飼 養 者： ＦＵＪＩＷＡＲＡ ＳＴＡＢＬＥ＝日高町平賀 �080-5595-6951

525 エンパイアライン２０２１ �・鹿 ３／ ２

＊

＊
＊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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudエンパイアライン ＊サンデーサイレンス

��
��
�サクセスビスケット黒鹿 2012 ＊アワーミスレッグス

4r
Fappiano M4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊オーヴァーアンダー（04 USA鹿 Seeking the Gold）USA３勝，Wild Rose S，
Oaklawn Bayakoa S‐L ３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（９），海外－２（３）〕
ティズントオーヴァーTizn't Over（10 USA�鹿 Tiznow）USA・CAN２勝
ジャイアンツハイウェイGiants Highway（11 USA�黒鹿 Giant's Causeway）

USA・CAN１勝
アースシンフォニー（12�鹿 Unbridled's Song）１勝
オーヴァーライト（15�栗 ＊ヘニーヒューズ）３勝，エスペランサ賞（Ｄ1200），２０

１８フェアウェルＳ（Ｄ1200）３着，���入着５回
スナイプ（16牡栗 ＊ヘニーヒューズ）１勝
オーヴァーネクサス（17牡鹿 キズナ）�４勝，花のみちＳ（Ｄ1400）

２代母 プリンセスミッテラン Princess Mitterand（91 USA鹿 Seattle Slew）USA
３勝，Santa Ysabel S‐R，ハリウッドスターレットＳ‐G1 ２着，ラスヴィル
ヘネスＳ‐G1 ３着
フレンチエンヴォイ French Envoy（96牡 Deputy Minister）USA２勝，ジャイプ

ールＨ‐G3 ３着，種牡馬
ヒーズソーロイヤルHe's So Royal（02� Kingmambo）USA４勝
ゴールドレイディGold Lady（09牝 Elusive Quality）USA１勝

３代母 ミッテランMitterand（81 USA鹿 Hold Your Peace）USA６勝，ラカニャ
ーダＳ‐G1，エルエンシノＳ‐G3，ラブレアＳ‐G3，レイルバードＳ‐G3，サン
タマルガリータＨ‐G1 ２着，etc.

＊マダムミッテラン（88牝 Mr. Prospector）不出走
フレンチマダム French Madam（97牝 Rahy）USA３勝，Spirit of Fighter S

２着
ジンジャーポップGinger Pop（05牝 El Prado）USA２勝，ラブレアＳ
‐G1 ２着，Flawlessly S‐L ２着

＊フレンチデピュティ（92牡 Deputy Minister）USA４勝，ジェロームＨ‐G2，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 �0146-47-6110
生 産 牧 場： ㈲須崎牧場
飼 養 者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 �0146-47-6110

526 オーヴァーアンダー２０２１ 牡・青鹿 ３／２９
＊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シルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊

シーキングザゴールド Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Seeking the Gold Con Gameオーヴァーアンダー プリンセスミッテラン Seattle Slew

��
��
�Princess Mitterand鹿USA 2004 Mitterand

4m
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 オオシマパンジー（02黒鹿 ＊スキャン）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－６（20），地方－３（10）〕
メイショウアカドウ（07牡鹿 ＊ブラックホーク）�８勝
メイショウマシュウ（08牡黒鹿 アドマイヤマックス）６勝，根岸Ｓ‐G3，ギャラク

シーＳ‐LR（Ｄ1400）３着，御影Ｓ（Ｄ1400），河原町Ｓ（Ｄ1400），渡月橋Ｓ
（Ｄ1400）２着，羅生門Ｓ（Ｄ1400）３着

ワンダーヴィーヴァ（10牡青鹿 ＊スタチューオブリバティ）４勝，春風Ｓ（Ｄ1200）
メイショウホウトウ（11牡青鹿 スズカマンボ）２勝，三田特別（芝 2200），與杼特

別（Ｄ1800）３着，��１勝
メイショウレンマ（13牝黒鹿 メイショウサムソン）２勝
デンコウケンジャ（15牡黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）３勝，大山崎特別（Ｄ1200）
パレニア（16牝鹿 ＊キングズベスト）３勝，響灘特別（Ｄ1700）
オオシマアジサイ（18牝栗 ＊ノヴェリスト）入着，��１勝�

２代母 オオシマダリア（87鹿 ＊モガミ）２勝，すいれん賞２着，筑紫特別３着，洞海
特別３着
オオシマサリー（94牝 アンバーシヤダイ）１勝，二本松特別３着
オオシマフヨウ（95牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝
グラールホーリー（97牝 ＊アフリート）入着２回

バックトゥジエース（07牡 ＊カリズマティック）５勝，赤富士Ｓ，オホーツクＨ，
平城京Ｓ３着，渡島特別３着

ヒカリホーオー（98牡 ダンスインザダーク）２勝，露草賞３着，障害１勝
イシノカサブランカ（99牝 ＊アフリート）１勝，��３勝
ホーマンオブジェ（00牡 ＊アラジ）５勝，桜島特別

３代母 オオシマスズラン（78鹿 ＊カウアイキング）７勝，京都４歳特別，４歳牝馬特
別‐OP，カトレア賞，うぐいす賞
ホクトジョージ（84牡 ＊ミルジヨージ）２勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2 ２着，山藤賞
オオシマルチア（90牝 ＊クリスタルグリツターズ）４勝，稲荷特別，なでしこ賞，野

苺賞３着
カルストンライトオ（98牡 ＊ウォーニング）９勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，ア

イビスサマーダッシュ‐Jpn3（２回），アンドロメダＳ‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 坂本 晴美＝浦河町向別 �0146-22-0603
生 産 牧 場： 坂本 晴美
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

527 オオシマパンジー２０２１ 牡・黒鹿 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�スキャン Videoオオシマパンジー ＊モガミ

��
��
�オオシマダリア黒鹿 2002 オオシマスズラン

＊ボニーナンシー 10b
Mr. Prospector M3×S5 Nijinsky M4×S5 Lyphard M4×S5
Northern Dancer S5×M5×M5 Native Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 オルターネイティヴ（00青鹿 ＊タイキシャトル）３勝，桜草特別（芝 1200）
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（19）〕
リア（07牝栗 ＊トワイニング）�１勝
ロジハーツ（08牡鹿 ハーツクライ）２勝，新発田城特別（芝 1400）２着
マイネルフェイブル（09牡青 ハーツクライ）入着，��８勝
トウバレリーナ（12牝青 マンハッタンカフェ）出走

ビックバレリーナ（17牝 トゥザワールド）��７勝�，東海クイーンＣ，梅桜
賞２着，ライデンリーダー記念２着，新緑賞３着

ジュンハーツ（14牝黒鹿 ハーツクライ）入着３回，�７勝��入着
ミナミン（17牝鹿 スピルバーグ）���２勝，ローレル賞（Ｄ1600）３着，鎌倉記

念（Ｄ1500）３着
セブンゴー（18牡栗 ヴィクトワールピサ）���１勝
オンジン（19牝青鹿 ヴィクトワールピサ）��入着２回�入着２回
エコロマックス（20牡青鹿 イスラボニータ）�未出走

２代母 ＊リスクアタッチ（91 USA鹿 Private Account）USA２勝
ポールシッター（99牡 Unbridled's Song）３勝
シャレーポピー（02牝 ＊サンデーサイレンス）出走

シャレーストーン（06牡 ＊プリサイスエンド）�１勝��４勝�１勝�，羽田盃
２着，京浜盃２着，ニューイヤーＣ２着，中日杯３着

３代母 アンバサダーオヴラック Ambassador of Luck（79 USA鹿 What Luck）U
SA14 勝，マスケットＳ‐G1，モリーピッチャーＨ‐G2，バレリーナＳ‐G3，D
uchess S，Martha Washington S，etc.
ザヒール Zakhir（86	 Topsider）GB・USA７勝，Cock of the North S‐L，リ

ッチモンドＳ‐G2 ２着
アリダヴィド Alydavid（88 牡 Alydar）USA５勝，ダービートライアルＳ‐G3，シ

ェリダンＳ‐G3 ２着，種牡馬
フェラウナハ Felawnah（90牝 Mr. Prospector）GB・FR・IRE１勝，サンチャリ

オットＳ‐G2 ３着
ゴールデンエンヴォイGolden Envoy（92牝 Dayjur）GB入着

プラタ Plata（01 牝 Skip Away）USA７勝，Stefanita S‐L，Northview
Stallion Station S‐R，Conniver S‐R ２着，etc.

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

528 オルターネイティヴ２０２１ 牡・鹿 ４／１２
＊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スピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンオルターネイティヴ
＊ Private Account

��
��
�リスクアタッチ青鹿 2000 Ambassador of Luck

23b
Halo S4×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 カイテキセレブ（04栗 ＊ティンバーカントリー）入着，��１勝��７勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－６（35）〕
コスモケリア（10牝栗 ローエングリン）入着，�５勝�２勝��入着
ステキステキ（11牝栗 ローエングリン）�２勝��１勝�入着
ケモノタイプ（12牡栗 ＊タイキシャトル）１勝，�11 勝
フレンドリーノヴァ（13牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）��３勝��
ナムラライラ（14牝黒鹿 ルーラーシップ）２勝，りんどう賞（芝 1400）３着
ナムラシンゲキ（16牡黒鹿 トゥザグローリー）���入着８回
ナムラタイガー（17牡鹿 トゥザグローリー）１勝，���１勝
サブノタマヒメ（18牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）	10 勝�，ノトキリシマ賞
（Ｄ1500），兼六園ジュニアＣ（Ｄ1500），金沢プリンセスＣ（Ｄ1400），金沢ヤ
ングＣｈ（Ｄ1700）２着，サラブレッド大賞典（Ｄ2000）３着

カシノスコフィルド（19牡栗 ＊ケープブランコ）�出走
ツリーブランコ（20牝栗 ＊ケープブランコ）�
出走

２代母 アイリッシュピース（00栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
アスターピース（09牡 キングカメハメハ）２勝，有松特別，舞子特別３着，�３勝
ナムラアン（12牝 ＊エンパイアメーカー）５勝，都大路Ｓ‐L，白百合Ｓ‐OP ２着，

飛鳥Ｓ，遠州灘特別，あやめ賞，etc.

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

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

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

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

オメガハートランド（09牝 アグネスタキオン）３勝，フラワーＣ‐G3，ターコ
イズＳ‐L ２着，くるみ賞３着

オメガハートロック（11牝 ネオユニヴァース）２勝，フェアリーＳ‐G3

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

529 カイテキセレブ２０２１ �・芦 １／３１

＊

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

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenカイテキセレブ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アイリッシュピース栗 2004 アイリッシュダンス

＊ビユーパーダンス 6a
Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 カネトシフェアリー（13鹿 ＊ワークフォース）��入着�
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 マルカフローリアン（01鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，矢車賞，鶴橋特別２
着，玄海特別３着，夕月特別３着，障害１勝
マルカゴクウ（07牡 ＊グラスワンダー）１勝
レッドクラーケン（10牡 メイショウサムソン）１勝，呼子特別３着，�２勝
イマスグキスミー（11牝 ジャングルポケット）１勝，つわぶき賞３着

トンデコパ（18牝 ＊サウスヴィグラス）��１勝�３勝��，フルールＣ２着
スモーキーナイト（12牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，�２勝��
フロリアヌス（15牡 ローエングリン）２勝，��１勝��１勝
オメガドラゴン（17牡 ＊タートルボウル）入着５回，��３勝

３代母 ＊セトフローリアンⅡ（90 AUS黒鹿 Bellotto）AUS５勝，ＡＴＣアドリアンノ
ックスＳ‐G3，ＡＴＣオーストラリアンオークス‐G1 ２着，Bendigo JC Bendi
go Cup‐L ３着，GOSRC Belle of the Turf S‐L ３着
タイガーカフェ（99牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，エイプリルＳ‐L，皐月賞

‐Jpn1 ２着，弥生賞‐Jpn2 ３着，etc.，種牡馬
フウレイカ（00牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，あずさ賞３着
フサイチジャンク（03牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，若葉Ｓ‐L，皐月賞‐Jpn1 ３

着，若駒Ｓ‐OP，etc.
アルマフローラ（08牝 ハーツクライ）２勝，陣馬特別２着，調布特別２着

４代母 イェーツィナYeatsina（84 AUS黒鹿 Yeats）AUS１勝
［子］ プレジナ Presina（92牝 Prego）AUS６勝，ATC P. J. Bell H‐L，BRCD

oomben Slipper S‐L，BRC Sir Douglas Wadley H‐L，etc.
［孫］ ダンデラーゴDan De Lago（05牡 Encosta De Lago）SAF５勝，ゴー

ルドサークルダービー‐G2，デイリーニューズ２０００‐G1 ２着，ロン
ドンニューズＳ‐G3 ３着，種牡馬

ブリンダベラ Brindabella（00 牝 Bellotto）AUS７勝，ＭＲＣハウナウＳ
‐G3，SAJC Classic Mile‐L，SAJC O. J. Smith Challenge S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 北俣 牧夫＝浦河町瑞穂 �0146-25-2271
生 産 牧 場： 北俣 牧夫
飼 養 者： 藤春 修二＝浦河町野深 �0146-27-4135

530 カネトシフェアリー２０２１ 牡・鹿 ４／１４

＊

＊
＊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

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonカネトシフェアリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカフローリアン鹿 2013 ＊セトフローリアンⅡ

4m
Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ガリカローズ（08鹿 ＊ロックオブジブラルタル）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－５（12）〕
ナガラフラワー（12牝鹿 ダンスインザダーク）４勝，ＣＢＣ賞‐G3 ２着，タンザ

ナイトＳ‐OP（芝 1200）２着，エルフィンＳ‐OP（芝 1600）２着，彦根Ｓ
（芝 1200），甲東特別（芝 1600），道頓堀Ｓ（芝 1200）２着，タイランドＣ
（芝 1400）２着，淀屋橋Ｓ（芝 1200）３着，糺の森特別（芝 1800）３着

トルシュローズ（13牝栗 ＊アグネスデジタル）２勝，おおぞら特別（Ｄ1000）３着
ロックイット（14牡黒鹿 ナカヤマフェスタ）�３勝��
スカーレットベルン（15牝鹿 ヴァーミリアン）�２勝��入着２回
メイショウミチノク（16牝芦 ＊ダンカーク）�１勝，�３勝
ナガラローズ（17牝鹿 ブラックタイド）�３勝
カンノンアラシ（18牡鹿 ワールドエース）��１勝��入着

２代母 ＊カイロローズ（01 GB鹿 Sadler's Wells）不出走
ワンダーバイファル（11牡 ＊ヨハネスブルグ）２勝
メイショウカマクラ（13牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，西湖特別，��２勝�２勝

３代母 インシニュエイト Insinuate（96 USA栗 Mr. Prospector）GB１勝，Swin
ley S‐L，Fern Hill S‐L ３着
ストロングホールド Stronghold（02 牡 ＊デインヒル）GB５勝，シュプリームＳ

‐G3，Paradise S‐L，ハンガーフォードＳ‐G2 ３着，etc.，種牡馬
インディケイション Indication（03牝 Sadler's Wells）GB１勝

ラニーミード Runnymede（16� Dansili）�FR・GER・ITY７勝，カルロヴィ
ッタディーニ賞‐G3，Rottgen Cup‐L，マイレントロフィ‐G3 ２着

テイクザヒント Take The Hint（06 牝 Montjeu）GB・FR２勝，Pretty Polly S‐L
コンヴェイ Convey（12� Dansili）GB・HKG４勝，ウィンターダービー‐G3，

Pomfret S‐L，ジョンオヴゴーントＳ‐G3 ２着，etc.

４代母 オールアトシー All At Sea（89 USA栗 Riverman）GB・FR５勝，ムーラン
ドロンシャン賞‐G1，ミュージドラＳ‐G3，Pretty Polly S‐L，英オークス
‐G1 ２着，ヨークインターナショナルＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 神野 生男＝鹿児島県日置市 �099-292-3524
生 産 牧 場： 神野 生男
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

531 ガリカローズ２０２１ 牡・鹿 ５／ ３
＊ 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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�ロックオブジブラルタル Offshore Boomガリカローズ
＊ Sadler's Wells

��
��
�カイロローズ鹿 2008 Insinuate

8h
Northern Dancer M4×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ガーデニア（13 FR鹿 Galileo）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ララサンスフル（18牝黒鹿 ハーツクライ）�１勝
ブルーブルースカイ（20牝黒鹿 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 グドテロワールGout de Terroir（04 USA栗 Lemon Drop Kid）USA１勝
イルーシヴケイト Elusive Kate（09 牝 Elusive Quality）GB・FR・USA７勝，マ

ルセルブサック賞‐G1，ファルマスＳ‐G1，ロートシルト賞‐G1（２回），カル
ヴァドス賞‐G3，P. Six Perfections‐L，etc.

ダックスドックDucks Dock（10� Mineshaft）USA３勝
ガリスGallice（12 牝 Fuisse）FR入着

ティックトックフェイマス Tik Tok Famous（18牝 Belardo）�USA２勝，
Miss Gracie S２着，Cellars Shiraz S３着

３代母 リーガルステイト Regal State（83 USA栗 Affirmed）FR２勝，モルニー賞
‐G1，ジャックルマロワ賞‐G1 ２着，サラマンドル賞‐G1 ２着，アスタルテ賞
‐G2 ４着，グロット賞‐G3 ４着，etc.
ハリケインステイト Hurricane State（94 牡 Miswaki）GB・FR・ITY・USA２勝，

エクリプス賞‐G3，クリテリヨムドドゥーザン‐G2 ３着，種牡馬
プレザントリーパーフェクト Pleasantly Perfect（98 牡 Pleasant Colony）USA・

UAE９勝，ドバイワールドＣ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，パシフィッククラシ
ック‐G1，サンアントニオＨ‐G2，米グッドウッドＨ‐G2（２回），etc.，種牡馬

ハイクレアメモリーHighclere Memory（00牝 Cryptoclearance）GB出走
ベアメモリーBear Memory（08牝 Skip Away）CAN２勝
グリークジャスティスGreek Justice（14 牝 Sky Conqueror）CAN２勝，
Ontario Damsel S‐R ２着

スワッガースティック Swagger Stick（01� Cozzene）GB・USA４勝，スターズ
＆ストライプスターフＨ‐G3 ３着，USA障害３勝

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

532 ガーデニア２０２１ �・鹿 ２／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaガーデニア グドテロワール Lemon Drop Kid

��
��
�Gout de Terroir鹿FR 2013 Regal State

16a
Halo S4×S5 Lyphard S5×M5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 カラマンシー（12栗 ゼンノロブロイ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
オセアジェネシス（20牡栗 ＊バゴ）�未出走

２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
＊ジプシーハイウェイ（08牝 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.

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
ジプシーマイラブ（09牝 Manduro）１勝
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

３代母 クリサリアKrisalya（86 GB鹿 Kris）GB１勝
クリスタルカヴァーンCrystal Cavern（92牝 Be My Guest）GB・USA３勝

クリスタルスター Crystal Star（00 牝 Mark of Esteem）GB・FR２勝，Ra
dley S‐L，フレッドダーリングＳ‐G3 ２着
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

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

ワイラWaila（10 牝 Notnowcato）GB２勝，Aphrodite S‐L，Pontefra
ct Castle S‐L ２着，Silver Cup‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 大滝 康晴＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0287
生 産 牧 場： 大滝 康晴
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

533 カラマンシー２０２１ 牡・栗 ２／２６

＊

＊
＊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

＊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カラマンシー
＊ Green Desert

��
��
�ローズジプシー栗 2012 Krisalya

7a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 キタサンスズラン（07黒鹿 ＊アルカセット）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（16）〕
フェスティヴムード（13牝黒鹿 メイショウボーラー）�１勝�２勝�入着
ミコタマ（14牝黒鹿 フリオーソ）���６勝�２勝
スティールグレート（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）��４勝�入着，知床賞
（Ｄ1400）２着，栄冠賞（Ｄ1200）２着

ラニボーイ（19牡鹿 ＊ラニ）��１勝

２代母 キタサンヒボタン（99黒鹿 フジキセキ）５勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，フィ
リーズレビュー‐Jpn2 ３着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ４着，すずら
ん賞‐OP，新潟日報賞
キタサンユキ（05牝 ＊マリエンバード）１勝
キタサンオリュウ（06牝 ＊マリエンバード）入着２回

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

キタサンプリティー（09牝 ＊アルカセット）��３勝
ダイリュウビーナス（11牝 ディープスカイ）��２勝

３代母 キタサンクイン（84黒鹿 ＊ロジンスキー）��４勝，東京プリンセス賞３着
キタサンテイオー（90牡 ＊サウスアトランテイツク）１勝，朱鷺Ｓ‐OP ２着，etc.，

��５勝，全日本３歳優駿，平和賞，etc.
キタサンフドー（94牡 サクラホクトオー）３勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，小

倉３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，河北新報杯，etc.
キタサンヒメ（97牝 ＊カコイーシーズ）��３勝

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

キタサンチャンネル（98牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2，
米子Ｓ‐L，アーリントンＣ‐Jpn3 ２着，etc.

キタサンミラージュ（00牝 ＊ジェイドロバリー）入着３回，�１勝���
キタサンツバサ（09牡 ＊アジュディケーティング）��４勝	入着２回�，クラ

ウンＣ，由布岳賞２着

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

534 キタサンスズラン２０２１ �・黒鹿 ３／ ４
＊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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�アルカセット ＊チェサプラナキタサンスズラン フジキセキ

��
��
�キタサンヒボタン黒鹿 2007 キタサンクイン

＊種道 22
サンデーサイレンス S4×M4 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 キョウワエステル（13鹿 ＊プリサイスエンド）３勝
初仔

２代母 キョウワモンロー（99黒鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
バニラアイス（05牝 フジキセキ）�４勝
ブレークダンス（06牝 ダンスインザダーク）�６勝
キョウワブリット（08牡 マヤノトップガン）�３勝�５勝
タイセイマスタング（09牡 ゴールドアリュール）４勝，舞浜特別，矢作川特別２着，

�３勝�４勝，大淀川賞，志布志湾賞，水無月賞３着，etc.
キョウワマロン（11牝 ゴールドアリュール）�６勝��６勝

３代母 ＊プティットイル（86 IRE 鹿 ＊イルドブルボン）GB・IRE・USA６勝，愛セン
トレジャー‐G1，ゴールデンゲイトＨ‐G2，サンセットＨ‐G2，Yerba Buena
H‐L，Oaks Trial‐L，etc.
ブオウ（96牡 ＊トニービン）５勝，ＳＴＶ杯，八雲特別，天童特別，etc.
アサカプティット（98牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

ファイナルヘヴン（05牝 ダンスインザダーク）�６勝
ダンスヘイロー（17牡 キングヘイロー）�２勝，中京ペガスターＣ３着

キョウワダッフィー（08牡 キングカメハメハ）７勝，栗東Ｓ‐L，ポラリスＳ‐L，
プロキオンＳ‐G3 ２着，etc.

キョウワランサー（11牡 ゴールドアリュール）２勝，響灘特別３着
アサカディオネ（17牝 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，伊万里特別２着

キョウワオーシャン（00牝 ＊コマンダーインチーフ）�５勝
ローレルエナジー（09牡 ＊スクワートルスクワート）１勝，伏拝特別３着，はな

のき賞３着
シャウトライン（04牡 ＊スクワートルスクワート）６勝，バーデンバーデンＣ‐L，淀

短距離Ｓ‐L ２着，バーデンバーデンＣ‐L ３着，etc.

４代母 エイシズフルAces Full（75 USA鹿 Round Table）USA１勝
［子］ アンティユ Antilles（91 牝 ＊デインヒル）FR４勝，P. de la Pepiniere

‐L ２着，P. de la Cochere‐L ２着，P. Madame Jean Couturie
‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 協和牧場＝新冠町明和 �090-7641-3884
生 産 牧 場： 協和牧場
飼 養 者： 協和牧場＝新冠町明和 �090-7641-3884

535 キョウワエステル２０２１ 牡・鹿 ３／１１

＊

＊ 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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyキョウワエステル ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�キョウワモンロー鹿 2013 ＊プティットイル

9b
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 クラウンデュナミス（11黒鹿 ダンディコマンド）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
マリノドレッシー（19牝青鹿 サムライハート）��出走
ブーケファロス（20牡鹿 ビッグアーサー）�未出走

２代母 シルクドレスアップ（01黒鹿 ＊ブライアンズタイム）入着４回
シルクドレッシー（07牝 ＊キンググローリアス）�２勝
ミスグロリアス（08牝 ＊キンググローリアス）１勝，�２勝���

３代母 ＊ノンダムール（88 USA鹿 The Minstrel）USA入着３回
アンコールアムールEncore Amour（93 牝 Affirmed）不出走

アファームドトルース Affirmed Truth（06 牝 Proudest Romeo）USA３勝，
RainbowMiss S‐R，Richland Hills S３着

マーベラスウーマン（97牝 Woodman）入着
マーベラスカイザー（08牡 マーベラスサンデー）２勝，京都２歳Ｓ‐L，障害３

勝，中山大障害‐JG1，阪神スプリングジャンプ‐JG2 ２着，etc.
シルクアムール（00牝 ＊ブライアンズタイム）不出走

シルクドルフィン（06牡 マーベラスサンデー）２勝，���入着３回，あすな
ろ賞３着

４代母 パドノン Pas de Nom（68 USA黒鹿 Admiral's Voyage）USA９勝，ジャ
スミンＳ，シーショアＳ，ヴァージニアベルＳ，バーバラフリッチーＨ‐G3 ２着，
ミスウッドフォードＳ２着，etc.
［孫］ ロードオヴザナイト Lord of the Night（83 牡 Lord Avie）USA11 勝，

アケダクトＨ‐G3，トボガンＨ‐G3，ウェストチェスターＨ‐G3，etc.，
種牡馬

［曾孫］ ムブヒージMubhij（93 牡 Mujtahid）GB３勝，コーンウォリスＳ‐G3，
Roses S‐L，フライイングチルダーズＳ‐G2 ２着，etc.

アイスソレイター Icesolator（06� One Cool Cat）GB・HKG６勝，
Sandown National S‐L，グリーナムＳ‐G3 ３着，Internation
al Trial S‐L ３着，etc.

フィンク Fink（11 牡 Phoenix Tower）IND10勝，Bangalore Juvenile
Million‐LR，Mysore 2000 Guineas‐LR ３着

販売申込者・所有者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �080-1718-2000
生 産 牧 場： クラウン日高牧場
飼 養 者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �080-1718-2000

536 クラウンデュナミス２０２１ �・鹿 ２／２０
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellサムライハート ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2002 ダイナカール

ニホンピロウイナー

�
�
�
�
�

��
��

�ダンディコマンド ダイナスワツプスクラウンデュナミス ＊ブライアンズタイム

��
��
�シルクドレスアップ黒鹿 2011 ＊ノンダムール

7a
Hail to Reason S4×M5 ノーザンテースト S4×M4
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 クラウンハンター（13栗 ＊ケイムホーム）�４勝��３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ラコンテ（19牝栗 イスラボニータ）��２勝
ボイド（20牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�地方未出走

２代母 レインボーロマンス（01鹿 エアジハード）３勝
レインボーヒロイン（11牝 ＊デビッドジュニア）�４勝�１勝�３勝
ウインスペクトル（12牡 ＊チーフベアハート）４勝，皿倉山特別，萬代橋特別，グリ

ーンＳ３着，南武特別３着
トミノヴェール（15牝 アドマイヤムーン）��５勝��３勝	５勝

３代母 ＊クローズイン（85 USA鹿 Fappiano）USA４勝，Holly S‐L，Sunrise S
，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ４着
レイディスナード Lady Snerd（90牝 Chief's Crown）USA２勝

ゴメスメライズGomezmerize（97 牡 Cutlass Reality）USA４勝，Alamed
a County Futurity‐R，Haggin S‐L ３着

ミスニコリーMiss Nicolie（00 牝 Walter Willy）USA１勝，Generous Por
tion S‐R，Cover Gal S‐R ２着
レポ Repo（07牝 In Excess）USA３勝，Landaluce S‐L，California B
reeders' Association S‐R，Manhattan Beach S２着，etc.

４代母 リモートルーラー Remote Ruler（77 USA鹿 King Emperor）USA３勝，ゴ
ールデンロッドＳ‐G3，New Hope S，Magnolia S２着，Holly S２着，
Cicada S３着
［曾孫］ ミスターネダウィMr.Nedawi（04 牡 Nedawi）ARG・BRZ・URU16勝，

ダルドローチャ大賞‐G1（２回），パラナ大賞‐G1，ベルグラーノ将
軍賞‐G2，etc.，種牡馬

マッハグローリーMach Glory（04 牡 Honour and Glory）USA・ARG
２勝，ＣＥジュヴェナイル‐G1，亜グランクリテリウム‐G1 ２着

イルピントゥリッキオ Il Pinturicchio（05
 Edgy Diplomat）CHI19 勝，
フェルナンドＭボルデウ賞‐G2，セレクシオンデベロシスタス賞
‐G2，チリグランハンデ‐G3 ２着，etc.

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

537 クラウンハンター２０２１ 牡・栗 ４／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュゴールドシップ メジロマックイーン

��
��
�ポイントフラッグ芦 2009 パストラリズム

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayクラウンハンター エアジハード

��
��
�レインボーロマンス栗 2013 ＊クローズイン

2c
Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 グランオマージュ（03青 ＊サンデーサイレンス）２勝，フィリピンＴ（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－４（17）〕
サダムロードショー（10牡鹿 ＊シンボリクリスエス）３勝，鳴滝特別（芝 2200）３着，

西郷特別（芝 1800）３着
ミッキーサムソン（11牡鹿 メイショウサムソン）�２勝
グランフィーユ（14牝青 ＊ケイムホーム）��５勝
グランシュマン（15牡黒鹿 ルーラーシップ）��３勝��５勝�１勝
シゲルカセイ（17牡栗 ＊タートルボウル）�１勝
スペランツァチャム（18牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝�

２代母 ＊ジョリーザザ（91 IRE 鹿 Alzao）FR４勝，P. Occitanie‐L
ユーロウインド（97牡 Caerleon）４勝，平尾台特別，唐津特別２着，露草賞３着
タイムパラドックス（98牡 ＊ブライアンズタイム）10勝，ジャパンＣダート‐Jpn1，etc.，

��３勝�１勝�１勝�１勝	入着，ＪＢＣクラシック‐Jpn1（２回），
帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，etc.，種牡馬

タイムトラベリング（04牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
タイムフライヤー（15牡 ハーツクライ）５勝，ホープフルＳ‐G1，エルムＳ

‐G3，萩Ｓ‐LR，武蔵野Ｓ‐G3 ２着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ
‐G3 ２着，etc.，���出走

３代母 ボールドレイディ Bold Lady（74 FR栗 ＊ボールドラツド）FR３勝，P. de l
a Seine２着，P. Herod３着
ペイパ－ム－ン Papermoon（81牝 Troy）FR１勝，P. des Belles Filles‐L，P.

de Strasbourg‐L ３着
ヘロービル Hello Bill（82 牡 ＊ベリフア）FR・USA２勝，クリテリヨムドサンクル

ー‐G2 ２着
ラヴェンダ－ミスト Lavender Mist（83 牝 Troy）GB・GER２勝，Ballymacoll

Stud S‐L，トラーヴェミュンデカジノ賞‐G3 ４着
スティ－マ－ダック Steamer Duck（88牡 Bering）FR・GER・ITY・AUS２

勝，伊グランクリテリウム‐G1，種牡馬
＊ローラローラ（85牝 Saint Cyrien）FR１勝，P. de la Seine‐L ３着

サクラローレル（91牡 RainbowQuest）９勝，有馬記念‐Jpn1，天皇賞（春）
‐Jpn1，オールカマー‐Jpn2，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 折手牧場＝新ひだか町三石美野和 �090-5955-5700
生 産 牧 場： 折手牧場
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

538 グランオマージュ２０２１ 牡・栗 ４／１３
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellグランオマージュ
＊ Alzao

��
��
�ジョリーザザ青 2003 Bold Lady

14
Hail to Reason S4×M4 Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 グランシャルム（09栗 Dylan Thomas）入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
メヒティヒ（15牝栗 ＊ノヴェリスト）�１勝�１勝�１勝
スペシャルボス（16牡黒鹿 グランプリボス）��出走��２勝�５勝�
トゥーナドリーム（17牝栗 ヴィクトワールピサ）��	入着２回
グランドライン（19牡青鹿 ドゥラメンテ）�１勝，芙蓉Ｓ‐OP（芝 2000）２着，葉

牡丹賞（芝 2000）３着
カルンウェナン（20牡黒鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 ＊ロイヤルファンタジー（00 GER栗 Monsun）FR・GER・ITY４勝，独セント
レジャー‐G2，フランクフルトトロフィ‐G3，Grosser Stutenpreis von Bremen
‐L，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，モーリスドニュイユ賞‐G2 ２着，etc.

＊ミッションモード（07牡 Galileo）３勝，葉牡丹賞，支笏湖特別２着，晩秋特別２着，
習志野特別２着，阿寒湖特別３着，etc.

ロイヤルジレンマ（13牡 ステイゴールド）入着，�６勝，黒潮菊花賞２着
ミッキーロイヤル（14牡 ディープインパクト）１勝，新緑賞２着，
１勝
ロイヤルバースデー（15牡 ステイゴールド）入着，
１勝�	
トゥオトゥオ（18牡 ミッキーアイル）��１勝�１勝

３代母 ルドルフィナRudolfina（92 CAN黒鹿 Pleasant Colony）GER４勝

４代母 ロベルティナ Robertina（84 USA黒鹿 Roberto）USA７勝，Monty Levin
e Classic H，Sixty Sails H２着，Bayou H２着
［孫］ フーズアップWho's Up（07牡 Graeme Hall）USA３勝，ジェネラスＳ‐G3
［曾孫］ エイジーウォリアー A ZWarrior（08 牝 Bernardini）USA２勝，フリゼ

ットＳ‐G1，サンタアニタオークス‐G1 ３着，ソレントＳ‐G3 ２着
ジョージョーウォリアー JojoWarrior（11 牝 Pioneerof the Nile）USA
３勝，サマータイムオークス‐G2，トーリーパインズＳ‐G3，コティ
リオンＳ‐G1 ３着，etc.

イージーウォリアー E ZWarrior（04 牡 Exploit）USA３勝，ハリウッ
ドジュヴェナイルＣｈ．‐G3，SanMiguel S‐L，キングズビショ
ップＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： オカモトファーム＝浦河町西舎 �0146-28-1569
生 産 牧 場： オカモトファーム
飼 養 者： オカモトファーム＝浦河町西舎 �0146-28-1569

539 グランシャルム２０２１ 牡・栗 ４／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

ディラントマス ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Dylan Thomas Lagrionグランシャルム
＊ Monsun

��
��
�ロイヤルファンタジー栗 2009 Rudolfina

2d
His Majesty M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ゴールドフェスタ（08 USA黒鹿 Medaglia d'Oro）�入着２回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（18）〕
セクシーセディー（13牝鹿 スズカマンボ）�１勝�２勝��５勝
デフィ（14牡鹿 ＊タートルボウル）１勝
ラストマンボ（16牝黒鹿 スズカマンボ）��１勝�２勝
ゴールドハイウェイ（17牝栗 スズカコーズウェイ）�１勝
スティールフェスタ（18牝鹿 ＊サウスヴィグラス）��６勝�入着２回
モモサン（19牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝
リワードノンノ（20牝芦 レッドファルクス）�地方未出走

２代母 フェスティバル（99鹿 ＊アサティス）２勝，�２勝��，北海道２歳優駿
‐Jpn3，エーデルワイス賞‐Jpn3，USA１勝，ダリアＨ‐G3

＊トゥービーハッピー（10牝 Bernardini）��４勝
ハヤブサザムライ（14牡 ＊サウスヴィグラス）�９勝��３勝�１勝
テイクユアハート（15牝 ＊ヨハネスブルグ）�３勝��３勝	１勝�
ハクナマタタ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）２勝，�３勝�入着��
スティールストーム（18牡 ＊シニスターミニスター）��２勝��３勝

３代母 ノースケープ（84鹿 ＊クラウンドプリンス）出走
バーナードスター（92牡 ＊アサティス）４勝，清里特別２着，霞ケ浦特別２着，セン

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

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

着，etc.
スリーケープ（97牝 ＊ミシル）１勝

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

サントシエロ（98� ＊アサティス）２勝，千歳特別３着，	２勝

４代母 イーグランド（72鹿 ＊ヴエンチア）２勝
［子］ カリスタカイザー（83牡 ＊ノーザリー）３勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，京成杯

３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，小倉大賞典‐Jpn3 ３着，etc.，�９勝��入着

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

540 ゴールドフェスタ２０２１ �・黒鹿 ４／２３

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊

メダーリアドーロ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Medaglia d'Oro Cappucino Bayゴールドフェスタ ＊アサティス

��
��
�フェスティバル黒鹿USA 2008 ノースケープ

＊アマリテユード 2f
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 キュイキュイ（14栗 ＊ハービンジャー）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 スナップショット（00鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，�１勝�１勝
ジュドポーム（09牝 ＊ロージズインメイ）入着３回，�２勝�
リコルディ（11牡 カンパニー）１勝
ヤングマンパワー（12牡 ＊スニッツェル）５勝，富士Ｓ‐G3，関屋記念‐G3，アーリ

ントンＣ‐G3，マイラーズＣ‐G2 ３着，谷川岳Ｓ‐L ２着，etc.，種牡馬
スケッチ（13牝 カンパニー）�４勝
ヴィグール（15牝 ＊クロフネ）１勝

３代母 ＊ルフィーラ（92 USA鹿 Nureyev）不出走
ユウワンプラテクト（97牡 ＊トニービン）６勝，小倉大賞典‐Jpn3 ２着，大阪―ハ

ンブルクＣ‐L ３着，クリスマスキャロルＨ，etc.
ガンアンドローズ（98牝 フジキセキ）５勝，月岡特別，栃尾特別，戎橋特別，etc.

メイケイソフィア（07牝 キングカメハメハ）入着２回
メイケイダイハード（15牡 ＊ハードスパン）５勝，中京記念‐G3，ＪＲＡア
ニバーサリーＳ，吾妻小富士賞，etc.

４代母 リヴァーメモリーズ River Memories（84 USA鹿 Riverman）GB・FR・US
A６勝，ロスマンズインターナショナル‐G1，フラワーボ－ルＨ‐G1，ポモーヌ賞
‐G2，モーリスドニュイユ賞‐G2，ロワイヨモン賞‐G3，etc.
［子］ キャニオンクリーク Canyon Creek（93牡 Mr. Prospector）GB・FR２

勝，Doncaster Mile‐L，種牡馬
［孫］ ローマンドリーム Roman Dream（10牝 Holy Roman Emperor）ITY

４勝，Criterium Labronico‐L

５代母 ルヴァ－グアラ－ム Le Vague a l'Ame（78 USA鹿 Vaguely Noble）FR
入着３回
［子］ レイズアメモリー Raise a Memory（85牝 Raise a Native）FR３勝，

トーマスブライアン賞‐G3，ロンポワン賞‐G3 ３着，P. de Lianco
urt‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

541 キュイキュイ２０２１ 牡・鹿 １／２９
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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlキュイキュイ ＊サンデーサイレンス

��
��
�スナップショット栗 2014 ＊ルフィーラ

21a
Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 グレースローラ（12栗 ＊アサクサデンエン）�１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
カガヤキファイター（19牡栗 トゥザグローリー）��４勝�
メイプルマロン（20牝栗 トゥザグローリー）�地方未出走

２代母 リンダムーン（04鹿 ＊リンドシェーバー）１勝
ローエンベルン（14牝 ローエングリン）�１勝�入着
フライオールデイズ（15牡 スペシャルウィーク）入着，�８勝��

３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
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.
グレースアストリア（93牝 ＊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

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，ＮＳ
Ｔ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

４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
［孫］ ブレーブティック（98牡 ＊ダンシングブレーヴ）３勝，弥彦特別２着，ホ

マレボシメモリアル２着，堀川特別３着，障害１勝

５代母 カツプスタン（69鹿 ＊ヒンドスタン）不出走
［子］ ダイエーカン（75牡 ＊ボールドリツク）３勝，紫野特別，吹田特別，�４勝
［孫］ ユキノアイドル（85牝 アローエクスプレス）２勝，越後特別

モガミシラオキ（87牡 ＊コインドシルバー）１勝，北洋特別２着，なでし
こ賞３着，かきつばた賞３着，etc.，	
２勝�

販売申込者・所有者： ㈲小田牧場＝様似町緑町 �0146-36-3038
生 産 牧 場： ㈲小田牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

542 グレースローラ２０２１ �・黒鹿 ５／２０
＊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

＊ Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

�アサクサデンエン ＊ホワイトウォーターアフェアグレースローラ ＊リンドシェーバー

��
��
�リンダムーン栗 2012 グレースシラオキ

＊フロリースカツプ 3l
Halo S4×M5

価格： 購買者：



母 クールビューティー（15鹿 ＊キングズベスト）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ヒマラヤキャット（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）��入着５回
ハチミツプリン（20牝栗 ビッグアーサー）�出走

２代母 チアズグレイス（97鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，桜花賞‐Jpn1，オークス
‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ４着，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ４着，コスモス賞
‐OP，etc.，優３牝
チアズガディス（03牝 ＊フレンチデピュティ）１勝

ダンツアトラス（10牡 ＊バゴ）２勝，京都２歳Ｓ‐LR ２着，御在所特別３着，
五泉特別３着

マイティティー（12牝 ＊エンパイアメーカー）５勝，御陵Ｓ，愛宕特別，�１勝
��，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3

メイショウカガリビ（06牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
メイショウセイカ（07牝 ＊クロフネ）不出走

ルックスマート（15牡 ヴィクトワールピサ）�２勝，２０１８ＹＪＳＦＲ中山１戦２
着，調布特別３着，陣馬特別３着

メイショウチルチェ（08牝 キングカメハメハ）入着
サイモンジルバ（15牝 ＊タートルボウル）２勝，�３勝���

テーオーフェアリー（09牝 キングカメハメハ）１勝，�５勝
テーオーダンケルク（16牡 ＊ダンカーク）２勝

メイショウクローバ（11牝 メイショウサムソン）３勝
デンコウグロリアス（14牡 ＊エンパイアメーカー）��９勝�入着

３代母 チアズフラワー（90鹿 Al Nasr）出走
チアズシュタルク（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，毎日杯‐Jpn3，共同通信杯

‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3 ２着
チアズフィアレス（02牝 ＊フォーティナイナー）出走

トロンボーン（10牝 アグネスタキオン）出走
ノブマル（17牡 ＊パイロ）�１勝�入着３回，金沢ヤングＣｈ３着

４代母 ＊デュカイナ（81 IRE 鹿 Northfields）GB・IRE１勝，Strensall S‐L ３着
［孫］ ダラワールDarawar（92 牡 Shernazar）FR１勝，P. Ridgway‐L ２着

販売申込者・所有者： �ニンバスファーム＝新ひだか町三石歌笛 �080-4537-9753
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

543 クールビューティー２０２１ �・栗 ４／１９

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaクールビューティー ＊サンデーサイレンス

��
��
�チアズグレイス鹿 2015 チアズフラワー

＊デュカイナ 21a
Nureyev S3×M5 Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 クリノメダリスト（06栗 ステイゴールド）１勝，駒ケ岳特別（芝 2600）２着，金山
特別（芝 2200）２着，北海Ｈ（芝 2600）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
クリノサンシャイン（17牝鹿 ＊ベーカバド）�入着，�３勝�

２代母 リンダトリアーノ（98栗 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝
バシケーン（05牡 シルクジャスティス）障害３勝，中山大障害‐JG1，優障害
ブラボークリチャン（09牝 タヤスツヨシ）�１勝�10 勝
テクマクマヤコン（10牝 ソングオブウインド）��１勝�６勝�入着２回
エイユーイーグル（17牝 アサクサキングス）��２勝�

３代母 ミスコンテスト（90黒鹿 ＊リアルシヤダイ）不出走
カイシュウキング（97牡 ＊アフリート）３勝，山吹賞２着

４代母 ＊コンカロ（81 USA芦 Caro）USA１勝
［子］ コンタクト（96牡 ＊ジェイドロバリー）６勝，ファイナルＳ‐OP ２着，オ

ーロＣ‐OP ３着，渡月橋Ｓ，etc.
コンクラーベ（91牝 アンバーシヤダイ）４勝，紅梅賞‐OP ３着，不知火
特別，長良川特別２着，etc.

コンフィデンス（92牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，相馬特別，きんせんか
賞，渡利特別３着

［孫］ コンコルディア（01牝 フジキセキ）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ
‐Jpn1 ３着，淀短距離Ｓ‐L ２着，カンナＳ‐OP，etc.

ピエナファンタスト（06牡 ジャングルポケット）４勝，オーロＣ，青嵐賞
チュウワプリンス（06牡 マンハッタンカフェ）４勝，ホンコンＪＣＴ，精
進湖特別３着，信濃川特別３着

エビスグレイト（10	 ハーツクライ）２勝，松戸特別２着，福島放送賞２
着，初風特別３着，etc.，�４勝�入着�

コンプトゥス（05牡 ジャングルポケット）１勝，石狩特別２着，臥牛山特
別２着，知床特別３着，�２勝

［曾孫］ ペイシャモンシェリ（11牡 ショウナンカンプ）５勝，京葉Ｓ‐LR ２着，
アクアラインＳ，春風Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲上井農場＝新冠町新栄 �090-3468-0027
生 産 牧 場： ㈲上井農場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

544 クリノメダリスト２０２１ 牡・鹿 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアドミラブル ＊シンボリクリスエス

��
��
�スカーレット鹿 2014 グレースアドマイヤ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュクリノメダリスト ＊ロドリゴデトリアーノ

��
��
�リンダトリアーノ栗 2006 ミスコンテスト

＊コンカロ 23b
サンデーサイレンス S3×M3 Roberto S5×M5

価格： 購買者：



母 グレイスファミリー（06栗 タニノギムレット）入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－５（７）〕
ヴィラネス（11牝栗 オンファイア）�２勝
ジョヴィアル（12牝栗 サクラプレジデント）入着，�２勝
アヴァント（14牡栗 ジャングルポケット）３勝，��１勝��
ヴォーティブ（15牝栗 トーセンホマレボシ）入着２回，�１勝
ヴァロリザー（16�黒鹿 スペシャルウィーク）入着，��入着２回�入着
アヴェイル（17牝黒鹿 フェノーメノ）入着２回，��入着３回�１勝�入着��
コンヴェクトル（18牡鹿 ディープブリランテ）入着，��出走��入着
プレヴィア（19牡黒鹿 シルバーステート）�入着
ゼロディフェクト（20牡栗 イスラボニータ）�未出走

２代母 ラトラヴィアータ（94栗 サクラユタカオー）５勝，摩耶Ｓ‐OP ３着，セプテ
ンバーＳ，苗場特別，ユートピアＳ３着
プリンセスカメリア（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

アルフレード（09牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，朝日杯フューチュリティＳ
‐G1，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，東京新聞杯‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3
３着，きんもくせい特別，優２牡

フィリアプーラ（16牝 ＊ハービンジャー）２勝，フェアリーＳ‐G3
アルフォンシーヌ（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，フラワーＣ‐Jpn3 ３着

ミッキータイガー（10牡 キングカメハメハ）２勝，栄特別
リビアーモ（05牝 アドマイヤベガ）６勝，オーロＣ‐L，秋風Ｓ，若潮賞，鷹巣山特

別，古町特別，etc.
マグナレガーロ（15牡 キングカメハメハ）４勝，アルデバランＳ‐OP ２着，舞

鶴Ｓ，��４勝
パルティアーモ（16牝 ＊ワークフォース）４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，新

潟牝馬Ｓ‐OP ３着，早春Ｓ，弥彦特別，糸魚川特別，etc.
バロンドゥフォール（10� ディープインパクト）５勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，阿武隈Ｓ，

秋川特別，幕張特別，多摩川Ｓ３着，etc.

３代母 サクラハゴロモ（84鹿 ＊ノーザンテースト）２勝
サクラバクシンオー（89牡 サクラユタカオー）11勝，スプリンターズＳ‐Jpn1
（２回），スワンＳ‐Jpn2，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，etc.，優短距，種牡馬

販売申込者・所有者： 大江牧場＝日高町厚賀町 �01456-5-6605
生 産 牧 場： 大江牧場
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

545 グレイスファミリー２０２１ �・栗 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ディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルグレイスファミリー サクラユタカオー

��
��
�ラトラヴィアータ栗 2006 サクラハゴロモ

4m
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 クロカミノマイ（07黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ミヤギノマイ（15牝黒鹿 スペシャルウィーク）��１勝
ヤマノミドリ（19牝鹿 リオンディーズ）��出走�１勝
ホネマデアイシテ（20牝鹿 レッドファルクス）�地方未出走

２代母 エリモハスラー（88黒鹿 ＊ブレイヴエストローマン）出走
エリモハート（96牝 ＊ドクターデヴィアス）１勝
エリモハリアー（00� ＊ジェネラス）９勝，函館記念‐Jpn3（３回），巴賞‐L，オー

ルカマー‐G2 ３着，金鯱賞‐Jpn2 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，etc.

３代母 ＊デプグリーフ（74 USA鹿 Vaguely Noble）不出走
パッシングサイアー（79牡 ＊ゲイサン）４勝，菊花賞２着，白百合Ｓ‐OP，葵賞，etc.
パッシングパワー（83牡 ＊ゼダーン）７勝，金鯱賞‐Jpn3，ＵＨＢ杯‐OP ２着，醍

醐特別，etc.，種牡馬
エリモシユーテング（84牝 ＊テスコボーイ）２勝，忘れな草賞‐OP

エリモシック（93牝 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，秋
華賞‐Jpn1 ２着，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.

エリモピクシー（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，ファイナルＳ‐L，京都牝馬
Ｓ‐Jpn3 ３着，愛知杯‐Jpn3 ３着，etc.
リディル（07牡 アグネスタキオン）５勝，スワンＳ‐G2，デイリー杯２歳
Ｓ‐Jpn2，米子Ｓ‐L，etc.

クラレント（09牡 ダンスインザダーク）７勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，京
成杯オータムＨ‐G3，関屋記念‐G3，etc.

レッドアリオン（10� アグネスタキオン）７勝，マイラーズＣ‐G2，関屋
記念‐G3，ニューイヤーＳ‐L，etc.

サトノルパン（11牡 ディープインパクト）５勝，京阪杯‐G3，スワンＳ
‐G2 ２着，ファルコンＳ‐G3 ２着，etc.

ディーエスハリアー（02牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，プリンシパルＳ‐L
３着，新緑賞，ライラック賞２着，etc.

エリモフローレンス（90牝 ＊イルドブルボン）不出走
エリモダンディー（94牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，日経新春杯‐Jpn2，京阪

杯‐Jpn3，京都金杯‐Jpn3 ２着，etc.

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： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

546 クロカミノマイ２０２１ 牡・鹿 ４／ ４
＊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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousクロカミノマイ ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�エリモハスラー黒鹿 2007 ＊デプグリーフ

9f
Halo S4×S5 Lyphard M4×S5 Hail to Reason S5×M5 Raise a Native S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ゲラウトマイウエイ（04鹿 ＊スキャターザゴールド）入着３回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
ワイルドゲッツ（09牝栗 ＊ワイルドラッシュ）�１勝

エクスパートラン（15牡 ステイゴールド）�４勝，オークランドＲＣＴ，灘Ｓ
２着，フィリピンＴ２着

ホワイトウィングス（14牝芦 フサイチリシャール）�４勝��４勝，古伊万里賞
（Ｄ1800），佐賀オータムスプリント（Ｄ1400）３着

マリアッチ（18牡鹿 ワールドエース）���１勝

２代母 ＊ムヒバー（92 USA鹿 Dayjur）IRE 入着５回
サスライノテイオー（06牡 トウカイテイオー）入着，��１勝
マグネイト（10� ダイワメジャー）入着，��１勝�３勝

３代母 ユーロバード Eurobird（84 IRE 栗 Ela‐Mana‐Mou）GB・FR・IRE４勝，愛
セントレジャー‐G1，ブランドフォードＳ‐G2，Phoenix Oaks Trial‐L，愛
オークス‐G1 ３着，愛セントレジャー‐G1 ３着，etc.
ユーロストーム Eurostorm（90牝 Storm Bird）IRE・USA４勝，Brownstown S

tud S‐L，Diamond S‐L，Locust Grove H‐L ２着，etc.
ゴールデンキャットGolden Cat（95 牝 Storm Cat）IRE１勝，Mitsubishi Diam

ond Vision S‐L ３着
パンパスキャット Pampas Cat（05 牡 Seeking the Gold）GB２勝，Fairw

ay S‐L ２着，チェスターヴァーズ‐G3 ３着
ビッグバウンド Big Bound（06牡 Grand Slam）GB・FR・UAE・SAU７勝，

サンダウンクラシックトライアルＳ‐G3 ２着，Fairway S‐L ３着
パウンスト Pounced（07牡 Rahy）GB・FR・USA２勝，ＢＣジュヴェナイル

ターフ‐G2，ジャンリュクラガルデール賞‐G1 ２着，種牡馬
ガーデンソサイエティGarden Society（97� Caerleon）GB７勝，Chester S

‐L ３着
ボーモア Bowmore（99� ＊デザートキング）IRE２勝，Oyster S‐L，Ballyro

an S‐L ３着，Challenge S‐L ３着，IRE障害１勝
ウィングイクスプレスWing Express（04 牡 Montjeu）GB・FR・AUS２勝，Ba

hrain Trophy‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲キヨタケ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-6777
生 産 牧 場： ㈲キヨタケ牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

547 ゲラウトマイウエイ２０２１ 牡・栗 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ロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�スキャターザゴールド Dance Smartlyゲラウトマイウエイ
＊ Dayjur

��
��
�ムヒバー鹿 2004 Eurobird

8c
Mr. Prospector M3×M5 Danzig S4×M4×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ゲルズ（12鹿 ＊エンパイアメーカー）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ウルズ（18牝栗 ＊ヘニーハウンド）��３勝��
クラトスマッハ（19牡黒鹿 ベルシャザール）�地方未出走
スエヒロイナズマ（20牝鹿 レインボーライン）�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
コウエイレディー（10牝 タニノギムレット）１勝
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： ㈲小泉牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2172
生 産 牧 場： ㈲小泉牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

548 ゲルズ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１４
＊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ゲルズ ダンスインザダーク

��
��
�タケカワルキューレ鹿 2012 イセスズカ

＊メダリオン 3l
サンデーサイレンス S3×M4 Unbridled M3×S4 Northern Dancer S5×M5
Nijinsky M5×M5
価格： 購買者：



母 ゴージャスガール（12黒鹿 ジャングルポケット）１勝，知床特別（芝 2000）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
ハイエナジー（20牡黒鹿 サトノクラウン）�未出走

２代母 オッドアイビーナス（07芦 ＊クロフネ）不出走

３代母 ピースオブワールド（00鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，阪神ジュベナイルフ
ィリーズ‐Jpn1，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ３着，秋華賞
‐Jpn1 ４着，かえで賞，優２牝
ラブアンドピース（06牝 キングカメハメハ）出走

ピュアソルジャー（10牡 ジャングルポケット）３勝，霊山特別，新緑賞，北斗
特別２着，etc.

モーニングコール（10牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，吾妻小富士賞３着，ＨＢＣ賞
３着，かささぎ賞３着
シューラヴァラ（18牡 ルーラーシップ）�２勝，和田岬特別３着

ウォルフWolfe（15� ＊ノヴェリスト）AUS６勝，ＭＲＣクーンジーＨ‐G3，A
TC Australia Day Cup‐L ２着，ATC January C‐L ２着，etc.

インコントラーレ（19牡 ＊マクフィ）�１勝，オキザリス賞２着

４代母 ＊ビバムール（92 IRE 黒鹿 Caerleon）２勝
［孫］ トシギャングスター（07牡 ＊クロフネ）４勝，ファルコンＳ‐G3 ２着，薫

風Ｓ，ポインセチア賞，etc.
サトノデプロマット（10� ＊ブライアンズタイム）４勝，船橋Ｓ，�３勝
��入着

［曾孫］ ラスベガスシチー（13牡 ＊カジノドライヴ）１勝，稲城特別３着
ストロングキック（15牡 ストロングリターン）�２勝，北海優駿３着

５代母 マフィティスMuffitys（82 IRE 鹿 Thatch）IRE３勝，Marble Hill S‐L
［子］ ＊ウェルシュマフィン（87牝 Caerleon）IRE・USA５勝，Phoenix 1000

Guineas Trial S‐L，Mint Julep H‐L ２着
［孫］ ＊タイキシャトル（94牡 Devil's Bag）10勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈ

Ｓ‐Jpn1（２回），etc.，FR１勝，ジャックルマロワ賞‐G1，優短距
（2回），年代表，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041
生 産 牧 場： ㈲北島牧場
飼 養 者： ㈱エイトステーブル＝日高町富川北 �090-7650-4680

549 ゴージャスガール２０２１ �・黒鹿 ２／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーゴージャスガール ＊クロフネ

��
��
�オッドアイビーナス黒鹿 2012 ピースオブワールド

＊ビバムール 4d
サンデーサイレンス S3×M4 トニービンM3×S4 Nureyev S4×M4

価格： 購買者：



母 ゴールデンワトル（12栗 ＊スニッツェル）�入着３回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ブラックワトル（17�黒鹿 フェノーメノ）���１勝�入着４回

２代母 トゥルーゴールド（07栗 ＊フレンチデピュティ）出走
ゴールドエフォート（13牝 カンパニー）１勝，�１勝�２勝��
ティモシーブルー（14牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，�	９勝��，金沢スプリン

グＣ，中日杯，百万石賞，利家盃２着，イヌワシ賞２着，etc.

３代母 キャッチザゴールド（00鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，淡路特別，和田岬特
別，犬山特別２着
アドマイヤクーガー（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）２勝，別府特別２着，合馬特

別２着，周防灘特別３着
アドマイヤシルク（09牝 ＊シンボリクリスエス）入着２回

タガノパッション（18牝 キングカメハメハ）�２勝，スイートピーＳ‐L，オー
クス‐G1 ４着，西宮Ｓ３着

タガノエンブレム（10牡 ＊ウォーエンブレム）３勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，逢坂山特
別，藻岩山特別２着，etc.

４代母 ゴールデンサッシュ（88栗 ＊デイクタス）入着
［子］ 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，etc.，

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

レクレドール（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.

［孫］ 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

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.

ベルーフ（12牡 ＊ハービンジャー）３勝，京成杯‐G3，チャレンジＣ‐G3
２着，小倉記念‐G3 ２着（２回），etc.

フロンティア（15牡 ダイワメジャー）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3，ファルコン
Ｓ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： 櫛桁牧場＝浦河町野深 �0146-27-4411
生 産 牧 場： 櫛桁牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

550 ゴールデンワトル２０２１ 牡・栗 ５／１２
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 シニスターミニスター

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Ministerインカンテーション

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

＊ Redoute's Choice

�
�
�
�
�

��
��

�スニッツェル Snippets' Lassゴールデンワトル ＊フレンチデピュティ

��
��
�トゥルーゴールド栗 2012 キャッチザゴールド

＊ロイヤルサツシユ 1t
Deputy Minister M4×S5 Halo S5×M5 Danzig S5×M5

価格： 購買者：



母 コリャコリャ（11鹿 ゼンノロブロイ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ドンドハレ（18牡鹿 シビルウォー）��２勝
ツインティアラ（19牝青鹿 メイショウボーラー）��未出走��入着２回
ハナムネ（20牡鹿 シビルウォー）�地方未出走

２代母 アナタゴノミ（01鹿 ＊デヒア）入着２回
サアドウゾ（06牝 ゴールドアリュール）３勝，驀進特別，飛翔特別，熊本城特別２着
ガーデン（07牡 ツルマルボーイ）�４勝�
オマワリサン（08牡 リンカーン）４勝，千里山特別，赤倉特別，浄土平特別，三田

特別２着，etc.，�１勝，韓国岳賞
ダイゴミ（09牝 フサイチコンコルド）�１勝��
カゼニタツライオン（10牡 ネオユニヴァース）２勝，葵Ｓ‐LR ２着，�１勝，大分川賞
ワラッチャオ（12牝 ハーツクライ）１勝，閃光特別２着
カートニイレル（13牝 ゴールドアリュール）�４勝�入着４回
ハハハ（16牝 トゥザグローリー）�３勝
アキラクン（17牡 トゥザグローリー）��１勝�入着２回

３代母 アララットサン（89栗 ＊リアルシヤダイ）３勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着，アイビーＳ
‐OP ３着，本栖湖特別，伊吹山特別２着，湯沢特別２着
イイコトバカリ（98牝 ＊ソウルオブザマター）１勝

マルタカスティーヴ（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）	４勝，黒潮皐月賞２着，
黒潮ダービー３着

ステキプレゼント（99牝 ジェニュイン）４勝，仲春特別，稲妻特別，袖ケ浦特別２
着，etc.
ドゥモワゼル（14牝 ショウナンカンプ）２勝，クリスマスローズＳ‐OP ２着

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

山賞２着，etc.

４代母 ダイナフエザー（79栗 ＊ノーザンテースト）５勝，山桜賞
［子］ フェザーマイハット（87牝 ＊リアルシヤダイ）５勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ

‐Jpn3 ３着，ＢＳＮ杯‐OP，石和特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲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

551 コリャコリャ２０２１ 牡・鹿 ５／ ５

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルコリャコリャ ＊デヒア

��
��
�アナタゴノミ鹿 2011 アララットサン

＊パロクサイド 8f
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ガルネリ（08栗 ゼンノロブロイ）入着，�１勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（６）〕
リネンアッパレ（14牡栗 タニノギムレット）�２勝，初夏賞（Ｄ1800）３着
ミライヘノコドウ（15牡栗 キングヘイロー）�１勝��入着３回
キチロクタービン（16牡栗 ＊ロージズインメイ）１勝
ゴールドタワー（17牡栗 フリオーソ）���１勝
エムオーナイナー（18牡栗 アドマイヤムーン）���２勝�入着６回

２代母 マックスキャンドゥ（95栗 ＊キンググローリアス）４勝，サンスポ４歳牝馬特
別‐Jpn2，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，桜花賞‐Jpn1 ５着，飛梅賞
マックスウィルドゥ（04牡 フサイチコンコルド）�３勝
コルドバ（07牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，�６勝
バハドゥール（09牡 ＊ファルブラヴ）３勝，平ヶ岳特別３着
マックスユーキャン（11牝 ゴールドアリュール）２勝

３代母 マツクスドリーマー（81栗 ＊ノーザリー）２勝，万両賞
マックスメロディ（89牝 ＊ブレイヴエストローマン）１勝

マインドステップ（96牡 ＊キンググローリアス）５勝，白秋Ｓ，内房特別，船橋
Ｓ３着，etc.

オシャレナカオリ（02牝 ＊ピルサドスキー）�１勝
ムツミマックス（08牝 ＊ブラックホーク）�８勝，福山ダービー，若駒賞，
ヤングＣｈ，etc.

トールキング（09牡 アドマイヤドン）�２勝，若駒賞２着，ヤングＣｈ２
着，福山２歳優駿２着，etc.

マックスディガー（90牡 ＊トニービン）２勝，湯川特別，水仙賞２着，安房特別３着，etc.
マックスロゼ（93牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，クイーン

Ｓ‐Jpn3 ３着，オークス‐Jpn1 ５着，etc.
マヤノチャーナ（01牡 ＊スピニングワールド）２勝，はやぶさ賞，賢島特別２着，

�１勝��２勝�	

マヤノロゼッタ（03牝 マヤノトップガン）不出走
カシノラピス（09牝 ＊グランデラ）１勝，フェニックス賞‐OP ３着，�４勝

マックスクオリティ（94� ＊トニービン）４勝，かもめ島特別，十勝岳特別，北海Ｈ
２着，etc.，�２勝��

販売申込者・所有者： 桑原牧場＝むかわ町宮戸 �080-6060-4012
生 産 牧 場： 桑原牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

552 ガルネリ２０２１ �・栗 ３／２７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルガルネリ ＊キンググローリアス

��
��
�マックスキャンドゥ栗 2008 マツクスドリーマー

＊クレイグダーロツチ 11c
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S4×M5×M5 Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 キララチュール（06青鹿 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（14）〕
アーツレイジング（15牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）�１勝�９勝��入着２回
クリノライジン（16牡栗 トゥザグローリー）障害１勝，�３勝
ハッピーキララ（18牝黒鹿 トゥザグローリー）��入着２回�１勝�
ジューンキララ（19牝鹿 アドマイヤムーン）�出走
シャンボール（20牡黒鹿 キズナ）�未出走

２代母 サイコーキララ（97黒鹿 ＊リンドシェーバー）４勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，
桜花賞‐Jpn1 ４着，エルフィンＳ‐OP，紅梅Ｓ‐OP
アグネスヨジゲン（03牡 アグネスタキオン）４勝，京都２歳Ｓ‐L ３着，有明特別，

四国新聞杯２着，木曽川特別２着，若戸特別３着
ダノンハンセン（05� ＊ボストンハーバー）�２勝�
メイショウフント（07牝 ＊アルカセット）出走

メイショウテンロウ（12牡 メイショウサムソン）入着３回，�７勝	２勝�

入着７回

フミノキララ（08牡 キングヘイロー）１勝
キラキラムーン（10牝 アドマイヤムーン）�１勝
４勝
マルケイエース（13牡 アドマイヤムーン）�４勝
メイショウバンカラ（14牡 ＊エンパイアメーカー）１勝
ワンダーハスラット（15� ネオユニヴァース）��２勝

３代母 サイコーロマン（82栃栗 ＊モーニングフローリツク）５勝，蓬莱峡特別，春日
特別２着，梅田Ｓ３着
サイコーアンナ（90牝 ＊アンフイールド）２勝
サイコークリーク（91牡 ＊スマコバクリーク）��３勝��入着７回
サイコーデボネア（95牡 ＊スキャン）３勝，中日スポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3 ３着，も

みじＳ‐OP ２着，北摂特別，etc.
サイコーアオイ（96牝 ＊リンドシェーバー）出走

コーワエンジェル（01牝 ＊スキャン）１勝
サムライクノイチ（02牝 ＊スキャン）入着，５勝
ガバナーアマン（03牝 ＊パラダイスクリーク）�１勝��
スーパーバッカス（04牡 ニホンピロニール）１勝�

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

553 キララチュール２０２１ 牡・青鹿 ４／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンキララチュール ＊リンドシェーバー

��
��
�サイコーキララ青鹿 2006 サイコーロマン

＊ワラバ 16a
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 サザンジュエリー（04栃栗 ＊アフリート）�17 勝�入着��
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（10），地方－４（16）〕
サウスリバティー（12牡栗 ＊サウスヴィグラス）１勝，�３勝��３勝�１勝�入着
シルバードリーム（13牝栃栗 ＊サウスヴィグラス）４勝，火打山特別（Ｄ1200），大

須特別（Ｄ1200）３着
サザンボルケーノ（14牡栗 ＊サウスヴィグラス）３勝，妙高特別（Ｄ1200），浦安特

別（Ｄ1200）２着，初春Ｓ（Ｄ1200）３着，アクアラインＳ（Ｄ1200）３着，円山
特別（Ｄ1200）３着，ヤマボウシ賞（Ｄ1400）３着

サウスブランコ（16牝栗 ＊ケープブランコ）�４勝�２勝���入着２回
ヤマメ（17牝黒鹿 ＊パイロ）�２勝，�	１勝
マローキャンディ（18牝栗 ＊マクフィ）��２勝
スペースザリッパー（19牡鹿 ＊シニスターミニスター）�出走

２代母 サウスビューティー（96鹿 ＊ラストタイクーン）２勝，久慈川特別
サウスユウキオー（03牡 ＊デザートキング）�２勝�３勝
サウスサプライズ（05牝 ＊サウスヴィグラス）２勝

サウスグラストップ（16牡 ＊ダンカーク）入着，�４勝，新緑賞，駿蹄賞２着
サウスゴールド（06牡 ＊キッケンクリス）入着，��１勝
サザンブレイズ（08牡 ＊サウスヴィグラス）４勝，鶴ヶ城特別，御池特別，カンゾウ

賞２着，陽春Ｓ３着，�１勝

３代母 ＊チック（84 USA芦 Spectacular Bid）USA３勝
＊ゲイリーワイルド（92牡 Wild Again）３勝，鳳来寺山特別，
５勝���入着２回
サウスラピッド（97牡 ＊デインヒル）４勝，火の山特別，巌流島特別，仲春特別２着
（２回），etc.

４代母 サンティアゴラッシー Santiago Lassie（67 USA黒鹿 Vertex）USA６勝，
Twilight Tear H２着
［子］ クレイム Claim（85牡 Mr. Prospector）USA５勝，Gulfstream Park S

print Championship H‐L，Debonair S‐L，サンフェルナンドＳ
‐G1 ４着，etc.，種牡馬

［孫］ フラメンコ Flamenco（80牝 Dance Spell）GB・FR・IRE３勝，カンデ
ラブラＳ‐G3，チャイルドＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 木村牧場㈲＝日高町清畠 �01456-2-0800
生 産 牧 場： 木村牧場㈲
飼 養 者： 木村牧場㈲＝日高町清畠 �01456-2-0800

554 サザンジュエリー２０２１ �・栗 ２／１５

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyサザンジュエリー ＊ラストタイクーン

��
��
�サウスビューティー栃栗 2004 ＊チック

1j
Mr. Prospector M3×S4×S5 Northern Dancer S5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 ＊サムロマンス（13 IRE 鹿 Galileo）FR１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
サムドリーム（18牝栗 オルフェーヴル）�３勝
ハットロマン（19牝鹿 ハーツクライ）�未出走

２代母 ウィズオアウィズアウトユーWithorwithoutyou（01 IRE 鹿 ＊デインヒル）G
B１勝
アートコナサー Art Connoisseur（06 牡 Lucky Story）GB・IRE４勝，ゴールデン

ジュビリーＳ‐G1，コヴェントリーＳ‐G2，フィーニクスＳ‐G1 ２着，種牡馬

３代母 モーニングサプライスMorningsurprice（95 USA栗 Future Storm）不出走

４代母 モ－ニングハズブロ－クンMorning Has Broken（74 USA栗 Prince John）
USA出走
［孫］ バランシーヌ Balanchine（91牝 Storm Bird）GB・FR・IRE４勝，愛ダ

ービー‐G1，英オークス‐G1，英１０００ギニー‐G1 ２着，etc.
シアーシャアブ Saoirse Abu（05牝 Mr. Greeley）GB・IRE３勝，フィーニ
クスＳ‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，英１０００ギニー‐G1 ３着，etc.

ロマノフ Romanov（94牡 Nureyev）GB・FR・IRE・USA４勝，英ジョ
ッキークラブＳ‐G2，ローズオヴランカスターＳ‐G3，サンクルー大
賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ラドゥクール Radu Cool（92 牝 Carnivalay）USA９勝，チューラヴィ
スタＨ‐G2，Del Mar Bayakoa H‐L，HollywoodWildcat H
‐L，etc.

レッドスリッパ－ズ Red Slippers（89 牝 Nureyev）GB・FR・USA３勝，
サンチャリオットＳ‐G2，Virginia S‐L

インディワイルドキャット IndyWildcat（03 牡 A.P. Indy）USA１勝，
Borderland Derby‐L，種牡馬

［曾孫］ トラストイナガスト Trust In A Gust（10 牡 Keep The Faith）AUS10
勝，ＭＲＣインヴィテイションＳ‐G1，ＭＲＣトゥーラクＨ‐G1，
MVRC Chandler Macleod S‐L ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

555 サムロマンス２０２１ �・栗 ２／２２
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellダイワメジャー ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットブーケ栗 2001 ＊スカーレツトインク

＊

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaサムロマンス ウィズオアウィズアウトユー ＊デインヒル

��
��
�Withorwithoutyou鹿IRE 2013 Morningsurprice

4k
Northern Dancer S4×M4×M5

価格： 購買者：



母 サンコロネット（06青 スペシャルウィーク）３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－５（19）〕
コールアングレ（14牡青鹿 キングカメハメハ）入着３回，���１勝�１勝�１勝
サンリットデュー（15牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）入着，�８勝�入着��
サンクビジュー（16牝黒鹿 ＊キングズベスト）入着，��入着８回�４勝
ロッシュローブ（17牡青鹿 ロードカナロア）�３勝，大沼Ｓ‐L（Ｄ1700）２着，豊

前Ｓ（Ｄ1700），檜山特別（Ｄ1700），奥羽Ｓ（Ｄ1700）２着，大雪山特別
（Ｄ1700）２着，�２勝��

ソルフィネット（18牝鹿 ＊マクフィ）入着２回，�１勝	１勝
ロイズピーク（19牡黒鹿 ＊ザファクター）�入着

２代母 ＊スギノシャーロット（95 USA青鹿 Woodman）１勝
スギノデトリアーノ（00牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，	６勝
ファーストサイト（01牝 メジロライアン）３勝
バブルエスティーム（02牡 バブルガムフェロー）２勝

３代母 シャルロットアマリエ Charlotte Amalie（82 FR黒鹿 ＊ゲイメセン）FR・US
A３勝，P. de Strasbourg‐L，プシュケ賞‐G3 ２着，ロワイヤリュー賞‐G3
３着，ヴァインランドＨ‐G3 ４着，Drumtop H‐L ３着，etc.
レッドモンスーン Red Monsoon（89
 Miswaki）FR・USA５勝，La Coupe Pi

aget des 2 Ans‐L
エスティームドフレンド Esteemed Friend（94
 Gulch）USA20 勝，ジェネラル

ジョージＨ‐G2，Paumonok H‐L，William Almy Jr. S，etc.
バドゥイズム Badouizm（96牝 Sheikh Albadou）USA４勝，レイクプラシドＨ

‐G2，ダンススマートリーＨ‐G3 ２着
シャンペインシャーロットChampagnecharlotte（01 牝 Rahy）不出走

ドムペリオンDom Perion（05牝 Redoute's Choice）AUS４勝
エクストラブリュット Extra Brut（15 牡 Domesday）AUS・HKG４勝，
ＶＲＣヴィクトリアダービー‐G1，VRC Super Impose Plate‐L，Ｖ
ＲＣＬＫＳマッキノンＳ‐G1 ３着

販売申込者・所有者： ㈲笠松牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2402
生 産 牧 場： ㈲笠松牧場
飼 養 者： ㈲笠松牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2402

556 サンコロネット２０２１ 牡・鹿 ３／１７

＊

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 キャンペンガールサンコロネット
＊ Woodman

��
��
�スギノシャーロット青 2006 Charlotte Amalie

7e
Lyphard S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラマシェリ（08栗 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
ドラゴンクイン（15牝芦 ＊シルバーチャーム）�１勝��入着４回�
クインザビクトリー（16牝栗 ＊パイロ）��３勝��２勝
サンゼント（18牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��２勝�１勝��１勝
アルアイジ（20牝栗 ＊ベストウォーリア）�地方未出走

２代母 グレートハーベスト（03栗 ＊サンデーサイレンス）出走
レーザーブレイド（07牡 キングカメハメハ）１勝，�６勝，黒潮スプリンターズＣ３着
マイネルクロップ（10牡 ＊クロフネ）６勝，マーチＳ‐G3，アルデバランＳ‐OP ２

着，若駒Ｓ‐OP ２着，etc.，障害２勝，�１勝��，佐賀記念‐Jpn3，佐賀記
念‐Jpn3 ２着

バンパークロップ（14牝 ＊クロフネ）３勝，西湖特別３着
ローザーブルー（15牝 ＊サウスヴィグラス）��５勝�３勝��１勝�入着４回，花

吹雪賞
ウォールフラワー（17牝 スズカコーズウェイ）�１勝	�入着４回
，金杯３着

３代母 ＊チーター（92 USA栗 Seeking the Gold）３勝，喜多方特別３着，里見特別３着
ナリタヘリオス（99牡 ＊ラムタラ）２勝，新津特別３着
プリモスター（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，大倉山特別，朝里川特別，札幌日

刊スポーツ杯２着，etc.
スザク（11牡 キングカメハメハ）２勝，����入着３回，全日本２歳優駿

‐Jpn1 ２着
バンドマスター（02牡 ＊パントレセレブル）３勝，成田特別３着，甲斐路特別３着，

	４勝�１勝
３勝��入着４回
マイニングゴールド（04牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，くるみ賞２着，�７勝��

入着��
タイキジャガー（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，滝桜賞２着，種牡馬

４代母 ステッピングハイ Stepping High（69 USA鹿 No Robbery）USA４勝，メ
イトロンＳ２着，アルシバイアディズＳ３着
［子］ バッカルー Buckaroo（75牡 Buckpasser）USA５勝，サラナクＳ‐G2，

ピーターパンＳ‐G3，ホイットニーＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 海馬沢 明＝新冠町大狩部 �090-2695-1388
生 産 牧 場： 海馬沢 明
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

557 サクラマシェリ２０２１ �・黒鹿 ５／１５
ベルナルディーニ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Bernardini

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cara Rafaelaレガーロ

＊ Lemon Drop Kid

��
��
�サンタテレジータ鹿 2013 Sweet Gold

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスサクラマシェリ ＊サンデーサイレンス

��
��
�グレートハーベスト栗 2008 ＊チーター

11g
KingmamboM3×S4 Seattle Slew S4×S5 Mr. Prospector M4×S5×M5
Lassie Dear S5×S5
価格： 購買者：



母 ジェシカピンク（09鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（４）〕
カントリークイン（14牝鹿 シルクハリアー）�１勝�１勝��
ラブイスキア（16牝黒鹿 トーセンジョーダン）１勝
ロートヴァイス（17牝鹿 ストロングリターン）�１勝��１勝�
レナトゥス（18牡鹿 ＊ハービンジャー）��出走
ダンクエース（19牝鹿 ＊ドレフォン）出走，�地方未出走

２代母 ＊シーズインクルーデッド（04 USA鹿 Include）USA１勝，デルマーデビュタ
ントＳ‐G1 ３着
クイーンエステル（08牝 Vindication）入着，��１勝
オリエンタルリリー（10牝 ダイワメジャー）３勝
ディープラヴ（11牝 ディープインパクト）入着４回

ディヴァインラヴ（18牝 エピファネイア）３勝，菊花賞‐G1 ３着，木曽川特別，
タイランドＣ

ワープスピード（19牡 ＊ドレフォン）�１勝
サンデーウィザード（12牡 ネオユニヴァース）６勝，新潟大賞典‐G3，福島民報杯

‐L ３着，吾妻小富士Ｓ‐OP ２着，関門橋Ｓ，恋路ケ浜特別，etc.
ヒーズインラブ（13牡 ＊ハービンジャー）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，武庫川Ｓ，

春興Ｓ，鎌ケ谷特別，節分Ｓ２着，etc.，�２勝
ナイトレイン（15牝 ゴールドアリュール）�３勝��２勝
クリスタルオーブ（16牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝
オーサムゲイル（17牝 ＊キンシャサノキセキ）�１勝	
ドゥラモンド（18牡 ドゥラメンテ）�３勝，アスター賞，夏至Ｓ２着，国立特別２

着，新発田城特別２着，豊栄特別３着

３代母 ダンシングオンアイスDancingonice（96 USA芦 Robyn Dancer）USA５
勝，Fiji S‐R，ラスパルマスＨ‐G2 ２着，Blue Norther S‐L ２着

４代母 コールドオールザタイムColdallthetime（86 USA黒鹿 It's Freezing）USA２勝
［子］ インペリアルパス Imperial Pass（93
 Imperial Falcon）USA８勝，

Great Lakes H

販売申込者・所有者： �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

558 ジェシカピンク２０２１ 牡・鹿 ４／ 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

＊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ェシカピンク
＊ Include

��
��
�シーズインクルーデッド鹿 2009 Dancingonice

8g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊シガレット（12 IRE 鹿 Sea The Stars）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ワイルドピット（17牡栗 オルフェーヴル）�２勝
ロッソネーリ（18牝鹿 ドゥラメンテ）��５勝

２代母 ＊ピサノティファニー（06 USA芦 Fusaichi Pegasus）入着，�１勝��入着２回
＊モスグリーン（18牝 New Bay）���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： 今牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-7053-0268
生 産 牧 場： 今牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

559 シガレット２０２１ 牡・鹿 ３／ ４

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊

シーザスターズ Cape Cross

�
�
�
�
�

��
��

�Sea The Stars Urban Seaシガレット
＊ Fusaichi Pegasus

��
��
�ピサノティファニー鹿IRE 2012 Tap Your Heels

3o
Mr. Prospector S4×M4×S5×M5 Numbered Account S5×S5
Danzig S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 シャイニーレディ（13栗 ゴールドアリュール）�５勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
エアロストリーム（19牡栗 ＊アジアエクスプレス）���２勝

２代母 ブライティアガール（98栗 ＊アフリート）３勝，木古内特別２着
シャイニーブレーヴ（07牡 キングヘイロー）３勝，恵山特別２着，奥尻特別２着，

あやめ賞２着，シドニーＴ３着，恵山特別３着
シャイニーダンディ（08牡 リンカーン）３勝，釧路湿原特別３着
シャイニークラウン（09牡 ＊チーフベアハート）�４勝�１勝�
シャイニーガール（11牝 ブラックタイド）３勝，スイートピーＳ‐LR，エルフィン

Ｓ‐OP，紅梅Ｓ‐OP ３着
シャイニーパンサー（12牝 ＊ロージズインメイ）�８勝��１勝
シャイニーロケット（15牡 ブラックタイド）１勝，ホンコンＪＣＴ３着

３代母 ディクターガール（86栗 ＊デイクタス）８勝，スワンＳ‐Jpn2，セントウルＳ
‐Jpn3 ３着，オパールＳ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP ３着，ジュライＳ，etc.
カーリスケー（95牝 ＊ヘクタープロテクター）不出走

アルアルアル（05牡 ＊クリプティックラスカル）�４勝�，兵庫ジュニアＧＰ
‐Jpn2 ３着，園田ジュニアＣ，園田ＣｈＣ３着

コスモハリケーン（97	 ＊カーネギー）１勝，アイビーＳ‐OP ３着
リバイバルガール（99牝 バブルガムフェロー）不出走

オクトパス（03牡 ＊スキャン）�10 勝�入着��，ゴールドジュニア，ＭＲＯ金
賞２着，ファンセレクションイン笠松２着，etc.

ミヤシンボーラー（09牝 メイショウボーラー）�３勝�入着��，園田プリン
セスＣ３着

ラブバレット（11牡 ＊ノボジャック）�19 勝�３勝�１勝�入着��
，北海道
スプリントＣ‐Jpn3 ２着，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3 ２着，クラスターＣ
‐Jpn3 ２着，etc.

４代母 ミネルバダンサー（78栗 ＊ノーザンテースト）入着２回
［子］ ミリオンセンプー（84牡 ＊ルドウターブル）８勝，マリーンＳ‐OP，白樺

賞‐OP，オパールＳ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： ㈲川向高橋育成牧場＝平取町川向 �01457-2-3509
生 産 牧 場： ㈲川向高橋育成牧場
飼 養 者： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

560 シャイニーレディ２０２１ �・栗 ５／ ３

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤシャイニーレディ ＊アフリート

��
��
�ブライティアガール栗 2013 ディクターガール

＊コトブキ 2e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 シャペロンルージュ（04鹿 サクラバクシンオー）４勝，河北新報杯（芝 1200），水
芭蕉特別（芝 1200），ＳＴＶ賞（芝 1200）２着，鏑矢特別（芝 1000）２着，飯豊特別
（芝 1200）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７），地方－３（６）〕
リアルモード（11牡鹿 ゼンノロブロイ）２勝
ルージュバローズ（13牝黒鹿 ディープインパクト）入着，�１勝
オトチャン（14牝黒鹿 ハーツクライ）�１勝
ペプチドバンブー（15牡黒鹿 ロードカナロア）�５勝，名鉄杯‐OP（Ｄ1400），ト

リトンＳ（芝 1600），西湖特別（Ｄ1600）
シゲルブルーダイヤ（16牡鹿 ロードカナロア）�４勝

２代母 プリンセスマリー（99鹿 ＊ラムタラ）�１勝
クラクエンマリー（05牝 アドマイヤコジーン）�１勝�入着４回�
ディアグレース（07牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�７勝�入着�	
クイーンセレニティ（08牝 ＊ブラックホーク）�２勝
入着
ジェイケイヒーロー（09牡 サクラバクシンオー）�８勝�	５勝�
キモンウインド（12牝 ソングオブウインド）�１勝�	１勝
ミツカネプリンセス（13牝 ＊スタチューオブリバティ）�	１勝�
セイエイソング（14牝 ＊タイキシャトル）�	１勝

３代母 ＊プレザントソーサリス（89 USA黒鹿 Pleasant Colony）USA２勝
＊ゲイリーフェザント（95牝 Irish River）出走

ダブルパンチDouble Punch（05牝 Two Punch）USA出走
ロックトトワイス Rocked Twice（11� Rocky Bar）USA・CAN８勝，
Arizona Breeders' Futurity‐R ３着

トゥーザパンチ Two the Punch（13� Top Hit）�USA10 勝，Arizon
a Breeders' Futurity‐R ２着

４代母 ウィッチダンスWitch Dance（72 USA栗 Northern Dancer）USA１勝
［孫］ プレザントテンパー Pleasant Temper（94 牝 Storm Cat）USA12 勝，ボ

ールストンスパＨ‐G3，ジェニーワイリーＳ‐G3，Hillsborough S
‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

561 シャペロンルージュ２０２１ 牡・鹿 ５／１０
＊ 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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモシャペロンルージュ ＊ラムタラ

��
��
�プリンセスマリー鹿 2004 ＊プレザントソーサリス

16g
ノーザンテースト S3×M4 Northern Dancer S4×M5×M5×M5

価格： 購買者：



母 シンワシュシュ（11黒鹿 ＊ファスリエフ）�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ラダン（16牡青鹿 ローレルゲレイロ）�２勝
ワイドオープン（19牡青鹿 マコトスパルビエロ）��１勝
レゲエダンサー（20牝鹿 ショウナンカンプ）�地方未出走

２代母 タイキミューズ（02青鹿 スペシャルウィーク）３勝，仁山特別，函館日刊スポ
ーツ杯２着，鏑矢特別２着，知立特別３着，鈴鹿特別３着
タイキミホクイーン（10牝 ＊タイキシャトル）�３勝
シュンクルーズ（12牡 ＊タイキシャトル）１勝，障害１勝
スナイドル（13牡 ディープスカイ）�５勝�１勝��入着２回
ファシネ（17牝 トーセンホマレボシ）�１勝

３代母 ＊サブミッション（89 IRE 鹿 Darshaan）２勝，鹿島灘特別，鳴滝特別３着
タイキブライドル（95牡 ＊スリルシヨー）５勝，マイラーズＣ‐Jpn2 ２着，京王杯

スプリングＣ‐Jpn2 ３着，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，etc.
タイキトゥインクル（96牝 ＊リアルシヤダイ）４勝，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，タ

ーコイズＳ‐OP，ユートピアＳ２着
タイキシャイン（04牝 ＊タイキシャトル）出走
サウンドアプローズ（12牡 ＊コンデュイット）３勝，須磨特別，鶴橋特別，
ドンカスターＣ２着，etc.

アンノートル（14牡 ＊アイルハヴアナザー）５勝，中京２歳Ｓ‐OP ３着，
湘南Ｓ，鞍ケ池特別

リトゥルスター（05牝 ＊アグネスワールド）��３勝
ビヨンドボーダーズ（15	 ＊キンシャサノキセキ）���５勝，船橋記念２着

エイシンフェアリー（06牝 ＊タイキシャトル）２勝，あやめ賞，八幡特別２着
ヒットジャポット（07牡 フジキセキ）５勝，ニューイヤーＳ‐L ２着，富士Ｓ

‐G3 ３着，東京新聞杯‐G3 ３着，etc.
タイキソレイユ（09牝 フジキセキ）３勝，西湖特別３着

タイキナタリー（99牝 ＊コマンダーインチーフ）入着６回
ファンキーテーラー（05牡 アドマイヤコジーン）２勝，箱根特別３着

タイキマーズ（01	 ＊タイキシャトル）２勝，礼文特別，庄内川特別２着

販売申込者・所有者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777
生 産 牧 場： ㈲ガーベラパークスタッド
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

562 シンワシュシュ２０２１ 牡・青鹿 ５／ ２
＊

＊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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessシンワシュシュ スペシャルウィーク

��
��
�タイキミューズ黒鹿 2011 ＊サブミッション

21a
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer M4×S5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ジーントウショウ（04青鹿 ＊デザートキング）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（５）〕
トーセンクロノス（15牡鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝
マツリダレーベン（16牡黒鹿 キングヘイロー）�４勝，オパールＣ（芝 1700），ジ

ュニアＧＰ（芝 1600）２着
カガフラッシュ（18�黒鹿 エイシンフラッシュ）１勝，障害１勝
カガファクター（19牡芦 ＊ザファクター）��１勝
バトルトウショウ（20牝鹿 ＊デクラレーションオブウォー）�未出走

２代母 ウイッチトウショウ（00鹿 ＊ジェイドロバリー）出走
レジェトウショウ（06牝 キングヘイロー）３勝，ＴＶｈ杯，船橋Ｓ３着，中山ウイ

ンタープレミアム３着，�２勝
スマートクラージュ（17牡 ディープインパクト）�５勝，淀短距離Ｓ‐L，道頓

堀Ｓ，舞子特別，出石特別，新潟日報賞２着，etc.
スマートルシーダ（18牡 ディープインパクト）�２勝，ＳＴＶ杯３着

トウショウギフト（09牡 ＊カリズマティック）４勝，成田特別，春光Ｓ２着，鋸山特
別２着，安達太良Ｓ３着，�３勝�

ソルシエトウショウ（11牝 マーベラスサンデー）出走
セイウンダイモス（18牡 ローエングリン）�１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着

トウショウドラフタ（13牡 アンライバルド）５勝，ファルコンＳ‐G3，谷川岳Ｓ‐L
３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ５着，信越Ｓ‐OP，etc.，��４勝

３代母 サマンサトウショウ（85黒鹿 トウシヨウボーイ）７勝，エプソムＣ‐Jpn3，
マイルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，京都牝馬特別‐Jpn3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３
着，朱雀Ｓ，etc.
タバサトウショウ（93牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝

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.

トウショウノア（95牡 ＊オールドヴィック）６勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，夏至Ｓ，
関ケ原Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 片岡 博＝新ひだか町東静内 �0146-44-2120
生 産 牧 場： 片岡 博
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

563 ジーントウショウ２０２１ 牡・黒鹿 ３／３１

＊

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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�デザートキング Sabaahジーントウショウ ＊ジェイドロバリー

��
��
�ウイッチトウショウ青鹿 2004 サマンサトウショウ

＊セヴアイン 5j
Lyphard S5×S5 Northern Dancer M5×M5 Special M5×M5

価格： 購買者：



母 シーキングトパーズ（09黒鹿 ＊シーキングザダイヤ）�１勝�４勝��６勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
オーゴンキング（18牡鹿 ローズキングダム）��出走�２勝

２代母 レインボートパーズ（00黒鹿 ＊トニービン）出走
ダイシンホーク（05牡 ＊アグネスデジタル）��１勝
バブルガムトパーズ（06牡 バブルガムフェロー）�１勝�13 勝�１勝�

３代母 レジナサンドラ（88鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
デモリションマン（98	 フジキセキ）２勝，十和田湖特別３着，障害３勝，新潟ジ

ャンプＳ‐JG3，東京オータムジャンプ‐JG3 ２着
レジュイール（99牝 ＊トニービン）不出走

デザートレジーナ（03牝 タヤスツヨシ）��14 勝，しらさぎ賞
セイピーシーズ（07牝 ＊ホワイトマズル）１勝，�２勝�２勝��，尾張名古屋

杯２着
コエミ（17牝 ナカヤマフェスタ）���入着
２勝��入着２回，ル・プラン

タン賞２着

４代母 サンドラターフ（74鹿 ＊ヒツテイングアウエー）２勝
［子］ ダイナシユガー（81牝 ＊ノーザンテースト）４勝，報知４歳牝馬特別

‐Jpn2，関屋記念‐Jpn3 ２着，牝馬東タイ杯‐Jpn3 ２着，etc.
パリゼット（89牝 ＊ノーザンテースト）３勝，尾瀬特別，高湯特別，五頭
連峰特別２着，etc.

ウエルカムヒーロー（86牡 ＊ノーザンテースト）３勝，庄内川特別，噴火
湾特別，ゴールデンスパーＴ３着

カミングスーン（90牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，越後特別２着
［孫］ ムッシュシェクル（88牡 ＊リアルシヤダイ）７勝，阪神大賞典‐Jpn2，日

経新春杯‐Jpn2，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，etc.，種牡馬
シクレノンシェリフ（90牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，毎日杯‐Jpn3，皐月
賞‐Jpn1 ３着

［曾孫］ フィールドベアー（03牡 フジキセキ）８勝，ファイナルＳ‐L，巴賞‐L，福
島民報杯‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲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

564 シーキングトパーズ２０２１ 牡・鹿 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�シーキングザダイヤ ＊シーキングザパールシーキングトパーズ ＊トニービン

��
��
�レインボートパーズ黒鹿 2009 レジナサンドラ

＊ロイヤルレジナ 3d
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ジュリエッタ（12鹿 ＊エンパイアメーカー）��１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ヘクトール（19牡鹿 ビッグアーサー）��出走
ツーエムフリーク（20牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�未出走

２代母 アクアブルーマーチ（05栗 ＊タイキシャトル）１勝
キチ（10牡 ＊ファンタスティックライト）�８勝
アスターノワール（11牡 マンハッタンカフェ）�１勝
ラダムドゥラメール（14牝 ＊エンパイアメーカー）�４勝
ペシュジェイド（16牝 ブラックタイド）���２勝�２勝
トラビエーソ（17牝 カレンブラックヒル）���１勝
ニシノカタパルト（18牡 グランプリボス）入着，��２勝��１勝
マリンスカイ（19牡 グランプリボス）��５勝��，土佐春花賞，黒潮ジュニアＣ

ｈＳ，黒潮皐月賞３着

３代母 リヴァーガール（91鹿 ＊リヴリア）１勝
テイエムオーシャン（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，桜花賞‐Jpn1，秋華賞

‐Jpn1，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2，etc.，優２牝，優３牝
テイエムオペラドン（09牡 テイエムオペラオー）１勝，障害３勝，京都ハイジ

ャンプ‐JG2 ２着，京都ハイジャンプ‐JG2 ３着
イシノアパトゥーラ（01牝 ＊ウォーニング）１勝

ハンナリト（07牝 ネオユニヴァース）出走
ガーニーフラップ（13牡 ＊タイキシャトル）��６勝，クラウンＣ，東京湾
Ｃ２着

ダテボレアス（19牡 ロードカナロア）�２勝，メルボルンＴ
テイエムハヤブサ（02牡 ＊ピルサドスキー）２勝，熱田特別，こけもも賞２着

４代母 エルプス（82栗 ＊マグニテユード）６勝，桜花賞‐Jpn1，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，函館３歳Ｓ
‐Jpn3，etc.，優３牝
［子］ イーエルブロッサム（98牝 ＊ラストタイクーン）１勝，相川特別３着

販売申込者・所有者： ㈱川越ファーム＝浦河町絵笛 �0146-22-0735
生 産 牧 場： ㈱川越ファーム
飼 養 者： ㈱川越ファーム＝浦河町絵笛 �0146-22-0735

565 ジュリエッタ２０２１ �・鹿 ３／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudジュリエッタ ＊タイキシャトル

��
��
�アクアブルーマーチ鹿 2012 リヴァーガール

＊ビユーチフルドリーマー 12
Halo S4×M5 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 シルバーコンパス（14芦 ＊タートルボウル）入着２回，�２勝�２勝��
初仔

２代母 ヴェラブランカ（07芦 ＊クロフネ）２勝
クレスクント（13牝 ＊ハービンジャー）入着，��２勝
テイクザヘルム（16牝 ＊ノヴェリスト）１勝
ヴェラアズール（17牡 エイシンフラッシュ）�４勝，ジューンＳ，淡路特別，緑風

Ｓ３着，サンシャインＳ３着，赤穂特別３着，etc.
ワールドクルーズ（18牝 ワールドエース）�入着，�２勝

３代母 アドマイヤサンデー（95鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，サンスポ阪神牝馬特
別‐Jpn2 ２着，保津峡特別，桂川Ｓ２着，ポプラＳ２着
アドマイヤメガミ（02牝 ＊エルコンドルパサー）１勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着
フサイチホウオー（04牡 ジャングルポケット）４勝，共同通信杯‐Jpn3，Ｒ－ＮＩ

ＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐Jpn3，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
トールポピー（05牝 ジャングルポケット）３勝，オークス‐Jpn1，阪神ジュベナイ

ルフィリーズ‐Jpn1，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，etc.，優２牝
オリエンタルポピー（11牝 キングカメハメハ）出走
シャーレイポピー（18牝 ミッキーアイル）�４勝，武庫川Ｓ，甲東特別，
五色沼特別２着

ナサニエル（06牡 キングカメハメハ）入着，伏竜Ｓ‐OP ２着，�３勝��入着，全
日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

アヴェンチュラ（08牝 ジャングルポケット）４勝，秋華賞‐G1，クイーンＳ‐G3，
エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.，優３牝

エルミラドール（10牝 ジャングルポケット）不出走
コロンドール（17牡 ＊タートルボウル）�２勝，汐留特別
エルカスティージョ（18牝 ロードカナロア）�３勝，猪名川特別，ストークＳ

３着，長篠Ｓ３着
アドヴェントス（13牝 ジャングルポケット）３勝，石打特別，ＴＶ山梨杯２着

４代母 ＊ムーンインディゴ（86 USA鹿 El Gran Senor）不出走
［子］ インディゴグリーン（94� ＊トニービン）３勝，清津峡特別，白馬岳特別２着

販売申込者・所有者： ㈱グローリーファーム＝新ひだか町三石美野和 �090-7518-2957
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

566 シルバーコンパス２０２１ 牡・黒鹿 ３／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Dyhim Diamond

�
�
�
�
�

��
��

�タートルボウル Clara Bowシルバーコンパス ＊クロフネ

��
��
�ヴェラブランカ芦 2014 アドマイヤサンデー

＊ムーンインディゴ 1p
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊スイートレッドキャット（10 USA栗 Bluegrass Cat）USA２勝，プロヴィデンシ
アＳ‐G3 ３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（11）〕
シュリュッセル（16牡鹿 Quality Road）��７勝
ヒロシゲダイヤ（17牡栗 オルフェーヴル）��４勝
ヒロシゲローズ（19牝鹿 モーリス）��入着２回
アルベルト（20牡栗 モーリス）�未出走

２代母 スイートソール Sweet Soul（98 USA栗 Lord Avie）USA入着
ソールシティスルー Soul City Slew（03� Slew City Slew）USA９勝，ポトレロ

グランデＨ‐G2，サンカルロスＨ‐G2 ３着，パットオブライエンＨ‐G2 ３着
サイレントソール Silent Soul（04 牡 Afternoon Deelites）USA７勝，ウィルロジ

ャーズＳ‐G3 ２着，Pasadena S‐L ２着
リリーヴRelieve（05� Gold Case）USA３勝
バックオフサタンBack Off Satan（06� Van Nistelrooy）USA３勝
ワカンタンカWakan Tanka（07牡 Teton Forest）USA５勝
エーマックスAMax（13� Albertus Maximus）USA３勝
テイクチャージボブTake Charge Bob（15� Take Charge Indy）USA１勝

３代母 ノットトゥープロパーNot Too Proper（91 USA栗 Proper Reality）USA４勝
プロッパーファン Propper Fun（02� Gracioso）CHI・BRZ13 勝，イポドロモチ

リ大賞‐G1 ３着，P. Carabineros de Chile‐L ３着，P. Fuerza Aerea de
Chile‐L ３着（２回）

プロベルビオ Proverbio（10 牡 Scat Daddy）CHI８勝，コテホデポトリジョス
‐G3 ３着

４代母 サスピシャストゥーサム Suspicious Toosome（87 USA栗 Secretariat）不出走
［子］ ダンウェルDoneWell（92� Storm Bird）GB・FR１勝，P. du Haras

de la Huderie‐L ２着，GB障害２勝

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

567 スイートレッドキャット２０２１ 牡・栗 ３／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊

ブルーグラスキャット Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Bluegrass Cat She's aWinnerスイートレッドキャット スイートソール Lord Avie

��
��
�Sweet Soul栗USA 2010 Not Too Proper

4n
Suspicious Native S4×M5 In Reality S4×M5 Secretariat M5×M5

価格： 購買者：



母 スプリングサンダー（07鹿 ＊クロフネ）５勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，ＣＢＣ賞‐G3
２着，阪急杯‐G3 ２着，六甲アイランドＳ（芝 1400），うずしおＳ（芝 1400），etc.
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－２（８）〕
スズカメジャー（14牡鹿 ダイワメジャー）�２勝，フローラルウォーク賞
（芝 1600），障害１勝

スズカテイオー（15牡鹿 ディープインパクト）１勝，西郷特別（芝 1800）２着
スカーフェイス（16牡鹿 ハーツクライ）�４勝，中山金杯‐G3 ２着，岸和田Ｓ
（芝 2000），皆生特別（芝 1600），２０２０ＹＪＳＦＲ阪神１戦（芝 1600），生田特別
（芝 2400）２着

ネイチャーズサン（17牡鹿 オルフェーヴル）��１勝��入着６回�
スズカオーザ（18�鹿 ディープインパクト）��７勝
スーパータスカン（20牡鹿 ハーツクライ）�地方未出走

２代母 ＊スプリングマンボ（95 GB鹿 Kingmambo）不出走
キセキスズカ（99牡 フジキセキ）２勝，美濃特別３着，駒ケ岳特別３着，�１勝
スズカマンボ（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，天皇賞（春）‐Jpn1，朝日ＣｈＣ

‐Jpn3，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，産経大阪杯‐G2 ３着，鳴尾記念‐Jpn3 ２
着，etc.，種牡馬

スズカサンバ（04牡 アグネスタキオン）４勝，京都ゴールデンプレミアム，隅田川特別
スズカエルマンボ（05牝 ＊シンボリクリスエス）３勝

クイーンマンボ（14牝 マンハッタンカフェ）２勝，平安Ｓ‐G3 ２着，etc.，
�	２勝
�入着３回，Ｌプレリュード‐Jpn2，関東オークス‐Jpn2，兵
庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着，マリーンＣ‐Jpn3 ２着，etc.

スズカコーズマンボ（17牡 スズカコーズウェイ）�３勝，中京スポ杯３着
スズカスコーピオン（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，三田特別２着，八瀬特別３

着，安房特別３着
スズカファイター（10牡 ディープインパクト）１勝，美濃特別３着
アイアムレジェンド（16牡 ハーツクライ）２勝，甲南Ｓ２着，��	入着�３勝�

１勝，イヌワシ賞

３代母 ＊キーフライヤー（86 USA鹿 Nijinsky）USA３勝，Palisades S‐L，ケンタ
ッキーオークス‐G1 ４着，ニューヨークＨ‐G2 ３着，シープスヘッドベイＨ
‐G3 ２着，アシーニアＨ‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

568 スプリングサンダー２０２１ 牡・鹿 ３／３１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュースプリングサンダー
＊ Kingmambo

��
��
�スプリングマンボ鹿 2007 ＊キーフライヤー

7
Kingmambo S3×M3

価格： 購買者：



母 ステラグレイス（12鹿 ＊クロフネ）入着２回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ハロートゥーユー（18牝鹿 ＊ヘニーハウンド）���入着
ジョイス（19牡鹿 リオンディーズ）�１勝

２代母 エリモエトワール（05鹿 マンハッタンカフェ）１勝
トーラスジェミニ（16牡 ＊キングズベスト）�８勝，七夕賞‐G3，東風Ｓ‐L，ディセ

ンバーＳ‐L，エプソムＣ‐G3 ３着，安田記念‐G1 ５着，etc.

３代母 ＊ステラーオデッセイ（84 USA鹿 Northern Dancer）不出走
アルタイルAltair（91 牝 Alydar）不出走

アルデバランライトAldebaran Light（96 牝 Seattle Slew）USA３勝
バルモント Balmont（01 牡 ＊ストラヴィンスキー）GB・IRE４勝，ミドルパ
ークＳ‐G1，ジムクラックＳ‐G2，ジュライＣ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

＊エスケンデレヤ（07牡 Giant's Causeway）USA４勝，ウッドメモリアル
Ｓ‐G1，ファウンテンオヴユースＳ‐G2，Pilgrim S‐L，種牡馬

ブレイゾンリー Blazonry（00 牡 ＊ヘネシー）GB・USA２勝，ラサロバレラメ
モリアルＳ‐G2，種牡馬

ヒポクラテス Hippocrates（01 牡 ＊ヘネシー）IRE・USA１勝，Oceanside S
‐R ３着

レイディリラ Lady Lyra（02 牝 Storm Creek）USA出走
エンデュアリングスター Enduring Star（08� Sir Shackleton）USA・C
AN２勝，Coronation Futurity‐R ３着

エリモアメジスト（92牝 Seattle Slew）２勝，若竹賞２着，エリカ賞２着
エリモマキシム（99� ＊ブライアンズタイム）７勝，カシオペアＳ‐L，大原Ｓ，etc.，

障害３勝，新潟ジャンプＳ‐JG3
トウシンイーグル（08� ハーツクライ）５勝，シリウスＳ‐G3 ３着，ブラジル

Ｃ‐LR ３着，etc.，�１勝���入着２回��	，ダイオライト記念
‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 小河 豊水＝新ひだか町三石川上 �090-3117-7812
生 産 牧 場： 小河 豊水
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

569 ステラグレイス２０２１ �・鹿 １／２６
＊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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューステラグレイス マンハッタンカフェ

��
��
�エリモエトワール鹿 2012 ＊ステラーオデッセイ

2d
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer M4×S5 Cosmah S5×M5

価格： 購買者：



母 ショウナンカガリビ（07栗 ＊フレンチデピュティ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（10）〕
ジュエリーデイズ（13牝栗 ゴールドアリュール）�４勝�２勝��入着３回
ショーテンシ（16牝鹿 ＊シニスターミニスター）２勝
マイプレシャスワン（18牝栗 リヤンドファミユ）��４勝��入着�

２代母 ショウナンアクシア（94栗 ＊ヘクタープロテクター）１勝，新津特別３着
ショウナンラビアル（02牝 ＊エルコンドルパサー）出走

ショウナンスマイル（07牡 ショウナンカンプ）３勝，甘木特別，印旛沼特別２着
ペガサスフォース（09牡 サンライズペガサス）３勝，城崎特別２着

ショウナンラノビア（03牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L，ヴィクト
リアマイル‐G1 ３着，卯月Ｓ，仲春特別，沓掛特別，etc.

ショウナンマーブル（05牝 フサイチコンコルド）��２勝
イーリス（09牝 フジキセキ）�１勝
サラマジック（10牝 サツカーボーイ）�４勝
コスモアクイラ（13牝 タイムパラドックス）��１勝�
キーポジション（15牡 ＊カジノドライヴ）��３勝�11 勝

３代母 ショウナンプリティ（89栗 ＊ウオロー）出走

４代母 メジロハリマ（67栗 ＊ネヴアービート）１勝
［子］ メジロファントム（75牡 ＊ロンバード）５勝，目黒記念（秋），東京新聞杯，

有馬記念２着，etc.
メジロハイネ（80牝 メジロゲツコウ）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，セントラ
イト記念，オークス３着，etc.

［曾孫］ パリスナポレオン（91牡 メジロテイターン）５勝，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ
‐Jpn3 ２着，etc.，�１勝	��
�，マーキュリーＣ‐Jpn3，マ
ーキュリーＣ‐Jpn3 ２着，etc.

ショウナンタキオン（03牡 アグネスタキオン）３勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，
朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ４着，豊栄特別，etc.

ショウナンナンバー（94牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，ＮＨＫマイルＣ
‐Jpn1 ３着，ヒヤシンスＳ‐OP，伊良湖特別，etc.

販売申込者・所有者： 川島 正広＝日高町豊田 �090-2695-4979
生 産 牧 場： 川島 正広
飼 養 者： 川島 正広＝日高町豊田 �090-2695-4979

570 ショウナンカガリビ２０２１ 牡・鹿 ３／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandショウナンカガリビ ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ショウナンアクシア栗 2007 ショウナンプリティ

＊アストニシメント 7c
Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 シャインエフォート（06鹿 バブルガムフェロー）３勝，高田城特別（Ｄ1200）
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
シャインメルシー（13牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，��４勝�１勝
ノーブルデザイア（14牝栗 ジャングルポケット）�３勝

２代母 ＊ウエスタンバスター（94 USA青鹿 ＊ハウスバスター）３勝，こでまり賞，若
潮賞２着，なでしこ賞３着
ウエスタンリピート（02牝 ＊オース）１勝，障害１勝，�３勝���
ドリームウィン（04牡 アドマイヤコジーン）２勝，��１勝���

３代母 ピューディカル Pudical（82 USA黒鹿 Sassafras）USA４勝，Convenien
ce S，Cameo S２着，Wistful S２着，ハニービーＨ‐G3 ４着，Mon
mouth Park The Very One S３着
メランコリーブルーズMelancholy Blues（89 牝 Cure the Blues）USA２勝，P

rincess S３着
グランドルフット Grundlefoot（97牡 Unaccounted For）USA・UAE・SAU15

勝，ボルティモアＨ‐G3，Hail Emperor S‐L，Kelso S‐L，etc.
アーユーブルー Are You Blue（98� You and I）USA10 勝，Bobby Hale S

スターオヴウシュクべ Star of Usquaebae（92牝 Star de Naskra）USA１勝
アットザオフィスAt the Office（01 牝 Silver Ghost）USA出走
オフィスインザヴァリーOfficeinthevalley（07� Peaks and Valleys）
USA・CAN６勝，Vice Regent S‐R，Ontario Jockey Club S‐R
２着

ビーマイベイビーBeMy Baby（95牝 ＊オジジアン）不出走
＊ディバインシルバー（98牡 Silver Deputy）６勝，�１勝�１勝�１勝�１勝	

��入着２回
��，全日本サラブレッドＣ‐Jpn3，北海道スプリントＣ
‐Jpn3，黒船賞‐Jpn3，etc.

４代母 ピューリタニカルPuritanical（68 USA黒鹿 Never Bend）USA４勝
［孫］ サンシャインオールウェイズ Sunshine Always（84 牝 Arts and Letters）

USA７勝，クイーンズＨ‐G3，Brown &Williamson H‐L，Ch
icago Breeders' Cup H‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 大江牧場＝日高町厚賀町 �01456-5-6605
生 産 牧 場： 大江牧場
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

571 シャインエフォート２０２１ 牡・鹿 ３／ ７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーシャインエフォート
＊

＊ハウスバスター

��
��
�ウエスタンバスター鹿 2006 Pudical

2n
Blushing Groom S5×M5

価格： 購買者：



母 ゴールドウィング（12栗 ステイゴールド）�３勝
〔産駒馬名登録数：３〕
エリーゴールド（18牝芦 ＊ダンカーク）��入着�入着
マッドネスカズ（19牡鹿 ビッグアーサー）���出走
カッパギ（20牡黒鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

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

ユメノオーラ（03牝 ＊マイネルラヴ）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2 ２着，エ
ルフィンＳ‐OP ２着，エクセル博多開設記念，雪割草特別，伊吹山特別２着

ナリタスレンダー（05� ＊ホワイトマズル）３勝，山陽特別３着，甲東特別３着，
花見小路特別３着，三年坂特別３着，舞子特別３着

ルナ（09牡 ＊クロフネ）５勝，ニューイヤーＳ‐L ３着，漁火Ｓ，春興Ｓ，千葉
日報杯，天の川Ｓ３着，etc.

ビーナスライン（01牝 フジキセキ）６勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，シルクロードＳ
‐G3 ３着，キーンランドＣ‐Jpn3 ３着，高松宮記念‐G1 ４着，羊ヶ丘特別，etc.
トーホウビスカヤ（14牝 ＊ストリートセンス）１勝，飛竜特別２着

チョウカイモンド（02� ＊サンデーサイレンス）１勝，河口湖特別３着，�２勝
チョウカイファイト（03牡 アグネスタキオン）４勝，福島民報杯‐L，中日新聞杯

‐G3 ３着，ノベンバーＳ，ＴＶ山梨杯，神奈川新聞杯２着，etc.，�５勝
ベルベットロード（06牡 キングカメハメハ）３勝，オリエンタル賞，セントポーリ

ア賞，エーデルワイスＳ２着，逆瀬川Ｓ３着，精進湖特別３着，etc.
ファントムロード（08� フジキセキ）５勝，フリーウェイＳ，袖ケ浦特別，五泉特

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

�５勝

３代母 ホクトビーナス（86芦 マルゼンスキー）２勝，桜花賞‐Jpn1 ２着，うぐいす賞

販売申込者・所有者： ㈲木戸口牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0602
生 産 牧 場： ㈲木戸口牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

572 ゴールドウィング２０２１ 牡・栗 ５／ ８

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュゴールドウィング ＊パークリージエント

��
��
�ホクトペンダント栗 2012 ホクトビーナス

＊ギヤラントグロウ 4r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 シルクアウローラ（03鹿 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（17）〕
シュンケイリ（10牡鹿 マヤノトップガン）１勝，障害１勝
ドラゴンエアル（11牡鹿 タイムパラドックス）��出走��３勝�１勝�６勝��，

報知オールスターＣ（Ｄ2100），金盃（Ｄ2600）２着，京浜盃（Ｄ1700）２着，
ハイセイコー記念（Ｄ1600）２着，道営記念（Ｄ2000）３着（２回），羽田盃
（Ｄ1800）３着，ニューイヤーＣ（Ｄ1600）３着，コスモバルク記念（Ｄ1800），
瑞穂賞（Ｄ1800），ダービーＧＰ（Ｄ2000），etc.

オーバーザワールド（12牡鹿 カネヒキリ）	３勝�１勝�入着３回�
エスプリイチゴウ（13牡黒鹿 ブラックタイド）��１勝
トランスローラ（15牝栗 トランセンド）��２勝
ワールドミカ（19牝鹿 ワールドエース）���出走

２代母 ＊ダボナアンビション（90 USA鹿 Seattle Slew）不出走
ノーザンヴィーナス（95牝 ＊ノーザンテースト）１勝

マッキーバッハ（05牡 ダンスインザダーク）４勝，皿倉山特別，北海Ｈ２着，
ＨＴＢ杯２着，支笏湖特別３着，ＳＴＶ杯３着，etc.，障害１勝

ツルマルネオ（06
 ネオユニヴァース）５勝，白秋Ｓ，ゆうき賞，道頓堀Ｓ２着
シンモーション（96牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）出走

フィールドカイザー（03牡 ＊クロコルージュ）３勝，ＴＶｈ杯，あじさいＳ３着
ヒダカサイレンス（97
 ＊サンデーサイレンス）２勝，エリカ賞
アルメナーラ（98
 ＊サンデーサイレンス）２勝，大津特別３着，稲荷特別３着，猪

名川特別３着，加治川特別３着，梅花賞３着，障害１勝
サスガ（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，すみれＳ‐OP，葉牡丹賞
ウインギャラクシー（00牡 ＊タイキシャトル）１勝

３代母 ＊ダボナゴールド（83 USA黒鹿 Mr. Prospector）USA３勝，My Charmer S
３着，Regal Rumor S‐R ３着

４代母 ダヴォナデイルDavona Dale（76 USA鹿 Best Turn）USA11 勝，エイコー
ンＳ‐G1，マザーグースＳ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，ケンタッキーオークス
‐G1，ファンタジーＳ‐G1，etc.

販売申込者・所有者： 久保 秀雄＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2716
生 産 牧 場： 久保 秀雄
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

573 シルクアウローラ２０２１ �・栗 ２／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューシルクアウローラ
＊ Seattle Slew

��
��
�ダボナアンビション鹿 2003 ＊ダボナゴールド

3l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ジュルビアン（16黒鹿 ルーラーシップ）出走
初仔

２代母 アウトシャイン（10黒鹿 ネオユニヴァース）１勝
カーテンコール（17牝 スクリーンヒーロー）３勝，豊川特別，西郷特別２着

３代母 レディブラッサム（96鹿 Storm Cat）５勝，マラヤンＲＡＴ，船橋Ｓ２着，雪
割草特別２着，寒竹賞２着
ロードバリオス（05牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，ポートアイランドＳ‐L ２着，

ＴＶ愛知ＯＰ‐L ３着，六甲Ｓ‐OP，etc.，種牡馬
レディサファイア（07牝 ＊シンボリクリスエス）不出走

ジュエルメッセージ（13牝 ダイワメジャー）１勝，�２勝，瑞穂賞２着
ロードカナロア（08牡 キングカメハメハ）11勝，安田記念‐G1，スプリンターズＳ

‐G1（２回），高松宮記念‐G1，etc.，HKG２勝，香港スプリント‐G1（２回），
優短距（2回），年代表，種牡馬

ロードガルーダ（09牡 アグネスタキオン）４勝，賢島特別，千種川特別，フリーウ
ェイＳ２着

４代母 ＊サラトガデュー（89 USA鹿 Cormorant）USA８勝，ベルダムＳ‐G1，ガゼ
ルＨ‐G1，カムリーＳ‐G2，Over All S‐L，Hyde Park H‐R，etc.
［子］ アルカザン（05牡 ダンスインザダーク）２勝，京都２歳Ｓ‐L，大山崎特別

３着
［孫］ カシノティーダ（16牝 ＊ケイムホーム）１勝，ひまわり賞‐OP

５代母 スーパールナ Super Luna（82 USA鹿 In Reality）不出走
［孫］ スマイルマイロード Smile My Lord（98� Not For Love）USA６勝，

Raise A Cup H‐L，アムステルダムＳ‐G2 ３着，メリーランドＢ
ＣＨ‐G3 ２着，etc.

サラトガキュア Saratoga Cure（94� Cure the Blues）USA７勝，C
haseMe S‐R，E. William Furey Memorial S‐L ３着

セイエイシェーン（00牝 タヤスツヨシ）��８勝��２勝�入着�，トゥ
インクルレディ賞２着，北関東桜花賞，かもしか賞，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大柳ファーム＝浦河町上向別 �0146-22-0617
生 産 牧 場： ㈲大柳ファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

574 ジュルビアン２０２１ �・鹿 ２／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴジュルビアン ネオユニヴァース

��
��
�アウトシャイン黒鹿 2016 レディブラッサム

＊サラトガデュー 2s
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 キャントセイワーズ（09黒鹿 ＊アフリート）��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（５）〕
タイセイサニー（14牡栗 ディープスカイ）�１勝
パキュートハート（15牡鹿 ＊カジノドライヴ）３勝，御陵Ｓ（Ｄ1900）２着
キタサンロッキー（17牡青鹿 ブラックタイド）���２勝
フィールドクラウン（18牡青 リーチザクラウン）���１勝��１勝

２代母 リファールニース（89青鹿 Greinton）不出走
リファールカンヌ（97牝 ＊デインヒル）不出走

ブルドッグボス（12牡 ダイワメジャー）７勝，��５勝�１勝�１勝�	入着２
回，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，クラスターＣ‐Jpn3，ＪＢＣスプリント
‐Jpn1 ３着（２回），東京盃‐Jpn2 ２着（３回），さきたま杯‐Jpn2 ２着，etc.，
ＮＡＲ優古牡（2回），ＮＡＲ優短距（2回），ＮＡＲ年代表，種牡馬

ビッグフリート（98牡 ＊アフリート）６勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，アクアルミナス
Ｓ，おけさ特別，豊栄特別，舞子特別，etc.，	10 勝
入着��

ダイワエッセンス（99牡 ＊ウォーニング）３勝，閃光特別，桜草特別，福島中央ＴＶ
杯３着

マヤノスターダム（02牡 ＊カーネギー）４勝，習志野特別，青島特別，ひいらぎ賞２
着，くすのき賞３着，障害４勝，阪神ジャンプＳ‐JG3

ヒラボクオウショー（04牡 ＊アフリート）４勝，両津湾特別，桜島特別３着
ジューンブライド（06牝 ＊アフリート）�２勝

コメート（12牡 ブラックタイド）２勝，ホープフルＳ‐G2 ２着，日本ダービー
‐G1 ５着，きんもくせい特別，種牡馬

クジュウクシマ（07牡 ＊アフリート）３勝，伊勢佐木特別，皿倉山特別２着，名古屋
日刊スポーツ杯２着，�２勝

３代母 ＊バーブスボールド（78 USA黒鹿 Bold Forbes）FR１勝，フィユドレール賞
‐G3 ２着

４代母 グーフトGoofed（60 USA栗 Court Martial）USA４勝，レイディーズＨ，
New York H，パジャントＨ２着，ジャージーベルＳ３着，マーゲイトＨ３着，etc.

販売申込者・所有者： 桑原牧場＝むかわ町宮戸 �080-6060-4012
生 産 牧 場： 桑原牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

575 キャントセイワーズ２０２１ 牡・栗 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュゴールドシップ メジロマックイーン

��
��
�ポイントフラッグ芦 2009 パストラリズム

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyキャントセイワーズ Greinton

��
��
�リファールニース黒鹿 2009 ＊バーブスボールド

17b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 キョウワセロトーレ（15鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
リアルブリージー（20牡鹿 リアルインパクト）�未出走

２代母 ヘイローフジ（03栗 キングヘイロー）６勝，京阪杯‐G3 ３着，尾張Ｓ‐OP，
長岡京Ｓ，朱雀Ｓ３着，トリトンＳ３着，etc.
ローレルベローチェ（11牡 サクラバクシンオー）６勝，淀短距離Ｓ‐L，シルクロー

ドＳ‐G3 ２着，浜松Ｓ，壬生特別
スーサンヘイロー（12牝 アドマイヤムーン）入着，�６勝
キョウワビースト（17牡 オルフェーヴル）�４勝��１勝
シャイニングフジ（18牝 ドゥラメンテ）�３勝，丹波特別，太宰府特別２着，桑名

Ｓ３着，志摩Ｓ３着，都井岬特別３着

３代母 ＊アサカフジ（95 USA鹿 Seeking the Gold）２勝，中之島特別，壬生特別２
着，胡蝶蘭賞２着，鞍馬特別３着
キョウワロアリング（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，北九州記念‐Jpn3，中京日

経賞，芦屋川特別，etc.
キョウワジャンヌ（08牝 ハーツクライ）３勝，秋華賞‐G1 ２着，ローズＳ‐G2 ３

着，ヴィクトリアマイル‐G1 ４着，etc.
ファインスカイ（10牝 アグネスタキオン）３勝，八海山特別３着
キョウワゼノビア（13牝 ハーツクライ）５勝，パラダイスＳ‐L ３着，谷川岳Ｓ‐L

３着，長岡Ｓ，etc.

４代母 コニーズギフト Connie's Gift（86 USA鹿 Nijinsky）GB・USA５勝，ルイ
ヴィルＢＣＨ‐G2
［子］ ゴールドトークンGold Token（93牡 Mr. Prospector）USA７勝，Po

lynesian S‐L，Isi Newborn Memorial H，サルヴェイターマイ
ル‐G3 ３着，etc.，種牡馬

［孫］ ノンストップユーNonstopyou（12牝 Cima de Triomphe）ARG５勝，
ディエゴホワイト賞‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 協和牧場＝新冠町明和 �090-7641-3884
生 産 牧 場： 協和牧場
飼 養 者： 協和牧場＝新冠町明和 �090-7641-3884

576 キョウワセロトーレ２０２１ �・鹿 ４／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスキョウワセロトーレ キングヘイロー

��
��
�ヘイローフジ鹿 2015 ＊アサカフジ

17b
Halo S4×M5 Mr. Prospector M4×M5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 クラウンフォルテ（12栗 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
クラウンララファル（17牡鹿 フェノーメノ）��３勝��入着２回�
マリノフォルテシモ（19牝黒鹿 ルーラーシップ）��１勝
グリーングラシア（20牡鹿 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 ピンクリップス（01鹿 ＊エンドスウィープ）１勝
ネオアレクサンドラ（09牝 アグネスタキオン）２勝，�２勝
ネオヴィクトリア（10牝 ディープインパクト）２勝
ジュンヴァルカン（13牡 ネオユニヴァース）５勝，阿蘇Ｓ‐OP ３着，桃山Ｓ，松籟

Ｓ，三田特別，あずさ賞，etc.

３代母 ＊マリスターⅡ（91 USA鹿 Baldski）USA５勝，Sweetest Chant S‐L，P
atricia S，デルマーオークス‐G1 ２着，ハニムーンＨ‐G3 ２着，リンダヴィス
タＨ‐G3 ２着，etc.
ディアアドマイヤ（97牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ワイルドラズベリー（07牝 ＊ファルブラヴ）３勝，ローズＳ‐G2 ２着，秋華賞
‐G1 ４着，白百合Ｓ‐OP，etc.
ミッキーワイルド（15牡 ロードカナロア）５勝，プロキオンＳ‐G3 ２着，
霜月Ｓ‐OP，欅Ｓ‐OP ２着，etc.，��１勝

ラズベリームース（19牝 ルーラーシップ）�１勝，アネモネＳ‐L ２着
ピンクパピヨン（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，スイートピーＳ‐OP ３着，カ

ーネーション特別，衣笠特別３着，etc.
カフナ（08牡 キングカメハメハ）６勝，メトロポリタンＳ‐L，目黒記念‐G2 ３

着，小倉大賞典‐G3 ２着，etc.
マルロス（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，ダリア賞‐OP
サイバーキングダム（03牡 スペシャルウィーク）１勝，ベンジャミンＳ‐OP ２着
ベッラレイア（04牝 ナリタトップロード）３勝，フローラＳ‐Jpn2，オークス

‐Jpn1 ２着，エリザベス女王杯‐G1 ３着，etc.
ベッラレジーナ（11牝 ネオユニヴァース）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着
ベッラノーヴァ（18牝 エピファネイア）�２勝，フェアリーＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �080-1718-2000
生 産 牧 場： クラウン日高牧場
飼 養 者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �080-1718-2000

577 クラウンフォルテ２０２１ 牡・鹿 ２／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlクラウンフォルテ ＊エンドスウィープ

��
��
�ピンクリップス栗 2012 ＊マリスターⅡ

3o
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ステイハッピー（12栗 ステイゴールド）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
クリノヴジュアル（17牡栗 ハタノヴァンクール）�入着３回，��１勝���
キングオンリーワン（19牡栗 ハタノヴァンクール）��入着
トラストキンタロウ（20牡栗 ハタノヴァンクール）�地方未出走

２代母 ＊スプレッドスマイル（01 USA鹿 Bianconi）３勝，佐渡金銀山特別
アルテミス（07牝 ゼンノロブロイ）入着，�１勝�
スマイリングムーン（08牝 フジキセキ）４勝
ソンリエンテ（10牝 デュランダル）��２勝	１勝
スマイリーキュート（13牝 ソングオブウインド）
１勝�３勝��入着	，サラブ

レッド大賞典，ＭＲＯ金賞３着，北日本新聞杯３着

３代母 ホラーHorah（96 USA鹿 ＊ミシエロ）USA２勝

４代母 ダンスオアプランスDance Or Prance（75 USA黒鹿 Bold Reasoning）不出走
［子］ スインギンスウェイ Swingin Sway（83牡 Bask）USA14 勝，ボードオヴ

ガヴァナーズＨ‐G3，Ak‐Sar‐Ben H‐L，Hot Springs H‐L，etc.，
種牡馬

ドクターペインDr Pain（89� Proud Truth）USA８勝，Bellevue H
，Tacoma H，Applebite Farm H２着，etc.

ディービービーズドリームD. B. B.'s Dream（80牝 Navajo）USA６勝，
Devonshire Cream H

クイックシルヴァーQuicksilver（79 牡 Navajo）USA15 勝，Nebrask
a Derby２着，種牡馬

［孫］ アジュメール Ajmaer（97 牝 Regal Remark）USA５勝，Fantasy H
‐L，C.T.H.S. Sales S‐R，Surrey H，etc.

サラトガタンゴ Saratoga Tango（04牝 Successful Appeal）USA５勝，
Ema Bovary S，Barb's Dancer S‐R，U Can do It H２着，etc.

スティールカウント Steel Count（91 牡 Verbatim）USA３勝，British
Columbia Nursery S‐R，C.T.H.S. Sales S‐R

ケイケイアヴェイ K K Avey（00� Wavering Monarch）USA２勝，
Indiana Futurity‐R

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

578 ステイハッピー２０２１ 牡・鹿 ３／１５
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュステイハッピー
＊ Bianconi

��
��
�スプレッドスマイル栗 2012 Horah

12g
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スプレンダー（11栗 ＊ファンタスティックライト）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
シゲルダイヤ（16牡鹿 ジャスタウェイ）�２勝
ラキャラントシス（17牝栗 ダイワメジャー）�２勝，寺泊特別（芝 1600），寺泊特

別（芝 1600）３着，フローラルウォーク賞（芝 1600）３着
グンター（19牡栗 ダイワメジャー）�入着

２代母 ＊ブロードチョイス（06 USA鹿 A.P. Indy）不出走
ウォーターウェイ（12牝 ＊コンデュイット）�11 勝
ミスターオーネット（15牡 ＊ストーミングホーム）入着，���８勝
ビジョ（17牝 キングカメハメハ）��１勝�３勝

３代母 アンブライドルドエレインUnbridled Elaine（98 USA芦 Unbridled's Song）
USA６勝，ＢＣディスタフ‐G1，モンマスオークス‐G2，Iowa Oaks‐L，
Pocahontas S‐L，ペンシルヴァニアダービー‐G3 ２着，etc.
セレーザズスピリット Seresa's Spirit（03 牝 Rahy）不出走

チャーリーエイCharlie A（11牝 Curlin）USA３勝
チャールズクローム Charles Chrome（18� ＊カリフォルニアクローム）
�USA２勝，James W. Murphy S‐L ３着

エッチト Etched（05牡 Forestry）USA・UAE７勝，メドーランズＣ‐G2，モンマ
スＣ‐G2，ナシュアＳ‐G3，etc.，種牡馬

アウトオヴバウンズOut of Bounds（09 牡 ＊ディスクリートキャット）GB・USA
・UAE３勝，シャムＳ‐G3，アルマクトゥームチャレンジＲ１‐G2 ２着

イモーションレス Emotionless（13� Shamardal）GB・UAE３勝，英シャンペイ
ンＳ‐G2，Steventon S‐L，ドバイシティオヴゴールド‐G2 ３着，etc.

４代母 キャロルズフォリー Carols Folly（87 USA黒鹿 Taylor's Falls）USA５勝，
Airdrie S，Alabama Thoroughbred Juvenile S‐R ３着
［子］ グリッターウーマンGlitter Woman（94牝 Glitterman）USA10 勝，アシ

ュランドＳ‐G1，ボニーミスＳ‐G2，シクスティセイルズＨ‐G3，etc.
［孫］ ポリティカルフォース Political Force（03 牡 Unbridled's Song）USA

４勝，サバーバンＨ‐G1，メトロポリタンＨ‐G1 ２着，ジョッキー
クラブゴールドＣ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱奥山ファーム＝日高町正和 �01456-8-3103
生 産 牧 場： 奥山牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

579 スプレンダー２０２１ 牡・鹿 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒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

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodスプレンダー
＊ A.P. Indy

��
��
�ブロードチョイス栗 2011 Unbridled Elaine

12b
Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 スペランツァーレ（09栗 Singspiel）�５勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
アップテンペスト（19牝栗 エスポワールシチー）��２勝�５勝，スプリングＣ
（Ｄ1800），梅桜賞（Ｄ1800），新春ペガサスＣ（Ｄ1600）２着，ライデンリーダー
記念（Ｄ1400）２着，ビギナーズＣ（Ｄ1400）２着，プリンセスＣ（Ｄ1400）３着

アップテンポラーレ（20牝鹿 パドトロワ）�地方未出走

２代母 ＊ヘルドキャプティヴ（04 USA鹿 Red Ransom）GB１勝
リベレイショニスト（11牡 ステイゴールド）�５勝�入着
リバティ（12牡 ジャングルポケット）�１勝

３代母 フューラジェット Furajet（88 USA栗 The Minstrel）GB・IRE・USA２勝，
Trafalgar House Sprint S‐L ２着，パレスハウスＳ‐G3 ３着，クイーンメ
アリーＳ‐G3 ３着，Bentinck S‐L ３着，Rous S‐L ３着
プラウドイヴェントProud Event（95 牝 Zilzal）不出走

オリエンテイションOrientation（04牝 Orientate）AUS３勝
オリデインOridane（11牝 King of Danes）AUS４勝，SAJC Dequett
eville S‐L

チャイナヴィジット China Visit（97 牡 Red Ransom）GB・FR・USA・UAE・H
KG４勝，ロンポワン賞‐G2，Sheikh Maktoum Al Maktoum Challenge R1
‐L，UAE Derby‐L，etc.，種牡馬

デュバイヴィジットDubai Visit（98 牝 Quiet American）GB・FR・USA・UAE
２勝，P. Ceres‐L ２着

４代母 ズメルードZummerudd（81 IRE 鹿 Habitat）GB出走
［子］ ＊キングオブキングス（95牡 Sadler's Wells）GB・IRE５勝，英２０００ギニー

‐G1，愛ナショナルＳ‐G1，レイルウェイＳ‐G3，etc.，種牡馬
ジェネラルモナシュGeneral Monash（92牡 Thorn Dance）GB・FR・
IRE５勝，ロベールパパン賞‐G2，Haydock Spring Trophy‐L ２
着，英ノーフォークＳ‐G3 ３着，種牡馬

［孫］ シャドゥン Shadn（17牝 No Nay Never）�GB・FR・USA３勝，クリ
テリヨムドメゾンラフィット‐G2，Rose Bowl S‐L，ミルリーフ
Ｓ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 小倉 光博＝新ひだか町静内田原 �090-3391-7161
生 産 牧 場： 小倉 光博
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

580 スペランツァーレ２０２１ 牡・栗 ２／２８
＊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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

シングスピール In TheWings

�
�
�
�
�

��
��

�Singspiel Glorious Songスペランツァーレ
＊ Red Ransom

��
��
�ヘルドキャプティヴ栗 2009 Furajet

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



母 スイートウィスパー（16鹿 ルーラーシップ）��１勝
初仔

２代母 ケアレスウィスパー（04栗 フジキセキ）３勝，丹沢Ｓ，灘Ｓ２着，桃山Ｓ２着，
サンタクロースＳ３着，etc.，��入着，関東オークス‐Jpn2 ２着
トーセンバジル Tosen Basil（12 牡 ＊ハービンジャー）５勝，京都大賞典‐G2 ２着，

阪神大賞典‐G2 ３着，神戸新聞杯‐G2 ３着，etc.，AUS・HKG入着２回，
ＭＲＣアンダーウッドＳ‐G1 ２着，香港ヴァーズ‐G1 ３着

フレグラントブレス（13牝 ＊クロフネ）２勝
スペクトログラム（19牡 ＊ドレフォン）�１勝

３代母 エヴリウィスパー（97栗 ＊ノーザンテースト）入着
アドマイヤキラメキ（02牝 ＊エンドスウィープ）４勝，樅の木賞２着，秋分特別３着，

妙高特別３着，etc.
トーセンスターダム Tosen Stardom（11牡 ディープインパクト）５勝，チャ

レンジＣ‐G3，etc.，AUS２勝，ＶＲＣＬＫＳマッキノンＳ‐G1，ＭＲＣ
トゥーラクＨ‐G1，etc.，種牡馬

ネオスターダム（12牡 ネオユニヴァース）４勝，マーガレットＳ‐LR ３着，幕
張Ｓ，丹波特別，etc.

センテリュオ（15牝 ディープインパクト）５勝，オールカマー‐G2，マーメイ
ドＳ‐G3 ２着，エリザベス女王杯‐G1 ４着，etc.

ダークメッセージ（03牡 ダンスインザダーク）５勝，日経新春杯‐G2 ２着，日経新
春杯‐G2 ３着，シリウスＳ‐G3 ２着，etc.

トーセンジョーダン（06牡 ジャングルポケット）９勝，天皇賞（秋）‐G1，札幌記念
‐G2，ＡＪＣＣ‐G2，ＡＲ共和国杯‐G2，etc.，種牡馬

トーセンホマレボシ（09牡 ディープインパクト）３勝，京都新聞杯‐G2，日本ダー
ビー‐G1 ３着，大寒桜賞，種牡馬

４代母 ＊クラフテイワイフ（85 USA栗 Crafty Prospector）USA７勝，Desert Vixe
n S‐LR，Susan's Girl S‐LR，Heather S，Faneuil Miss S，Hibisc
us S，etc.
［孫］ カンパニー（01牡 ミラクルアドマイヤ）12勝，天皇賞（秋）‐G1，マイルＣ

ｈＳ‐G1，毎日王冠‐G2，etc.，特別賞，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲小島牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2505
生 産 牧 場： ㈲小島牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

581 スイートウィスパー２０２１ 牡・鹿 ４／１２
＊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サトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴスイートウィスパー フジキセキ

��
��
�ケアレスウィスパー鹿 2016 エヴリウィスパー

＊クラフテイワイフ 9a
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 ノーザンテーストM4×M5

価格： 購買者：



母 スリーシスターズ（12黒鹿 ＊パイロ）入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲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

582 スリーシスターズ２０２１ 牡・鹿 ４／２６
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲
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��
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�
�
�
�
�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

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionスリーシスターズ
＊ Forest Wildcat

��
��
�カトゥーンバ黒鹿 2012 Elizabeth Bay

9f
Storm Cat S4×M4 Mr. Prospector M4×S5×M5 Narrate S5×M5
Seattle SlewM5×M5
価格： 購買者：



母 スレドボ（12黒鹿 ＊コマンズ）�13 勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
デステージョ（20牡鹿 ニシケンモノノフ）��１勝

２代母 ＊アークティックミスト（05 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
フローズンムーン（10牝 アドマイヤムーン）１勝

ハトホル（15牝 ＊モンテロッソ）２勝，十日町特別，府中特別２着，中京日経賞２着
ディレットーレ（14� ステイゴールド）入着，��２勝�３勝�
ネイチャーゴールド（17牡 ゴールドアリュール）�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

販売申込者・所有者： ㈲オリエント牧場＝新冠町高江 �0146-47-2643
生 産 牧 場： ㈲オリエント牧場
飼 養 者： オリエントファーム＝新冠町高江 �090-1646-1707

583 スレドボ２０２１ �・鹿 ４／１４

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

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

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊
＊デインヒル
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�
�

��
��

�コマンズ Cotehele Houseスレドボ
＊ Seeking the Gold

��
��
�アークティックミスト黒鹿 2012 Tee Kay

8h
Danzig M4×S5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 スーンシャイン（16黒鹿 ジャスタウェイ）不出走
初仔

２代母 ＊モンスーンウェディング（04 GB黒鹿 Monsun）GB１勝
ライオネルカズマ（14牡 キングカメハメハ）３勝，長久手特別２着，小豆島特別２

着，有松特別３着，千種川特別３着，��１勝��

３代母 ハイアベラ Hyabella（88 GB鹿 Shirley Heights）GB３勝，Atalanta S
‐L，BenMarshall S‐L
サマーダンス Summer Dance（94牝 Sadler's Wells）GB１勝

シエロカナリアス Cielo Canarias（08� Exceed And Excel）FR・ITY・SP
A13 勝，P. Jacques de Bremond‐L ３着

ハイパースペクトラHyperspectra（95 牝 RainbowQuest）GB１勝
フランス France（00牡 Desert Prince）GB・FR・IRE・USA２勝，テトラー

クＳ‐G3，愛２０００ギニー‐G1 ２着，愛インターナショナルＳ‐G2 ３着，etc.，
種牡馬

スペクトラルスター Spectral Star（02 牝 Unfuwain）GB１勝
シロッコスター Shirocco Star（09 牝 Shirocco）GB・FR・IRE１勝，英オー
クス‐G1 ２着，愛オークス‐G1 ２着，愛プリティポリーＳ‐G1 ３着，etc.

メディアハイプMedia Hype（07牡 Tiger Hill）GB・FR・SWE５勝，Wil
d Flower S‐L，ストックホルム国際Ｃ‐G3 ３着

ヒッピーヒッピーシェイク Hippy Hippy Shake（09牝 Danehill Dancer）G
B３勝，Lyric S‐L，Upavon Fillies S‐L ２着
トウィストンシェイク Twist 'n' Shake（16牝 Kingman）GB・FR２勝，
P. de Bagatelle‐L，リューリー賞‐G3 ２着，Michael Seely Mem
orial Fillies' S‐L ２着

ホサイファー Hothaifah（99牡 Green Desert）FR・UAE・SAU２勝，エクリプ
ス賞‐G3 ２着

ヴェンチュラハイウェイVentura Highway（00牝 Machiavellian）不出走
アレッサンドロヴォルタ Alessandro Volta（05� Montjeu）GB・FR・IRE・A

US２勝，リングフィールドダービートライアルＳ‐G3，Eyrefield S‐L
ポーエト Poet（05� Pivotal）GB・FR・IRE・GER・UAE７勝，ローズオヴランカ

スターＳ‐G3，キルターナンＳ‐G3，Steventon S‐L，etc.，GB障害１勝

販売申込者・所有者： パングロス㈲＝東京都千代田区 �090-6263-5286
生 産 牧 場： 木村 秀則
飼 養 者： 木村 秀則＝新ひだか町静内駒場 �090-6263-5286

584 スーンシャイン２０２１ �・黒鹿 ４／１６

＊

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

ハーツクライ

�
�
�
�
�

��
��

�ジャスタウェイ シビルスーンシャイン
＊ Monsun

��
��
�モンスーンウェディング黒鹿 2016 Hyabella

13e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ディーズファクター（15青鹿 スズカマンボ）入着３回
本馬の他に産駒あり

２代母 ザデイ（06青鹿 ＊シンボリクリスエス）２勝，菜の花賞３着
メイショウナゴミ（12牝 スズカマンボ）３勝
ディーズプラネット（13牝 ＊クロフネ）４勝，端午Ｓ‐OP，バレンタインＳ‐OP ３着，

新涼特別，ＴＶ静岡賞２着，etc.，�入着��，エーデルワイス賞‐Jpn3 ３着
レゲウーマン（14牝 ＊サマーバード）�入着

マイハンプス（18牝 ＊サウスヴィグラス）���３勝�１勝�入着，園田プリン
セスＣ３着，リリーＣ３着

シゲルヒスイ（16牡 ＊ワークフォース）２勝

３代母 ＊ウエイアウト（91 USA鹿 The Minstrel）１勝
スズカツヨシ（98牡 タヤスツヨシ）５勝，初凪賞，甲南Ｓ２着，えりも特別３着

４代母 ファガーズグロ－リ－Fager's Glory（76 USA芦 Mr. Prospector）不出走
［子］ グロ－リ－フォレヴァ－Glory Forever（84 牡 Forever Casting）GB・

FR・USA２勝，トーマスブライアン賞‐G3，仏２０００ギニー‐G1 ３着，
Easter S‐L ２着，etc.

グローリアスリーズンGlorious Reason（81牝 Hall of Reason）USA
４勝，Big Moe S‐R，Revidere S‐R ２着

［孫］ カサンドラゴー Cassandra Go（96牝 Indian Ridge）GB・IRE６勝，キ
ングズスタンドＳ‐G2，テンプルＳ‐G2，グッドウッドキングジョー
ジＳ‐G3，etc.

ヴェルグラ Verglas（94 牡 Highest Honor）GB・IRE・USA３勝，コヴ
ェントリーＳ‐G3，愛２０００ギニー‐G1 ２着，フィーニクスＳ‐G1 ３
着，etc.，種牡馬

フィルザパワー Phil the Power（04� Red Bullet）USA４勝，Kelso
S‐L，Greenwood Cup S‐L ２着，Point Given S‐L ２着，etc.

パーシャンシークレット Persian Secret（93 牝 Persian Heights）GB・
FR３勝，P. La Sorellina‐L，Empress S‐L ２着，Champio
n Trophy‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

585 ディーズファクター２０２１ �・鹿 ４／１４

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボディーズファクター ＊シンボリクリスエス

��
��
�ザデイ青鹿 2015 ＊ウエイアウト

3d
Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 セイウンキャンティ（15鹿 リーチザクラウン）出走
初仔

２代母 ニシノオドリコ（10栗 ＊ブライアンズタイム）１勝

３代母 ニシノマイヒメ（98栗 ＊フォーティナイナー）４勝，門松Ｓ，久多特別，北斗
賞２着，貴船Ｓ３着
ニシノオウガイ（08牡 ＊ロージズインメイ）４勝，鋸山特別，�16 勝�

４代母 ＊デユプリシト（85 USA鹿 Danzig）不出走
［子］ ニシノフラワー（89牝 Majestic Light）７勝，桜花賞‐Jpn1，スプリンタ

ーズＳ‐Jpn1，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，etc.，優２牝，優３牝，優短距
ニシノタカラヅカ（03牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，ファンタジーＳ
‐Jpn3 ３着

ニシノファイナル（93牝 ＊マラキム）４勝，シリウスＳ‐OP，北九州短距
離Ｓ‐OP ２着，鞍馬特別，etc.

ブランドカメリア（90牝 ＊ニシノエトランゼ）４勝，サンライズＳ，桐花
賞，ミモザ賞３着

［孫］ ネロ（11牡 ＊ヨハネスブルグ）８勝，京阪杯‐G3（２回），ラピスラズリＳ
‐L，セントウルＳ‐G2 ２着，etc.，���入着３回，種牡馬

ニシノアンサー（03牡 スペシャルウィーク）２勝，ホープフルＳ‐L，クロ
ーバー賞‐L ２着，木更津特別２着，etc.，�１勝��

ニシノマナムスメ（04牝 アグネスタキオン）４勝，マイラーズＣ‐G2 ２
着，愛知杯‐G3 ２着，カシオペアＳ‐L ３着，etc.

ニシノシンフォニー（00牡 メジロライアン）２勝，セントライト記念
‐Jpn2 ２着，マカオＪＣＴ，高雄特別３着，etc.

ニシノマオ（04牝 サクラバクシンオー）１勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，
フェアリーＳ‐Jpn3 ３着

ニシノデュー（01牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，福島民報杯‐L ３着，都
大路Ｓ‐L ３着，ニューイヤーＳ‐L ３着，etc.

［曾孫］ ニシノミチシルベ（11牝 ＊タイキシャトル）２勝，アネモネＳ‐LR ２着，
アルテミスＳ（重賞）‐L ３着，千歳特別，etc.

販売申込者・所有者： 熊沢牧場＝えりも町大和 �090-2813-3885
生 産 牧 場： 熊沢牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

586 セイウンキャンティ２０２１ 牡・栗 ３／１３
＊

＊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

スペシャルウィーク

�
�
�
�
�

��
��

�リーチザクラウン クラウンピースセイウンキャンティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ニシノオドリコ鹿 2015 ニシノマイヒメ

＊デユプリシト 2s
サンデーサイレンス S3×M4 デユプリシトS3×M4 Mr. Prospector S5×M5×M5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊ジャズプリンセス（02 IRE 黒鹿 Bahhare）IRE４勝，アサシＳ‐G3，愛パークＳ
‐G3，リッジウッドパールＳ‐G2 ２着，Kilboy Estate S‐L ２着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（２）〕
ハーマンミュート（10�青鹿 Oasis Dream）１勝
ロジネオ（13牡黒鹿 ヴィクトワールピサ）�２勝�入着
スペースシップ（17牡芦 ゴールドシップ）１勝，あすなろ賞（芝 2000）３着，�

��入着３回

２代母 ジャズアップ Jazz Up（98 GB鹿 Cadeaux Genereux）不出走
ラドリードラゴンRudry Dragon（04牡 Princely Heir）GB・QAT２勝
ショーラーン Sholaan（09� Invincible Spirit）GB・UAE５勝，Garhoud Spri

nt‐L ３着，Jebel Ali Sprint‐L ３着
バウンスザブルーズ Bounce The Blues（17 牝 Excelebration）�GB・IRE２勝，

Owenstown Stud S‐L，チャートウエルＳ‐G3 ２着，Haydock Spring Troph
y‐L ２着，October S‐L ２着，Rosemary S‐L ２着，etc.

３代母 スロージャズ Slow Jazz（91 USA黒鹿 Chief's Crown）FR３勝，P. Petite
Etoile‐L，Criterium de l'Ouest‐L ２着
メロージャズMellow Jazz（97 牝 Lycius）GB２勝

インプロヴァイズ Improvise（02 牝 Lend a Hand）GB・USA１勝，Etern
al S‐L ２着

ミスターカヴァーンMister Cavern（99� Lion Cavern）FR・ITY９勝，P. d'Es
tate‐L，P. Eupili‐L，プリミパッシ賞‐G3 ２着，etc.

マガダールMagadar（03 牝 Lujain）GB１勝
ミスオコナーMiss O Connor（15 牝 Roderic O'Connor）GB・FR・IRE４勝，

パース賞‐G3，Dick Hern S‐L
アイリッシュアドミラル Irish Admiral（17� French Navy）�GB・IRE３勝，

Knockaire S‐L ３着
ランダマイザーRandomizer（04 牝 Elusive Quality）USA入着３回

ジョークセンジャズ Jokes N Jazz（09 牝 It's No Joke）USA４勝，Donna Ree
d S‐R，Iowa Breeders' Oaks‐R，Iowa Sorority S‐R ３着

ズーラ Zoola（10 牝 Iffraaj）GB・IRE１勝，Harry Rosebery S‐L ２着，Tip
perary S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041
生 産 牧 場： ㈲北島牧場
飼 養 者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041

587 ジャズプリンセス２０２１ 牡・青 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊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

＊

バッハーレ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�Bahhare Wasnahジャズプリンセス ジャズアップ Cadeaux Genereux

��
��
�Jazz Up黒鹿IRE 2002 Slow Jazz

16
WoodmanM3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ジュピターズビコー（02 AUS黒鹿 Singspiel）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），地方－６（31）〕
アルテッツァ（10牝鹿 アグネスタキオン）�５勝�６勝
ゼンノブショウ（11牡鹿 ブラックタイド）１勝，�８勝
オンユアマーク（12牝青鹿 ゼンノロブロイ）１勝，�５勝�３勝
ヒマワリノヤクソク（14牝栗 ゼンノロブロイ）入着，��１勝
シスル（15牝青 ＊ノボジャック）３勝，初風Ｓ（Ｄ1200）２着，春風Ｓ（Ｄ1200）２

着，妙高特別（Ｄ1200）３着
ユピテルルークス（17�鹿 アンライバルド）１勝，��２勝
ジョーアヤメ（18牝芦 ジョーカプチーノ）���入着４回�１勝
サツキフジ（19牝栗 ＊ノボジャック）���入着
モックモック（20牡青鹿 ＊ダノンレジェンド）�未出走

２代母 ウィローゴールドWillow Gold（86 AUS鹿 Francis Bacon）AUS５勝，
Balaklava RC Balaklava C‐L ２着，ＳＡＪＣクイット＆ウインＣ‐G3 ３着
スペイスウェポン SpaceWeapon（94� Stargazer）AUS５勝
フィニスレイディ Finniss Lady（96牝 Dolphin Street）AUS５勝

ジッププレジャー Zip Pleasure（06 牝 Blevic）AUS２勝，SAJC Oaklands P
late‐L ２着

ギンコーゴールドGinkgo Gold（03牝 ＊シンコウフォレスト）AUS５勝

３代母 ゴールドミストラルGold Mistral（71 AUS栗 Polmak）AUS３勝，SAJC Br
eeders' Matchmaker S２着，SAJC Bloodhorse Breeder's S２着
ダークスペックルDark Speckle（77 牝 ＊ハビアスコーパス）AUS入着，SAJCM

orphettville Plate２着

４代母 フレンチガーランド French Garland（49 AUS黒鹿 Beau Cheval）AUS10 勝
［子］ ジョーヴィアルナイト Jovial Knight（60 牡 Star of Baroda）AUS20 勝，

ＳＡＪＣオルダーマンＣ，ＳＡＪＣニューイヤーズギフトＳ，ＳＡ
ＪＣＯＪスミスチャレンジＳ，etc.

メリーナイトMerry Knight（58 牡 Star of Baroda）AUS11 勝，ＳＡＪ
ＣレイバーデイＣ，Werribee Gold C，SA Tatt's RC Tattersall'
s C２着

販売申込者・所有者： オギオギ牧場＝新ひだか町三石富沢 �090-9522-7565
生 産 牧 場： オギオギ牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

588 ジュピターズビコー２０２１ 牡・青鹿 ５／１３
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロイングァンチャーレ ＊ディアブロ

��
��
�チュウオーサーヤ青鹿 2012 サンライトブルボン

＊

シングスピール In TheWings

�
�
�
�
�

��
��

�Singspiel Glorious Songジュピターズビコー ウィローゴールド Francis Bacon

��
��
�Willow Gold黒鹿AUS 2002 Gold Mistral

8i
Halo M4×S5×S5 Ballade M4×S5

価格： 購買者：



母 キイレ（07鹿 フジキセキ）入着，陸奥湾特別（芝 2000）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（６）〕
ショウブニデル（14牡青鹿 ＊ロードアルティマ）１勝，��３勝
クスリバコ（15牡鹿 ローエングリン）入着４回，�２勝
ツノチャン（19牝鹿 メイショウサムソン）�地方未出走
ジャスティスボス（20牡鹿 シビルウォー）��１勝

２代母 ラブイズトゥルー（98栗 ＊フォーティナイナー）不出走
ジトゥルー（02牝 キングヘイロー）�２勝�８勝	６勝，クイーンＣ２着
ウィナーズステージ（03牝 サツカーボーイ）�３勝
ラブイズカヌマ（04牝 ＊タイキシャトル）
６勝
ケイアイベラミ（05牝 アドマイヤベガ）��２勝�１勝
ブライトアイザック（06牡 スペシャルウィーク）７勝，欅Ｓ‐L，ペルセウスＳ‐L ３

着，アハルテケＳ‐OP，春望Ｓ，仲冬Ｓ２着，etc.

３代母 ヒトメボレ（89鹿 ＊モガミ）３勝，佐渡Ｓ，月岡特別３着，弥彦特別３着

４代母 ビクトリアクラウン（79栗 ＊フアバージ）６勝，エリザベス女王杯，クイーン
Ｓ，クイーンＣ，新潟３歳Ｓ，牝馬東タイ杯２着，etc.，優２牝，優３牝
［子］ ビューチフルロマン（86牝 ＊ノノアルコ）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，関越

Ｓ‐OP，秋嶺Ｓ，etc.
［孫］ ブロンコーネ（03牝 ＊ブライアンズタイム）１勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着
［曾孫］ グレイトパール（13牡 キングカメハメハ）７勝，アンタレスＳ‐G3，平安

Ｓ‐G3，仁川Ｓ‐L，etc.，��８勝�１勝���
カチューシャ（09牝 ＊ケイムホーム）６勝，オアシスＳ‐L，etc.，��入
着２回，Ｌプレリュード‐Jpn2 ３着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

アルトップラン（05牡 マヤノトップガン）５勝，東海Ｓ‐G2 ３着，両国
Ｓ，美唄特別，etc.

セイコーサンデー（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，目黒記念‐Jpn2 ３
着，エイプリルＳ‐OP ２着，スピカＳ，etc.

ドットコム（05牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ホープフルＳ‐L ３着，美
浦Ｓ，習志野特別，etc.

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

589 キイレ２０２１ 牡・栗 ２／ ７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーキイレ ＊フォーティナイナー

��
��
�ラブイズトゥルー鹿 2007 ヒトメボレ

＊ビユーチフルドリーマー 12
Mr. Prospector M4×S5 In Reality S5×M5

価格： 購買者：



母 ハタノアデール（14栗 ＊ハービンジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ロードシャマール（19牡栗 コパノリッキー）�入着２回

２代母 ハタノプリエ（97栗 ＊ブライアンズタイム）２勝
ハタノギャラン（05牝 ＊アフリート）入着３回，��１勝，東京プリンセス賞２着
スギノブレイド（06� ＊アフリート）４勝，三条特別，市原特別２着，千歳特別２着，

鋸山特別３着
ハタノゼフィロス（08牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，�４勝��入着，コスモバル

ク記念３着
ハタノヴァンクール（09牡 キングカメハメハ）４勝，��２勝�１勝�入着，川崎

記念‐Jpn1，ジャパンＤダービー‐Jpn1，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，東京大
賞典‐G1 ２着，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

レッドジュピター（10牝 ＊プリサイスエンド）�入着４回
ザイオン（15牡 ＊パイロ）２勝，�６勝��入着

アンジュドボヌール（11牝 ＊タイキシャトル）１勝，西尾特別，	３勝
プレヴォール（19牡 ジャスタウェイ）�１勝

３代母 ハヤベニコマチ（92栗 ＊サンデーサイレンス）�２勝
アースクリスハーン（03牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，豊明特別，磐梯山特別２

着，中京スポーツ杯２着，etc.
ジャガーメイル（04牡 ジャングルポケット）６勝，天皇賞（春）‐G1，ジャパンＣ

‐G1 ３着，etc.，HKG入着２回，香港ヴァーズ‐G1 ２着，etc.
アースマリン（05牝 ＊マリエンバード）３勝，開聞岳特別，由布院特別３着，初茜賞３着

４代母 ターンツーダイナ（78鹿 ＊ノーザンテースト）入着２回
［子］ ツーワエース（86牡 ＊ルセリ）４勝，師走Ｓ，清澄特別，初富士Ｓ２着，

��４勝
入着５回
チェリーラブ（94牝 サクラユタカオー）２勝，豊橋特別，ローズマリー賞
３着，こでまり賞３着

ドンミロード（89牡 ＊アレミロード）１勝，長岡特別
［孫］ マイネルレーニア（04牡 ＊グラスワンダー）６勝，スワンＳ‐G2，京王杯

２歳Ｓ‐Jpn2，ポートアイランドＳ‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

590 ハタノアデール２０２１ 牡・鹿 ２／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlハタノアデール ＊ブライアンズタイム

��
��
�ハタノプリエ栗 2014 ハヤベニコマチ

＊ナイスランデイング 1w
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 セドゥラマジー（15栗 ダイワメジャー）入着
本馬の他に産駒あり

２代母 ウイッチトウショウ（00鹿 ＊ジェイドロバリー）出走
ジーントウショウ（04牝 ＊デザートキング）出走

マツリダレーベン（16牡 キングヘイロー）�４勝，オパールＣ，ジュニアＧＰ２着
レジェトウショウ（06牝 キングヘイロー）３勝，ＴＶｈ杯，船橋Ｓ３着，中山ウイ

ンタープレミアム３着，�２勝
スマートクラージュ（17牡 ディープインパクト）�５勝，淀短距離Ｓ‐L，道頓

堀Ｓ，舞子特別，出石特別，新潟日報賞２着，etc.
スマートルシーダ（18牡 ディープインパクト）�２勝，ＳＴＶ杯３着

トウショウギフト（09牡 ＊カリズマティック）４勝，成田特別，春光Ｓ２着，鋸山特
別２着，安達太良Ｓ３着，�３勝�

ソルシエトウショウ（11牝 マーベラスサンデー）出走
セイウンダイモス（18牡 ローエングリン）�１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着

トウショウドラフタ（13牡 アンライバルド）５勝，ファルコンＳ‐G3，谷川岳Ｓ‐L
３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ５着，信越Ｓ‐OP，etc.，��４勝

３代母 サマンサトウショウ（85黒鹿 トウシヨウボーイ）７勝，エプソムＣ‐Jpn3，
マイルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，京都牝馬特別‐Jpn3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３
着，朱雀Ｓ，etc.
タバサトウショウ（93牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝

スイープトウショウ（01牝 ＊エンドスウィープ）８勝，宝塚記念‐G1，秋華賞
‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1，etc.，優古牝

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

スウェアトウショウ（08牝 ディープインパクト）出走
アドマイヤハダル（18牡 ロードカナロア）�３勝，若葉Ｓ‐L，中山記念
‐G2 ３着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.

トウショウノア（95牡 ＊オールドヴィック）６勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，夏至Ｓ，
関ケ原Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ＳＧプランニング＝愛知県一宮市 �080-9810-0171
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

591 セドゥラマジー２０２１ 牡・栗 ５／ 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スズカコーズウェイ

＊
＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチリヴィエラ栗 2004 Actinella

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケセドゥラマジー ＊ジェイドロバリー

��
��
�ウイッチトウショウ栗 2015 サマンサトウショウ

＊セヴアイン 5j
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 セントローレンス（08鹿 ジャングルポケット）���１勝・11勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
チューダ（16牡栗 ＊サウスヴィグラス）��１勝
セントレガーロ（18牝栗 ＊クリエイターⅡ）���１勝
エスケーオーカン（19牡栗 ＊ダンカーク）��２勝
ジューンナックル（20牡黒鹿 ＊タリスマニック）�未出走

２代母 ティーチャズペット（97鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
ファイティングアイ（02牝 ＊アジュディケーティング）１勝
オエドニホンバシ（03牝 ＊スキャターザゴールド）�１勝�３勝�１勝	入着２回��
プリックアップ（05牝 ＊ワイルドラッシュ）入着２回，��２勝�
アートオブワールド（06牝 ＊アグネスワールド）�１勝�５勝��
ノープラン（09牝 ＊プリサイスエンド）�５勝
アクアティアラ（10牝 トーホウエンペラー）�２勝

３代母 ＊エテール（85 USA鹿 Lyphard）FR１勝
リキアイアクトレス（90牝 Reference Point）４勝，Ｉｎｔ．ＪＳ，若潮賞，袖ケ

浦特別２着，etc.
リキアイヤマノオー（00牡 ＊アフリート）３勝，天王山特別，大濠特別３着，


１勝�１勝
リキアイサイレンス（01牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2

３着，オクトーバーＳ，遠州灘特別，etc.，種牡馬
ジントルネード（95牡 ＊バイアモン）３勝，ゴールデンブーツＴ，洛西特別，嵯峨野

特別２着，etc.

４代母 オナートリックスHonor Tricks（76 USA鹿 Bold Bidder）不出走
［孫］ ブランカスター Brancaster（96� Riverman）GB・FR・USA３勝，ホ

ーリスヒルＳ‐G3，クレイヴァンＳ‐G3 ２着
アラタマインディ（97牡 A.P. Indy）５勝，小倉記念‐Jpn3，朝日ＣｈＣ
‐Jpn3 ２着，九州スポーツ杯，etc.

リッター Litter（02 牝 Catbird）AUS５勝，ATCWenona Girl H‐L，
BRC Sir Edward Williams H‐L，Scone RC Dark Jewel Classic
‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
生 産 牧 場： 岡田 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

592 セントローレンス２０２１ 牡・黒鹿 ４／１９

＊

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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーセントローレンス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ティーチャズペット鹿 2008 ＊エテール

2d
Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5×M5 CosmahM5×M5

価格： 購買者：



母 ソリッドリーズン（14鹿 ジャングルポケット）不出走
〔産駒馬名登録数：３〕
ヴァハマ（19牝鹿 ルーラーシップ）出走，�地方未出走
メルキュリオ（20牝鹿 ビッグアーサー）�未出走

２代母 レディーダービー（02栗 スペシャルウィーク）入着３回
マイレディー（07牝 ＊アグネスデジタル）�２勝
ヴェルデグリーン（08牡 ジャングルポケット）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，オールカマー

‐G2，常総Ｓ，調布特別，若竹賞２着，etc.
ファータグリーン（13牝 タニノギムレット）２勝

ガルブグリーン（19牝 ヴィクトワールピサ）�１勝
マーレグリーン（15牝 ジャングルポケット）入着，�２勝
サルトグリーン（16牝 ジャングルポケット）�２勝��４勝
ヴァルトグリーン（17牡 エイシンフラッシュ）�３勝
シエルグリーン（18牡 エイシンフラッシュ）���入着�４勝

３代母 ウメノファイバー（96鹿 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，秋華賞‐Jpn1 ４着，優３牝
ジョイチャイルド（06牝 ＊シンボリクリスエス）�３勝�１勝

ヘイワノツカイ（16牡 ヴィクトワールピサ）２勝，木更津特別３着，���出走
アンフィルージュ（07牝 アグネスタキオン）３勝，別府特別３着

サンリヴァル（15牡 ルーラーシップ）２勝，芙蓉Ｓ‐LR，皐月賞‐G1 ２着，ホ
ープフルＳ‐G1 ４着

ヴァンケドミンゴ（16牡 ルーラーシップ）�４勝，福島記念‐G3 ２着，カシオ
ペアＳ‐L ２着，七夕賞‐G3 ３着，etc.

ワイドエンペラー（18牡 ルーラーシップ）�３勝，本栖湖特別，金山特別，早
春Ｓ２着，etc.

ノーブリー（09牡 アドマイヤムーン）２勝，五泉特別
グレルグリーン（16牡 ヴァーミリアン）１勝，山藤賞３着

４代母 ウメノローザ（86鹿 ＊ノーザンディクテイター）��６勝，グランドＣｈ２０００

販売申込者・所有者： 沖田 博志＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2930
生 産 牧 場： 沖田 博志
飼 養 者： 沖田 博志＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2930

593 ソリッドリーズン２０２１ �・黒鹿 ３／ ８

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーソリッドリーズン スペシャルウィーク

��
��
�レディーダービー鹿 2014 ウメノファイバー

＊フラストレート 1b
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 タイセイビビッド（15鹿 ヴィクトワールピサ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ウィスティンガー（20牡黒鹿 タイセイレジェンド）�地方未出走

２代母 ＊リップスポイズン（08 GER栗 Mamool）FR・GER２勝，独１０００キニー‐G2，
Scherping‐Rennen‐L ２着
ハンナ（13牝 ディープインパクト）１勝

ユングヴィ（18牡 ミュゼスルタン）１勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着
ネームユアポイズン（14� ハーツクライ）２勝，���出走
アンブロークン（16牡 ヴィクトワールピサ）１勝，新潟２歳Ｓ‐G3 ２着，五頭連峰

特別３着
サルビア（18牝 ダイワメジャー）�２勝，りんどう賞，新発田城特別３着
キタサンシュガー（19牝 キタサンブラック）�１勝

３代母 リップスプレイン Lips Plane（00 IRE 栗 Ashkalani）ITY１勝，P. Repub
bliche Marinare‐L ２着，ドルメーロ賞‐G3 ３着
レイディリップス Lady Lips（04 牝 Zinaad）GER１勝

リップスクイーン Lips Queen（16牝 Kamsin）�GER３勝，ハノーファー秋
季牝馬賞‐G3，G.P. der Hannoverschen Volksbank‐L ２着

リップスアロー Lips Arrow（05牝 Big Shuffle）FR・GER・ITY３勝，Dallma
yr Prodomo‐Trophy‐L，G.P. des Autoring Hannover‐L，ロトハンブル
クトロフィ‐G3 ２着，etc.
ラッキーライオン Lucky Lion（11牡 High Chaparral）FR・GER５勝，バイ

エリシェスツフトレネン‐G1，独２０００ギニー‐G2，ドクトルブッシュ記念
‐G3，etc.，種牡馬

リップスイーグル Lips Eagle（17牝 Gleneagles）�GER１勝，G.P. der Burckh
ardt Metall Glas‐L ２着，Neue Bult Youngster Cup‐L ３着

リップスプラネット Lips Planet（13 牝 Mamool）GER・ITY１勝，G.P. der Stad
tsparkasse Dusseldorf‐L ３着

販売申込者・所有者： 柏木 一則＝新冠町東川 �090-2075-6105
生 産 牧 場： 柏木 一則
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

594 タイセイビビッド２０２１ 牡・鹿 ４／ ３
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

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タイセイビビッド
＊ Mamool

��
��
�リップスポイズン鹿 2015 Lips Plane

14c
Machiavellian M4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 タケノミリオン（11鹿 ハーツクライ）��３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
サブノミリオン（20牝鹿 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 ＊グラマラス（93 USA鹿 Danzig）USA入着
エレガントプロスペクトElegant Prospect（00 牝 Mr. Prospector）USA出走

チェインジザチャネル Changethechannel（09 牝 English Channel）USA３
勝，サンタバルバラＨ‐G3 ３着，Las Madrinas H３着

ウェスタンエレガンスWestern Elegance（10� English Channel）USA・C
AN７勝，ハンシンＣ‐G3 ３着，ヴィジャルＳ‐G3 ３着

グラマラスワンGlamorous One（01牝 GoneWest）不出走
ガランデシーネGalan de Cine（08牡 Successful Appeal）ARG６勝，オト

ニョ賞‐G2，P. Irineo Leguisamo‐L，オノール大賞‐G1 ２着，アル
ゼンチン共和国賞‐G1 ３着，種牡馬

バリバリセレブ（04牡 Seeking the Gold）入着３回，�３勝�入着２回��
デジタルゴールド（07牝 ＊アグネスデジタル）�23 勝�１勝�入着	，名港盃，尾張

名古屋杯，姫路ＣｈＣ３着
ゴールドキリー（08牝 ＊アルカセット）��５勝

３代母 ゴージャスGorgeous（86 USA黒鹿 Slew o' Gold）USA８勝，ヴァニティ
Ｈ‐G1，アシュランドＳ‐G1，ハリウッドオークス‐G1，アップルブラッサムＨ
‐G2，ラカニャーダＳ‐G2，etc.
ドリームボートDreamboat（92 牝 Mr. Prospector）GB・UAE１勝

ミュージックショーMusic Show（07牝 Noverre）GB・FR・IRE・TUR５勝，
ファルマスＳ‐G1，ロックフェルＳ‐G2，ネルグウィンＳ‐G3，etc.

ファビュラス Fabulous（95 牝 Seeking the Gold）USA出走
＊ロジャーズスー（01牝 Forestry）不出走

タービュレントディセント Turbulent Descent（08 牝 Congrats）USA８
勝，ハリウッドスターレットＳ‐G1，サンタアニタオークス‐G1，テス
トＳ‐G1，etc.

グラスゴーズゴールドGlasgow's Gold（96牝 Seeking the Gold）USA１勝
＊スウィフトテンパー（04牝 Giant's Causeway）USA６勝，ラフィアンＨ‐G1，

デラウェアＨ‐G2，シクスティセイルズＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲五丸農場＝新冠町大富 �0146-47-4376
生 産 牧 場： ㈲五丸農場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

595 タケノミリオン２０２１ 牡・栗 ４／ ５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスタケノミリオン
＊ Danzig

��
��
�グラマラス鹿 2011 Gorgeous

14c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ダンスザクラシックス（04 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR・IRE１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：海外－１（２），地方－４（14）〕
コールトゥバトル Call To Battle（09 IRE�鹿 ＊キングズベスト）GB・IRE２勝，

Eyrefield S‐L，バリーサックスＳ‐G3 ２着，チェスターヴァーズ‐G3 ３着
ルールザユニバース（12牝鹿 ネオユニヴァース）入着３回，�２勝
クラシカルチュチュ（13牝青鹿 ゼンノロブロイ）入着，�３勝�入着
カレンラヴニール（14牡鹿 ルーラーシップ）�５勝��２勝，土佐秋月賞
（Ｄ1600），黒潮菊花賞（Ｄ1900）２着

ゴーウィズザフロー（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）��２勝

２代母 ヘッドインザクラウズ Head in the Clouds（98 IRE 鹿 RainbowQuest）
GB・FR２勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，ポモーヌ賞‐G2 ２着，セントサイモ
ンＳ‐G3 ２着
クエストフォーイターニティQuest For Eternity（03 牝 Sadler's Wells）不出走

リトルホワイトクラウド Little White Cloud（10� Dalakhani）IRE・AUS
２勝，愛ダービートライアルＳ‐G2 ３着，ガリニュールＳ‐G3 ２着，
Pakenham RCWerribee C‐L ３着

ロージズフォーザレイディ Roses For The Lady（06牝 Sadler's Wells）GB・IR
E２勝，Vintage Crop S‐L，愛オークス‐G1 ２着，Finale S‐L ２着，
カラＣ‐G3 ３着，Ballycullen S‐L ３着，etc.

レイディオヴエヴェレスト Lady of Everest（07 牝 Montjeu）不出走
レイディオヴデュバイ Lady Of Dubai（12 牝 Dubawi）GB・IRE２勝，He

ight of Fashion S‐L，英オークス‐G1 ３着，Montrose Fillies S‐L ２着

３代母 バレリーナBallerina（91 IRE 鹿 ＊ダンシングブレーヴ）GB１勝
ミレナリーMillenary（97 牡 RainbowQuest）GB・FR・IRE・GER・ITY12 勝，

英セントレジャー‐G1，ドンカスターＣ‐G2（２回），ロンズデイルＣ‐G2，ヨ
ークシャーＣ‐G2，プリンセスオヴウェイルズＳ‐G2（２回），英ジョッキーク
ラブＳ‐G2，etc.，種牡馬

レットザライオンロアー Let The Lion Roar（01 牡 Sadler's Wells）GB・IRE・
USA２勝，英ダービー‐G1 ３着，グレイトヴォルティジュールＳ‐G2 ２着，
ダンテＳ‐G2 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲王蔵牧場＝浦河町瑞穂 �0146-27-4036
生 産 牧 場： ㈲王蔵牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

596 ダンスザクラシックス２０２１ �・鹿 ５／２２

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

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

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊

サドラーズウェルズ Northern Dancer

�
�
�
�
�

��
��

�Sadler's Wells Fairy Bridgeダンスザクラシックス ヘッドインザクラウズ Rainbow Quest

��
��
�Head in the Clouds鹿IRE 2004 Ballerina

1l
Northern Dancer M3×S5 Special M4×S5

価格： 購買者：



母 チアズスワロー（04鹿 ＊フレンチデピュティ）入着
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（11）〕
リレミト（13牝鹿 ヴァーミリアン）�４勝��４勝
サンオークランド（14牡鹿 ＊ロージズインメイ）２勝，與杼特別（Ｄ1800）３着
スキルショット（17牡鹿 キズナ）１勝，��１勝
ネロリビガラード（18牝栗 ダイワメジャー）��２勝
スピリトーゾ（19牡黒鹿 ドゥラメンテ）�１勝

２代母 チアズダンサー（93鹿 アンバーシヤダイ）２勝，エルフィンＳ‐OP，�入着，
グランシャリオＣ３着
チアズブライトリー（98牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，七夕賞‐Jpn3，京阪杯

‐Jpn3，鳴尾記念‐Jpn3 ２着，万葉Ｓ‐L ３着，すみれＳ‐OP，etc.，種牡馬
チアズメッセージ（00牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，都大路Ｓ

‐L，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，マーメイドＳ‐Jpn3 ２着，愛知杯
‐Jpn3 ２着，etc.
プレファシオ（07牡 ＊クロフネ）５勝，昇竜Ｓ‐OP，ながつきＳ，岩国特別，Ｋ

ＢＣ杯２着，etc.，��１勝，京成盃グランドマイラーズ２着
クリプトグラム（12牡 キングカメハメハ）５勝，目黒記念‐G2，大阪―ハンブ

ルクＣ‐L，淡路特別，ゆきやなぎ賞２着
ラインダール（13牝 ＊クロフネ）入着
キミワテル（18牡 ＊アジアエクスプレス）�３勝，舞浜特別２着

ビオグラフィー（17牝 ロードカナロア）�５勝，北九州短距離Ｓ‐OP，淀屋橋
Ｓ，豊橋特別

ラッセルバローズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，東山特別，清滝特別２着，エ
ーデルワイスＳ２着

３代母 シヤトーフオモサ（77青 ＊シヤトーゲイ）３勝，ガーベラ賞
ハヤノキフジン（90牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，カーネーションＣ‐OP，六

甲Ｓ‐OP ３着，ミモザ賞
サンポンド（99牡 ＊ラシアンボンド）�１勝��10 勝，スパーキングサマーＣ２着
バリオス（00牡 ＊シャンハイ）４勝，栗東Ｓ‐L ２着，メルボルンＴ，ブラッド

ストーンＳ２着，etc.

販売申込者・所有者： 今牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-7053-0268
生 産 牧 場： 今牧場
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

597 チアズスワロー２０２１ 牡・鹿 ４／１４
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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandチアズスワロー アンバーシヤダイ

��
��
�チアズダンサー鹿 2004 シヤトーフオモサ

＊ネロリ 13c
Nureyev S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 セミプレナ（14栗 ＊サマーバード）�４勝���入着３回�，ル・プランタン賞
（Ｄ1800）３着
初仔

２代母 ジョウノマドンナ（06鹿 ダンスインザダーク）�入着
リンクスルヴァン（12牡 ＊エンパイアメーカー）�１勝�
ネオチャンプ（15牡 ＊シンボリクリスエス）�１勝��入着３回
シゲルアコヤガイ（16牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，��入着２回��
イヴリーヌ（17牝 ＊パイロ）��６勝�入着３回

３代母 ミヤビサクラコ（89栗 ＊ノーザンテースト）３勝，こぶし賞２着，きんもくせ
い特別２着
フリーウエイハート（95牡 ＊トニービン）６勝，大沼Ｓ‐OP ３着，立夏Ｓ，昇仙峡

特別，etc.，�２勝
キングオブサンデー（96牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，オーシャンＳ‐L ３着，福

島民報杯‐OP ２着，etc.，�１勝，北海道３歳優駿‐Jpn3
ウインマーベラス（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，障害６勝，京都ハイジャンプ

‐JG2，etc.，�１勝	入着，サラブレッドＣｈＣ‐Jpn3 ３着，ダービーＧＰ
‐Jpn1 ４着，種牡馬

ロイヤルキャンサー（98牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，ＮＳＴＯＰ‐L，ＮＳＴＯＰ
‐L ２着，ポートアイランドＳ‐L ２着，etc.

ウインデュエル（99牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，マリーンＳ‐L，エルムＳ
‐Jpn3 ２着，ペルセウスＳ‐OP，etc.，種牡馬

ジョウノオーロラ（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，伊万里特別，香春岳特別２着，
初風特別３着，etc.
ドラゴンズタイム（11牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，陣馬特別２着

ジョウノビクトリア（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，クイーンＣ‐Jpn3 ２着，
関ケ原Ｓ２着，佐渡特別２着
タナトス（08牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，レパードＳ‐G3 ３着，麒麟山特

別，松戸特別，etc.，障害２勝，�１勝�
フレージャパン（09牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，メトロポリタンＳ‐L ３着，

プロミネントＪＳＴ，白川特別，etc.

販売申込者・所有者： 神垣 道弘＝新ひだか町静内東別 �0146-48-2920
生 産 牧 場： 神垣 道弘
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

598 セミプレナ２０２１ 牡・栗 ４／ ２

＊

＊ 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

＊ Birdstone

�
�
�
�
�

��
��

�サマーバード Hong Kong Squallセミプレナ ダンスインザダーク

��
��
�ジョウノマドンナ栗 2014 ミヤビサクラコ

＊セイフテイー 13c
Weekend Surprise S4×M5 Mr. Prospector S5×S5 Storm Bird M5×M5

価格： 購買者：



母 ソトーグラシオ（08栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ナマシボリ（13牝栗 ＊カジノドライヴ）��１勝
メイショウラプター（14牡鹿 ルーラーシップ）障害１勝
トライエヴリシング（17牝鹿 ストロングリターン）�１勝
スズノスケ（18牡栗 スズカコーズウェイ）��４勝�入着２回
セイオウ（20牡鹿 ＊ビーチパトロール）�地方未出走

２代母 ＊ガゼルロワイヤル（94 FR黒鹿 Garde Royale）GB・FR・GER１勝，英オー
クス‐G1 ２着，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，サンクルー大賞‐G1 ３着，サンタラ
リ賞‐G1 ３着，ロワイヤリュー賞‐G2 ２着，etc.
エルダンジュ（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，甲斐路特別３着

アドマイヤテンクウ（07牡 キングカメハメハ）２勝，京成杯‐G3 ２着，北山Ｓ，
障害１勝

アドマイヤスピカ（10牡 キングカメハメハ）５勝，セントライト記念‐G2 ３着，
松籟Ｓ，境港特別，鶴橋特別，アザレア賞，etc.

カゼルタ（12牝 ＊ハービンジャー）４勝，西海賞，四国新聞杯，パールＳ３着
エルデュクラージュ（14� ＊クロフネ）７勝，ブリリアントＳ‐L，スレイプニル

Ｓ‐OP，etc.，���入着４回�，川崎記念‐Jpn1 ２着，ダイオライト記
念‐Jpn2 ２着，報知オールスターＣ２着

パルマリア（15牡 ロードカナロア）２勝，ジュニアＣ‐LR ２着，秩父特別２着，
豊川特別２着

バトーデュシエル（17牝 ロードカナロア）�２勝，飯坂温泉特別３着，小樽特
別３着

グランロワイヤル（02牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，福寿草特別２着，渡島特別３
着，奥只見特別３着，梅花賞３着

アドマイヤダーリン（03牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，石打特別２着，摩周湖特別
３着，若鮎賞３着

レッドルーラー（10牡 キングカメハメハ）４勝，若葉Ｓ‐LR，境港特別，梅花賞，
博多Ｓ３着，白川特別３着，障害１勝

パープルセイル（11牝 フジキセキ）２勝

３代母 ビューティワルBeautywal（89 FR栗 Magwal）FR１勝

販売申込者・所有者： 風ノ丘ファーム＝青森県むつ市 �0175-23-4586
生 産 牧 場： 風ノ丘ファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

599 ソトーグラシオ２０２１ 牡・鹿 ４／ ９

＊

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 アグネスフローラソトーグラシオ
＊ Garde Royale

��
��
�ガゼルロワイヤル栗 2008 Beautywal

1o
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ナンヨーユナ（10芦 ジャングルポケット）１勝，忘れな草賞‐OP（芝 2000）２着，
桑折特別（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 フサイチケリー（95芦 ＊サンデーサイレンス）入着３回
ガッサンゴルド（00牡 フサイチコンコルド）�２勝
プチプレリュード（01牝 ＊エリシオ）�１勝

リュウノヒーロー（07牡 キングリファール）�８勝���，せきれい賞３着
キャッチアシーフ（03牝 ＊グラスワンダー）入着，�８勝
アドマイヤヒビキ（04牡 タニノギムレット）入着３回，�１勝
マイネルジュレップ（05牡 タニノギムレット）１勝
サックアクロア（07牝 ＊ファルブラヴ）１勝，�１勝�４勝
パンジャ（08牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，柏崎特別３着
ホワイトレーヌ（11牝 ＊ホワイトマズル）�９勝

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

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

か賞３着
サンデーイチオー（97牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，矢車賞２着

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

フサイチディコルサ（97牝 ＊サンデーサイレンス）出走
シークレットパス（11牡 ＊コンデュイット）３勝，駒ケ岳特別，札幌日刊スポー

ツ杯３着，障害２勝
マヤノプリヤ（03牝 フサイチコンコルド）�４勝�入着７回

マヤノオントロジー（09牡 マヤノトップガン）３勝，花園Ｓ２着，宮崎特別２
着，高瀬川Ｓ３着，etc.，�４勝

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

600 ナンヨーユナ２０２１ �・芦 ３／ １

＊

＊ 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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーナンヨーユナ ＊サンデーサイレンス

��
��
�フサイチケリー芦 2010 タイシンリリイ

＊シルヴアーフアー 1w
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ティアップアリア（15栗 ＊ヘニーヒューズ）入着２回
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
マサノチャンス（20牡鹿 ＊タリスマニック）��１勝

２代母 ティアップダイヤ（07鹿 ゼンノロブロイ）�１勝
ティアップジェイド（13牝 タニノギムレット）�１勝�４勝�入着３回�
ティアップジャンコ（14牝 ジャングルポケット）��４勝�７勝
プリサイスショット（17牡 ＊プリサイスエンド）１勝，�１勝�
レッドアーチャー（18牡 フリオーソ）��	５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

ブリュードロア（03牝 ＊フォーティナイナー）入着，�６勝�
ゴールドブルーGold Blue（13牝 ゴールドアリュール）KOR４勝，Gyeong

namGovernor's C‐L ２着，Ttukseom Cup‐L 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： 小林 正仁＝浦河町野深 �0146-27-4356
生 産 牧 場： 小林 正仁
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

601 ティアップアリア２０２１ �・黒鹿 ５／１８

＊

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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerティアップアリア ゼンノロブロイ

��
��
�ティアップダイヤ栗 2015 ポンパドール

＊パッショナリアⅡ 9f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ディーズフェイク（15青鹿 マンハッタンカフェ）２勝，ポプラ特別（Ｄ1700）３着
初仔

２代母 ファイトソング（04鹿 ＊アサティス）１勝，��２勝
ファイトユアソング（11牝 スズカマンボ）３勝，��４勝，しらさぎ賞２着
トゥータフ（12牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝�入着９回，大観峰賞，筑紫野賞２着
グッドフォーユー（13牝 ディープスカイ）�１勝�３勝
エスケークラウン（14牡 リーチザクラウン）１勝，黄菊賞３着
スズカサウスソング（17牡 ＊サウスヴィグラス）�入着２回，�４勝
ビリーヴインミー（18牝 ＊サウスヴィグラス）入着５回，���２勝
ララランド（19牝 ＊シニスターミニスター）�１勝

３代母 ＊ジグズアンドリールズ（86 GB青鹿 Comedy Star）GB２勝
アイアイサー（91牝 Fairy King）１勝

モンキーフリップ（00牝 ＊アサティス）��９勝�入着，白百合特別２着
スナークレイアース（95牡 ＊アサティス）10勝，関越Ｓ‐L，etc.，	１勝
１勝�

����入着６回，マーキュリーＣ‐Jpn3，白山大賞典‐Jpn3，etc.
タマモビクトリー（99 ＊ミシル）３勝，三条特別２着，�５勝��，園田金盃３着，

六甲盃３着

４代母 シルネルタ Sirnelta（71 FR黒鹿 Sir Tor）FR３勝
［子］ デッドサーテンDead Certain（87 牝 Absalom）GB・FR５勝，チヴァリ

ーパークＳ‐G1，モーリスドゲースト賞‐G2，ローザーＳ‐G2，etc.
［孫］ バニスター Bannister（98 Inchinor）GB２勝，ジムクラックＳ‐G2

ロッツオヴマジック Lots of Magic（96 Magic Ring）GB３勝，ジャ
ージーＳ‐G3

プリメルアモル Primer Amor（87 牡 Persian Bold）FR・SPA８勝，P
. Gobierno Vasco‐L（２回），P. Banco de Credito Agricola‐L，
P. Sar Principe de Asturias‐L ３着，種牡馬

［曾孫］ アステア Astaire（11 牡 Intense Focus）GB・IRE５勝，ミドルパークＳ
‐G1，ジムクラックＳ‐G2，アバーナントＳ‐G3，etc.

ラフィニー Raphinae（11牝 Dubawi）GB・FR・GER２勝，Kolner H
erbst‐Preis‐L，P. Isola Bella‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

602 ディーズフェイク２０２１ �・青鹿 ３／１６

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジディーズフェイク ＊アサティス

��
��
�ファイトソング青鹿 2015 ＊ジグズアンドリールズ

16a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ティンクルチャーミ（07芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（６）〕
メイショウオオヨド（14牡芦 メイショウサムソン）入着２回，�１勝�入着
フォーアネーム（16牝鹿 ＊ワークフォース）入着，��４勝�入着２回
メモワールミノル（17牡芦 ＊ノヴェリスト）２勝，��出走��出走
スカーレットジンク（18牡芦 ミッキーアイル）�１勝，��１勝
サクセスミノル（19牡芦 ラブリーデイ）�１勝
ゴコウサス（20牡黒鹿 ラブリーデイ）�出走

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

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

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

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

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

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

バアゼルクローバー（99牝 ＊ラムタラ）２勝，ゆきつばき賞３着
スピリッツミノル（12牡 ディープスカイ）６勝，大阪城Ｓ‐L，万葉Ｓ‐L ３着，

すみれＳ‐OP，etc.，種牡馬
プロフェシーライツ（00牝 ＊アフリート）１勝

バンザイ（09牡 ＊タイキシャトル）３勝，若竹賞，葉山特別３着

４代母 ミントクーラーMint Cooler（84 USA鹿 Key to the Mint）USA４勝，
Primrose S‐R，ＣＣＡオークス‐G1 ２着

販売申込者・所有者： ㈲金成吉田牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1648
生 産 牧 場： ㈲金成吉田牧場
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

603 ティンクルチャーミ２０２１ 牡・芦 ５／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�ピサノベネチアン芦 2007 ＊ストームザミント

2s
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ディミータ（07黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
クナップフラウ（15牝黒鹿 ルーラーシップ）入着，��３勝���
ジュンコメタ（19牡鹿 ルーラーシップ）�出走
カルツェッタ（20牝鹿 ビッグアーサー）���出走

２代母 ＊レッドキャット（95 USA栗 Storm Cat）USA５勝，Bayou H‐L，Furl
Sail H‐L，Bryan Station S‐L ２着，Pan Zareta S‐L ２着，Prestonw
ood Distaff H‐L ２着，etc.
レッドハッピーRed Happy（02牝 A.P. Indy）FR・IRE２勝

レッドラヴRed Love（07牝 GoneWest）FR２勝
レッドライン Red Line（15牝 Sageburg）FR４勝，P. Aymeri de Maule
on‐L，P. des Jouvenceaux et Jouvencelles‐L ２着

ヘイアンルモンド（03牡 Kingmambo）３勝，千葉ＴＶ杯２着，ＴＶ埼玉杯２着，
富嶽賞３着

ダイレクトキャッチ（04牡 スペシャルウィーク）１勝，中日新聞杯‐Jpn3 ２着，共
同通信杯‐Jpn3 ２着，垂水Ｓ２着，新潟日報賞３着

ボンバルリーナ（06牝 ＊シンボリクリスエス）２勝，檜原湖特別，矢車賞２着，くち
なし賞３着

ステラロッサ（08牡 ハーツクライ）５勝，スプリングＳ‐G2 ３着，白富士Ｓ‐L ２
着，メイＳ‐OP ２着，初富士Ｓ，府中Ｓ，etc.

イルーシヴキャット（11牝 キングカメハメハ）２勝
イルーシヴパンサー（18牡 ハーツクライ）�５勝，東京新聞杯‐G3，ノベンバ

ーＳ，鷹巣山特別，フリージア賞２着，アスター賞２着
ミネット（13牝 ディープインパクト）３勝

３代母 レイディシャープ Lady Sharp（81 FR栗 Sharpman）FR１勝
レイディゴルコンダ Lady Golconda（92牝 Kendor）不出走

レイディヴェットーリ Lady Vettori（97 牝 Vettori）FR５勝，カルヴァドス賞
‐G3，Criterium du Bequet‐L，マルセルブサック賞‐G1 ３着，etc.
ローペデベガ Lope de Vega（07牡 Shamardal）FR４勝，仏ダービー
‐G1，仏２０００ギニー‐G1，フォンテヌブロー賞‐G3 ３着，種牡馬

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

604 ディミータ２０２１ �・鹿 ２／２８

＊

モンズーン Konigsstuhl

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Monsun

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

��
��
�Night LagoonIRE 黒鹿 2009 Nenuphar

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイディミータ
＊ Storm Cat

��
��
�レッドキャット黒鹿 2007 Lady Sharp

11d
Nijinsky M4×S5 Literat S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ティンタジェル（09鹿 キングカメハメハ）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
ウワサノジョニー（14牡鹿 ＊プリサイスエンド）�１勝�
ゴールデンスパロー（15牝栗 ＊タイキシャトル）��１勝�１勝
ボルゾーバー（18牡鹿 タニノギムレット）入着４回，��１勝

２代母 メジロシェダー（04鹿 アグネスタキオン）出走
イヴアルブ（10牡 ＊シニスターミニスター）��５勝，東京湾Ｃ３着
デラニュースター（13牝 ＊カジノドライヴ）�１勝�入着

３代母 ＊ニーニャデガルチ（93 CAN鹿 Gulch）４勝，オホーツクＨ，��入着，さき
たま杯‐Jpn3 ３着
ソロデビュー（00牡 ダンスインザダーク）１勝，ムーニーバレーレーシングクラブ

賞３着
チザルピーノ（01牡 スペシャルウィーク）４勝，彦星賞，柏崎特別３着

４代母 ディーヴァズデビューDiva's Debut（86 CAN鹿 Deputy Minister）USA７
勝，Etobicoke H‐L，Whimsical S‐L，John Reading S，ジェニュイ
ンリスクＳ‐G2 ２着，Berlo H‐L ２着，etc.
［子］ キャプディヴァ Capdiva（94牝 Capote）USA４勝，Canadian Oaks

‐R，Fury S‐R
［孫］ リバティラヴァー Liberty Lover（12 牡 Diabolical）USA８勝，New

Mexico Classic Cup Juvenile‐R，Red HedemanMile S‐R，P
epsi Cola S‐R ３着，etc.

ダイアボリカルキングDiabolical King（13	 Diabolical）�USA６勝，
Mountain Top NewMexico Bred Futurity‐R，Rio Grande Se
nor Futurity‐R ２着

ホエアダズザキャッシュゴーWheredoesthecashgo（15	 Southwestern Heat）
�USA６勝，Rio Grande Senor Futurity‐R，O.D. McDonald S
‐R ３着

［曾孫］ アラセリスベイビーエメ Aracelis Baby M.（09 牝 Simon Pure）PR25 勝，
C. Ano Nuevo‐L，C. Dia de la Raza‐L，C. Dia de la Mujer
‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲荻伏三好ファーム＝浦河町姉茶 �0146-27-4051
生 産 牧 場： ㈲荻伏三好ファーム
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

605 ティンタジェル２０２１ 牡・鹿 ４／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスティンタジェル アグネスタキオン

��
��
�メジロシェダー鹿 2009 ＊ニーニャデガルチ

15c
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 テツムーン（09栗 アドマイヤムーン）�入着４回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（１）〕
エターナルヴィテス（16牡鹿 トゥザグローリー）�３勝，ホンコンＪＣＴ
（芝 2000），阿武隈Ｓ（芝 2000）２着，鹿野山特別（芝 2000）３着

ベアレディ（18牝鹿 グランプリボス）��１勝�入着
アップフルーク（19牡鹿 トゥザグローリー）�出走
シゲルスコーピオン（20牡鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 シアトルビューティ（00鹿 ＊タイキブリザード）３勝
ハヤブサユウサン（10牝 スペシャルウィーク）１勝
ビューティガッキ（11牝 キングカメハメハ）�４勝�１勝��
シゲルノコギリザメ（13牡 スーパーホーネット）３勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，シ

ンザン記念‐G3 ３着，橘Ｓ‐OP ３着，房総特別，帆柱山特別２着，etc.

３代母 タイキビューティー（95栗 ＊ドクターデヴィアス）不出走
ゲットブラック（04牡 サクラバクシンオー）４勝，三河特別，中京スポーツ杯２着

４代母 ＊サウンドビューティ（88 IRE 栗 Be My Guest）１勝
［子］ タイキヘラクレス（96� ＊イブンベイ）３勝，障害１勝，�１勝�１勝

��，ダービーＧＰ‐Jpn1，名古屋優駿‐Jpn3，マイルＣｈＳ南部杯
‐Jpn1 ３着，etc.

タイキエンプレス（93牝 ＊トニービン）２勝，十和田湖特別２着，かもめ
島特別３着，堀川特別３着

［孫］ ユキノハボタン（05牝 バブルガムフェロー）５勝，醍醐Ｓ，河北新報杯，
納沙布岬特別，etc.

５代母 ハベサウンドHobe Sound（82 IRE 栗 Busted）GB５勝
［子］ レコードサウンド Record Sound（89牡 ＊ダンスオブライフ）IRE・ITY

２勝，P. Avvocato Amedeo Peyron‐L，P. Giuseppe deMontel
‐L ３着

［孫］ テストボーイ Test Boy（03� Brahms）USA・CAN９勝，Speed To Spar
e S‐L，Don Fleming H‐L，RemingtonMile S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 櫛桁牧場＝浦河町野深 �0146-27-4411
生 産 牧 場： 櫛桁牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

606 テツムーン２０２１ 牡・栗 ５／１０

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズテツムーン ＊タイキブリザード

��
��
�シアトルビューティ栗 2009 タイキビューティー

＊サウンドビューティ 21a
Ahonoora S4×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 テンシンランマン（10黒鹿 ハーツクライ）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
エーティーマクフィ（19牡鹿 ＊マクフィ）�１勝，コスモス賞‐OP（芝 1800）２着

２代母 ハナランマン（95栗 サクラユタカオー）３勝，石狩特別，二王子岳特別３着
デザートフラワー（03牝 ＊バチアー）�１勝
サダムリスペクト（12牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，中京日経賞，相馬特別，長篠

Ｓ３着，�２勝��４勝

３代母 ファイトボロン（86栗 ＊ミルジヨージ）入着
シロキタガンバ（91牡 サツカーボーイ）４勝，桶狭間Ｓ，陣馬特別，むらさき賞２着
スヴェルトアンジュ（93牝 ＊ジヤツジアンジエルーチ）２勝，長岡特別２着

４代母 スプリーム（79鹿 ＊シーホーク）不出走
［子］ シングルホーク（83牝 ＊サンプリンス）１勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3

３着
トップペンダント（93牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，鳥羽特別，鳥羽特別２
着，十和田湖特別３着

アンクルスルー（96牡 ＊グルームダンサー）２勝，睦月賞２着，壇之浦特
別２着，ゆきやなぎ賞２着

［孫］ プレミアムプリンス（92牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，マーチＳ‐Jpn3 ２
着，比叡Ｓ，etc.，��入着４回，埼玉新聞杯３着

テイエムダイオー（96牡 ＊ノーザンテースト）２勝，君子蘭賞３着，障害
３勝，京都ハイジャンプ‐JG2，阪神ジャンプＳ‐JG3

エイシンセンネン（91牝 アンバーシヤダイ）２勝，若駒Ｓ‐OP，コスモス賞‐OP
ビューティグロー（96牝 サツカーボーイ）４勝，クロッカスＳ‐OP ３着，
フローラＳ‐OP ３着，稲村ヶ崎特別２着，etc.

ヤマイチパートナー（10牡 サムライハート）４勝，北海Ｈ，支笏湖特別，
大森浜特別，etc.

［曾孫］ プレミアムブルー（09牡 サムライハート）３勝，シンザン記念‐G3 ３着，
小豆島特別２着，黄菊賞２着，etc.

ミストフェリーズ（94� ＊キャロルハウス）�15 勝��２勝�入着	
，
マーキュリーＣ‐Jpn3 ３着，高知県知事賞２着

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

607 テンシンランマン２０２１ �・黒鹿 ２／２８

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

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

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンステンシンランマン サクラユタカオー

��
��
�ハナランマン黒鹿 2010 ファイトボロン

＊フロリースカツプ 3l
Mill Reef S5×M5

価格： 購買者：



母 パワフルラリマー（09栗 サクラバクシンオー）３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ルナフラッシュ（16牝栗 ＊キングズベスト）入着，��出走�２勝��入着２回

２代母 ルピナスレイク（98鹿 ＊キンググローリアス）３勝
ハニーゴーオン（06牝 ステイゴールド）��５勝
ギガワット（07� ＊ストラヴィンスキー）２勝，�３勝��４勝
ロイヤルクレスト（08牡 ＊ロージズインメイ）７勝，マリーンＳ‐LR，大沼Ｓ‐OP，

秋嶺Ｓ，釧路湿原特別，隅田川特別，etc.，�１勝���
トキハイマ（11牝 ＊ケイムホーム）	７勝
マハロマナ（12牝 ＊エンパイアメーカー）４勝，鶴ヶ城特別
ペプチドシャプネス（15牡 ＊ロージズインメイ）１勝，�１勝��
クイーンズクレスト（16牝 ゴールドアリュール）	３勝


３代母 ユメノトビラ（89鹿 ダイナガリバー）３勝，北海Ｈ２着，赤松賞２着
ヤングワンガンボ（95牡 ミホノブルボン）４勝，鎌倉特別，鹿島特別３着，葛飾特

別３着

４代母 ドリーミングウエイ（84鹿 ＊クラウンドプリンス）不出走
［子］ 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
チェクライン（92牡 ＊リンバアダンサー）�20 勝�２勝�１勝，尊氏賞，
カネユタカオー記念３着

５代母 ＊ダブルドア（64 USA黒鹿 Sir Gaylord）USA３勝
［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

［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： 木村牧場㈲＝日高町清畠 �01456-2-0800
生 産 牧 場： 木村牧場㈲
飼 養 者： 木村牧場㈲＝日高町清畠 �01456-2-0800

608 パワフルラリマー２０２１ 牡・栃栗 ２／１０

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモパワフルラリマー ＊キンググローリアス

��
��
�ルピナスレイク栗 2009 ユメノトビラ

＊ダブルドア 4r
ノーザンテーストM4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊トゥービーハッピー（10 USA鹿 Bernardini）��４勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
クールライズ（19牡鹿 ＊ダノンレジェンド）�１勝
アンプレッセシチー（20牡鹿 ＊アジアエクスプレス）�出走

２代母 フェスティバル（99鹿 ＊アサティス）２勝，�２勝��，北海道２歳優駿
‐Jpn3，エーデルワイス賞‐Jpn3，USA１勝，ダリアＨ‐G3
ハヤブサザムライ（14牡 ＊サウスヴィグラス）�９勝��３勝�１勝
テイクユアハート（15牝 ＊ヨハネスブルグ）�３勝��３勝�１勝�
ハクナマタタ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）２勝，�３勝�入着��
ディーエスノレッジ（17牡 ゴールドアリュール）��１勝
スティールストーム（18牡 ＊シニスターミニスター）��２勝��３勝

３代母 ノースケープ（84鹿 ＊クラウンドプリンス）出走
ベイブルーム（89牝 ＊ノーザンディクテイター）不出走

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

バーナードスター（92牡 ＊アサティス）４勝，清里特別２着，霞ケ浦特別２着，セン
トポール賞３着，etc.

オーバーラップ（94牡 サツカーボーイ）
13 勝�３勝���，中津大賞典，中津記
念２着

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

スリーケープ（97牝 ＊ミシル）１勝
スリーオペレーター（03牡 ＊オペラハウス）入着２回，障害２勝，阪神スプリン

グジャンプ‐JG2
スリーオリオン（05牡 ＊オペラハウス）５勝，万葉Ｓ‐L ３着，日本海Ｓ，恋路

ケ浜特別，etc.
サントシエロ（98� ＊アサティス）２勝，千歳特別３着，�２勝

４代母 イーグランド（72鹿 ＊ヴエンチア）２勝
［子］ カリスタカイザー（83牡 ＊ノーザリー）３勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，京成杯

３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，小倉大賞典‐Jpn3 ３着，etc.，�９勝��入着

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

609 トゥービーハッピー２０２１ �・鹿 ４／１５
＊

＊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

＊

ベルナルディーニ A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Bernardini Cara Rafaelaトゥービーハッピー ＊アサティス

��
��
�フェスティバル鹿USA 2010 ノースケープ

＊アマリテユード 2f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 トウバレリーナ（12青 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（14）〕
ビックバレリーナ（17牝黒鹿 トゥザワールド）��７勝�，東海クイーンＣ
（Ｄ1800），梅桜賞（Ｄ1800）２着，ライデンリーダー記念（Ｄ1600）２着，新緑
賞（Ｄ1600）３着

ミラクルキャッチ（18牝青鹿 ＊サウンドボルケーノ）��５勝
サンコーチ（19牡青鹿 サンカルロ）��２勝

２代母 オルターネイティヴ（00青鹿 ＊タイキシャトル）３勝，桜草特別
リア（07牝 ＊トワイニング）�１勝
ロジハーツ（08牡 ハーツクライ）２勝，新発田城特別２着
マイネルフェイブル（09牡 ハーツクライ）入着，��８勝
ジュンハーツ（14牝 ハーツクライ）入着３回，�７勝��入着
ミナミン（17牝 スピルバーグ）���２勝，ローレル賞３着，鎌倉記念３着
セブンゴー（18牡 ヴィクトワールピサ）���１勝

３代母 ＊リスクアタッチ（91 USA鹿 Private Account）USA２勝
シャレーポピー（02牝 ＊サンデーサイレンス）出走

シャレーストーン（06牡 ＊プリサイスエンド）�１勝��４勝�１勝�，羽田盃
２着，京浜盃２着，ニューイヤーＣ２着，etc.

４代母 アンバサダーオヴラック Ambassador of Luck（79 USA鹿 What Luck）U
SA14 勝，マスケットＳ‐G1，モリーピッチャーＨ‐G2，バレリーナＳ‐G3，D
uchess S，Martha Washington S，etc.
［子］ アリダヴィド Alydavid（88 牡 Alydar）USA５勝，ダービートライアル

Ｓ‐G3，シェリダンＳ‐G3 ２着，種牡馬
ザヒール Zakhir（86	 Topsider）GB・USA７勝，Cock of the North S
‐L，リッチモンドＳ‐G2 ２着

［孫］ プラタ Plata（01 牝 Skip Away）USA７勝，Stefanita S‐L，Northv
iew Stallion Station S‐R，Conniver S‐R ２着，etc.

アラムラム Aramram（99牡 Danzig）GB・FR・UAE２勝，Thirsk Cl
assic Trial‐L，セントジェイムズパレスＳ‐G1 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 海馬沢 明＝新冠町大狩部 �090-2695-1388
生 産 牧 場： 海馬沢 明
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

610 トウバレリーナ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジトウバレリーナ ＊タイキシャトル

��
��
�オルターネイティヴ青 2012 ＊リスクアタッチ

23b
Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 トゥルヴァーユ（10芦 ダイワメジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
スズジャッカル（18牡黒鹿 ＊ノヴェリスト）入着３回，��１勝
アグリシュブール（19牡芦 ロゴタイプ）��１勝
ベアデブリン（20牡青鹿 サトノクラウン）���入着

２代母 グランバザール（99芦 タマモクロス）２勝
ディーエスジャック（06牡 ＊マイネルラヴ）入着２回，��２勝
ダルニム（07牝 ＊ワイルドラッシュ）２勝
コスモアメシスト（11牝 ＊ヨハネスブルグ）�１勝��
セレッソブランコ（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝

３代母 マルゼンカーニバル（93鹿 マルゼンスキー）不出走
ロクコーピロウイナ（97牡 ニホンピロウイナー）４勝，帆柱山特別，伊吹山特別３着
グレカーレ（10牝 サムライハート）２勝，種市特別，驀進特別２着，邁進特別３着

４代母 ＊カーニバルⅡ（85 NZ青鹿 Racing Is Fun）NZ４勝
［子］ サーストンフライト（95牡 ＊ダンシングブレーヴ）６勝，アメジストＳ，

寿Ｓ，宝ケ池特別，etc.，障害２勝

５代母 モルトMalt（78 NZ黒鹿 Moss Trooper）不出走
［子］ ホーリックス Horlicks（83 牝 Three Legs）１勝，AUS・NZ16勝，ＤＢ

ドラフトクラシック‐G1（２回），ＴＶニュージーランドＳ‐G1（２回），
ＶＲＣＬＫＳマッキノンＳ‐G1，etc.

［孫］ ブルー Brew（94� Sir Tristram）AUS・NZ７勝，ＶＲＣメルボルンＣ
‐G1，ＶＲＣホザムＨ‐G2，VRC Japan Trophy‐L，etc.

バブル Bubble（93 牝 Sir Tristram）AUS・NZ４勝，エイヴォンデイル
ギニーズ‐G2，オークランドクラシック‐G1 ２着，エイヴォンデイ
ルＧＣ‐G1 ２着，etc.

ジエンパシー The Embassy（05� Danasinga）AUS・NZ・SIN・MA
L８勝，ＡＴＣランドウィックシティＳ‐G3，Perak Derby‐L，
Piala Emas Sultan Selangor‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651
生 産 牧 場： ㈲グランデファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651

611 トゥルヴァーユ２０２１ �・黒鹿 ３／２６

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケトゥルヴァーユ タマモクロス

��
��
�グランバザール芦 2010 マルゼンカーニバル

＊カーニバルⅡ 10d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 トロピカルガーデン（12鹿 ハイアーゲーム）３勝，クリスマスローズＳ‐OP
（芝 1200）３着，カンナＳ‐OP（芝 1200）３着，すずらん賞‐OP（芝 1200）３着，長
万部特別（芝 1200），ＳＴＶ杯（芝 1200）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：１〕
トロピカルヒーロー（20牡鹿 ビッグアーサー）�出走

２代母 ＊ウディバードソング（99 USA鹿 Woodman）入着，�１勝��
マルターズウディー（05牡 ＊マルターズライオン）１勝，��２勝
ウッディームーン（06牝 ＊ムーンバラッド）��５勝
マルターズグロウヴ（08牡 ＊アポインテッドデイ）２勝，二王子特別２着
キャラヴェル（09牝 ＊シベリアンホーク）�３勝
スウィープアウェイ（11牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）５勝，北陸Ｓ
ウッディタイガー（13牡 ローレルゲレイロ）�４勝��３勝�
マプチートカーユ（15牝 ＊フレンチデピュティ）�１勝��１勝
メシアン（17牝 エスポワールシチー）�１勝
スターリーソング（18牝 エスポワールシチー）��１勝�入着
グリーンモンスター（19牡 ＊キンシャサノキセキ）��１勝

３代母 オールフォーエリカAll for Erika（95 USA鹿 Capote）USA入着３回

４代母 ウィーバーシティミスWeber City Miss（77 USA黒鹿 Berkley Prince）U
SA17 勝，ベルダムＳ‐G1，モリーピッチャーＨ‐G2，ブラックアイドスーザンＳ
‐G2，ホーソーンＨ‐G3，Geisha H‐LR，etc.
［子］ スル－シティスルー Slew City Slew（84牡 Seattle Slew）USA11 勝，

オークローンＨ‐G1，ガルフストリームパークＨ‐G1，サルヴェイタ
ーマイル‐G3，etc.，種牡馬

シティダンス City Dance（89牝 Seattle Slew）USA２勝，Plankton
S‐L，カムリーＳ‐G2 ２着，ブシャーＨ‐G3 ３着，etc.

［孫］ ＊トーヨーシアトル（93牡 Deputy Minister）５勝，平安Ｓ‐Jpn3，etc.，
��１勝�１勝�，東京大賞典‐Jpn1，東海菊花賞‐Jpn2，etc.，Ｄ
Ｇ優秀，種牡馬

ブラックロックデザート Black Rock Desert（96 牡 Danzig）FR・IRE２
勝，サンジョルジュ賞‐G3

販売申込者・所有者： ㈱奥山ファーム＝日高町正和 �01456-8-3103
生 産 牧 場： 奥山牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

612 トロピカルガーデン２０２１ 牡・鹿 ４／１８

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハイアーゲーム ＊ファンジカトロピカルガーデン
＊ Woodman

��
��
�ウディバードソング鹿 2012 All for Erika

20
Seattle Slew S4×M5 Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 デネブ（13青鹿 ハーツクライ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
アルビレオ（18牡青鹿 リーチザクラウン）��２勝
シグナス（19牡黒鹿 サトノアラジン）�出走
ノーザンクロス（20牡鹿 リアルスティール）�未出走

２代母 ＊ウェルシュステラ（99 IRE 栗 Zafonic）３勝，大森浜特別，昇仙峡特別２着，
トウカイテイオーメモリアル２着，東雲賞２着，臥牛山特別２着，etc.
ステラリード（07牝 スペシャルウィーク）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3

パラスアテナ（17牝 ルーラーシップ）�２勝，紫苑Ｓ‐G3 ２着，秋華賞‐G1
４着，カーネーションＣ，アメジストＳ３着

カイザーノヴァ（18牡 モーリス）�２勝，クローバー賞‐OP
キングエルメス（19牡 ロードカナロア）�２勝，京王杯２歳Ｓ‐G2，アーリン

トンＣ‐G3 ３着
ゴッドフロアー（10牝 ハーツクライ）３勝，阿寒湖特別，富良野特別
レトロクラシック（12牝 ディープインパクト）３勝，カーネーションＣ

３代母 ＊カタリスト（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE１勝
ヒカルドウキセイ（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，トウカイテイオーメモリアル，

江の島特別３着，早春賞３着，etc.
アドマイヤコング（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，エリカ賞２着
リアクションレート（07牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�入着，フローラ

ルＣ２着

４代母 ウェルシュラヴWelsh Love（86 IRE 鹿 Ela‐Mana‐Mou）IRE１勝，Dia
mond S‐L ２着
［子］ セカンドエンパイア Second Empire（95 牡 Fairy King）GB・FR・IRE

・USA４勝，仏グランクリテリヨム‐G1，デズモンドＳ‐G3，シェー
ヌ賞‐G3，etc.，種牡馬

バレストリニ Balestrini（00 牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・USA２勝，
バリーサックスＳ‐G3，ベイメドーズＢＣＨ‐G3 ３着，種牡馬

［孫］ ベレヌス Belenus（02 牡 Dubai Millennium）GB３勝，ソヴリンＳ‐G3，
Hampton Court S‐L ２着，Steventon S‐L ２着，etc.

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： ㈱木部ファーム
飼 養 者： セールスプレップサービス＝新ひだか町三石美野和 �090-6995-3324

613 デネブ２０２１ �・鹿 ３／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスデネブ
＊ Zafonic

��
��
�ウェルシュステラ青鹿 2013 ＊カタリスト

2f
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5
Mr. Prospector S5×M5
価格： 購買者：



母 トーワフォーチュン（03鹿 ＊エンドスウィープ）不出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－９（45）〕
シゲカツワンダフル（07牡芦 アドマイヤコジーン）入着，��１勝�５勝
メトログリペン（08牡鹿 リンカーン）入着４回，�１勝�１勝��
イナズマソリオ（09牝黒鹿 ＊マイネルラヴ）入着２回，��５勝�１勝
ラサイニ（10牝黒鹿 ＊ムーンバラッド）入着２回，�１勝��
イナズマアリオーン（12牡鹿 カネヒキリ）�２勝��２勝�３勝
マイネルラック（13牡鹿 オレハマッテルゼ）４勝，鈴鹿特別（Ｄ1400），アクアライ

ンＳ（Ｄ1200）３着，貴船Ｓ（Ｄ1400）３着，高砂特別（Ｄ1200）３着，	�８勝
アタミ（14牡黒鹿 メイショウボーラー）１勝，	�４勝
ポステリタス（15牝鹿 ＊グラスワンダー）��２勝�６勝
ゲッテルフンケン（16牝鹿 ストロングリターン）�１勝��２勝，リリーＣ
（Ｄ1200）２着

ツリーラッキーヒメ（20牝鹿 コパノリッキー）	地方未出走

２代母 ＊グリーングッズ（86 USA鹿 Clever Trick）USA１勝
シューシャ（91牝 ニホンピロウイナー）出走

シュロ（05牡 フサイチソニック）
９勝��，金杯２着
トーワイグザンプル（94牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，槍ヶ岳特別，瀬戸特別３着
トーワトレジャー（97牝 ＊トニービン）５勝，新潟記念‐Jpn3，秋華賞‐Jpn1 ３着，ロ

ーズＳ‐Jpn2 ３着，函館記念‐Jpn3 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４着，etc.
トーワイートゥー（01牝 ＊ジョリーズヘイロー）１勝

３代母 ベアエッセンス Bare Essence（81 USA鹿 Youth）USA４勝，Meadowla
rk S‐R ２着

４代母 ボールドイグザンプル Bold Example（69 USA鹿 ＊ボールドラツド）USA３
勝，Blue Hen S２着，Polly Drummond S２着
［孫］ カルチャーヴァルチャー Culture Vulture（89 牝 Timeless Moment）G

B・FR・IRE・ITY・USA６勝，仏１０００ギニー‐G1，フィリーズマイ
ル‐G1，マルセルブサック賞‐G1，etc.

＊オウインスパイアリング（86牡 Slew o' Gold）USA７勝，フラミンゴＳ‐G1，
アメリカンダービー‐G1，ジャージーダービー‐G2，etc.，種牡馬

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： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

614 トーワフォーチュン２０２１ 牡・鹿 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceトーワフォーチュン
＊ Clever Trick

��
��
�グリーングッズ鹿 2003 Bare Essence

8h
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ガルノーヴァ（12鹿 ＊スタチューオブリバティ）��１勝・５勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
グリンヴァ（18牝鹿 ローエングリン）��１勝�２勝��
トキメキパラダイス（20牝黒鹿 サトノクラウン）���入着

２代母 ポートガルチ（00鹿 ＊サンダーガルチ）２勝
ポートポケット（09牡 ジャングルポケット）�４勝
ガルレディー（13牝 ビービーガルダン）�２勝�入着２回	
ガルガルガルチ（14牡 フサイチリシャール）
１勝�入着

３代母 ファンドリポポ（86黒鹿 ホスピタリテイ）５勝，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ３
着，北九州記念‐Jpn3 ２着，etc.
ファンドリリョウマ（93牡 ＊モガミ）８勝，関越Ｓ‐OP，灘Ｓ‐OP，etc.，�入着�，

名古屋大賞典‐Jpn3 ３着
ポートエレガント（03牡 ＊デヒア）２勝，きんもくせい特別３着，障害１勝

４代母 フアンドリパール（80黒鹿 ＊ノーザンネイテイヴ）１勝
［子］ ポートブライアンズ（94牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，福島記念‐Jpn3，

中日スポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3 ３着，オーストラリアＴ‐OP，etc.
ファンドリミラクル（96牡 ＊キンググローリアス）２勝，十和田湖特別２
着，恵山特別３着，桧山特別３着

［孫］ ファンドリフラワー（93牝 メジロテイターン）１勝，都井岬特別３着
［曾孫］ ノゾミダイヤ（11牡 メイショウサムソン）�20 勝，白銀争覇，東海ゴール

ドＣ，岐阜金賞，etc.

５代母 フアンドリクイン（68鹿 ＊シヤミエ）２勝
［子］ ファンドリペンダス（78牡 ＊ステユーペンダス）６勝，鞍馬特別，ディセ

ンバーＨ，アルメリア賞
フアンドリルビー（79牝 ＊リマンド）２勝，すずかけ賞

［孫］ ファンドリモアー（90牝 ヤマニンスキー）４勝，帆柱山特別２着，瀬戸特
別２着，ゆうすげＳ２着，etc.

ファンドリミシー（88牝 ＊ゲイメセン）１勝，有田特別３着，筑紫特別３着

販売申込者・所有者： 桑原牧場＝むかわ町宮戸 �080-6060-4012
生 産 牧 場： 桑原牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

615 ガルノーヴァ２０２１ �・鹿 ３／１９

＊

＊ 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

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�スタチューオブリバティ Charming Lassieガルノーヴァ ＊サンダーガルチ

��
��
�ポートガルチ鹿 2012 ファンドリポポ

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector S4×S5×M5 Storm Bird S4×M4×M5
Northern Dancer S5×S5×M5 Buckpasser S5×M5 Secretariat S5×M5
価格： 購買者：



母 コウエイテンプウ（06鹿 ＊デヒア）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－３（７）〕
バイラ（15牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）３勝，端午Ｓ‐OP（Ｄ1400），天王山Ｓ‐OP

（Ｄ1200）３着，ポラリスＳ‐OP（Ｄ1400）３着，ごぎょう賞（Ｄ1200）２着，��２勝��
タゴム（16�黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝，�３勝
バトル（17牡鹿 トランセンド）�２勝
バイス（18�鹿 ホッコータルマエ）�１勝
シダー（19牝鹿 ホッコータルマエ）�２勝

２代母 ＊リベラノ（99 USA栗 Rubiano）USA２勝
ミコノス（05牝 With Approval）３勝，ＴＶＱ杯３着
タガノジョーカー（07牝 ＊バゴ）３勝，中京スポーツ杯
タガノリベラノ（08牝 マンハッタンカフェ）４勝
ポレイア（09牝 ゴールドアリュール）２勝
アルムダプタ（10牡 スペシャルウィーク）１勝，�１勝��，北海道２歳優駿‐Jpn3
ニューヘリテージ（11牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝

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

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

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

‐Jpn1，共同通信杯‐Jpn3，etc.，年代表，優３牡，種牡馬
タガノヴィヴィアン（00牝 ＊ティンバーカントリー）不出走
ダノンヴィッター（04牡 スペシャルウィーク）２勝，山吹賞

キタサンバースデー（04牝 ＊マリエンバード）出走
シンネン（10牡 ステイゴールド）２勝，あすなろ賞

＊ダンジグジョイ（92牝 Danzig）不出走
ホシノピアス（01牝 ＊ジェイドロバリー）１勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着

＊ジョイオブフライト（96牝 Silver Hawk）不出走
ストークアンドレイ（10牝 ＊クロフネ）２勝，函館２歳Ｓ‐G3，ＳＴＶ杯２着

販売申込者・所有者： ㈲小泉牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2172
生 産 牧 場： ㈲小泉牧場
飼 養 者： ㈱吉永ファーム＝浦河町西舎 �0146-26-7347

616 コウエイテンプウ２０２１ �・黒鹿 ４／２８

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�デヒア Sister Dotコウエイテンプウ
＊ Rubiano

��
��
�リベラノ鹿 2006 Skillful Joy

11g
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ハタノエンジェル（11鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ハタノゼフィル（17牝黒鹿 ネオユニヴァース）�１勝�

２代母 ＊ヴィヴィッドエンジェル（95 USA鹿 Septieme Ciel）USA３勝，オークリー
フＳ‐G1，デルマーデビュタントＳ‐G2，サンタイネスＳ‐G3 ３着
ナンバーワンキャットNumber One Cat（99 牝 Storm Cat）USA３勝

スモーキングキティ Smoking Kitty（06 牝 Macho Uno）USA１勝
スモーキンパディラッシー Smokinpaddylassie（15 牝 Paddy O'Prado）
USA５勝，Beyond theWire S，New Start S‐R ２着，Lypha
rd S‐R ３着

ティズファースト Tizfirst（09 牝 Tiznow）USA１勝，Junior Champion S
３着

レオゲッツ Leo Getz（02 牡 ＊ワイルドラッシュ）USA２勝，Alcatraz Breeders'
Cup S‐L ２着，Oceanside S‐R ３着

マイエインジェルMy Angel（05 牡 ＊シルバーチャーム）USA５勝
ハタノデジール（09� Ghostzapper）�１勝�１勝�
ハタノゼーレ（10牡 サクラバクシンオー）�２勝�入着
ハタノリヴィール（13牡 ＊フレンチデピュティ）��２勝�１勝��２勝�４勝	２

勝�，マーチＣ，ウインター争覇，マーチＣ２着，東海ゴールドＣ３着
ブルベアハーブ（15牡 ゴールドアリュール）�
１勝��１勝
ヴィヴィッドパール（19牝 ＊アイルハヴアナザー）�	１勝�入着

３代母 セッティング Setting（83 USA鹿 Exclusive Native）USA入着６回
ヘヴンキャンウェイト Heaven CanWait（93 牝 Septieme Ciel）USA３勝，L

ady Ladbroke H３着

４代母 ラウンドパール Round Pearl（65 USA鹿 Round Table）USA10 勝，Pan
Zareta H，Pan Zareta H２着，Starlette H３着
［孫］ イレクトリックフラッシュ Electric Flash（86牡 Fappiano）USA２勝，ス

ウィフトＳ‐G3，ジェロームＨ‐G1 ４着，ベストターンＳ‐G3 ３着
ファイネンマジェスティク Fine n'Majestic（92 牡 Majestic Light）USA２
勝，カリフォルニアダービー‐G3，Pirate Cove S‐R ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

617 ハタノエンジェル２０２１ �・鹿 ５／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayハタノエンジェル
＊ Septieme Ciel

��
��
�ヴィヴィッドエンジェル鹿 2011 Setting

1s
Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 ハヤブサユウサン（10鹿 スペシャルウィーク）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ビクトリーゴールド（16牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝
ラッセルリー（18牝黒鹿 キズナ）�３勝
ラドリオ（20牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�地方未出走

２代母 シアトルビューティ（00鹿 ＊タイキブリザード）３勝
テツムーン（09牝 アドマイヤムーン）�入着４回

エターナルヴィテス（16牡 トゥザグローリー）�３勝，ホンコンＪＣＴ，阿武
隈Ｓ２着，鹿野山特別３着

ビューティガッキ（11牝 キングカメハメハ）�４勝�１勝��
シゲルノコギリザメ（13牡 スーパーホーネット）３勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，シ

ンザン記念‐G3 ３着，橘Ｓ‐OP ３着，房総特別，帆柱山特別２着，etc.

３代母 タイキビューティー（95栗 ＊ドクターデヴィアス）不出走
ゲットブラック（04牡 サクラバクシンオー）４勝，三河特別，中京スポーツ杯２着

４代母 ＊サウンドビューティ（88 IRE 栗 Be My Guest）１勝
［子］ タイキヘラクレス（96� ＊イブンベイ）３勝，障害１勝，�１勝	１勝

��，ダービーＧＰ‐Jpn1，名古屋優駿‐Jpn3，マイルＣｈＳ南部杯
‐Jpn1 ３着，etc.

タイキエンプレス（93牝 ＊トニービン）２勝，十和田湖特別２着，かもめ
島特別３着，堀川特別３着

［孫］ ユキノハボタン（05牝 バブルガムフェロー）５勝，醍醐Ｓ，河北新報杯，
納沙布岬特別，etc.

５代母 ハベサウンドHobe Sound（82 IRE 栗 Busted）GB５勝
［子］ レコードサウンド Record Sound（89牡 ＊ダンスオブライフ）IRE・ITY

２勝，P. Avvocato Amedeo Peyron‐L，P. Giuseppe deMontel
‐L ３着

［孫］ テストボーイ Test Boy（03� Brahms）USA・CAN９勝，Speed To Spar
e S‐L，Don Fleming H‐L，RemingtonMile S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ガーベラパークスタッド＝浦河町西幌別 �0146-28-1150
生 産 牧 場： ㈲ガーベラパークスタッド
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

618 ハヤブサユウサン２０２１ 牡・栗 ４／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールハヤブサユウサン ＊タイキブリザード

��
��
�シアトルビューティ鹿 2010 タイキビューティー

＊サウンドビューティ 21a
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 トップオブザヘヴン（07黒鹿 キングカメハメハ）２勝，香嵐渓特別（Ｄ1400）２着，
尾頭橋特別（Ｄ1200）３着，播磨特別（Ｄ1400）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（９）〕
テイクファイヴ（17牝栗 スズカコーズウェイ）��８勝��１勝
スリートップキズナ（18牡黒鹿 キズナ）�２勝
ゴールドルパン（19牡栗 オルフェーヴル）�出走

２代母 ＊アイアンドユー（94 USA栗 Silver Hawk）１勝
アドマイヤハート（04牡 フジキセキ）１勝，�２勝
アドマイヤフォース（05牡 ＊タイキシャトル）１勝
スズカアドニス（10牡 スズカフェニックス）２勝，濃尾特別３着，鷹取特別３着
ラブユアマン（12牡 ステイゴールド）２勝
ノーブルマーズ（13牡 ジャングルポケット）５勝，宝塚記念‐G1 ３着，目黒記念

‐G2 ２着，デイリー杯２歳Ｓ‐G2 ３着，メトロポリタンＳ‐L ２着，若駒Ｓ
‐LR ２着，etc.，���出走

３代母 ターバ Taba（73 ARG鹿 Table Play）USA・ARG３勝，亜１０００ギニー‐G1，
ホルヘデアトゥーチャ賞‐G3
ターコマン Turkoman（82牡 Alydar）USA８勝，マールボロＣ‐G1，ワイドナー

Ｈ‐G1，オークローンＨ‐G2，etc.，種牡馬
ナウゴーNowGo（83牝 Exclusive Native）不出走

ナウダンスNowDance（89牝 Sovereign Dancer）USA５勝，Sabin H
‐L，ファンタジーＳ‐G2 ３着，Florida Oaks‐L ２着

スローフューズ Slow Fuse（85牡 Fluorescent Light）USA６勝，Sam Houston S
‐L，ローレンスアーマーＨ‐G3 ２着，フロリダターフＣ‐G3 ２着，種牡馬

ターバダンスTaba Dance（88牝 Sovereign Dancer）USA出走
ターバダバード Tabadabado（97牝 Gilded Time）USA４勝，Kentucky C

up Ladies Turf H‐L ３着
サンダーメイドThunder Maid（89牝 Alydar）USA１勝

＊サーガノヴェル（99牝 Boundary）４勝，クリスタルＣ‐Jpn3，フェアリーＳ
‐Jpn3，ＮＺトロフィー‐Jpn2 ２着，etc.

レッドスター Red Star（91 牝 Relaunch）USA５勝，Rolling Meadows S‐L
３着

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

619 トップオブザヘヴン２０２１ �・鹿 ４／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファストップオブザヘヴン
＊ Silver Hawk

��
��
�アイアンドユー黒鹿 2007 Taba

1s
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ナガラフラワー（12鹿 ダンスインザダーク）４勝，ＣＢＣ賞‐G3 ２着，タンザナ
イトＳ‐OP（芝 1200）２着，エルフィンＳ‐OP（芝 1600）２着，彦根Ｓ（芝 1200），
甲東特別（芝 1600），etc.
〔産駒馬名登録数：１〕
サンティーテソーロ（20牝鹿 エピファネイア）�未出走

２代母 ガリカローズ（08鹿 ＊ロックオブジブラルタル）不出走
トルシュローズ（13牝 ＊アグネスデジタル）２勝，おおぞら特別３着
ロックイット（14牡 ナカヤマフェスタ）�３勝��
スカーレットベルン（15牝 ヴァーミリアン）�２勝��入着２回
メイショウミチノク（16牝 ＊ダンカーク）�１勝，�３勝
ナガラローズ（17牝 ブラックタイド）�３勝
カンノンアラシ（18牡 ワールドエース）��１勝��入着

３代母 ＊カイロローズ（01 GB鹿 Sadler's Wells）不出走
メイショウカマクラ（13牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，西湖特別，��２勝�２勝

４代母 インシニュエイト Insinuate（96 USA栗 Mr. Prospector）GB１勝，Swin
ley S‐L，Fern Hill S‐L ３着
［子］ ストロングホールド Stronghold（02 牡 ＊デインヒル）GB５勝，シュプリ

ームＳ‐G3，Paradise S‐L，ハンガーフォードＳ‐G2 ３着，etc.，
種牡馬

コンヴェイ Convey（12� Dansili）GB・HKG４勝，ウィンターダービ
ー‐G3，Pomfret S‐L，ジョンオヴゴーントＳ‐G3 ２着，etc.

テイクザヒント Take The Hint（06 牝 Montjeu）GB・FR２勝，Prett
y Polly S‐L

［孫］ ラニーミード Runnymede（16� Dansili）�FR・GER・ITY７勝，カル
ロヴィッタディーニ賞‐G3，Rottgen Cup‐L，マイレントロフィ
‐G3 ２着

スティピュレイト Stipulate（09� Dansili）GB・IRE・AUS３勝，Au
stralian Thoroughbred Bloodstock S‐L，Feilden S‐L，セレブ
レイションマイル‐G2 ２着，etc.

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

620 ナガラフラワー２０２１ �・鹿 ２／１８

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイナガラフラワー ＊ロックオブジブラルタル

��
��
�ガリカローズ鹿 2012 ＊カイロローズ

8h
Mr. Prospector S4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5
Numbered Account S5×S5 Danzig S5×M5
価格： 購買者：



母 ナナヨーティアラ（02鹿 ＊マイネルラヴ）３勝，千種川特別（芝 1200），六甲アイ
ランドＳ（芝 1400）２着
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－６（19），地方－２（４）〕
メイショウライナー（10牡鹿 キングヘイロー）５勝，鞍馬Ｓ‐OP（芝 1200）３着，北九

州短距離Ｓ（芝 1200），鷹ケ峰特別（芝 1400），合馬特別（芝 1200）２着，障害２勝
プラチナティアラ（11牝黒鹿 ＊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牝鹿 ＊フォーティナイナーズサン）２勝，三浦特別（Ｄ1600）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牝鹿 キングカメハメハ）入着３回，�２勝
イリスファルコン（14牝鹿 ダイワメジャー）３勝，合馬特別（芝 1200），千歳特別
（芝 1200）３着

バイオスパーク（15牡黒鹿 オルフェーヴル）�５勝，福島記念‐G3，都大路Ｓ‐L
（芝 1800）２着，函館記念‐G3 ３着（２回），飛鳥Ｓ（芝 1800），嵯峨野特別
（芝 2000），三春駒特別（芝 2000），明石特別（芝 2000）２着，浦佐特別
（芝 2000）２着，京橋特別（芝 2000）３着，ホンコンＪＣＴ（芝 2000）３着

ヘルムヴィーゲ（16牝栗 ジャスタウェイ）�２勝��入着２回
マイネルクロンヌ（17牡鹿 オルフェーヴル）�３勝，五泉特別（Ｄ1800），宝満山

特別（芝 2600）３着
メジャーベルン（18牝鹿 ダイワメジャー）��出走
コスモダークナイト（19牡黒鹿 ハーツクライ）�出走
オースピス（20牝鹿 ＊ハービンジャー）�入着

２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

３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.
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
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

販売申込者・所有者： ㈲小島牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2505
生 産 牧 場： ㈲小島牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

621 ナナヨーティアラ２０２１ 牡・黒鹿 ４／２１

＊

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

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyナナヨーティアラ ＊セレスティアルストーム

��
��
�ナナヨーストーム鹿 2002 ナナヨーアトラス

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ネバーエンディング（02鹿 ＊エンドスウィープ）２勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－５（27）〕
メイスンウォー（10牡鹿 ＊ウォーエンブレム）４勝
エンドゾーン（11牝鹿 フジキセキ）�１勝�３勝��入着２回�
シースレス（12牡黒鹿 ＊ウォーエンブレム）�８勝��１勝�２勝
マサノホウオウ（14牡黒鹿 アーネストリー）入着，２０１７ＹＪＳＦＲ中山１戦
（芝 2000）２着，�２勝��５勝

グラビテーション（16牡鹿 ベルシャザール）��１勝，ハイセイコー記念
（Ｄ1600）３着，鎌倉記念（Ｄ1500）３着

トーホウノーヴァ（18牡栗 トーホウジャッカル）��入着４回
ジョーストーリー（19牝栗 エスポワールシチー）���４勝，ユングフラウ賞
（Ｄ1400）２着，ローレル賞（Ｄ1600）３着

２代母 マキシマムデニール（91黒鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
マキシマムプレイズ（95� ＊サンデーサイレンス）１勝，障害３勝，京都ジャンプＳ

‐JG3 ２着，京都ハイジャンプ‐JG2 ３着，阪神ジャンプＳ‐JG3 ３着
レットミーマックス（98牡 ニホンピロウイナー）３勝，水無月特別３着
ウッドカッター（99� ＊ティンバーカントリー）４勝，麒麟山特別，伊勢佐木特別２着
エポレット（00牝 ＊リアルシヤダイ）出走

シルクシュナイダー（08牡 ＊アグネスデジタル）４勝，アンタレスＳ‐G3 ３着，
平安Ｓ‐G3 ３着，アルデバランＳ‐OP ２着，ヒヤシンスＳ‐OP ２着，
いぶき賞‐OP ３着，etc.

コパノビジン（13牝 ゴールドアリュール）２勝，��２勝，東京シンデレラマ
イル３着

ボードスウィーパー（01牡 ＊エンドスウィープ）８勝，霜月Ｓ‐L（２回），コーラルＳ
‐L ３着，ギャラクシーＳ‐L ３着，太秦Ｓ，河原町特別，etc.

セブンサミッツ（06牡 フジキセキ）４勝，猪苗代特別，野分特別３着

３代母 ダイナセレナード（79黒鹿 ＊エルセンタウロ）４勝，鷹取特別，愛宕特別
ノーザンセレナード（93牝 ＊ノーザンテースト）２勝

ラッシュストリート（05� マーベラスサンデー）４勝，招福Ｓ，etc.，�１勝�
入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： 小河 豊水＝新ひだか町三石川上 �090-3117-7812
生 産 牧 場： 小河 豊水
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

622 ネバーエンディング２０２１ �・栗 ２／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceネバーエンディング ＊ノーザンテースト

��
��
�マキシマムデニール鹿 2002 ダイナセレナード

＊フリソデ A13
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 クラウンモンロー（09鹿 ＊ザール）�４勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
クラウンクラシック（15牡芦 アドマイヤコジーン）１勝，��８勝
プリティアイドル（17牝芦 アドマイヤコジーン）��２勝

２代母 ＊フェンスイ（02 UAE鹿 ＊ティンバーカントリー）GB１勝
キタサンハリケーン（07牡 Singspiel）��４勝
アウグル（11牝 ジャングルポケット）�１勝
フェンリル（12牡 タニノギムレット）�３勝��
フジノオリーブ（15牝 エイシンフラッシュ）�１勝�入着�
プッシーウィロー（16牝 ブラックタイド）入着，�１勝�
ナイトコマンダー（17牡 スピルバーグ）�１勝

３代母 クリスタルゲイジング Crystal Gazing（88 USA鹿 El Gran Senor）GB・U
SA３勝，ネルグウィンＳ‐G3，ロックフェルＳ‐G3，英１０００ギニー‐G1 ３着，
ラスシエネガスＨ‐G3 ３着，モンロヴィアＨ‐G3 ３着，etc.
ダークヴェイルDark Veil（97 牝 Gulch）IRE１勝

ラメンテイション Lamentation（04牝 Singspiel）ITY・USA２勝，ラプレヴォワ
イヤントＨ‐G2 ３着，オーキッドＳ‐G3 ２着，P. Baggio‐L ２着，etc.
エレジャイアク Elegiac（15 牡 Farhh）GB５勝，Further Flight S‐L

コンロイ Conroy（98	 GoneWest）USA・UAE７勝，マハブアルシマール‐G3
（２回），Jebel Ali Sprint‐L，Mahab Al Shimaal‐L，etc.

４代母 クリスタルブライトCrystal Bright（79 GB鹿 Bold Lad）GB・USA１勝
［孫］ キリーベグズ Killybegs（03 牡 Orpen）GB・IRE・UAE３勝，クレイヴ

ァンＳ‐G3，セレブレイションマイル‐G2 ２着，英チャレンジＳ
‐G2 ２着，etc.

シャマニック Shamanic（92	 Fairy King）GB・FR３勝，英ノーフォー
クＳ‐G3 ２着，Woodcote S‐L ２着

５代母 ブリリアントリエイBrilliant Reay（72 GB栗 ＊リベロ）GB１勝
［孫］ ボレアス Boreas（95	 In TheWings）GB・FR・IRE６勝，ドンカス

ターＣ‐G3，ロンズデイルＳ‐G3，Serlby S‐L（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �080-1718-2000
生 産 牧 場： クラウン日高牧場
飼 養 者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �080-1718-2000

623 クラウンモンロー２０２１ 牡・鹿 ３／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ 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

＊ Zafonic

�
�
�
�
�

��
��

�ザール Monroeクラウンモンロー
＊

＊ティンバーカントリー

��
��
�フェンスイ鹿 2009 Crystal Gazing

1w
Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ティアップアーリー（11栗 ゴールドアリュール）�４勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ブラウンインディ（19牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��１勝

２代母 フォーティエース（97鹿 ＊フォーティナイナー）５勝，やまもも賞，藤森特別３着
アグネスラナップ（05牡 アグネスタキオン）３勝，舞鶴特別３着，障害３勝，阪神

スプリングジャンプ‐JG2 ２着
ティアップワイルド（06牡 ＊ワイルドラッシュ）９勝，カペラＳ‐G3 ２着（２回），etc.，

障害１勝，�１勝�１勝����入着３回�，かきつばた記念‐Jpn3，兵庫ゴー
ルドＴ‐Jpn3，東京スプリント‐Jpn3 ２着，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ３着，etc.

エスポワールエース（07牡 ＊タイキシャトル）��２勝
ロックフォーティ（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）不出走

バトルカグヤ（17牝 アドマイヤムーン）１勝，春菜賞３着
フォースライト（09牝 マンハッタンカフェ）２勝，苗場特別３着
ティアップブロンド（12牝 ゴールドアリュール）２勝
ヴィジャランス（15牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
ゴーゴーレイワ（17牝 ＊パイロ）２勝

３代母 ＊ピンクシェイド（91 USA青鹿 Lyphard）FR入着３回
ピンクピンク（96牝 ＊リンドシェーバー）��３勝

フミノポールスター（09牡 ゴールドアリュール）２勝，若戸大橋特別

４代母 ピンクヴァリー Pink Valley（75 USA黒鹿 Never Bend）FR３勝，P. d'A
umale，P. Yacowlef３着
［子］ ピンク Pink（81 牡 Northern Dancer）FR・USA８勝，シュマンドフェル

デュノール賞‐G3，ミュゲ賞‐G3，ロンポワン賞‐G3，etc.，種牡馬
リングピンク Ring Pink（90 牝 Bering）FR・ITY４勝，P. de la Pepinie
re‐L，P. Joubert‐L，エヴリ大賞‐G2 ３着，etc.

リピンク Lypink（93 牝 Lyphard）FR３勝，P. Charles Laffitte‐L，
P. Melisande‐L

［曾孫］ セヴィルオレンジ Seville Orange（15牝 Duke of Marmalade）SAF４
勝，トラックアンドボールオークス‐G3，サウスアフリカンオークス
‐G2 ３着，South African Oaks Trial‐L ２着

販売申込者・所有者： 小林 正仁＝浦河町野深 �0146-27-4356
生 産 牧 場： 小林 正仁
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

624 ティアップアーリー２０２１ 牡・栗 ４／２８

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

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

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤティアップアーリー ＊フォーティナイナー

��
��
�フォーティエース栗 2011 ＊ピンクシェイド

16c
Nureyev S4×M4 Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 デルマオサキ（10鹿 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
ハーキーステップ（16牡青鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，桑名特別
（芝 1200），�１勝�２勝

ユーメイドリーム（17牝黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）���出走�入着２回
フィーネ（18牝栗 ＊サウスヴィグラス）���１勝�１勝
メイショウイタマエ（19牡鹿 メイショウボーラー）�出走
ミトノライメイ（20牡鹿 ＊ベーカバド）���出走

２代母 ジェミードレス（97黒鹿 ＊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，福島ＴＶＯＰ‐OP，都大路Ｓ‐OP ２着，etc.
センシュアルドレス（04牝 アグネスタキオン）２勝，セレブレイション賞２着，汐

留特別３着，春菜賞３着
スクエアフォールド（13� ＊シンボリクリスエス）３勝，尾張特別，尾張特別２

着，松島特別２着，フルーツラインＣ２着，中京スポニチ賞３着，etc.
ダークジャケット（05牡 ダンスインザダーク）１勝
ドレスアフェアー（07牡 スペシャルウィーク）２勝，	４勝��
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，ベゴニア賞２着
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，両国特別３着，�入着４回	，佐賀オータムス
プリント２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
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

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： ㈲金成吉田牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1648
生 産 牧 場： ㈲金成吉田牧場
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

625 デルマオサキ２０２１ �・黒鹿 ４／３０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスデルマオサキ ＊トニービン

��
��
�ジェミードレス鹿 2010 ブリリアントカット

＊ジエヌインダイアモンド 11
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ビーウインド（01鹿 ＊スピニングワールド）入着２回
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－５（14），地方－４（12）〕
マジックウインド（07牝青 ネオユニヴァース）�１勝�２勝
ステラウインド（09牡黒鹿 ゼンノロブロイ）６勝，万葉Ｓ‐L（芝 3000），青葉賞

‐G2 ３着，七夕賞‐G3 ２着，函館記念‐G3 ３着，ジューンＳ（芝 2000），稲
村ヶ崎特別（芝 2000），陣馬特別（芝 2400），クリスマスＣ（芝 2200）２着，精進
湖特別（芝 2000）２着

ペプチドウインド（10牡鹿 ダンスインザダーク）１勝，�２勝�
エイユービリオネア（11牡栗 ＊ヨハネスブルグ）２勝
スマートルビー（13牝栗 ゼンノロブロイ）３勝，土湯温泉特別（芝 1800），テレ玉

杯（芝 2000）２着
ジュンエスポワール（15牡黒鹿 ハーツクライ）入着，�１勝�１勝�１勝
ベルウインド（16牡栗 オルフェーヴル）�４勝��
ムーンライト（17牝青 ハーツクライ）	２勝，豊橋特別（芝 1400）２着，御宿特別
（芝 1600）３着

２代母 ビクトリーマッハ（89黒鹿 バンブーアトラス）３勝，西海賞２着，都井岬特別２着
スルーザシーズン（96牝 ＊スキャン）３勝

ナリタシーズン（07牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，八海山特別，米沢特別２着，
�４勝

ヒルノケアンズ（10牝 ハーツクライ）３勝，飯豊特別３着，相模湖特別３着
パーフェクトライフ（97牝 ＊ポリッシュパトリオット）１勝

３代母 ＊ワンスウエド（84 USA栗 Blushing Groom）不出走
チャンネルフォー（88牝 ＊ノーザンディクテイター）４勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2 ２着，

阪急杯‐Jpn3 ３着，札幌日刊スポーツ杯‐OP ２着，etc.
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，天皇賞（秋）‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1（２回），宝塚
記念‐Jpn1，京都大賞典‐Jpn2（２回），阪神大賞典‐Jpn2，京都記念‐Jpn2，etc.，
優３牡，年代表，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

626 ビーウインド２０２１ 牡・黒鹿 ４／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�スピニングワールド Imperfect Circleビーウインド バンブーアトラス

��
��
�ビクトリーマッハ鹿 2001 ＊ワンスウエド

4m
Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 パストゥレイユ（15黒鹿 ダノンシャンティ）入着２回
本馬の他に産駒あり

２代母 カドリーユ（10鹿 Dalakhani）出走

３代母 ＊ダンスザクラシックス（04 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR・IRE１勝
コールトゥバトル Call To Battle（09� ＊キングズベスト）GB・IRE２勝，Eyre

field S‐L，バリーサックスＳ‐G3 ２着，チェスターヴァーズ‐G3 ３着
カレンラヴニール（14牡 ルーラーシップ）�５勝��２勝，土佐秋月賞，黒潮菊花

賞２着

４代母 ヘッドインザクラウズ Head in the Clouds（98 IRE 鹿 RainbowQuest）
GB・FR２勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，ポモーヌ賞‐G2 ２着，セントサイモ
ンＳ‐G3 ２着
［子］ ロージズフォーザレイディ Roses For The Lady（06牝 Sadler's Wells）

GB・IRE２勝，Vintage Crop S‐L，愛オークス‐G1 ２着，Fin
ale S‐L ２着，etc.

［孫］ レイディオヴデュバイ Lady Of Dubai（12 牝 Dubawi）GB・IRE２勝，
Height of Fashion S‐L，英オークス‐G1 ３着，Montrose Fillie
s S‐L ２着

リトルホワイトクラウド Little White Cloud（10� Dalakhani）IRE・
AUS２勝，愛ダービートライアルＳ‐G2 ３着，ガリニュールＳ‐G3
２着，Pakenham RCWerribee C‐L ３着

［曾孫］ テンプスイッガナドゥ Tempus Iggannadu（16牡 Holy Roman Emperor）
�ITY４勝，P. Pisa‐L ３着，P. Mauro Sbarigia‐L ３着

５代母 バレリーナBallerina（91 IRE 鹿 ＊ダンシングブレーヴ）GB１勝
［子］ ミレナリーMillenary（97 牡 RainbowQuest）GB・FR・IRE・GER・I

TY12 勝，英セントレジャー‐G1，ドンカスターＣ‐G2（２回），ロン
ズデイルＣ‐G2，etc.，種牡馬

［孫］ ナイトトゥビホールド Knight To Behold（15 牡 Sea The Stars）GB・
FR・IRE３勝，ギヨームドルナーノ賞‐G2，Lingfield Derby Trial S
‐L，ヨークＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 �090-8707-5308
生 産 牧 場： ㈲大狩部牧場
飼 養 者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6022

627 パストゥレイユ２０２１ �・鹿 ５／２５

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�ダノンシャンティ ＊シャンソネットパストゥレイユ Dalakhani

��
��
�カドリーユ黒鹿 2015 ＊ダンスザクラシックス

1l
Northern Dancer S4×M5 Darshaan M4×M5 Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 ハヤブサプリプリ（13鹿 キングカメハメハ）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
カマポコショクニン（19牝鹿 イスラボニータ）��入着６回�

２代母 ＊プリモウェイ（05 USA栗 Giant's Causeway）USA入着２回
＊キャバーン（10牡 Any Given Saturday）入着，��８勝�
タイトロープウィン（16牝 ＊サウスヴィグラス）�２勝，ポプラ特別３着
プリンサン（17牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝，��入着２回��
シャンパンファイト（20牡 エスポワールシチー）��１勝

３代母 プリエミネンス（97鹿 ＊アフリート）６勝，エルムＳ‐Jpn3，etc.，��６勝
�１勝�	
�入着５回，彩の国浦和記念‐Jpn2，マーキュリーＣ‐Jpn3，マリ
ーンＣ‐Jpn3（２回），スパーキングＬＣ‐Jpn3，etc.

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

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

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

イージーナウ（16牝 ＊シニスターミニスター）�３勝��２勝，ブロッサムＣ

４代母 アジテーション（89鹿 Caerleon）入着３回
［子］ スタートマーチ（96牝 ＊ドクターデヴィアス）２勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ２

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

グランドヴィーナス（11牝 ＊ストーミングホーム）�１勝�２勝��入着
�，佐賀桜花賞３着

５代母 ＊ランザリスク（76 GB鹿 Run the Gantlet）GB出走
［子］ リスクミ－Risk Me（84牡 Sharpo）GB・FR・IRE・USA５勝，パリ大

賞‐G1，ジャンプラ賞‐G1，グリーナムＳ‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

628 ハヤブサプリプリ２０２１ 牡・鹿 ２／１６

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハヤブサプリプリ
＊ Giant's Causeway

��
��
�プリモウェイ鹿 2013 プリエミネンス

＊ランザリスク 5d
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4×M5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 ハタノフォルトゥナ（14鹿 ＊グラスワンダー）�４勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ヤマイチリッキー（19牝鹿 コパノリッキー）��入着
アオバノキセキ（20牝鹿 グレーターロンドン）��出走

２代母 アイルゴーバック（09黒鹿 アッミラーレ）�２勝��入着
ティーズブラッド（13� ＊タイキシャトル）�１勝��３勝
フロイデ（15� カネヒキリ）入着４回，���３勝
アイアス（16� カネヒキリ）��入着�１勝��１勝�１勝
カイザークリスエス（17牡 ＊シンボリクリスエス）���１勝�２勝
ノーヴイー（18牡 ハタノヴァンクール）�３勝

３代母 ブッチ（00黒鹿 ヤシマソブリン）出走
サンマルクリス（06牝 ＊クリストワイニング）�２勝
パワークラウン（07牡 スターリングローズ）�２勝�１勝
マヤリッシュ（08牝 ＊イーグルカフェ）１勝

クラールハーモニー（14牡 フリオーソ）��７勝�１勝��４勝，北國王冠２着
リンダーホーフ（15牝 フリオーソ）��１勝
ワークアンドリッチ（16牡 ＊パイロ）入着，�６勝��
ガイストフォル（17牡 キングヘイロー）���５勝
ピエールジャガー（18牡 ＊モンテロッソ）�１勝�

リュウトステラ（10牡 ＊ルールオブロー）��３勝
サーベイヤー（14牡 フリオーソ）��２勝�１勝

４代母 シンディーメモリー（87鹿 トウシヨウルチエー）不出走
［子］ キングメモリー（03牡 ＊テンビー）�１勝

スーパーアクセス（97牝 ＊ヒシマサル）��１勝
イクゼーゲンサン（95牡 ＊ビシヨツプボブ）��１勝

５代母 ヒカリパンパード（80鹿 ＊パーソロン）不出走
［子］ アイドルキング（88牡 ＊ダンサーズイメージ）２勝
［孫］ ジーナ（97牝 ＊モガンボ）入着２回，�１勝�５勝	
５勝��，端午賞３着

クニノカネオー（88牡 ＊カジユン）１勝

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

629 ハタノフォルトゥナ２０２１ 牡・鹿 ４／ ４
＊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

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraハタノフォルトゥナ アッミラーレ

��
��
�アイルゴーバック鹿 2014 ブッチ

＊パンパードメリー 13e
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 バトルキクヒメ（07芦 ＊ホワイトマズル）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
トモジャヴェール（14牡芦 ＊エイシンアポロン）�２勝��
ブルベアナガイモ（15牡鹿 ローエングリン）�２勝��３勝�入着２回�
ドラゴンウォリアー（17牡鹿 アンライバルド）１勝，��１勝�１勝，ぎふ清流Ｃ
（Ｄ1400）３着

２代母 キクノトッポリーノ（89芦 ＊クリスタルパレス）入着
マロンスラヴィック（94牡 ＊スラヴィック）	
10 勝
クリスタルステージ（95牡 メリーナイス）�３勝�入着
サミットロード（97牝 ＊スキーキャプテン）�１勝
トーセンダンディ（98牡 ＊ホワイトマズル）６勝，オールカマー‐Jpn2，七夕賞

‐Jpn3 ２着，新潟記念‐Jpn3 ３着，古都Ｓ，清滝特別，etc.，�２勝
コスモインベイダー（00牡 ＊ミシル）１勝
フジジェニュイン（01牡 ジェニュイン）��２勝
シロワイン（02牝 エアジハード）�２勝��
トーセングッジョブ（04牡 マンハッタンカフェ）��７勝
トーセンスウィング（05牡 フサイチソニック）１勝

３代母 ヒロノホーマー（81鹿 ＊リイフオー）３勝，京都牝馬特別‐Jpn3 ３着，高砂特別
ユニコーン（87牡 ＊ブレイヴエストローマン）１勝，逢坂山特別２着，金華山特別３着
ユウライジン（88牡 ＊パークリージエント）３勝，粟島特別３着，小牧特別３着，�２勝
ドラゴンジェイ（93牡 ＊ジェイドロバリー）２勝，��７勝�11 勝��入着３回，Ｔ

Ｖ埼玉杯２着

４代母 ヒデコトブキ（66鹿 コダマ）５勝，桜花賞，阪神４歳牝馬特別，阪神３歳Ｓ２
着，サンケイ大阪杯３着，紅梅賞‐OP，etc.
［子］ ミョウコウハヤテ（75牡 ＊イエローゴツド）３勝，水仙賞
［孫］ ハギノレジェンド（87牡 ハギノカムイオー）２勝，京都４歳特別‐Jpn3

３着，菩提樹Ｓ，渡月橋Ｓ２着，etc.

５代母 ミスケイコ（58青 ＊ライジングフレーム）15勝，京都盃，阪急杯，大阪杯３着
（２回），阪神牝馬特別２着，阪急杯３着，etc.

販売申込者・所有者： 小倉 光博＝新ひだか町静内田原 �090-3391-7161
生 産 牧 場： 小倉 光博
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

630 バトルキクヒメ２０２１ �・鹿 ５／１７

＊

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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeバトルキクヒメ ＊クリスタルパレス

��
��
�キクノトッポリーノ芦 2007 ヒロノホーマー

＊アストニシメント 7c
Lyphard M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 パッションエレナ（12栗 ディープスカイ）�入着４回�
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ビューチーセダン（18牡栗 リヤンドファミユ）�１勝
ゴールドマルタン（19牡栗 ゼンノロブロイ）���未出走�１勝

２代母 ＊ヴァレンティン（02 IRE 栗 ＊キングオブキングス）GB１勝，プリンセスマー
ガレットＳ‐G3 ２着
レッドルシファー（11牡 ディープインパクト）１勝

３代母 スリップアショア Slip Ashore（88 IRE 鹿 Slip Anchor）不出走
ストームアショア Storm Ashore（92 牡 Storm Cat）IRE・USA３勝，Ruby S

‐L ３着，種牡馬

４代母 マフィティスMuffitys（82 IRE 鹿 Thatch）IRE３勝，Marble Hill S‐L
［子］ ＊ウェルシュマフィン（87牝 Caerleon）IRE・USA５勝，Phoenix 1000

Guineas Trial S‐L，Mint Julep H‐L ２着
［孫］ ＊タイキシャトル（94牡 Devil's Bag）10勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈ

Ｓ‐Jpn1（２回），etc.，FR１勝，ジャックルマロワ賞‐G1，優短距
（2回），年代表，優古牡，種牡馬

ピースオブワールド（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，阪神ジュベナイ
ルフィリーズ‐Jpn1，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ３
着，etc.，優２牝

［曾孫］ サミットストーン（08牡 ＊ロージズインメイ）４勝，�７勝��３勝�，
浦和記念‐Jpn2，東京大賞典‐G1 ３着，川崎記念‐Jpn1 ３着，etc.，
ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古牡，種牡馬

ウォルフWolfe（15� ＊ノヴェリスト）AUS６勝，ＭＲＣクーンジーＨ
‐G3，ATC Australia Day Cup‐L ２着，ATC January C‐L
２着，etc.

トラキチシャチョウ（11牡 マヤノトップガン）５勝，福島民友Ｃ‐L，師走
Ｓ‐OP ２着，上賀茂Ｓ，etc.，�１勝�３勝�

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： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

631 パッションエレナ２０２１ 牡・栗 ４／ ５
＊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 ＊アビパッションエレナ
＊

＊キングオブキングス

��
��
�ヴァレンティン栗 2012 Slip Ashore

4d
サンデーサイレンス S3×M4 Sadler's Wells S4×M4
Northern Dancer S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 バトルエニシ（14鹿 ネオユニヴァース）入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
グレートバリア（19�黒鹿 ホッコータルマエ）出走，�地方未出走

２代母 ＊バルドネキア（95 IRE 栗 Indian Ridge）FR・ITY４勝，プシュケ賞‐G3，
P. Archidamia‐L，P. Torricola‐L，伊オークス‐G1 ２着，オペラ賞‐G2
２着，etc.
タヤスターゲット（01牡 Ashkalani）３勝，成田特別，甲斐路特別，丹沢Ｓ２着，江

戸川特別２着，柳都Ｓ３着，��２勝�入着
アルテシア（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝

ベリアル（08牡 タニノギムレット）１勝，湯沢特別２着
ミュゼダルタニアン（12牡 ＊ハービンジャー）２勝，長良川特別２着，水仙賞３着

プラジェラート（03牝 ＊エルコンドルパサー）２勝，岡崎特別２着
イタリアンネオ（11牡 ネオユニヴァース）３勝，三春駒特別，若竹賞

イタリアンレッド（06牝 ネオユニヴァース）８勝，府中牝馬Ｓ‐G2，小倉記念‐G3，
七夕賞‐G3，ムーンライトＨ，西海賞，etc.
バレーノロッソ（15牡 ＊ノヴェリスト）３勝，鴨川特別，脊振山特別，��入着３回

リンゴット（08� デュランダル）３勝，ＴＶ山梨杯
ファイトアローン（15牡 ヴィクトワールピサ）２勝

３代母 ローザデカーリアン Rosa de Caerleon（86 IRE 芦 Caerleon）ITY６勝，バ
グッタ賞‐G3，ロイヤルメアズ賞‐G3，P. Pietro Bessero‐L，P. Seregno
‐L，Criterium Nazionale‐L，etc.
ドゥドゥDudu（91牝 Law Society）ITY１勝，P. Baggio‐L ３着
マジュストリナMagiustrina（96 牝 Indian Ridge）ITY４勝，Criterium Femmi

nile‐L，P. Gino Mantovani‐L，P. Repubbliche Marinare‐L ２着，etc.
イルスプレーモ Il Supremo（08牡 Daggers Drawn）ITY８勝，P. Emirates

Airline‐L
ダークレイDark Ray（09牝 Dark Angel）ITY６勝，P. Buontalenta‐L，

Criterium Partenopeo‐L ２着，P. Buontalenta‐L ３着
オロパOropa（99牝 Indian Ridge）ITY１勝，P. Fia European Breeders Fund

‐L ２着，P. Terme di Merano‐L ３着

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

632 バトルエニシ２０２１ �・鹿 ３／１９

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

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

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスバトルエニシ
＊ Indian Ridge

��
��
�バルドネキア鹿 2014 Rosa de Caerleon

20c
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ハレイワクィーン（10黒鹿 キングカメハメハ）�入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
レインボーシャーク（15牝黒鹿 サムライハート）��４勝
ヴィクトリアループ（16牝黒鹿 ハイアーゲーム）��２勝
エナサン（17牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝
スマイルキューティ（18牝鹿 エスポワールシチー）���３勝�１勝
ロンバルディ（20牡栗 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 ＊ユメノラッキー（98 USA栗 Salt Lake）３勝，立待岬特別，下北半島特別，
長万部特別２着，基坂特別２着
ラッキーフラワー（06牝 ＊マイネルラヴ）１勝，�５勝��入着，園田ＣｈＣ２着
ラッキーツー（07牝 ＊アグネスデジタル）入着，��４勝�入着２回�
シャーク（09� デュランダル）	31 勝��，あすなろ賞３着
ラッキーハンター（11牡 ハーツクライ）��２勝
イキオイ（12牡 マツリダゴッホ）２勝，長万部特別，ＵＨＢ杯２着，河北新報杯２

着，潮騒特別３着，道新スポーツ杯３着，etc.
サイタスリーレッド（13牡 ダノンシャンティ）６勝，栗東Ｓ‐L，カペラＳ‐G3 ２着，etc.，

��１勝	�入着２回�，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3，兵庫ゴールド
Ｔ‐Jpn3 ３着，クラスターＣ‐Jpn3 ３着

エンパシー（14牡 メイショウボーラー）１勝，�
５勝�４勝�
ラッキーユー（15� ショウナンカンプ）���９勝�

３代母 トレイシーズシークレットTracey's Secret（85 USA栗 Riverman）USA出走

４代母 ラッキースペル Lucky Spell（71 USA鹿 Lucky Mel）USA12 勝，ラスパル
マスＨ‐G3，プリンセスＳ‐G3，Las Flores H，Linita S，Time To Lea
ve S，etc.
［子］ マーリンズチャームMerlins Charm（79牝 Bold Bidder）GB２勝，ジャー

ジーＳ‐G3，ネルグウィンＳ‐G3 ２着，Kiveton Park S２着，etc.
［孫］ アンブライドルズソングUnbridled's Song（93牡 Unbridled）USA５勝，

ＢＣジュヴェナイル‐G1，フロリダダービー‐G1，ウッドメモリア
ルＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲カタオカファーム＝新ひだか町静内豊畑 �080-3007-1115
生 産 牧 場： ㈲カタオカファーム
飼 養 者： ㈲カタオカファーム＝新ひだか町静内豊畑 �080-3007-1115

633 ハレイワクィーン２０２１ �・黒鹿 ３／２５

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハレイワクィーン
＊ Salt Lake

��
��
�ユメノラッキー黒鹿 2010 Tracey's Secret

4m
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 ハワイアンスマイル（11鹿 キングカメハメハ）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
フェアリースキップ（16牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�３勝���入着３回
レイワフリューゲル（18�黒鹿 ブラックタイド）��入着２回

２代母 ＊ワシントンシティ（96 CHI 鹿 Wagon Master）CHI４勝，チリオークス‐G1，
チリ１０００ギニー‐G1，エルエンサヨ‐G1 ２着，アルトゥロリオンペニャ賞‐G1
２着，ナシオナルリカルドリオン賞‐G1 ２着，etc.
スコッツデール（02牡 ＊ブライアンズタイム）入着２回，�２勝��，東海ダービー

２着，駿蹄賞３着
ラトルスネーク（08牡 タニノギムレット）５勝，六甲Ｓ‐OP ２着，白百合Ｓ‐OP

２着，白秋Ｓ，小豆島特別，千種川特別，etc.
タイダルベイスン（10牡 アグネスタキオン）１勝
ペブルガーデン（12牝 ディープインパクト）出走

ミサキシャンティ（17牡 ＊エスケンデレヤ）�１勝
グラティトゥー（18牡 エピファネイア）�１勝，あすなろ賞２着，紫菊賞２着

アルザス（15牝 ハーツクライ）�３勝

３代母 タラハシーTallahassee（88 CHI 栗 Thornton Hill）CHI２勝
ウィンザーカースルWindsor Castle（98� WagonMaster）CHI１勝，アルベル

トＶインファンテ賞‐G1 ２着，P. Jose Luis Larrain‐L ３着
ティルシットTilsit（00 牝 Wagon Master）CHI１勝

エルタイタ El Taita（10 牡 Pavarotti）CHI３勝，P. Preparacion‐L

４代母 メディターダMeditada（73 CHI 栗 Tetracordio）不出走
［子］ ミラドールMirador（89� Midnight Mine）CHI11 勝，プリマベラ賞‐G2，

イサベル二世杯‐G2 ３着，P. Carreras del '20‐L ２着，etc.
メディーダMedida（80牝 Sovereign Deck）CHI５勝，カルロスアギア
ル賞‐G3，ルイスＤラライン賞‐G3，P. Cuerpo Medico de Santiag
o‐L，etc.

マイテネラMaitenera（82 牝 Marsino）CHI４勝，セレクシオンデポトラン
カス‐G3，カルロスアギアル賞‐G3 ２着，フアンＣメジャ賞‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 風ノ丘ファーム＝青森県むつ市 �0175-23-4586
生 産 牧 場： 風ノ丘ファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

634 ハワイアンスマイル２０２１ 牡・鹿 ４／２１
＊

＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハワイアンスマイル
＊ Wagon Master

��
��
�ワシントンシティ鹿 2011 Tallahassee

1d
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 バンパークロップ（14栗 ＊クロフネ）３勝，西湖特別（Ｄ1600）３着
初仔

２代母 グレートハーベスト（03栗 ＊サンデーサイレンス）出走
レーザーブレイド（07牡 キングカメハメハ）１勝，�６勝，黒潮スプリンターズＣ３着
マイネルクロップ（10牡 ＊クロフネ）６勝，マーチＳ‐G3，アルデバランＳ‐OP ２

着，若駒Ｓ‐OP ２着，etc.，障害２勝，�１勝��，佐賀記念‐Jpn3，佐賀記
念‐Jpn3 ２着

ザナイトビフォー（11牝 ＊クロフネ）�２勝�入着２回
クロコダイルロック（13牡 ＊ハービンジャー）入着４回，�３勝�１勝�１勝��入着
ローザーブルー（15牝 ＊サウスヴィグラス）�	５勝�３勝��１勝�入着４回，花

吹雪賞
ウォールフラワー（17牝 スズカコーズウェイ）�１勝�	入着４回
，金杯３着
カーラミーア（18牝 ＊マジェスティックウォリアー）���１勝

３代母 ＊チーター（92 USA栗 Seeking the Gold）３勝，喜多方特別３着，里見特別３着
ナリタヘリオス（99牡 ＊ラムタラ）２勝，新津特別３着
プリモスター（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，大倉山特別，朝里川特別，札幌日

刊スポーツ杯２着，etc.
スザク（11牡 キングカメハメハ）２勝，	���入着３回，全日本２歳優駿

‐Jpn1 ２着
バンドマスター（02牡 ＊パントレセレブル）３勝，成田特別３着，甲斐路特別３着，

�４勝�１勝
３勝��入着４回
マイニングゴールド（04牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，くるみ賞２着，�７勝��

入着��
タイキジャガー（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，滝桜賞２着，種牡馬
アフリカンハンター（08牡 アグネスタキオン）４勝，�１勝	１勝�，すずらん賞

３着，岩鷲賞３着，早池峰賞３着

４代母 ステッピングハイ Stepping High（69 USA鹿 No Robbery）USA４勝，メ
イトロンＳ２着，アルシバイアディズＳ３着
［子］ バッカルー Buckaroo（75牡 Buckpasser）USA５勝，サラナクＳ‐G2，

ピーターパンＳ‐G3，ホイットニーＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

635 バンパークロップ２０２１ 牡・黒鹿 １／１１

＊

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューバンパークロップ ＊サンデーサイレンス

��
��
�グレートハーベスト栗 2014 ＊チーター

11g
Halo M4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ハタノファベルジェ（08鹿 Lemon Drop Kid）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（６）〕
ハタノソルプレーザ（12牡鹿 ＊ブライアンズタイム）�１勝�２勝
ハタノコンフリクト（13牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝�入着�
ヴィーヴァステラ（16牝鹿 ＊ハービンジャー）���１勝
ミステール（17牝鹿 ネオユニヴァース）�１勝
ラウルス（19牡鹿 ＊アジアエクスプレス）��入着
ベルウッドタイガー（20牡黒鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 ＊クラスター（97 USA黒鹿 Danzig）USA出走
アーバンウォリアーUrbanWarrior（01 牡 Cape Town）USA６勝，Chenery

S，種牡馬
ハタノアブソルート（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，�１勝�１勝��入着，大

村湾賞，水無月賞２着，志布志湾賞３着
テイエムイナズマ（10牡 ブラックタイド）５勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，小倉日経

ＯＰ‐LR，大阪城Ｓ‐L，キャピタルＳ‐L ２着，六甲Ｓ‐LR ２着，etc.
ハタノガイスト（12	 サクラバクシンオー）１勝
ハタノインサイト（13牝 ＊フレンチデピュティ）１勝

３代母 ノット Knot（82 USA黒鹿 Majestic Light）USA２勝，Churchill Downs
Debutante S
ブレイドBraid（88 牝 Devil's Bag）不出走

ロードウェスト LordWest（96 牡 West byWest）USA３勝，Summit Silv
er Cup H‐R ３着

ヒッチ Hitch（89牝 Cox's Ridge）USA９勝，HBPA H‐L，Dogwood S‐L，
Clipsetta S‐L，etc.
スティント Stint（96 牝 Wild Again）USA３勝，Thelma S‐L ３着
＊バロンカラノテガミ（00牡 ＊コロナドズクエスト）５勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3

３着，越後Ｓ‐OP ３着，ＴＶ埼玉杯，etc.
スレッド Thread（91牝 Topsider）USA６勝，Audubon Oaks‐L，Palisade

s S‐L，Regret S‐L ２着，etc.
ウェンドWend（01牝 Pulpit）USA７勝，ジェニーワイリーＳ‐G2，ニューヨ

ークＨ‐G2，ハニーフォクスＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

636 ハタノファベルジェ２０２１ �・鹿 ４／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

レモンドロップキッド Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�Lemon Drop Kid Charming Lassieハタノファベルジェ
＊ Danzig

��
��
�クラスター鹿 2008 Knot

16g
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ピアノボレロ（07鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（５）〕
ドルフィンキック（14牡栗 ＊アイルハヴアナザー）１勝
メイショウマユズミ（15牝栗 ＊タートルボウル）�５勝
マイネルボレロ（17牡鹿 エピファネイア）��入着９回
フリッパー（20牡鹿 ＊ドレフォン）�未出走

２代母 ＊ベルピアノ（91 USA鹿 Fappiano）USA入着
ベルクラシック（96牝 A.P. Indy）１勝

ケイアイカイト（08牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，フィリピンＴ，市原特別３
着，�入着，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ３着

ベルフォルテ（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，��入着３回����，中島記念３着
ベルシンフォニー（01牝 ＊エリシオ）１勝
グロッケンライン（05牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，障害１勝
ドラゴンヴォイス（08牡 ハーツクライ）４勝，柏崎特別，松戸特別３着，��２勝

３代母 ベルシーバ Bel Sheba（70 USA鹿 Lt. Stevens）USA５勝，アディロンダッ
クＳ３着
ポートマスター Port Master（76 牡 Raise a Native）USA11 勝，Fair Play S，

Col. R. S. McLaughlin H，Swynford S，etc.，種牡馬
グラベルストGrabelst（81 牝 Graustark）ITY・USA１勝，P. Tullio Righetti‐L

エンドリ Endoli（87 牡 Assert）GB３勝，Aston Park S‐L，George Stub
bs S‐L ２着，種牡馬

アリシーバ Alysheba（84牡 Alydar）USA11 勝，ケンタッキーダービー‐G1，プリー
クネスＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，スーパーダービー‐G1，チャールズＨスト
ラブＳ‐G1，フィリップＨアイズリンＨ‐G1，ウッドワードＨ‐G1，メドーラン
ズＣ‐G1，サンタアニタＨ‐G1，サンベルナルディノＨ‐G2，etc.，種牡馬

アリーズベル Alysbelle（89 牝 Alydar）USA４勝，ラカニャーダＳ‐G2，Variet
y Queen S‐R，ハリウッドオークス‐G1 ３着，etc.

＊マチカネキンノホシ（96牡 Seattle Slew）４勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

エンジョイプラン Enjoy Plan（90牡 Alydar）FR４勝，P. Lovelace‐L，メシ
ドール賞‐G3 ３着，P. Herod‐L ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲片山牧場＝新ひだか町三石稲見 �0146-35-3333
生 産 牧 場： ㈲片山牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

637 ピアノボレロ２０２１ �・鹿 ２／２７

＊

ストリートクライ Machiavellian

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Street Cry

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

��
��
�JustwhistledixieUSA 鹿 2011 General Jeanne

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイピアノボレロ
＊ Fappiano

��
��
�ベルピアノ鹿 2007 Bel Sheba

20
Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ピエールナオチャン（09青鹿 ＊ケイムホーム）�５勝��入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（17）〕
リンノレジェンド（16牡黒鹿 ＊トビーズコーナー）��６勝��２勝�１勝�１勝，

道営記念（Ｄ2000），ダービーＧＰ（Ｄ2000），黒潮盃（Ｄ1800），瑞穂賞
（Ｄ1800），赤レンガ記念（Ｄ2000），イヌワシ賞（Ｄ2000），北海優駿
（Ｄ2000）２着，王冠賞（Ｄ1800）３着

サンディロン（17牝青鹿 ベルシャザール）���２勝�２勝�
ナックタイガー（18牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）�２勝
ミトノシャルマン（20牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）��１勝

２代母 ピアソニック（93青鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝
エニーモア（02牝 ＊スキャン）�１勝
キクノソニック（03牡 ＊ボストンハーバー）	12 勝�
ピアアゼリア（04牝 ブラックタキシード）�１勝��１勝

３代母 ＊ルウイーダ（84 USA黒鹿 In Reality）GB出走
ピアルピナス（90牝 Northern Baby）２勝，��１勝

タガノリファール（00牡 ロイヤルタッチ）３勝，城崎特別，桜島特別２着，秋
分特別３着

ジェンツブレイド（97
 ＊アジュディケーティング）３勝，尾瀬ケ原特別，渡利特別
３着，白井特別３着，etc.

４代母 ミセズウォレンMrs. Warren（74 USA黒鹿 Hail to Reason）USA７勝，
メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，フィレンツェＨ‐G2，スカイラヴィル
Ｓ‐G3，マザーグースＳ‐G1 ２着，etc.
［子］ ミセズフラグラーMrs. Flagler（81 牝 Hoist the Flag）USA３勝，Tinicu

m S，アディロンダックＳ‐G3 ３着，Fallsington H３着，etc.
［孫］ テンペランストゥー Temperence Two（89牡 Temperence Hill）USA

７勝，Burnaby H，Ascot Graduation Breeders' Cup S，St
epping Stone S，etc.，種牡馬

［曾孫］ スワッグダディ Swag Daddy（09牡 Scat Daddy）USA３勝，Damon Ru
nyon S‐R，Restrainor S‐R，Sweet Envoy S‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈲上山牧場＝浦河町野深 �0146-27-4037
生 産 牧 場： ㈲上山牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

638 ピエールナオチャン２０２１ 牡・青鹿 ３／２６

＊

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

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayピエールナオチャン ＊ブライアンズタイム

��
��
�ピアソニック青鹿 2009 ＊ルウイーダ

4r
In Reality M4×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ビオレント（11栗 ゼンノロブロイ）１勝，��２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ジュニパーダンス（18牝黒鹿 ホッコータルマエ）���１勝
ワイルドソニック（20牡栗 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 ＊スターオブジュニパー（99 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE１勝
フルヒロボーイ（09牡 ＊ファスリエフ）４勝，初霞賞，春風Ｓ２着，ブラッドストー

ンＳ２着，陽春Ｓ３着，初春賞３着
クリノサンスーシ（13牝 ＊ベーカバド）３勝，八雲特別２着，恵山特別３着，青島特

別３着，障害１勝
ペプチドオリバー（16牡 ＊ヘニーヒューズ）�２勝

３代母 グッドラックチャームGood Luck Charm（86 USA栗 Caro）不出走
ロツィムベッロ Lo Zimbello（97 牝 Polish Laughter）不出走

レアダイアモンド Rare Diamond（05牝 Redoute's Choice）AUS８勝，Ju
anmo H‐L

ダヒラーDhakhirah（00牝 Sadler's Wells）GB・IRE入着３回
ステップストゥフリーダム Steps To Freedom（06� ＊スタチューオブリバティ）

GB・IRE３勝，Alleged S‐L ３着，Challenge S‐L ３着，Vint
age Crop S‐L ３着，GB・IRE障害５勝

４代母 ズメルードZummerudd（81 IRE 鹿 Habitat）GB出走
［子］ ＊キングオブキングス（95牡 Sadler's Wells）GB・IRE５勝，英２０００ギニー

‐G1，愛ナショナルＳ‐G1，レイルウェイＳ‐G3，etc.，種牡馬
ジェネラルモナシュGeneral Monash（92牡 Thorn Dance）GB・FR・
IRE５勝，ロベールパパン賞‐G2，Haydock Spring Trophy‐L ２
着，英ノーフォークＳ‐G3 ３着，種牡馬

［孫］ シャドゥン Shadn（17牝 No Nay Never）�GB・FR・USA３勝，クリ
テリヨムドメゾンラフィット‐G2，Rose Bowl S‐L，ミルリーフ
Ｓ‐G2 ３着，etc.

チャイナヴィジット China Visit（97 牡 Red Ransom）GB・FR・USA
・UAE・HKG４勝，ロンポワン賞‐G2，Sheikh Maktoum Al Makt
oum Challenge R1‐L，UAE Derby‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱モルツ＝茨城県稲敷郡 �0297-86-2158
生 産 牧 場： 木村牧場㈲
飼 養 者： 木村牧場㈲＝日高町清畠 �01456-2-0800

639 ビオレント２０２１ 牡・鹿 ４／ ３

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルビオレント
＊ Sadler's Wells

��
��
�スターオブジュニパー栗 2011 Good Luck Charm

7
Northern Dancer M4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ピッチシフター（10鹿 スズカマンボ）�２勝�８勝�１勝�１勝�入着���，サマ
ーＣｈ‐Jpn3 ２着，エーデルワイス賞‐Jpn3 ２着，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ５
着，秋桜賞（Ｄ1400）（２回），名港盃（Ｄ1900），etc.，ＮＡＲ優３牝，ＮＡＲ優古牝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（４）〕
ミラバーグマン（18牝栗 ＊サウスヴィグラス）	��４勝�入着，若草賞（Ｄ1400）２着
アーリーレッグ（19牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）１勝，	��出走
ヨモギネス（20牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）	�出走

２代母 ＊サンディシフター（99 USA栗 Crafty Prospector）USA１勝
メイキングザヘヴン（04牝 Buddha）出走

ヘヴンズパワー（09牡 ＊サウスヴィグラス）入着，�２勝�入着��，南部駒賞２着
ルックスグー（12牝 メイショウサムソン）�１勝�２勝��５勝�，新緑賞２

着，駿蹄賞３着，スプリングＣ３着
フィールドダンス（06牡 ダンスインザダーク）入着，�８勝
ブユウデン（07
 ダンスインザダーク）�２勝�15 勝
アントウェルペン（08牡 ゼンノロブロイ）３勝，市原特別２着
エネルジコ（09牡 スズカマンボ）�３勝
サッキーシフター（11牝 ＊サウスヴィグラス）��１勝
ホープフルシフター（13牝 ＊プリサイスエンド）��２勝
メモリーダンス（14牡 カネヒキリ）�４勝，知床賞２着，南部駒賞３着
カシマジョセツ（16牝 ＊シニスターミニスター）��１勝
サンヨースマイル（19牝 ＊アジアエクスプレス）	�２勝，九州ジュニアＣｈ３着

３代母 タイド Tide（82 USA鹿 Coastal）USA８勝，Bowl of Flowers S，Bu
dweiser Breeders' Cup H，アーリントンメイトロンＨ‐G2 ３着，バドワイザー
Ｈ‐G3 ２着，Fleur de Lis H‐L ２着，etc.
テテュス Tethys（91 牝 Topsider）GB４勝，英ジョッキークラブＣ‐G3 ３着

ソイビーナー Soybeaner（97
 Devil's Bag）USA７勝，Saguaro S３着
ゴールデンティケットGolden Ticket（98
 Deposit Ticket）USA６勝，Gree

nwood Cup H‐L，ハリウッドフュチュリティ‐G1 ３着

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

640 ピッチシフター２０２１ �・鹿 ３／３１

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボピッチシフター
＊ Crafty Prospector

��
��
�サンディシフター鹿 2010 Tide

5i
Mr. Prospector S4×M4×M5

価格： 購買者：



母 ピンクベリーニ（11鹿 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（10）〕
ピンクキャンディー（16牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回，��７勝
アンストッパブル（17�鹿 ＊ノヴェリスト）入着４回，���入着４回�３勝
サンアマリリス（20牝鹿 ＊シニスターミニスター）�地方未出走

２代母 ＊フラライン（05 USA栗 Distorted Humor）入着
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，�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

［曾孫］ スペシャルリザーヴ Special Reserve（16� Midshipman）�USA８勝，
フィーニクスＳ‐G2，メリーランドスプリントＳ‐G3，Iowa Spri
nt 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： ㈲五丸農場＝新冠町大富 �0146-47-4376
生 産 牧 場： ㈲五丸農場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

641 ピンクベリーニ２０２１ �・鹿 ３／２５

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーピンクベリーニ
＊ Distorted Humor

��
��
�フラライン鹿 2011 Call Me Granny

2o
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 パワーアン（03鹿 ＊ディアブロ）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
パーシモンアロー（08牡鹿 ウイングアロー）���１勝・４勝
ダイレクトヒット（10牡鹿 スターリングローズ）�２勝
エムティシルバー（15牡芦 ＊シルバーチャーム）�２勝��入着２回��
スターオブブーケ（18牝鹿 ＊バトルプラン）���入着２回�２勝
ロバリアワールド（19牝黒鹿 ベルシャザール）��入着

２代母 パワーアンノウン（98鹿 ＊コマンダーインチーフ）不出走

３代母 ダイナシルエツト（84鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，
エリザベス女王杯‐Jpn1 ４着，石打特別
イタリアンモダン（91牝 ＊トニービン）１勝

モードマニア（99牝 フジキセキ）入着
オオタニジムチョウ（09牡 ＊スターオブコジーン）３勝，七重浜特別，潮騒
特別３着，福島中央ＴＶ杯３着

４代母 ユアースポート（72鹿 ＊バウンテイアス）出走
［子］ ダイナガリバー（83牡 ＊ノーザンテースト）５勝，日本ダービー‐Jpn1，有

馬記念‐Jpn1，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3，etc.，年代表，優３牡，種牡馬
カズシゲ（77牡 ＊ボールドアンドエイブル）３勝，高松宮杯，マイラーズ
Ｃ，函館記念，etc.，���15 勝

ショーアップ（90牝 ＊スリルシヨー）４勝，北上特別
アトミックダイナ（82牡 ＊ノーザンテースト）３勝，渥美特別，平尾台特
別２着

スポーツイベント（85牡 ＊ノーザンテースト）１勝，ガーベラ賞３着
［孫］ テレジェニック（00� サクラバクシンオー）入着３回，障害３勝，東京ハ

イジャンプ‐JG2 ２着，東京オータムジャンプ‐JG3 ２着，中山グラ
ンドジャンプ‐JG1 ３着

マルチゴールド（09牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�２勝	入
着，園田ユースＣ２着，ゴールドジュニア３着

［曾孫］ ミコシMikoshi（06� Orientate）USA・CAN５勝，Lure S‐L ２着，
Tall Ships S‐L ２着，Sussex S‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲キヨタケ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-6777
生 産 牧 場： ㈲キヨタケ牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

642 パワーアン２０２１ 牡・黒鹿 ５／１３
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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�ディアブロ Avilionパワーアン ＊コマンダーインチーフ

��
��
�パワーアンノウン鹿 2003 ダイナシルエツト

＊レデイスラー 16h
Halo S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ボンネット（15栗 ＊アポロキングダム）�８勝
初仔

２代母 イカガデスカ（04鹿 ＊デヒア）３勝
オイシイナア（16牝 サムライハート）１勝
オドルキツネ（17牡 サンライズペガサス）�３勝

３代母 マナーリー（91鹿 ラグビーボール）１勝
カゼニフカレテ（99牡 サニーブライアン）３勝，愛知杯‐Jpn3，きさらぎ賞‐Jpn3

３着，野路菊Ｓ‐OP ２着，etc.

４代母 ノスタルジア（83鹿 ＊サンプリンス）７勝，札幌日経賞‐OP ３着，梅田Ｓ，鳴
門Ｓ，原町特別３着
［子］ コーヒーブレイク（92牡 ラグビーボール）５勝，中京３歳Ｓ‐OP ３着，

フィリピンＴ，阿武隈Ｓ２着，etc.，�１勝����入着４回
オジャマシマス（99牡 ＊フォーティナイナー）３勝，瀬戸特別３着

［孫］ サウンドバスター（08牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，京都新聞杯‐G2
３着，フリージア賞

セイシュンジダイ（01牡 フジキセキ）２勝，さざんかＳ‐OP ２着，鳥取
特別２着，マカオＪＣＴ３着，etc.

テイエムレンジャー（10牡 ローエングリン）２勝，足立山特別２着，小峰
城特別２着

コスモグレースフル（09牡 ラスカルスズカ）４勝，オリエンタル賞３着，
精進湖特別３着，いわき特別３着，etc.

［曾孫］ オリオンジャック（05牡 ラスカルスズカ）�15 勝，新春ペガサスＣ２着

５代母 ＊サイドウオーク（70 IRE 鹿 ＊タカウオーク）GB１勝
［子］ キヨウエイウオーク（76牝 ＊ネヴアービート）７勝，短距離特別，白鷺特

別，短距離特別，etc.
キョウエイポート（81牡 ＊ネヴアービート）２勝，筑紫特別２着

［孫］ ニューシティボーイ（92牡 ダイナコスモス）４勝，早鞆特別，大雪Ｈ３着，
	３勝
１勝��，種牡馬

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

643 ボンネット２０２１ �・栗 ３／１４
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

＊ Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�

��
��

�アポロキングダム Bella Gattoボンネット ＊デヒア

��
��
�イカガデスカ栗 2015 マナーリー

＊サイドウオーク 13c
Kingmambo S3×M4 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 ミヤビキャッスル（14黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ブラウンザウバー（18牡栗 ＊タートルボウル）���入着３回�１勝
ネイチャーミヤビ（19牝鹿 スマートファルコン）�入着

２代母 アステオン（96鹿 ホリスキー）１勝
ミヤビランベリ（03牡 ＊オペラハウス）７勝，ＡＲ共和国杯‐G2，目黒記念‐G2，七

夕賞‐G3（２回），ＡＪＣＣ‐G2 ２着，小倉大賞典‐G3 ３着，etc.
ミヤビベガ（05牡 アドマイヤベガ）４勝，佐渡特別，松島特別２着，安房特別２着，

陣馬特別３着，山吹賞３着，etc.
ミヤビタカラオー（06牡 ゴールドアリュール）１勝
ミヤビリーティー（07牝 ＊ロージズインメイ）��５勝
ミヤビエスペランサ（09牡 ＊ロージズインメイ）２勝
ミヤビクロタカ（12牡 ハーツクライ）�２勝��入着５回
ミヤビパーフェクト（16� ルーラーシップ）３勝，両国特別，若戸大橋特別，美浦

Ｓ２着，壇之浦特別２着，逢坂山特別３着，etc.
グリーシアンギフト（17� ゼンノロブロイ）�１勝

３代母 ピアレスレデイ（79鹿 ＊テスコボーイ）４勝，ターコイズＳ‐OP，錦秋特別，
習志野特別
ニホンピロラック（88牡 ＊ラツキーソブリン）６勝，シンザン記念‐Jpn3 ３着，ク

リスマスＳ‐OP，etc.，障害３勝，東京障害特別（秋）
ノアピアレス（89牝 ＊グランデイ）２勝，八雲特別２着，尾瀬特別３着
マイネルレイザー（97牡 ＊リンドシェーバー）３勝，鷹ケ峰特別，別府特別３着，九

重特別３着，etc.
フィオリトゥーラ（98牝 ＊ウォーニング）１勝

ローザペルラ（07牝 マーベラスサンデー）１勝，小郡特別３着

４代母 イーストサイド（69鹿 ＊パーソロン）６勝，中冬Ｓ，みちのくＳ，福島民報杯，
奥多摩特別
［子］ モガミチャンピオン（85牡 トウシヨウボーイ）６勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，

札幌記念‐Jpn3 ２着，新潟大賞典‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲金石牧場＝浦河町東幌別 �0146-28-1521
生 産 牧 場： ㈲金石牧場
飼 養 者： ㈲金石牧場＝浦河町東幌別 �0146-28-1521

644 ミヤビキャッスル２０２１ 牡・青鹿 ２／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジミヤビキャッスル ホリスキー

��
��
�アステオン黒鹿 2014 ピアレスレデイ

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ブルーミングブーケ（16鹿 ＊ワークフォース）�２勝
初仔

２代母 オメガフレグランス（07鹿 ゴールドアリュール）３勝
オメガパフューム（15牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�６勝，アンタレスＳ‐G3，

平安Ｓ‐G3，シリウスＳ‐G3，etc.，��５勝�入着，東京大賞典‐G1
（４回），帝王賞‐Jpn1，etc.，ＤＧ特別

エクストラノート（17牡 ＊アイルハヴアナザー）�出走，��３勝
ホウオウルーレット（19牡 ＊ロージズインメイ）�２勝，青竜Ｓ‐OP ２着，黒竹賞

３代母 ビューティーメイク（89鹿 ＊リアルシヤダイ）７勝，新潟記念‐Jpn3 ３着，
ドンカスターＳ‐OP，桶狭間Ｓ，江坂特別，灘Ｓ２着，etc.
ビクトリーメイク（96牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，御陵特別２着，逢坂山特別３着
フェイムドグレイス（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，尖閣湾特別，初霜特別２着，

ミモザ賞２着，etc.
フェイマステイル（06牡 ＊グラスワンダー）４勝，五条坂特別２着，彦星賞２着，

ホンコンＪＣＴ３着
マルカバッケン（07牡 ＊クロフネ）７勝，栗東Ｓ‐L，千葉Ｓ‐OP，etc.，�入着

��，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ２着
モアグレイス（08牝 キングカメハメハ）２勝，紅梅Ｓ‐OP

ウルフコール（00牝 バブルガムフェロー）１勝
ファンドリカップ（06牡 ＊クロフネ）４勝，角田浜特別２着，苗場特別２着，阪

神ウェルカムプレミアム３着，�２勝�入着４回��
ビービースペース（14牝 ＊カジノドライヴ）�３勝��１勝�２勝	入着，ひま

わり賞
ギガキング（18牡 キングヘイロー）���５勝�１勝�２勝，報知ＧＰＣ，ダ

ービーＧＰ，東京湾Ｃ，etc.
ダイワジェラート（04牝 フジキセキ）１勝

エテルナミノル（13牝 ＊エンパイアメーカー）６勝，愛知杯‐G3，函館記念‐G3
３着，八坂Ｓ，etc.

カリーニョミノル（14牝 ＊クロフネ）３勝，初茜賞２着，響灘特別３着
フジヤマラムセス（05牡 ＊ファルブラヴ）３勝，奥の細道特別，横津岳特別，信夫山

特別３着

販売申込者・所有者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651
生 産 牧 場： ㈲グランデファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651

645 ブルーミングブーケ２０２１ 牡・鹿 ３／２０

＊

ガリレオ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Galileo

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

��
��
�Laurel DelightIRE 栗 2007 Foudroyer

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonブルーミングブーケ ゴールドアリュール

��
��
�オメガフレグランス鹿 2016 ビューティーメイク

＊セイリングビユーテイ 14c
Sadler's Wells S3×M4 Allegretta S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 フラワーファースト（13鹿 ネオユニヴァース）入着３回，��１勝�
〔産駒馬名登録数：１〕
トリデンテ（19牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�出走

２代母 ウィストラム（02鹿 ＊フレンチデピュティ）３勝，西湖特別，麒麟山特別２着，
鎌倉特別２着，妙高特別２着，両津湾特別３着
ロレーヌクロス（10牡 マンハッタンカフェ）２勝
マレーナ（11牝 ダイワメジャー）３勝，舞浜特別２着

レッドゲイル（19牡 ＊ヘニーヒューズ）�２勝，三浦特別２着
ハーツキー（12牝 ハーツクライ）�５勝
アウトライアーズ（14牡 ヴィクトワールピサ）４勝，スプリングＳ‐G2 ２着，小倉

記念‐G3 ３着，関門橋Ｓ，松島特別，ひいらぎ賞，etc.
ドゥリトル（15牡 トーセンホマレボシ）�２勝，浜名湖特別３着
ヴァルドワーズ（16牝 ダノンシャンティ）１勝
ララパピヨンドメル（18牝 ヴィクトワールピサ）入着４回，��１勝

３代母 ＊リュドゥパーム（87 USA黒鹿 Icecapade）USA２勝，デルマーデビュタント
Ｓ‐G2，デルマーフュチュリティ‐G1 ２着

＊パームシャドウ（94� A.P. Indy）３勝，マーガレットＳ‐OP，いちょうＳ‐OP ３
着，山藤賞，etc.

サウンドバイト（03牝 ＊ホワイトマズル）１勝
ダイワミストレス（09牝 ダイワメジャー）１勝，フェアリーＳ‐G3 ３着，黒松

賞２着
コマビショウ（15牡 ＊エンパイアメーカー）４勝，鳳雛Ｓ‐LR ３着，伏竜Ｓ

‐OP ３着，平城京Ｓ，etc.，���入着

４代母 アムリーズナブルAm Reasonable（72 USA芦 Turn to Reason）USA９勝
［子］ アムケイパブル AmCapable（80 牝 Icecapade）USA12 勝，アフェクシ

ョネトリーＨ‐G3，ディスタフＨ‐G3，Interborough H‐L，etc.
［孫］ アールトン Erlton（96牡 Buckaroo）USA８勝，Hirsch Jacobs S‐L，

Dover S‐L，Victoria S‐L，etc.，種牡馬
イロクオイパーク Iroquois Park（88 牡 Chief's Crown）USA４勝，
De Anza S‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

646 フラワーファースト２０２１ �・鹿 ３／３１

＊

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 ＊ポインテッドパスフラワーファースト ＊フレンチデピュティ

��
��
�ウィストラム鹿 2013 ＊リュドゥパーム

14f
Halo M4×S5 Boulevard S5×M5

価格： 購買者：



母 プレイフォーマザー（11鹿 ディープスカイ）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
ブルースワット（20牡鹿 ＊ケープブランコ）�未出走

２代母 ＊シンコウラブリイ（89 IRE 鹿 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワン
Ｓ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，クイーンＳ‐Jpn3，etc.，
優古牝
ロードクロノス（95牡 ＊トニービン）８勝，中京記念‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ２着，

外房Ｓ，北海道新聞杯，立冬特別２着，etc.
レディミューズ（97牝 ＊ティンバーカントリー）３勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，

オークス‐Jpn1 ４着，千葉ＴＶ杯，江の島特別２着，八ケ岳特別２着，etc.
シンメイフジ（07牝 フジキセキ）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，阪神ジュベナイルフ

ィリーズ‐Jpn1 ５着，ダリア賞‐OP ２着，��１勝，関東オークス‐Jpn2
フェリス（10牝 ジャングルポケット）出走
ロードマイウェイ（16牡 ジャスタウェイ）６勝，チャレンジＣ‐G3，ポー
トアイランドＳ‐L，キャピタルＳ‐L ２着，長岡Ｓ，八ヶ岳特別，etc.，
�地方未出走

トレジャー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，都大路Ｓ‐L，目黒記念‐Jpn2 ２着，
セントライト記念‐Jpn2 ２着，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，東風Ｓ‐L
２着（２回），etc.

ピサノグラフ（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ターコイズＳ‐L ３着，初風特別，
市川Ｓ２着，ユートピアＳ２着，八雲特別２着，etc.
ムイトオブリガード（14牡 ルーラーシップ）６勝，ＡＲ共和国杯‐G2，ＡＲ共

和国杯‐G2 ２着，六社Ｓ，町田特別，青嵐賞，etc.
ロードアルファード（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，ゴールデンブーツＴ２着，

石和特別２着，稲荷特別２着，小牧特別２着，北洋特別２着，etc.
マザーウェル（07牝 ＊シンボリクリスエス）入着８回，�１勝

タイセイトレイル（15牡 ハーツクライ）�４勝，ＡＲ共和国杯‐G2 ２着，メト
ロポリタンＳ‐L ３着，札幌日経ＯＰ‐L ３着，万葉Ｓ‐OP ３着，丹頂Ｓ
‐OP ３着（２回），etc.，障害１勝

３代母 ＊ハッピートレイルズ（84 IRE 鹿 ＊ポツセ）IRE入着

販売申込者・所有者： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
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

647 プレイフォーマザー２０２１ �・鹿 ２／２１
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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビプレイフォーマザー
＊ Caerleon

��
��
�シンコウラブリイ鹿 2011 ＊ハッピートレイルズ

4d
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 フクシア（08鹿 ゴールドアリュール）入着２回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（23）〕
ジツリキヤシャ（13牝栗 ＊プリサイスエンド）�２勝��５勝
ニューミレニアム（14牡栗 キングヘイロー）入着２回，��１勝��入着２回
ダモンデ（15牡栗 ＊プリサイスエンド）�８勝��２勝�１勝，南部駒賞（Ｄ1600），

ハヤテスプリント（Ｄ1200）２着
フクヒコ（16牡青鹿 エイシンフラッシュ）�２勝
ジンフラッシュ（17牡青鹿 エイシンフラッシュ）�１勝
フレーシア（19牝鹿 ＊クロフネ）��２勝
マーゴットミニモ（20牝鹿 サトノダイヤモンド）�未出走

２代母 カミノスルスミ（93鹿 マルゼンスキー）入着
ワンフォアオール（97牝 ＊スリルシヨー）�１勝	入着２回
ダイワカーメル（01牡 フジキセキ）２勝，いちょうＳ‐L ２着，白山特別，山中湖特

別３着
チャレンジシチー（02牡 キングヘイロー）４勝，越後Ｓ２着，七重浜特別２着，安

芸Ｓ３着
インディアインク（03
 ＊ハンセル）�１勝�７勝��

３代母 カミノポイント（78鹿 ＊ネヴアービート）不出走
クイックワーカー（90牡 ＊ラツキーソブリン）３勝，�６勝�入着４回，新春ＧＰ２

着，ダイヤモンドＣ３着
ターフオーシャン（94牝 ＊スキャン）１勝

エクセルチェイサー（07牡 キングヘイロー）��１勝�入着，北海優駿２着
リジョウクラウン（08牝 ＊チーフベアハート）�６勝１勝�入着���，若草

賞，園田プリンセスＣ，兵庫サマークイーン賞３着（２回），etc.

４代母 オカクモ（65鹿 ＊ライジングフレーム）４勝，阪神牝馬特別２着，毎日杯２着，
牝馬特別‐OP，４歳牝馬特別‐OP
［孫］ ダイアナソロン（81牝 ＊パーソロン）５勝，桜花賞‐Jpn1，サファイヤＳ

‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，etc.，優３牝
［曾孫］ デーエスソロン（89牝 ＊ノーザンテースト）３勝，赤穂特別，長篠特別，

ＨＢＣ杯２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲上山牧場＝浦河町野深 �0146-27-4037
生 産 牧 場： ㈲上山牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

648 フクシア２０２１ �・黒鹿 ４／１５

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤフクシア マルゼンスキー

��
��
�カミノスルスミ鹿 2008 カミノポイント

＊星若 3
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 フラッパーウィング（07黒鹿 スペシャルウィーク）２勝，南港特別（芝 1600），汐
留特別（芝 1600）２着，国東特別（芝 1800）２着，奥只見特別（芝 1700）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（16）〕
アルコバッサ（13牝黒鹿 ＊ファルブラヴ）�８勝�２勝
メイショウワシュウ（17牡栗 ＊アイルハヴアナザー）�３勝
トゥインクルタワー（18牡栗 モーリス）���１勝�２勝
シンゼンハット（19牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�出走

２代母 ＊ニホンピロウイング（95 IRE 鹿 In TheWings）不出走
ジャンヌバニヤン（02牝 ＊フレンチデピュティ）１勝

マインダンサー（10牡 フジキセキ）�１勝�６勝�，金の鞍賞，高知優駿２着，
土佐春花賞３着

３代母 レッドカムズアップRed Comes Up（80 USA黒鹿 Blushing Groom）FR
入着２回
カサーブ Kassab（90牡 Caerleon）GB・AUS５勝，クイーンズヴァーズ‐G3 ３着，

種牡馬
デインジャーポイントDanger Point（91� ＊デインヒル）GB・SWE１勝，Swe

dish OpenMile‐L ２着
レッドアフェア Red Affair（94 牝 ＊ジェネラス）IRE２勝，Mitsubishi Diamond

Vision S‐L
レッドリエゾン Red Liason（99牝 Selkirk）GB・GER３勝，Surrey S‐L，

ゴルデネパイチェ‐G2 ２着，ヘンケルレネン‐G2 ３着，etc.
レッドストーンダンサー Redstone Dancer（02 牝 Namid）GB・IRE６勝，ブ

ラウンズタウンＳ‐G3，ミンストレルＳ‐G3，オークトリーＳ‐G3 ３着
スカルペロッセ Scarpe Rosse（98 牝 Sadler's Wells）GB・IRE１勝

ルーラーオヴコース Ruler of Course（13� Roderic O'Connor）UAE・NO
R・SWE３勝，ストックホルムストゥーラプリス‐G3 ３着，Nickes Mi
nneslopning‐L ３着

バウチBauci（99 牝 ＊デザートキング）不出走
フェイスフィリー Faithfilly（10 牝 Red Clubs）GB・FR２勝，P. de la Valle

e d'Auge‐L，P. des Reves d'Or‐L ２着

販売申込者・所有者： 熊沢牧場＝えりも町大和 �090-2813-3885
生 産 牧 場： 熊沢牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

649 フラッパーウィング２０２１ �・黒鹿 ４／２１
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールフラッパーウィング
＊ In TheWings

��
��
�ニホンピロウイング黒鹿 2007 Red Comes Up

14f
Blushing Groom S4×M4 I Will Follow S4×M4

価格： 購買者：



母 ファゴット（15黒鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
スピーダー（20牡鹿 ストロングリターン）�地方未出走

２代母 ＊クラリネット（07 USA鹿 Giant's Causeway）USA・CAN４勝，Flamin
g Page S‐L
シャンブル（18牝 ハーツクライ）�３勝，柏崎特別
エコロデュエル（19牡 キタサンブラック）�１勝

３代母 レッグズロウラー Legs Lawlor（02 USA鹿 Unbridled）IRE１勝

４代母 イーヴィルイレイン Evil Elaine（84 USA鹿 Medieval Man）USA４勝，
Coronado S‐LR，Fleet Diver H２着，New Hope S２着，Schuylkill S
２着，ソレントＳ‐G3 ４着，etc.
［子］ フェイヴァリトトリック Favorite Trick（95 牡 Phone Trick）USA12 勝，

ＢＣジュヴェナイル‐G1，ホープフルＳ‐G1，ジムダンディＳ‐G2，etc.，
米年度代表馬，種牡馬

コールドンカルキュレイティング Cold n Calculating（92牡 It's Freezing）
USA15 勝，Bolsa Chica S‐R，Beau Brummel S‐L ２着，El
Cerrito H‐L ３着，etc.，種牡馬

［孫］ ムーンシャインメモリーズMoonshine Memories（15 牝 Malibu Moon）
USA４勝，シャンデリアＳ‐G1，デルマーデビュタントＳ‐G1，プラ
イオレスＳ‐G2 ３着，etc.

フェイヴァリットテイル Favorite Tale（11� Tale of the Cat）USA
９勝，スマイルスプリントＳ‐G2，ギャラントボブＳ‐G3，Fabul
ous Strike H‐L，etc.

インディアンイヴニング Indian Evening（09牡 Indian Charlie）USA・CA
N２勝，Swynford S‐L，サラトガスペシャルＳ‐G2 ３着，種牡馬

［曾孫］ ティズフィズ Tizfiz（04 牝 Tiznow）USA７勝，サンゴルゴニオＨ‐G2，
Edward J. Debartolo Sr. Memorial H‐L，West Virginia Senate P
resident's S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲オリエント牧場＝新冠町高江 �0146-47-2643
生 産 牧 場： ㈲オリエント牧場
飼 養 者： オリエントファーム＝新冠町高江 �090-1646-1707

650 ファゴット２０２１ �・青 ３／１７

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアファゴット
＊ Giant's Causeway

��
��
�クラリネット黒鹿 2015 Legs Lawlor

9e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ファーゴ（09栗 ハーツクライ）３勝，村上特別（芝 1600），三条特別（芝 1600）２着，
松浜特別（芝 1600）２着，寺泊特別（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５）〕
ヴァルディゼール（16牡鹿 ロードカナロア）３勝，シンザン記念‐G3，洛陽Ｓ‐L
（芝 1600）

ブレーナード（17牡鹿 ロードカナロア）２勝
ティーフォートゥー（19牝栗 ラブリーデイ）�出走

２代母 ＊マチカネササメユキ（93 USA栗 Woodman）２勝，富良野特別２着，インデ
ィアＴ３着，積丹特別３着，湯川特別３着
マチカネセンヒメ（99牝 ＊ブライアンズタイム）入着，�１勝�

ノースノース（12牡 カネヒキリ）��４勝，ニューイヤーＣ２着
マチカネホシシロキ（00牝 サツカーボーイ）�入着�

インサイドザパーク（10牡 タイムパラドックス）��５勝�，ジャパンＤダー
ビー‐Jpn1 ４着，全日本２歳優駿‐Jpn1 ５着，東京ダービー，平和賞，
鎌倉記念，etc.，ＮＡＲ優３牡

マチカネエンジイロ（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
マデイラ（09牡 ＊クロフネ）４勝，七夕賞‐G3 ３着，下鴨Ｓ，稲荷特別，北大

路特別２着，臥牛山特別２着
ゴットフリート（10牡 ローエングリン）３勝，朝日杯フューチュリティＳ‐G1

３着，共同通信杯‐G3 ２着，京成杯オータムＨ‐G3 ３着，きんもくせい
特別，立冬特別２着，etc.，�５勝

アカネイロ（11牝 ＊クロフネ）４勝，野島崎特別，遊楽部特別，日田特別，博多
Ｓ２着，かもめ島特別２着，etc.

マチカネゲンジ（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，湯川特別，五稜郭特別２着，葉
牡丹賞２着，習志野特別３着，ライラック賞３着，etc.

マチカネアマテラス（04牝 ＊グラスワンダー）２勝，カーネーションＣ
スノーストーム（10牡 リンカーン）３勝，燧ヶ岳特別，駒ケ岳特別２着，磐梯山特

別３着，駒ケ岳特別３着

３代母 ラシャンバレイRussian Ballet（88 USA栗 Nijinsky）IRE 入着
ドクタージョンソンDr Johnson（94牡 Woodman）IRE４勝，Ballycullen S

‐L，Silver S‐L，愛ダービー‐G1 ２着，種牡馬

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

651 ファーゴ２０２１ 牡・栗 ５／２３

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスファーゴ
＊ Woodman

��
��
�マチカネササメユキ栗 2009 Russian Ballet

8f
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector M4×S5 Hail to Reason S5×M5
Buckpasser M5×M5
価格： 購買者：



母 ヨウヨウ（02栗 マヤノトップガン）�２勝��１勝，エーデルワイス賞‐Jpn3 ３
着，桜花賞（Ｄ1600）２着，フローラルＣ（Ｄ1500）
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－６（28）〕
オープンザウェイ（12�栗 ＊ヨハネスブルグ）１勝，�１勝
ゴールデンアイ（13牝栗 ゴールドアリュール）��１勝�入着３回
バトルオサンナ（14牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）���８勝�４勝	
ダイシンカローリ（15牡栗 ゴールドアリュール）�２勝
イスモイルテソーロ（16牡栗 ＊ヨハネスブルグ）�
未出走�６勝��６勝
ユメノタスキ（18牝栗 ディープブリランテ）��１勝�入着５回
ベストリオン（19牡黒鹿 リオンディーズ）���１勝�入着３回
コスモアバンサ（20牡鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 フィジーガール（96鹿 ＊カコイーシーズ）�３勝
ベストオーカン（05� マヤノトップガン）２勝，霊山特別（２回），潮来特別３着，

�１勝
ナカヤマナイト（08牡 ステイゴールド）６勝，中山記念‐G2，オールカマー‐G2，

共同通信杯‐G3，ディセンバーＳ‐L，ＡＪＣＣ‐G2 ２着，etc.
サウスパシフィック（09牡 ステイゴールド）２勝，�８勝��
�，中島記念，雷

山賞，阿蘇山賞，高千穂峰賞，六角川賞，etc.
ラヴィアンフルール（10牝 ステイゴールド）出走

ネガイ（16牝 ルーラーシップ）２勝，潮来特別３着
リスペクト（17牡 エピファネイア）２勝，開成山特別，新緑賞２着，山吹賞２着
アップデート（19牡 エピファネイア）�１勝，アザレア賞３着

３代母 ツバキヒメ（84鹿 マルゼンスキー）１勝
スマイルフォーミー（90牝 ＊ベリフア）�入着

カオリスマイル（96牝 ＊シャンハイ）入着２回，�７勝���
アグリフェスタ（04牝 ウイングアロー）�２勝��４勝，エーデルワイス
賞‐Jpn3 ２着，リリーＣ２着

スピニングアロー（98牡 ＊アフリート）６勝，栗東Ｓ‐L ３着，etc.，��３勝	，
サンタアニタＴ，アフター５スター賞２着

販売申込者・所有者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453
生 産 牧 場： ㈲沖田牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

652 ヨウヨウ２０２１ 牡・栗 ３／１３

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊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ヨウヨウ ＊カコイーシーズ

��
��
�フィジーガール栗 2002 ツバキヒメ

＊ロージズデー 6a
Mr. Prospector S4×S5 Raise a Native S5×M5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 レッドテオドーラ（15鹿 ディープインパクト）�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
リネンプラン（20牝鹿 ＊バトルプラン）�未出走

２代母 ＊レッドガナドーラ（09 USA黒鹿 Bernardini）入着，��２勝

３代母 ゾフィーZophie（95 USA黒鹿 ＊ホークスター）USA５勝
アピーリングゾフィー Appealing Zophie（04 牝 Successful Appeal）USA３勝，

スピナウェイＳ‐G1，シルヴァーブレットデイＳ‐G3，Delta Princess S‐L
２着，etc.
ブルーアイヴィーBlue Ivy（09牝 Distorted Humor）不出走
ケナイボブ Kenai Bob（16� Shackleford）�USA７勝，Star of Texas
S‐R，Texas Horse Racing Hall of Fame S‐R ２着，Wayne Han
ks Memorial S‐R ３着，etc.

トーストオヴメイフェアToast of Mayfair（12 牝 Speightstown）USA１勝
ボヘミアンフロスト Bohemian Frost（19 牝 Frosted）�USA１勝，Ke
ntucky Juvenile S３着

タップリット Tapwrit（14 牡 Tapit）USA４勝，ベルモントＳ‐G1，タンパベ
イダービー‐G2，Pulpit S，etc.，種牡馬

ライドアコメット Ride a Comet（15 牡 Candy Ride）�USA・CAN８勝，ケネ
ディロードＳ‐G2，デルマーダービー‐G2，トロピカルターフＳ‐G3，etc.

インジェクト Inject（18 牝 Frosted）�USA３勝，Goldfinch S，ヴィクト
リーライドＳ‐G3 ３着

４代母 ソデオソデオ Sodeo Sodeo（89 USA黒鹿 Seattle Slew）不出走
［子］ ヤンキーモン Yankee Mon（01牡 Maria's Mon）USA５勝，Evan Shi

pman H‐R，Belmont Park Say Florida Sandy S‐R ３着，Gen
eral Douglas MacArthur H‐R ３着

５代母 メロディトリーMelody Tree（72 USA黒鹿 High Tribute）USA入着
［子］ クロエソ Croeso（80牡 Super Concorde）USA９勝，フロリダダービー

‐G1，Triple Bend H‐L ２着，El Camino Real Derby‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱グローリーファーム＝新ひだか町三石美野和 �090-7518-2957
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

653 レッドテオドーラ２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ８

＊

＊ 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レッドテオドーラ
＊ Bernardini

��
��
�レッドガナドーラ鹿 2015 Zophie

19
A.P. Indy S3×M4 Seattle Slew S4×M5×M5 Silver Hawk S4×M5
Mr. Prospector S5×S5
価格： 購買者：



母 プリンセスドルチェ（03鹿 アドマイヤベガ）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（１）〕
シャインティアラ（13牝鹿 ＊カジノドライヴ）��１勝�入着
アドマイヤシナイ（14牡鹿 ローエングリン）３勝，クロッカスＳ‐OP（芝 1400）２

着，村上特別（芝 1600），八ヶ岳特別（芝 1800）２着，古作特別（芝 1600）２着，
葉山特別（芝 1600）３着，国分寺特別（芝 1400）３着，��未出走��出走

ケイティーズジョウ（19牝黒鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�出走

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

日本海Ｓ，加治川特別，魚野川特別，etc.
マイケイティーズ（98牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

アドマイヤムーン（03牡 ＊エンドスウィープ）９勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，京都記念‐G2，札幌記念‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，UAE・HK
G１勝，ドバイデューティフリー‐G1，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

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

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

離Ｓ‐L ２着，信越Ｓ‐L ３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，etc.
ケイアース（04牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，牡丹賞，八重桜賞２着，初霜特別３

着，神奈川新聞杯３着
ケイティーズジェム（08牝 ディープインパクト）２勝，白菊賞２着
ケイティーズハート（09牝 ハーツクライ）３勝，羊蹄山特別２着，エリモハリアー

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

賞（秋）‐G1，共同通信杯‐G3，日本ダービー‐G1 ２着，etc.，年代表，優３牡

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

販売申込者・所有者： 今牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-7053-0268
生 産 牧 場： 今牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

654 プリンセスドルチェ２０２１ �・黒鹿 ４／３０

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

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

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤベガ ベガプリンセスドルチェ
＊ Kris

��
��
�ケイティーズファースト鹿 2003 Katies

7f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 フェアリーロンド（09鹿 ゴールドアリュール）入着２回，�１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
トミケンアラバール（17牡鹿 ＊シンボリクリスエス）��７勝
ナヴィゲイター（19牡栗 ドリームジャーニー）出走，�地方未出走

２代母 ＊フェアリーワルツ（99 USA鹿 Lear Fan）出走
フェアリーノート（04牡 アドマイヤコジーン）��７勝
オーロマイスター（05牡 ゴールドアリュール）６勝，エルムＳ‐G3 ２着（２回），根

岸Ｓ‐G3 ３着，欅Ｓ‐L ３着，etc.，�１勝���，マイルＣｈＳ南部杯
‐Jpn1，かしわ記念‐Jpn1 ５着

テーオーストーム（06牡 マンハッタンカフェ）３勝，富良野特別，アカシヤ特別２
着，許波多特別２着，羊蹄山特別３着

サイモンドルチェ（07牝 ジャングルポケット）入着
サイモンサーマル（15� エイシンフラッシュ）�１勝，�１勝��
サンライズオネスト（17牡 ダイワメジャー）�５勝，阪急杯‐G3 ３着，カーバ

ンクルＳ‐OP，水無月Ｓ，志摩Ｓ３着
テーオーアポロン（08牡 ハーツクライ）	２勝
サイモンジャスミン（11牝 ネオユニヴァース）入着，�１勝
ケワロス（15牝 ダイワメジャー）２勝，紫川特別２着，中京スポーツ杯３着
シゲルグリンダイヤ（16牡 ジャスタウェイ）入着６回，�
出走	６勝��，オー

タムＣ２着

３代母 クイックアンドスムーズQuick and Smooth（92 USA鹿 Crafty Prospector）
USA入着２回

４代母 ミズボールディングMs. Balding（76 USA鹿 Sir Ivor）USA７勝，Tusca
rora H，ネクストムーヴＨ‐G3 ３着
［子］ ダンスウィズフランセスDanceWith Frances（90 牝 Green Dancer）

USA６勝，Misty Isle S‐L，Furl Sail H，Indian Maid H，etc.
シチズンズアレスト Citizen's Arrest（95� Silver Deputy）USA７勝，
Claiming Crown Express S‐R ３着

＊ウインテイクハート（96牡 ＊オジジアン）３勝，八坂特別２着，多治見特
別２着，利根川特別３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲木下牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9087-6596
生 産 牧 場： ㈲木下牧場
飼 養 者： ㈲木下牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9087-6596

655 フェアリーロンド２０２１ 牡・鹿 ４／１８
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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤフェアリーロンド
＊ Lear Fan

��
��
�フェアリーワルツ鹿 2009 Quick and Smooth

A1
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 フジノトップガン（06鹿 ネオユニヴァース）�８勝���入着６回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
ビシュラ（16牝鹿 ストロングリターン）�７勝，金沢プリンセスＣ（Ｄ1400）２着
コスモトップガン（17牡黒鹿 ストロングリターン）��入着２回�２勝
マッドヴィーナス（19牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）���１勝

２代母 スギヤマワッスル（93鹿 ＊ワツスルタツチ）��６勝�入着４回，ロジ－タ記
念，東京プリンセス賞，トゥインクルレディ賞３着
テイエスハツヒメ（99牝 ＊アフリート）��４勝
テイエスジョオー（01牝 ＊ティンバーカントリー）��４勝
テイエスサクランボ（03牝 ＊アフリート）��５勝

３代母 ハヤブサアラナス（74黒鹿 ＊アラナス）出走
ダイワハヤブサ（79牡 ＊ダストコマンダー）２勝，朝日杯３歳Ｓ５着，白菊賞
ダイワウインザー（83牡 ＊ナイスダンサー）５勝，猪苗代特別，江戸川特別，八海山

特別，etc.，	
７勝

４代母 ＊ミスハワイ（52 USA黒鹿 Bel Canto）２勝
［子］ キンテキ（58牡 ＊タークスリライアンス）３勝，京成杯２着，セントライ

ト記念３着，朝日杯３歳Ｓ５着，etc.，�
ヒシチヨダ（60牝 ＊マイナーズランプ）２勝，四歳特別
ウメノオー（61牡 ＊タークスリライアンス）３勝，四歳中距離特別
セブンハワイ（65牝 ＊パーソロン）２勝，短距離特別

［孫］ ミスジュニヤス（86牝 ＊ジユニアス）２勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３
着，３歳抽せん馬特別，りんどう賞２着，�１勝�入着

［曾孫］ キョウエイタップ（87牝 ＊タツプオンウツド）５勝，エリザベス女王杯
‐Jpn1，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2，ターコイズＳ‐OP，etc.

ゴールデンアワー（87牡 アンバーシヤダイ）７勝，新潟大賞典‐Jpn3，産
經大阪杯‐Jpn2 ２着，中京記念‐Jpn3 ２着，etc.

インターシオカゼ（84牡 ＊ラツキーソブリン）６勝，フェブラリーＨ‐Jpn3
２着，根岸Ｓ‐Jpn3 ２着，新潟大賞典‐Jpn3 ３着，etc.，�３勝��

ダンディロイヤル（91牡 ＊ロイヤルスキー）２勝，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ
‐Jpn3 ３着，フェニックス賞‐OP ２着，樅の木賞

販売申込者・所有者： 川島 正広＝日高町豊田 �090-2695-4979
生 産 牧 場： 川島 正広
飼 養 者： 川島 正広＝日高町豊田 �090-2695-4979

656 フジノトップガン２０２１ 牡・鹿 ３／１２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスフジノトップガン ＊ワツスルタツチ

��
��
�スギヤマワッスル鹿 2006 ハヤブサアラナス

＊ミスハワイ 11c
サンデーサイレンスM3×S4 CosmahM5×M5

価格： 購買者：



母 プシュケ（16青鹿 ＊ノヴェリスト）不出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ステラリード（07栗 スペシャルウィーク）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3
ステラバレット（14牝 ＊シンボリクリスエス）�６勝��
パラスアテナ（17牝 ルーラーシップ）�２勝，紫苑Ｓ‐G3 ２着，秋華賞‐G1 ４着，

カーネーションＣ，アメジストＳ３着
カイザーノヴァ（18牡 モーリス）�２勝，クローバー賞‐OP
キングエルメス（19牡 ロードカナロア）�２勝，京王杯２歳Ｓ‐G2，アーリントン

Ｃ‐G3 ３着

３代母 ＊ウェルシュステラ（99 IRE 栗 Zafonic）３勝，大森浜特別，昇仙峡特別２着，
トウカイテイオーメモリアル２着，東雲賞２着，臥牛山特別２着，etc.
ゴッドフロアー（10牝 ハーツクライ）３勝，阿寒湖特別，富良野特別
レトロクラシック（12牝 ディープインパクト）３勝，カーネーションＣ

４代母 ＊カタリスト（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE１勝
［子］ ヒカルドウキセイ（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，トウカイテイオー

メモリアル，江の島特別３着，早春賞３着，etc.
アドマイヤコング（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，エリカ賞２着
リアクションレート（07牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�入着，
フローラルＣ２着

［孫］ ニコルハイウェイ（15牡 ブラックタイド）１勝，ひまわり賞‐OP ３着
ハイテルカイト（14牡 カネヒキリ）���６勝，勝島王冠３着
ショウナンラーゼン（15牡 キングカメハメハ）１勝，出雲崎特別，栗子特
別２着，�１勝

ボルドープリュネ（17牝 ワールドエース）��１勝�６勝�，クイーンＣ，
ライデンリーダー記念３着

モリノカンナチャン（18牝 ＊ハービンジャー）�３勝，山中湖特別２着，
北海Ｈ２着，釧路湿原特別３着

ササキンローズ（19牝 ＊ディスクリートキャット）���１勝�入着，プ
リンセスＣ２着

販売申込者・所有者： 木村 秀則＝新ひだか町静内駒場 �090-6263-5286
生 産 牧 場： 木村 秀則
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

657 プシュケ２０２１ 牡・鹿 １／１９
＊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ルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonプシュケ スペシャルウィーク

��
��
�ステラリード青鹿 2016 ＊ウェルシュステラ

2f
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 フィーリンググー（12鹿 ＊セイントアレックス）�１勝��４勝，栄冠賞
（Ｄ1200）２着，フローラルＣ（Ｄ1700）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ミスズフィーリング（18牝栗 ＊サウスヴィグラス）入着２回，��１勝
ハルノスター（19牝栗 ＊シニスターミニスター）��入着３回
インプローヴィング（20牝鹿 コパノリッキー）��入着２回

２代母 スマートダズル（06鹿 スマートボーイ）２勝
モダンウーマン（13牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��５勝，エーデルワイス賞

‐Jpn3 ２着，桜花賞，ユングフラウ賞，東京２歳優駿牝馬，ローレル賞，etc.
エグジビッツ（15牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝�２勝�２勝	�入着３回��，留守杯

日高賞，プリンセスＣ，若草賞２着，徽軫賞３着，ラブミーチャン記念３着，etc.
マイネルバトゥータ（16牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，���入着�
マルベルタ（17牝 ＊サウスヴィグラス）�２勝��４勝�

３代母 ヨシファンタジア（97鹿 ＊アフリート）３勝
メタギャラクシー（07牡 ネオユニヴァース）３勝，八女特別，晩秋Ｓ３着，オーク

ランドＲＣＴ３着，etc.

４代母 ＊シアトルシンフォニー（88 USA鹿 Seattle Slew）USA３勝，デルマーオーク
ス‐G3 ２着，Debartolo Memorial Oaks‐L ２着
［子］ ミレニアムスズカ（98牡 ＊ラムタラ）障害４勝，阪神ジャンプＳ‐JG3，東

京ハイジャンプ‐JG2 ２着
ビッグマキバオー（95牡 Deputy Minister）４勝，吹田特別，ＴＶＫ賞，
障害４勝

［孫］ ロマ（06牝 ＊スキャターザゴールド）�１勝��１勝
入着２回，鎌倉記
念２着

５代母 コルサージュCorsage（75 USA鹿 Native Royalty）USA２勝
［子］ トップコルサージュ Top Corsage（83牝 Topsider）USA15 勝，スピンスタ

ーＳ‐G1，フォールズシティＨ‐G3，シクスティセイルズＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

658 フィーリンググー２０２１ �・栗 ４／ ３
ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormスズカコーズウェイ

＊
＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチリヴィエラ栗 2004 Actinella

＊ Afleet Alex

�
�
�
�
�

��
��

�セイントアレックス フェスティバルフィーリンググー スマートボーイ

��
��
�スマートダズル鹿 2012 ヨシファンタジア

＊シアトルシンフォニー 19
Seattle Slew S4×M5 アサティスM4×M4 アフリートM4×M5

価格： 購買者：



母 ブリッジポート（07鹿 ＊ロージズインメイ）�12 勝���入着５回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
エリーグランプリ（17牝鹿 グランプリボス）１勝，��出走��出走
サンエイウルフ（18牡黒鹿 ホッコータルマエ）���１勝�
アセラ（19牝鹿 ＊アジアエクスプレス）���入着

２代母 カプティヴァン（99鹿 ダンスインザダーク）出走
マイネルサニベル（04牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，ききょうＳ‐OP，カ

ンナＳ‐OP ３着
ボニンブルー（05牝 ＊ボストンハーバー）��１勝
クレタ（08牝 ＊ファンタスティックライト）�２勝��

３代母 ＊カパルア（92 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
カパルアベイ（98牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

メイショウツチヤマ（07牡 ＊フレンチデピュティ）５勝，神無月Ｓ，両国特別，etc.，
�13 勝，トレノ賞，etc.

４代母 プラウドパティProud Pattie（72 USA栗 Noble Commander）USA６勝
［子］ フィエスタギャル Fiesta Gal（84 牝 Alleged）USA４勝，マザーグース

Ｓ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，エイコーンＳ‐G1 ２着，etc.
オステンシブルOstensible（83 牡 Alleged）GB・FR・IRE・AUS８勝，
ATC Craven Plate‐L，NSW Tattersalls Plate‐L，ＡＴＣク
イーンエリザベスＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ＊チャンジイ（90牝 El Gran Senor）IRE３勝，愛メイトロンＳ‐G3，Ro
chestown S‐L

シャルカ Sharka（86牝 Shareef Dancer）GB３勝，Princess Elizabeth S
‐L，Cheshire Oaks‐L ３着，Saxone Fillies S‐L ３着

［曾孫］ インサメイション In Summation（03牡 Put It Back）USA・CAN12勝，
ビングクロズビーＨ‐G1，パロスヴェルデスＨ‐G2，エルコネホＨ
‐G3（２回），etc.，種牡馬

ステイトブルー State Blue（06牝 National Assembly）SAF７勝，シャ
ンペインＳ‐G3，Lady's Pendant S‐L，East Cape Breeders S
‐L，etc.

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

659 ブリッジポート２０２１ 牡・栗 ５／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Devil His Due

�
�
�
�
�

��
��

�ロージズインメイ Tell a Secretブリッジポート ダンスインザダーク

��
��
�カプティヴァン鹿 2007 ＊カパルア

2s
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M5×M5 Hail to Reason S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ファーマシスト（14栗 Shamardal）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
メンコイクイン（19牝鹿 アドマイヤムーン）�１勝
スティールグレイス（20牝栗 ハタノヴァンクール）��２勝

２代母 ＊アポセカリー（09 GB青 Manduro）GB２勝
コンパウンダー（15牡 アドマイヤムーン）４勝，桂川Ｓ，帆柱山特別，巌流島特別，

皆生特別２着，周防灘特別３着，��入着
タガノルーキー（17� ＊キンシャサノキセキ）��11 勝
タガノポルトロン（18牡 ブラックタイド）��２勝

３代母 シスターマリア Sister Maria（04 USA黒鹿 Kingmambo）GB１勝

４代母 フロイライン Fraulein（99 GB黒鹿 Acatenango）GB・IRE・USA４勝，Ｅ
ＰテイラーＳ‐G1，Valiant S‐L，愛プリティポリーＳ‐G2 ３着，Upavon
Fillies S‐L ２着，Fairway S‐L ３着
［子］ ザットイズザスピリット That Is The Spirit（11� Invincible Spirit）�GB

・FR・IRE８勝，Haydock Spring Trophy‐L，Surrey S‐L
ククリ Khukri（14� Sepoy）IRE・MAC４勝，Committed S‐L，
Macau Sprint Trophy‐L

ミスチフメイキングMischief Making（05牝 Lemon Drop Kid）GB・F
R・GER４勝，River Eden Fillies' S‐L，サガロＳ‐G3 ２着，Pri
ncess Royal S‐L ３着

［孫］ ホースプレイ Horseplay（14牝 Cape Cross）GB・FR３勝，ランカシャー
オークス‐G2，Pretty Polly S‐L，ミドルトンＳ‐G2 ２着，etc.

モアミスチフMore Mischief（12 牝 Azamour）GB・IRE５勝，Hoppin
gs S‐L，Galtres S‐L ２着，Hoppings S‐L ２着，etc.

５代母 フランクフルター Francfurter（92 GB鹿 Legend of France）GB２勝
［孫］ フラッシュマンズペイパーズ Flashmans Papers（06牡 Exceed And Excel）

GB・USA・CAN16勝，Windsor Castle S‐L，Eddie Logan S，
ボールドウィンＳ‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

660 ファーマシスト２０２１ 牡・黒鹿 ２／１９
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

シャマルダル Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Shamardal Helsinkiファーマシスト
＊ Manduro

��
��
�アポセカリー栗 2014 Sister Maria

7f
Kingmambo S3×M4 Mr. Prospector S4×M5×M5 Konigsstuhl S5×M5

価格： 購買者：



母 ブルーバレット（10黒鹿 First Defence）２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
アイウォール（19牡黒鹿 エスポワールシチー）����１勝・２勝�２勝�
ブルーミングヒル（20牝黒鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 ＊エンゼルアーチ（04 USA鹿 Smart Strike）USA入着２回
サンズアウトガンズアウト Suns Out Guns Out（09 牡 ＊エンパイアメーカー）US

A４勝，種牡馬
エンゼルトリック（13牝 ＊サウスヴィグラス）�２勝�２勝
サンピラー（14牝 ＊フィガロ）�１勝��１勝
サドンゲイル（17牡 ＊シンボリクリスエス）��１勝�１勝�入着５回

３代母 メイズブルームMaid's Broom（88 USA黒鹿 Deputy Minister）USA１勝
ダストアラウンドDust Around（94牝 Geiger Counter）USA６勝，Ann Arbor

S‐R，Michigan Oaks‐R ２着，Plymouth S‐R ２着，etc.
オーヴァーライドバトルOverride Battle（95 牡 Conquistador Cielo）USA12 勝，

Dowling S‐R，Mackinac H‐R，Spartan H‐R，etc.，種牡馬
イッツアスイープ It's a Sweep（96� ＊ジェイドハンター）USA13 勝，Frontier H

‐R，Grand Haven H，Michigan Breeders' Governor's Cup H‐R
テンピンズ Tenpins（98 牡 Smart Strike）USA９勝，ワシントンパークＨ‐G2，フ

ィリップＨアイズリンＢＣＨ‐G3，プレーリーメドーズコーンハスカーＨ‐G3，etc.，
種牡馬

４代母 オーヴァリアクションOverreaction（80 CAN栗 Nodouble）USA４勝，
Elmwood Park S，ポインセティアＳ‐G3 ２着，Levee S２着

５代母 バンビーティーティーBambee T.T.（73 USA栗 Better Bee）USA２勝
［子］ プティルー Petit Loup（89牡 Danzig）GB・FR・GER・ITY・USA・S

PA14 勝，ミラノ大賞‐G1，ジャンドショードネイ賞‐G2，エドゥヴ
ィル賞‐G3，etc.，種牡馬

バウンディングアウェイ Bounding Away（81牝 Vice Regent）USA６
勝，Breeders' S‐LR，La Prevoyante S‐LR，Wonder Whe
re S‐LR，etc.

販売申込者・所有者： 木村牧場㈲＝日高町清畠 �01456-2-0800
生 産 牧 場： 木村牧場㈲
飼 養 者： 木村牧場㈲＝日高町清畠 �01456-2-0800

661 ブルーマウンテン �・黒鹿 ４／ ３

＊

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

ファーストディフェンス Unbridled's Song

�
�
�
�
�

��
��

�First Defence Honest Ladyブルーバレット
＊ Smart Strike

��
��
�エンゼルアーチ黒鹿 2010 Maid's Broom

9
Seattle Slew S4×M4 Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ブルーベルベット（03栗 ＊フォーティナイナー）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（６）〕
ブルーハーツクライ（09牡栗 ハーツクライ）３勝，六波羅特別（芝 1600）３着
ブルーグランツ（10牡鹿 ダンスインザダーク）�３勝
ゲンパチケンザン（11牡栗 ゴールドアリュール）１勝
ボニートラボ（14牡芦 ＊クロフネ）�２勝
プラチナヴルール（17�芦 ゴールドシップ）�１勝
ベストフェローズ（20牡栗 エスポワールシチー）��入着

２代母 ウメノアスコット（89鹿 ＊ラツキーソブリン）１勝
ウメノダンサー（94牝 サクラユタカオー）４勝，三面川特別，晩秋特別，天の川Ｓ

２着，日本海Ｓ２着，フリーウェイＳ２着，etc.
マイネルキーロフ（04牡 マンハッタンカフェ）５勝，五稜郭Ｓ，秋嶺Ｓ，白井

特別，アザレア賞２着，むらさき賞３着
サダムイダテン（05牡 ＊フォーティナイナー）１勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ

‐Jpn3 ２着
レーヴムーン（13牡 アドマイヤムーン）４勝，福島中央ＴＶ杯，西部日刊スポ

ーツ杯，船橋市市制施行８０周年記念２着，アクアマリンＳ２着，道新スポ
ーツ杯２着，etc.

マルタカブライアン（96牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
マイネルセレクト（99牡 ＊フォーティナイナー）７勝，ガーネットＳ‐Jpn3，シリウ

スＳ‐Jpn3，etc.，��２勝�１勝，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，
黒船賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

３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
ダイイチルビー（87牝 トウシヨウボーイ）６勝，安田記念‐Jpn1，スプリンターズ

Ｓ‐Jpn1，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，etc.，優古牝，優短距
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.

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

662 ブルーベルベット２０２１ �・鹿 ４／１５

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileブルーベルベット ＊ラツキーソブリン

��
��
�ウメノアスコット栗 2003 ハギノトツプレデイ

＊マイリー 7e
Mr. Prospector M3×S4×S5

価格： 購買者：



母 ブルーボンボヤージ（10鹿 Medaglia d'Oro）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４）〕
ワンダーコノシュア（16牡黒鹿 ブラックタイド）３勝，奥の細道特別（芝 2400），

安房特別（芝 2500）２着
ワンダーキサラ（19牝鹿 ＊ザファクター）�１勝
コウエイダイヤ（20牝鹿 サトノダイヤモンド）�未出走

２代母 ＊ステディプロスペクト（05 USA栗 A.P. Indy）USA１勝
ビッザーロ（14牝 ＊クロフネ）２勝

３代母 ステディキャット Steady Cat（93 USA鹿 Storm Cat）USA５勝，アディロ
ンダックＳ‐G2 ２着，シャーリージョーンズＨ‐G3 ２着，West Long Branch
S２着，Dahlia S３着，Spring Fever S３着
ジャンプスタート Jump Start（99 牡 A.P. Indy）USA２勝，サラトガスペシャルＳ

‐G2，米シャンペインＳ‐G1 ２着，種牡馬
ステディコース Steady Course（01 牝 Old Trieste）USA２勝

クリアセイリング Clear Sailing（06 牝 ＊エンパイアメーカー）USA４勝，P
elleteri S

マスタリーMastery（14 牡 Candy Ride）USA４勝，キャッシュコールフュチ
ュリティ‐G1，サンフェリペＳ‐G2，ボブホープＳ‐G3，種牡馬

ラスティングアピール Lasting Appeal（03 牝 A.P. Indy）USA１勝
エンドレスファンシーEndless Fancy（08牝 Ghostzapper）USA１勝
ファンシーキテン Fancy Kitten（14牝 Kitten's Joy）USA１勝，Marth
a Washington S３着

マニーグラバーMoneygrabber（10 牝 Awesome Again）USA３勝
マダーナスMadarnas（15� Midnight Lute）USA２勝，Buffalo Man S
２着

コンクエストウィンディシティ ConquestWindycity（13� Tiznow）USA・
CAN７勝，ピムリコスペシャルＨ‐G3 ３着，James W. Murphy S‐L
３着，Alydar S‐R ３着

デアリングデヴィルDaring Devil（17 牡 Daredevil）�PAN３勝，P. Bartol
omeMafla Herrera‐L

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

663 ブルーボンボヤージ２０２１ �・鹿 ２／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

メダーリアドーロ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Medaglia d'Oro Cappucino Bayブルーボンボヤージ
＊ A.P. Indy

��
��
�ステディプロスペクト鹿 2010 Steady Cat

16g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ブラックピクシー（15黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝
初仔

２代母 ストームクオリティ（05黒鹿 Elusive Quality）出走
ノースゴールド（10牡 スズカマンボ）�２勝
サンレイデジタル（11牡 ＊アグネスデジタル）１勝
アルメニアンダンス（12牝 キングヘイロー）�１勝
ハロークオリティ（14牝 ＊タイキシャトル）�１勝
ルンルンクオリティ（16牝 ヴィクトワールピサ）１勝
ルナレインボー（18牝 ＊トビーズコーナー）�２勝�１勝�入着
メイショウクモジ（19牡 メイショウサムソン）��１勝

３代母 ＊ウイングドキャット（00 USA黒鹿 Storm Cat）不出走
ウイングザムーン（09牝 アドマイヤムーン）６勝，オパールＳ‐LR ３着，安土城Ｓ

‐OP，鞍馬Ｓ‐OP ２着，etc.
ワンダープチュック（14牡 ハーツクライ）�５勝，福島ＴＶＯＰ‐OP ２着，長岡Ｓ，

錦Ｓ，etc.

４代母 ウィングレットWinglet（88 USA鹿 Alydar）USA２勝，プリンセスＳ‐G2，
ラカニャーダＳ‐G2 ２着，リンダヴィスタＨ‐G3 ３着
［子］ アジーナ Ajina（94牝 Strawberry Road）USA７勝，ＢＣディスタフ

‐G1，マザーグースＳ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，etc.
ロブズスピリット Rob's Spirit（97 牡 Theatrical）USA４勝，ベルモントレ
キシントンＳ‐G3，サラナクＨ‐G3，ヒルプリンスＳ‐G3 ２着，種牡馬

［孫］ クオリティロードQuality Road（06牡 Elusive Quality）USA８勝，ドン
Ｈ‐G1，フロリダダービー‐G1，メトロポリタンＨ‐G1，etc.，種牡馬

ズールーアルファ Zulu Alpha（13� Street Cry）IRE・USA12 勝，ペガ
サスワールドＣターフ招待Ｓ‐G1，エルクホーンＳ‐G2，マックディ
アミダＳ‐G2（２回），etc.

マンチュリアンManchurian（00牡 Deputy Minister）USA３勝，Sty
mie H

バンクジエイト Bank the Eight（07� Distorted Humor）USA８勝，
Federico Tesio S

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

664 ブラックピクシー２０２１ 牡・黒鹿 ４／２１

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジブラックピクシー Elusive Quality

��
��
�ストームクオリティ黒鹿 2015 ＊ウイングドキャット

13c
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 ファイトユアソング（11鹿 スズカマンボ）３勝，��４勝，しらさぎ賞（Ｄ1400）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
トルズイーガー（20牡鹿 ＊マインドユアビスケッツ）�未出走

２代母 ファイトソング（04鹿 ＊アサティス）１勝，��２勝
トゥータフ（12牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝�入着９回，大観峰賞，筑紫野賞２着
グッドフォーユー（13牝 ディープスカイ）�１勝�３勝
エスケークラウン（14牡 リーチザクラウン）１勝，黄菊賞３着
ディーズフェイク（15牝 マンハッタンカフェ）２勝，ポプラ特別３着
スズカサウスソング（17牡 ＊サウスヴィグラス）�入着２回，�４勝
ビリーヴインミー（18牝 ＊サウスヴィグラス）入着５回，���２勝
ララランド（19牝 ＊シニスターミニスター）�１勝

３代母 ＊ジグズアンドリールズ（86 GB青鹿 Comedy Star）GB２勝
アイアイサー（91牝 Fairy King）１勝

モンキーフリップ（00牝 ＊アサティス）��９勝�入着，白百合特別２着
スナークレイアース（95牡 ＊アサティス）10勝，関越Ｓ‐L，etc.，	１勝
１勝�

����入着６回，マーキュリーＣ‐Jpn3，白山大賞典‐Jpn3，etc.
タマモビクトリー（99 ＊ミシル）３勝，三条特別２着，�５勝��，園田金盃３着，

六甲盃３着

４代母 シルネルタ Sirnelta（71 FR黒鹿 Sir Tor）FR３勝
［子］ デッドサーテンDead Certain（87 牝 Absalom）GB・FR５勝，チヴァリ

ーパークＳ‐G1，モーリスドゲースト賞‐G2，ローザーＳ‐G2，etc.
［孫］ バニスター Bannister（98 Inchinor）GB２勝，ジムクラックＳ‐G2

ロッツオヴマジック Lots of Magic（96 Magic Ring）GB３勝，ジャ
ージーＳ‐G3

プリメルアモル Primer Amor（87 牡 Persian Bold）FR・SPA８勝，P
. Gobierno Vasco‐L（２回），P. Banco de Credito Agricola‐L，
P. Sar Principe de Asturias‐L ３着，種牡馬

［曾孫］ アステア Astaire（11 牡 Intense Focus）GB・IRE５勝，ミドルパークＳ
‐G1，ジムクラックＳ‐G2，アバーナントＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

665 ファイトユアソング２０２１ 牡・黒鹿 １／３０

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボファイトユアソング ＊アサティス

��
��
�ファイトソング鹿 2011 ＊ジグズアンドリールズ

16a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ブリトン（02栗 サクラローレル）３勝，オークス‐Jpn1 ５着，忘れな草賞‐OP
（芝 2000）２着，摂津特別（芝 1600），君子蘭賞（芝 1400）
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－７（39）〕
バンブーチェルシー（08牡青鹿 ネオユニヴァース）２勝
マイアイステラ（09牝青鹿 マンハッタンカフェ）�１勝
バンブーバッジョ（10牡栗 デュランダル）入着，�２勝�４勝���
バンブーカッサーノ（11牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�３勝
ペッシュカネル（13牝栗 ダンスインザダーク）入着，�３勝�１勝�入着�
クリノヒビキ（15	栗 バンブーエール）
�８勝�５勝�１勝�入着，ダービーＧ

Ｐ（Ｄ2000）２着，兵庫ダービー（Ｄ1870）２着，岐阜金賞（Ｄ1900），園田オー
タムＴ（Ｄ1700）

ロンギングルック（16牝栗 グランプリボス）�９勝，徽軫賞（Ｄ1500），加賀友禅
賞（Ｄ1400），石川ダービー（Ｄ2000），兼六園ジュニアＣ（Ｄ1500）２着，中日
杯（Ｄ2000）３着，サラブレッド大賞典（Ｄ2000）３着，北日本新聞杯（Ｄ1700）
３着，金沢シンデレラＣ（Ｄ1500）３着

サムライバカンス（19牝栗 バンブーエール）
�１勝
マナフラッシュ（20牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）
地方未出走

２代母 スイートバンブー（94栗 ＊スキャン）４勝，浦安特別，江戸川特別２着，釧路
特別２着，噴火湾特別３着，駒ケ岳特別３着，etc.
チリビリビン（01牝 ＊ブロッコ）入着，�１勝��

バンブーリバプール（08牡 マンハッタンカフェ）２勝，雅Ｓ２着，鳥取特別２
着，北山Ｓ３着，皆生特別３着，�８勝�１勝��，九州オールカマー

バンブージェイ（03牡 ＊デザートキング）２勝
バンブーアズーリ（05牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，大津特別２着，�１勝��，尾

張名古屋杯
バンブーレアル（06	 ジャングルポケット）入着３回，��３勝

３代母 ＊サブリーナ（84 USA栗 Green Forest）FR入着
タイセイブレーヴ（01牡 サクラバクシンオー）３勝，すずらん賞‐OP，バイオレッ

トＳ‐OP ２着，�１勝��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3

販売申込者・所有者： 熊沢牧場＝えりも町大和 �090-2813-3885
生 産 牧 場： 熊沢牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

666 ブリトン２０２１ �・鹿 ４／２８

＊

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

Rainbow Quest

�
�
�
�
�

��
��

�サクラローレル ＊ローラローラブリトン ＊スキャン

��
��
�スイートバンブー栗 2002 ＊サブリーナ

3d
Blushing Groom S4×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 フレンチナデシコ（09鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝，�６勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
ビーコンプリート（16牝鹿 ディープブリランテ）��３勝�２勝����
ジャマティーボ（17牝黒鹿 フェノーメノ）�２勝��
ミールム（18牝鹿 フェノーメノ）���１勝
ウインイノセンス（19牡鹿 ペルーサ）��３勝

２代母 マーブルシーア（02鹿 ＊コマンダーインチーフ）出走
セイウンウェリナ（07牝 サニーブライアン）�１勝�入着４回
ジャグラーメガミ（08牝 ＊グラスワンダー）�３勝	

カーボンタイクーン（11牡 ＊フォーティナイナーズサン）入着，��２勝
アウトドライブ（12牝 ＊フォーティナイナーズサン）�１勝�１勝��

ムサシトレジャー（13牡 ＊プリサイスエンド）��４勝

３代母 シマガミモンロー（84鹿 マルゼンスキー）１勝
サンキョウアトラス（90牡 バンブーアトラス）３勝，八甲田山特別３着，��３勝
ツキノキャメル（92牡 ミホシンザン）３勝，牧園特別２着，稲荷特別３着，浜名湖

特別３着，�11 勝
マーブルゼファー（95牡 ＊スキャン）４勝，サロマ湖特別，おおぞらＳ２着，蒲郡特

別２着，etc.
マーブルシーク（96牡 ＊コマンダーインチーフ）４勝，京都４歳特別‐Jpn3 ３着，

高砂特別，沈丁花賞，etc.，�４勝�１勝

４代母 パーソロツク（70鹿 ＊パーソロン）１勝
［子］ ヤマノタンポポ（86牝 トウシヨウボーイ）４勝，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3
［孫］ ゴールデンロドリゴ（97牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）６勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2

２着，ＣＢＣ賞‐Jpn2 ３着，函館スプリントＳ‐Jpn3 ２着，etc.
ヤマノグラス（08牝 バブルガムフェロー）１勝，白鳥大橋特別２着，	２
勝��２勝

［曾孫］ ヤマノラヴ（08牝 ＊アグネスデジタル）１勝，ラベンダー賞‐OP ３着，菜
の花賞，	１勝

ノーノーイエース（13牝 アジュディミツオー）	１勝��２勝�入着５回，
ハヤテスプリント２着

販売申込者・所有者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651
生 産 牧 場： ㈲グランデファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651

667 フレンチナデシコ２０２１ 牡・鹿 ４／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandフレンチナデシコ ＊コマンダーインチーフ

��
��
�マーブルシーア鹿 2009 シマガミモンロー

＊トルースピアー C6
Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 フロンサック（16鹿 ＊ワークフォース）出走
初仔

２代母 サンテミリオン（07黒鹿 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
ポムロール（15牝 ＊ノヴェリスト）�１勝
アントルドゥメール（17牝 ＊ノヴェリスト）�２勝�
シャドウモノリス（18牡 ロードカナロア）���４勝

３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，etc.，
��７勝�入着����，赤松杯２着，白銀争覇２着，etc.

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，etc.
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，etc.

４代母 スダカ Sudaka（86 FR鹿 Garde Royale）FR１勝，クレオパトル賞‐G3

５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： 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

668 フロンサック２０２１ �・黒鹿 ４／１３
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

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonフロンサック ゼンノロブロイ

��
��
�サンテミリオン鹿 2016 ＊モテック

16g
ラストタイクーン S3×M4 Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 プリンシパルハニー（11栗 ゴールドアリュール）�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
ピスタロッソ（16牡栗 ナカヤマフェスタ）���入着２回�７勝
エムオークリスタル（19牝鹿 タニノギムレット）���１勝�１勝

２代母 プリンシパルマーゴ（95栗 ＊ヘクタープロテクター）入着
プリンシパルリバー（99牡 ＊ホワイトマズル）入着２回，サウジアラビアＲＣ‐L ２着，

マリーンＳ‐L ３着，�３勝��２勝�１勝，全日本２歳優駿‐Jpn2，ジャパ
ンＤダービー‐Jpn1 ３着，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着，etc.，ＮＡＲ優２歳

ゴールドブーケ（03牝 ステイゴールド）�２勝�
プリンシパルナイト（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）�１勝��１勝
トウケイプリンス（07牡 ネオユニヴァース）��３勝
マイネルマルゴー（08牡 ダンスインザダーク）１勝

３代母 プリンセスアーニャ（86鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
ノンタ（96牡 ＊ヘクタープロテクター）１勝，多摩川特別３着

４代母 モデルスポート（75黒鹿 ＊モデルフール）７勝，ダービー卿ＣｈＴ，牝馬東タ
イ杯，スプリンターズＳ３着，露草賞，優３牝
［子］ ダイナアクトレス（83牝 ＊ノーザンテースト）７勝，京王杯スプリングＣ

‐Jpn2，スプリンターズＳ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，etc.，優古牝
（2回）

［孫］ ステージチャンプ（90牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，日経賞‐Jpn2，ステイ
ヤーズＳ‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.

プライムステージ（92牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フェアリーＳ
‐Jpn3，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.

［曾孫］ スクリーンヒーロー（04牡 ＊グラスワンダー）５勝，ジャパンＣ‐G1，Ａ
Ｒ共和国杯‐Jpn2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，etc.，優古牡，種牡馬

アブソリュート（04� タニノギムレット）７勝，富士Ｓ‐G3，東京新聞杯
‐G3，マイルＣｈＳ‐G1 ５着，etc.

ベストアクター（14� ディープインパクト）６勝，阪急杯‐G3，雲雀Ｓ，
神奈川新聞杯，etc.

販売申込者・所有者： 桑原牧場＝むかわ町宮戸 �080-6060-4012
生 産 牧 場： 桑原牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

669 プリンシパルハニー２０２１ �・栗 ２／２８
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤプリンシパルハニー ＊ヘクタープロテクター

��
��
�プリンシパルマーゴ栗 2011 プリンセスアーニャ

＊マジツクゴデイス 1s
サンデーサイレンスM3×S4 ノーザンテーストM4×S5 モデルスポートM4×S5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ベルモントピノコ（02黒鹿 ＊アジュディケーティング）２勝，汐留特別（芝 1200）
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８），地方－１（３）〕
ワキノキセキ（10牡黒鹿 フジキセキ）２勝，ハッピーエンドＣ（芝 1200）２着，シ

ンザンＣ（芝 1400）３着，からまつ賞（芝 1400）３着
ベルモントラハイナ（11牝鹿 スウィフトカレント）４勝，飛翼特別（芝 1000），初

風特別（芝 1200）２着，会津特別（芝 1200）２着，小樽特別（芝 1200）２着，飯坂
温泉特別（芝 1200）３着，立待岬特別（芝 1200）３着

ジャスティス（13牡青鹿 ＊ロージズインメイ）�１勝��２勝�入着，金沢ヤング
Ｃｈ（Ｄ1700）３着

カクカクシカジーカ（15牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
リアルシング（17牡黒鹿 リアルインパクト）�１勝
ヒロシゲダンディ（19牡鹿 ビッグアーサー）�入着
エースオブスペーズ（20牡鹿 ヤマカツエース）�未出走

２代母 スターリーナイト（96黒鹿 ＊スターオブコジーン）不出走
ベルモントソレイユ（00牡 ＊アジュディケーティング）��７勝�入着��，ＴＶ埼

玉杯，サンタアニタＴ２着，報知ＧＰＣ２着，京浜盃２着，ハイセイコー記念
２着，etc.

ベルモントバレット（03牡 ＊アジュディケーティング）１勝，��１勝
ベルモントオメガ（04牡 ＊アジュディケーティング）��７勝�２勝�	�入着３回

�，岩鷲賞２着
ベルモントナイト（11牝 タニノギムレット）��10 勝�３勝
入着 12回，黒髪山賞

２着，吉野ヶ里記念３着（２回）

３代母 ＊ウィシングフォーアスター（87 USA鹿 Mr. Prospector）USA３勝，Likely
Exchange S３着
ワルツダンサー（95牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，キーンランドＣ‐OP ２着，み

ちのくＳ，市川Ｓ，etc.
ワイルドワンダー（02牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，根岸Ｓ‐G3，プロキオン

Ｓ‐G3，アンタレスＳ‐G3，etc.，���入着３回，種牡馬
ラストダンサー（11牡 キングカメハメハ）６勝，霜月Ｓ‐L，グリーンチャンネ

ルＣ‐L ３着，ＴＶ静岡賞

販売申込者・所有者： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
生 産 牧 場： 岡田 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

670 ベルモントピノコ２０２１ 牡・鹿 ５／ ８

＊

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

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�アジュディケーティング Resolverベルモントピノコ ＊スターオブコジーン

��
��
�スターリーナイト黒鹿 2002 ＊ウィシングフォーアスター

12b
Northern Dancer M4×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ピサノグレース（05栗 ＊フレンチデピュティ）�入着３回
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－５（15）〕
パープルヘイズ（11牝栗 ネオユニヴァース）�４勝�１勝�３勝�入着２回
ブルースブレイカー（12牡鹿 ゼンノロブロイ）１勝，��１勝�１勝�
ホイールバーニング（13牡栗 ヴィクトワールピサ）３勝，火打山特別（Ｄ1200）３

着，�１勝�入着�
ピサノベルベット（14牝鹿 ヴィクトワールピサ）１勝，�１勝��
ナポリタン（15牝鹿 ヴィクトワールピサ）�３勝
テリーヌ（18牝鹿 ダノンシャーク）	２勝
プリティプリティー（19牝栗 イスラボニータ）	出走

２代母 ブルックリンハイツ（96栗 ＊ドクターデヴィアス）５勝，桶狭間Ｓ，別府特別，
筑紫特別，シドニーＴ２着，かえで賞２着，etc.
モンテアルベルト（06牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，浅草特別，香取特別２着，ア

プローズ賞３着
ピサノユリシーズ（07
 アグネスタキオン）１勝
ホイップクリーム（09牝 アグネスタキオン）�２勝
アキトプレスト（12
 ゼンノロブロイ）１勝

３代母 キャスリーン（89芦 ＊ノーザンテースト）入着
シルバーアロー（97
 ＊サンデーサイレンス）４勝，大日岳特別，壇之浦特別２着，

美利河特別２着，etc.

４代母 スノーシヨツト（73芦 ＊フオルテイノ）２勝，プラタナス賞
［子］ シンウルフ（79牡 ＊ラツキーソブリン）７勝，スプリンターズＳ，淀短距

離Ｓ‐OP（２回），短距離Ｓ，etc.，�１勝，種牡馬
トップポジション（88牝 ＊グランデイ）４勝，火の山特別
ハギノエーワン（85牡 ＊リマンド）２勝，国東特別，新春賞２着，仁山特
別２着，etc.

ジョリーコンサート（87牝 ＊モガミ）１勝，粟島特別２着
［孫］ スリルファイター（94牡 ＊スリルシヨー）５勝，虹の松原Ｓ，猪名川特別，

千葉Ｓ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲金成吉田牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1648
生 産 牧 場： ㈲金成吉田牧場
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

671 ピサノグレース２０２１ �・青鹿 ５／１１
＊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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandピサノグレース ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ブルックリンハイツ栗 2005 キャスリーン

＊フロリースカツプ 3l
フオルテイノ S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ハルノサキガケ（11青鹿 ゼンノロブロイ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ハルホンバン（16牝鹿 ＊モンテロッソ）�１勝
テンペスタース（18牡鹿 ＊ダンカーク）���入着
フレッシュバンク（19牡黒鹿 ルーラーシップ）�２勝
ハコスカ（20牡黒鹿 コパノリッキー）�地方未出走

２代母 ニシノビギン（01黒鹿 ＊パラダイスクリーク）２勝，美濃特別３着
ニシノコイシクテ（08牝 サクラプレジデント）�１勝
ニシノビークイック（09� デュランダル）５勝，タンザナイトＳ‐OP ２着，野路菊

Ｓ‐OP ２着，仲秋Ｓ，浜松Ｓ，羊ヶ丘特別，etc.
ソロモンノユビワ（13牡 マヤノトップガン）�１勝�入着
オーロスターキス（15牝 ＊ヘニーヒューズ）１勝，なでしこ賞２着，ヤマボウシ賞２着
シシリエンヌ（16牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝，八幡特別３着，���出走
テイエムイダテン（17牡 ロードカナロア）�３勝，耶馬渓特別

３代母 ニシノファイナル（93黒鹿 ＊マラキム）４勝，シリウスＳ‐OP，北九州短距離
Ｓ‐OP ２着，鞍馬特別，逆瀬川Ｓ２着，うずしおＳ２着，etc.
ニシノアンサー（03牡 スペシャルウィーク）２勝，ホープフルＳ‐L，クローバー賞

‐L ２着，木更津特別２着，etc.，�１勝��
ニシノフェミニン（07牝 キングカメハメハ）１勝，水上特別３着

４代母 ＊デユプリシト（85 USA鹿 Danzig）不出走
［子］ ニシノフラワー（89牝 Majestic Light）７勝，桜花賞‐Jpn1，スプリンタ

ーズＳ‐Jpn1，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，etc.，優２牝，優３牝，優短距
ニシノタカラヅカ（03牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，ファンタジーＳ
‐Jpn3 ３着

［孫］ ネロ（11牡 ＊ヨハネスブルグ）８勝，京阪杯‐G3（２回），ラピスラズリＳ
‐L，セントウルＳ‐G2 ２着，etc.，���入着３回，種牡馬

ニシノマナムスメ（04牝 アグネスタキオン）４勝，マイラーズＣ‐G2 ２
着，愛知杯‐G3 ２着，カシオペアＳ‐L ３着，etc.

ニシノシンフォニー（00牡 メジロライアン）２勝，セントライト記念
‐Jpn2 ２着，マカオＪＣＴ，高雄特別３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ガーベラパークスタッド＝浦河町西幌別 �0146-28-1150
生 産 牧 場： ㈲ガーベラパークスタッド
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

672 ハルノサキガケ２０２１ 牡・鹿 ３／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルハルノサキガケ ＊パラダイスクリーク

��
��
�ニシノビギン青鹿 2011 ニシノファイナル

＊デユプリシト 2s
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ハタノサンドリヨン（15鹿 ＊ヨハネスブルグ）�１勝��２勝��入着２回，ロー
レル賞（Ｄ1600）２着
初仔

２代母 ハタノメドゥーサ（08鹿 ダンスインザダーク）出走
ハタノキセキ（13牡 カネヒキリ）��16 勝�２勝，園田ウインターＣ２着，園田ウ

インターＣ３着
ティーズビーチ（16牝 カネヒキリ）�１勝��入着２回�
ニネンビーグミ（19牝 ホッコータルマエ）��４勝，のじぎく賞，兵庫クイーンセ

レクション

３代母 ＊ハローソーソー（96 IRE 鹿 Alzao）FR・USA２勝，P. des Jouvenceaux et J
ouvencelles‐L，ダイアナＨ‐G2 ３着，ヴァントー賞‐G3 ２着，ボールストン
スパＨ‐G3 ３着，オマール賞‐G3 ３着

４代母 シルヴァーエコー Silver Echo（85 IRE 鹿 Caerleon）不出走
［子］ アルテマ Artema（91牡 Common Grounds）IRE・USA６勝，愛ダービ

ートライアルＳ‐G3，Edmond H‐L，Remington Green H‐L，etc.，
種牡馬

グレンロージーGlen Rosie（97 牝 Mujtahid）GB・FR１勝，フレッドダ
ーリングＳ‐G3 ２着

［孫］ ジャースース Jaasoos（04� Noverre）GB・UAE７勝，His Highness
The President Cup‐L，National Day Cup‐L（２回），Nation
al Day Cup‐L ２着（２回），etc.

キングズクウェイ Kings Quay（02牡 Montjeu）GB・FR３勝，Wash
ington Singer S‐L，Feilden S‐L ２着，Steventon S‐L ３
着，GB障害６勝

［曾孫］ ヘイゼルレイヴァリー Hazel Lavery（09 牝 Excellent Art）GB３勝，セン
トサイモンＳ‐G3，Aphrodite S‐L，パークヒルＳ‐G2 ２着，etc.

レオガリー Leo Gali（07 牝 Galileo）IRE・ITY・CZE・SVK５勝，P.
Terme di Merano‐L，伊セントレジャー‐G3 ２着，ギヴサンクスＳ
‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

673 ハタノサンドリヨン２０２１ �・鹿 ３／ ８
＊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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythハタノサンドリヨン ダンスインザダーク

��
��
�ハタノメドゥーサ鹿 2015 ＊ハローソーソー

8c
サンデーサイレンス S3×M4 Storm Cat S4×M4

価格： 購買者：



母 ペプチドリリー（14黒鹿 ダイワメジャー）１勝，�１勝
初仔

２代母 レッドクローシュ（00鹿 ＊トニービン）出走
ファイアレッド（05牡 フジキセキ）２勝，遠賀川特別，シドニーＴ２着，丹波特別

２着，積丹特別２着，富良野特別２着，etc.
オーゾラヲマウトキ（06牝 ゴールドアリュール）１勝
エイユーラズリー（09牝 ＊タイキシャトル）�１勝
ペプチドアマゾン（10牡 アグネスタキオン）２勝，京都新聞杯‐G2 ２着，日本ダー

ビー‐G1 ４着，あずさ賞，木曽川特別３着
ドルフィンマーク（13� ヴィクトワールピサ）１勝
ペプチドアスカ（16牡 オルフェーヴル）�３勝�

３代母 ターキーレッド（87栗 ＊ノーザンテースト）５勝，マリーンＳ‐OP，朱鷺Ｓ
‐OP ３着，白河特別，五頭連峰特別２着，富嶽賞３着
サンフレア（95牡 ＊トニービン）５勝，キャピタルＳ，ＴＶＫ賞，二王子岳特別，etc.
レッドレターデイ（97牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

レッドターキー（05牝 ＊トワイニング）３勝，七重浜特別，浦安特別２着，真駒
内特別３着
レノーア（16牝 スクリーンヒーロー）�３勝，橘Ｓ‐L ３着，ダリア賞‐OP
３着，由比ヶ浜特別，etc.

ラブコール（11牝 ＊チチカステナンゴ）入着２回，西郷特別３着，�４勝��入
着２回

ターキーストーン（03牡 スペシャルウィーク）２勝，南相馬特別，豊栄特別３着

４代母 ＊ハマナスⅡ（75 USA鹿 Lt. Stevens）不出走
［子］ シヤダイハマナス（82牝 ＊ノーザンテースト）６勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２

着，巴賞‐OP ２着，春風賞，etc.
［曾孫］ ナオミシャイン（95牝 ＊トニービン）４勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2

３着，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，etc.
アドマイヤマジック（01牝 バブルガムフェロー）３勝，フェアリーＳ
‐Jpn3 ３着，郡山特別

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

674 ペプチドリリー２０２１ �・黒鹿 ３／ ２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケペプチドリリー ＊トニービン

��
��
�レッドクローシュ黒鹿 2014 ターキーレッド

＊ハマナスⅡ 17b
サンデーサイレンスM3×S4 トニービンM3×S4 ノーザンテーストM4×M4

価格： 購買者：



母 ペイデュソレイユ（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－２（２）〕
ナゴミ（12牝鹿 ＊バゴ）�１勝
テイエムソレイユ（15牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）３勝，開聞岳特別（Ｄ1700），湯浜特

別（Ｄ1700）３着，木古内特別（Ｄ1700）３着
スイゲツ（16牝青鹿 ＊サウスヴィグラス）��１勝
オンリーワンボーイ（17牡青鹿 カレンブラックヒル）�２勝，五泉特別（Ｄ1800）３着
メイマックス（19�鹿 シビルウォー）�出走

２代母 シャイニンググラス（98青鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，姫川特別，三面川
特別，広瀬川特別，佐渡特別２着，グラジオラス賞２着，etc.
シャイニーフェイト（08牡 キングカメハメハ）�15 勝�13 勝，池田湖賞，春望賞，

長月賞，高知優駿，六角川賞２着，etc.
ダイワダルタニアン（11牡 ＊チチカステナンゴ）１勝
アサクサリーダー（12� メイショウサムソン）１勝，障害１勝
シトラスノキセキ（16牝 ＊ワークフォース）２勝，朝日岳特別

３代母 シャイニンレーサー（91黒鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ‐Jpn3，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，紅梅賞‐OP ２着，シクラ
メンＳ‐OP ２着，etc.
シャイニンルビー（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.
フェラーリファイブ（03牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，八重桜賞，青嵐賞２着，白

川特別２着，etc.

４代母 ＊ミルレーサー（83 USA鹿 Le Fabuleux）GB・USA２勝，ベルダムＳ‐G1 ４着
［子］ フジキセキ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥

生賞‐Jpn2，もみじＳ‐OP，優２牡，種牡馬
［孫］ ノボリディアーナ（10牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，

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

販売申込者・所有者： ㈲上井農場＝新冠町新栄 �090-3468-0027
生 産 牧 場： ㈲上井農場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

675 ペイデュソレイユ２０２１ �・黒鹿 ４／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayペイデュソレイユ ＊サンデーサイレンス

��
��
�シャイニンググラス黒鹿 2007 シャイニンレーサー

＊ミルレーサー 22d
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×M5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ヘヴンリーウインド（16鹿 ダイワメジャー）入着２回
初仔

２代母 ＊グリントインハーアイ（96 USA鹿 ＊アラジ）GB出走
ジェレミー Jeremy（03牡 Danehill Dancer）GB・FR・USA４勝，サンダウンマ

イル‐G2，ジャージーＳ‐G3，King Charles II S‐L，クイーンアンＳ‐G1
２着，サセックスＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

＊ティアモブリーオ（07牡 ＊エンパイアメーカー）５勝，麦秋Ｓ，テレ玉杯，�２勝�
１勝��入着２回，梅見月杯３着

＊フィオリア（08牡 Dynaformer）２勝

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

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

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

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

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

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

オンファイア（03牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，種牡馬
ニュービギニング（04牡 アグネスタキオン）３勝，ホープフルＳ‐L，毎日杯‐Jpn3

３着，松籟Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 今牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-7053-0268
生 産 牧 場： 今牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

676 ヘヴンリーウインド２０２１ 牡・栗 ５／１２

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケヘヴンリーウインド
＊

＊アラジ

��
��
�グリントインハーアイ鹿 2016 ＊ウインドインハーヘア

2f
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 ベルモンタージュ（08鹿 ＊アフリート）��１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（７）〕
アメノムラクモ（15牡鹿 ブラックタイド）１勝
ネクサスエッジ（17牝栗 メイショウボーラー）���２勝�１勝�２勝�１勝，加

賀友禅賞（Ｄ1400）３着
アンパラレルド（18牝鹿 アンライバルド）���１勝
レオプレシード（19牡鹿 エスポワールシチー）�入着

２代母 フラワーブリーズ（92鹿 ＊フェアジャッジメント）��３勝�，関東オークス
２着，東京３歳優駿牝馬３着
ドリームナイト（00牝 ＊スキャン）�２勝��入着２回
ラッキーシーズ（01牝 ＊カコイーシーズ）�３勝

ラッキーガーデン（07牝 シックスセンス）�６勝，コウノトリ賞２着
ポムショコラ（12牝 ヴァーミリアン）�５勝，兵庫若駒賞２着，園田クイーン

セレクション３着
カシマフラワー（02牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ３着，

函館２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，すずらん賞‐OP，飛騨Ｓ３着，�１勝，エーデルワ
イス賞‐Jpn3
アムネシア（14牝 ＊キンシャサノキセキ）�３勝��１勝，ハヤテスプリント２着
アールランペイジ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，立待岬特別３着

ヒサクィーン（03牝 アグネスタキオン）１勝
アスターウィング（08牡 ＊クリストワイニング）１勝，ドラセナ賞２着

エフティチャーミー（10牝 ブラックタイド）１勝，ダリア賞‐OP ２着
ソラニサクハナ（12牝 ＊ホワイトマズル）�１勝�１勝	�入着３回
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
ツーエムブルーム（14牡 ＊ホワイトマズル）�２勝�４勝��入着

３代母 ノーザンフエロー（84鹿 ＊ノーザンアンサー）不出走
スノードラゴン（93牡 ＊スルーザドラゴン）�２勝，ヤングＣｈＣ３着

４代母 エリモローズ（67栃栗 ＊チヤイナロツク）５勝，ビクトリアＣ２着，京都牝馬
特別２着，松籟Ｓ，北斗賞

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

677 ベルモンタージュ２０２１ �・鹿 ３／２８
＊

＊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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyベルモンタージュ ＊フェアジャッジメント

��
��
�フラワーブリーズ鹿 2008 ノーザンフエロー

＊ビユーチフルドリーマー 12
Mr. Prospector M3×S5

価格： 購買者：



母 ブリーズヴェール（12黒鹿 ＊バゴ）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
メイショウエニシア（18牝青鹿 リアルインパクト）�２勝，ＳＴＶ杯（芝 1200）２

着，小郡特別（芝 1200）２着
ゴールドユキ（20牝鹿 ダノンシャーク）��１勝

２代母 レディフューチャー（96青鹿 ＊サンデーサイレンス）入着２回
レディエレガンス（02牝 ＊ブライアンズタイム）�１勝
ロードキャニオン（04� ＊アフリート）４勝，古都Ｓ，赤倉特別，熊野特別２着，晩

秋特別３着，���入着３回，報知オールスターＣ２着
レディリバティー（05牝 ＊ファルブラヴ）１勝
ロードオブザリング（07牡 ＊ホワイトマズル）５勝，札幌日経ＯＰ‐LR ２着，アン

ドロメダＳ‐L ３着，垂水Ｓ，許波多特別，ドンカスターＣ，etc.
ミライポケット（08牝 ジャングルポケット）入着２回，�７勝��
フューチャーセイル（09牝 ＊クロフネ）出走

ハリオアマツバメ（17牝 フリオーソ）�	８勝，園田クイーンセレクション２着
プロテクション（11牝 ジャングルポケット）入着，
４勝��
ロードインスパイア（13� ＊ロードアルティマ）１勝
ユメニカケル（14牝 ＊ロードアルティマ）�１勝�

３代母 アンフイニイ（82黒鹿 マルゼンスキー）３勝，エイプリルＳ‐OP ３着，上総
特別，里見特別，仲春賞２着，隅田川特別２着，etc.
マイヨジョンヌ（90牡 ＊リヴリア）７勝，新潟大賞典‐Jpn3（２回），福島記念

‐Jpn3，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬
スノーフレーク（91牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，ひいらぎ賞３着
ユーワケリガン（92牝 ＊カコイーシーズ）４勝，カーネーションＣ‐OP ２着，晩秋

特別，グローバルＣ，etc.
アンソレイユ（93牝 ＊リズム）出走

グラスポジション（99牡 ＊リアルシヤダイ）６勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，
ホープフルＳ‐OP ２着，ニューマーケットＣ，etc.

メイショウデンゲキ（94牡 ＊リヴリア）４勝，石清水Ｓ，春菜賞，こぶし賞３着
シャワーパーティー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，京都３歳Ｓ‐OP，六甲アイ

ランドＳ，黄菊賞，etc.，	４勝���

販売申込者・所有者： 小野 秀治＝新ひだか町三石清瀬 �090-3390-7444
生 産 牧 場： 小野 秀治
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

678 ブリーズヴェール２０２１ �・黒鹿 ４／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxブリーズヴェール ＊サンデーサイレンス

��
��
�レディフューチャー黒鹿 2012 アンフイニイ

＊フオルカー 13c
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5 Highclere S5×M5
Nijinsky S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊プリモスペード（16 USA鹿 Tiznow）入着
初仔

２代母 テンペスタTempestra（03 USA鹿 Tale of the Cat）USA入着
トラベスーラ Travesura（10 牝 Limehouse）USA２勝，ミエスクＳ‐G3

プラクティカルジョークPractical Joke（16 牝 Deep Field）�AUS１勝
シュアアムインヴィンシブル Sure Am Invincible（17 牝 I Am Invincible）

�AUS１勝
タッチダウントロージャンズ Touchdown Trojans（15 牝 ＊シャンハイボビー）US

A１勝，Permian Basin S２着

３代母 ケリグマ Kerygma（84 USA黒鹿 Drone）USA15 勝，Jacob France H‐L，
My Juliet H‐L，Pinafore H‐L，Straight Deal H‐L，Francis Scott
Key S，etc.
ナイズナリリーKnysna Lily（96 牝 Kris S.）GB・IRE１勝
ヘローアメリカHello America（97 牝 Quiet American）USA１勝
シュラブズ Shrubs（99 牡 Forest Wildcat）USA１勝，種牡馬
マイティペイシェントMighty Patient（01� Touch Gold）USA２勝
カマクスマグニフィセント Camacthmagnificent（04 牡 Mr. Nugget）USA９勝，

New Jersey Futurity‐R

４代母 シルヴァンミス Sylvan Miss（76 USA鹿 Swift Pursuit）USA５勝，Pene
lope S２着
［子］ レイディアナライア Lady Analia（86 牝 Native Uproar）USA・PAN

３勝，Copa Seguro la Previsora‐L
［曾孫］ エバーローズ（09牝 ウインクリューガー）４勝，轟Ｓ，稲妻特別

５代母 ウッドバインレイディWoodbine Lady（67 CAN鹿 Nearctic）USA３勝
［子］ イリフェチット Ilefetchit（72 牡 Grey Dawn）USA14 勝，Miami Beac

h H
［孫］ ワンリッチレイディOne Rich Lady（94牝 Air ForbesWon）USA・S

AU12勝，Charon H‐R，パーソナルエンサインＨ‐G1 ３着，ル
イヴィルＢＣＨ‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

679 プリモスペード２０２１ �・鹿 ２／１４
＊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サトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊

ティズナウ Cee's Tizzy

�
�
�
�
�

��
��

�Tiznow Cee's Songプリモスペード テンペスタ Tale of the Cat

��
��
�Tempestra鹿USA 2016 Kerygma

4k
Storm Cat S3×M4 Lyphard S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ホリデイトウショウ（08鹿 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（24）〕
アスヘノキボウ（14牝鹿 スズカマンボ）���11 勝�２勝
ペルランドール（15牡鹿 スマートファルコン）�10 勝
トモエタカ（17牡鹿 マツリダゴッホ）���１勝
ディヴァインギフト（18牝黒鹿 フェノーメノ）��出走�入着３回
グリジー（19牡鹿 トーセンラー）���入着２回

２代母 オーロラトウショウ（94黒鹿 ＊キンググローリアス）入着３回
トウショウバスター（99牡 サクラバクシンオー）入着２回，�	２勝��
トウショウムトンボ（00牡 アンバーシヤダイ）１勝
トウショウヴォイス（02牡 ＊ラストタイクーン）２勝，新潟記念‐G3 ２着，福島民報杯

‐L ３着，新潟日報賞，由比ヶ浜特別，六社特別３着，��１勝�１勝�１勝�入着
ピークトウショウ（05牝 ＊ティンバーカントリー）�２勝����
トウショウジオン（06牡 ジェニュイン）�２勝�11 勝�入着��，白銀争覇３着
カリズマトウショウ（07牝 ＊カリズマティック）�５勝��３勝�
ラピッズトウショウ（10牝 ゴールドアリュール）�７勝��
トウショウヴォワ（11牡 ＊ファスリエフ）�３勝�３勝��入着
トウショウレイダー（13牡 ＊ファルブラヴ）�９勝��

３代母 カメリアトウシヨウ（82栗 ＊ハンザダンサー）不出走
トウショウファルコ（86牡 グリーングラス）８勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，金杯‐Jpn3，

七夕賞‐Jpn3 ３着，etc.
パメラトウショウ（87牝 アンバーシヤダイ）不出走

ダイワハンニバル（93牡 ＊ブレイヴエストローマン）入着，�	４勝�18 勝
，
東北サラブレッド大賞典

マインスイーパ（94� タマモクロス）１勝，積丹特別
ジュエルトウショウ（88牝 ＊ノーザンディクテイター）２勝，陸奥湾特別２着

デルマカミカゼ（95牡 ミホノブルボン）３勝，千歳特別，猪苗代特別３着

４代母 ガールトウシヨウ（75栗 ＊チヤイナロツク）７勝，丹沢特別
［曾孫］ サンダルフォン（03牡 サクラバクシンオー）９勝，北九州記念‐G3，オー

ストラリアＴ‐L，北九州記念‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478
生 産 牧 場： 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

680 ホリデイトウショウ２０２１ 牡・栗 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スピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンホリデイトウショウ ＊キンググローリアス

��
��
�オーロラトウショウ鹿 2008 カメリアトウシヨウ

＊ソシアルバターフライ 1w
Halo S4×M4 Mr. Prospector S4×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ムーンスピーク（16黒鹿 アドマイヤムーン）出走
初仔

２代母 ＊チャタラティ（09 USA黒鹿 Street Cry）GB１勝
スピンドクター（15� ＊ハードスパン）２勝，���２勝

３代母 メリョールアインダMelhor Ainda（02 USA黒鹿 Pulpit）USA５勝，サンズ
ポイントＳ‐G3，Appalachian S‐L，Miss Grillo S‐L，Capades S，
アメリカンオークス‐G1 ２着，etc.
コンヴァセリーConversely（14 牝 Shamardal）IRE 入着３回

コンヴァージ Converge（18� Frankel）�AUS４勝，ＡＴＣランドウィックギ
ニーズ‐G1，ＢＲＣＪＪアトキンスＳ‐G1，ATC Fernhill H‐L，etc.

４代母 ポトリネール Potrinner（93 ARG黒鹿 Potrillazo）ARG３勝，サンイシドロ
１０００ギニー‐G1，フランシスコＪベアスレイ賞‐G2，エンリケアセバル大賞‐G1
２着，亜オークス‐G1 ２着
［子］ ＊ダノンゴーゴー（05牡 ＊アルデバランⅡ）３勝，ファルコンＳ‐Jpn3，Ｎ

ＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３着，さざんかＳ‐OP ２着，etc.，種牡馬
［孫］ ニューヨークグルーヴNew York Groove（17牝 Verrazano）USA・CAN

４勝，Glorious Song S‐L，Presque Isle Debutante S
ラジーナ Razeena（16牝 Malibu Moon）USA・CAN・UAE２勝，ＵＡ
Ｅオークス‐G3 ３着

５代母 カルディー Chaldee（78 ARG栗 Banner Sport）ARG４勝，ベネスエラ賞
‐G2 ３着
［子］ ポトリディー Potridee（89牝 Potrillazo）USA・ARG７勝，ヴァニティＨ

‐G1，ＣＥポトランカス‐G1，ホルヘデアトゥーチャ大賞‐G1，etc.
＊ポトリザリス（95牝 Potrillazo）USA・ARG・PER・UAE４勝，ナシオ

ナル大賞‐G1，亜オークス‐G1
ポトリカル Potrichal（88 牝 Potrillazo）USA・ARG４勝，銀杯大賞‐G1，
ラモンビアウス賞‐G2，フランシスコＪベアスレイ賞‐G2 ３着，etc.

ポトロレックス Potro Rex（00牡 Potrillon）ARG５勝，サンマルティン
将軍賞‐G1，ペルー賞‐G2 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 小河 豊水＝新ひだか町三石川上 �090-3117-7812
生 産 牧 場： 小河 豊水
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

681 ムーンスピーク２０２１ 牡・黒鹿 ２／１４

＊

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 マイケイティーズムーンスピーク
＊ Street Cry

��
��
�チャタラティ黒鹿IRE 2016 Melhor Ainda

2u
Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ラパージュ（09青鹿 ダイワメジャー）１勝，種市特別（芝 1200）２着，平ヶ岳特別
（芝 1200）２着，古町特別（芝 1600）２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ポートメイリオン（17牝青 スクリーンヒーロー）��３勝�
ロードアライアンス（19牡青鹿 キズナ）�入着

２代母 ＊サッカーマム（00 USA鹿 Kingmambo）不出走
レディルージュ（06牝 ＊ブライアンズタイム）５勝，フィリーズレビュー‐Jpn2 ３着，

京阪杯‐G3 ２着，北九州記念‐G3 ２着，葵Ｓ‐L ２着，淀短距離Ｓ‐L ３着，etc.
ロードラズライト（15� ロードカナロア）�４勝，千葉Ｓ‐OP ３着，ジャニュ

アリーＳ‐OP ３着，室町Ｓ‐OP ３着，初風Ｓ，橿原Ｓ２着，etc.
リラコサージュ（10牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，スイートピーＳ‐LR，秋華賞

‐G1 ３着，フラワーＣ‐G3 ３着
ロードサージュ（18牡 ダイワメジャー）�２勝，リボン賞２着

ロードフォワード（11牡 ネオユニヴァース）４勝，西湖特別，中ノ岳特別，内房Ｓ
２着，赤穂特別２着，雅Ｓ３着，��２勝�

ルアンジュ（12牝 マンハッタンカフェ）２勝，堀川特別３着，日田特別３着
ロードゴラッソ（15牡 ハーツクライ）５勝，シリウスＳ‐G3，etc.，���１勝�

１勝��入着２回	，名古屋大賞典‐Jpn3，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ２着，浦和記
念‐Jpn2 ３着，佐賀記念‐Jpn3 ２着，etc.

３代母 トラヴァースシティ Traverse City（90 USA黒鹿 Halo）USA10 勝，インタ
バラＨ‐G3，Correction H‐L，La Troienne S‐L，Four Winds S，デ
ィスタフＨ‐G2 ２着，etc.
ジュービラントレイディ Jubilant Lady（07牝 Aptitude）GB出走

フラワーパーティ Flower Party（15 牝 Duke of Marmalade）ITY・USA６勝，
ヴェルジェール賞‐G3，P. Archidamia‐L，伊オークス‐G2 ２着，etc.

バースデイパーティ Birthday Party（16 牝 ＊ロックオブジブラルタル）ITY３
勝，Criterium Femminile‐L，P. Mantovani‐L，P. Repubblich
e Marinare‐L ３着

販売申込者・所有者： 小野 秀治＝新ひだか町三石清瀬 �090-3390-7444
生 産 牧 場： 小野 秀治
飼 養 者： mill farm Ocean View Park＝浦河町東栄 �0146-25-7000

682 ラパージュ２０２１ �・黒鹿 ３／２１

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケラパージュ
＊ Kingmambo

��
��
�サッカーマム青鹿 2009 Traverse City

2p
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×M4 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ヨユウノヨッチャン（08鹿 スターリングローズ）��８勝
〔産駒馬名登録数：２〕
セイテンタイセイ（18牡栗 タイセイレジェンド）���入着６回
セカンドレイヤー（19牝芦 ＊ダンカーク）���入着３回

２代母 アマツカゼ（01鹿 ＊コマンダーインチーフ）入着，��１勝
アスカシンノウ（07牡 ＊グランデラ）�２勝

３代母 ＊カーラー（86 GB鹿 Sadler's Wells）IRE２勝，Ballycorus S‐L ３着，
Emerald S‐L ３着
イエローサファイア（91牝 Law Society）不出走

コスモインペリアル（00牡 ＊タイトスポット）４勝，弥生賞‐Jpn2 ３着，京成
杯‐Jpn3 ３着，いちょうＳ‐OP，etc.，�３勝��

４代母 アーンティ Aunty（80 FR栗 Riverman）FR１勝，エドモンブラン賞‐G3 ２
着，エクスビュリ賞‐G3 ２着，クレオパトル賞‐G3 ２着，P. Finlande‐L ２
着，フロール賞‐G3 ３着
［子］ デイムローラDame Laura（94牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GB２勝，メ

イヒルＳ‐G3 ２着，クイーンメアリーＳ‐G3 ２着
［孫］ パートタイマー Part Timer（04� Mujadil）GB・USA12 勝，Tempe H

ドクトレイトDoctorate（01� Dr Fong）GB・USA５勝，Independ
ence Day S‐L ３着

ラーヒグ Laahig（06 牡 Medicean）GB・BHR４勝，Silver Tankard S
‐L ３着

プリティメイズ（99牝 ＊ゼネラリスト）５勝，桑名特別，中京日経賞，閃
光特別，etc.

［曾孫］＊カレドニアレディ（09牝 Firebreak）GB・FR３勝，サンダウンスプリントＳ
‐G3，Kilvington Fillies S‐L，Harry Rosebery S‐L，etc.

アフォード（08牡 サクラバクシンオー）７勝，春雷Ｓ‐L，ラピスラズリＳ
‐OP，みちのくＳ，etc.

スマッシングハーツ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）�４勝，福島民友Ｃ‐L ３着，
アルデバランＳ‐OP，門司Ｓ‐OP ３着，etc.，��３勝

販売申込者・所有者： ㈲小田牧場＝様似町緑町 �0146-36-3038
生 産 牧 場： ㈲小田牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

683 ヨユウノヨッチャン２０２１ �・鹿 ４／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�スターリングローズ ＊コマーズヨユウノヨッチャン ＊コマンダーインチーフ

��
��
�アマツカゼ鹿 2008 ＊カーラー

1k
Danzig M4×S5 Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 マリアローザ（10青鹿 フジキセキ）入着
〔産駒馬名登録数：５〕
エコロドラグーン（18牡鹿 ＊アジアエクスプレス）入着２回，�地方未出走
プレミアムマンゴー（19牝鹿 ラブリーデイ）出走，�地方未出走

２代母 ＊ブレンダ（06 USA鹿 ＊ロックオブジブラルタル）入着
レッドルグラン（12牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，加古川特別２着
レッドディオーサ（13牝 キングカメハメハ）３勝，リボン賞３着
レッドアトゥ（14牝 ＊カジノドライヴ）５勝，東大路Ｓ，納屋橋Ｓ２着，和布刈特別２着
ラブスピール（17牝 スピルバーグ）�２勝，西部スポニチ賞３着

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

別，飯盛山特別２着，etc.
レジュールダムール（07牝 Kingmambo）３勝，福島放送賞
グラッツィア（08牡 キングカメハメハ）６勝，障害１勝，���入着３回，川崎記

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

国杯‐G2 ３着，ディセンバーＳ‐L ２着，etc.

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

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

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

［孫］ ダノンバラード（08牡 ディープインパクト）５勝，ＡＪＣＣ‐G2，Ｒ－Ｎ
ＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3，アンドロメダＳ‐L，etc.，種牡馬

シーチェンジ Seachange（17牝 Siyouni）�FR４勝，コンセイユドパリ
賞‐G2，P. de la Pepiniere‐L，ラクープドメゾンラフィット‐G3
２着，etc.

フサイチセブン（06牡 Fusaichi Pegasus）５勝，シリウスＳ‐G3 ３着，アン
タレスＳ‐G3 ３着，etc.，��１勝，ダイオライト記念‐Jpn2，種牡馬

販売申込者・所有者： 大滝 康晴＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0287
生 産 牧 場： 大滝 康晴
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

684 マリアローザ２０２１ 牡・栗 ３／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーマリアローザ
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�ブレンダ青鹿 2010 ＊フェアリーバラード

12c
Halo M4×M5 Danzig S5×M5

価格： 購買者：



母 マールデルプラタ（13鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ツネリュウオー（18牝鹿 リーチザクラウン）���出走�２勝�
トヨリュウオー（19牝芦 ＊ダンカーク）�出走
イントゥザファイア（20牡鹿 ベルシャザール）��出走

２代母 ＊データ（03 ARG栗 Roy）USA・ARG１勝，ホルヘデアトゥーチャ大賞‐G1
２着，エリセオラミレス大賞‐G1 ２着
アーカイブ（09牡 ディープインパクト）３勝，南相馬特別２着
トーセンジャステス（10牡 ディープインパクト）１勝，��１勝
ミッキーデータ（11� ディープインパクト）２勝，あずさ賞２着，高田城特別３着，

夏木立賞３着
レノヴァール（15牡 ハーツクライ）４勝，万葉Ｓ‐OP ３着，烏丸Ｓ，若竹賞，ｔｖ

ｋ賞３着，魚沼特別３着
アカノニジュウイチ（17牝 ブラックタイド）４勝，スイートピーＳ‐L ３着，ＴＶユ

ー福島賞，千葉日報杯
ラリュヌブランシュ（19牝 ワールドエース）���２勝

３代母 ダーマインペリアルDama Imperial（90 ARG栗 Mariache）ARG５勝，ロ
テリアナシオナル賞‐G3，トマスリオン賞‐G2 ３着，プロドゥクシオンナシオナ
ル賞‐G3 ２着，パナマ共和国賞‐G3 ２着，アルベアル将軍賞‐G3 ２着
デイニシュDanish（96 牡 Confidential Talk）ARG４勝，カピタル賞‐G2，ポル

テニョ賞‐G3 ３着，種牡馬
ダイアモンドDiamond（98� Roy）CHI３勝，ドスミルギニーズ‐G1 ３着，P.

Raul S. Carmona y Raul S. Urrutia‐L ３着

４代母 ダーマノルテーニャDama Nortena（79 USA栗 Majestic Prince）不出走
［子］ ダンディノルテーニョDandy Norteno（92牡 Ringaro）ARG２勝，エ

ドゥアルドカセイ賞‐G2，ミゲルカーネ賞‐G2 ３着，P. Jose B.Zub
iaurre‐L ３着，種牡馬

デクララードDeclarado（87牡 Cinco Grande）ARG５勝，ブエノスア
イレス馬主協会賞‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱グローリーファーム＝新ひだか町三石美野和 �090-7518-2957
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

685 マールデルプラタ２０２１ 牡・青鹿 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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュマールデルプラタ
＊ Roy

��
��
�データ鹿 2013 Dama Imperial

5g
Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 マイウィン（08黒鹿 タニノギムレット）�２勝��１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
サードアイ（15牡黒鹿 スズカマンボ）�４勝
アキノヒーロー（17牡鹿 リアルインパクト）���１勝�１勝
カチグミ（19牝黒鹿 コパノリッキー）��出走

２代母 エクボ（94鹿 ＊リンドシェーバー）５勝，セプテンバーＳ，苗場特別，栃尾特別
セイチーズ（02牝 ＊フォーティナイナー）�６勝�３勝��

コスモガラサ（09牡 ブラックタキシード）１勝，	11 勝
��，玄界灘賞，志
布志湾賞，大村湾賞，鶴見岳賞，水無月賞，etc.

ルシナクィーン（03牝 サクラバクシンオー）１勝
ラキシスマキ（04牝 ＊カリズマティック）�２勝
コロナループ（06牡 ＊コロナドズクエスト）２勝
シゲルホウオウザ（10牡 ＊シンボリクリスエス）２勝
ファニーフェロー（14牡 トーセンホマレボシ）入着３回，
４勝��
シャインベスト（16牝 ストロングリターン）��１勝��
エック（17牡 スズカコーズウェイ）�１勝��１勝

３代母 ＊オールウエイズアロン（85 GB鹿 Lomond）GB・IRE１勝
スティールアロン（90牡 ＊ステイールハート）２勝，柏崎特別３着
ウザンホマレオー（02牡 マーベラスサンデー）２勝，釧路湿原特別，花見山特別２

着，十和田湖特別２着

４代母 クレアローン Klairlone（69 GB黒鹿 Klairon）GB・IRE２勝，Mulcahy S
，愛１０００ギニー３着
［子］ アイリッシュハート Irish Heart（78 牡 ＊ステイールハート）GB・USA６

勝，Jockey Club Cup H，ホーソンゴールドＣ‐G2 ３着，ラトガ
ーズＨ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ポーラープリンス Polar Prince（93 牡 Distinctly North）GB・FR・IRE
・GER・ITY７勝，伊共和国大統領賞‐G1，ダイオメドＳ‐G3，P.
W.W.F.‐L，etc.，種牡馬

ゴールデンクレアGolden Klair（90 牝 ＊ダミスター）GB・USA10 勝，エ
イグリームＨ‐G2，ホーソーンＨ‐G2，シルヴァーベルズＨ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： ㈲加藤牧場＝日高町清畠 �01456-5-2480
生 産 牧 場： ㈲加藤牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

686 マイウィン２０２１ �・鹿 ５／１４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルマイウィン ＊リンドシェーバー

��
��
�エクボ黒鹿 2008 ＊オールウエイズアロン

2f
Raise a Native S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 マイスクエアワン（11黒鹿 Giant's Causeway）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（２）〕
ランスオブニンフ（17牝鹿 エピファネイア）��２勝
ランスオブアース（18牝青鹿 エピファネイア）�３勝，ネモフィラ賞（Ｄ1700），

���入着２回，関東オークス‐Jpn2 ３着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着

２代母 ＊シビサーバ（05 USA鹿 Dixieland Band）GB１勝
ロングサクセション（18牡 ミッキーアイル）��２勝��入着２回

３代母 ダンシングミラージュDancing Mirage（91 USA鹿 Alleged）USA５勝，
Sandy Blue H‐R，エイグリームＨ‐G2 ３着，ハリウッドバヤコアＨ‐G2 ３着，
サンクレメンテＨ‐G3 ３着，Pine Tree Lane H‐L ３着，etc.

＊トゥルーサーパス（99牡 A.P. Indy）５勝，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，天の川Ｓ，ス
トークＳ，etc.

ジェミーリGemilli（02 牝 Lemon Drop Kid）USA１勝，Miss Grillo S‐L ２着
トスザフェザーToss the Feather（03 牝 Dixie Union）USA入着４回

クリスティナズジャーニー Cristina's Journey（12牝 Any Given Saturday）
USA２勝，ポカホンタスＳ‐G2

フリーティングミラージュ Fleeting Mirage（07牝 Afleet Alex）不出走
シークレットパワー Secret Power（19 牝 Native Khan）�TUR５勝，Turki

sh Oaks‐L，Disi Tay Deneme One Thousand Guineas‐L

４代母 フレイミングリーヴズ Flaming Leaves（75 USA栗 Olden Times）GB・U
SA６勝，Manta H，サンタマリアＨ‐G2 ２着，サンタモニカＨ‐G2 ３着，
Santa Lucia H２着
［子］ ライトオヴモーン Light of Morn（86牡 Alleged）GB・FR・USA９勝，

Dancing Spree H‐L，Pat O'Brien H‐L，Marshall S‐L，etc.，
種牡馬

［孫］ キンセイルキング Kinsale King（05� Yankee Victor）GB・USA・UA
E６勝，ドバイゴールデンシャヒーン‐G1，パロスヴェルデスＨ‐G2，
ヴァーノンＯアンダーウッドＳ‐G3，etc.

＊ヴィクトリアズワイルドキャット（08牝 Bellamy Road）USA３勝，エイ
トベルズＳ‐G3，Sometime Thing S３着

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

687 マイスクエアワン２０２１ �・青鹿 ４／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Giant's Causeway Mariah's Stormマイスクエアワン
＊ Dixieland Band

��
��
�シビサーバ黒鹿 2011 Dancing Mirage

1o
Northern Dancer M4×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 マウロア（12栗 キングカメハメハ）�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
アゼリアグレート（18牡栗 トランセンド）���入着５回
ムサシグロリー（19牡鹿 トーセンジョーダン）���１勝
ロッソランパンテ（20牝鹿 エピファネイア）�１勝

２代母 レースドール（04芦 ＊クロフネ）２勝，ひいらぎ賞３着
ブライトクォーツ（14牡 ＊ワークフォース）入着６回，呼子特別２着，萬代橋特別２

着，障害１勝，中山大障害‐JG1 ２着，京都ジャンプＳ‐JG3 ２着，中山グラ
ンドジャンプ‐JG1 ３着

ショウナンマリブ（15牡 ＊シンボリクリスエス）１勝

３代母 ビスクドール（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着
アイスドール（03牝 ＊キャプテンスティーヴ）６勝，エニフＳ‐L，オアシスＳ‐L ３

着，etc.，��入着，クイーン賞‐Jpn3 ３着
アイスジャイアント（19牡 ＊ダンカーク）�１勝，�１勝���，ＪＢＣ２歳優駿‐Jpn3

ジュモー（06牝 タニノギムレット）３勝
プロフェット（13� ＊ハービンジャー）２勝，京成杯‐G3，札幌２歳Ｓ‐G3 ２

着，白富士Ｓ‐L ３着，etc.
クラージュゲリエ（16牡 キングカメハメハ）２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２

歳Ｓ‐G3，日経新春杯‐G2 ３着，アンドロメダＳ‐L ２着，etc.
バトードール（07牡 ＊クロフネ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，端午Ｓ‐OP，etc.，

��２勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，etc.
オウケンビリーヴ（13牝 ＊クロフネ）５勝，�１勝��入着２回，クラスターＣ

‐Jpn3，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3 ２着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

４代母 ＊フェアリードール（91 USA栗 Nureyev）GB出走
［子］ トゥザヴィクトリー（96牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，エリザベス女王

杯‐Jpn1，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，
UAE入着，優古牝

［孫］ トゥザグローリー（07牡 キングカメハメハ）８勝，日経新春杯‐G2，日経
賞‐G2，京都記念‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲カミイスタット＝新冠町新栄 �0146-49-5173
生 産 牧 場： ㈲カミイスタット
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

688 マウロア２０２１ �・鹿 ３／ ３

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスマウロア ＊クロフネ

��
��
�レースドール栗 2012 ビスクドール

＊フェアリードール 9f
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Buckpasser S5×S5
Nureyev M5×M5
価格： 購買者：



母 マキノクィーン（10鹿 ＊クロフネ）３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
エクラプリエール（19牝鹿 ベルシャザール）��２勝
モンゲーチャンス（20牡鹿 ゴールドアクター）���出走

２代母 エクラドール（99栗 ＊サンデーサイレンス）出走
デライトシーン（04牝 サクラバクシンオー）４勝，アクアマリンＳ２着，飯豊特別

３着，鏑矢特別３着
カズノサイレンス（05牡 タニノギムレット）��１勝
マンシュウクロフネ（06牡 ＊クロフネ）�９勝
ゴールドパール（11牡 サクラバクシンオー）��18 勝�１勝
チムニーロック（13牡 ＊ファルブラヴ）�10 勝�５勝
エズ（14牝 ＊ファルブラヴ）�１勝
ツェレトナー（17牡 ストロングリターン）��13 勝��
プーフルフル（18牝 タイムパラドックス）��１勝
キキノロザリオ（19牝 タニノギムレット）��２勝

３代母 プリンセスシラオキ（92栗 ＊ミルジヨージ）入着４回
ブーケブラン（97牝 ＊カーネギー）２勝，カーネーション特別
ラヴィングサンデー（98牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

アールロッソ（16牝 ＊サウスヴィグラス）３勝，大府特別，ヤマボウシ賞，�
��３勝，しらさぎ賞

プリンセスレビュー（00牝 ＊エリシオ）入着
ピーチフィズ（06牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，��３勝
ジュニエーブル（14牡 スズカフェニックス）２勝，浦佐特別２着，���出走
ジェラペッシュ（17牝 ワールドエース）�１勝，赤松賞３着

ブーケドレーヌ（03牝 ＊フレンチデピュティ）不出走
ニコールバローズ（09牝 ゼンノロブロイ）４勝，紫川特別，下北半島特別，河

北新報杯２着，etc.
ピースキーパー（05牡 ＊ウォーエンブレム）５勝，京都２歳Ｓ‐L ３着，初夢Ｓ，阪

神スプリングプレミアム３着，etc.

販売申込者・所有者： 神垣 道弘＝新ひだか町静内東別 �0146-48-2920
生 産 牧 場： 神垣 道弘
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

689 マキノクィーン２０２１ 牡・栗 ３／ ５

＊

＊
＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューマキノクィーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�エクラドール鹿 2010 プリンセスシラオキ

＊フロリースカツプ 3l
Hold Your Peace S5×M5

価格： 購買者：



母 マダムメガミ（03鹿 マヤノトップガン）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（９）〕
プロフィール（08牝鹿 サクラバクシンオー）�３勝
オルカ（09牝鹿 ローエングリン）��１勝
スターシャ（13牝鹿 ＊ファルブラヴ）�１勝�
リセンティート（14牡鹿 ヴァーミリアン）１勝
ビーヴェローチェ（15牡栗 ＊カジノドライヴ）�４勝

２代母 ホクセイファースト（89鹿 テユデナムキング）１勝
ポリッシュノース（94牡 ＊ポリッシュネイビー）�１勝
ウエストイーグル（95牡 アンバーシヤダイ）�12 勝�１勝，サラブレッド３歳優駿２着
リリーラブ（96牝 ＊スリルシヨー）�２勝
ジェドエフラー（99牡 ＊ダンシングパートナ）�９勝�８勝��入着��，さつき賞，

２歳優駿若駒賞，東北優駿２着
ハネダファースト（00牡 ＊エブロス）��１勝
サラジーン（01牝 ＊テンビー）�１勝
オレンジナッチャン（02牝 ＊ゴールデンフェザント）�２勝�
オグリハート（10牝 サムライハート）	１勝�入着３回
���

３代母 ホクセーミドリ（76黒鹿 ＊ヴエンチア）４勝，Ｒたんぱ賞，オークス３着，阪
神４歳牝馬特別２着，ひいらぎ賞，さざんか賞
ホクセーチエリー（81牝 ＊パーソロン）不出走

メイショウベンハー（87牡 マルゼンスキー）３勝，平安Ｓ‐OP ３着，欅Ｓ２着，
長良川Ｓ３着

セブンレツトウ（84牝 ＊パーソロン）１勝
アインブライド（95牝 ＊コマンダーインチーフ）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，

チューリップ賞‐Jpn3 ３着，野路菊Ｓ‐OP，優２牝
ハスラー（99牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，エイプリルＳ‐L ２着，ディセン

バーＳ‐L ２着，晩春Ｓ，etc.

４代母 ＊フエアリーテイル（61 BEL鹿 Sicambre）不出走
［孫］ メイショウホムラ（88牡 ＊ブレイヴエストローマン）10勝，フェブラリー

Ｈ‐Jpn3，神無月Ｓ‐OP，武蔵野Ｓ‐OP，etc.，優ダート，種牡馬

販売申込者・所有者： 及川 ミツ子＝新ひだか町静内駒場 �0146-42-0293
生 産 牧 場： 及川 ミツ子
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

690 マダムメガミ２０２１ �・鹿 ４／ ３
＊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

＊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マダムメガミ テユデナムキング

��
��
�ホクセイファースト鹿 2003 ホクセーミドリ

＊フエアリーテイル 4j
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ママズディッシュ（07芦 ＊クロフネ）入着２回
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（15）〕
カスミポップコーン（13牡芦 ＊ベーカバド）�７勝���
アイスグレー（14牝芦 フリオーソ）入着，�３勝
ムーンアンドスター（15牡芦 アドマイヤコジーン）�１勝
ママズコフィ（18牝鹿 ＊カジノドライヴ）���１勝�３勝
ウイングボルドー（19牝鹿 ＊ハービンジャー）�出走

２代母 シラユキヒメ（96白 ＊サンデーサイレンス）入着
ユキチャン（05牝 ＊クロフネ）２勝，��３勝，関東オークス‐Jpn2，ＴＣＫ女王盃

‐Jpn3，クイーン賞‐Jpn3，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着，クイーン賞‐Jpn3
２着，etc.，ＮＡＲ優牝馬
シロインジャー（13牝 ＊ハービンジャー）出走
メイケイエール（18牝 ミッキーアイル）�６勝，京王杯スプリングＣ‐G2，
チューリップ賞‐G2，シルクロードＳ‐G3，ファンタジーＳ‐G3，小
倉２歳Ｓ‐G3，etc.

マシュマロ（09牝 ＊クロフネ）２勝
ハヤヤッコ（16牡 キングカメハメハ）�５勝，レパードＳ‐G3，ブラジルＣ‐L，

ＢＳＮ賞‐L ３着，スレイプニルＳ‐OP，総武Ｓ‐OP ２着，etc.
ピオノノ（17牡 キングカメハメハ）�２勝，チバテレ杯２着（２回），呉竹賞２

着，�入着，北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着
マーブルケーキ（11牝 キングカメハメハ）３勝
ブチコ（12牝 キングカメハメハ）４勝，上総Ｓ，北國新聞杯２着，北山Ｓ３着

ソダシ（18牝 ＊クロフネ）�７勝，桜花賞‐G1，阪神ジュベナイルフィリーズ
‐G1，ヴィクトリアマイル‐G1，札幌記念‐G2，アルテミスＳ‐G3，etc.，
優２牝，優３牝

ママコチャ（19牝 ＊クロフネ）�２勝，エルフィンＳ‐L ２着，ファンタジーＳ
‐G3 ３着

シロニイ（14牡 キングカメハメハ）�４勝，くすのき賞，六社Ｓ２着，舞鶴Ｓ２着，
天草特別２着，樅の木賞２着，etc.

ブッチーニ（16牝 キングカメハメハ）�３勝，鎌倉Ｓ３着，銀蹄Ｓ３着，門松Ｓ３着

３代母 ＊ウェイブウインド（91 USA鹿 Topsider）不出走

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

691 ママズディッシュ２０２１ 牡・芦 ４／ １

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューママズディッシュ ＊サンデーサイレンス

��
��
�シラユキヒメ芦 2007 ＊ウェイブウインド

2w
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 マルモセーラ（08黒鹿 ＊クロフネ）２勝，ファンタジーＳ‐G3
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８）〕
マルモレイナ（14牝鹿 ＊エンパイアメーカー）３勝，ききょうＳ‐OP（芝 1400）２着，

合馬特別（芝 1200），タイランドＣ（芝 1400）３着
マルモマリア（15牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）２勝
マルモネオフォース（16牝鹿 ＊ワークフォース）�２勝，北國新聞杯（芝 1600）２着
マルモルーラー（18牡黒鹿 ルーラーシップ）�１勝
マルモルミエール（20牡芦 エイシンヒカリ）�未出走

２代母 マイクロス（00鹿 タマモクロス）不出走
オースミカトレア（06牝 マヤノトップガン）�１勝�入着�
ナリタキョウジン（07牡 ＊グラスワンダー）�１勝
レオトリビュート（11牡 アドマイヤコジーン）�１勝
クインズウラヌス（13牡 ＊クロフネ）�４勝��５勝	入着２回�

３代母 ビーサイレント（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ジェイケイテイオー（98
 トウカイテイオー）４勝，磐梯山特別，万代特別，障害１勝
プリサイスマシーン（99牡 マヤノトップガン）９勝，スワンＳ‐Jpn2，阪急杯‐G3，

中日新聞杯‐Jpn3（２回），etc.，��５勝�����入着４回�
キープクワイエット（01牝 エアジハード）５勝，木更津特別，御在所特別２着

カルマート（08牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，紫苑Ｓ‐LR
リトミカメンテ（16牝 オルフェーヴル）３勝，武田尾特別，桑折特別，清
滝特別２着，etc.

タガノスカイハイ（15牡 ルーラーシップ）３勝，由比ヶ浜特別，二本松特別２
着，豊明Ｓ３着，etc.

インフィニットエア（06
 ＊シンボリクリスエス）４勝，伊勢佐木特別，�２勝

４代母 グローバルダイナ（80鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3，小倉大賞典‐Jpn3，宝塚記念‐Jpn1 ３着，エリザ
ベス女王杯３着，etc.，優古牝（2回）
［子］ アドマイヤジャック（98牡 ＊フォーティナイナー）６勝，霜月Ｓ‐OP ３着，

大雪Ｈ，えりも特別，etc.
［孫］ エースインザホール（07牡 スペシャルウィーク）３勝，もちの木賞３着

販売申込者・所有者： オカモトファーム＝浦河町西舎 �0146-28-1569
生 産 牧 場： オカモトファーム
飼 養 者： オカモトファーム＝浦河町西舎 �0146-28-1569

692 マルモセーラ２０２１ �・黒鹿 ５／ ２
＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューマルモセーラ タマモクロス

��
��
�マイクロス黒鹿 2008 ビーサイレント

＊ロイヤルアグリーメント 12f
サンデーサイレンス S3×M4 フオルテイノ S5×M5

価格： 購買者：



母 マレンカヤ（08鹿 ＊ファンタスティックライト）入着２回，�３勝�入着��
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ブラッドストーン（16牡黒鹿 ローズキングダム）１勝，汐留特別（芝 2000）２着，

夏木立賞（芝 2000）３着
ラシャトレーン（18牝黒鹿 ベルシャザール）��１勝�
ロザシアニン（19牝栗 グランプリボス）�未出走
シミーシェイク（20牝鹿 カレンブラックヒル）�未出走

２代母 アナステーシア（00鹿 ＊ソヴィエトスター）３勝，鶴ヶ城特別３着
マウントクイン（07牝 ＊アフリート）�２勝
マンハッタンヘンジ（11牡 ＊ザール）１勝，彦星賞，白河特別２着，�３勝，すみれ

賞，師走賞
キキズブルーム（13牝 ディープスカイ）�２勝�
サーカディアン（14牝 アドマイヤムーン）�２勝

３代母 イシノリード（95鹿 ＊コマンダーインチーフ）��入着

４代母 ＊ジェフォリー（87 USA栗 Alydar）USA３勝，ニジャナＳ‐G3，ハリウッド
オークス‐G1 ２着，モンマスオークス‐G2 ３着
［子］ イシノサンデー（93牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，皐月賞‐Jpn1，京都

金杯‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.，�１勝��入着，種牡馬
ロイヤルエンデバー（98牡 ＊ラムタラ）��６勝	，全日本３歳優駿
‐Jpn2 ２着，ＴＶ埼玉杯，埼玉新聞杯，etc.

イシノダンシング（00牡 ＊ダンシングブレーヴ）��16 勝，スパーキング
サマーＣ

イシノラピド（99牝 ＊ブライアンズタイム）��４勝，東京プリンセス賞
２着，ローレル賞３着

アリダースルー（92
 Seattle Slew）５勝，ウェルカムＳ，立冬特別，Ｓ
ＴＶ杯，etc.

イシノゼフィルス（01牡 ＊ブライアンズタイム）入着，��12 勝��入着
３回�，九州記念３着

［孫］ ラブミーファルコン（14牝 スマートファルコン）�５勝�２勝４勝��，
フルールＣ２着

販売申込者・所有者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 �090-8707-5308
生 産 牧 場： ㈲大狩部牧場
飼 養 者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6022

693 マレンカヤ２０２１ �・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ロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodマレンカヤ ＊ソヴィエトスター

��
��
�アナステーシア鹿 2008 イシノリード

＊ジェフォリー 20
Halo S4×M5 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 プレシャスヴィガー（11栗 ＊サウスヴィグラス）入着，��３勝�入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ミコノスフレイバー（18牡栗 スズカコーズウェイ）���５勝

２代母 ＊プレシャスキャット（96 USA栗 Storm Cat）USA３勝，Sam Houston Dis
taff H‐L ３着
パンプアップ（04牡 Point Given）４勝
コヅル（05牝 ＊ブライアンズタイム）２勝
ダンツクイック（06牡 ＊スキャターザゴールド）�９勝��入着 11回
プレシャスジェムズ（07牝 ＊シンボリクリスエス）５勝，ながつきＳ，渡島特別，etc.，

��入着３回�，クイーン賞‐Jpn3 ２着，マリーンＣ‐Jpn3 ３着，Ｔ
ＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着
スマートパルフェ（18牝 ルーラーシップ）２勝，��出走

スリープレシャス（08牡 スズカマンボ）１勝，��１勝
ハヤブサソング（09牝 スズカマンボ）１勝
プレシャスデイズ（10牝 スズカフェニックス）��１勝�
スリープレッピー（13� ヴィクトワールピサ）入着２回，	３勝
タイニーマイス（15牝 スズカマンボ）�	４勝�３勝�１勝

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

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

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

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

atin and Lace S，Big Sandy S３着
オネストジョイ Honest Joy（79牝 Honest Pleasure）USA８勝，Mar
igold S

［孫］ ドツェロDotsero（87 牡 Conquistador Cielo）USA５勝，イリノイダービ
ー‐G2，Count Fleet S‐L，Southwest S‐L ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

694 プレシャスヴィガー２０２１ 牡・栗 ４／ ５

＊

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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタープレシャスヴィガー
＊ Storm Cat

��
��
�プレシャスキャット栗 2011 Nurse Lulu

9e
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウクサブエ（16鹿 ＊シンボリクリスエス）入着
初仔

２代母 フォースライト（09黒鹿 マンハッタンカフェ）２勝，苗場特別３着
ジューンフォレスト（17牝 ＊アイルハヴアナザー）�２勝
マルカアトラス（19牡 ＊シニスターミニスター）�２勝

３代母 フォーティエース（97鹿 ＊フォーティナイナー）５勝，やまもも賞，藤森特別３着
アグネスラナップ（05牡 アグネスタキオン）３勝，舞鶴特別３着，障害３勝，阪神

スプリングジャンプ‐JG2 ２着
ティアップワイルド（06牡 ＊ワイルドラッシュ）９勝，カペラＳ‐G3 ２着（２回），etc.，

障害１勝，�１勝�１勝����入着３回�，かきつばた記念‐Jpn3，
兵庫ゴールドＴ‐Jpn3，etc.

ロックフォーティ（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）不出走
バトルカグヤ（17牝 アドマイヤムーン）１勝，春菜賞３着

４代母 ＊ピンクシェイド（91 USA青鹿 Lyphard）FR入着３回
［孫］ フミノポールスター（09牡 ゴールドアリュール）２勝，若戸大橋特別

５代母 ピンクヴァリー Pink Valley（75 USA黒鹿 Never Bend）FR３勝，P. d'A
umale，P. Yacowlef３着
［子］ ピンク Pink（81 牡 Northern Dancer）FR・USA８勝，シュマンドフェル

デュノール賞‐G3，ミュゲ賞‐G3，ロンポワン賞‐G3，etc.，種牡馬
リングピンク Ring Pink（90 牝 Bering）FR・ITY４勝，P. de la Pepinie
re‐L，P. Joubert‐L，エヴリ大賞‐G2 ３着，etc.

リピンク Lypink（93 牝 Lyphard）FR３勝，P. Charles Laffitte‐L，
P. Melisande‐L

［曾孫］ セヴィルオレンジ Seville Orange（15牝 Duke of Marmalade）SAF４
勝，トラックアンドボールオークス‐G3，サウスアフリカンオークス
‐G2 ３着，South African Oaks Trial‐L ２着

ヴァリージェム Vally Jem（09牝 Dylan Thomas）FR３勝，P. Urban
Sea‐L，コリーダ賞‐G2 ２着，ヴィシー大賞‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

695 メイショウクサブエ２０２１ 牡・黒鹿 ３／２６
＊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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayメイショウクサブエ マンハッタンカフェ

��
��
�フォースライト鹿 2016 フォーティエース

＊ピンクシェイド 16c
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ラストエンジェル（12鹿 ＊バゴ）�１勝��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
シャムエル（17牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）��２勝
サツキティアラ（18牝鹿 ＊バトルプラン）１勝
ヘイシリン（19牡黒鹿 メイショウボーラー）��２勝�１勝，ぎふ清流Ｃ
（Ｄ1400）２着

２代母 エンジェルスポート（94青鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，ストークＳ３着
エルパライソ（01牝 タマモクロス）入着５回，�１勝
アキノキャプテン（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）�３勝
ノヴェナ（05牝 ＊タイキシャトル）�３勝
ラヴェル（07牡 ＊ストラヴィンスキー）�１勝��８勝
マイネルパルフェ（08牡 ＊プリサイスエンド）１勝，�１勝�９勝��入着５回�	，

玄界灘賞，尾鈴山賞，阿蘇山賞，松浦川賞，九千部山賞，etc.
エーブドラゴンマン（10牡 ＊グラスワンダー）�３勝�
ショウカンロン（11牡 ＊クロフネ）
８勝�６勝

３代母 ヒンドムーリン（78黒鹿 ＊ムーリン）不出走
ストライカー（86牡 ホスピタリテイ）６勝，福島民報杯‐OP ２着，マーチＳ‐OP

２着，内外タイムス杯，etc.
ベッスルパワー（88牡 ＊サーペンフロ）３勝，�３勝�４勝，東海ゴールドＣ２着，

オグリキャップ記念２着，開設６５周年記念
ドラゴンダンディー（93牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，つわぶき賞２着
ターフプロテクター（95牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，天草特別２着

４代母 ヒンドライン（69鹿 ＊ボウプリンス）��４勝，桜花賞

５代母 ヒンドソネラ（60鹿 ＊ヒンドスタン）６勝，東京牝馬特別，日本経済賞２着，
目黒記念（秋）３着，オールカマー２着，クイーンＳ３着，etc.，��
［曾孫］ エイシンテンペスト（84牡 ＊ハビトニー）４勝，ペガサスＳ‐Jpn3，ジュ

ニアＳ‐OP，トパーズＳ‐OP ３着，etc.
エイシンリゲイン（83牝 アローエクスプレス）５勝，サファイヤＳ‐Jpn3，
高雄特別，清水特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲荻伏三好ファーム＝浦河町姉茶 �0146-27-4051
生 産 牧 場： ㈲荻伏三好ファーム
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

696 ラストエンジェル２０２１ �・黒鹿 ５／２９

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxラストエンジェル ＊サンデーサイレンス

��
��
�エンジェルスポート鹿 2012 ヒンドムーリン

＊ソネラ 4r
Blushing Groom S4×M4 Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ミスフーバフーバ（01 USA鹿 GoneWest）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－３（14）〕
ダノンフーバフーバ（06牡黒鹿 Vindication）１勝，きんもくせい特別（芝 1700）３着
ローザフィオーレ（07牝鹿 ダンスインザダーク）１勝
ダノンウィスラー（08牡鹿 ディープインパクト）３勝，対馬特別（芝 1700）２着，

障害１勝
ジェームズバローズ（09牡鹿 ディープインパクト）２勝，西部スポニチ賞
（芝 2000）２着，ムーニーバレーレーシングクラブ賞（芝 2400）３着

カカオフレイバー（11牝鹿 ダイワメジャー）��１勝�１勝�３勝��入着 10回
ラブエンジェル（12牝鹿 ＊ハービンジャー）�２勝�１勝�入着
ターキッシュバン（15牝鹿 ＊ハードスパン）�出走，�	１勝��５勝

２代母 ギャルインナラカスGal in a Ruckus（92 CAN栗 Bold Ruckus）USA５勝，
ケンタッキーオークス‐G1，Dogwood S‐L，Canadian Oaks‐R，モン
マスオークス‐G2 ２着，Educated Risk S‐R ２着
アワーギャルOur Gal（98 牝 A.P. Indy）不出走

ラッカスルールズ Ruckus Rules（05
 Monarchos）CAN３勝，Assiniboi
a Derby Trial S２着

ハーオウンタームズHer Own Terms（99牝 Storm Cat）USA出走
ストーミンモナルコ Stormin Monarcho（10
 Monarchos）USA・CAN14勝，

Swatara S‐L，Richard W. Small S，Manitoba Derby‐L ２
着，Alydar S‐R ２着，アーリントンＷフュチュリティ‐G3 ３着，etc.

ヴェリークラッシーギャルVery Classy Gal（03 牝 Giant's Causeway）USA出走
クラッシーココ Classy Coco（10牝 Not For Love）USA５勝，Maryland

Million Distaff H‐R，Dr. Teresa Garofalo Memorial S‐R，Maryla
ndMillion Lassie S‐R

スカイミッション Sky Mission（05
 Sky Mesa）USA２勝
アグレッシヴギャルAggressive Gal（07 牝 Monarchos）USA・CAN２勝
フライギャル Fly Gal（10 牝 Sky Mesa）USA１勝

３代母 キラモーQuillummo（81 USA栗 Gummo）USA１勝

販売申込者・所有者： 折手牧場＝新ひだか町三石美野和 �090-5955-5700
生 産 牧 場： 折手牧場
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

697 ミスフーバフーバ２０２１ 牡・鹿 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊

ゴーンウェスト Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�GoneWest Secrettameミスフーバフーバ ギャルインナラカス Bold Ruckus

��
��
�Gal in a Ruckus鹿USA 2001 Quillummo

23b
Raise a Native M4×M5 Bold Ruler M5×M5

価格： 購買者：



母 ミスライト（12鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
フルゴリラ（17牡栗 エスポワールシチー）���２勝�５勝�入着，黒潮皐月賞
（Ｄ1400）２着，土佐春花賞（Ｄ1300）２着，黒潮菊花賞（Ｄ1900）３着

スポッテッドレイク（19牝鹿 エスポワールシチー）��１勝�

２代母 ＊キャッツ（06 USA栗 Storm Cat）USA１勝
ダイシンインディー（16牡 ゴールドアリュール）�４勝，春光Ｓ，初凪賞，下総Ｓ

３着，�入着�，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ３着
エリオット（18牡 ＊サウスヴィグラス）１勝，���出走

３代母 ブリスフルBlissful（96 USA鹿 Mr. Prospector）USA出走
ダッチェスモージョーDutchess Mojo（01牝 Deputy Minister）不出走

スイートナッシングズ Sweet Nothings（09 牝 Street Cry）USA３勝，Cali
fornia Oaks‐L ２着，Corte Madera S‐L ２着，Golden Poppy S
‐L ３着

ホエアーズザットタイガーWhere's That Tiger（03 牡 Storm Cat）GB・IRE・U
AE１勝，ＵＡＥ２０００ギニー‐G3 ２着，種牡馬

ワングレイトキャットOne Great Cat（05 牡 Storm Cat）GB・FR・IRE２勝，英
シャンペインＳ‐G2 ３着，リッチモンドＳ‐G2 ３着，Nijinsky S‐L ２着，
種牡馬

マカリオスMakarios（14� Giant's Causeway）USA２勝，トランシルヴァニア
Ｓ‐G3 ３着

４代母 エインジエルフィーヴァ Angel Fever（90 USA鹿 Danzig）USA１勝，C
olleen S‐L ２着
［子］ フサイチペガサス Fusaichi Pegasus（97 牡 Mr. Prospector）USA６勝，

ケンタッキーダービー‐G1，ウッドメモリアルＳ‐G2，ジェローム
Ｈ‐G2，etc.，種牡馬

［孫］ ブレイヴティンソールジャー Brave Tin Soldier（04 牡 Storm Cat）GB
・FR・IRE・USA・UAE４勝，クリフハンガーＳ‐G3，Blenheim
S‐L，ニッカボッカーＳ‐G3 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 小倉 光博＝新ひだか町静内田原 �090-3391-7161
生 産 牧 場： 小倉 光博
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

698 ミスライト２０２１ �・鹿 ３／１７
＊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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlミスライト
＊ Storm Cat

��
��
�キャッツ鹿 2012 Blissful

8c
Northern Dancer S5×S5×M5 Danzig M5×M5

価格： 購買者：



母 ミリアム（06芦 キングカメハメハ）２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（９）〕
サイモンミラベル（14牝栗 ダイワメジャー）３勝
ナンヨーブルジョン（15�芦 ヴィクトワールピサ）�３勝�２勝��
オレンジジェム（16牝栗 ゴールドアリュール）��２勝
ライヴワッフル（18牝栗 ダイワメジャー）�２勝�

２代母 ＊ウェルカムミレニアム（00 FR芦 Kendor）FR・USA３勝，Criterium du Be
quet‐L，レゼルヴォワール賞‐G3 ２着，オマール賞‐G3 ２着，グロット賞
‐G3 ３着，P. La Camargo‐L ３着
グラスサミット（07牡 ＊クロフネ）１勝
ミレニアルドリーム（08牡 ゼンノロブロイ）１勝
ミレニアムゴールド（09牡 ゴールドアリュール）２勝
フェルクレール（13牝 ドリームジャーニー）１勝，医王寺特別３着

３代母 タンブーラTambura（92 FR芦 Kaldoun）FR１勝
タドルヌ Tadorne（97牝 Inchinor）FR３勝，P. La Sorellina‐L ２着，P. d'A

ngerville‐L ３着，Grand Criterium de Bordeaux‐L ３着
パンソン Pinson（02牡 Halling）GB・FR４勝，ギヨームドルナーノ賞‐G2，

ダフニス賞‐G3，ジョーエルＳ‐G3 ２着，種牡馬
アップトゥデイトUp to Date（98 牝 Valanour）FR２勝

ユフォローグUfologue（07� ＊ザール）FR２勝，P. du Pont‐Neuf‐L ３着
ヴィーヴァマリアViva Maria（99 牝 Kendor）GB・FR１勝

カイピリーニャ Caipirinia（06 牝 HawkWing）FR２勝，P. Delahante‐L
３着

ネイティヴハーンNative Khan（08牡 Azamour）GB・IRE３勝，クレイヴァ
ンＳ‐G3，ソラリオＳ‐G3，英２０００ギニー‐G1 ３着，etc.，種牡馬

ジムビー Ximb（01� Septieme Ciel）FR７勝，P. du Haras de la Huderie‐L，
仏グランクリテリヨム‐G1 ３着

ヴェルバ Verba（05牝 Anabaa）GB・FR３勝，P. Altipan‐L，チャートウエル
Ｓ‐G3 ２着，P. Ceres‐L ２着，etc.

カムビュラ Kambura（14牝 Literato）FR２勝，Criterium de Lyon‐L，ミエス
ク賞‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

699 ミリアム２０２１ �・鹿 １／２８

＊

＊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 ＊マンファスミリアム
＊ Kendor

��
��
�ウェルカムミレニアム芦 2006 Tambura

16b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ミヤコスマイル（15黒鹿 キングカメハメハ）�２勝��入着３回
初仔

２代母 シャイニンググラス（98青鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，姫川特別，三面川
特別，広瀬川特別，佐渡特別２着，グラジオラス賞２着，etc.
ペイデュソレイユ（07牝 ＊シンボリクリスエス）出走

テイエムソレイユ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝，開聞岳特別，湯浜特別３着，
木古内特別３着

オンリーワンボーイ（17牡 カレンブラックヒル）�２勝，五泉特別３着
シャイニーフェイト（08牡 キングカメハメハ）�15 勝�13 勝，池田湖賞，春望賞，

長月賞，高知優駿，六角川賞２着，etc.
ダイワダルタニアン（11牡 ＊チチカステナンゴ）１勝
アサクサリーダー（12� メイショウサムソン）１勝，障害１勝
シトラスノキセキ（16牝 ＊ワークフォース）２勝，朝日岳特別

３代母 シャイニンレーサー（91黒鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ‐Jpn3，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，紅梅賞‐OP ２着，シクラ
メンＳ‐OP ２着，etc.
シャイニンルビー（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，オーロＣ

‐L，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
シャイニングアレキ（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，西日本スポーツ杯３着，ゴ

ールデンサドルＴ３着
フェラーリファイブ（03牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，八重桜賞，青嵐賞２着，白

川特別２着，etc.

４代母 ＊ミルレーサー（83 USA鹿 Le Fabuleux）GB・USA２勝，ベルダムＳ‐G1 ４着
［子］ フジキセキ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥

生賞‐Jpn2，もみじＳ‐OP，優２牡，種牡馬
［孫］ ノボリディアーナ（10牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，

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

販売申込者・所有者： �ニンバスファーム＝新ひだか町三石歌笛 �080-4537-9753
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

700 ミヤコスマイル２０２１ �・芦 ３／１０

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスミヤコスマイル ＊サンデーサイレンス

��
��
�シャイニンググラス黒鹿 2015 シャイニンレーサー

＊ミルレーサー 22d
Mr. Prospector M4×S5 Le Fabuleux S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ミチル（14鹿 ＊ストリートセンス）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
コウユーママママ（18牝栗 スズカコーズウェイ）��１勝��
タイセイストラーダ（19牡黒鹿 カレンブラックヒル）�入着

２代母 ＊デザートチル（05 USA鹿 Red Ransom）GB・FR・GER２勝
ワクワクキリシマ（11牝 ＊ストーミングホーム）１勝，矢車賞３着
アイスコールド（13牝 タニノギムレット）２勝，桑折特別
アイスストーム（15牡 ＊ストーミングホーム）５勝，中日新聞杯‐G3 ３着，メイＳ

‐OP，垂水Ｓ，調布特別，石和特別３着，etc.
サンズオブタイム（18牡 ディープブリランテ）�１勝

３代母 ＊ストームソング（94 USA鹿 Summer Squall）USA４勝，フリゼットＳ‐G1，
ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，メイトロンＳ
‐G1 ２着，ケンタッキーオークス‐G1 ３着，etc.
アナザーストームAnother Storm（99牝 GoneWest）USA１勝

アスペリティ Asperity（04 牡 War Chant）GB・FR・USA７勝，ポールドム
サック賞‐G3，サンダウンクラシックトライアルＳ‐G3 ３着，種牡馬

エインジェルテラス Angel Terrace（09牝 Ghostzapper）USA・CAN４勝，
ヴァリーヴューＳ‐G3，Kentucky Downs Ladies Marathon S，Rob
ert G. Dick Memorial S‐L ２着，etc.

オーダーオヴセントジョージOrder of St George（12牡 Galileo）GB・FR・
IRE13 勝，アスコットゴールドＣ‐G1，愛セントレジャー‐G1（２回），英
ＢＣロングディスタンスＣ‐G2，etc.，種牡馬

＊ストロベリーフェア（01牝 Kingmambo）GB入着
ミッドサマーフェア（09牝 タニノギムレット）３勝，フローラＳ‐G2，クイー

ンＳ‐G3 ３着，東風Ｓ‐L ３着，etc.
バラッドリー Balladry（08 牡 Unbridled's Song）USA・UAE・CHA３勝，サンフ

ェルナンドＳ‐G2 ２着，クーガーザセカンドＨ‐G3 ３着，Prove It S３着
トロージャンネイション Trojan Nation（13牡 Street Cry）USA１勝，ウッドメ

モリアルＳ‐G1 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： カロッテファーム＝日高町庫富 �090-4676-9327
生 産 牧 場： カロッテファーム
飼 養 者： カロッテファーム＝日高町庫富 �090-4676-9327

701 ミチル２０２１ �・鹿 ２／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleミチル
＊ Red Ransom

��
��
�デザートチル鹿 2014 ＊ストームソング

1o
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ミヤサンキューティ（08芦 ＊クロフネ）���２勝・７勝，東京シンデレラマイル
（Ｄ1600），優駿スプリント（Ｄ1200）
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
ミヤサンヴィッキー（16牝芦 スマートファルコン）��１勝
エリザベスキュート（17牝芦 ベルシャザール）�２勝
ケウ（19牝栗 ＊ラニ）���１勝�１勝�，ル・プランタン賞（Ｄ1800）

２代母 イノセントニンフ（97栗 ＊ヘクタープロテクター）�５勝��８勝
キーンブレイド（06	 ＊アジュディケーティング）��５勝

３代母 イノセントラジー（91鹿 ＊トニービン）１勝
コーブライミー（02牝 ＊ブライアンズタイム）出走

ワンダーウマス（14牡 スマートファルコン）４勝，ウオッカＣ２着，濃尾特別
２着，八王子特別２着，etc.

オールライトナウ（04牡 ＊クロフネ）１勝，水芭蕉特別３着

４代母 ルナオーキッド（87鹿 ＊リアルシヤダイ）出走
［子］ エナジーストーン（92牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，おけさ特別，飯豊特別
［孫］ メイショウトウコン（02牡 マヤノトップガン）７勝，東海Ｓ‐G2，平安Ｓ

‐G3，etc.，
１勝�１勝���入着２回�，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，etc.
ウォーゲーム（04牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，睦月賞，木曽川特別，許
波多特別２着，etc.

タガノプレイメイト（97牝 ＊グルームダンサー）３勝，露草賞
ローレルロイス（00牡 ジェニュイン）１勝，障害３勝，京都ジャンプＳ‐JG3
２着，阪神ジャンプＳ‐JG3 ２着，中山グランドジャンプ‐JG1 ３着

タイセイボルト（10牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，金山特別３着，��
１勝�入着�

５代母 シヤダイワーデン（77栗 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ ダイナコスモス（83牡 ＊ハンターコム）４勝，皐月賞‐Jpn1，Ｒたんぱ賞

‐Jpn3，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
［孫］ クラフトワーク（00牡 ＊ペンタイア）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，中山金杯

‐Jpn3，函館記念‐Jpn3，etc.

販売申込者・所有者： オギオギ牧場＝新ひだか町三石富沢 �090-9522-7565
生 産 牧 場： オギオギ牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

702 ミヤサンキューティ２０２１ 牡・芦 ４／２６
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayワイルドワンダー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ワルツダンサー黒鹿 2002 ＊ウィシングフォーアスター

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューミヤサンキューティ ＊ヘクタープロテクター

��
��
�イノセントニンフ芦 2008 イノセントラジー

＊ナイトライト 22d
Hail to Reason S4×S5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ミヤビソーダライト（11黒鹿 アドマイヤムーン）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
カリーナブルー（17牝青鹿 ＊パイロ）��１勝
ロバリアスピード（19牝黒鹿 ＊パイロ）��２勝��
ラズライトサナ（20牝青鹿 ゴールドアクター）�未出走

２代母 ミヤビハルカ（05黒鹿 ＊ウォーエンブレム）不出走
ミヤビエンブレム（13牡 マンハッタンカフェ）１勝，山藤賞２着，八丈島特別３着，

フリージア賞３着
チビッコギャング（14牡 ハーツクライ）�２勝
ミヤビアーク（16牡 ロードカナロア）��10 勝

３代母 タフグレイス（96栗 ＊トニービン）５勝，中山金杯‐Jpn3 ２着，千葉Ｓ，両
国特別（２回），香取特別２着，ＴＶＫ賞３着，etc.
ミヤビリュウオー（06牡 ＊ホワイトマズル）２勝，長良川特別３着
ミヤビファルネーゼ（08牡 ＊ロージズインメイ）４勝，春興Ｓ，韓国馬事会杯２着，

節分Ｓ２着，etc.，障害１勝，�１勝
ミヤビグローリー（09牝 アグネスタキオン）不出走

ラジアントエンティ（18牝 スマートファルコン）�２勝�１勝�１勝�，ラブ
ミーチャン記念，園田プリンセスＣ

４代母 システィーナ（89栗 サクラユタカオー）８勝，京都牝馬特別‐Jpn3，関屋記念
‐Jpn3 ２着，七夕賞‐Jpn3 ３着，エプソムＣ‐Jpn3 ３着，マーチＳ‐Jpn3 ３着，etc.
［子］ ミヤビライデン（97牡 ＊トニービン）４勝，湘南Ｓ，本栖湖特別，水芭蕉

特別２着，etc.
ミヤビキララ（02牝 スペシャルウィーク）３勝，香取特別，土湯温泉特別，
香取特別３着，etc.

ミヤビフェラーリ（00牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，�２勝��１勝�，
尾張名古屋杯３着

［孫］ ミヤビジャスパー（11牡 アドマイヤムーン）３勝，若駒Ｓ‐LR ２着，野
分特別，アルメリア賞

ミヤビリファイン（09牡 ＊ロージズインメイ）２勝，河口湖特別３着

販売申込者・所有者： ㈲金石牧場＝浦河町東幌別 �0146-28-1521
生 産 牧 場： ㈲金石牧場
飼 養 者： ㈲金石牧場＝浦河町東幌別 �0146-28-1521

703 ミヤビソーダライト２０２１ 牡・栗 ４／１５

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズミヤビソーダライト ＊ウォーエンブレム

��
��
�ミヤビハルカ黒鹿 2011 タフグレイス

＊ニアーリーズン 22b
Mr. Prospector S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ミラクルクロス（08鹿 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（６）〕
カナシバリ（16牝鹿 ＊プリサイスエンド）３勝，初茜賞（Ｄ1800），北総Ｓ
（Ｄ1800）２着，チバテレ杯（Ｄ1800）２着，韓国馬事会杯（Ｄ1800）３着，伊勢
佐木特別（Ｄ2100）３着

ブルベアオンス（17牡栗 ＊パイロ）���３勝�１勝�２勝

２代母 ロイヤルクロス（90鹿 ＊スリルシヨー）入着２回
イエロードリーム（96� ヤマニンゼファー）１勝，��１勝	６勝
４勝���入

着２回，佐賀記念‐Jpn3 ３着，三条ＧＰ，高崎記念２着
ヤワラブライト（98牝 ＊コマンダーインチーフ）不出走

ドングラシアス（04牡 マーベラスサンデー）１勝，障害３勝，小倉サマージャ
ンプ‐JG3，阪神ジャンプＳ‐JG3 ２着（２回），中山大障害‐JG1 ３着，小
倉サマージャンプ‐JG3 ３着

マーベラスロイヤル（00牡 マーベラスサンデー）１勝，障害２勝
ウインクルセイド（02牡 キングヘイロー）２勝，スプリングＳ‐Jpn2 ２着，葉牡丹

賞，瀬波温泉特別２着，六社特別２着，ＴＶ埼玉杯３着，etc.
マルブツクロス（03牡 ＊クロフネ）４勝，招福Ｓ２着，初茜賞２着，富里特別２着，

鎌ケ谷特別３着，甲斐路特別３着
アーサーバローズ（09牡 キングカメハメハ）３勝，�１勝��，遠賀川賞，阿蘇山

賞３着

３代母 スタームーン（76黒鹿 ＊シヤトーゲイ）出走
シユアンス（80牝 ＊ダンデイルート）入着２回

スロクルージュ（87牝 アスワン）２勝
セクシーディナー（97牝 ＊キンググローリアス）��６勝�	，ＴＣＫ女王
盃‐Jpn3 ２着，ファーストレディー賞，ロジータ記念，etc.

シャコーグレイド（88牡 ミスターシービー）３勝，皐月賞‐Jpn1 ２着，ＡＲ共
和国杯‐Jpn2 ２着，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ２着，etc.

テンジンショウグン（90牡 ＊ノーアテンシヨン）６勝，日経賞‐Jpn2，日経賞
‐Jpn2 ３着，メトロポリタンＳ‐OP ２着，etc.，障害２勝

ブラツクスキー（82牡 マルゼンスキー）７勝，新潟記念‐Jpn3，福島記念‐Jpn3，
皐月賞‐Jpn1 ４着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲川島牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2481
生 産 牧 場： ㈲川島牧場
飼 養 者： ㈱吉永ファーム＝浦河町西舎 �0146-26-7347

704 ミラクルクロス２０２１ �・鹿 ４／ ２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーミラクルクロス ＊スリルシヨー

��
��
�ロイヤルクロス鹿 2008 スタームーン

＊プロポンチス 4d
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ミラクルステイ（11黒鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
グランツエクラ（18牡黒鹿 ホッコータルマエ）��６勝
アスミ（19牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）���２勝
ステイポジティブ（20牡黒鹿 サトノクラウン）�地方未出走

２代母 キョウワミラクル（00鹿 メジロライアン）�６勝�入着�
キョウワオリオン（08牡 キングヘイロー）入着２回，��１勝
キョウワアマテラス（09牝 ＊チーフベアハート）入着，�６勝
キョウワミラージュ（10牝 キングヘイロー）�４勝�

３代母 ホノオノオンナ（91黒鹿 Seattle Slew）１勝

４代母 ＊スプリームクィーン（81 USA鹿 Alydar）USA２勝，Gardenia S‐R ２着，
Tampa Bay Debutante S‐R ３着
［子］ キラーディラー Killer Diller（87	 Pleasant Colony）USA９勝，アソ

ールトＨ‐G3，トレントンＨ‐G3，ガーデンステイトＳ‐G3，etc.
アサカディフィート（98	 ＊パラダイスクリーク）11勝，小倉大賞典‐Jpn3
（２回），中山金杯‐Jpn3，アンドロメダＳ‐L（２回），etc.，�入着��

アラブノオウジ（94牡 ＊ナスルエルアラブ）２勝，荒川峡特別
［曾孫］ ピートザタイガー Pete the Tiger（12 牡 The Leopard）ARG６勝，P

. Gobierno de la Ciudad de Buenosaires‐L ３着，P. Irineo Leguis
amo‐L ３着

５代母 ナイトリーベル Knightly Belle（69 USA芦 Knightly Manner）USA10 勝，
Brentwood S，サスケハナＨ‐G2 ３着，パカラップＨ２着，Tuscarora H
２着，ホワイトマーシュＨ‐G3 ３着，etc.
［子］ ドクタールートDr. Root（87 牡 Slew o' Gold）USA５勝，ソードダン

サーＨ‐G1，Noble Dancer H‐L，パンアメリカンＨ‐G2 ２着，etc.，
種牡馬

セイヴィ Savy（75牝 Tom Rolfe）USA13 勝，Tuscarora H（２回），
New Castle H，Susquehanna H，etc.

販売申込者・所有者： 協和牧場＝新冠町明和 �090-7641-3884
生 産 牧 場： 協和牧場
飼 養 者： 協和牧場＝新冠町明和 �090-7641-3884

705 ミラクルステイ２０２１ �・鹿 ６／ ２
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

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

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュミラクルステイ メジロライアン

��
��
�キョウワミラクル黒鹿 2011 ホノオノオンナ

＊スプリームクィーン 16
サンデーサイレンスM3×S4 ノーザンテースト S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ミラクルモーメント（08栗 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：６〕
スカイフェニックス（18牝栗 ラブリーデイ）���入着
シューマッハ（19牡栗 エピファネイア）��出走

２代母 ホイッスル（93栗 ＊ジェイドロバリー）不出走
ピッチサイドトーク（01牡 ＊ウォーニング）３勝，マリーゴールド賞‐OP ３着，お

けさ特別２着，霞ヶ浦特別２着，塩沢特別３着

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

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

レイサッシュ（96牝 ＊パラダイスクリーク）３勝，道新スポーツ賞２着，袖ケ浦特別３着
レディーノパンチ（06牝 ＊フレンチデピュティ）不出走
カラテ（16牡 トゥザグローリー）�６勝，東京新聞杯‐G3，ニューイヤー
Ｓ‐L，中山記念‐G2 ２着，etc.

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

‐Jpn3，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.
ラウンドワールド（10牡 ディープインパクト）３勝，アンドロメダＳ‐L，札幌

２歳Ｓ‐G3 ２着，コスモス賞‐OP
フロンティア（15牡 ダイワメジャー）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3，ファルコンＳ

‐G3 ３着
レクレドール（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ‐Jpn2，クイーンＳ

‐Jpn3，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.
ベルーフ（12牡 ＊ハービンジャー）３勝，京成杯‐G3，チャレンジＣ‐G3 ２着，

小倉記念‐G3 ２着（２回），etc.
キューティゴールド（04牝 ＊フレンチデピュティ）入着２回

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

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

販売申込者・所有者： �小泉学＝新冠町朝日 �090-3112-4906
生 産 牧 場： �小泉学
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

706 ミラクルモーメント２０２１ �・栗 ３／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーミラクルモーメント ＊ジェイドロバリー

��
��
�ホイッスル栗 2008 ゴールデンサッシュ

＊ロイヤルサツシユ 1t
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector M4×S5 Special S5×M5

価格： 購買者：



母 ラタンバスケット（06栗 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（13）〕
ディゼトワール（13牡鹿 メイショウサムソン）入着２回，��３勝�
ヒロブラッサム（15牝鹿 ロードカナロア）入着，��３勝
ロードトゥドラゴン（16牡鹿 ロードカナロア）�２勝��５勝
コルベイユ（19牝鹿 リーチザクラウン）�２勝，八雲特別（芝 1800）

２代母 サンデーピクニック（96鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，クイーンＳ‐Jpn3
３着，安達太良特別，紫野特別，etc.，GB・FR２勝，クレオパトル賞‐G3，ペネ
ロープ賞‐G3 ３着
トーセンキャプテン（04牡 ジャングルポケット）４勝，函館記念‐Jpn3，アーリン

トンＣ‐Jpn3，京都大賞典‐G2 ３着，大阪―ハンブルクＣ‐L ３着，こぶし賞
メアリーズガーデン（05牝 ＊ファルブラヴ）出走

カオスモス（10牡 ＊マイネルラヴ）３勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，ダービー卿
ＣｈＴ‐G3 ２着，アーリントンＣ‐G3 ２着，オーロＣ‐L ２着，パラダ
イスＳ‐OP ２着，etc.，�入着３回��

エムティエース（19牡 ビッグアーサー）�１勝，若鮎賞３着
トーセンアドミラル（07牡 キングカメハメハ）５勝，ラジオ日本賞‐OP ３着，etc.，

��７勝，京成盃グランドマイラーズ，マイルＧＰ，スパーキングサマーＣ，
京成盃グランドマイラーズ２着，etc.

トーセンジャスト（10牡 ＊チチカステナンゴ）�２勝�入着

３代母 ＊アトール（87 IRE 鹿 Caerleon）GB・FR・IRE・ITY３勝，伊オークス‐G1，
伊１０００ギニー‐G2，愛オークス‐G1 ２着

４代母 シャーリーリーフ Shirley Reef（80 GB鹿 Shirley Heights）ITY３勝，Cr
iterium Partenopeo
［孫］ ドヴァルモンDe Valmont（97� ＊デヒア）USA・AUS８勝，Hawkes

bury Guineas‐L，モーヴィックＨ‐G3 ２着，Aprisa H２着
［曾孫］ チンクエチェント Cinque Cento（01牝 Nothin' Leica Dane）AUS５

勝，ＢＲＣドゥームベンＣ‐G1，ＳＡＪＣクイーンオヴザサウスＳ
‐G2，ＢＲＣドゥームベンロージズＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲小田牧場＝様似町緑町 �0146-36-3038
生 産 牧 場： ㈲小田牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

707 ラタンバスケット２０２１ 牡・栗 ２／ ３

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンラタンバスケット ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンデーピクニック栗 2006 ＊アトール

2i
Halo M4×M4×S5 Ballade M4×S5 Caerleon M4×M4
Nijinsky S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 メイルストローム（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３）〕
ロッジポールパイン（13�青鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝
メールデゾレ（16牝栗 ＊サウスヴィグラス）２勝
ラフィーニ（20牝鹿 ヴィクトワールピサ）�出走

２代母 ＊マジックコード（95 USA栗 Lost Code）USA９勝，バレリーナＨ‐G3
（２回），Ballerina H‐L，King County H，Belle Roberts H‐R，Daf
fodil S，etc.
シークレットコード（03牝 Fusaichi Pegasus）１勝，阪神ジュベナイルフィリーズ

‐Jpn1 ２着
マトリックスコード（10� ハーツクライ）２勝，足立山特別，浄土平特別２着

クラックコード（04牝 ダンスインザダーク）１勝
ネイティヴコード（11牝 ＊アグネスデジタル）３勝
シャマル（18牡 スマートファルコン）�４勝，なにわＳ，岩室温泉特別，橿
原Ｓ２着，��１勝，東京スプリント‐Jpn3，さきたま杯‐Jpn2 ３着

シルヴァーコード（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，驀進特別２着，
チバテレ杯２着，大日岳特別３着，福島中央ＴＶ杯３着，房総特別３着

ホウオウスクラム（15牡 ＊アイルハヴアナザー）�４勝，柳都Ｓ，稲妻Ｓ２着，
神無月Ｓ３着，三鷹特別３着

ヌーベルバーグ（08牝 ディープインパクト）１勝，鳥屋野特別３着
リフトトゥヘヴン（14牡 ＊ホワイトマズル）�３勝，灘Ｓ２着，春光Ｓ２着
リヴェット（18牡 ＊ハービンジャー）�１勝，わらび賞２着

ミステリーコード（09� ネオユニヴァース）１勝
パールコード（13牝 ヴィクトワールピサ）２勝，秋華賞‐G1 ２着，フローラＳ‐G2

２着，エリザベス女王杯‐G1 ４着，ミモザ賞，つばき賞３着
アートハウス（19牝 スクリーンヒーロー）�２勝，忘れな草賞‐L

３代母 ビューティフルペットBeautiful Pet（85 USA栗 Flying Paster）USA２勝
フライイングコード Flying Code（94牝 Lost Code）USA５勝

ワイルドハウスWild House（02牝 Chester House）USA５勝
ブルドッグオヴバーゲン Bulldog of Bergen（14� Yes It's True）�US
A４勝，Addison CammackMemorial H‐R ２着

販売申込者・所有者： 大江牧場＝日高町厚賀町 �01456-5-6605
生 産 牧 場： 大江牧場
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

708 メイルストローム２０２１ �・栗 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊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メイルストローム
＊ Lost Code

��
��
�マジックコード黒鹿 2007 Beautiful Pet

10d
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 メダリオンスター（08青鹿 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
サンホノルル（15牡青鹿 ローレルゲレイロ）�４勝
ジェイピーバロン（18牡黒鹿 タニノギムレット）��出走��入着２回�
モトチカ（19牡栗 キングヘイロー）��１勝

２代母 ＊ティエッチマンボ（97 USA青鹿 Kingmambo）３勝，鶴ケ城特別２着
アドマイヤサクラ（05牝 マーベラスサンデー）入着２回

メイジン（11牡 アドマイヤドン）�３勝�18 勝���，中日杯，金沢スプリン
グＣ，百万石賞２着，金沢スプリントＣ３着

アドマイヤメジャー（06牡 アグネスタキオン）６勝，アンドロメダＳ‐L，朝日Ｃｈ
Ｃ‐G3 ３着，垂水Ｓ，下鴨Ｓ，三田特別

アドマイヤレイ（09牡 ダイワメジャー）２勝，障害１勝
エルマンボ（10牡 ＊ウォーエンブレム）５勝，丹沢Ｓ，白川郷Ｓ２着，深秋特別２着，

招福Ｓ３着，金蹄Ｓ３着，etc.
ティンバレス（12牝 ＊ウォーエンブレム）３勝，舞鶴特別，姫路特別２着，姫路特別

３着，��入着�，エンプレス杯‐Jpn2 ３着
マンボスカイ（14牝 ハーツクライ）入着３回，筑紫特別３着，��４勝�２勝
サニーレイ（15牝 ステイゴールド）２勝

３代母 ＊ブロートツウマインド（87 USA芦 Ruthie's Native）USA11 勝，ヴァニティ
Ｈ‐G1，ミレイディＨ‐G1，シルヴァーベルズＨ‐G2，ホーソーンＨ‐G2，ラブ
レアＳ‐G3，etc.

＊ティエッチダンサー（96牝 Dixieland Band）３勝
クールキャットダンサー Coolcat Dancer（10	 Tale of the Cat）AUS７勝，

Canberra C‐L ３着
＊ティエッチコマンド（98牝 Mt. Livermore）２勝，カトレア賞３着

４代母 イライザブル－Eliza Blue（83 USA芦 Icecapade）不出走
［孫］ ＊クロフネ（98牡 ＊フレンチデピュティ）６勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，ジャパ

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

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： 及川 幸夫
飼 養 者： 中橋 清＝新ひだか町三石富沢 �0146-32-3183

709 メダリオンスター２０２１ 牡・鹿 ５／ ４

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールメダリオンスター
＊ Kingmambo

��
��
�ティエッチマンボ青鹿 2008 ＊ブロートツウマインド

2r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 マツリバヤシ（08芦 スマートボーイ）�１勝��入着２回�，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ２着，ユングフラウ賞（Ｄ1400）２着，東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600）３着，
フローラルＣ（Ｄ1700）２着，リリーＣ（Ｄ1000）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（５）〕
オーネットダンディ（13牡鹿 スズカマンボ）��５勝
サーストンバーラム（16牡栗 ＊サウスヴィグラス）２勝，���入着３回
オマツリオトコ（20牡芦 ＊ヴィットリオドーロ）�１勝

２代母 サウンドカーニバル（00芦 バブルガムフェロー）入着，��１勝
リュウノヒロジ（07牡 ＊イーグルカフェ）�１勝�
ヴィグラスサウンド（09牡 ＊サウスヴィグラス）�１勝�４勝，駿蹄賞３着
ミュージックフェス（10牝 ＊サウスヴィグラス）�４勝�入着２回

３代母 ＊サウンド（84 USA芦 Danzig）USA１勝
ハギノリアルキング（90牡 ＊リアルシヤダイ）７勝，日経新春杯‐Jpn2，目黒記念

‐Jpn2，天皇賞（春）‐Jpn1 ３着，etc.
パルセイト（91牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，桃

花賞，北総特別２着，etc.
トーセンブリリアン（03牝 ＊ホワイトマズル）出走
トーセンベニザクラ（09牝 ダイワメジャー）４勝，フェアリーＳ‐G3，初
音Ｓ，etc.，��入着	，しらさぎ賞３着

ロングセレッソ（92牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，横津岳特別３着
スプリットザナイト（95牝 ＊トニービン）出走

アドマイヤモナーク（01牡 ＊ドリームウェル）８勝，日経新春杯‐G2，ダイヤモ
ンドＳ‐Jpn3，有馬記念‐G1 ２着，etc.

４代母 ディンDin（74 USA芦 Drone）USA３勝，リトルシルヴァーＨ‐G3
［子］ ステイトパフォーマー State Performer（91 牡 ＊シアトルダンサーⅡ）GB

・IRE・USA３勝，Chesham S‐L，Rose Bowl S‐L，愛ナシ
ョナルＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

［孫］ ボールドロバータ Bold Roberta（98 牝 Bold Badgett）USA６勝，La
s Madrinas H‐L，Pio Pico S‐R，Nextel Filly andMare Sprint S
‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

710 マツリバヤシ２０２１ �・芦 ２／１２

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

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

��
��
�MorenaUSA 芦 2013 Charytin

＊アサティス

�
�
�
�
�

��
��

�スマートボーイ アンラブルマツリバヤシ バブルガムフェロー

��
��
�サウンドカーニバル芦 2008 ＊サウンド

1l
Numbered Account S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ヘーザ（15栗 ＊フレンチデピュティ）１勝
初仔

２代母 ゼリービーン（00鹿 ＊タイキシャトル）３勝，登別特別，鞍馬特別３着
タマモビート（06牡 ＊ブライアンズタイム）２勝
タマモフルポケット（07牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
アポロリュウセイ（13牡 ＊ジャイアントレッカー）２勝，合馬特別３着，�２勝��１勝
テイエムベンチャー（18牡 エスポワールシチー）�３勝，吹田特別２着

３代母 ＊ジュエルヒル（93 USA鹿 Danzig）不出走
プリティジュエル（98牝 タマモクロス）入着２回，富良野特別３着
エイシンダッシュ（06牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，総武Ｓ，上賀茂Ｓ２着，�２勝

�２勝�３勝�入着３回�，くろゆり賞２着，etc.

４代母 フニストラーダ Funistrada（83 USA鹿 Fappiano）USA７勝，フォールハ
イウエイトＨ‐G2，Honorable Miss S‐L，Revidere H‐L，First Lady H
，フリゼットＳ‐G1 ２着，etc.
［子］ クリサーダ Krisada（96牝 Kris S.）USA５勝，ラプレヴォワイヤントＨ

‐G2，ビウィッチＳ‐G3 ３着，Dowager S‐L ３着，etc.
コンテディサヴォヤ Conte Di Savoya（89牡 Sovereign Dancer）USA
５勝，Sam Houston Sprint Championship H‐L，ブルーグラスＳ
‐G2 ２着，ボルティモアＨ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ スプリングヴェンチャー Spring Venture（10 牝 Spring At Last）USA
・CAN４勝，ナタルマＳ‐G2，マザリーンＳ‐G3，O.B.S. Champi
onship S‐R

ラヒーストラーダ Rahystrada（04	 Rahy）USA・CAN14勝，アーリン
トンＨ‐G3（３回），ケンタッキーＣターフＳ‐G3，リヴァーシティＨ
‐G3，etc.

ローンスタースカイ Lone Star Sky（00牡 Conquistador Cielo）USA
３勝，バシュフォードマナーＳ‐G3，Cradle S‐L，ブリーダーズ
フュチュリティ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

アドモニション Admonition（98	 ＊コロニアルアッフェアー）USA３勝，
St. Paul S

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

711 ヘーザ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ヘーザ ＊タイキシャトル

��
��
�ゼリービーン栗 2015 ＊ジュエルヒル

4m
Halo S4×M5 Danzig S4×M4 Lyphard S5×S5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 レディキルシェ（02鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，定山渓特別（芝 2000）２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（７）〕
ピンクシャドウ（11牝栗 ＊クロフネ）１勝，�２勝
グローリアスヴェガ（18牝鹿 ＊タートルボウル）��５勝

２代母 アネーロ（95栗 ＊ノーザンテースト）２勝，琵琶湖特別２着
マックスチャンプ（01牡 ダンスインザダーク）２勝，フィリピンＴ，障害１勝，�２勝
ローレルオーラ（05牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，障害１勝
クレバーユーミン（08牝 キングカメハメハ）�６勝��

サザンオールスター（14牡 フリオーソ）�12 勝	２勝�入着２回��，新緑賞，
東海ダービー３着

３代母 ＊ラスティックベル（90 USA鹿 Mr. Prospector）FR１勝
フサイチエアデール（96牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，

マーメイドＳ‐Jpn3，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，etc.
ライラプス（02牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，スイートピ

ーＳ‐L，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.，��入着

フサイチリシャール（03牡 ＊クロフネ）５勝，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1，

阪神Ｃ‐Jpn2，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優２牡，種牡馬
ビーチサンバ（16牝 ＊クロフネ）１勝，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，

ローズＳ‐G2 ２着，クイーンＳ‐G3 ２着，etc.
インディスユニゾン（97牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

クロノロジスト（03牝 ＊クロフネ）１勝
ノームコア（15牝 ＊ハービンジャー）６勝，ヴィクトリアマイル‐G1，札幌
記念‐G2，etc.，HKG１勝，香港カップ‐G1

クロノジェネシス（16牝 ＊バゴ）８勝，有馬記念‐G1，秋華賞‐G1，宝塚記
念‐G1（２回），etc.，FR・UAE入着，特別賞

ベラージオ（99牡 メジロライアン）７勝，トパーズＳ‐L，マーチＳ‐Jpn3 ３着，etc.，
�１勝��，東京大賞典‐Jpn1 ４着

ペルヴィアンリリー（04牝 ＊フレンチデピュティ）不出走
アドマイヤエイカン（13牡 ハーツクライ）４勝，札幌２歳Ｓ‐G3，ステイヤー

ズＳ‐G2 ２着，札幌日経ＯＰ‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 小野 秀治＝新ひだか町三石清瀬 �090-3390-7444
生 産 牧 場： 小野 秀治
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

712 レディキルシェ２０２１ �・黒鹿 ３／１７

＊

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レディキルシェ ＊ノーザンテースト

��
��
�アネーロ鹿 2002 ＊ラスティックベル

20a
Northern Dancer M4×S5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 モアスマイル（05鹿 ＊ホワイトマズル）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（５）〕
ナリノリリー（15牝青鹿 ヴァーミリアン）�２勝��入着
ビューティスマイル（16牝鹿 ヴァーミリアン）�１勝�入着２回��
オオエレーワダン（17牡黒鹿 カレンブラックヒル）�１勝
タダモノデハナイ（18牡鹿 カレンブラックヒル）�１勝
トップスティール（19牡鹿 カレンブラックヒル）�１勝

２代母 コクトビューティー（88鹿 ＊サウスアトランテイツク）４勝，南総特別，中津
川特別，立夏Ｓ２着，利根川特別２着
ストロングアーミー（95牡 ＊アーミジャー）１勝
フライングタイガー（97牡 ＊フレイズ）	１勝��入着
メイキングアロー（98牡 ＊フレイズ）��１勝
スマイルトゥモロー（99牝 ＊ホワイトマズル）４勝，オークス‐Jpn1，フラワーＣ

‐Jpn3，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，黄梅賞
スマイルタイム（07牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，日豊特別２着
イクゼギンギラギン（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）入着，奥尻特別３着，�２勝
サンキュースマイル（09牝 ＊ブライアンズタイム）出走
ヒシタイザン（17牡 トーセンホマレボシ）１勝，わらび賞２着，百日草特
別３着

スマイルコンテスト（01牝 サツカーボーイ）出走
スマイルプライズ（07牝 ＊ホワイトマズル）１勝
スマイルスター（16牝 ゼンノロブロイ）２勝，鳥栖特別，桑名特別３着

クリールカイザー（09牡 キングヘイロー）６勝，ＡＪＣＣ‐G2，ＡＲ共和国杯
‐G2 ２着，ステイヤーズＳ‐G2 ３着，オールカマー‐G2 ３着，メトロ
ポリタンＳ‐L ２着，etc.

ロイヤルキャリー（02牝 ヤマニンゼファー）��入着
ハクユウカンベエ（11牡 ＊マイネルラヴ）１勝，��１勝�３勝�４勝

レオエンペラー（04牡 ジャングルポケット）５勝，銀蹄Ｓ，初日の出Ｓ，ｔｖｋ賞，
銀嶺Ｓ３着，錦秋Ｓ３着

マイネルトゥモロー（08牡 ネオユニヴァース）入着３回，��２勝

３代母 シルクエンゼル（83鹿 ＊パーソロン）出走

販売申込者・所有者： 久保 秀雄＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2716
生 産 牧 場： 久保 秀雄
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

713 モアスマイル２０２１ 牡・鹿 ４／ ３
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeモアスマイル ＊サウスアトランテイツク

��
��
�コクトビューティー鹿 2005 シルクエンゼル

＊ウエルシユテイツトビツト 4c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 モンロー（14芦 ＊クロフネ）２勝，��１勝��入着
〔産駒馬名登録数：１〕
メルロー（20牡鹿 ＊パイロ）�地方未出走

２代母 ニフティハート（97栗 ＊サンデーサイレンス）入着２回
シンゲン（03牡 ＊ホワイトマズル）９勝，オールカマー‐G2，エプソムＣ‐G3，新潟

大賞典‐G3，白富士Ｓ‐L，オールカマー‐G2 ３着，etc.
スマートドレス（05牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，�１勝
ヤングアットハート（07牡 ＊フレンチデピュティ）６勝，白富士Ｓ‐L，目黒記念‐G2

３着，常総Ｓ，迎春Ｓ，晩秋特別，etc.
リアルフレア（09牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，ベゴニア賞３着
ミエノハートハート（10牡 ＊チチカステナンゴ）�１勝��
デルマエトワール（16牝 ＊クロフネ）��５勝

３代母 ニフティニース（87鹿 Raise a Native）７勝，セントウルＳ‐Jpn3，関屋記
念‐Jpn3，ＢＳＮ杯‐OP，オータムスプリントＳ‐OP，オータムスプリントＳ
‐OP ３着，etc.
ニフティディード（96牝 ＊サンデーサイレンス）出走

ノットユアビジネス（02牝 ＊エンドスウィープ）３勝
アームズレングス（13牝 ＊ホワイトマズル）４勝，錦秋Ｓ２着，秋嶺Ｓ２着，
柳都Ｓ３着，etc.

ステップクローザー（03牡 ＊ホワイトマズル）��12 勝，戸塚記念２着，黒潮盃２着
ウイングロリア（99牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，八坂特別，伊良湖特別，大島特

別２着
ナムラチアーズ（08牝 マンハッタンカフェ）入着

ナムラカメタロー（16牡 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，師走Ｓ‐L，etc.，�１勝�
入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

４代母 ＊ニフテイアンドニート（81 USA鹿 Vigors）USA４勝，Bal Harbour S，
Soft Touch S２着，Bed O' Roses Visitation S‐R ３着，Bowl of Flowers
Visitation S‐R ３着，Satin and Lace S３着
［子］ ニフティダンサー（88牡 ＊ノーザンテースト）７勝，七夕賞‐Jpn3，吾妻

小富士ＯＰ‐OP ３着，総武Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲アクセス・ワン＝宮崎県宮崎市 �0146-28-7777
生 産 牧 場： ㈲木田牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

714 モンロー２０２１ 牡・芦 ４／２７

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューモンロー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニフティハート芦 2014 ニフティニース

＊ニフテイアンドニート 16g
Vigors S4×M5 Deputy Minister S4×M4

価格： 購買者：



母 ＊ラヤーリドバイ（09 USA鹿 ＊ストリートセンス）GB・USA・CAN・UAE５勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ブルーウィング（15牡鹿 ＊ディスクリートキャット）入着，��５勝
スターオブシップ（18牝芦 ゴールドシップ）��入着��
スピードスター（20牝栗 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 メイクマイハートシングMake My Heart Sing（01 USA鹿 ＊キングオブキングス）
USA３勝，Possibly Perfect S
イルーシヴハートElusive Heart（12 牝 Elusive Quality）USA１勝

３代母 ソングラインズ Songlines（86 USA栗 Diesis）USA７勝，Susquehanna
H‐L，Leslie Jay S‐R，ダイアナＨ‐G2 ３着，Ｑエリザベス二世チャレンジ
Ｃ‐G2 ３着，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着，etc.
サンセットサーヴィス Sunset Service（93 牝 Deputy Minister）USA入着

ヴェスパーズ Vespers（98 牝 Known Fact）USA６勝，Flying Concert S
‐R，Memories of Silver S‐R，Gaviola S‐R ３着，etc.
ヒムブック Hymn Book（06� Arch）USA８勝，ドンＨ‐G1，Frank P
anchoMartin S‐L，Firethorn S，etc.

デイタベイスDatabase（99牝 Known Fact）USA６勝，Beautiful Day S，
Maryland Racing Media H‐L ３着
デイタリンクData Link（08 牡 War Front）USA８勝，メイカーズ４６マ
イルＳ‐G1，サイテイションＨ‐G2，モンマスＳ‐G2，etc.，種牡馬

ヴェスパーキャットVesper Cat（00 牝 Mountain Cat）不出走
ストライクザベル Strike the Bell（06 牝 Mizzen Mast）USA５勝，ノー
ブルダムゼルＳ‐G3，Glowing Honor S，Miss Liberty S‐L ２
着，etc.

テナシテTenacite（94 牝 Seattle Slew）USA入着２回
ラトリリアム La Trillium（00牝 Deputy Commander）USA・CAN５勝，シ

ーウエイＳ‐G3 ３着
プレイフォーミーPlayforme（00牝 GoneWest）USA出走

ベアーズハードテン Bear's Hard Ten（07� Rock Hard Ten）CAN３勝，Di
splay S‐L，Victoria Park S‐L ３着，Woodstock S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱奥山ファーム＝日高町正和 �01456-8-3103
生 産 牧 場： 奥山牧場
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

715 ラヤーリドバイ２０２１ �・鹿 ２／１９

＊

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

＊

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleラヤーリドバイ メイクマイハートシング ＊キングオブキングス

��
��
�Make My Heart Sing鹿USA 2009 Songlines

1l
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Dixieland Band S4×M4
Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ユーリカ（10栗 ＊クロフネ）��９勝�入着，習志野きらっとスプリント
（Ｄ1000）３着，北斗盃（Ｄ1200）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（17）〕
プリズムアーク（16牡鹿 ベルシャザール）���３勝�４勝�
アップタウンローズ（17牝栗 エスポワールシチー）���３勝�１勝
メイストーム（18牡鹿 ＊ディスクリートキャット）���２勝�１勝
シャインポラリス（19牝栗 ＊ダンカーク）���１勝�１勝
リコシェ（20牝鹿 ホッコータルマエ）��１勝

２代母 ＊スイートローラ（02 USA鹿 Saint Ballado）�５勝
ミステリージェイド（09牝 サクラバクシンオー）�１勝��１勝
チャコリ（11牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝��５勝
サンシャインラブ（12牡 ＊サウスヴィグラス）�１勝�１勝��入着３回

３代母 カリダーサ Kalidasa（96 USA鹿 Nureyev）GB・USA１勝，メイヒルＳ
‐G3 ２着，European Free H‐L ３着

４代母 アーントパールAunt Pearl（89 USA鹿 Seattle Slew）USA２勝
［子］ 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

［孫］ サフスーフ Safsoof（02� Gilded Time）GB・USA・UAE８勝，Jeb
el Ali Sprint‐L ２着

カズンウィニー CousinWinnie（19 牝 Firing Line）�USA２勝，Ra
chel's Turn S‐R ３着

サンティノ Santino（12牡 ＊デヒア）TUR８勝，Sadun E. G. Atig S‐L
３着

［曾孫］＊ゾンザ（15牝 Alex theWinner）FR・USA３勝，ボワ賞‐G3，アンプリ
ュダンス賞‐G3 ２着，P. Amandine‐L ２着

販売申込者・所有者： 木村牧場㈲＝日高町清畠 �01456-2-0800
生 産 牧 場： 木村牧場㈲
飼 養 者： 木村牧場㈲＝日高町清畠 �01456-2-0800

716 ピンクカルミア �・栗 ３／２３
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューユーリカ
＊ Saint Ballado

��
��
�スイートローラ栗 2010 Kalidasa

3d
Hail to Reason S4×M5 Nureyev S4×M4 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 アンタークティカ（11鹿 ＊コマンズ）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
アマラスボーイ（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）��２勝
ゴットリープ（20牡青鹿 ＊キンシャサノキセキ）�未出走

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

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

三木特別３着
シルクドレス（14牝 ディープスカイ）入着

ミヤギザオウ（19牡 ＊パイロ）���３勝，羽田盃
ウォルフズハウル（16牡 ハーツクライ）�２勝，燧ヶ岳特別，三陸特別２着，阿寒

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453
生 産 牧 場： ㈲沖田牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

717 アンタークティカ２０２１ �・鹿 ３／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�コマンズ Cotehele Houseアンタークティカ
＊ Selkirk

��
��
�アークティックシルク鹿 2011 Cape Verdi

8f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エルヴィエント（08栗 ＊ワイルドラッシュ）���１勝・４勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
エルポデール（15牡栗 スマートファルコン）�３勝�２勝���入着５回�
エイシンソフィア（16牝栗 スマートファルコン）入着，�１勝
アメリカンライト（20牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）	地方未出走

２代母 ユアライフスタイル（99栗 ＊ティンバーカントリー）３勝
ネオヴァンクル（09牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，ききょうＳ‐OP
ワイルドソウル（11牡 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��３勝�入着，知床賞２着
カジュアルスタイル（12牝 ＊ロージズインメイ）��１勝
スチルマン（19牡 ＊ヘニーハウンド）	��入着�１勝

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

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

ツムタイザン（18牡 ＊シンボリクリスエス）	�５勝，園田ジュニアＣ，兵庫若駒賞

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

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

New Year Cup‐L ３着
［曾孫］ トーセンクラウン（04牡 ＊オペラハウス）６勝，中山記念‐G2，日経賞

‐G2 ３着，福島記念‐G3 ３着，etc.
セイカプレスト（06牡 ＊イーグルカフェ）４勝，札幌日経ＯＰ‐LR，丹頂
Ｓ‐OP ３着，ＳＴＶ賞，etc.

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

サンデームーティエ（14
 タニノギムレット）３勝，ダイヤモンドＳ‐G3
２着，稲城特別，箱根特別２着，etc.

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

718 エルヴィエント２０２１ 牡・黒鹿 ４／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkエルヴィエント ＊ティンバーカントリー

��
��
�ユアライフスタイル栗 2008 ＊マイライフスタイル

3e
Halo S4×M4 WishingWell S4×M4 Key to the Mint S5×M5

価格： 購買者：



母 ラジョコンダ（11鹿 フジキセキ）�１勝���入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
スパイラルバンブー（17牝栗 エピファネイア）��４勝
リリーホワイト（18牝栗 ＊ヨハネスブルグ）�２勝

２代母 ラトラヴィアータ（94栗 サクラユタカオー）５勝，摩耶Ｓ‐OP ３着，セプテ
ンバーＳ，苗場特別，ユートピアＳ３着
プリンセスカメリア（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

アルフレード（09牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，朝日杯フューチュリティＳ
‐G1，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，東京新聞杯‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3
３着，きんもくせい特別，優２牡

フィリアプーラ（16牝 ＊ハービンジャー）２勝，フェアリーＳ‐G3
アルフォンシーヌ（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，フラワーＣ‐Jpn3 ３着

ミッキータイガー（10牡 キングカメハメハ）２勝，栄特別
リビアーモ（05牝 アドマイヤベガ）６勝，オーロＣ‐L，秋風Ｓ，若潮賞，鷹巣山特

別，古町特別，etc.
ジャガンツ（13牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，雄国沼特別２着
マグナレガーロ（15牡 キングカメハメハ）４勝，アルデバランＳ‐OP ２着，舞

鶴Ｓ，��４勝
パルティアーモ（16牝 ＊ワークフォース）４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，新

潟牝馬Ｓ‐OP ３着，早春Ｓ，弥彦特別，糸魚川特別，etc.
ヴォリアーモ（17牝 ルーラーシップ）�１勝，松浜特別２着，ゆりかもめ賞２

着，八甲田山特別３着
バロンドゥフォール（10� ディープインパクト）５勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，阿武隈Ｓ，

秋川特別，幕張特別，多摩川Ｓ３着，etc.

３代母 サクラハゴロモ（84鹿 ＊ノーザンテースト）２勝
サクラバクシンオー（89牡 サクラユタカオー）11勝，スプリンターズＳ‐Jpn1
（２回），スワンＳ‐Jpn2，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，etc.，優短距，種牡馬

スプリングコート（91牝 ＊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，etc.

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

719 ラジョコンダ２０２１ �・黒鹿 ２／ ４

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーラジョコンダ サクラユタカオー

��
��
�ラトラヴィアータ鹿 2011 サクラハゴロモ

＊クリアアンバー 4m
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ラブレインボー（10栗 ＊フレンチデピュティ）�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（１）〕
トリプルレインボー（15�栗 ＊トビーズコーナー）１勝
ミリオンダッシュ（17牡鹿 フェノーメノ）�１勝
タヤスゴールド（19牡栗 ＊プリサイスエンド）�２勝
ダークンストーミー（20牡黒鹿 サトノアラジン）�未出走

２代母 キスミークイック（02栗 フジキセキ）１勝
ビービーバロン（09牡 マヤノトップガン）��９勝

３代母 ドリームテイント（95栗 ＊スキャン）２勝

４代母 テスコカザン（77鹿 ＊テスコボーイ）不出走
［子］ クシロキング（82牡 ＊ダイアトム）７勝，天皇賞（春）‐Jpn1，中山記念

‐Jpn2，金杯‐Jpn3，etc.，種牡馬
［孫］ プリティスキャン（01牡 ＊スキャン）�14 勝��，園田ＣｈＣ２着，姫路

ＣｈＣ２着
［曾孫］ ホクトキングダム（08牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，マカオＪ

ＣＴ，夙川特別２着

５代母 ハナカンザシ（69栗 ＊ソロナウエー）１勝
［子］ マサヒコボーイ（79牡 ＊ハードリドン）６勝，日経新春杯‐Jpn2，京都記

念（春），菊花賞３着，etc.
モンテサンオー（83牡 ＊サンプリンス）４勝，ＴＶ山梨杯，立川特別，安
達太良特別２着，etc.

［孫］ ミホノカザン（82牡 ＊イングリツシユプリンス）７勝，目黒記念‐Jpn2 ２
着，メトロポリタンＳ‐OP ２着，烏丸特別，etc.

スリードラゴン（88牡 ＊スルーザドラゴン）３勝，ペガサスＳ‐Jpn3 ３着，
舞子特別，こぶし賞，etc.

シヨウハイホープ（85牡 ＊ダイアトム）��６勝�２勝，戸塚記念
ミホサンライズ（85牡 ＊ターゴワイス）３勝，卯月Ｓ３着，	13 勝

［曾孫］ マッドネスオー（90牡 ＊リーフアーマツドネス）２勝，福島記念‐Jpn3 ２
着，韓国馬事会杯‐OP ２着，福島中央ＴＶ杯，etc.，
３勝�５勝

販売申込者・所有者： ㈲上山牧場＝浦河町野深 �0146-27-4037
生 産 牧 場： ㈲上山牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

720 ラブレインボー２０２１ �・栗 ４／ ８

＊

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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandラブレインボー フジキセキ

��
��
�キスミークイック栗 2010 ドリームテイント

＊エスタブリツシユメント 1w
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ルージェリティ（12 IRE 鹿 Dubawi）GB入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
シャイニングルキア（18牝鹿 スズカコーズウェイ）���２勝�４勝

２代母 マッチファスターMuch Faster（01 IRE 鹿 ＊ファスリエフ）GB・FR４勝，
ロベールパパン賞‐G2，ボワ賞‐G3，P. La Fleche‐L，モルニー賞‐G1 ２着
シュガーフリー Sugar Free（06 牝 Oasis Dream）GB・IRE２勝，Land O'Burn

s S‐L，フライイングファイヴＳ‐G3 ３着
ハイトゥエルヴHigh Twelve（07� Montjeu）GB・UAE・OMN３勝
アペイスApace（08牝 Oasis Dream）GB２勝

ビョルン Bjorn（18牡 Acclamation）�ITY３勝，P. Gardone‐L，P. Ru
mon‐L ３着

カレンダーCallender（14 牡 Exceed And Excel）�GB・IRE・SIN８勝

３代母 ＊インターラプション（95 GB栗 Zafonic）不出走
トーセンアーチャー（04牡 Barathea）５勝，トパーズＳ‐L ３着，観月橋Ｓ，etc.，

��入着２回，京成盃グランドマイラーズ２着，KOR１勝

４代母 インターミッション Intermission（73 GB栗 Stage Door Johnny）GB３勝，
Cambridgeshire H
［子］ インテリム Interim（91牝 Sadler's Wells）GB・FR・USA５勝，ラプレヴ

ォワイヤントＨ‐G2，リヴァーシティーズＳ‐G3，Waya H‐L，etc.
インターヴァル Interval（84 牝 Habitat）GB・FR４勝，モーリスドゲー
スト賞‐G2，Hackwood S‐L，英１０００ギニー‐G1 ３着，etc.

［孫］ ミッドシップスMidships（05 牡 Mizzen Mast）GB・USA５勝，チャー
ルズホイッティンガムメモリアルＨ‐G1，サンフアンカピストラーノ
Ｈ‐G2，サンルイスレイＨ‐G2，etc.，種牡馬

インヴァイテドゲスト Invited Guest（84 牝 Be My Guest）GB・FR・I
RE・USA10 勝，フィリーズマイル‐G2，サンゴルゴニオＨ‐G2，ゴ
ールデンポピーＨ‐G3，etc.

ボンポワン Bon Point（90 牡 ＊ソヴィエトスター）FR・USA９勝，カー
ネルＦＷケスターＨ‐G2，クインシー賞‐G3，Grand Flotilla H‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

721 ルージェリティ２０２１ �・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

＊

デュバウィ Dubai Millennium

�
�
�
�
�

��
��

�Dubawi Zomaradahルージェリティ マッチファスター ＊ファスリエフ

��
��
�Much Faster鹿IRE 2012 ＊インターラプション

1p
Hail to Reason S5×S5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 レッドカルディア（13鹿 ディープインパクト）１勝
初仔

２代母 ＊ビジュアルショック（07 USA鹿 Kingmambo）入着５回，小野川湖特別３着
ブラックスビーチ（14牝 ディープインパクト）３勝，スイートピーＳ‐LR，三木特

別，トルマリンＳ２着
レッドゼノビア（15牝 オルフェーヴル）��１勝�１勝�３勝
レッドルピナス（17牝 ディープインパクト）�入着３回，�２勝

３代母 ＊リーチフォーザムーン（00 USA鹿 Pulpit）GB・IRE１勝，フィリーズマイル
‐G1 ３着

＊ルナフェリーナ（05牝 Storm Cat）不出走
タイセイトレンディ（15� ネオユニヴァース）�２勝，摩周湖特別２着

レッドオールデン（15� ルーラーシップ）１勝，木古内特別２着，恵山特別２着

４代母 チャンシースクオーChancey Squaw（91 USA鹿 Chief's Crown）USA１勝
［子］ ＊アグネスデジタル（97牡 Crafty Prospector）７勝，安田記念‐Jpn1，天

皇賞（秋）‐Jpn1，etc.，��２勝	１勝
１勝，UAE・HKG１勝，
香港カップ‐G1，etc.，優古牡，種牡馬

＊ジャリスコライト（03牡 ＊ファンタスティックライト）３勝，京成杯
‐Jpn3，いちょうＳ‐L，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ３着，etc.

＊シェルゲーム（01牡 Swain）３勝，巴賞‐L，青葉賞‐Jpn2 ３着，毎日杯
‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ フェアリーランド Fairyland（15牝 Scat Daddy）GB・USA２勝，Bo
lton Landing S２着

５代母 アリカンス Allicance（80 USA鹿 Alleged）FR１勝，フロール賞‐G3 ２着，
P. des Tuileries‐L ２着，ロワイヨモン賞‐G3 ３着，P. de la Porte de Pass
y‐L ３着
［子］ 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
マタドールMatador（87 牡 Nureyev）GB・FR６勝，P. Massine‐L，
P. de Normandie‐L ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲カミイスタット＝新冠町新栄 �0146-49-5173
生 産 牧 場： ㈲カミイスタット
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

722 レッドカルディア２０２１ �・鹿 ３／ ６

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアレッドカルディア
＊ Kingmambo

��
��
�ビジュアルショック鹿 2013 ＊リーチフォーザムーン

22d
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 リヴァプール（02鹿 ダンスインザダーク）５勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３着，グ
リーンＳ（芝 2400），金峰山特別（芝 2000），金山特別（芝 2500），サフラン賞
（芝 1400），etc.
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－５（７），地方－３（10）〕
ケイアイジーニアス（09牡鹿 キングカメハメハ）１勝，�１勝�
アースザスリー（10牝鹿 ＊シンボリクリスエス）３勝，石打特別（芝 1800），秩父特

別（芝 2000）３着，野島崎特別（芝 1800）３着，三春駒特別（芝 2000）３着
クインズチャイルド（11牡鹿 キングカメハメハ）１勝
ニーマルキング（12牡鹿 キングカメハメハ）１勝，��１勝・６勝
リュウグウヒメ（16牝鹿 ルーラーシップ）１勝，織姫賞（芝 1800）３着，��出走
ノーブルプリンセス（17牝鹿 ルーラーシップ）入着，��２勝��
ニシノアヤカマル（19牝栗 ＊ドレフォン）�出走
クリノヒーロー（20牡栗 イスラボニータ）�出走

２代母 マークプロミス（92栗 トウシヨウボーイ）２勝，桃花賞，うぐいす賞２着
マークターミー（97牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，オーロラ特別，洞海湾Ｓ３着，

	
１勝
プロミストーク（98牝 ＊ジェイドロバリー）不出走

セイウンニムカウ（02牡 ＊カーネギー）２勝，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，アー
リントンＣ‐Jpn3 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，朝日杯フューチュ
リティＳ‐Jpn1 ５着，コスモス賞‐OP ３着，etc.

エターナルシャイン（99牝 ＊ノーザンテースト）出走
シュウボンバー（05牡 スペシャルウィーク）２勝，高田城特別

マイネルプロメッサ（03牡 スペシャルウィーク）１勝
エルヴィス（04牡 スペシャルウィーク）１勝
ツルマルヤマト（07牡 ダンスインザダーク）入着６回，�３勝��入着２回，北上

川大賞典２着

３代母 ヤングサリー（79栗 ＊リマンド）１勝

４代母 イコマエイカン（67鹿 Sallymount）１勝
［子］ アグネスレデイー（76牝 ＊リマンド）５勝，オークス，京都記念（春），朝

日ＣｈＣ，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： 折手牧場＝新ひだか町三石美野和 �090-5955-5700
生 産 牧 場： 折手牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

723 リヴァプール２０２１ 牡・黒鹿 ４／１２
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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイリヴァプール トウシヨウボーイ

��
��
�マークプロミス鹿 2002 ヤングサリー

＊ヘザーランズ 1l
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 リブレドバンク（12鹿 ネオユニヴァース）入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
マウコウカミ（18牝黒鹿 タイムパラドックス）���１勝
ヴァンクリーフ（19牡鹿 ヴァンセンヌ）���１勝
ヴォーグファラオ（20牡鹿 ＊ビーチパトロール）�未出走

２代母 ヴィクトリーバンク（94栃栗 ＊ドクターデヴィアス）５勝，マーメイドＳ
‐Jpn3 ２着，中京記念‐Jpn3 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ５着，道新杯
‐OP，エメラルドＳ‐OP ２着，etc.
サンヴィクトワール（03牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，エルフィンＳ‐OP

サンソヴール（11牝 キングカメハメハ）３勝，愛知杯‐G3 ２着，ＴＶｈ賞，�
３勝��

サンクロワ（13牡 ＊ハービンジャー）３勝，国分寺特別，ベストウィッシュＣ２
着，秩父特別３着，�２勝

サンティール（14牝 ＊ハービンジャー）４勝，パールＳ，オリエンタル賞，初音
Ｓ２着，美浦Ｓ３着

ジークムント（04牡 サクラバクシンオー）１勝
シャトーノワール（05牝 アドマイヤベガ）出走

トーセンノワール（15牡 トーセンブライト）��３勝�入着，梅見月杯３着
パントクラトール（07牡 キングカメハメハ）２勝，生田特別，高雄特別３着
ユニバーサルバンク（08牡 ネオユニヴァース）３勝，大阪―ハンブルクＣ‐L，アン

ドロメダＳ‐L，ステイヤーズＳ‐G2 ２着，京都新聞杯‐G2 ２着，オールカマ
ー‐G2 ３着，etc.

イレーヌ（11牝 ゼンノロブロイ）�１勝
スピットバンク（15牡 ゴールドアリュール）�２勝�２勝�

３代母 ＊ライトバンク（80 FR黒鹿 Luthier）FR・ITY・USA６勝，伊オークス‐G1，
リディアテシオ賞‐G1，伊１０００ギニー‐G1，P. Novella，伊ジョッキークラブ
大賞‐G1 ２着，etc.
バンクシアローズ（97牝 ＊カーネギー）出走

フラワリングバンク（02牡 サクラバクシンオー）４勝，八幡特別，火の山特別，
はやぶさ賞，etc.

レディービスティー（05牝 フジキセキ）２勝，岡崎特別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

724 リブレドバンク２０２１ �・栗 ４／１０
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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスリブレドバンク ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ヴィクトリーバンク鹿 2012 ＊ライトバンク

2u
サンデーサイレンスM3×S4 Caro S4×S5

価格： 購買者：



母 リリークラウン（05芦 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（19）〕
アルユニバース（09牡黒鹿 ネオユニヴァース）入着，�４勝
チャイヨー（13牝芦 ＊アグネスデジタル）�５勝��３勝，ウイナーＣ（Ｄ1400），

留守杯日高賞（Ｄ1600）２着，イーハトーブマイル（Ｄ1600）３着，ひまわり賞
（Ｄ2000）３着，あやめ賞（Ｄ1400）３着，ビギナーズＣ（Ｄ1400）３着

チャンピオンノホシ（15牡芦 ＊タイキシャトル）�７勝
ソルトレイト（18牡芦 ハーツクライ）��出走

２代母 ＊マミーブルーⅡ（95 USA芦 Red Ransom）不出走
＊グッドセイラー（01牝 Premiership）１勝
カウンタック（02牡 Grand Slam）１勝
エスペランサシチー（09牡 ＊フレンチデピュティ）１勝

３代母 ＊ブルーアヴェニュー（90 USA芦 Classic Go Go）USA５勝，Pleasanton
Senorita H，San Jose Breeders' Cup H３着

＊クロフネ（98牡 ＊フレンチデピュティ）６勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，ジャパンＣダ
ート‐Jpn1，武蔵野Ｓ‐Jpn3，etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

ベッラベルーチ Bella Bellucci（99 牝 ＊フレンチデピュティ）USA５勝，アスタリ
タＳ‐G2，カムリーＳ‐G3，Santa Paula S‐L，etc.
グラペッリGrapelli（04 牡 ＊サンダーガルチ）USA・CAN４勝，サンラファエ

ルＳ‐G2 ３着
チャーオベッラ Ciao Bella（09 牝 Giant's Causeway）USA４勝，ランパー

トＳ‐G3，ラプレヴォワイヤントＨ‐G3 ２着，Dowager S‐L ２着
ミスパスカリ（01牝 Mr. Greeley）３勝，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，御在所特別，

高山特別２着，etc.
マウントロブソン（13牡 ディープインパクト）５勝，スプリングＳ‐G2，オク

トーバーＳ‐L，福島ＴＶＯＰ‐L，etc.
ポポカテペトル（14牡 ディープインパクト）５勝，菊花賞‐G1 ３着，日本海Ｓ，

烏丸Ｓ，etc.
ミヤマザクラ（17牝 ディープインパクト）�２勝，クイーンＣ‐G3，Ｒ－ＮＩ

ＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3 ２着，桜花賞‐G1 ５着
シシリアンブリーズ（08牝 ゼンノロブロイ）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着

販売申込者・所有者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041
生 産 牧 場： ㈲北島牧場
飼 養 者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041

725 リリークラウン２０２１ 牡・芦 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンシャーク
＊ Caerleon

��
��
�カーラパワー鹿 2008 Jabali

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandリリークラウン
＊ Red Ransom

��
��
�マミーブルーⅡ芦 2005 ＊ブルーアヴェニュー

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

価格： 購買者：



母 リレミト（13鹿 ヴァーミリアン）�４勝��４勝
初仔

２代母 チアズスワロー（04鹿 ＊フレンチデピュティ）入着
サンオークランド（14牡 ＊ロージズインメイ）２勝，與杼特別３着
スキルショット（17牡 キズナ）１勝，��１勝
ネロリビガラード（18牝 ダイワメジャー）��２勝
スピリトーゾ（19牡 ドゥラメンテ）�１勝

３代母 チアズダンサー（93鹿 アンバーシヤダイ）２勝，エルフィンＳ‐OP，�入着，
グランシャリオＣ３着
チアズブライトリー（98牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，七夕賞‐Jpn3，京阪杯

‐Jpn3，鳴尾記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
チアズメッセージ（00牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，都大路Ｓ

‐L，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，etc.
プレファシオ（07牡 ＊クロフネ）５勝，昇竜Ｓ‐OP，ながつきＳ，etc.，��１

勝，京成盃グランドマイラーズ２着
クリプトグラム（12牡 キングカメハメハ）５勝，目黒記念‐G2，大阪―ハンブ

ルクＣ‐L，淡路特別，etc.
ラインダール（13牝 ＊クロフネ）入着
キミワテル（18牡 ＊アジアエクスプレス）�３勝，舞浜特別２着

ビオグラフィー（17牝 ロードカナロア）�５勝，北九州短距離Ｓ‐OP，淀屋橋
Ｓ，豊橋特別

ラッセルバローズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，東山特別，清滝特別２着，エ
ーデルワイスＳ２着

４代母 シヤトーフオモサ（77青 ＊シヤトーゲイ）３勝，ガーベラ賞
［子］ ハヤノキフジン（90牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，カーネーション

Ｃ‐OP，六甲Ｓ‐OP ３着，ミモザ賞
［孫］ バリオス（00牡 ＊シャンハイ）４勝，栗東Ｓ‐L ２着，メルボルンＴ，ブラ

ッドストーンＳ２着，etc.
サンポンド（99牡 ＊ラシアンボンド）�１勝��10 勝，スパーキングサマ
ーＣ２着

販売申込者・所有者： 今牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-7053-0268
生 産 牧 場： 今牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

726 リレミト２０２１ �・鹿 ４／ 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

＊エルコンドルパサー

�
�
�
�
�

��
��

�ヴァーミリアン スカーレットレディリレミト ＊フレンチデピュティ

��
��
�チアズスワロー鹿 2013 チアズダンサー

＊ネロリ 13c
Mr. Prospector S5×S5×M5 ノーザンテーストM5×M5

価格： 購買者：



母 ルックオブラヴ（13鹿 ＊キングズベスト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ランドオブラヴ（20牝鹿 ミッキーアイル）�出走

２代母 ＊ハイアーラヴ（02 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・GER１勝，Cheshire Oaks
‐L ２着
ハドバHadba（08牝 Cape Cross）UAE２勝

ソルジャーズミニット Soldier's Minute（15� Raven's Pass）�GB７勝，
Cleves S‐L ２着，Golden Rose S‐L ３着（２回）

アライヴアライヴオー Alive Alive Oh（10牝 Duke of Marmalade）IRE２勝，
Salsabil S‐L，Heritage S‐L ２着，Listowel S‐L ２着，Hurry Har
riet S‐L ２着，ダンスディザインＳ‐G3 ３着
フリーウインド FreeWind（18牝 Galileo）�GB・FR４勝，パークヒルＳ

‐G2，ミネルヴ賞‐G3，Aphrodite S‐L ２着
クレッシェンドラヴ（14牡 ステイゴールド）�７勝，七夕賞‐G3，福島記念‐G3，

七夕賞‐G3 ２着，福島民報杯‐L ２着，美浦Ｓ，etc.

３代母 ダラーバードDollar Bird（97 IRE 鹿 Kris）GB１勝，Lingfield Oaks Trial
S‐L ２着
ケンタッキーウォーブラーKentuckyWarbler（03 牝 ＊スピニングワールド）GB１勝

ラーン Learn（09牡 Galileo）GB・FR・IRE・USA２勝，Celebration S
‐L ３着，種牡馬

シャントレル Shauntrel（11 牝 Shamardal）SAF４勝
アリュレイトUlulate（17 牝 Ideal World）�SAF７勝，Syringa H‐L

４代母 ハイスピリテドHigh Spirited（87 IRE 鹿 Shirley Heights）GB２勝
［子］ アムフォルタス Amfortas（93 牡 Caerleon）GB・IRE１勝，キングエド

ワード七世Ｓ‐G2，種牡馬
［孫］ ヴァージニアウォーターズ VirginiaWaters（02 牝 Kingmambo）GB・I

RE３勝，英１０００ギニー‐G1，レパーズタウン１０００ギニーＴＲ‐G3，愛
メイトロンＳ‐G1 ３着，etc.

ミスルシファーMiss Lucifer（04 牝 Noverre）GB・USA３勝，英チャレ
ンジＳ‐G2，October S‐L

販売申込者・所有者： パングロス㈲＝東京都千代田区 �090-6263-5286
生 産 牧 場： 木村 秀則
飼 養 者： 木村 秀則＝新ひだか町静内駒場 �090-6263-5286

727 ルックオブラヴ２０２１ 牡・鹿 ５／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaルックオブラヴ
＊ Sadler's Wells

��
��
�ハイアーラヴ鹿 2013 Dollar Bird

9e
Mr. Prospector S4×M4 Miesque S4×M4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ワタシダイナマイト（12栗 ＊スニッツェル）２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
イレギュラー（19牡鹿 シルバーステート）�出走，�入着
ベントディパーチェ（20牡栗 カレンブラックヒル）�未出走

２代母 ステキプレゼント（99青鹿 ジェニュイン）４勝，仲春特別，稲妻特別，袖ケ浦
特別２着，驀進特別２着，疾風特別２着，etc.
ツヨイコ（08牝 タイムパラドックス）�２勝�１勝
ステキトワイライト（10牝 サクラバクシンオー）１勝
クラシックマーク（11牝 ＊アグネスデジタル）１勝，障害１勝
ドゥモワゼル（14牝 ショウナンカンプ）２勝，クリスマスローズＳ‐OP ２着
ヒットパレード（17牝 ニホンピロアワーズ）��２勝

３代母 アララットサン（89栗 ＊リアルシヤダイ）３勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着，アイビーＳ
‐OP ３着，本栖湖特別，伊吹山特別２着，湯沢特別２着
イイコトバカリ（98牝 ＊ソウルオブザマター）１勝

マルタカスティーヴ（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）�４勝，黒潮皐月賞２着，
黒潮ダービー３着

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

山賞２着，etc.
アナタゴノミ（01牝 ＊デヒア）入着２回

サアドウゾ（06牝 ゴールドアリュール）３勝，驀進特別，飛翔特別，熊本城特
別２着

オマワリサン（08牡 リンカーン）４勝，千里山特別，赤倉特別，浄土平特別，etc.，
�１勝

カゼニタツライオン（10牡 ネオユニヴァース）２勝，葵Ｓ‐LR ２着，�１勝，
大分川賞

ワラッチャオ（12牝 ハーツクライ）１勝，閃光特別２着

４代母 ダイナフエザー（79栗 ＊ノーザンテースト）５勝，山桜賞
［子］ フェザーマイハット（87牝 ＊リアルシヤダイ）５勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ

‐Jpn3 ３着，ＢＳＮ杯‐OP，石和特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲小田牧場＝様似町緑町 �0146-36-3038
生 産 牧 場： ㈲小田牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

728 ワタシダイナマイト２０２１ 牡・鹿 ４／２４

＊

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

＊ Redoute's Choice

�
�
�
�
�

��
��

�スニッツェル Snippets' Lassワタシダイナマイト ジェニュイン

��
��
�ステキプレゼント栗 2012 アララットサン

＊パロクサイド 8f
Danzig S4×M5 Northern Dancer S5×S5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 アイルゴーバック（09黒鹿 アッミラーレ）�２勝��入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－６（20）〕
ティーズブラッド（13�栗 ＊タイキシャトル）�１勝��３勝
ハタノフォルトゥナ（14牝鹿 ＊グラスワンダー）�４勝
フロイデ（15�栗 カネヒキリ）入着４回，���３勝
アイアス（16�栗 カネヒキリ）��入着�１勝��１勝�１勝
カイザークリスエス（17牡青 ＊シンボリクリスエス）���１勝�２勝
ノーヴイー（18牡栗 ハタノヴァンクール）�３勝
ティーズブライト（20牝栗 ハタノヴァンクール）��出走

２代母 ブッチ（00黒鹿 ヤシマソブリン）出走
サンマルクリス（06牝 ＊クリストワイニング）�２勝
パワークラウン（07牡 スターリングローズ）�２勝�１勝
マヤリッシュ（08牝 ＊イーグルカフェ）１勝

クラールハーモニー（14牡 フリオーソ）��７勝�１勝��４勝，北國王冠２着
リュウトステラ（10牡 ＊ルールオブロー）��３勝
サーベイヤー（14牡 フリオーソ）��２勝�１勝

３代母 シンディーメモリー（87鹿 トウシヨウルチエー）不出走

４代母 ヒカリパンパード（80鹿 ＊パーソロン）不出走
［孫］ ジーナ（97牝 ＊モガンボ）入着２回，�１勝�５勝	
５勝��，端午賞３着

５代母 ＊パンパードメリー（68 GB鹿 Pampered King）GB出走
［子］ マチカネタイテイ（73牡 ＊パーソロン）10勝，京阪杯，金鯱賞２着，札幌

日経賞‐OP，etc.，�７勝，種牡馬
サクラソロン（75牡 ＊パーソロン）４勝，日経賞２着，日本短波賞２着，
新潟記念３着，etc.

［孫］ センターシュア（85牝 サクラシンゲキ）４勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3
３着，エルフィンＳ‐OP ２着，知多特別２着，etc.

［曾孫］ ヒロデクロス（92牡 タマモクロス）７勝，安田記念‐Jpn1 ３着，マイル
ＣｈＳ‐Jpn1 ３着，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

729 アイルゴーバック２０２１ �・黒鹿 ４／ ９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アッミラーレ ＊ダジルミージョリエアイルゴーバック ヤシマソブリン

��
��
�ブッチ黒鹿 2009 シンディーメモリー

＊パンパードメリー 13e
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 ロミウ（17鹿 ＊クロフネ）��入着
初仔

２代母 マリアローザ（10青鹿 フジキセキ）入着

３代母 ＊ブレンダ（06 USA鹿 ＊ロックオブジブラルタル）入着
レッドルグラン（12牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，加古川特別２着
レッドディオーサ（13牝 キングカメハメハ）３勝，リボン賞３着
レッドアトゥ（14牝 ＊カジノドライヴ）５勝，東大路Ｓ，納屋橋Ｓ２着，和布刈特別２着
ラブスピール（17牝 スピルバーグ）�２勝，西部スポニチ賞３着

４代母 ＊フェアリーバラード（99 IRE 鹿 Sadler's Wells）出走
［子］ グラッツィア（08牡 キングカメハメハ）６勝，障害１勝，���入着３回，川

崎記念‐Jpn1 ３着，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ３着，白山大賞典‐Jpn3 ３着
スーパームーン（09牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，ＡＪＣＣ‐G2 ２着，
ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，ディセンバーＳ‐L ２着，etc.

レジュールダムール（07牝 Kingmambo）３勝，福島放送賞
＊グレイスフルソング（05牝 ＊ロックオブジブラルタル）３勝，二王子特別，

二本松特別，飯盛山特別２着，etc.
アッカレッツァーレ（17牡 スピルバーグ）入着，�入着２回，北斗盃２着

５代母 アンジェリックソングAngelic Song（88 CAN鹿 Halo）不出走
［子］ スライゴーベイ Sligo Bay（98牡 Sadler's Wells）FR・IRE・USA４勝，

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

［孫］ ダノンバラード（08牡 ディープインパクト）５勝，ＡＪＣＣ‐G2，Ｒ－Ｎ
ＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3，アンドロメダＳ‐L，etc.，種牡馬

シーチェンジ Seachange（17牝 Siyouni）�FR４勝，コンセイユドパリ
賞‐G2，P. de la Pepiniere‐L，ラクープドメゾンラフィット‐G3
２着，etc.

フサイチセブン（06牡 Fusaichi Pegasus）５勝，シリウスＳ‐G3 ３着，アン
タレスＳ‐G3 ３着，etc.，��１勝，ダイオライト記念‐Jpn2，種牡馬

販売申込者・所有者： 大滝 康晴＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0287
生 産 牧 場： 大滝 康晴
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

730 ロミウ２０２１ 牡・鹿 ４／１０
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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューロミウ フジキセキ

��
��
�マリアローザ鹿 2017 ＊ブレンダ

12c
Sadler's Wells S4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ロゼットブルー（14鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ジュマピリクー（19牡鹿 ラブリーデイ）�出走

２代母 リボンアート（01青鹿 ＊サンデーサイレンス）６勝，朱雀Ｓ，西部日刊スポー
ツ杯，小郡特別，舞子特別，心斎橋Ｓ２着，etc.
リボントリコロール（10牝 ＊チチカステナンゴ）２勝，紫苑Ｓ‐LR ２着，秋華賞

‐G1 ５着，出雲崎特別
ルヴェルソー（17牝 ルーラーシップ）�２勝，松浜特別，野島崎特別２着，汐

留特別２着，かもめ島特別３着
リプカ（12牝 ＊ハービンジャー）�２勝
ジョリーリュバン（15牝 ＊ノヴェリスト）�６勝�
ココリアッピア（16牝 ルーラーシップ）入着，��２勝

３代母 スカーレットリボン（85栗 ＊ノーザンテースト）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，
ヒヤシンス賞‐OP ２着，カンナ賞‐OP ２着，ターコイズＳ‐OP ３着，紅梅賞，etc.
リボンアンドボウ（93牡 ＊クリエイター）４勝，玄海特別，英彦山特別
タヤスアンティーム（95牡 ＊トニービン）６勝，東海Ｓ‐Jpn2 ３着，関越Ｓ‐OP ２

着，北陸Ｓ‐OP ２着，etc.
サンセットバレー（98牝 ＊グルームダンサー）出走

カウントオンミー（03牝 バブルガムフェロー）１勝，�２勝
ドライヴナイト（13� ＊カジノドライヴ）６勝，すばるＳ‐L，福島民友Ｃ‐L
２着，ギャラクシーＳ‐OP ３着，etc.，��出走�１勝�入着��

４代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走
［子］ スカーレットブーケ（88牝 ＊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，etc.
［孫］ ダイワメジャー（01牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，安田記念‐G1，マイルＣ

ｈＳ‐G1（２回），皐月賞‐Jpn1，etc.，UAE入着，優短距（2回），種牡馬
ダイワスカーレット（04牝 アグネスタキオン）８勝，有馬記念‐G1，エリ
ザベス女王杯‐G1，桜花賞‐Jpn1，etc.，優３牝，優父内

ダイワルージュ（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，
阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲川向高橋育成牧場＝平取町川向 �01457-2-3509
生 産 牧 場： ㈲川向高橋育成牧場
飼 養 者： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

731 ロゼットブルー２０２１ �・鹿 ２／ ５

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

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

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlロゼットブルー ＊サンデーサイレンス

��
��
�リボンアート鹿 2014 スカーレットリボン

＊スカーレツトインク 4d
デインヒル S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ロイヤルソード（15芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�４勝
初仔

２代母 ルスナイオブカラー（02黒鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
ローズママ（07牝 メイショウオウドウ）�３勝
ミセスボス（08牝 ＊タイキシャトル）�１勝
シンゼンタイガ（11牡 ＊ノボジャック）１勝，��３勝�３勝
ライブリファースト（12牡 ＊タイキシャトル）入着，�３勝
メイショウゴテツ（13牡 ＊シニスターミニスター）１勝，��１勝�５勝
メイショウブルゴー（14牡 ＊ノボジャック）��６勝
スマイルオリオン（17牡 メイショウボーラー）��出走�３勝�入着
エスケイヤマト（18牡 ＊サウスヴィグラス）���３勝

３代母 フジノキャラット（93黒鹿 ＊リズム）	
１勝
ゴッドエンジェル（01牝 ＊ラムタラ）入着

メイレディ（09牝 ジェニュイン）�４勝�１勝�入着�，兵庫ダービー，ル・
プランタン賞，兵庫若駒賞，etc.
アンサン（19牝 ビッグアーサー）��３勝�，園田ジュニアＣ２着，園田
プリンセスＣ３着

キャプテンシップ（12牡 ＊ノボジャック）５勝，ＮＳＴ賞‐L ３着，安芸Ｓ，ヤ
マボウシ賞，etc.

４代母 ハギノトツプレデイ（77黒鹿 ＊サンシー）７勝，桜花賞，エリザベス女王杯，
高松宮杯，京都牝馬特別，宝塚記念４着，etc.，優３牝
［子］ ダイイチルビー（87牝 トウシヨウボーイ）６勝，安田記念‐Jpn1，スプリ

ンターズＳ‐Jpn1，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，etc.，優古牝，優短距
［孫］ マイネルセレクト（99牡 ＊フォーティナイナー）７勝，��２勝�１勝，Ｊ

ＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，黒船賞‐Jpn3，etc.，種牡馬
ダイイチシガー（94牝 ＊トニービン）２勝，オークス‐Jpn1 ３着，サンス
ポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，etc.

［曾孫］ ドリームサンデー（04牡 ＊タイキシャトル）６勝，オーストラリアＴ‐L，
金鯱賞‐G2 ２着，中日新聞杯‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

732 ロイヤルソード２０２１ 牡・芦 ３／１２

＊

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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceロイヤルソード ＊ブライアンズタイム

��
��
�ルスナイオブカラー芦 2015 フジノキャラット

＊マイリー 7e
Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 レコードチェイサー（16栗 ディープブリランテ）２勝，ＨＴＢ杯（芝 1200），�２
勝，イノセントＣ（Ｄ1200）３着
初仔

２代母 ゴールドチェイス（10栃栗 アドマイヤムーン）１勝
スリーチェイサー（15牡 ＊シニスターミニスター）１勝
サーストンカイドー（17牡 エピファネイア）１勝，山吹賞３着
チェイスザドリーム（19牝 ロードカナロア）�２勝

３代母 ＊セクレゴールド（98 USA栗 Seeking the Gold）不出走
トレジャーチェストTreasure Chest（03 牝 Lemon Drop Kid）USA１勝

デザートローDesert Law（14� Desert Code）�USA５勝，Thor's Echo
S‐R，ビングクロスビーＳ‐G1 ２着，サンタアニタスプリントＣｈ．Ｓ
‐G2 ３着，etc.

スズカセレナード（05牝 アグネスタキオン）�１勝
リボンスティック（12牝 ＊シニスターミニスター）��３勝�，ユングフラウ賞

２着，東京２歳優駿牝馬３着，ローレル賞３着
スズカフレーム（06牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，羊蹄山特別２着，渡島特別３着
スズカセクレターボ（08牡 アグネスタキオン）５勝，欅Ｓ‐L ３着，立夏Ｓ，瀬戸特

別，etc.，�１勝

４代母 セクレターム Secrettame（78 USA栗 Secretariat）USA６勝，Shirley Jon
es H，ガゼルＨ‐G2 ２着
［子］ ゴーンウェストGoneWest（84 牡 Mr. Prospector）USA６勝，ドゥワ

イアＳ‐G1，ゴーサムＳ‐G2，ウィザーズＳ‐G2，etc.，種牡馬
ライオンキャヴァ－ン Lion Cavern（89牡 Mr. Prospector）GB・FR・
USA５勝，トルーノースＨ‐G2，グリーナムＳ‐G3，ホーリスヒルＳ
‐G3，etc.，種牡馬

マルティエンジンMultiengine（88 牡 Tank's Prospect）USA３勝，ラ
ザロＳバレラＨ‐G3 ２着，種牡馬

［孫］ サクラオリオン（02牡 ＊エルコンドルパサー）６勝，函館記念‐G3，中京
記念‐G3，札幌記念‐G2 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

733 レコードチェイサー２０２１ �・黒鹿 ３／ ６

＊

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

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�ディープブリランテ ＊ラヴアンドバブルズレコードチェイサー アドマイヤムーン

��
��
�ゴールドチェイス栗 2016 ＊セクレゴールド

2f
Storm Bird S4×S4 サンデーサイレンスM4×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 レストレスハート（03青 ＊サンデーサイレンス）入着，�１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－６（13）〕
サダムアンビション（09牝黒鹿 ＊ホワイトマズル）�６勝
トレッドオンエアー（10�黒鹿 キングカメハメハ）�１勝
パドルウィール（11牡芦 ＊クロフネ）４勝，金鯱賞‐G2 ２着，シンガポールＴＣ賞
（芝 2000），京橋特別（芝 2000）２着，蓬莱峡特別（芝 1800）２着，小牧特別
（芝 2000）３着，稲荷特別（芝 2000）３着，あやめ賞（芝 1800）３着

ルーセントハート（12牝黒鹿 ＊チチカステナンゴ）�１勝
レイジングハート（13牝黒鹿 ＊カジノドライヴ）�１勝
カンズ（15牝鹿 ＊クロフネ）�２勝�入着
ギルマ（16牡鹿 ＊ハービンジャー）２勝，山藤賞（芝 1800），玄海特別（芝 1800）３

着，��入着２回
ゴリン（17牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）��出走�２勝�	入着２回
ラベンダージェンヌ（19牝黒鹿 ロードカナロア）�出走

２代母 ＊スルーミーナウ（89 USA青鹿 Tsunami Slew）USA入着４回
フリスクミーナウ Frisk Me Now（94牡 Mister Frisky）USA12 勝，サバーバンＨ

‐G2，フィリップＨアイズリンＨ‐G2，ガルフストリームスプリントＣｈ．Ｈ
‐G2，ハッチソンＳ‐G2，オハイオダービー‐G2，etc.，種牡馬

デスティニーナウDestiny Now（96牝 Jeblar）USA入着
エヴリトリック Every Trick（01 牝 Grand Slam）USA３勝，Blue Sparkler

S３着
ウイスキーリットWhiskey Lit（04� Fortunate Prospect）USA８勝，So

phomore S，Spend A Buck S３着
ルックミーナウ（99牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，五条坂特別３着
デルフィーネ（04牝 ＊フォーティナイナー）出走

ウインスプラッシュ（11牡 マツリダゴッホ）２勝，ききょうＳ‐OP，中京２歳
Ｓ‐OP ２着

３代母 ガッツガールGat's Girl（75 USA黒鹿 Lurullah）USA６勝，Detroit Que
ens S２着，Moonbeam H‐R ２着，Concord H２着，Larkspur H
２着，Goblin S‐R ３着，etc.

販売申込者・所有者： 小河 豊水＝新ひだか町三石川上 �090-3117-7812
生 産 牧 場： 小河 豊水
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

734 レストレスハート２０２１ �・黒鹿 ２／２５

＊

＊
＊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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellレストレスハート
＊ Tsunami Slew

��
��
�スルーミーナウ青 2003 Gat's Girl

23b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 レゾリューション（04栗 ＊カリズマティック）３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（８）〕
アンスメーヌ（11牝栗 スペシャルウィーク）入着，�２勝�３勝�入着２回
ワンダースニュマン（13牝鹿 ＊エンパイアメーカー）入着，�３勝
カンリンポチェ（18牡鹿 ホッコータルマエ）�２勝
ウィルフルネス（19牝鹿 ジャスタウェイ）�１勝

２代母 オオシマルチア（90黒鹿 ＊クリスタルグリツターズ）４勝，稲荷特別，なでし
こ賞，野苺賞３着
スイフトティンバー（97牝 ＊ティンバーカントリー）��２勝

カシノサトラップ（10牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）入着５回，ひまわり賞‐OP
３着，�５勝�

カルストンライトオ（98牡 ＊ウォーニング）９勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，アイビ
スサマーダッシュ‐Jpn3（２回），アンドロメダＳ‐L，阪急杯‐Jpn3 ２着，バ
ーデンバーデンＣ‐L ２着，etc.，種牡馬

ナリタレインボウ（00牝 ＊アフリート）３勝
オースミイージー（08牡 ハーツクライ）４勝，ききょうＳ‐OP，橿原Ｓ

ピサノケリー（01牝 ＊デヒア）１勝，�１勝�
ワンダーフォルテ（08牡 ＊アフリート）２勝，	４勝�入着

３代母 オオシマスズラン（78鹿 ＊カウアイキング）７勝，京都４歳特別，４歳牝馬特
別‐OP，カトレア賞，うぐいす賞
ホクトジョージ（84牡 ＊ミルジヨージ）２勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2 ２着，山藤賞
オオシマダリア（87牝 ＊モガミ）２勝，すいれん賞２着，筑紫特別３着，洞海特別３着

オオシマパンジー（02牝 ＊スキャン）出走
メイショウマシュウ（08牡 アドマイヤマックス）６勝，根岸Ｓ‐G3，ギャ
ラクシーＳ‐LR ３着，御影Ｓ，etc.

グリーンフォルス（91牡 シンボリルドルフ）２勝，高千穂特別２着，牧園特別２着
ホーマンスピリット（95牡 ＊ワツスルタツチ）７勝，マーチＳ‐Jpn3 ２着，アンタ

レスＳ‐Jpn3 ２着，灘Ｓ‐OP，etc.
レインボウスズラン（96牝 ＊スキャン）３勝

カシノマスト（14牡 キャプテントゥーレ）２勝，小倉２歳Ｓ‐G3 ３着，ひまわ
り賞‐OP，フェニックス賞‐OP ２着

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

735 レゾリューション２０２１ 牡・栗 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

＊ Summer Squall

�
�
�
�
�

��
��

�カリズマティック Bali Babeレゾリューション ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�オオシマルチア栗 2004 オオシマスズラン

＊ボニーナンシー 10b
Weekend Surprise S3×M4 Secretariat S4×S5×M5 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 レッドマーキュリー（09鹿 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－２（14）〕
シエラミノル（15牝鹿 ＊シニスターミニスター）�５勝
レオクリスタル（16牝鹿 ＊サウスヴィグラス）��９勝
コパノマーキュリー（17牡鹿 ＊サウスヴィグラス）�４勝，ギャラクシーＳ‐OP
（Ｄ1400）２着，秋嶺Ｓ（Ｄ1300），姫路Ｓ（Ｄ1400）２着，麦秋Ｓ（Ｄ1400）３着

ワンダフルグレイス（20牝青鹿 ロゴタイプ）�未出走

２代母 ソロシンガー（93鹿 ＊リヴリア）４勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，青函Ｓ
‐OP，カーネーションＣ‐OP，オーシャンＳ‐OP ３着，淀短距離Ｓ‐OP ３着，etc.
ラントゥザフリーズ（00牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，共同通信杯‐Jpn3，サウジ

アラビアＲＣ‐L ２着，欅Ｓ‐L ３着，皐月賞‐Jpn1 ４着，大沼Ｓ‐OP ２着，etc.，
�１勝��

エンドレスロード（01牡 ＊スピニングワールド）入着３回，�１勝
ベストマインド（02牡 ＊エリシオ）２勝，さざんかＳ‐OP ３着，つわぶき賞３着
ワイルドエキサイト（05牝 ダンスインザダーク）入着６回

タガノバスター（10牡 ＊グラスワンダー）１勝
タガノヤグラ（14牡 カンパニー）１勝

フェバリットガール（06牝 ダンスインザダーク）１勝
ライペンミノル（13牡 ＊ハービンジャー）１勝
レディバグ（18牝 ホッコータルマエ）�４勝，栗東Ｓ‐L，ヒヤシンスＳ‐L ３着，

青竜Ｓ‐OP ２着，端午Ｓ‐OP ２着，etc.，�入着��，兵庫ジュニア
ＧＰ‐Jpn2 ２着

ジャックオンリバー（12牡 ＊トワイニング）�１勝�

３代母 ミストモカゼ（81鹿 ＊ボールドラツド）入着３回
メイトウサクラ（88牝 ＊ミルフオード）１勝，アネモネＳ‐OP ３着，すみれＳ‐OP

３着，野苺賞３着
シャジャート（92牡 ビゼンニシキ）３勝，咲花特別

４代母 シミズトモカゼ（74鹿 ＊ロムルス）１勝，��10 勝，北海優駿２着

販売申込者・所有者： ㈲金成吉田牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1648
生 産 牧 場： ㈲金成吉田牧場
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

736 レッドマーキュリー２０２１ �・鹿 ５／１１
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジレッドマーキュリー ＊リヴリア

��
��
�ソロシンガー鹿 2009 ミストモカゼ

＊ミスパロー 5f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 レネット（15栗 ダイワメジャー）１勝
初仔

２代母 レディプリンセス（04鹿 ＊ブライアンズタイム）入着，�１勝
ロードデューク（11牡 フジキセキ）�14 勝��１勝，御船山賞
ショウナンバローネ（12牡 キングカメハメハ）２勝，成田特別３着，両津湾特別３着
ロードレグナム（13牡 ハーツクライ）１勝

３代母 レディミューズ（97栗 ＊ティンバーカントリー）３勝，チューリップ賞‐Jpn3
２着，オークス‐Jpn1 ４着，千葉ＴＶ杯，江の島特別２着，八ケ岳特別２着，etc.
ロードイノセント（06牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，仲春特別２着，わらび賞２着
シンメイフジ（07牝 フジキセキ）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，阪神ジュベナイルフィ

リーズ‐Jpn1 ５着，etc.，��１勝，関東オークス‐Jpn2
ロードグラディオ（16牡 キングカメハメハ）４勝，銀蹄Ｓ，リボン賞，こぶし

賞，���２勝
フェリス（10牝 ジャングルポケット）出走

ロードマイウェイ（16牡 ジャスタウェイ）６勝，チャレンジＣ‐G3，ポートア
イランドＳ‐L，キャピタルＳ‐L ２着，etc.，�地方未出走

ロードオマージュ（17牡 エピファネイア）１勝，山桜賞２着
ストーリア（19牝 リオンディーズ）�２勝，カーネーションＣ

４代母 ＊シンコウラブリイ（89 IRE 鹿 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワン
Ｓ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，クイーンＳ‐Jpn3，etc.，
優古牝
［子］ 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.

ピサノグラフ（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ターコイズＳ‐L ３着，
初風特別，市川Ｓ２着，etc.

［孫］ ムイトオブリガード（14牡 ルーラーシップ）６勝，ＡＲ共和国杯‐G2，Ａ
Ｒ共和国杯‐G2 ２着，六社Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 小野 秀治＝新ひだか町三石清瀬 �090-3390-7444
生 産 牧 場： 小野 秀治
飼 養 者： mill farm Ocean View Park＝浦河町東栄 �0146-25-7000

737 レネット２０２１ 牡・鹿 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンバラード
＊ Unbridled

��
��
�レディバラード黒鹿 2008 Angelic Song

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケレネット ＊ブライアンズタイム

��
��
�レディプリンセス栗 2015 レディミューズ

＊シンコウラブリイ 4d
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×S4×M4
Hail to Reason S5×S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 アースエマーブル（09栗 キングヘイロー）�１勝��入着７回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ハクユウヴィグラス（15牡栗 ＊サウスヴィグラス）�２勝
ハッピーエマーブル（16牝栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝��１勝�
ルナエマーブル（18牝栗 ディープスカイ）�２勝�入着２回

２代母 アースポラリス（02栃栗 ＊パントレセレブル）不出走

３代母 ＊マターオブプライド（85 USA栗 Raise a Native）USA１勝
カルメンジョオー（91牝 ＊ミルジヨージ）２勝，臥牛山特別
タガノサイレンス（93牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，シリウスＳ‐Jpn3 ２着，す

ばるＳ‐OP，etc.，���入着２回，さきたま杯‐Jpn3 ３着，種牡馬
ロードスナイパー（97牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，フリージア賞２着，秋分特別

３着，あざみ賞３着
プリモピアット（99牝 ＊ミルジヨージ）４勝，豊栄特別２着，三面川特別２着，野島

崎特別２着，etc.
コウエイテンマ（13牡 ＊カジノドライヴ）２勝，フェニックス賞‐OP，��入着

���入着２回，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ２着

４代母 オールドゴートOld Goat（73 USA栗 Olden Times）USA６勝，ゴールデ
ンロッドＳ‐G3，Cinderella S，Seashore S，アルシバイアディズＳ‐G3
２着，Prioress S２着，etc.
［子］ ハイランドパーク Highland Park（80 牡 Raise a Native）USA８勝，フ

ァウンテンオヴユースＳ‐G2，ブリーダーズフュチュリティ‐G2，ア
クサーベンジュヴェナイルＳ‐G3，etc.，種牡馬

＊オールアバウトスタイル（86牝 Raja Baba）USA４勝，Marshua S
‐L，I'M Sweets S，Flirtation S‐L ２着，etc.

［孫］ ＊オープニングテーマ（94牡 Seeking the Gold）３勝，中日スポーツ賞４
歳Ｓ‐Jpn3，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，もちの木賞

メイントピックMain Topic（89 牝 Topsider）USA５勝，Star Shoot S
‐L，Ontario Colleen H‐R，Yo Tambien S２着，etc.

トレスコロナス Tres Coronas（96 牝 Chief's Crown）USA６勝，Ap
palachian S‐L，ドラローズＨ‐G3 ２着，Rosenna S‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱グローリーファーム＝新ひだか町三石美野和 �090-7518-2957
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

738 アースエマーブル２０２１ 牡・鹿 ４／ ７
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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローアースエマーブル ＊パントレセレブル

��
��
�アースポラリス栗 2009 ＊マターオブプライド

1l
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 アートオブダンサー（06鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
サイレントサード（14牡栗 タニノギムレット）１勝
ヒロシゲクリスタル（18牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着，�地方未出走
マンセー（19牝鹿 ＊ケープブランコ）���１勝

２代母 アイアムダンサー（95鹿 ＊トニービン）不出走
タマモソルイマール（00牡 サニーブライアン）１勝
フラメンコダンサー（01牝 タマモクロス）１勝

３代母 ＊ダンシングゴッデス（85 USA鹿 Nijinsky）GB・IRE２勝，Pearl Sprint S‐L，
愛１０００ギニー‐G1 ２着，愛プリティポリーＳ‐G2 ４着，デズモンドＳ‐G3 ３着
キサグラムKissagram（90牝 Alysheba）不出走

＊アラバンサ（93牡 El Gran Senor）９勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，札幌
記念‐Jpn2 ３着，函館記念‐Jpn3 ３着，etc.，�８勝��

＊カラキーア（94牝 Sadler's Wells）GB・USA２勝，Virginia S‐L ２着
プレイフォーサン Pray For Sun（03牝 ＊ファンタスティックライト）FR
２勝，P. Caravelle‐L ２着

＊エアエミネム（98牡 ＊デインヒル）８勝，オールカマー‐Jpn2，神戸新聞杯
‐Jpn2，札幌記念‐Jpn2，etc.，種牡馬

チャームレディ（05牝 アグネスタキオン）不出走
エーティーラッセン（14牡 ＊サマーバード）３勝，日経新春杯‐G2 ３着，明石

特別，オリオンＳ２着，etc.

４代母 プロデューサー Producer（76 USA黒鹿 Nashua）GB・FR・IRE・USA10 勝，
フォレ賞‐G1，オペラ賞‐G2，クロエ賞‐G3，ロワイヨモン賞‐G3，Susan's
Girl H，etc.
［子］ バッハ Bach（97牡 Caerleon）GB・FR・IRE・USA・HKG６勝，ロイ

ヤルホイップＳ‐G2，Amethyst S‐L，Celebration S‐L，etc.，
種牡馬

［孫］ スリーピングインディアン Sleeping Indian（01牡 Indian Ridge）GB・
FR・USA６勝，英チャレンジＳ‐G2，ハンガーフォードＳ‐G3，
Dubai Duty Free C‐L，etc.，種牡馬

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

739 アートオブダンサー２０２１ �・栗 ２／２８

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターアートオブダンサー ＊トニービン

��
��
�アイアムダンサー鹿 2006 ＊ダンシングゴッデス

8i
Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ロージーサンセット（13鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
トワイライトドレス（19牝鹿 ＊アジアエクスプレス）�出走

２代母 レッドハイヒール（06鹿 スペシャルウィーク）２勝，初風特別２着
スカーレットラバー（14牡 カンパニー）入着２回，���２勝
ナンジャモンジャ（19牝 ＊マジェスティックウォリアー）��３勝

３代母 トロピカルフラワー（98鹿 サクラバクシンオー）１勝
マッシヴヒーロー（09牡 ゼンノロブロイ）２勝，浜名湖特別３着，�４勝�
ハナズリベンジ（11牝 ハーツクライ）３勝，津軽海峡特別２着，大倉山特別３着

ヒストリックノヴァ（19牝 ＊ドレフォン）１勝，���入着�入着�，エーデル
ワイス賞‐Jpn3 ２着，東京２歳優駿牝馬２着

４代母 クリスタルトロフィ（90鹿 ＊クリスタルパレス）出走
［子］ エアニックス（02牡 サクラバクシンオー）３勝，ＵＨＢ杯‐L ３着，立待

岬特別，新春Ｓ２着，etc.
ヒシバクシン（97� サクラバクシンオー）４勝，神奈川新聞杯，錦秋特別，
山藤賞，etc.

［孫］ ダンツキャンサー（11牝 アドマイヤジャパン）４勝，マーガレットＳ‐LR，
クイーンＳ‐G3 ３着，安土城Ｓ‐OP ２着，etc.，障害２勝

ダンツゴウユウ（14牡 バンブーエール）７勝，大沼Ｓ‐L，吾妻小富士Ｓ
‐OP，秋嶺Ｓ，etc.

エクセレントピーク（08牝 アドマイヤジャパン）２勝，飯豊特別３着，福
島中央ＴＶ杯３着

５代母 スリードーター（82鹿 ＊サンプリンス）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ター
コイズＳ‐OP ２着，初富士賞，岩室特別，立冬特別２着，etc.
［子］ ミヤビペルセウス（00牡 バブルガムフェロー）４勝，相模特別，舞浜特別

２着，障害４勝，新潟ジャンプＳ‐JG3，etc.
［曾孫］ ルルパンブルー（05牝 ジャングルポケット）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，

ファルコンＳ‐Jpn3 ３着，カンナＳ‐OP，etc.

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： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

740 ロージーサンセット２０２１ �・鹿 ３／ ８

＊

＊ 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

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンロージーサンセット スペシャルウィーク

��
��
�レッドハイヒール鹿 2013 トロピカルフラワー

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンスM4×M4 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ワラッチャオ（12青鹿 ハーツクライ）１勝，閃光特別（芝 1000）２着
初仔

２代母 アナタゴノミ（01鹿 ＊デヒア）入着２回
サアドウゾ（06牝 ゴールドアリュール）３勝，驀進特別，飛翔特別，熊本城特別２着
ガーデン（07牡 ツルマルボーイ）�４勝�
オマワリサン（08牡 リンカーン）４勝，千里山特別，赤倉特別，浄土平特別，三田

特別２着，etc.，�１勝，韓国岳賞
ダイゴミ（09牝 フサイチコンコルド）�１勝��
カゼニタツライオン（10牡 ネオユニヴァース）２勝，葵Ｓ‐LR ２着，�１勝，大分川賞
コリャコリャ（11牝 ゼンノロブロイ）１勝
カートニイレル（13牝 ゴールドアリュール）�４勝�入着４回
ハハハ（16牝 トゥザグローリー）�３勝
アキラクン（17牡 トゥザグローリー）��１勝�入着２回

３代母 アララットサン（89栗 ＊リアルシヤダイ）３勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着，アイビーＳ
‐OP ３着，本栖湖特別，伊吹山特別２着，湯沢特別２着
イイコトバカリ（98牝 ＊ソウルオブザマター）１勝

マルタカスティーヴ（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）�４勝，黒潮皐月賞２着，
黒潮ダービー３着

ステキプレゼント（99牝 ジェニュイン）４勝，仲春特別，稲妻特別，袖ケ浦特別２
着，etc.
ドゥモワゼル（14牝 ショウナンカンプ）２勝，クリスマスローズＳ‐OP ２着

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

山賞２着，etc.

４代母 ダイナフエザー（79栗 ＊ノーザンテースト）５勝，山桜賞
［子］ フェザーマイハット（87牝 ＊リアルシヤダイ）５勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ

‐Jpn3 ３着，ＢＳＮ杯‐OP，石和特別，etc.
ジェイキング（93� ＊ジェイドロバリー）４勝，御影特別，讃岐特別３着，
障害２勝

［曾孫］ トーセンシルエット（11牝 トーセンダンス）２勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲木村牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0605
生 産 牧 場： ㈲木村牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

741 ワラッチャオ２０２１ �・青鹿 ４／ ５
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスワラッチャオ ＊デヒア

��
��
�アナタゴノミ青鹿 2012 アララットサン

＊パロクサイド 8f
Halo S4×M4 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 アローシルバー（12栗 スペシャルウィーク）１勝，��１勝�入着２回�
〔産駒馬名登録数：１〕
アローゴールド（19牡栗 ラブリーデイ）�出走

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

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

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

モンテムーン（07牡 キングカメハメハ）�10 勝��
ズッカ（09牝 スペシャルウィーク）１勝
クリアーパッション（11牝 キングヘイロー）１勝
タイセイエクシード（15牡 エイシンフラッシュ）�１勝
バリフリクリ（18牝 フリオーソ）	２勝

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

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

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

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

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

グダイマイトGudai Might（95 牡 ＊シアトルダンサーⅡ）USA２勝，C
up & Saucer S‐R，Summer S‐L ３着

販売申込者・所有者： 柏木 一則＝新冠町東川 �090-2075-6105
生 産 牧 場： 柏木 一則
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

742 アローシルバー２０２１ 牡・栗 ５／ １

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

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

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールアローシルバー
＊ A.P. Indy

��
��
�クリアーパス栗 2012 Masake

1n
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エクディス（13鹿 ＊クロフネ）�入着２回
〔産駒馬名登録数：２〕
クリノネモフィラ（18牝栗 ＊ハービンジャー）��入着�

２代母 マギストラ（08鹿 ディープインパクト）入着
ヨシヒコ（14牡 ＊シンボリクリスエス）２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

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
［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： 沖田 博志＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2930
生 産 牧 場： 沖田 博志
飼 養 者： 沖田 博志＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2930

743 エクディス２０２１ �・栃栗 ２／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューエクディス ディープインパクト

��
��
�マギストラ鹿 2013 ＊マンファス

22d
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 イエスアイキャン（11鹿 スマートボーイ）�４勝��１勝，東京プリンセス賞
（Ｄ1800）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
ヘイセイノキセキ（16牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）��３勝�３勝��入着
クィーンアドバンス（17牝青 ＊キンシャサノキセキ）�１勝
ヴィクトールアイ（18牝鹿 ヴィクトワールピサ）��２勝
カズアレグロ（19牡鹿 ＊マクフィ）�地方未出走
パワトゥザピープル（20牝鹿 キズナ）��１勝

２代母 イエスプリーズ（04栗 スペシャルウィーク）�２勝
イッツマイプレジャ（09牝 アドマイヤドン）�２勝����入着３回，九州ジュニ

アＧＰ２着
バウンティ（10牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）��４勝
ティープリーズ（12牝 アジュディミツオー）�１勝�４勝�入着��	，ライデン

リーダー記念２着，園田プリンセスＣ２着
テルミー（18牝 ＊エスケンデレヤ）��５勝��２勝

３代母 オースミサツキ（93栗 ＊ブライアンズタイム）１勝
フリーバード（00牝 ＊アフリート）�１勝

スイリンカ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝，こぶし賞
ルナルナ（01牝 ＊アフリート）�１勝��入着

マイゴルゴンゾーラ（13牡 ディープスカイ）�２勝�入着，飛燕賞３着
カワキタフウジン（05牡 マーベラスサンデー）３勝，朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，カシオ

ペアＳ‐L ３着，名古屋城Ｓ，etc.，�３勝
セフティーエムアイ（11牡 ＊ケイムホーム）３勝，オーロラ特別３着
キサナドゥー（13牝 アンライバルド）��１勝�１勝，兵庫若駒賞３着

４代母 ルナパーク（79鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，クイーンＳ２着，北越特別
［子］ ペガサス（90牡 ＊リヴリア）３勝，福島記念‐Jpn3，新潟３歳Ｓ‐Jpn3

ナリタルナパーク（95牝 ＊ブライアンズタイム）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，
秋華賞‐Jpn1 ２着，羊ヶ丘特別，etc.

ルミネッセンス（92牝 ＊ブライアンズタイム）５勝，ターコイズＳ‐OP，
飯豊特別，相川特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453
生 産 牧 場： ㈲沖田牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

744 イエスアイキャン２０２１ �・鹿 ３／ ６

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊アサティス

�
�
�
�
�

��
��

�スマートボーイ アンラブルイエスアイキャン スペシャルウィーク

��
��
�イエスプリーズ鹿 2011 オースミサツキ

＊サイクラス 13c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 イアハート（15栗 ＊ヘニーヒューズ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
コスモレンブランサ（20牝鹿 ダノンバラード）�入着

２代母 フェザーレイ（01黒鹿 ＊エルコンドルパサー）３勝，長岡特別２着，火打山特
別２着
ラバーフロー（08牡 タニノギムレット）１勝，�５勝��入着２回
サムソンズプライド（10牡 メイショウサムソン）５勝，プリンシパルＳ‐LR，白富

士Ｓ‐L ３着，緑風Ｓ，稲村ヶ崎特別，山藤賞，etc.
デュパルクカズマ（14� ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝�８勝
カネトシバレンシア（18牝 ＊ノヴェリスト）�１勝

３代母 エルフィンフェザー（95鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，月岡特別３着
エルフィンパーク（05牝 タニノギムレット）不出走

ブレスジャーニー（14牡 ＊バトルプラン）３勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3，サウジア
ラビアＲＣ‐G3，チャレンジＣ‐G3 ３着，etc.

カールファターレ（07牝 キングカメハメハ）１勝
アドマイヤルプス（17� ＊ヘニーヒューズ）�５勝，オアシスＳ‐L ２着，アハ

ルテケＳ‐OP，播磨Ｓ，etc.

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

‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2（２回），etc.，年代表，優古牝
［孫］ ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞

‐G2，etc.，UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬
アドマイヤグルーヴ（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，エリザベス女王
杯‐Jpn1（２回），阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優古牝

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

フォゲッタブル（06牡 ダンスインザダーク）４勝，ステイヤーズＳ‐G2，
ダイヤモンドＳ‐G3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 小林 正仁＝浦河町野深 �0146-27-4356
生 産 牧 場： 小林 正仁
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

745 イアハート２０２１ �・栗 ４／ ８

＊

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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerイアハート ＊エルコンドルパサー

��
��
�フェザーレイ栗 2015 エルフィンフェザー

＊パロクサイド 8f
Sadler's Wells S4×M5 Storm Cat S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 アシドベリー（12鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，�３勝��１勝，ブロ
ッサムＣ（Ｄ1200）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
グランディアート（20牡鹿 リアルインパクト）�地方未出走

２代母 ワイルドベリー（06黒鹿 フジキセキ）出走
ベリーベリータイム（11牝 ＊ブライアンズタイム）入着，�２勝��入着
ダズリングベリー（13牝 ＊パイロ）��３勝�
ビュレットベリー（16牡 ビービーガルダン）��２勝�７勝��１勝�

３代母 アグネスミネルバ（94栗 ＊トニービン）４勝，壬生特別，北摂特別，かささぎ
賞２着
アグネスラズベリ（01牝 エアジハード）７勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，阪神牝馬

Ｓ‐G2 ２着，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，�１勝
レッドオルバース（12牡 ダイワメジャー）３勝，錦秋Ｓ２着，安達太良Ｓ２着，

夏至Ｓ２着，etc.
ブリリアントクロス（03牝 ＊エルコンドルパサー）１勝

サクラディソール（10牝 ダイワメジャー）３勝，アネモネＳ‐LR ３着，犬山特
別，菜の花賞，etc.

ラヴファンタジスタ（05牡 ＊ファルブラヴ）２勝，有明特別３着
テムジン（09牡 ディープインパクト）４勝，富嶽賞，藤森Ｓ２着，etc.，��４勝，

サンタアニタＴ２着

４代母 ＊ベリアーニ（85 USA鹿 Nureyev）GB・USA２勝
［子］ スターバレリーナ（90牝 Risen Star）４勝，ローズＳ‐Jpn2，高松宮杯

‐Jpn2 ２着，毎日王冠‐Jpn2 ３着，etc.
［孫］ アンドゥオール（99牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ‐Jpn2，マー

チＳ‐Jpn3，ベテルギウスＳ‐L ２着，etc.，��出走
グランパドドゥ（97牝 フジキセキ）３勝，中日新聞杯‐Jpn3，オークス
‐Jpn1 ５着，秋華賞‐Jpn1 ５着，etc.

［曾孫］ ロゴタイプ（10牡 ローエングリン）６勝，皐月賞‐G1，安田記念‐G1，朝
日杯フューチュリティＳ‐G1，etc.，優２牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 桑原牧場＝むかわ町宮戸 �080-6060-4012
生 産 牧 場： 桑原牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

746 アシドベリー２０２１ �・鹿 ４／１１
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceアシドベリー フジキセキ

��
��
�ワイルドベリー鹿 2012 アグネスミネルバ

＊ベリアーニ 8k
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×S5 Nureyev S5×M5

価格： 購買者：



母 アイコチャン（02栗 ＊ピルサドスキー）不出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－２（７）〕
ホージット（06牡鹿 ＊メイショウドトウ）�３勝�入着
ファイブイーグル（07牡鹿 ＊スキャン）２勝，鶴橋特別（芝 2000）
タニノハービービー（09牡鹿 タニノギムレット）障害１勝
ダンツキャノン（11牡栗 タニノギムレット）１勝
ダンツビジター（13牡芦 アドマイヤコジーン）�４勝
ロンス（15牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，マカオＪＣＴ（Ｄ1200）
イントロバート（19牝黒鹿 ロゴタイプ）�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.
シークルーズ（19牝 モーリス）�２勝，春菜賞

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
スリードーター（82牝 ＊サンプリンス）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ターコイズ

Ｓ‐OP ２着，初富士賞，etc.
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

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： 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

747 アイコチャン２０２１ 牡・栗 ４／１５
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

＊ Polish Precedent

�
�
�
�
�

��
��

�ピルサドスキー Cocotteアイコチャン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マサコチャン栗 2002 チヨダマサコ

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 アイルビーファイン（08鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（11）〕
ケイツーシリング（15牝鹿 ＊タートルボウル）��２勝�４勝�入着２回
ディーズマヌーバー（16牝芦 ＊クロフネ）��２勝�２勝��１勝
フォーネリー（19牝栗 アドマイヤムーン）出走，�地方未出走
メイショウユキドケ（20牝黒鹿 ＊パイロ）��入着

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

販売申込者・所有者： ㈲オリエント牧場＝新冠町高江 �0146-47-2643
生 産 牧 場： ㈲オリエント牧場
飼 養 者： オリエントファーム＝新冠町高江 �090-1646-1707

748 アイルビーファイン２０２１ 牡・栗 ３／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラアイルビーファイン
＊ Legal Case

��
��
�ヴァージニー鹿 2008 Misty Moon

8g
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アクトナチュラリー（11鹿 ディープインパクト）��６勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
タイセイナトゥーラ（19牝黒鹿 ＊ドレフォン）��２勝

２代母 ＊シャイアーズエンデ（95 USA鹿 El Prado）USA７勝，アシュランドマイル
Ｓ‐G3，ローカストグローヴＨ‐G3，Pago Hop S‐L，Palisades S‐L，Ｑ
エリザベス二世チャレンジＣ‐G1 ２着，etc.
ミダースタッチ（05牡 Seeking the Gold）４勝，毎日杯‐Jpn3 ３着，桃山Ｓ，三

年坂特別，和田岬特別，白嶺Ｓ２着，etc.
ケイアイダイオウ（06牡 ＊タイキシャトル）４勝，春風Ｓ，なにわＳ２着，初日の出

Ｓ２着，内房Ｓ３着，立夏Ｓ３着，etc.
バイブレイションズ（07牝 キングカメハメハ）１勝

スズカバーディー（13� スズカフェニックス）１勝，クローバー賞‐OP ２着
ストレンジウーマン（14牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝��３勝
ゼットパッション（16牝 グランプリボス）��１勝��４勝，桜花賞２着
チビノヴィヴィアン（17牝 ＊ノヴェリスト）��４勝�１勝
テイエムアラジン（19牡 サトノアラジン）�１勝

ハヤブサフィーバー（09牡 アドマイヤムーン）２勝，障害１勝
サトノユニコーン（10牡 ディープインパクト）１勝，�２勝

３代母 シェアードリフレクションズ Shared Reflections（86 USA栗 Pursuit）USA
12 勝，Carris Memorial H，Frontier Lakes S２着

４代母 ミッドワッチMidwatch（72 USA栗 T.V. Commercial）USA３勝

５代母 ナイトクロッシングNight Crossing（61 USA鹿 Trentonian）USA出走
［孫］ フェスティヴァリア Festivalia（85 牝 Forever Sparkle）PER26 勝，パン

プローナ賞‐G1，P. Oscar Berckemeyer Pazos‐L，P. dos deMa
yo‐L ２着，etc.

ファネガダ Fanegada（84牝 Forever Sparkle）USA３勝，Pretty Bab
y S，Weber City Miss H２着，リトルシルヴァーＨ‐G3 ３着，etc.

［曾孫］ ディプロマットキスDiplomat Kiss（00 牡 Kissing）PAN２勝，P. A.P.
P.U.C.A.P.A.‐L，P. Isaac Tawachi‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

749 アクトナチュラリー２０２１ �・黒鹿 ３／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアアクトナチュラリー
＊ El Prado

��
��
�シャイアーズエンデ鹿 2011 Shared Reflections

1w
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 アグネスバラード（02栗 ＊ヘネシー）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），地方－１（２）〕
アグネスアンジュ（08牝栗 アグネスタキオン）１勝
アグネスキズナ（10�栗 アグネスタキオン）３勝，蒲郡特別（芝 1200），八幡特別
（芝 1200），筑紫特別（芝 1200）３着，なずな賞（芝 1400）３着

アグネスヴェルテュ（11牡鹿 ディープインパクト）１勝，障害１勝
ラストクローザー（16牡栗 ＊カジノドライヴ）１勝
アウリイ（18牝鹿 ＊シニスターミニスター）��２勝

２代母 アグネスルミエール（95鹿 バンブーアトラス）入着
アグネスオフェンス（04牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝
アグネステンション（05牝 ＊マリエンバード）�３勝

３代母 アグネスシヤレード（84黒鹿 ＊ターゴワイス）１勝，エルフィンＳ‐OP ２着，
紅梅賞‐OP ３着，りんどう賞２着
アグネスナンバー（90牝 ＊プルラリズム）��２勝

アグネスクリーン（98牝 ＊ペルジノ）１勝
アグネスアンカー（06牡 ＊アグネスデジタル）３勝，香取特別，小名浜特別，
釧路湿原特別２着，etc.

アグネスパレード（91牝 バンブーアトラス）２勝，チューリップ賞‐Jpn3，オーク
ス‐Jpn1 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.
アグネスポイント（99牡 ＊ホワイトマズル）３勝，つばき賞，揖斐川特別３着

アグネスブレイブ（99牡 ＊ラムタラ）４勝，甲南Ｓ，成田特別，アレキサンドライト
Ｓ３着

４代母 アグネスレデイー（76鹿 ＊リマンド）５勝，オークス，京都記念（春），朝日Ｃ
ｈＣ，エリザベス女王杯２着，サンスポ４歳牝馬特別２着，etc.，優３牝
［子］ アグネスフローラ（87牝 ＊ロイヤルスキー）５勝，桜花賞‐Jpn1，オーク

ス‐Jpn1 ２着，チューリップ賞‐OP，etc.，優３牝
［孫］ アグネスタキオン（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，皐月賞‐Jpn1，弥

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

販売申込者・所有者： ㈲カタオカファーム＝新ひだか町静内豊畑 �080-3007-1115
生 産 牧 場： ㈲カタオカファーム
飼 養 者： 藤春 修二＝浦河町野深 �0146-27-4135

750 アグネスバラード２０２１ �・栗 ３／２４

＊

＊ 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

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�ヘネシー Island Kittyアグネスバラード バンブーアトラス

��
��
�アグネスルミエール栗 2002 アグネスシヤレード

＊ヘザーランズ 1l
Secretariat S5×M5 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 アモールミーオ（10芦 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（８）〕
ラインギャラント（15牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，���１勝�
デルマシャンティ（16牡芦 シビルウォー）入着２回，�１勝��
デルマラピス（17牡芦 ＊クロフネ）��出走�２勝
アモーレグリーン（18�芦 ローエングリン）��入着�４勝

２代母 ＊ミプラデーラ（98 PR芦 El Prado）PR29 勝，C. Junta Hipica‐LR，C. C
onfederacion Hipica de Puerto Rico‐LR，C. Dia de Reyes‐LR（２回），C. L
uis Munoz Marin‐LR，C. Constitucion‐LR，etc.
プンタバレーナ Punta Ballena（06牝 Gulch）USA３勝，Oaklawn Bayakoa S

‐L ３着

３代母 カティベルCutty Belle（83 USA芦 Cutlass）不出走
ベラトールBellatre（87 牝 Valid Appeal）USA２勝

ファイアマンズチョイス Fireman's Choice（96 牡 Piccolino）USA・PR９勝，
C. Santiago Iglesias Pantin‐L

４代母 ベルプールBelle Poule（61 USA芦 Barbizon）USA１勝
［子］ エンバシーロー Embassy Row（72牡 DiplomatWay）USA３勝，ラン

プライターＨ‐G3，種牡馬
マッチングギフトMatching Gift（78 牡 Foolish Pleasure）USA４勝，
Dover S，ローレルフュチュリティ‐G1 ２着，Marlboro Nurs
ery S３着，種牡馬

［孫］ ドクタールートDr. Root（87 牡 Slew o' Gold）USA５勝，ソードダン
サーＨ‐G1，Noble Dancer H‐L，パンアメリカンＨ‐G2 ２着，etc.，
種牡馬

クロッカドア Crockadore（87 牝 Nijinsky）IRE・USA５勝，オーキッドＨ
‐G2，シープスヘッドベイＨ‐G3，ＷＬマクナイトＨ‐G2 ２着，etc.

フローイング Flowing（88牝 El Gran Senor）GB・FR・IRE・ITY６勝，
フライイングファイヴＳ‐G3（２回），Tipperary Sprint‐L
（２回），オメノーニ賞‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 風ノ丘ファーム＝青森県むつ市 �0175-23-4586
生 産 牧 場： 風ノ丘ファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

751 アモールミーオ２０２１ 牡・芦 ３／１３
＊

＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケアモールミーオ
＊ El Prado

��
��
�ミプラデーラ芦 2010 Cutty Belle

16
サンデーサイレンス S3×M3 Cutlass S4×M4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 アラビアンパール（09黒鹿 フジキセキ）�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
アラビアンゴールド（16牝栗 ＊サウンドボルケーノ）�１勝
アラビアンパレス（19牡黒鹿 ＊ロージズインメイ）��１勝��

２代母 ビワアラビアン（93栗 Nijinsky）不出走
リクオウ（99牡 ＊アフリート）１勝
ワンマンシャチョウ（01牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，長久手特別，二王子特別，

睦月賞２着，初夢賞２着，熱田特別２着，etc.
フォーマルハウト（06牝 ＊クロフネ）出走

ワイエスキャンサー（17牝 ネオユニヴァース）��５勝，ラブミーチャン記念３着

３代母 ＊アラビアⅡ（77 USA鹿 Damascus）USA３勝
ファラウェイサンズ Faraway Sands（84 牝 Stop the Music）USA２勝

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

ファーオエイシス Far Oasis（86 牝 Key to Content）GB出走
サンセットコード Sunset Code（93� Lost Code）USA９勝，John Henry

H２着

４代母 クリスマスウィンドChristmasWind（67 CAN鹿 Nearctic）USA２勝
［子］ ウィンターズテイルWinter's Tale（76� Arts and Letters）USA14 勝，サ

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 江谷牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-0702
生 産 牧 場： 江谷牧場
飼 養 者： 江谷牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-0702

752 アラビアンパール２０２１ 牡・黒鹿 ４／２８
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーアラビアンパール Nijinsky

��
��
�ビワアラビアン黒鹿 2009 ＊アラビアⅡ

6b
Nijinsky M3×S4 Hail to Reason S5×M5 Nearctic M5×M5

価格： 購買者：



母 アルマシャウラ（10鹿 アドマイヤムーン）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ゴールドキャッスル（17牝鹿 エイシンフラッシュ）�１勝
コンフィアンス（18牝鹿 キズナ）入着２回，��１勝
ソフィアコール（19牝黒鹿 キズナ）�入着

２代母 ＊ティリオブストラッフォード（95 USA鹿 Deputy Minister）USA入着２回
メイショウエイシ（01牡 Honour and Glory）４勝，ＴＶＱ杯，愛宕特別２着，Ｔ

ＶＱ杯３着，唐津特別３着
タマモコンチェルト（02牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝
アスカノヒミコ（03牝 ＊タバスコキャット）１勝

アスカノロマン（11牡 ＊アグネスデジタル）７勝，東海Ｓ‐G2，平安Ｓ‐G3，チ
ャンピオンズＣ‐G1 ３着，フェブラリーＳ‐G1 ３着，etc.，��入着�
�，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，etc.

ベルシャルル（06牝 ＊コロナドズクエスト）２勝，ラベンダー賞‐OP ２着
プレタポルテ（07牝 キングカメハメハ）１勝，村上特別２着
コウユーネガイ（08牝 ゼンノロブロイ）�４勝�２勝���，荒炎賞３着
サラファン（09牝 アグネスタキオン）１勝

３代母 デヴィルタントDeviltante（86 USA黒鹿 Devil's Bag）USA１勝
レイディトーリ Lady Tori（91 牝 Fappiano）USA２勝

ビンザベスト Binthebest（97	 Binalong）USA５勝，ガルフストリームスプ
リントＣｈ．Ｈ‐G2 ２着，チャーチルダウンズＨ‐G2 ３着，デピュティ
ミニスターＨ‐G3 ２着，etc.

ティンカー Tinker（99 牡 Binalong）USA４勝，Spectacular Bid S‐L ３着
グラニーケリーGranny Kelly（94 牝 Irish River）IRE 入着

シックスヒッター Six Hitter（99	 Boundary）GB・ITY・USA６勝，P. To
scana‐L，Criterium Varesino‐L ３着

４代母 ボーンナレイディ Born a Lady（81 USA鹿 Tentam）USA４勝，Pearl N
ecklace S‐R，DropMe A Note S‐R ２着
［孫］ アントニオバローズ（06牡 マンハッタンカフェ）２勝，シンザン記念‐G3，

日本ダービー‐Jpn1 ３着，プリンシパルＳ‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲上山牧場＝浦河町野深 �0146-27-4037
生 産 牧 場： ㈲上山牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

753 アルマシャウラ２０２１ �・黒鹿 ２／１４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズアルマシャウラ
＊ Deputy Minister

��
��
�ティリオブストラッフォード鹿 2010 Deviltante

2d
Mr. Prospector S4×M5 Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 アルマーズビコー（10黒鹿 ジャングルポケット）�入着３回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（11）〕
アテナリ（15牝黒鹿 ＊タートルボウル）�11 勝，ヴィーナススプリント（Ｄ1200）３着
ラウディ（18�鹿 モーリス）入着２回，���出走�出走
キュビズム（19牡青鹿 エピファネイア）�出走
モストロネーロ（20牡青 リオンディーズ）�未出走

２代母 ダイヤモンドビコー（98鹿 ＊サンデーサイレンス）７勝，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，
ローズＳ‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，エリザベス女王杯
‐Jpn1 ２着，etc.，優古牝
ウインマリアベール（07牝 ＊クロフネ）４勝，彦星賞，利根川特別３着，黄梅賞３着
ウインジュビリー（08牝 ＊シンボリクリスエス）２勝
ペルセヴェランテ（12牡 キングカメハメハ）２勝
ゼンノタヂカラオ（13� キングカメハメハ）２勝，若葉Ｓ‐LR ３着，はなみずき賞，

春日特別３着
ゼンノワスレガタミ（14牡 キングカメハメハ）４勝，西日本スポーツ杯２着

３代母 ＊ステラマドリッド（87 USA鹿 Alydar）USA６勝，エイコーンＳ‐G1，フリゼ
ットＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，Bridgework S，etc.
リファインメントRefinement（94 牝 Seattle Slew）USA出走

＊ライラックスアンドレース（08牝 Flower Alley）USA３勝，アシュランドＳ
‐G1，California Oaks‐L，Corte Madera S‐L ２着
ラッキーライラック（15牝 オルフェーヴル）７勝，大阪杯‐G1，エリザベ
ス女王杯‐G1（２回），阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1，etc.，HKG入
着，優２牝

＊アイルドフランス（95牝 Nureyev）FR・USA６勝，ヒルズバーロウＨ‐G3，ミネル
ヴ賞‐G3，Criterium de l'Ouest‐L，etc.

＊スターアイル（04牝 ＊ロックオブジブラルタル）２勝
ミッキーアイル（11牡 ディープインパクト）８勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，
マイルＣｈＳ‐G1，スワンＳ‐G2，etc.，優短距，種牡馬

アステリックス（10牝 ネオユニヴァース）出走
アエロリット（14牝 ＊クロフネ）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，毎日王冠‐G2，
クイーンＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 鎌田 正嗣＝浦河町西幌別 �0146-28-1971
生 産 牧 場： 鎌田 正嗣
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

754 アルマーズビコー２０２１ 牡・鹿 ２／１８

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーアルマーズビコー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ダイヤモンドビコー黒鹿 2010 ＊ステラマドリッド

6a
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5 Raise a Native S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 アナコンダ（09鹿 フサイチコンコルド）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（15）〕
ガンバレアナコンダ（14牝鹿 キングヘイロー）�１勝�３勝�入着
ヒマラヤミューズ（15牝鹿 スマートファルコン）�１勝
ログブック（16牡黒鹿 メイショウボーラー）��６勝�入着
ワイルドジャーニー（17牡青鹿 メイショウボーラー）��２勝
ワールドタキオン（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）��２勝
プロバブルチェンジ（19牝栗 ＊パイロ）��入着３回
キミトユメヲカケル（20牝芦 レッドファルクス）�地方未出走

２代母 ホッカイラヴ（98栗 ＊アフリート）１勝
ホッカイディウ（05牡 ＊ジェリ）１勝
ホッカイボンベイ（06牡 フサイチソニック）�２勝�２勝
ホッカイマリリア（07牝 アドマイヤボス）�１勝�入着�
ホッカイサイモン（08牡 ミラクルアドマイヤ）�５勝
ラブミートゥナイト（10牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝��

３代母 ホッカイテースト（88鹿 ＊ノーザンテースト）入着
シンコウマルロー（93� シンボリルドルフ）４勝，いわき特別，古町特別，初風特

別２着，etc.
ホッカイアレス（94牝 シンボリルドルフ）不出走

セレブレーション（00牡 ＊アラジ）�１勝�，華月賞３着
マイネルプルート（04牡 ステイゴールド）３勝，小豆島特別，伏拝特別２着，

朱雀Ｓ３着，etc.
ホッカイマーカム（95牡 ＊クリミナルタイプ）障害２勝，新潟ジャンプＳ‐JG3 ２着
ホッカイショコラ（02牝 スペシャルウィーク）３勝，富里特別，富里特別３着

マイネルメリエンダ（11牡 ＊チーフベアハート）４勝，京都金杯‐G3 ３着，ジ
ュニアＣ‐OP ２着，野路菊Ｓ‐OP ３着，etc.

４代母 ニホンピロオーロラ（82鹿 ＊イングリツシユプリンス）１勝
［孫］ マルカチーノ（96牡 ＊リファーズウィッシュ）障害２勝，阪神ジャンプＳ

‐JG3 ２着，�７勝	
４勝�，新緑賞３着

販売申込者・所有者： ㈲川向高橋育成牧場＝平取町川向 �01457-2-3509
生 産 牧 場： ㈲川向高橋育成牧場
飼 養 者： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

755 アナコンダ２０２１ 牡・鹿 ５／ ６

＊

＊ 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

Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチコンコルド ＊バレークイーンアナコンダ ＊アフリート

��
��
�ホッカイラヴ鹿 2009 ホッカイテースト

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector M4×S5×S5 Northern Dancer M5×M5×M5
イングリツシユプリンスM5×M5
価格： 購買者：



母 アートアロング（10栗 アドマイヤムーン）入着，�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ダブルアロング（17牡芦 ＊クロフネ）��１勝
マミーマム（20牝栗 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 ＊アーミールージュ（99 USA鹿 Miswaki）FR・USA１勝
マリアージュ（05牝 ＊ブライアンズタイム）４勝，初茜賞２着

３代母 オールアロング All Along（79 FR鹿 ＊ターゴワイス）入着，GB・FR・USA９
勝，ロスマンズインターナショナル‐G1，凱旋門賞‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1，タ
ーフクラシックＳ‐G1，ワシントンＤＣ国際‐G1，モーリスドニュイユ賞‐G2，etc.

＊アロングオール（86牡 Mill Reef）FR２勝，グレフュール賞‐G2，シェーヌ賞‐G3，
仏グランクリテリヨム‐G1 ２着，種牡馬

アレレブルーAllez les Bleus（87 牝 Kris）FR出走
ゴールデンアレGolden Allez（96� Shirley Heights）ITY３勝，P. Bottice

lli‐L ２着
オールダンシングAll Dancing（88牝 ＊ダンシングブレーヴ）FR出走

アソロ Asolo（94 牡 Surumu）FR・GER・UAE２勝，ロイヤルオーク賞‐G1
３着，ゲルリンク賞‐G2 ２着，独セントレジャー‐G2 ２着，etc.，FR障
害２勝，種牡馬

アルトゥアArutua（93牝 Riverman）不出走
プラトー Plato（97 牡 Lure）IRE・USA３勝，ベルモントレキシントンＳ‐G3

２着，種牡馬
＊ジュリエット（00牝 Sadler's Wells）GB・IRE・USA２勝，Give Thanks S

‐L，Noblesse S‐L ２着，Finale S‐L ３着
アルナキュール Arnaqueur（95 牡 Miswaki）FR３勝，P. Lord Seymour‐L，エ

ドゥヴィル賞‐G3 ２着，ラロシェット賞‐G3 ３着，種牡馬
アメリカンアドヴェンチャーAmerican Adventure（00 牝 Miswaki）FR入着４回

アドヴェンチャーシーカー Adventure Seeker（08 牝 Bering）FR・CAN２勝，
P. de Liancourt‐L，クレオパトル賞‐G3 ２着，P. Finlande‐L
３着

アロングアゲイン Along Again（11 牝 Elusive City）GB１勝，プリンセスマ
ーガレットＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： 大滝 康晴＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0287
生 産 牧 場： 大滝 康晴
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

756 アートアロング２０２１ �・栗 ４／２１

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズアートアロング
＊ Miswaki

��
��
�アーミールージュ栗 2010 All Along

1d
Mr. Prospector M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 アートラヴァー（13栗 ダイワメジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
ジャポニズム（18牡栗 グランプリボス）��２勝�５勝

２代母 ギャラリートーク（02栗 ＊ブライアンズタイム）出走
フィールドシャイン（07牡 サクラバクシンオー）５勝，京葉Ｓ‐OP ２着，越後Ｓ，

長浜特別，北陸Ｓ２着，山科Ｓ２着，etc.
アドマイヤドミノ（08牡 キングヘイロー）�２勝�入着
フィールドメジャー（10牝 ダイワメジャー）２勝
ユアザイオン（12牝 メイショウサムソン）１勝
ゴールデンウェル（16牡 スクリーンヒーロー）２勝
ナリノクリスティー（17牝 トゥザワールド）１勝，デイジー賞２着，��１勝��
アートクリティック（19牝 ロゴタイプ）���１勝

３代母 ＊ヒットザスポット（95 USA鹿 Deputy Minister）１勝
アップルアロー（00牡 ＊トニービン）４勝，北海Ｈ，湯川特別
イアオニードル（01牡 スペシャルウィーク）４勝，エメラルドＳ２着，噴火湾特別

２着，桃山特別２着，etc.
ミンティエアー（04牝 アグネスタキオン）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，オークス

‐Jpn1 ４着，彦星賞，etc.
エルモンストロ（16牡 ルーラーシップ）４勝，八海山Ｓ，鳴海特別，くすのき

賞３着，etc.

４代母 パーフェクトイグザンプルPerfect Example（82 USA栗 Far North）不出走
［子］ カルチャーヴァルチャー Culture Vulture（89 牝 Timeless Moment）G

B・FR・IRE・ITY・USA６勝，仏１０００ギニー‐G1，フィリーズマイ
ル‐G1，マルセルブサック賞‐G1，etc.

［孫］ サンタカタリナ Santa Catarina（00牝 Unbridled）USA３勝，ハリウッ
ドオークス‐G2，ケンタッキーオークス‐G1 ２着，フリゼットＳ
‐G1 ２着，etc.

［曾孫］ アプルーヴ Approve（08牡 Oasis Dream）GB・FR３勝，ジムクラックＳ
‐G2，英ノーフォークＳ‐G2，ミドルパークＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 小河 豊水＝新ひだか町三石川上 �090-3117-7812
生 産 牧 場： 小河 豊水
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

757 アートラヴァー２０２１ �・黒鹿 ３／１４

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケアートラヴァー ＊ブライアンズタイム

��
��
�ギャラリートーク栗 2013 ＊ヒットザスポット

8h
Northern Dancer S4×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 アリュマージュ（15栃栗 ハーツクライ）入着５回
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊グレイトフィーヴァー（97 FR芦 Kaldoun）FR・USA５勝，ラプレヴォワイ
ヤントＨ‐G2 ３着，Carotene S‐L ３着，Solo Haina H３着
ヒカルアモーレ（04牝 ＊クロフネ）２勝，忘れな草賞‐OP ３着

グランデアモーレ（10牝 ネオユニヴァース）４勝，瀬戸内海特別
グランデマーレ（17牡 ロードカナロア）�４勝，ニューイヤーＳ‐L ２着，
ストークＳ，天神橋特別，葉牡丹賞

アモーレエテルノ（12牝 ゼンノロブロイ）入着２回，�２勝
ヴェローナシチー（19牡 エピファネイア）�１勝，京都新聞杯‐G2 ２着，
白百合Ｓ‐L ２着，若葉Ｓ‐L ２着，京成杯‐G3 ３着，すみれＳ‐L ３着

シュペルミエール（13牡 ステイゴールド）５勝，日経新春杯‐G2 ３着，オリオ
ンＳ，サンシャインＳ，兵庫特別，開成山特別，etc.

アモーレミオ（15牝 ネオユニヴァース）３勝，ＴＶ山梨杯
テイクバイストーム（05牝 ＊ファルブラヴ）３勝，舞浜特別３着
ヒカルプリンス（06� キングカメハメハ）３勝，秋元湖特別，八重桜賞３着，�２

勝�２勝�３勝�入着
ラフォルジュルネ（07牝 スペシャルウィーク）４勝，関門橋Ｓ，筥崎特別，三萩野

特別，甲斐路Ｓ２着
アーデント（09牡 ディープインパクト）５勝，リゲルＳ‐L，いちょうＳ‐LR，弥生

賞‐G2 ３着，ニューイヤーＳ‐L ３着，春興Ｓ，etc.
ラブラバード（10牡 スペシャルウィーク）５勝，御堂筋Ｓ，鴨川特別，二本松特別，

青島特別２着，アルメリア賞２着
シャルール（12牝 ゼンノロブロイ）４勝，クイーンＳ‐G3 ２着，福島牝馬Ｓ‐G3

２着，忘れな草賞‐OP ３着，初音Ｓ，北大路特別，etc.
ファナティック（16牝 ジャスタウェイ）１勝，カーネーションＣ２着

３代母 マイグレイトホープMy Great Hope（86 GB栗 Simply Great）FR入着２回

４代母 マーティンゲイルMartingale（75 GB鹿 Luthier）GB２勝
［子］ マージーMersey（82牝 ＊クリスタルパレス）FR・USA５勝，ロイヤルオ

ーク賞‐G1，フォワ賞‐G3，ロワイヤリュー賞‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

758 アリュマージュ２０２１ �・黒鹿 ３／２２
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスアリュマージュ
＊ Kaldoun

��
��
�グレイトフィーヴァー栃栗 2015 My Great Hope

1p
Mill Reef S5×M5

価格： 購買者：



母 アイリッシュビート（15栗 ハーツクライ）１勝
初仔

２代母 ヒラボクビジン（07黒鹿 ＊ブライアンズタイム）４勝，初茜賞，春光Ｓ２着，
舞浜特別２着，秋嶺Ｓ３着，ながつきＳ３着
マイネルストラトス（14牡 ディープスカイ）２勝，��入着３回��２勝�２勝�１勝
エンデュミオン（17牡 ヴィクトワールピサ）�４勝，桑名Ｓ，北海Ｈ，燕特別，飛

鳥Ｓ２着，阿賀野川特別２着，etc.
ミエノナイスガイ（19牡 ＊クロフネ）�１勝

３代母 ＊オリジナルスピン（97 IRE 鹿 Machiavellian）GB２勝
ソルモンターレ（06� ＊ブライアンズタイム）２勝，ラジオ福島賞２着，オホーツク

Ｈ２着，花背特別３着，etc.，�１勝	入着 12回
インカンテーション（10牡 ＊シニスターミニスター）10勝，武蔵野Ｓ‐G3，マーチＳ

‐G3，平安Ｓ‐G3，etc.，
１勝��入着２回，種牡馬
スピナッチ（11牝 ゼンノロブロイ）３勝，加古川特別
サンティーニ（15� ダイワメジャー）�２勝，九州スポーツ杯２着，わらび賞２着，

障害２勝

４代母 ノットビフォータイムNot Before Time（91 IRE 栗 Polish Precedent）不出走
［子］ タイムアウェイ Time Away（98牝 Darshaan）GB・FR・IRE２勝，ミュ

ージドラＳ‐G3，仏オークス‐G1 ３着，英ナッソーＳ‐G1 ３着，etc.
［孫］ タイムオン Time On（03牝 Sadler's Wells）GB・FR・ITY・USA３勝，

マルレ賞‐G2，Cheshire Oaks‐L
チーフアイアンサイド Chief Ironside（15 牡 Lawman）GB・IRE・AUS
３勝，ＭＶＲＣクリスタルマイル‐G2，ＮＪＣキャメロンＨ‐G3 ３
着，ダイオメドＳ‐G3 ３着，etc.

ケアンゴーム Cairn Gorm（18牡 Bated Breath）�GB・FR３勝，カブ
ール賞‐G3，Cathedral S‐L ３着

ポスティド Posted（16牝 Kingman）�GB３勝，Fortune S‐L，Di
ck Hern S‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

759 アイリッシュビート２０２１ 牡・黒鹿 ４／１１

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスアイリッシュビート ＊ブライアンズタイム

��
��
�ヒラボクビジン栗 2015 ＊オリジナルスピン

22a
Halo M4×S5 Mr. Prospector S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ウィンディガーデン（07黒鹿 タニノギムレット）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（20）〕
ジルコン（12牝鹿 ＊バゴ）�２勝
ウィンディスカイ（13牝鹿 ディープスカイ）�１勝�１勝��６勝�入着�
ウインディシティー（15牡青鹿 ヴァーミリアン）��３勝�３勝��１勝
シロボシ（16牡黒鹿 トーセンホマレボシ）�２勝	
シャークスポット（18牡鹿 ダノンシャーク）�１勝，�１勝，サンライズＣ
（Ｄ1800）３着

２代母 チェイスザウインド（95鹿 ＊トニービン）出走
チェストウイング（01牡 スペシャルウィーク）６勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ３着，東京

競馬場グランドＯＰ記念‐L ３着，オクトーバーＳ，信夫山特別，陣馬特別，etc.
メインストリーム（05牡 アグネスタキオン）５勝，松籟Ｓ，天竜川特別，青嵐賞，

晩秋特別２着，陣馬特別２着，etc.

３代母 ＊アンテイツクヴアリユー（79 USA鹿 Northern Dancer）不出走
アンティ－クミスティ－ク Antique Mystique（84牝 Affirmed）USA６勝，Burl

ington County S，ニューヨークＨ‐G2 ２着，ボイリングスプリングズＨ
‐G3 ４着，etc.

＊ニュースヴァリュー（89牝 Seattle Song）６勝，札幌スプリントＳ‐Jpn3 ２着，
パラダイスＳ‐OP，谷川岳Ｓ‐OP ２着，etc.

ベガ（90牝 ＊トニービン）４勝，オークス‐Jpn1，桜花賞‐Jpn1，エリザベス女王
杯‐Jpn1 ３着，etc.，優３牝
アドマイヤベガ（96牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー‐Jpn1，京都

新聞杯‐Jpn2，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
アドマイヤドン（99牡 ＊ティンバーカントリー）５勝，朝日杯フューチュリティＳ

‐Jpn1，フェブラリーＳ‐Jpn1，etc.，�２勝��３勝，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1（３回），etc.，優２牡，優ダート（2回），ＤＧ優秀（2回），種牡馬

ヒストリックスター（05牝 ＊ファルブラヴ）不出走
ハープスター（11牝 ディープインパクト）５勝，桜花賞‐G1，札幌記念
‐G2，チューリップ賞‐G3，etc.，優３牝

マックロウ（97牡 ＊トニービン）３勝，京都記念‐Jpn2，目黒記念‐Jpn2 ２着，天
皇賞（春）‐Jpn1 ４着，etc.，種牡馬

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

760 ウィンディガーデン２０２１ �・鹿 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルウィンディガーデン ＊トニービン

��
��
�チェイスザウインド黒鹿 2007 ＊アンテイツクヴアリユー

9f
Northern Dancer M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 エアブライス（14栗 ＊ハービンジャー）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ケイティヴィーナス（20牝栗 ＊エスケンデレヤ）�未出走

２代母 ビスクドール（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着
アイスドール（03牝 ＊キャプテンスティーヴ）６勝，エニフＳ‐L，オアシスＳ‐L ３

着，紫苑Ｓ‐L ３着，花園Ｓ，etc.，��入着，クイーン賞‐Jpn3 ３着
アイスジャイアント（19牡 ＊ダンカーク）�１勝，�１勝���，ＪＢＣ２歳優駿‐Jpn3

レースドール（04牝 ＊クロフネ）２勝，ひいらぎ賞３着
ドリームローズ（05牝 サクラバクシンオー）１勝，矢車賞３着
ジュモー（06牝 タニノギムレット）３勝

プロフェット（13� ＊ハービンジャー）２勝，京成杯‐G3，札幌２歳Ｓ‐G3 ２
着，白富士Ｓ‐L ３着，ＴＶｈ賞２着，関門橋Ｓ２着，etc.

クラージュゲリエ（16牡 キングカメハメハ）２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２
歳Ｓ‐G3，日経新春杯‐G2 ３着，アンドロメダＳ‐L ２着，共同通信杯
‐G3 ３着，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，etc.

バトードール（07牡 ＊クロフネ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，端午Ｓ‐OP，etc.，
��２勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，報知ＧＰＣ，報知オールスタ
ーＣ２着，etc.

オウケンビリーヴ（13牝 ＊クロフネ）５勝，陽春Ｓ，大山崎特別，etc.，�１勝��
入着２回，クラスターＣ‐Jpn3，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3 ２着，スパーキ
ングＬＣ‐Jpn3 ２着

３代母 ＊フェアリードール（91 USA栗 Nureyev）GB出走
トゥザヴィクトリー（96牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，

サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，UAE入着，優古牝
ビーポジティブ（99牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，��１勝	，クイーン賞‐Jpn3，

エンプレス杯‐Jpn2 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着
サイレントディール（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，武蔵野Ｓ‐G3，シンザン記

念‐Jpn3，etc.，	１勝��入着�，佐賀記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

４代母 ドリームディールDream Deal（86 USA栗 Sharpen Up）USA４勝，モンマ
スオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ２着，アラバマＳ‐G1 ３着，Revidere S２着

販売申込者・所有者： ㈱ＳＧプランニング＝愛知県一宮市 �080-9810-0171
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

761 エアブライス２０２１ �・鹿 ２／１４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlエアブライス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビスクドール栗 2014 ＊フェアリードール

9f
Nureyev M4×S5

価格： 購買者：



母 イエロースター（13栗 ＊サウスヴィグラス）１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ディアナブレイン（18牝栗 エスポワールシチー）���３勝

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
リプレイス（14牡 ＊サウスヴィグラス）�10 勝
マロンパンナ（15牝 ＊サウスヴィグラス）�３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： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651
生 産 牧 場： ㈲グランデファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651

762 イエロースター２０２１ 牡・栗 ４／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターイエロースター ＊アサティス

��
��
�アサティスジョオー栗 2013 シゲノタイトル

＊トリーソング 9h
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 イグアスフォールズ（16栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝��入着
初仔

２代母 ロスグラシアレス（07鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
ロールボヌール（12牡 ＊フレンチデピュティ）�６勝，岩手ダービーダイヤモンドＣ，

南部駒賞，若駒賞，種牡馬
ノブアニバーサリー（13牝 ＊ロージズインメイ）�３勝
アバンドーネ（14牝 ＊ファルブラヴ）出走

ラーグルフ（19牡 モーリス）�２勝，ホープフルＳ‐G1 ３着，芙蓉Ｓ‐OP
スーパーアキラ（15牡 ＊ヨハネスブルグ）�３勝
ポワソニエール（17牝 ＊シニスターミニスター）�３勝
ベニスビーチ（18牝 ＊ノボジャック）��３勝�１勝�２勝�入着��，加賀友禅賞，サ

ラブレッド大賞典，徽軫賞２着，ウインター争覇２着，東海ゴールドＣ２着，etc.

３代母 ロスマリヌス（97栗 ＊サンデーサイレンス）２勝，白菊賞
ロスペトリュス（05牡 ＊タイキシャトル）２勝，ｔｖｋ賞２着，牡丹賞２着，百日草

特別２着，�２勝

４代母 ＊アンブロジン（88 USA鹿 Mr. Prospector）FR・USA１勝
［子］ ノーリーズン（99牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，皐月賞‐Jpn1，神戸新

聞杯‐Jpn2 ２着，こぶし賞，種牡馬
グレイトジャーニー（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，ダービー卿Ｃｈ
Ｔ‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3，ディセンバーＳ‐L，etc.，種牡馬

［孫］ ジェントルフォーク（05牡 タニノギムレット）４勝，瀬戸特別，釜山Ｓ２
着，桶狭間Ｓ３着，etc.

マノワール（10牡 ゴールドアリュール）４勝，ＢＳイレブン賞２着，ＴＶ
Ｑ杯２着，西日本スポーツ杯３着，etc.

ヴァーチュ（02牝 ＊タイキシャトル）３勝，きんせんか賞２着，火打山特
別３着，鳥取特別３着，etc.

メラナイト（15	 ハーツクライ）２勝，新涼特別３着
［曾孫］ ワンアンドオンリー（11牡 ハーツクライ）４勝，日本ダービー‐G1，神戸新

聞杯‐G2，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3，etc.，UAE入着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 �090-8707-5308
生 産 牧 場： ㈲大狩部牧場
飼 養 者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6022

763 イグアスフォールズ２０２１ �・栗 ４／１９

＊

＊
＊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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターイグアスフォールズ ＊シンボリクリスエス

��
��
�ロスグラシアレス栗 2016 ロスマリヌス

＊アンブロジン A4
フォーティナイナー S4×M4 Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 イセノメガミ（08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－３（10）〕
ディアヴイーバル（14牡栗 ＊フォーティナイナーズサン）入着２回，�３勝�１勝
ラインマッシモ（15牡栗 ＊トビーズコーナー）１勝
モリトローテローゼ（16牝栗 ＊タイキシャトル）入着２回，���２勝
アサマヤマブシ（18牡栗 ＊トビーズコーナー）��４勝
ライディーン（19牡栗 トゥザグローリー）��入着３回��

２代母 ソーラーヴィジョン（02栗 ＊タバスコキャット）不出走
イセノスバル（06牡 ＊プリサイスエンド）４勝，フェニックス賞‐OP ２着，洛陽Ｓ，

アクアラインＳ３着
ナムラアーチ（09牡 ジャングルポケット）�２勝�
アサケゴマ（10牝 ＊クロフネ）１勝，恵那特別３着，�１勝�入着
スリーナイトダリア（12牡 ＊ブライアンズタイム）�４勝
ブライアンジョー（13牡 ＊ブライアンズタイム）�１勝
アルマライル（15牡 ヴァーミリアン）�１勝��５勝
コウエイバンビーノ（16牡 ＊シニスターミニスター）１勝

３代母 ＊ノーザンソーラー（84 USA黒鹿 Northern Dancer）不出走

４代母 ソーラー Solar（76 CAN栗 Halo）IRE３勝，愛パークＳ‐G3，レイルウェイＳ‐G3
［孫］ バハミアンパイレト Bahamian Pirate（95� ＊ハウスバスター）GB・FR

・IRE12 勝，ナンソープＳ‐G1，フィーニクススプリントＳ‐G3，
Bentinck S‐L，etc.

ストロングホープ Strong Hope（00牡 Grand Slam）USA６勝，ドゥワイ
アＳ‐G2，ジムダンディＳ‐G2，カーターＨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

アレックスヌレーエフ Alex Nureyev（83牡 Nureyev）GB・FR・ITY５
勝，P. Daumier‐L，エミリオトゥラティ賞‐G1 ３着，ヴィット
リオディカプア賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬

アンジェリ－ナバレリ－ナ Angelina Ballerina（85 牝 Nureyev）GB・I
RE・USA３勝，Rose Bowl S‐L，シルヴァーベルズＨ‐G2 ４着，
ウィルロジャーズＨ‐G2 ４着，etc.

販売申込者・所有者： 桑田 正己＝浦河町姉茶 �0146-26-3266
生 産 牧 場： 桑田 正己
飼 養 者： 三好 悠太＝浦河町姉茶 �090-7655-4081

764 イセノメガミ２０２１ 牡・栗 ５／２１

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスイセノメガミ ＊タバスコキャット

��
��
�ソーラーヴィジョン栗 2008 ＊ノーザンソーラー

8f
Northern Dancer S4×M4 Halo M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 イルミナーレ（13黒鹿 ハーツクライ）入着２回，�１勝�入着
初仔

２代母 ＊キアロディルーナ（06 USA鹿 Malibu Moon）出走
キアロディソーレ（12� ゴールドアリュール）�９勝��４勝
トサイチ（15牡 ゼンノロブロイ）�５勝��入着�

３代母 ＊ヴードゥーレディ（99 USA鹿 ＊デインヒル）USA４勝，Lady Canterbury B
reeders' Cup S‐L ３着
ダディーズトリップ（16牡 ドリームジャーニー）�２勝，宝満山特別，揖斐川特別

２着，ＨＴＢ賞２着，etc.

４代母 サラマ Saramah（94 USA栗 ＊フォーティナイナー）GB出走
［子］ サラドグリーン Salad Green（09牝 Easing Along）ARG４勝，亜馬主サ

ークル賞‐G3，リカルドＰサウセ賞‐G3，ロスアラス賞‐G2 ２着，etc.
レットミーバイ Letmeby（05牡 Orientate）USA３勝，El Joven S‐L
３着

［孫］ シーズチーキー She's Cheeky（05牝 Black Minnaloushe）USA３勝，
マディソンＳ‐G1 ２着，サンタモニカＨ‐G1 ３着，サンタモニカＳ
‐G1 ３着，etc.

［曾孫］ マイフレンドエマMy Friend Emma（12� Tannersmyman）USA８勝，
Albany S，Jess Jackson Owners' H，オールアメリカンＳ
‐G3 ２着，etc.

ウィッシュアポンWish Upon（14牝 El Corredor）USA６勝，Ticon
deroga S‐R ２着

ベッカムジェイムズ Beckham James（18� ＊シャンハイボビー）�USA
・CAN２勝，Charles Taylor S３着

５代母 ＊シュバルヴォラント（87 USA栗 Kris S.）USA５勝，ハリウッドスターレット
Ｓ‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G1，ソレントＳ‐G3，BayMeadows Oaks‐L，
デルマーデビュタントＳ‐G2 ３着，etc.
［孫］ ラハン Lahan（97牝 Unfuwain）GB３勝，英１０００ギニー‐G1，ロックフ

ェルＳ‐G2

販売申込者・所有者： 小林 和幸＝釧路市音別町 �090-8897-0677
生 産 牧 場： ㈲上山牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

765 イルミナーレ２０２１ �・栗 ２／ ３

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスイルミナーレ
＊ Malibu Moon

��
��
�キアロディルーナ黒鹿 2013 ＊ヴードゥーレディ

8f
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 アートオブビーン（07鹿 ＊アグネスデジタル）２勝，�３勝，園田プリンセスＣ
（Ｄ1400），のじぎく賞（Ｄ1700）２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
カープギャル（15牝鹿 ＊タイキシャトル）�２勝
カヤコ（19牝芦 ＊クリエイターⅡ）�出走

２代母 ＊ギザニア（92 USA鹿 Nijinsky）不出走
プリムラ（97牝 ＊ラストタイクーン）１勝

３代母 フォーリンミサイル Foreign Missile（73 USA鹿 Damascus）USA１勝，
Torrey Pines S３着
ヘロンベイ Heron Bay（80牡 Alleged）IRE・USA２勝，ラークスパーＳ‐G3，種牡馬
スクアンソング Squan Song（81牝 Exceller）USA18 勝，アフェクショニトリーＨ

‐G3，レアトリートＨ‐G3，コティリオンＳ‐G3，etc.
ティンオークスTin Oaks（89 牝 Deputy Minister）USA出走
テンペストフュージット Tempest Fugit（97� Unaccounted For）USA
10 勝，John B.Campbell H‐L，Oceanport H‐L，Eight Thirty
S，etc.

オメガコードOmega Code（00牡 Elusive Quality）USA３勝，サンミ
ゲルＳ‐G3，Jessman CloudMemorial S‐L，Gilded Time S‐L
３着，種牡馬

＊クインプール（90牝 Alydar）USA３勝，ケンタッキーオークス‐G1 ３着
＊ゲーリックチューン（91牝 Danzig）不出走

＊シンボリインディ（96牡 A.P. Indy）５勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，京成
杯オータムＨ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ２着，etc.

コミックジーニアス Comic Genius（98 牡 Unbridled）USA４勝，Rocking
ham Park Derby２着，種牡馬

フォークアート Folk Art（01 牝 Bertrando）USA１勝
ヴァーソエイヴァーソ Verso a Verso（10牝 Circular Quay）USA２勝，
MyDear Girl S‐R，John Franks Juvenile Fillies Turf S‐R ２着

ワドゥードWadood（87牡 Danzig）GB１勝，コヴェントリーＳ‐G3 ２着，ジュ
ライＳ‐G3 ３着，種牡馬

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

766 アートオブビーン２０２１ 牡・鹿 ３／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawアートオブビーン
＊ Nijinsky

��
��
�ギザニア鹿 2007 Foreign Missile

5f
Danzig S4×M5 Northern Dancer M4×S5 Lyphard S5×S5 Alleged S5×M5

価格： 購買者：



母 アースエンジェル（12青鹿 ＊キンシャサノキセキ）４勝，ルミエールオータムダッ
シュ‐LR（芝 1000）３着，飛翼特別（芝 1000），閃光特別（芝 1000），雷光特別
（芝 1000），稲妻Ｓ（芝 1000）３着
〔産駒馬名登録数：２〕
プティアンジュ（19牝青鹿 キズナ）�出走
グローブフェイム（20牝黒鹿 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 スズカエンジェル（04鹿 High Yield）�３勝
グランドエンジェル（11牝 スズカマンボ）１勝，�１勝��入着
イントゥザターフ（13� ディープインパクト）１勝，�１勝
プルセイラ（17牝 キズナ）入着５回，�１勝
ノーブルハート（18牝 ダイワメジャー）���１勝
トゥーサン（19牝 キタサンブラック）�１勝

３代母 ＊イルグンスエンジェル（98 USA鹿 Irgun）USA５勝，エイグリームＨ‐G2，
Sunnyvale H，サンタイサベルＳ‐G3 ２着
オリエンタルジェイ（07牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，千歳特別，ロベリア賞，千

葉日報杯２着，etc.

４代母 ノヴェンバーモーンNovember Morn（91 USA鹿 Capote）USA入着２回
［子］ バルミー Balmy（99牝 Salt Lake）USA６勝，Garland of Roses H‐L，

Primonetta S，Primonetta S２着，etc.
［孫］ テイツランディング Tate's Landing（10� Orientate）USA４勝，La

urel Futurity‐L

５代母 ロヴィングガールRoving Girl（81 USA鹿 Olden Times）USA入着
［孫］ レッドサティンスリッパーズ Red Satin Slippers（97 牝 Peteski）USA１

勝，Carotene S‐L ２着，Flaming Page H‐L ３着
［曾孫］ ローヴィングエインジェル Roving Angel（02 牝 Cape Canaveral）US

A・CAN６勝，Belle Mahone S‐L，Finger Lakes Juvenile Fillie
s S，Belle Mahone S‐L ２着，etc.

キャントレル Cantrel（04 牝 Gulch）USA５勝，Wonders Delight S‐R，
Jostle S‐L ２着，Ambassador of Luck H‐R ３着

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

767 アースエンジェル２０２１ 牡・鹿 ３／２２
＊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

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンアースエンジェル High Yield

��
��
�スズカエンジェル青鹿 2012 ＊イルグンスエンジェル

1o
フォーティナイナー S4×M5 サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 ヴィオレッタ（13青 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ウメムスビ（20牡黒鹿 ファインニードル）�入着

２代母 プリンセスカメリア（01栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
サンライズスター（08牡 ＊ファルブラヴ）�６勝�１勝
アルフレード（09牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，朝日杯フューチュリティＳ‐G1，

ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，東京新聞杯‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3 ３着，き
んもくせい特別，優２牡

フィリアプーラ（16牝 ＊ハービンジャー）２勝，フェアリーＳ‐G3

３代母 ラトラヴィアータ（94栗 サクラユタカオー）５勝，摩耶Ｓ‐OP ３着，セプテ
ンバーＳ，苗場特別，ユートピアＳ３着
アルフォンシーヌ（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，フラワーＣ‐Jpn3 ３着

ミッキータイガー（10牡 キングカメハメハ）２勝，栄特別
リビアーモ（05牝 アドマイヤベガ）６勝，オーロＣ‐L，秋風Ｓ，若潮賞，etc.

ジャガンツ（13牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，雄国沼特別２着
マグナレガーロ（15牡 キングカメハメハ）４勝，アルデバランＳ‐OP ２着，舞

鶴Ｓ，��４勝
パルティアーモ（16牝 ＊ワークフォース）４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，新

潟牝馬Ｓ‐OP ３着，早春Ｓ，etc.
ヴォリアーモ（17牝 ルーラーシップ）�１勝，松浜特別２着，ゆりかもめ賞２

着，八甲田山特別３着
バロンドゥフォール（10� ディープインパクト）５勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，阿武隈Ｓ，

秋川特別，etc.

４代母 サクラハゴロモ（84鹿 ＊ノーザンテースト）２勝
［子］ サクラバクシンオー（89牡 サクラユタカオー）11勝，スプリンターズＳ

‐Jpn1（２回），スワンＳ‐Jpn2，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，etc.，優
短距，種牡馬

［曾孫］ 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.

販売申込者・所有者： ㈱奥山ファーム＝日高町正和 �01456-8-3103
生 産 牧 場： 奥山牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

768 ヴィオレッタ２０２１ �・栗 ４／１３

＊

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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayヴィオレッタ ＊サンデーサイレンス

��
��
�プリンセスカメリア青 2013 ラトラヴィアータ

4m
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ヴィクトワール（05黒鹿 アドマイヤベガ）��８勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（11）〕
コレット（13牝鹿 ＊アメリカンボス）��１勝
ニシノレディー（14牝黒鹿 リーチザクラウン）１勝，�５勝��
ニシノゲンセキ（15牡黒鹿 リーチザクラウン）入着２回，��出走�３勝��
ダンツスピリット（16牡黒鹿 リーチザクラウン）１勝
ヴィクトリオーソ（17牡鹿 フリオーソ）�入着２回，��１勝���１勝�入着

２代母 ラハンヌ（96芦 ＊デインヒル）��９勝，トゥインクルレディ賞２着，リリー
Ｃ２着
マリアンヌカフェ（06牝 マンハッタンカフェ）��１勝
アリューアレーヌ（08牝 ゴールドアリュール）��９勝

３代母 ＊レンデュシエール（86 FR芦 Kenmare）FR１勝，マルセルブサック賞‐G1 ３
着，オマール賞‐G3 ２着
オンブルドリュンヌOmbre de Lune（94牝 Polish Precedent）FR３勝

ルナットーリ Lunattori（03 牝 Vettori）FR入着
ビラボン Billabong（09牡 Gentlewave）GB・FR・ITY・USA・QAT・
MAR12勝，P. Lord Seymour‐L，ミラノ大賞‐G1 ２着，P. de la P
orte deMadrid‐L ２着，etc.

アンファンドリュンヌ Enfant de Lune（04	 Inchinor）GB・FR２勝，De
rby de l'Ouest‐L ３着，GB障害４勝

４代母 スケルダ Skelda（68 FR芦 La Varende）FR４勝，ポモーヌ賞，コンデ賞，
ヴァントー賞２着
［子］ ソレイユノワール Soleil Noir（76 牡 Exbury）GB・FR３勝，パリ大賞‐G1，

エスペランス賞‐G3，英セントレジャー‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ジューヌルー Jeune Loup（75牡 Mill Reef）FR５勝，P. de Reux，
ドーヴィル大賞‐G2 ２着，ヴィシー大賞‐G3 ２着，etc.

［孫］ イランドラ Hylandra（89 牝 Bering）FR５勝，P. des Sablonnets‐L，
G.P. du Conseil General de Seine‐et‐Marne‐L ２着

テイクオフタイム Take Off Time（95	 Polish Precedent）ITY７勝，
P. Carlo Porta‐L，ITY障害１勝

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

769 ヴィクトワール２０２１ 牡・鹿 ４／１４

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤベガ ベガヴィクトワール ＊デインヒル

��
��
�ラハンヌ黒鹿 2005 ＊レンデュシエール

22a
Danzig S3×M4 Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 エクレールアンジュ（13栗 ゼンノロブロイ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ラパールデザンジュ（18牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝�１勝

２代母 アドマイヤキラメキ（02栗 ＊エンドスウィープ）４勝，樅の木賞２着，秋分特
別３着，妙高特別３着，苗場特別３着
ラシンティランテ（09牝 アグネスタキオン）３勝，堀川特別，白菊賞，糺の森特別２着
トーセンスターダム Tosen Stardom（11牡 ディープインパクト）５勝，チャレン

ジＣ‐G3，きさらぎ賞‐G3，カシオペアＳ‐L，etc.，AUS２勝，ＶＲＣＬＫＳ
マッキノンＳ‐G1，ＭＲＣトゥーラクＨ‐G1，etc.，種牡馬

ネオスターダム（12牡 ネオユニヴァース）４勝，マーガレットＳ‐LR ３着，幕張Ｓ，
丹波特別，晩春Ｓ２着，長岡Ｓ２着，etc.

センテリュオ（15牝 ディープインパクト）５勝，オールカマー‐G2，マーメイドＳ‐G3
２着，エリザベス女王杯‐G1 ４着，エリザベス女王杯‐G1 ５着，下鴨Ｓ，etc.

トーセンアラン（18牡 キズナ）�３勝

３代母 エヴリウィスパー（97栗 ＊ノーザンテースト）入着
ダークメッセージ（03牡 ダンスインザダーク）５勝，日経新春杯‐G2 ２着，日経新

春杯‐G2 ３着，シリウスＳ‐G3 ２着，etc.
ケアレスウィスパー（04牝 フジキセキ）３勝，丹沢Ｓ，灘Ｓ２着，etc.，��入着，

関東オークス‐Jpn2 ２着
トーセンバジル Tosen Basil（12 牡 ＊ハービンジャー）５勝，京都大賞典‐G2

２着，etc.，AUS・HKG入着２回，ＭＲＣアンダーウッドＳ‐G1 ２着，
香港ヴァーズ‐G1 ３着

トーセンジョーダン（06牡 ジャングルポケット）９勝，天皇賞（秋）‐G1，札幌記念
‐G2，ＡＪＣＣ‐G2，ＡＲ共和国杯‐G2，etc.，種牡馬

トーセンホマレボシ（09牡 ディープインパクト）３勝，京都新聞杯‐G2，日本ダー
ビー‐G1 ３着，大寒桜賞，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

770 エクレールアンジュ２０２１ �・鹿 ３／１０

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルエクレールアンジュ ＊エンドスウィープ

��
��
�アドマイヤキラメキ栗 2013 エヴリウィスパー

＊クラフテイワイフ 9a
Mr. Prospector S4×M5×M5 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エンパイアソウル（13鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊レディーロックフォード（09 IRE 鹿 Invincible Spirit）IRE１勝
タイガーバローズ（14牡 ＊アグネスデジタル）��１勝�５勝
ミスベル（15牝 ＊ヨハネスブルグ）��５勝
ロックスピリット（16牡 ＊ヘニーヒューズ）入着３回，��１勝�５勝�６勝���

入着２回，栗駒賞
マーブルレディー（17牝 ダイワメジャー）入着，	３勝
プレゼント（18牝 ＊ヘニーヒューズ）��１勝	入着��
パルマフレイバー（19牡 ホッコータルマエ）���１勝

３代母 シーザレイディ Sheezalady（97 GB黒鹿 Zafonic）不出走
ファストカンパニー Fast Company（05牡 Danehill Dancer）GB２勝，エイコム

Ｓ‐G3，デューハーストＳ‐G1 ２着，種牡馬

４代母 ＊カナディアンミルⅡ（84 USA青鹿 Mill Reef）GB１勝，チヴァリーパークＳ
‐G1 ２着
［子］ ハワジス Hawajiss（91 牝 Kris）GB・IRE４勝，英ナッソーＳ‐G2，ミュ

ージドラＳ‐G3，メイヒルＳ‐G3，etc.
［孫］ エティモロジー Etymology（12
 New Approach）AUS５勝，ATC

Australia Day Cup‐L，VRC Bagot H‐L，ＳＡＪＣＳＡダービ
ー‐G1 ２着，etc.

トルンバ Torumba（96
 Marscay）AUS５勝，MRCChristmas S
‐L，VATCMercedes‐Benz S‐L

ホイットラムWhitlam（08
 Elusive Quality）AUS６勝，SAJC City
of Marion S‐L，ＳＡＪＣスプリングＳ‐G3 ２着，Oakbank RC H
ills Railway S‐L ２着

ダーティDirty（04 牝 Hussonet）AUS４勝，BRC Vo Rogue Plate‐L
トルドー Trudeau（07
 Exceed And Excel）AUS・SIN・MAL・KO
R12勝，Piala Emas Sultan Selangor‐L，EdmundW. Barker Tr
ophy‐L，Garden City Trophy‐L，etc.

販売申込者・所有者： 小林 正仁＝浦河町野深 �0146-27-4356
生 産 牧 場： 小林 正仁
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

771 エンパイアソウル２０２１ �・鹿 ３／ ５

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudエンパイアソウル
＊ Invincible Spirit

��
��
�レディーロックフォード鹿 2013 Sheezalady

52
GoneWest S4×M5 Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ウディバードソング（99 USA鹿 Woodman）入着，��１勝��
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－５（12），地方－７（21）〕
マルターズウディー（05牡鹿 ＊マルターズライオン）１勝，��２勝
ウッディームーン（06牝栗 ＊ムーンバラッド）��５勝
マルターズグロウヴ（08牡黒鹿 ＊アポインテッドデイ）２勝，二王子特別（芝 1800）２着
キャラヴェル（09牝鹿 ＊シベリアンホーク）�３勝
スウィープアウェイ（11牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）５勝，北陸Ｓ（Ｄ1200）
トロピカルガーデン（12牝鹿 ハイアーゲーム）３勝，クリスマスローズＳ‐OP
（芝 1200）３着，カンナＳ‐OP（芝 1200）３着，すずらん賞‐OP（芝 1200）３着，
長万部特別（芝 1200），ＳＴＶ杯（芝 1200）２着，ゆきつばき賞（芝 1200）２着，
道新スポーツ杯（芝 1200）３着

ウッディタイガー（13牡黒鹿 ローレルゲレイロ）�４勝��３勝�
マプチートカーユ（15牝鹿 ＊フレンチデピュティ）�１勝��１勝
メシアン（17牝栗 エスポワールシチー）�１勝
スターリーソング（18牝鹿 エスポワールシチー）��１勝�入着
グリーンモンスター（19牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）��１勝

２代母 オールフォーエリカAll for Erika（95 USA鹿 Capote）USA入着３回
リヴァーイーグルRiver Eagle（00 牡 Deputy Minister）USA１勝，種牡馬

３代母 ウィーバーシティミスWeber City Miss（77 USA黒鹿 Berkley Prince）U
SA17 勝，ベルダムＳ‐G1，モリーピッチャーＨ‐G2，ブラックアイドスーザンＳ
‐G2，ホーソーンＨ‐G3，Geisha H‐LR，etc.
スル－シティスルー Slew City Slew（84牡 Seattle Slew）USA11 勝，オークローンＨ

‐G1，ガルフストリームパークＨ‐G1，サルヴェイターマイル‐G3，etc.，種牡馬
シティダンス City Dance（89牝 Seattle Slew）USA２勝，Plankton S‐L，カ

ムリーＳ‐G2 ２着，ブシャーＨ‐G3 ３着，etc.
＊トーヨーシアトル（93牡 Deputy Minister）５勝，平安Ｓ‐Jpn3，etc.，��１勝

	１勝�，東京大賞典‐Jpn1，東海菊花賞‐Jpn2，etc.，ＤＧ優秀，種牡馬
シナスランソムCinnas Ransom（07牝 Red Ransom）不出走
キャプテンズランソム Captain's Ransom（17牝 Captain Al）�SAF11
勝，マジョルカＳ‐G1（２回），パドックＳ‐G1，南アフィリーズスプリ
ント‐G1，etc.

販売申込者・所有者： 木村 秀則＝新ひだか町静内駒場 �090-6263-5286
生 産 牧 場： 木村 秀則
飼 養 者： 木村 秀則＝新ひだか町静内駒場 �090-6263-5286

772 ウディバードソング２０２１ �・黒鹿 ２／２５

＊

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

＊

ウッドマン Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Woodman ＊プレイメイトウディバードソング オールフォーエリカ Capote

��
��
�All for Erika鹿USA 1999 Weber City Miss

20
Mr. Prospector M3×S5

価格： 購買者：



母 ウイニフレッド（09鹿 スペシャルウィーク）�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
アールブリッツ（17牡青 ストロングリターン）入着，��出走��３勝
ビュートラン（19牝青鹿 コパノリッキー）�出走
セブンカラーズ（20牝鹿 コパノリッキー）�地方未出走

２代母 ＊ストーミンウイニー（95 USA芦 Storm Cat）不出走
ラコンセイアント La Conseillante（04 牝 Elusive Quality）FR・USA３勝，P.

Aymeri de Mauleon‐L
ウォーエンヴォイWar Envoy（12牡 War Front）GB・FR・IRE・USA・BAR２

勝，英シャンペインＳ‐G2 ２着，レイルウェイＳ‐G2 ３着，Patton S‐L
２着，ラウンドタワーＳ‐G3 ３着，Rochestown S‐L ３着，種牡馬

ソイミモーサ Soy Mimosa（06牝 Grand Slam）ARG入着
サドゥー Sadhus（14 牡 Manipulator）�ARG６勝，独立記念日賞‐G3 ２着

テルザトゥルース（07牡 Yes It's True）１勝，�１勝���入着６回
ホレミンサイヤ（12牝 アドマイヤムーン）�２勝�４勝��，留守杯日高賞

３代母 ウィニングカラーズWinning Colors（85 USA芦 Caro）USA８勝，ケンタ
ッキーダービー‐G1，サンタアニタダービー‐G1，サンタアニタオークス‐G1，
Turfway Park H‐L，La Centinela S‐LR，etc.

＊ゴールデンカラーズ（93牝 Mr. Prospector）３勝，クイーンＣ‐Jpn3 ２着，フロ
ーラＳ‐OP，ひいらぎ賞
チアフルスマイル（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，キーンランドＣ‐Jpn3，

谷川岳Ｓ‐L，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
オーシャンカラーズOcean Colors（06 牝 Orientate）USA３勝，Mongo Quee

n S２着
シルヴァーカラーズ Silver Colors（07 牝 Mr. Greeley）GB出走

シルヴァーライド Silver Ride（12� Candy Ride）USA・CAN８勝，ヴォス
バーグＳ‐G1 ３着，King Cotton S‐L ３着，TomMetzen H. B. P. A.
Sprint S‐R ３着，etc.

＊エスキモーキセス（15牝 To Honor and Serve）USA３勝，アラバマＳ‐G1，
アシュランドＳ‐G1 ２着，フェアグラウンズオークス‐G2 ２着

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

773 ウイニフレッド２０２１ 牡・栗 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールウイニフレッド
＊ Storm Cat

��
��
�ストーミンウイニー鹿 2009 Winning Colors

23b
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ウインヴァネッサ（08栗 アグネスタキオン）�入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（18）〕
ホウオウファースト（13牡鹿 ＊ファスリエフ）��８勝
ジェイジーノ（14牝鹿 ＊バゴ）入着，�３勝�入着
フセノラン（15牝栗 ＊バトルプラン）�３勝�１勝，クイーンＣ（Ｄ1600），菊水賞
（Ｄ1700）２着，兵庫若駒賞（Ｄ1400）２着

カッチョエペペ（16牝栗 ＊サウスヴィグラス）１勝，���入着２回
ヴァンルーチェ（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）���３勝
キリシマミッチー（19牝芦 ＊ザファクター）�出走

２代母 ジュリアビコー（99栗 ＊ジェイドロバリー）１勝
ウインキングストン（05牡 ＊タイキシャトル）３勝，箕面特別，有明特別３着，周防

灘特別３着，�４勝�
ウインシュールマン（06牡 ウインマーベラス）２勝
ゼンノコンゴウ（10牡 ゼンノロブロイ）１勝，�３勝���入着３回��	
モンサンレガーメ（14牡 ＊ケイムホーム）２勝，カトレア賞
ジュリアヴィーナス（16牝 ジャスタウェイ）１勝

３代母 スカーレットローズ（87栗 ＊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

サカラート（00牡 ＊アフリート）６勝，東海Ｓ‐Jpn2，etc.，	１勝��１勝�
１勝�
入着３回�，日本ＴＶ盃‐Jpn2，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，etc.

ヴァーミリアン（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，フェブラリーＳ‐G1，ジャ
パンＣダート‐G1，etc.，��７勝�２勝�１勝，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1（３回），etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

キングスエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）６勝，シリウスＳ‐G3，シリウ
スＳ‐G3 ２着，みやこＳ‐G3 ２着，etc.，�入着���

ソリタリーキング（07牡 キングカメハメハ）７勝，東海Ｓ‐G2，etc.，��１勝
�１勝
��入着５回，日本ＴＶ盃‐Jpn2，マーキュリーＣ‐Jpn3，etc.

クリムゾンブーケ（06牝 ＊クロフネ）１勝
セイルオンセイラー（19牡 ＊ドレフォン）�２勝，鳳雛Ｓ‐L ３着，プラタナス

賞２着

販売申込者・所有者： ㈲川島牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2481
生 産 牧 場： ㈲川島牧場
飼 養 者： 発田 文広＝新冠町東町 �0146-47-4537

774 ウインヴァネッサ２０２１ 牡・鹿 ２／２３
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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラウインヴァネッサ ＊ジェイドロバリー

��
��
�ジュリアビコー栗 2008 スカーレットローズ

＊スカーレツトインク 4d
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ウインディーヒル（08黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（４）〕
ギガバッケン（15�鹿 ＊アイルハヴアナザー）�３勝，八王子特別（Ｄ2100）３着
アイルハヴウインズ（16牝鹿 ＊アイルハヴアナザー）���２勝
ヴォンタリエール（18牝鹿 ショウナンカンプ）��２勝
コスモガラクシア（19牡黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�入着２回

２代母 ブリュメール（00鹿 ＊ティンバーカントリー）３勝
ヴィンセンツイヤー（11� マツリダゴッホ）１勝，��１勝
マイガーディアン（13牡 マツリダゴッホ）�１勝�７勝�
ルメイユール（14牝 ＊アイルハヴアナザー）��３勝
レヴォリオ（18牡 ジャスタウェイ）�入着，�２勝

３代母 ストーミーラン（91鹿 ＊トニービン）３勝，吉野ケ里特別，鳥羽特別３着，阪
神ヤングＪＳＳ３着
メリッサ（04牝 ＊ホワイトマズル）６勝，北九州記念‐G3，セントウルＳ‐G2 ３着，

北九州短距離Ｓ，etc.
ミッキーグローリー（13牡 ディープインパクト）７勝，関屋記念‐G3，京成杯

オータムＨ‐G3，マイルＣｈＳ‐G1 ５着，etc.，種牡馬
カツジ（15牡 ディープインパクト）�３勝，スワンＳ‐G2，ＮＺトロフィー

‐G2，デイリー杯２歳Ｓ‐G2 ２着，etc.
パープルレディー（18牝 ディープインパクト）�３勝，野島崎特別，ゆりかもめ賞

４代母 ウインドオブサマー（83栗 ＊ノーザリー）入着

５代母 アイレバース（70栗 ＊ソロナウエー）３勝，ＳＴＶ杯
［孫］ ゴーウィズウィンド（99牡 ＊フレイズ）６勝，みなみ北海道Ｓ‐L，みなみ

北海道Ｓ‐L ２着，札幌日経ＯＰ‐L ２着，etc.
ベルシャルマンテ（90牝 ヤマニンスキー）４勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，
チューリップ賞‐OP ２着，フローラＳ‐OP ３着，etc.

［曾孫］ マルブツサンキスト（87牡 ＊プルラリズム）７勝，小倉記念‐Jpn3，朝日
ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，安達太良Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478
生 産 牧 場： 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

775 ウインディーヒル２０２１ 牡・黒鹿 ３／２９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジウインディーヒル ＊ティンバーカントリー

��
��
�ブリュメール黒鹿 2008 ストーミーラン

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ウインドブラーハ（16鹿 ＊ヨハネスブルグ）出走
初仔

２代母 メモリアルサマー（98青 ＊サンデーサイレンス）２勝
ソングオブウインド（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，菊花賞‐Jpn1，神戸新聞杯

‐Jpn2 ３着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐Jpn3 ２着，夏木立賞，種牡馬
モンサンミシェル（04牝 ＊フレンチデピュティ）２勝

リンディスファーン（15牡 ＊ワークフォース）２勝，生田特別
デイズオブメモリー（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，�１勝�入着５回
プリンスヴィル（08牡 キングカメハメハ）１勝
カウウェラ（10牡 キングカメハメハ）１勝，障害２勝
ユアメモリー（11牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
アルディエンテ（17牡 エイシンフラッシュ）�２勝，八ヶ岳特別２着，館山特別２着
インプレストサマー（18牝 ＊ノヴェリスト）�出走，�２勝�

３代母 サマーワイン（90黒鹿 ＊トニービン）３勝，グッドラックＨ

４代母 シヤダイマイン（73黒鹿 ＊ヒツテイングアウエー）３勝，師走特別
［子］ ダイナシユート（82牝 ＊ノーザンテースト）４勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，

七夕賞‐Jpn3，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，etc.
ダイナマイン（80牝 ＊ノーザンテースト）７勝，牝馬東タイ杯‐Jpn3，新
潟記念‐Jpn3，関屋記念‐Jpn3 ２着，etc.

［孫］ 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

［曾孫］ 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

アドマイヤロイヤル（07牡 キングカメハメハ）７勝，プロキオンＳ‐G3，
欅Ｓ‐L，etc.，�１勝�入着２回��	，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1
３着（２回），etc.

マルカフリート（06牡 ＊アフリート）９勝，霜月Ｓ‐L，エニフＳ‐L，etc.，
�１勝，北海道スプリントＣ‐Jpn3

販売申込者・所有者： 神垣 道弘＝新ひだか町静内東別 �0146-48-2920
生 産 牧 場： 神垣 道弘
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

776 ウインドブラーハ２０２１ 牡・鹿 ３／ ９

＊

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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythウインドブラーハ ＊サンデーサイレンス

��
��
�メモリアルサマー鹿 2016 サマーワイン

＊フアンシミン 9f
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ウインレーヌ（11鹿 キングカメハメハ）�３勝��５勝�
〔産駒馬名登録数：１〕
エマーブルクラス（20牝黒鹿 ＊パイロ）���入着

２代母 ダンスエンドレス（04鹿 ダンスインザダーク）不出走
マスケティアー（09牡 ＊クロフネ）SIN５勝，Woodlands Classic S‐L ３着

３代母 サクラエンドレス（89鹿 サクラユタカオー）２勝，フローラＳ‐OP ２着，う
ぐいす賞３着
サクラトキメキ（94牝 アンバーシヤダイ）出走

ユメロマン（02牡 ＊ジェネラス）３勝，グッドラックＨ２着
マイネルマクロス（01牡 フジキセキ）２勝，京成杯‐Jpn3 ２着，京都２歳Ｓ‐L ２

着，毎日杯‐Jpn3 ３着，etc.
キズナエンドレス（11牝 ステイゴールド）２勝，御室特別２着，障害１勝

４代母 サクラハツスル（83鹿 マルゼンスキー）４勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，巴賞
‐OP ３着，セプテンバーＳ，ユートピアＳ，白百合賞２着，etc.
［子］ サクラスピードオー（93牡 サクラホクトオー）４勝，共同通信杯４歳Ｓ

‐Jpn3，京成杯‐Jpn3，日本ダービー‐Jpn1 ５着，etc.
サクラロマンス（97牝 サクラホクトオー）１勝，紅梅Ｓ‐OP ３着，さわ
らび賞３着

サクラダイマオー（90牡 ＊リフアーズスペシヤル）��10 勝�１勝，かし
わ記念３着

サクラスエヒロ（95牝 サクラユタカオー）４勝，ポプラＳ，駒ケ岳特別，
桃花賞

サクラスターダム（00� ＊ブライアンズタイム）３勝，成田特別，潮来特
別３着

［孫］ サクラアドニス（08牡 サクラプレジデント）６勝，朱鷺Ｓ‐OP，ディープ
インパクトＣ‐OP，長篠Ｓ，etc.

サクラエール（11牡 ＊ケイムホーム）５勝，ファイナルＳ‐OP ２着，オー
タムリーフＳ‐OP ２着，大阪スポーツ杯，etc.，�12 勝	入着��


サクライダテン（05牡 サクラバクシンオー）３勝，クリスマスローズＳ
‐OP ２着，潮騒特別２着，白老特別２着，etc.，
３勝��

販売申込者・所有者： 大野 春男＝岩手県北上市 �0197-65-4168
生 産 牧 場： ㈲クリアファーム
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

777 ウインレーヌ２０２１ 牡・鹿 ４／ ４

＊

＊ 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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスウインレーヌ ダンスインザダーク

��
��
�ダンスエンドレス鹿 2011 サクラエンドレス

＊バイマイラブ 16g
Mr. Prospector M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 オカノプレイヤー（99栗 ＊マイニング）２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
サカジロキング（08牡鹿 ＊ファルブラヴ）１勝
フヨウムサシ（10牡栗 デュランダル）��１勝
カミノエミニー（18牝栗 ジャスタウェイ）��１勝��
アネモネポルト（20牝栗 バンブーエール）�出走

２代母 ヤマノトウショウ（92鹿 トウシヨウボーイ）不出走
ドラマチックアーツ（96牝 ＊ソヴィエトスター）��４勝�３勝�１勝

クレムリンシチー（07牡 ＊グラスワンダー）１勝，小石原特別２着，合馬特別３
着，�１勝�

サンライズジェガー（98牡 ＊リアルシヤダイ）６勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，天皇賞
（春）‐Jpn1 ２着，鳴滝特別，不知火特別，初夢賞，etc.

サンライズボクサー（02牡 ＊カーネギー）２勝
クレバートウショウ（06牡 フジキセキ）５勝，マイラーズＣ‐G2 ２着，安田記念

‐G1 ４着，六甲Ｓ‐OP ２着，石清水Ｓ，再度山特別，etc.

３代母 ダイナソシエ（82鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
スギノプリンセス（93牝 マルゼンスキー）不出走

クレバースプリント（07牝 サクラバクシンオー）不出走
インビジブルレイズ（14牡 ハーツクライ）�６勝，白富士Ｓ‐L，サンタク
ロースＳ，丹波特別，etc.，障害１勝

ハナノメガミ（94牝 サクラユタカオー）４勝，大島特別，金峰山特別，清澄特別２
着，etc.
コーナーストーン（04牡 ダンスインザダーク）４勝，ホープフルＳ‐L ３着，飛

鳥Ｓ，幕張特別，etc.
ウインフルブルーム（11牡 スペシャルウィーク）５勝，京都金杯‐G3，福島Ｔ

ＶＯＰ‐L，カシオペアＳ‐L，etc.

４代母 シヤダイアグリー（76鹿 ＊エルセンタウロ）不出走
［孫］ スプリングドリュー（00牝 ＊ミシル）７勝，福島牝馬Ｓ‐G3，ニューマー

ケットＣ，三面川特別，etc.

販売申込者・所有者： �カケハムポニークラブ＝浦河町野深 �080-5105-2334
生 産 牧 場： �カケハムポニークラブ
飼 養 者： �カケハムポニークラブ＝浦河町野深 �080-5105-2334

778 オカノプレイヤー２０２１ 牡・栗 ２／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�マイニング I Passオカノプレイヤー トウシヨウボーイ

��
��
�ヤマノトウショウ栗 1999 ダイナソシエ

＊ロイヤルアグリーメント 12f
Raise a Native M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エメラルドアロー（14栗 ＊ヨハネスブルグ）�２勝��
本馬の他に産駒あり

２代母 エメラルドインディ（08栗 アグネスタキオン）入着
エメラルドプラバ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）���３勝�２勝�入着
ミラベル（17牝 トーセンジョーダン）�１勝

３代母 ＊グリーンインディ（96 USA鹿 A.P. Indy）FR入着３回
ダイナミックグロウ（04牡 テイエムオペラオー）５勝，阿蘇Ｓ‐OP，阿蘇Ｓ‐OP ２

着，灘Ｓ，etc.，�１勝	７勝�
ナリタシルクロード（07牡 スペシャルウィーク）６勝，ブリリアントＳ‐L，マリー

ンＳ‐LR ２着，ブリリアントＳ‐L ３着，etc.

４代母 ヴァルテアValthea（89 FR栗 Antheus）FR１勝
［子］ ヴェールヴァル Vert Val（94 牝 Septieme Ciel）FR５勝，P. du Pin‐L
［孫］ ラシャンヴァラー Russian Valour（01 牡 ＊ファスリエフ）GB３勝，英ノ

ーフォークＳ‐G3，Sandown National S‐L，種牡馬
セレブラ Celebra（06 牝 ＊パントレセレブル）FR・BRZ１勝，ヴァントー
賞‐G3 ２着

ラカリーシ La Khaleesi（12 牝 Alexandros）FR１勝，P. Roland de Ch
ambure‐L ３着

スマートルシファー（08牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，ラジオ福島賞２
着，吹田特別２着

［曾孫］ ノーブルアース（15牝 ハーツクライ）�３勝，アネモネＳ‐LR ３着，オ
ーストラリアＴ，寺泊特別，etc.

５代母 グリーンヴァリーGreen Valley（67 FR黒鹿 Val de Loir）不出走
［子］ グリーンダンサーGreen Dancer（72 牡 Nijinsky）GB・FR４勝，仏２０００

ギニー‐G1，リュパン賞‐G1，オブザーヴァーゴールドＣ‐G1，etc.，
種牡馬

［孫］ 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

販売申込者・所有者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �090-9082-6145
生 産 牧 場： 今野 活博
飼 養 者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �090-9082-6145

779 エメラルドアロー２０２１ 牡・栗 ２／２２

＊

＊ 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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythエメラルドアロー アグネスタキオン

��
��
�エメラルドインディ栗 2014 ＊グリーンインディ

16c
A.P. Indy S3×M4 Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 エレガントフラッグ（05黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－４（16）〕
フクノトリ（11�黒鹿 フサイチコンコルド）１勝
フクサンレイズ（13牝鹿 メイショウボーラー）�６勝���入着９回
フクサンローズ（14牝鹿 ＊アグネスデジタル）４勝，鋸山特別（Ｄ1800），織姫賞
（Ｄ1700），古町Ｓ（Ｄ1800）２着，茨城新聞杯（Ｄ1800）３着

フクサンダーク（16牡鹿 フリオーソ）入着３回，���１勝
フクサングレート（17牡鹿 フリオーソ）���８勝
フクサンモード（18牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）��出走��１勝
デジール（19�鹿 フリオーソ）�地方未出走

２代母 ジュビロレディ（92鹿 ＊ジェイドロバリー）４勝，ＴＶＱ杯，西海賞２着，こ
ぶし賞２着，小野特別３着，鷹ケ峰特別３着，etc.
マチルド（02牝 アドマイヤベガ）不出走

ジェントルマン（08牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，下鴨Ｓ，千里山特別，ジュ
ーンＳ２着，府中Ｓ２着，逆瀬川Ｓ２着，etc.

オールブラックス（09牡 ＊アグネスデジタル）５勝，栗東Ｓ‐L ２着，津軽海峡
特別，伊良湖特別２着，鈴鹿特別３着，障害１勝

スズカデレヤ（17牡 ＊エスケンデレヤ）�３勝，中京２歳Ｓ‐OP ２着，豊前Ｓ
２着，薩摩Ｓ２着

ユメノサキガケ（07� スペシャルウィーク）�４勝
スズカレディ（08牝 マンハッタンカフェ）	４勝

３代母 ＊チアフルビダー（81 USA黒鹿 Bold Bidder）不出走

４代母 ＊ハニーサツクルヴアイン（67 USA黒鹿 Tom Fool）USA１勝
［子］ ＊ミストウキヨウⅢ（72牝 Dewan）USA10 勝，シグネトＳ‐G3，ジュニア

リーグＳ‐G3，Santa Gertrudes H，etc.
［孫］ コンスーミングパッション Consuming Passion（82牝 Jackie Fires）U

SA２勝，A. M. Fisher S
［曾孫］ ユートピア（00牡 ＊フォーティナイナー）３勝，��１勝�３勝
入着，

マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1（２回），ダービーＧＰ‐Jpn1，全日本２歳
優駿‐Jpn1，etc.，USA・UAE２勝，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： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

780 エレガントフラッグ２０２１ 牡・黒鹿 ３／２９
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイエレガントフラッグ ＊ジェイドロバリー

��
��
�ジュビロレディ黒鹿 2005 ＊チアフルビダー

23b
Mr. Prospector S3×M4 Hail to Reason S4×M5 Nijinsky M4×M5
Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5 Special S5×M5
価格： 購買者：



母 エヴォリューション（11鹿 リキアイサイレンス）１勝，��１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
サイレンスエース（20牡鹿 ヤマカツエース）�地方未出走

２代母 カーリービッド（99芦 ＊ティッカネン）�１勝
ホワイトルシアン（05牡 リキアイワカタカ）�６勝�入着
フェイヴァー（06牡 ウイングアロー）��１勝�８勝�入着３回
ペリフェリック（07牡 ＊オペラハウス）�６勝
サンバビーン（10牝 スズカマンボ）４勝，門司Ｓ，釧路湿原特別，�１勝�１勝�

１勝��，ビューチフルドリーマーＣ，ノースクイーンＣ，ノースクイーンＣ
３着，ＮＡＲ優古牝

インザサイレンス（13牡 リキアイサイレンス）１勝

３代母 ＊カーフィリィ（92 IRE 鹿 Caerleon）GB・UAE２勝
ホワイトハピネス（97牡 タマモクロス）５勝，京都大賞典‐Jpn2 ３着，みなみ北海

道Ｓ‐OP ２着，大阪―ハンブルクＣ‐OP ２着，etc.
フィリーズベスト（98牝 アンバーシヤダイ）出走

ビレッジオブベスト（09牡 ＊マイネルラヴ）	18 勝，カンナ賞，錦江湾賞３着

４代母 フックトビッドHooked Bid（83 CAN芦 Spectacular Bid）GB１勝
［子］ マジカルミスMagical Miss（98 牝 ＊デインヒル）AUS４勝，ＭＲＣ１０００

ギニー‐G1，ＶＲＣオークス‐G1，ＭＲＣメムシーＳ‐G2，etc.
＊フックライン（93牝 ＊シャーディー）FR１勝，P. Caravelle‐L ２着

［孫］ ウィーズリーWeasley（06 牡 Shamardal）AUS１勝，MRCGothic S
‐L ２着

［曾孫］ ヴォーハート Vo Heart（10
 Show a Heart）AUS６勝，ＢＲＣシャ
ンペインクラシック‐G2

グリム（15牡 ゼンノロブロイ）４勝，レパードＳ‐G3，etc.，��１勝�
２勝�１勝�１勝��入着，白山大賞典‐Jpn3（２回），マーキュリー
Ｃ‐Jpn3，etc.

ミステリーミスMystery Miss（15 牝 ＊アニマルキングダム）AUS６勝，
WATC Belmont Guineas‐L，WATC Belmont Oaks‐L，
WATC Belgravia S‐L，etc.

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

781 エヴォリューション２０２１ 牡・鹿 ３／２９

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

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

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�リキアイサイレンス リキアイアクトレスエヴォリューション ＊ティッカネン

��
��
�カーリービッド鹿 2011 ＊カーフィリィ

17b
Mill Reef S5×M5

価格： 購買者：



母 エロイナ（14鹿 ＊ワークフォース）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
コパノセイバー（18牝鹿 ヴァンセンヌ）�出走，�１勝�１勝
マナリオナ（19牡鹿 ヴァンセンヌ）��入着

２代母 ＊マーモリー（06 IRE 鹿 Tiger Hill）不出走
ミスタービッグシャッフルMister Big Shuffle（10� Big Shuffle）FR・GER・IT

Y・UAE・NOR・SWE・DEN３勝，キウスーラ賞‐G3 ３着，Norsk Derb
y‐L ３着

デファーンドル（15牝 ネオユニヴァース）��１勝�２勝�１勝
マリノプリエール（19牝 オルフェーヴル）�１勝

３代母 ＊ムーンレディ（97 GER黒鹿 Platini）FR・GER・USA６勝，独セントレジャ
ー‐G2，ロングアイランドＨ‐G2，ドイツヘロルト賞‐G3，ドイツ牝馬賞‐G3，
Reluctant Guest S‐L ２着，etc.

＊マザイ（05牝 ＊ファスリエフ）SWE入着３回
メジャータイフーン（13牝 ダイワメジャー）１勝，函館２歳Ｓ‐G3 ２着，ＳＴ

Ｖ杯２着
コパノフィーリング（17牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝，���３勝	１勝�入着，川

崎スパーキングスプリント，習志野きらっとスプリント，笠松ＧＰ２着，etc.
エイシンフラッシュ（07牡 ＊キングズベスト）６勝，日本ダービー‐G1，天皇賞（秋）

‐G1，毎日王冠‐G2，etc.，UAE・HKG入着，種牡馬
ダノンムーン（09牡 ディープインパクト）４勝，小豆島特別，高山特別，八坂Ｓ２

着，etc.

４代母 ミッドナイトフィーヴァMidnight Fever（91 IRE 鹿 Sure Blade）不出走
［子］ ミッドナイトエインジェルMidnight Angel（99 牝 Acatenango）FR・G

ER・ITY・USA２勝，独オークス‐G1 ２着，伊オークス‐G1 ３着，
ミネルヴ賞‐G3 ３着

［曾孫］ エイムトゥプリーズ Aim to Please（13 牝 Excellent Art）GB・FR・IR
E・CAN３勝，ベルトランデタラゴン賞‐G3，P. Francois Boutin
‐L，ダリアＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲上井農場＝新冠町新栄 �090-3468-0027
生 産 牧 場： ㈲上井農場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

782 エロイナ２０２１ �・鹿 ２／１９

＊

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

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonエロイナ
＊ Tiger Hill

��
��
�マーモリー鹿 2014 ＊ムーンレディ

8a
Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エーシンシルビア（08栃栗 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（15）〕
エイシンビワウタ（13牝栗 キングカメハメハ）�７勝�２勝
エイシンユートピア（14牝鹿 カンパニー）�１勝�３勝��

エイシンヌウシペツ（19牝 エイシンヒカリ）��入着２回�１勝��入着３回，
ゴールドジュニア２着

エイシンフォーラン（16牡栗 ＊エイシンアポロン）入着３回，��２勝	�入着４回
トミケンベレムド（18牡栗 ＊エスケンデレヤ）�１勝
エイシンユプケ（19牝鹿 エイシンフラッシュ）��入着�

２代母 エイシンサンサン（92栗 ＊キャロルハウス）４勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3，エリザ
ベス女王杯‐Jpn1 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ト
パーズＳ‐OP ２着，etc.
エイシンニーザン（02牡 ＊フォーティナイナー）４勝，プリンシパルＳ‐L，メトロポ

リタンＳ‐L ２着，オパールＳ‐OP ２着，信濃川特別，etc.，障害３勝，阪神
スプリングジャンプ‐JG2，etc.

エイシンテンリュー（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，青葉賞‐Jpn2 ３着，水仙
賞，青嵐賞３着，金山特別３着，障害１勝

エーシンサーフィン（04牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，有松特別２着，君子蘭賞３
着，障害１勝
エイシンチラー（18牝 リアルインパクト）�４勝，メイＳ‐OP ２着，若潮Ｓ，

三面川特別，織姫賞，デイジー賞３着
エーシンディーエス（05牡 ＊デヒア）入着，障害３勝，京都ハイジャンプ‐JG2，京

都ジャンプＳ‐JG3
エーシンリターンズ（07牝 キングカメハメハ）５勝，桜花賞‐G1 ３着，ローズＳ

‐G2 ３着，関屋記念‐G3 ２着，チューリップ賞‐G3 ３着，メイＳ‐OP，etc.
エイシンクリック（14牡 ルーラーシップ）�３勝，ステイヤーズＳ‐G2 ３着，白鷺

特別３着，三春駒特別３着，障害３勝，阪神スプリングジャンプ‐JG2，東京ジ
ャンプＳ‐JG3 ３着

３代母 エイシンギヤロツプ（84栗 ＊ノーザンテースト）出走
エイシンイットオー（93牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3

販売申込者・所有者： 川端 英幸＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3531
生 産 牧 場： 川端 英幸
飼 養 者： 川端 英幸＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3531

783 エーシンシルビア２０２１ �・芦 ３／２０

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールエーシンシルビア ＊キャロルハウス

��
��
�エイシンサンサン栃栗 2008 エイシンギヤロツプ

＊ホイスリングウインド 8c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 オジャッタモンセ（03芦 ＊クロフネ）入着２回
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－５（12）〕
メデタシ（08牝鹿 ディープインパクト）１勝，チューリップ賞‐G3 ３着，桜花賞

‐G1 ４着
トットート（09牝鹿 ジャングルポケット）�２勝
テレビ（10牝鹿 メイショウサムソン）不出走

イカニカン（19牡 ＊ダノンレジェンド）��５勝，九州ダービー栄城賞
ヨッテウタッテ（11牝鹿 オレハマッテルゼ）１勝
アゲハ（12牡黒鹿 ディープインパクト）�３勝
マザー（15牝芦 メイショウサムソン）�２勝
アサキチニセイ（17牡芦 サンライズペガサス）��１勝�入着��
グレースユイ（18牝鹿 ＊アポロキングダム）��４勝

２代母 ＊メロンパン（93 USA鹿 Theatrical）出走
ロロ（97牡 フジキセキ）４勝，遠州灘Ｓ，香嵐渓特別，	１勝
モットヒカリヲ（98牝 ＊アフリート）２勝，こけもも賞

イヤダイヤダ（02牡 サニーブライアン）２勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2 ２着，雪
割草特別

マズイマズイウマイ（12牡 サクラバクシンオー）２勝，会津特別，鳥屋野特別２着
イイコトズクシ（15牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，ききょうＳ‐OP ３着，万

両賞３着
ワナ（00牝 フジキセキ）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3
ヌチグスイ（01牡 ＊デヒア）１勝

３代母 ボーダードーンBorder Dawn（76 IRE 鹿 ＊ピツトカーン）GB５勝
インフレイションビ－タ－Inflation Beater（81牡 General Assembly）GB・SAF３勝，

愛ダービートライアルＳ‐G2 ２着，Ulster Harp Derby‐L ２着，種牡馬
クリスクリングル Kris Kringle（85 牡 Kris）FR・IRE３勝，ブランドフォードＳ

‐G2，愛ダービートライアルＳ‐G2，ガリニュールＳ‐G2 ３着，etc.，種牡馬
マイファーストスターMy First Star（86 牝 Caerleon）AUS１勝

イスカ Isca（95 牝 Rory's Jester）AUS６勝，ＶＲＣライトニングＳ‐G1，Ｖ
ＲＣニューマーケットＨ‐G1，MRC Sir JohnMonash S‐L，etc.

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

784 オジャッタモンセ２０２１ �・芦 ４／２０
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 シニスターミニスター

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Ministerインカンテーション

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューオジャッタモンセ
＊ Theatrical

��
��
�メロンパン芦 2003 Border Dawn

14c
Deputy Minister M4×S5

価格： 購買者：



母 オリヅル（07鹿 ＊クロフネ）�１勝��５勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（10）〕
ピンクダンサー（16牝鹿 ナカヤマフェスタ）��入着�２勝
オーケービーナイト（17牡黒鹿 トーセンホマレボシ）�２勝
ピンクローズ（18牝黒鹿 ローズキングダム）���４勝
タンバグリ（19牡鹿 サトノアラジン）��２勝
ザワールドアズワン（20牡鹿 ディープブリランテ）�地方未出走

２代母 オリガミ（99鹿 ＊シャンハイ）�２勝��入着３回，フロイラインＣ，北海優
駿２着，華月賞２着，北斗盃２着，フローラルＣ２着，etc.
カミヒコーキ（05牝 ＊マイネルラヴ）１勝，�３勝，フローラルＣ

サノラブ（14牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，�８勝��１勝，徽軫賞，金沢スプ
リントＣ３着，日本海スプリント３着

マーガレットスカイ（15牝 ディープブリランテ）２勝，中ノ岳特別３着，��３勝
カミフブキ（06牝 ナリタトップロード）�２勝��２勝
カミデッポー（08牡 タニノギムレット）�１勝��１勝
カミヒトエ（09牡 キングヘイロー）�１勝��
ヘンゲンジザイ（10牝 ＊タイキシャトル）�１勝
カミカザリ（11牝 ダンスインザダーク）�２勝��	入着６回
ジェットスタート（13牝 ヴァーミリアン）��１勝
１勝�入着２回�
ビッグショウ（16牡 ＊カジノドライヴ）�１勝��１勝

３代母 ラプソディスター（89鹿 アスワン）入着
ラプソディスキー（97牡 マルゼンスキー）�５勝��２勝，王冠賞２着

４代母 キヨクトウルンルン（81鹿 ＊ハンターコム）��８勝
［子］ ホワイトアロー（87牡 ベストブラツド）４勝，金杯‐Jpn3，愛知杯

‐Jpn3，日経新春杯‐Jpn2 ２着，etc.
プリンスアロー（90牡 アスワン）３勝，恵庭岳特別，企救丘特別，ポプラ
Ｓ３着，etc.

ベストシルバー（91牝 ＊シヤカプール）１勝，漁火特別３着
［孫］ オーゴンヒリツ（08牝 ＊イーグルカフェ）�３勝��１勝，東京プリンセ

ス賞２着

販売申込者・所有者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453
生 産 牧 場： ㈲沖田牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

785 オリヅル２０２１ 牡・鹿 ４／１０
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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューオリヅル ＊シャンハイ

��
��
�オリガミ鹿 2007 ラプソディスター

＊インタグリオ 2i
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 オータムカラー（09栗 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
タガノヒルクライム（15牡栗 ＊ハービンジャー）１勝
テイエムラヴィータ（19牡鹿 ホッコータルマエ）�出走
ドリーミーバローズ（20牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 オータムブリーズ（98鹿 ＊ティンバーカントリー）２勝，障害１勝
ブリズデロートンヌ（05牝 ＊シンボリクリスエス）１勝

グランユニヴェール（13牡 ネオユニヴァース）��３勝�７勝，京浜盃２着，
ハイセイコー記念２着，平和賞３着

マエストラーレ（06牝 ネオユニヴァース）４勝，江戸川特別，三陸特別２着
ルヴァンスレーヴ（15牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，チャンピオンズＣ‐G1，

ユニコーンＳ‐G3，etc.，��２勝�１勝，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，
ジャパンＤダービー‐Jpn1，全日本２歳優駿‐Jpn1，etc.，優ダート，Ｄ
Ｇ特別，種牡馬

チュウワブロッサム（07牝 デュランダル）３勝，瀬波温泉特別，柳都Ｓ３着，�１勝
チュウワウィザード（15牡 キングカメハメハ）�６勝，チャンピオンズＣ‐G1，etc.，

�１勝��４勝�入着，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，川崎記念
‐Jpn1（２回），ダイオライト記念‐Jpn2，名古屋ＧＰ‐Jpn2，etc.，UA
E・SAU入着２回，優ダート

コルポディヴェント（08牡 フジキセキ）５勝，丹沢Ｓ，総武Ｓ，桃山Ｓ２着
アイアンテーラー（14牝 ゴールドアリュール）５勝，平城京Ｓ，インディアＴ，

��１勝，クイーン賞‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3 ２着
アイキャンテーラー（16牡 フリオーソ）２勝，��２勝

３代母 セプテンバーソング（91鹿 ＊リアルシヤダイ）３勝，三面川特別，寺泊特別２
着，逢坂山特別３着

４代母 ダイナフエアリー（83鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，オールカマー‐Jpn3，新
潟記念‐Jpn3，エプソムＣ‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，京成杯‐Jpn3，etc.
［子］ ローゼンカバリー（93牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，目黒記念‐Jpn2，

日経賞‐Jpn2，ＡＪＣＣ‐Jpn2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲カミイスタット＝新冠町新栄 �0146-49-5173
生 産 牧 場： ㈲カミイスタット
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

786 オータムカラー２０２１ �・鹿 ３／２３

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイオータムカラー ＊ティンバーカントリー

��
��
�オータムブリーズ栗 2009 セプテンバーソング

＊フアンシミン 9f
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 オールエリザベス（14青鹿 ＊パイロ）入着３回
〔産駒馬名登録数：１〕
ナッター（19牡青鹿 ＊ダノンレジェンド）��出走��入着

２代母 オールオールオール（06栗 アグネスタキオン）出走
バーンザワールド（11牡 ＊ヨハネスブルグ）��７勝�，スパーキングサマーＣ２着，

優駿スプリント２着，川崎マイラーズ３着
メイショウアバラガ（12牡 ＊エンパイアメーカー）入着６回，�２勝�２勝�
ワールドフェーマス（13牡 ＊タイキシャトル）１勝
トモジャブルーノ（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�６勝
シズヨシ（18牡 ホッコータルマエ）���５勝�２勝

３代母 ＊スターダーラ（98 USA鹿 Theatrical）GB出走

４代母 リダラ Lydara（90 USA鹿 Alydar）USA２勝
［孫］ カトルラポール（13牝 ＊グラスワンダー）２勝，春菜賞

５代母 スティックトゥビューティ Stick to Beauty（73 USA黒鹿 Illustrious）USA
３勝，Busanda S，Rosetown S２着
［子］ ゴールドビューティGold Beauty（79 牝 Mr. Prospector）USA８勝，テ

ストＳ‐G2，フォールハイウエイトＨ‐G2，トルーノースＨ‐G3，etc.
ザプライムミニスター The Prime Minister（87 牡 Deputy Minister）U
SA５勝，米グッドウッドＨ‐G2，種牡馬

［孫］ ダイジュールDayjur（87 牡 Danzig）GB・FR・USA７勝，ナンソープ
Ｓ‐G1，ヘイドックスプリントＣ‐G1，アベイドロンシャン賞‐G1，etc.，
種牡馬

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

アイアンマスク Iron Mask（98牡 Danzig）FR・USA・SIN５勝，アラ
ンベール賞‐G3，P. de la Vallee d'Auge‐L，KrisFlyer Sprint
‐L，etc.，種牡馬

バッファム Buffum（08牡 Bernardini）USA・UAE４勝，ボールドルー
ラーＨ‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

787 オールエリザベス２０２１ 牡・栗 ２／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュゴールドシップ メジロマックイーン

��
��
�ポイントフラッグ芦 2009 パストラリズム

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionオールエリザベス アグネスタキオン

��
��
�オールオールオール青鹿 2014 ＊スターダーラ

1g
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 オールモストゼア（15鹿 ディープインパクト）入着２回，�１勝
本馬の他に産駒あり

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.
アジャストザルート（17牡 ジャスタウェイ）�３勝，鷹取特別２着，鳥取特別３着
ショコラドボンボン（18牝 ハーツクライ）��出走��１勝

３代母 レイトサマー Late Summer（98 USA黒鹿 GoneWest）GB出走
フォーザカウント For the Count（09 牝 Dylan Thomas）SAF２勝，East Cape

Oaks‐L ３着

４代母 サンアンドシェイド Sun and Shade（89 GB鹿 Ajdal）GB・USA４勝，L
ady Morvich H‐L ２着
［子］ ダガーズドローンDaggers Drawn（95牡 Diesis）GB３勝，英シャンペ

インＳ‐G2，リッチモンドＳ‐G2，種牡馬
エネミーアクション Enemy Action（96牝 ＊フォーティナイナー）GB・I
RE・USA２勝，MindyMalone S３着

［孫］ ブレヴィティ Brevity（08 牝 Street Cry）GB・FR２勝，Dick Poole Fill
ies' S‐L，Atalanta S‐L ３着

スーパースルース Super Sleuth（06 牝 Selkirk）GB・IRE入着６回，英１０
００ギニー‐G1 ３着，フレッドダーリングＳ‐G3 ２着，Montrose F
illies S‐L ２着，etc.

コンサイス Concise（10 牝 Lemon Drop Kid）GB・USA２勝，ガーデ
ンシティＳ‐G1 ３着，ロバートＧディックメモリアルＳ‐G3 ２着

［曾孫］ シャドウハンター Shadow Hunter（13 牝 Arcano）GB１勝，Roses S
‐L，コーンウォリスＳ‐G3 ３着，Lansdown S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱奥山ファーム＝日高町正和 �01456-8-3103
生 産 牧 場： 奥山牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

788 オールモストゼア２０２１ 牡・鹿 ５／ ４

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアオールモストゼア
＊ Dubai Destination

��
��
�エヴァディングタンペット鹿 2015 Late Summer

2o
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector S5×M5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

着，緑風Ｓ３着，長良川特別３着，障害１勝

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

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

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

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

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

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

789 カイアナイト２０２１ 牡・黒鹿 ２／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayカイアナイト ＊サンデーサイレンス

��
��
�タンザナイト青鹿 2008 ＊キャサリーンパー

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

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

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

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

賞‐G1 ５着，出雲崎特別

４代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走
［孫］ ダイワメジャー（01牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，安田記念‐G1，マイルＣ

ｈＳ‐G1（２回），皐月賞‐Jpn1，etc.，UAE入着，優短距（2回），種牡馬
ダイワスカーレット（04牝 アグネスタキオン）８勝，有馬記念‐G1，エリ
ザベス女王杯‐G1，桜花賞‐Jpn1，etc.，優３牝，優父内

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

790 カウントオンミー２０２１ �・青鹿 ３／ ９

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� 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

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�サンセットバレー黒鹿 2003 スカーレットリボン

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



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

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

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

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

アレキサンドライトＳ３着，丹沢Ｓ３着

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

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

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

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

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

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

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

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

791 カネスラッゾ２０２１ 牡・鹿 ４／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�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 サクラハゴロモカネスラッゾ
＊ Dancing Spree

��
��
�ベリーローズ栗 2008 Lady Berry

14
Lyphard S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



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

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

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

河原町Ｓ３着，伊良湖特別３着

３代母 オグリロマンス（96芦 ＊ノーザンテースト）２勝

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

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

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

ハーピーマロン（18牝 スマートファルコン）�２勝��，湾岸スターＣ３着

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

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

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

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

792 カラフルロマンス２０２１ 牡・栗 ３／１２

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�クィーンロマンス栗 2015 オグリロマンス

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

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ｓ３着，etc.

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

‐Jpn2，青葉賞‐Jpn3，若草Ｓ‐OP ２着，etc.，種牡馬

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

793 カレイジャスミン２０２１ �・鹿 ３／１１

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�タヤスツヨシ ＊マガロカレイジャスミン ＊エリシオ

��
��
�ラピュセル鹿 2005 アイシーゴーグル

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

価格： 購買者：



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

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

３代母 カールホールクイン（73鹿 ＊ハーケン）��７勝

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

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

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

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

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

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

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

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

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

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アフリート

�
�
�
�
�
�
�
�
� Polite Ladyバンブーエール

＊ Rainbow Quest

��
��
�レインボーウッド栗 2003 Priceless Fame

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�チアズブライトリー チアズダンサーカールブライトリー ＊アラナス

��
��
�カールホールレデイ青 2007 カールホールクイン

＊シヤノンクイーン 1e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

地特別
クラッシードレス（99牝 ＊エリシオ）２勝

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

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

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

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

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

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

795 ギリア２０２１ �・鹿 ４／２４
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellブラックタイド

＊ Alzao

��
��
�ウインドインハーヘア黒鹿 2001 Burghclere

＊

フサイチペガサス Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Fusaichi Pegasus Angel Feverギリア A.P. Indy

��
��
�キャシーズラブ鹿USA 2009 ＊キャシーズクール

9e
Halo S3×M5 Danzig M4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 キューティロンプ（14黒鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シゲルハンマー（19牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）��１勝

２代母 セラフィックロンプ（04青鹿 マンハッタンカフェ）５勝，愛知杯‐G3（２回），府
中牝馬Ｓ‐G3 ２着，マーメイドＳ‐G3 ２着，糺の森特別，尾頭橋特別２着（２回），etc.
ミカタ（13� アドマイヤムーン）�２勝
ヴィーヴァザキング（15牡 ＊キングズベスト）�５勝
マーサーアン（18牡 ルーラーシップ）１勝
リュタン（19牡 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

３代母 エルソル（89鹿 ＊ロイヤルスキー）入着
シュア（98� ＊ソヴィエトスター）３勝，新・新潟市制施行記念３着

４代母 アズマローマン（79青鹿 ＊ラデイガ）１勝，��４勝
［子］ ダイヤッコ（87牝 アズマハンター）��６勝，トゥインクルレディ賞２着

メルクーリオ（93牡 ＊メンデス）１勝，ききょうＳ‐OP ３着，かえで賞３着
［孫］ ショウブパワー（90牡 ブラツクスキー）��６勝，ゴールドＣ，しらさぎ

賞，戸塚記念２着
オーミマツカゼ（95牡 イブキマイカグラ）３勝，千里山特別２着，生田特
別２着，障害１勝

モエレスペクタクル（08牡 ＊マジックマイルズ）�２勝�４勝	５勝，ジ
ュニアクラウン２着

５代母 ＊ハイタニア（71 USA鹿 Buckpasser）不出走
［子］ バンパサー（75牝 ＊ラデイガ）４勝，クイーンＳ，佐渡Ｓ

マルサスMalthus（92 牡 Temperence Hill）USA・PAN４勝，P. Emp
leados de Establos‐L，トラヴァーズＳ‐G1 ３着，ジムダンディＳ
‐G2 ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ アズマイースト（87牡 ＊サウスアトランテイツク）３勝，スプリングＳ
‐Jpn2，ディセンバーＳ‐OP，水仙賞２着，etc.，種牡馬

アゾーマ Azooma（98牝 Schembechler）USA５勝，Kudzu Juvenile S
‐R，Magic City Classic S‐R ２着

販売申込者・所有者： 守矢牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2872
生 産 牧 場： 守矢牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

796 キューティロンプ２０２１ �・青鹿 ３／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーグローリー ＊ホワイトマズル

��
��
�メリッサ青鹿 2013 ストーミーラン

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudキューティロンプ マンハッタンカフェ

��
��
�セラフィックロンプ黒鹿 2014 エルソル

＊ハイタニア 4r
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 キタサンテンビー（16黒鹿 ダイワメジャー）出走
初仔

２代母 ビッグテンビー（98黒鹿 ＊テンビー）１勝
ローレルゲレイロ（04牡 キングヘイロー）５勝，スプリンターズＳ‐G1，高松宮記

念‐G1，阪急杯‐G3，東京新聞杯‐G3，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ２着，etc.，
優短距，種牡馬

カシノネロ（05牡 ＊メイショウドトウ）２勝
トキノヤマトボシ（06� メジロライアン）３勝，積丹特別
マンゴプディング（07牝 ＊ムーンバラッド）２勝，はなのき賞２着，あざみ賞３着
リキサンマックス（08牡 キングヘイロー）１勝，きさらぎ賞‐G3 ２着
イントゥザブルー（09牡 キングヘイロー）１勝，会津特別２着
アメージングムーン（10牝 アドマイヤムーン）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ３着

ノースブリッジ（18牡 モーリス）�５勝，エプソムＣ‐G3，ラジオＮＩＫＫＥ
Ｉ賞‐G3 ３着，アメジストＳ，ｔｖｋ賞，葉牡丹賞

キタサンラブコール（11牡 キングヘイロー）４勝，中京日経賞，ハッピーエンドＣ，
フィリピンＴ３着，秋明菊賞３着

キャノンプレート（12� マンハッタンカフェ）１勝，�７勝�２勝
ジョワユーズ（15牝 ＊エンパイアメーカー）１勝
ディービースクエア（19牡 ディーマジェスティ）��１勝

３代母 モガミヒメ（92黒鹿 ＊カコイーシーズ）�２勝��１勝�，東京３歳優駿牝馬２着
ラヴァーズレーン（00牝 メジロライアン）５勝，由布院特別，桜島特別，ホンコン

ＪＣＴ３着
トキノフウジン（07牡 キングヘイロー）５勝，ＴＶ静岡賞，美唄特別，アカシ

ヤ特別２着，障害１勝
スルターナ（12牝 キングヘイロー）４勝，天の川賞，はこべら賞
オセアダイナスティ（18牡 オルフェーヴル）�３勝，津軽海峡特別，湯浜特別

ローレルウェルシュ（03牡 ＊テンビー）４勝，秋保特別，��２勝
ゼフィランサス（08牝 キングヘイロー）３勝

ディープボンド（17牡 キズナ）�４勝，阪神大賞典‐G2（２回），京都新聞杯
‐G2，etc.，FR１勝，フォワ賞‐G2

キタサンイナズマ（10牡 キングヘイロー）３勝，タケホープＣ，銀蹄Ｓ２着

販売申込者・所有者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

797 キタサンテンビー２０２１ �・黒鹿 ３／ ４

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hurry Home Hillaryトビーズコーナー ブランドンズライド Mister Frisky

��
��
�Brandon's RideUSA 栗 2008 Mrs. Bumble

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケキタサンテンビー ＊テンビー

��
��
�ビッグテンビー黒鹿 2016 モガミヒメ

＊セレタ 1b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 キテキ（07鹿 ＊スキャターザゴールド）�２勝��３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－５（19）〕
ニシケンマチェーテ（14牡黒鹿 アサクサキングス）�２勝��１勝
ムービンオン（15牝鹿 スズカコーズウェイ）�２勝�１勝
ノースヒビキ（16牝黒鹿 ベルシャザール）��２勝�２勝���
コウキトウライ（17牝鹿 ＊プリサイスエンド）�３勝�入着，ロータスクラウン賞
（Ｄ2000）２着

アイラグピース（18牝鹿 スマートファルコン）	６勝

２代母 クチブエ（94鹿 ＊アサティス）１勝，江差特別２着
グランドホイッスル（01牝 シアトルスズカ）３勝

ルイカズマ（11牡 ＊パイロ）２勝，ヤマボウシ賞３着，�２勝	１勝
パイロキネシスト（12牡 ＊パイロ）４勝，立川特別，丹沢Ｓ３着，etc.，��５

勝，佐賀スプリングＣ（２回），中島記念２着，佐賀王冠賞２着，etc.
ドゥラリュール（13
 ゴールドアリュール）３勝，両津湾特別，鳥屋野特別２

着，麒麟山特別２着，��６勝，九州ＣｈＳ，佐賀王冠賞
ハヤブサナンデダロ（14牡 ＊パイロ）３勝，駒場特別，わらび賞３着

スーパーパワー（05牡 ＊スキャターザゴールド）入着，�２勝��12 勝�３勝�，金
盃，勝島王冠，赤レンガ記念，星雲賞，星雲賞２着

ハヤフエ（06牝 ＊グレートサクセス）�１勝�
フォッケウルフ（08牡 ＊サウスヴィグラス）��６勝�１勝�３勝
ハンドフルート（10牝 スズカマンボ）�４勝�入着�

３代母 アイシャドー（86鹿 ＊エンペリー）４勝，ＳＴＶ賞，ＨＢＣ杯２着，八重桜賞３着
アイビートユー（93牝 ヤマニンスキー）４勝，長万部特別３着
ドリーミーアイ（95牝 ＊カコイーシーズ）不出走

タマモグレアー（04
 ジェニュイン）４勝，シャングリラ賞，etc.，障害４勝，
京都ハイジャンプ‐JG2，中山大障害‐JG1 ２着

ダイワビーコン（96牡 ＊アサティス）入着５回，�３勝�３勝��，吉野ヶ里記念３着

４代母 スイートベルン（80鹿 ＊パーソロン）出走
［子］ ユーワジェームス（84牡 ＊モガミ）３勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，

有馬記念‐Jpn1 ２着，菊花賞‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 元茂 修一＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3417
生 産 牧 場： 元茂 修一
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

798 キテキ２０２１ 牡・鹿 ３／１８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�スキャターザゴールド Dance Smartlyキテキ ＊アサティス

��
��
�クチブエ鹿 2007 アイシャドー

＊スヰート 1s
Mr. Prospector M3×S4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ギンマクノヨウセイ（02鹿 ＊グラスワンダー）�５勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－７（44）〕
ドリームスクリーン（09�栗 アドマイヤムーン）�10 勝���
キンショータイム（10牡栗 ＊ブライアンズタイム）２勝，��１勝・２勝	２勝

メジャーホープ（11牡栗 アドマイヤジャパン）�６勝�
キンショードリーム（13牡鹿 ＊エンパイアメーカー）��２勝
ギンチャン（14牝鹿 ＊パイロ）��９勝�１勝��５勝�
ブラックオリーブ（15牝青鹿 ブラックタイド）�１勝�入着２回��
シニョーラ（17牝鹿 スマートファルコン）�５勝�入着
ギンノカミカザリ（19牝芦 ＊ザファクター）�入着３回

２代母 オギティファニー（91鹿 ＊スマコバクリーク）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，
札幌スプリントＳ‐Jpn3 ２着，札幌スプリントＳ‐Jpn3 ３着，キーンランド
Ｃ‐OP，白樺賞‐OP ２着，etc.
マッキーヴォーグ（98牝 ダンスインザダーク）出走

マッキーバクシン（03牡 サクラバクシンオー）３勝，別府特別，豊橋特別
マッキーコバルト（06牡 ジャングルポケット）４勝，美利河特別，三河特別，

醍醐Ｓ２着，北九州短距離Ｓ２着，道新スポーツ杯２着，etc.
ミスターマスタード（08牡 ジャングルポケット）２勝，平ヶ岳特別２着

ベルソング（99牝 ＊トニービン）�１勝
レイナフェリス（00牝 ＊コマンダーインチーフ）�２勝��入着
スパイシーキティ（03牝 ＊タバスコキャット）�３勝	２勝

シーギリヤガール（10牝 スターリングローズ）１勝，すずらん賞‐OP，�３勝
��，北斗盃，栄冠賞
コスモジェミラ（17牝 ゴールドシップ）�２勝，江坂特別２着

３代母 テイーアツプ（84黒鹿 ＊ソーブレスド）２勝，岩室特別

４代母 イチコ（64栗 ＊ダイハード）６勝，クイーンＣ，オークス４着，日吉特別，フ
リージア特別
［子］ アンセルモ（72牝 ＊ホワイトフアイア）５勝，牝馬東タイ杯，クイーンＳ，

安田記念３着，etc.

販売申込者・所有者： 阿部 栄乃進＝厚真町浜厚真 �0145-28-2609
生 産 牧 場： 阿部 栄乃進
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

799 ギンマクノヨウセイ２０２１ 牡・鹿 ３／１６

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraギンマクノヨウセイ ＊スマコバクリーク

��
��
�オギティファニー鹿 2002 テイーアツプ

＊セレタ 1b
Danzig S3×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 クインズキンバリー（13鹿 ゼンノロブロイ）�１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ブラックサウザー（19牡青 ＊ダノンレジェンド）�入着２回
キタカラキタダイヤ（20牝栗 スズカコーズウェイ）��出走

２代母 プリエミネンス（97鹿 ＊アフリート）６勝，エルムＳ‐Jpn3，etc.，��６勝
�１勝���	入着５回，彩の国浦和記念‐Jpn2，マーキュリーＣ‐Jpn3，マリ
ーンＣ‐Jpn3（２回），スパーキングＬＣ‐Jpn3，etc.

＊プリモウェイ（05牝 Giant's Causeway）USA入着２回
タイトロープウィン（16牝 ＊サウスヴィグラス）�２勝，ポプラ特別３着

＊ハヤブサエミネンス（07牝 Medaglia d'Oro）２勝
ハヤブサマカオー（15牡 ＊シニスターミニスター）２勝，エニフＳ‐L ２着，な

でしこ賞，�
５勝�１勝��入着２回��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2
＊メダグリアスズカ（08牡 Medaglia d'Oro）�１勝�７勝
＊ヴィットリオドーロ（09牡 Medaglia d'Oro）４勝，小金井特別３着，種牡馬
ホールドミータイト（11牝 ＊コマンズ）入着３回

スティールペガサス（17牡 ＊サウスヴィグラス）��５勝��２勝�入着�，道
営スプリント２着，エトワール賞２着，南部駒賞２着，星雲賞３着

ブレークオンスルー（14牡 ＊サウスヴィグラス）１勝，���３勝�１勝
イージーナウ（16牝 ＊シニスターミニスター）�３勝��２勝，ブロッサムＣ

３代母 アジテーション（89鹿 Caerleon）入着３回
スタートマーチ（96牝 ＊ドクターデヴィアス）２勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，チュ

ーリップ賞‐Jpn3 ３着，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ４着，etc.
タキオンバッハ（03牡 アグネスタキオン）１勝，揖斐川特別２着

４代母 ＊ランザリスク（76 GB鹿 Run the Gantlet）GB出走
［子］ リスクミ－Risk Me（84牡 Sharpo）GB・FR・IRE・USA５勝，パリ大

賞‐G1，ジャンプラ賞‐G1，グリーナムＳ‐G3，etc.，種牡馬
アイオーユー（90牝 ヤマニンスキー）７勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，フェブ
ラリーＳ‐Jpn2 ２着，ウインターＳ‐Jpn3 ２着，etc.，��入着２回

［孫］ グレイリスクGrey Risk（93 牡 Kendor）FR４勝，メシドール賞‐G3，
P. de Saint Patrick‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614

800 クインズキンバリー２０２１ �・黒鹿 ５／１４
＊

＊カンパラ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� トニービン

�
�
�
�
�
�
�
�
� Severn Bridgeジャングルポケット

＊ Nureyev

��
��
�ダンスチャーマー鹿 1998 Skillful Joy

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルクインズキンバリー ＊アフリート

��
��
�プリエミネンス鹿 2013 アジテーション

＊ランザリスク 5d
Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 クリムゾンフレア（01鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：14，勝馬（勝鞍）数：中央－４（５），地方－８（53）〕
ルナレーヴェ（06牝栗 ＊タイキシャトル）１勝
サイカニア（07牡鹿 ＊バゴ）２勝
ゴシック（08牡栗 マヤノトップガン）１勝
ヴァルカモニカ（09牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝�２勝�８勝
ビリーバローズ（11牡栗 キングカメハメハ）��９勝
シャドウキングマン（12牡鹿 ＊エンパイアメーカー）�９勝��入着
カゼノシッポ（13牝栗 ジャングルポケット）１勝，�４勝
シモンズ（15牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，��２勝
ユイノムサシ（16牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着２回，���１勝�３勝
レイズアストーム（17牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝��７勝
ハローキャシー（18牝黒鹿 ＊ディスクリートキャット）��６勝
エックスフレア（19牡鹿 ストロングリターン）���出走
サバンナテソーロ（20牝鹿 ＊ビーチパトロール）�未出走

２代母 ビューティソング（97鹿 ＊デインヒル）不出走
ストラディヴァリオ（03牡 ＊クロフネ）４勝，総武Ｓ２着，甲南Ｓ２着
ジュリエットソング（09牝 ディープインパクト）１勝

シェーンリート（15牝 ＊ヘニーヒューズ）��３勝，平和賞３着
ココロノアイ（12牝 ステイゴールド）３勝，チューリップ賞‐G3，アルテミスＳ

‐G3，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，福島ＴＶＯＰ‐L ２着，マーメ
イドＳ‐G3 ３着

コウギョウマシェリ（13牝 ＊アサクサデンエン）１勝
テリオスマナ（18牝 エピファネイア）�１勝，栄特別２着，ひめさゆり賞３着

３代母 マックスジョリー（90鹿 ＊リアルシヤダイ）２勝，オークス‐Jpn1 ３着，桜
花賞‐Jpn1 ３着，アネモネＳ‐OP ２着，クローバー賞‐OP ２着，サフラン賞

４代母 マツクスビユーテイ（84鹿 ＊ブレイヴエストローマン）10勝，オークス‐Jpn1，
桜花賞‐Jpn1，ローズＳ‐Jpn2，神戸新聞杯‐Jpn2，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： 山口 忠彦＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3501
生 産 牧 場： 山口 忠彦
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

801 クリムゾンフレア２０２１ �・栗 ５／１７
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellクリムゾンフレア ＊デインヒル

��
��
�ビューティソング鹿 2001 マックスジョリー

＊タイランツクヰーン 14f
Roberto S3×M5 Hail to Reason S4×M4 Nashua S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 クレタパラドックス（07鹿 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（８）〕
トゥルーセオリー（13牝黒鹿 マンハッタンカフェ）�１勝�２勝�
ハロングロットル（16牝芦 キャプテントゥーレ）�２勝
フィドル（17牝鹿 ヴィクトワールピサ）１勝，�３勝
ソングフォーマーヤ（19牝鹿 ディーマジェスティ）�入着２回
ヒープパラドックス（20牡鹿 レッドファルクス）�未出走

２代母 ＊ブラッシングインザレイン（88 USA鹿 Blushing Groom）不出走
ホットマイハート（96牝 ＊モガンボ）�２勝�５勝�，こまくさ賞，すみれ賞３着
トーホウシデン（97牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，中山金杯‐Jpn3，エイプリルＳ‐L，

菊花賞‐Jpn1 ２着，毎日王冠‐G2 ２着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
オースミブラッシー（98牝 ナリタブライアン）出走

ザグ（06牡 ニューイングランド）１勝，�	４勝�５勝，スパーキングサマー
Ｃ３着，建依別賞２着，大高坂賞３着，珊瑚冠賞３着

トライワンズラック（99牡 ＊トニービン）６勝，フェアウェルＳ，シャングリラ賞，
赤富士Ｓ２着

シルクプロシード（00牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝，
２勝
シルクアンフィニ（01牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

ラッシュアウト（14� ＊ケイムホーム）３勝，袖ケ浦特別，黒松賞，房総特別２着

３代母 ＊ダンシンインザレイン（80 USA鹿 Nijinsky）USA２勝
サルズシャトル Sal's Shuttle（84 牡 Mr. Prospector）USA４勝，Marfa H２着
ベストダンシング（90牝 ＊トニービン）３勝，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn3 ２着，

中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ５着，etc.
ベストアルバム（00牝 メジロライアン）５勝，ローズＳ‐Jpn2 ３着，萩Ｓ‐OP

３着，千里山特別，etc.

４代母 ショーレイディ Show Lady（76 USA鹿 Sir Ivor）不出走
［孫］ ハリケインスカイ Hurricane Sky（91牡 StarWatch）AUS６勝，ＡＴ

ＣオールエイジドＳ‐G1，ＭＲＣブルーダイアモンドＳ‐G1，ＭＲＣ
コールフィールドオータムクラシック‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲山際牧場＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2147
生 産 牧 場： ㈲山際牧場
飼 養 者： ㈲山際牧場＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2147

802 クレタパラドックス２０２１ �・鹿 ３／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモクレタパラドックス
＊ Blushing Groom

��
��
�ブラッシングインザレイン鹿 2007 ＊ダンシンインザレイン

8f
Halo S4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 クロスアンジュ（13青鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝，�５勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ベルドラゴ（19牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

２代母 マンハッタン（97鹿 ＊アフリート）３勝，若菜賞２着，唐津特別３着，日向特
別３着
メトロノース（06牡 アドマイヤコジーン）２勝，摩耶Ｓ，etc.，�１勝�３勝�９勝

��，北海道２歳優駿‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ４着，吉野ヶ里記念，
九千部山賞，etc.

スタテンアイランド（07牝 デュランダル）��５勝�入着３回
マンハッタンコード（09牡 ネオユニヴァース）２勝，花見山特別
ローズヒル（10牝 フジキセキ）�１勝��１勝
フィーユドトネール（14牝 カネヒキリ）�１勝��６勝

３代母 ユーワジョイナー（90黒鹿 ＊ミルジヨージ）１勝
アルアラン（96牡 ＊アルカング）６勝，東海Ｓ‐Jpn2 ３着，etc.，�１勝�１勝�

	，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，オグリキャップ記念‐Jpn2
パーフェクトジョイ（03牝 ステイゴールド）５勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，大阪城Ｓ

‐L ３着，スイートピーＳ‐L ３着，etc.
オリオンスターズ（04牡 サクラバクシンオー）５勝，伏見Ｓ
シャドウシルエット（05牝 ＊シンボリクリスエス）不出走

ケイアイチョウサン（10牡 ステイゴールド）３勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3，
京成杯‐G3 ３着，福島民報杯‐L ３着，etc.

オジュウチョウサン（11牡 ステイゴールド）�２勝，障害 18勝，中山グランド
ジャンプ‐JG1，中山大障害‐JG1（３回），阪神スプリングジャンプ‐JG2
（３回），etc.，優障害（4回）

アップアンカー（10牡 サクラバクシンオー）１勝，�12 勝	３勝��入着��
，
くろゆり賞，名港盃

４代母 サシマサンダー（78栗 ＊ネヴアービート）不出走
［子］ ユーワフォルテ（85牡 ＊ミルジヨージ）５勝，新潟大賞典‐Jpn3，総武特

別，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲アサヒ牧場＝新冠町朝日 �090-6871-4540
生 産 牧 場： ㈲アサヒ牧場
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

803 クロスアンジュ２０２１ 牡・青鹿 ３／ ８
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンクロスアンジュ ＊アフリート

��
��
�マンハッタン青鹿 2013 ユーワジョイナー

＊シアラ 4i
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Mill Reef S5×M5

価格： 購買者：



母 クラリン（07鹿 キングヘイロー）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（５）〕
クラヴィスオレア（16�黒鹿 レッドスパーダ）３勝，クローバー賞‐OP（芝 1500）３

着，日高Ｓ（芝 1500），鎌ケ谷特別（芝 1600），多摩川Ｓ（芝 1400）３着，キャン
ドルライト賞（芝 1600）３着，�１勝�１勝，ＯＲＯターフスプリント（芝 1000）

ビービースパート（18�栗 レッドスパーダ）��３勝

２代母 バトルサンサシオン（98鹿 ＊オジジアン）出走
ザバトルアスラン（06牡 ＊ティンバーカントリー）�２勝�１勝
エイユーバトル（10� ＊スウェプトオーヴァーボード）�３勝
タケマルワンダー（11牡 アドマイヤジャパン）�６勝
ゴッデスオブエッジ（15牝 スクリーンヒーロー）�２勝
タケマルビクトリー（16牡 ローズキングダム）��３勝

３代母 ＊ザカリフ（88 IRE 鹿 Lomond）不出走
シロキタロベルト（96牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，かきつばた賞２着
フミノアンタレス（99牝 ＊ジェイドロバリー）２勝，�５勝�１勝�入着

ジョーオリオン（09牡 ダイワメジャー）４勝，立春賞，新発田城特別，高尾特
別２着，etc.，	
１勝�入着

４代母 レイディカピュレット Lady Capulet（74 USA芦 Sir Ivor）GB・IRE１勝，
愛１０００ギニー‐G1，コロネイションＳ‐G2 ２着，愛プリティポリーＳ‐G2 ３着
［子］ エルプラード El Prado（89牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE４勝，愛

ナショナルＳ‐G1，ベレスフォードＳ‐G2，レイルウェイＳ‐G3，etc.，
種牡馬

エンタイトルド Entitled（84 牡 Mill Reef）GB・IRE２勝，デズモンドＳ
‐G3，愛２０００ギニー‐G1 ２着，フィーニクスチャンピオンＳ‐G1 ２
着，etc.，種牡馬

ポートレイトギャラリー Portrait Gallery（90 牡 Sadler's Wells）IRE３
勝，ブランドフォードＳ‐G2 ２着，Saval Beg S‐L ２着，カラＣ
‐G3 ３着，etc.，種牡馬

［孫］ ライトウェイ RightWay（89� Ahonoora）IRE・HKG11勝，Stewar
ds' Cup‐L，Sha Tin Trophy‐L，Chairman's Prize‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

804 クラリン２０２１ 牡・栗 ５／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイロークラリン ＊オジジアン

��
��
�バトルサンサシオン鹿 2007 ＊ザカリフ

1l
Halo S4×M4 Hail to Reason S5×S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5
Sir Ivor M5×M5
価格： 購買者：



母 キタサンポケット（14黒鹿 ジャングルポケット）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
マルノアンナ（19牝鹿 ＊ヘニーハウンド）�出走

２代母 キタサンユキ（05青 ＊マリエンバード）１勝
ダイリュウスター（12牡 ＊ロージズインメイ）�１勝�２勝
キタサンボサツ（15牝 キングヘイロー）��１勝
キタサンルージュ（16牝 ＊ヘニーヒューズ）�３勝���

３代母 キタサンヒボタン（99黒鹿 フジキセキ）５勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，フィ
リーズレビュー‐Jpn2 ３着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ４着，すずら
ん賞‐OP，新潟日報賞
キタサンオリュウ（06牝 ＊マリエンバード）入着２回

ニシノアンジュ（12牝 キングヘイロー）入着６回，稲光特別２着，郡山特別２
着，�３勝

キタサンスズラン（07牝 ＊アルカセット）２勝
スティールグレート（18牡 ＊アジアエクスプレス）��４勝�入着，知床賞２着，

栄冠賞２着

４代母 キタサンクイン（84黒鹿 ＊ロジンスキー）��４勝，東京プリンセス賞３着
［子］ キタサンチャンネル（98牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，ＮＺトロフィ

ー‐Jpn2，米子Ｓ‐L，アーリントンＣ‐Jpn3 ２着，etc.
キタサンフドー（94牡 サクラホクトオー）３勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2
３着，小倉３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，河北新報杯，etc.

キタサンテイオー（90牡 ＊サウスアトランテイツク）１勝，朱鷺Ｓ‐OP ２
着，etc.，��５勝，全日本３歳優駿，平和賞，etc.

［孫］ キタサンサジン（12牡 ＊サウスヴィグラス）５勝，栗東Ｓ‐L ３着，コーラ
ルＳ‐L ３着，etc.，障害１勝，��１勝，東京スプリント‐Jpn3

キタサンツバサ（09牡 ＊アジュディケーティング）��４勝�入着２回�，
クラウンＣ，由布岳賞２着

販売申込者・所有者： ㈲ヤマタケ牧場＝新冠町高江 �0146-47-2634
生 産 牧 場： ㈲ヤマタケ牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

805 キタサンポケット２０２１ �・黒鹿 ４／１６

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーキタサンポケット ＊マリエンバード

��
��
�キタサンユキ黒鹿 2014 キタサンヒボタン

＊種道 22
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ケンコウランハート（04黒鹿 タニノギムレット）��２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（５）〕
ジュリアン（12牝芦 フサイチリシャール）��５勝
フランコイメル（18牡黒鹿 ベルシャザール）�１勝，荒川峡特別（芝 2400）３着
アイムアグレッシブ（19牡栗 アンライバルド）��入着５回

２代母 ＊ブレーヴユアハート（96 IRE 芦 Caerleon）１勝，つわぶき賞３着
タニノバロン（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，会津特別２着
ザザ（05牝 ダンスインザダーク）２勝，マカオＪＣＴ，筑紫特別２着
シェール（10牝 ＊ストーミングホーム）１勝

３代母 パサマクオディ Passamaquoddy（80 USA芦 Drone）USA７勝，Mill Race H
，Susan's Girl S‐R，Roseanna S‐R ２着，Rancocas H‐L ３着
タマニー Tammany（88牡 Mr. Prospector）USA３勝，Heritage S‐L ３着，

種牡馬
タミーム Tamim（89牡 Topsider）GB・UAE10 勝，Doncaster S‐L，Jebel

Ali Sprint‐L ３着
フマーム Humam（90牡 Nijinsky）GB・AUS３勝，Chesham S‐L，ヴィンテ

ージＳ‐G3 ２着，King Charles II S‐L ３着，etc.，種牡馬
＊パパゴ（91牝 Sadler's Wells）GB・FR１勝，レゼルヴォワール賞‐G3 ２着

フィガーオヴエイト Figure of Eight（99 牝 Octagonal）AUS出走
エイトストリート Eight Street（04� Street Cry）SAF・ZIM７勝，ヴィ
クトリームーンＳ‐G2，カップトライアル‐G3，Castle Tankard‐L
２着，etc.

オッティモOttimo（09� Oratorio）SAF６勝，ウムコマジＳ‐G2，Ea
st Cape Guineas‐L，Ibhayi S‐L ２着，etc.

メイショウベルーガ（05牝 ＊フレンチデピュティ）７勝，京都大賞典‐G2，日経
新春杯‐G2，エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.
メイショウテンゲン（16牡 ディープインパクト）�２勝，弥生賞‐G2，阪
神大賞典‐G2 ３着，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，etc.

ミステリードリームMystery Dream（95牝 Caerleon）IRE１勝
イビサ Ibiza（04 牝 Anees）VEN８勝，P. Eduardo Larrazabal Eduardo‐L，

P. Fuerza Aerea Bolivariana‐L，P. Miss Marena‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ヤマイチ牧場＝むかわ町穂別和泉 �0145-45-2938
生 産 牧 場： ㈲ヤマイチ牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

806 ケンコウランハート２０２１ 牡・鹿 ３／２８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルケンコウランハート
＊ Caerleon

��
��
�ブレーヴユアハート黒鹿 2004 Passamaquoddy

3d
Nijinsky M4×S5

価格： 購買者：



母 コマノリリー（11鹿 キングカメハメハ）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－１（１）〕
コマノバルーガ（16牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）２勝
コマノウインクル（17牡黒鹿 キズナ）３勝，魚沼特別（芝 2000），弥彦Ｓ（芝 1800）

２着，逆瀬川Ｓ（芝 1800）２着，難波Ｓ（芝 1800）３着
メイクストーム（20牝鹿 ＊ディスクリートキャット）��１勝

２代母 リンデンジョオー（93鹿 ＊リアルシヤダイ）入着２回
コマノシャーク（99牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，鳴海特別，和田岬特別３着
コマノマコ（00牝 ＊フォーティナイナー）３勝，鎌倉特別３着，�１勝

コマノスクアーロ（08牝 ゼンノロブロイ）１勝，ニセコ特別２着
コマノゼニト（16牡 エイシンフラッシュ）２勝，三浦特別３着

コマノハイ（02牡 スペシャルウィーク）３勝，阿寒湖特別，英彦山特別，黄菊賞３着
コマノルカン（03牡 ＊ボストンハーバー）４勝，醍醐特別，ＳＴＶ賞，山城Ｓ２着，

壬生特別２着
コマノティブロン（07牡 マンハッタンカフェ）１勝
コマノアクラ（08牝 フジキセキ）入着

コマノインパルス（14牡 ＊バゴ）２勝，京成杯‐G3，葉牡丹賞２着
コマノガレオス（09牡 ＊ボストンハーバー）２勝

３代母 リンデンリリー（88栗 ＊ミルジヨージ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，ロー
ズＳ‐Jpn2，馬籠特別
リンデンルレーブ（95牝 ＊ノーザンテースト）２勝，浄土平特別３着

マスイデア（09牝 リンカーン）４勝，美利河特別，ＳＴＶ杯，ＨＴＢ杯３着，etc.
ヤマカツリリー（00牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，

阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ３着，etc.
ヤマカツハクリュウ（07牡 ＊クロフネ）５勝，奥多摩Ｓ，神奈川新聞杯，竹尾特

別，etc.，障害２勝
ハナイチリン（03牝 ＊ボストンハーバー）４勝

ヒラソール（16� マツリダゴッホ）４勝，名鉄杯‐OP ３着，天保山Ｓ‐OP ３
着，高瀬川Ｓ，��１勝��

販売申込者・所有者： ㈲新井牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4136
生 産 牧 場： ㈲新井牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

807 コマノリリー２０２１ �・鹿 ４／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスコマノリリー ＊リアルシヤダイ

��
��
�リンデンジョオー鹿 2011 リンデンリリー

＊シユリリー 7d
Mr. Prospector M4×S5 Hail to Reason S5×M5 In Reality S5×M5

価格： 購買者：



母 コスモメソッド（14鹿 ヴィクトワールピサ）�５勝，大観峰賞（Ｄ1750）
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
インザライフ（19牝黒鹿 トゥザグローリー）���１勝
バクシーシ（20牡青鹿 トゥザグローリー）�地方未出走

２代母 アイアイサクラ（01鹿 ＊ペンタイア）３勝，錦秋特別３着
マイネルアイザック（09牡 ステイゴールド）４勝，江坂特別，奥の細道特別，湾岸

Ｓ２着，兵庫特別２着，緑風Ｓ３着，etc.，障害１勝
コスモプラナス（11牝 ＊コンデュイット）�１勝�入着３回��
コスモヴェルフェン（12牡 ステイゴールド）�２勝��
マイネルエポレット（16牡 トーセンホマレボシ）���２勝�２勝
スマイルサクラ（17牝 ジョーカプチーノ）��５勝

３代母 ラウレルシーダー（84鹿 サクラシヨウリ）５勝，播磨特別，石清水特別，高山
特別，琵琶湖特別３着，豊明特別３着
フォートベンチ（94牝 ＊イブンベイ）�１勝�６勝
ローズウッド（99牝 ＊ホワイトマズル）３勝，福島２歳Ｓ‐OP ３着，須賀川特別，

塩屋埼特別，etc.
ノブヴィクトリー（08牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
ライブリシュネル（10牡 アドマイヤコジーン）３勝，知立特別
パオロッサ（12牝 マツリダゴッホ）１勝，�２勝��

トーセングレイス（02牝 フサイチソニック）１勝

４代母 ギフトベンチ（79鹿 ＊デイバインギフト）不出走
［子］ ドリームジョイナー（88牝 ＊ノーザリー）	４勝，いで湯賞

５代母 マスベンチ（69黒鹿 ＊キングスベンチ）５勝，短距離特別，嵯峨特別，まりも賞
［子］ ヒシノリフオー（82牡 ＊リイフオー）８勝，関屋記念‐Jpn3，セントウル

Ｓ‐Jpn3 ２着，飛騨特別，etc.
［孫］ アサカリフアード（84牡 ＊リイフオー）２勝，アマリリス賞，御岳特別３

着，	２勝
入着
［曾孫］ ヤマヒサウイング（88牡 ＊プルラリズム）４勝，ＴＶＱ杯，飛梅賞，万葉

Ｓ２着，etc.

販売申込者・所有者： 山口 義彦＝浦河町絵笛 �0146-22-0715
生 産 牧 場： 山口 義彦
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

808 コスモメソッド２０２１ �・黒鹿 ４／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

ネオユニヴァース

�
�
�
�
�

��
��

�ヴィクトワールピサ ＊ホワイトウォーターアフェアコスモメソッド ＊ペンタイア

��
��
�アイアイサクラ鹿 2014 ラウレルシーダー

＊星旗 16h
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラヴィッキー（04栗 ダンスインザダーク）��入着５回
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－４（19）〕
サクラインザスカイ（09牡栗 ＊ワイルドラッシュ）４勝，初春Ｓ（Ｄ1200），黒松賞
（芝 1200）３着，�２勝�７勝�入着��，トレノ賞（Ｄ1300），黒潮スプリン
ターズＣ（Ｄ1300）２着，旭岳賞（Ｄ1600）３着，エトワール賞（Ｄ1200）３着

サクラストラーダ（12牝栗 ＊ストラヴィンスキー）�４勝
ノーブルサファイア（14牝栗 ＊サウスヴィグラス）��４勝�１勝，ノースクイー

ンＣ（Ｄ1800）３着
ハッピースカイ（17牝栗 ＊シニスターミニスター）���１勝
エコロファルコン（18牡鹿 ホッコータルマエ）�２勝，アプローズ賞（Ｄ1600）２着
シナモンロール（19牝栗 ストロングリターン）�入着２回

２代母 サクラヴィクトリア（99栗 ＊トニービン）２勝，秋華賞‐Jpn1 ２着，ローズＳ
‐Jpn2 ２着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，呉竹賞，��１勝，関東オークス‐Jpn3
サクラヴィクトリー（09牡 タニノギムレット）２勝，石打特別，葉山特別３着，�

４勝�入着２回

３代母 サクラユスラウメ（94栗 サクラユタカオー）１勝
サクラボールド（07牡 ＊オペラハウス）３勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，八雲特別，いわき

特別，etc.，�３勝
サクラスリール（10牝 ＊ファンタスティックライト）不出走

アワジノサクラ（16牡 メイショウサムソン）��９勝�入着，白鷺賞２着，は
がくれ大賞典３着

カプリフレイバー（17牡 ＊サウスヴィグラス）���７勝，川崎スパーキングス
プリント，優駿スプリント，船橋記念２着，etc.

ラッキードリーム（18牡 ＊シニスターミニスター）���１勝�７勝�，ＪＢＣ
２歳優駿‐Jpn3，北海優駿，王冠賞，etc.

４代母 セダンフオーエバー（87鹿 マルゼンスキー）不出走
［子］ サクラプレジデント（00牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，中山記念‐Jpn2，

札幌記念‐Jpn2，札幌２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
サクラアルディート（08牡 ディープインパクト）６勝，福島ＴＶＯＰ‐L，
ＡＪＣＣ‐G2 ２着，大阪城Ｓ‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2036
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121

809 サクラヴィッキー２０２１ 牡・栗 ４／１１

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイサクラヴィッキー ＊トニービン

��
��
�サクラヴィクトリア栗 2004 サクラユスラウメ

＊スワンズウツドグローヴ 16a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ゴッドカリビアン（13鹿 ＊ベーカバド）１勝，十勝岳特別（芝 1800）２着，こうや
まき賞（芝 1600）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
ジュンウィンダム（20牝鹿 カレンブラックヒル）�未出走

２代母 オメガカリビアン（05芦 ＊フレンチデピュティ）不出走
レディカリビアン（11牝 ソングオブウインド）入着６回，大通特別３着，�２勝�

１勝�入着��
オヤコダカ（12牡 サムライハート）�17 勝�２勝��入着２回，兵庫ジュニアＧＰ

‐Jpn2 ２着，道営記念２着（２回），笠松ＧＰ２着，旭岳賞（２回），星雲賞（２回），etc.
クールモンスター（14� ＊シンボリクリスエス）���６勝

３代母 ゴッドインチーフ（96芦 ＊コマンダーインチーフ）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1 ３着，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，桜花
賞‐Jpn1 ４着，エルフィンＳ‐OP，etc.
ゴッドスマイルユー（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，伊吹山特別，石清水Ｓ２着，

宇治川特別２着，etc.
ゴッドビラブドミー（04牝 ＊ブライアンズタイム）�７勝

シュエット（13牝 ブラックタイド）�４勝，菊水賞
ライジングドラゴン（15牡 カネヒキリ）３勝，釧路湿原特別，ＴＶｈ賞２着，

梅田Ｓ３着，��入着２回
ミューチャリー（16牡 ＊パイロ）���７勝	１勝，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，

ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，etc.，
ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古牡

ゴッドダンシング（06牝 ダンスインザダーク）１勝
ランドボルケーノ（18牡 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，ドンカスターＣ

ゴッドフローラ（08牝 アグネスタキオン）１勝，�１勝�入着
ゴッドバンブルビー（16牝 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，陽春Ｓ２着，マカオＪＣ

Ｔ２着

４代母 ＊ファーガーズプロスペクト（90 USA芦 Chief's Crown）USA１勝
［孫］ ヌーヴォレコルト（11牝 ハーツクライ）５勝，オークス‐G1，中山記念

‐G2，ローズＳ‐G2，etc.，USA・HKG１勝

販売申込者・所有者： 芳住 鉄兵＝新冠町大富 �0146-47-2931
生 産 牧 場： 芳住 鉄兵
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

810 ゴッドカリビアン２０２１ �・鹿 ３／２０

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ Cape Cross

�
�
�
�
�

��
��

�ベーカバド Behkaraゴッドカリビアン ＊フレンチデピュティ

��
��
�オメガカリビアン鹿 2013 ゴッドインチーフ

＊ファーガーズプロスペクト 3d
Deputy Minister M4×S5 Hold Your Peace S5×M5

価格： 購買者：



母 ゴブレット（13鹿 ＊ホワイトマズル）１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ハルガキタ（18牝栗 エスポワールシチー）�１勝

２代母 ＊カクテル（01 GB鹿 MostWelcome）ITY７勝，P. Cancelli‐L，P. Ca
ncelli‐L ３着，P. Certosa‐L ３着
スペシャルエディション Special Edition（07牝 ＊ファンタスティックライト）ITY３勝
マウントフジ（08牝 Orientate）２勝，�１勝
ジャストザブレイン（09牡 デュランダル）２勝
レイアロハ（10牡 ＊アルデバランⅡ）２勝，�６勝��
ジャストザヨコハマ（12牡 ＊プリサイスエンド）２勝，��１勝

３代母 コカトリスCockatrice（96 GB鹿 Petong）GB出走

４代母 ノーブルペレグリンNoble Peregrine（89 GB鹿 Lomond）FR・ITY２勝
［子］ デュバイズタッチDubai's Touch（04牡 Dr Fong）GB・GER・ITY・T

UR・SAU６勝，Easter S‐L，Goodwood Thoroughbred S
‐L，Washington Singer S‐L，etc.

グラントリーアダムズGrantley Adams（03� Dansili）GB・UAE５勝，
His Highness The President Cup‐L，Starlit S‐L ３着

ノーベリストNobelist（95� Bering）GB・FR・UAE６勝，P. de Pont
arme‐L ２着，ジョンシェール賞‐G3 ３着

ワナビーアラウンドWannabe Around（98� Primo Dominie）GB・
NOR３勝，ダイオメドＳ‐G3 ３着，On the House S‐L ３着，
Royal Windsor S‐L ３着

［孫］ ファイティングキング Fighting King（19牡 Bobby's Kitten）�ITY２勝，
P. Divino Amore‐L ３着

５代母 ノーブルダストNoble Dust（82 USA鹿 ＊ダストコマンダー）不出走
［子］ ノ－ブルバレリ－ナNoble Ballerina（87 牝 Shareef Dancer）FR５勝，

P. Isonomy‐L，P. Madame Jean Couturie‐L ２着，P. R
ose deMai‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

811 ゴブレット２０２１ �・鹿 ３／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeゴブレット
＊ MostWelcome

��
��
�カクテル鹿 2013 Cockatrice

21a
Lyphard M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊キャッスルブラウン（00 USA黒鹿 Silver Hawk）３勝，火打山特別（芝 1800），
三面川特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８），地方－２（４）〕
グレートビンテージ（07牡青鹿 スペシャルウィーク）�３勝
コノハチャン（09牝鹿 スペシャルウィーク）入着，�１勝�
ニシノヘリオス（10牡青鹿 アグネスタキオン）１勝
ニシノラッシュ（12牡鹿 サクラバクシンオー）５勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，新

潟２歳Ｓ‐G3 ３着，クロッカスＳ‐OP（芝 1400），朱鷺Ｓ‐OP（芝 1400）２着，
石清水Ｓ（芝 1400），くるみ賞（芝 1400），佐世保Ｓ（芝 1200）２着，北九州短
距離Ｓ（芝 1200）３着

ニシノスマッシュ（14牡黒鹿 キングカメハメハ）入着，障害１勝
ニシノアスカ（15牝青鹿 ドリームジャーニー）１勝
グランチェイサー（17�黒鹿 ダイワメジャー）�１勝，下北半島特別（芝 1200）２着
トラストメイウェザ（19牡黒鹿 キズナ）�入着２回
ゼロフェイス（20牡鹿 ネロ）�未出走

２代母 ヒロオガーデンHiroo Garden（91 GB鹿 Caerleon）不出走
＊スペアミントキス（96牝 Woodman）１勝
＊デフィニット（97牝 ＊デヒア）１勝

デグラーティア（06牝 フジキセキ）４勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，フェニックス賞
‐OP，北九州短距離Ｓ，ジュライＳ３着

ボールライトニング（13牡 ダイワメジャー）３勝，京王杯２歳Ｓ‐G2，六甲Ｓ
‐LR ３着，飛鳥Ｓ，長岡京Ｓ２着，武庫川Ｓ３着

＊ミントフレーバー（99牝 ＊デヒア）１勝
＊アビリティガーデン（04牡 Grand Slam）１勝，咲花特別２着，柏崎特別２着

３代母 スイーピング Sweeping（86 GB鹿 ＊インデエアンキング）GB・FR１勝，
Princess Elizabeth S‐L ２着，Somerville Tattersall S‐L ３着
デザートリンクスDesert Lynx（93牝 Green Desert）GB２勝

ヌフースNufoos（02 牝 Zafonic）GB３勝，Eternal S‐L，チャートウェル
フィリーズＳ‐G3 ２着，ファースオヴクライドＳ‐G3 ２着，etc.
アウザーン Awzaan（07牡 Alhaarth）GB４勝，ミドルパークＳ‐G1，ミ
ルリーフＳ‐G2，Dubai Duty Free C‐L ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522

812 キャッスルブラウン２０２１ 牡・鹿 ３／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊

シルヴァーホーク Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�Silver Hawk Gris Vitesseキャッスルブラウン ヒロオガーデン Caerleon

��
��
�Hiroo Garden黒鹿USA 2000 Sweeping

4k
Hail to Reason M4×S5 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 クリンゲルベルガー（06芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，三河特別
（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（12）〕
レンベルガー（13牡青鹿 アンライバルド）入着２回，���１勝�２勝�３勝
テイエムウルトラ（15牡青鹿 トーセンホマレボシ）�１勝
グートエーデル（17牝芦 リアルインパクト）�１勝
キタノサスピション（18牝芦 カレンブラックヒル）���２勝�２勝
イチローイチロー（19牡鹿 カレンブラックヒル）�１勝
ベルーガサミット（20牝芦 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 ダイイチリカー（90黒鹿 ＊リアルシヤダイ）４勝，衣笠特別，鳥羽特別，黒竹
賞，寿Ｓ２着，衣笠特別２着，etc.
ダイイチアピール（96牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ホクトスルタン（04牡 メジロマックイーン）５勝，目黒記念‐Jpn2，札幌日経
ＯＰ‐L ２着，みなみ北海道Ｓ‐L ２着，都大路Ｓ‐L ３着，天皇賞（春）
‐G1 ４着，etc.

ドリームシグナル（05牡 ＊アグネスデジタル）２勝，シンザン記念‐Jpn3，京王
杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ４着，朝日杯フューチュリ
ティＳ‐Jpn1 ４着

ダイイチライン（97牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，奥尻特別，紫川特別，淡路特別
２着，野分特別３着，ＳＴＶ杯３着，etc.

ダイイチダンヒル（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，若葉Ｓ‐OP，若駒Ｓ‐OP ２
着，オーストラリアＴ‐OP ３着，福寿草特別，エリカ賞２着

ダイイチサザン（99牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ダイイチボタン（00牝 ＊ティンバーカントリー）１勝

ヒロシゲセブン（15牡 ディープブリランテ）入着，障害３勝，東京ハイジャン
プ‐JG2 ２着

３代母 ダイナフエアリー（83鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，オールカマー‐Jpn3，新
潟記念‐Jpn3，エプソムＣ‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，京成杯‐Jpn3，etc.
サマーサスピション（92牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，青葉賞‐Jpn3，種牡馬
ローゼンカバリー（93牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，目黒記念‐Jpn2，日経賞

‐Jpn2，ＡＪＣＣ‐Jpn2，セントライト記念‐Jpn2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 村上 雅規＝新冠町朝日 �0146-47-2652
生 産 牧 場： 村上 雅規
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

813 クリンゲルベルガー２０２１ 牡・青鹿 ４／１７

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceクリンゲルベルガー ＊リアルシヤダイ

��
��
�ダイイチリカー芦 2006 ダイナフエアリー

＊フアンシミン 9f
Roberto M4×S5 Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 クイーンカアフマヌ（04鹿 ＊キングズベスト）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－３（８）〕
カナロア（09牡鹿 ディープインパクト）４勝，石和特別（芝 1800），ダービースタ

リオンズＳ（芝 2400），瓢湖特別（芝 2200），鴨川特別（芝 2000）２着，潮来特別
（芝 2500）２着，北野特別（芝 2000）２着，南武特別（芝 2400）３着，九州スポー
ツ杯（芝 2000）３着

リリコイパイ（11牝鹿 ディープインパクト）２勝，早苗賞（芝 2000）
ホロムア（12牡鹿 ディープインパクト）�３勝�１勝
アカカ（14牝芦 ＊クロフネ）１勝
グシチャンノカゼ（17�黒鹿 カネヒキリ）入着，��入着２回�２勝�入着��
ヒルノベルモンタ（18�鹿 オルフェーヴル）��２勝�入着
ヒルノハドソン（19牡鹿 ハーツクライ）�地方未出走

２代母 ＊アルアメント（94 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR２勝，クレオパトル賞‐G3
キタサンイチ（05牡 フジキセキ）１勝
カネトシカトリーヌ（09牝 ハーツクライ）１勝

３代母 アリダレス Alydaress（86 USA芦 Alydar）GB・IRE・ITY３勝，愛オーク
ス‐G1，リブルズデイルＳ‐G2，ヨークシャーオークス‐G1 ２着，伊ジョッキー
クラブ大賞‐G1 ２着

＊ライール（96牝 Nureyev）GB１勝
レイマン Layman（02牡 ＊サンデーサイレンス）GB・FR・UAE３勝，ソヴリ

ンＳ‐G3，カブール賞‐G3，モルニー賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ポートレトオヴアレイディPortrait of a Lady（03牝 A.P. Indy）USA１勝
カメオ Cameo（09牝 Shamardal）AUS４勝，イラワラTCキースＦノー
ランクラシック‐G3，SRC Scone Cup‐L，ＭＶＲＣテシオＳ‐G3
２着，etc.

クケラーチャ Kukeracha（17� Night of Thunder）�AUS４勝，ＢＲＣ
クイーンズランドダービー‐G1，BRC Tails Quality S‐L，ゴールド
コーストＡＤホリンデイルＳ‐G2 ３着，etc.

＊アプリシエーション（98牝 Caerleon）IRE出走
フジサン Fujisan（04� フジキセキ）GB・FR・SWE４勝，Zawawi Cup‐L

販売申込者・所有者： 村上 欽哉＝新冠町新栄 �090-7657-6107
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

814 クイーンカアフマヌ２０２１ �・鹿 ３／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaクイーンカアフマヌ
＊ Sadler's Wells

��
��
�アルアメント鹿 2004 Alydaress

14c
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer M4×S5 Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



母 クリアーパッション（11鹿 キングヘイロー）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
メイショウムート（18牡鹿 ディープスカイ）�出走，�２勝
メイショウヤナガセ（19牡栗 トゥザグローリー）�出走
ラシェル（20牝鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 ＊クリアーパス（98 USA栗 A.P. Indy）USA３勝
ランウェイスナップ（05牝 Distant View）�２勝

ヴェントヴォーチェ（17牡 ＊タートルボウル）�５勝，春雷Ｓ‐L，ＴＶｈ杯，鶴
ヶ城特別，はやぶさ賞，雪うさぎ賞２着，etc.

プティプランセス（06牝 キングカメハメハ）３勝，信濃川特別，レインボーＳ３着，
五頭連峰特別３着
ウォータースペース（16牝 ブラックタイド）３勝，新涼特別，駒場特別３着

モンテムーン（07牡 キングカメハメハ）�10 勝��
ズッカ（09牝 スペシャルウィーク）１勝
アローシルバー（12牝 スペシャルウィーク）１勝，�１勝�入着２回�
タイセイエクシード（15牡 エイシンフラッシュ）�１勝
バリフリクリ（18牝 フリオーソ）�２勝

３代母 マサケMasake（88 CAN鹿 Master Willie）USA３勝，ハニムーンＨ‐G3，
California Oaks‐L，ハリウッドオークス‐G1 ３着，Natalma S‐L ３着

＊ストレイラルホーク（99	 Silver Hawk）４勝，ベンジャミンＳ‐OP ３着，グッド
ラックＨ，成田特別２着，etc.

４代母 ノーザンレイクNorthern Lake（69 CAN鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ サザンアロー Southern Arrow（81牡 Smarten）GB・FR・GER・ITY４

勝，伊２０００ギニー‐G1，P. Bimbi‐L，P.dell'Avvenire‐L，種牡馬
［孫］ ウールームールーWoolloomooloo（92牝 Regal Intention）USA７勝，

Canadian H‐L，Dance Smartly H‐L，Bison City S‐R，etc.
ヴァティカンヴァイパー Vatican Viper（95	 Tyrone Terrific）USA12
勝，John Henry H，Louisiana Breeders' Derby‐R，Arcad
ia S‐R ３着，etc.

販売申込者・所有者： 本巣 敦＝浦河町杵臼 �0146-28-1623
生 産 牧 場： 本巣 敦
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

815 クリアーパッション２０２１ �・栗 ２／２５
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイロークリアーパッション
＊ A.P. Indy

��
��
�クリアーパス鹿 2011 Masake

1n
Halo S4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 コウユーユメダンス（07黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ヴィルゲート（18牝鹿 グランプリボス）���１勝�２勝�入着
ムーンプライド（20牝黒鹿 アドマイヤムーン）�未出走

２代母 ＊ヒドゥンダンス（93 USA黒鹿 Nureyev）不出走
トウカイステップ（99牡 ＊ジェイドロバリー）入着２回，障害１勝，��３勝�
トーホウアラン（03牡 ダンスインザダーク）５勝，京都大賞典‐G2，京都新聞杯

‐Jpn2，中日新聞杯‐Jpn3，朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，朝日ＣｈＣ‐G3 ３着，etc.
アブソルートライン（04牝 ダンスインザダーク）�１勝

リテラルフォース（14牡 ＊ホワイトマズル）３勝，梅田Ｓ，伊丹Ｓ２着，�１勝
��２勝

ハイブリッドダンス（13牝 キングカメハメハ）２勝
レーヌダンス（15牝 カネヒキリ）１勝

３代母 ヒドンライト Hidden Light（83 USA鹿 Majestic Light）USA６勝，ハリウ
ッドオークス‐G1，サンタアニタオークス‐G1，デルマーオークス‐G2，La Ha
bra S‐L，プリンセスＳ‐G3 ２着
アーティシラー Artie Schiller（01 牡 El Prado）USA10 勝，ＢＣマイル‐G1，バー

ナードバルークＨ‐G2，メイカーズマークマイルＳ‐G2，ジャマイカＨ‐G2，
ホールオヴフェイムＨ‐G2，etc.，種牡馬

アワテイブルマウンテンOur Table Mountain（03 牝 Fusaichi Pegasus）SAF６
勝，Olympic Duel S‐L，Olympic Duel S‐L ２着，Victress S‐L
３着
シルヴァーマウンテン Silver Mountain（12 牝 Silvano）SAF４勝，ケイプフ

ィリーズギニーズ‐G1，フィリーズチャンピオンシップ‐G2，パドックＳ
‐G1 ３着，etc.

クロスオヴクラウド Cloth of Cloud（13牝 Captain Al）SAF３勝，サウスア
フリカンナーサリー‐G1，プリティポリーＳ‐G3

４代母 タラート Tallahto（70 USA鹿 Nantallah）USA12 勝，ヴァニティＨ‐G1，
サンタバルバラＨ‐G1，オークトリー招待Ｓ‐G1，カールトンＦバークＨ‐G2，
サンタイネスＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 飯岡牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3412
生 産 牧 場： 飯岡牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

816 コウユーユメダンス２０２１ �・黒鹿 ４／１７

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Preachパイロ ワイルドヴィジョン Wild Again

��
��
�Wild VisionUSA 黒鹿 2005 Carol's Wonder

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイコウユーユメダンス
＊ Nureyev

��
��
�ヒドゥンダンス黒鹿 2007 Hidden Light

13c
Northern Dancer M4×M5 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 サクレディーヴァ（13芦 ＊クロフネ）３勝，デイジー賞（芝 1800）３着
初仔

２代母 ラフェクレール（07栗 スペシャルウィーク）入着４回
エピックアン（15牡 ＊クロフネ）�３勝，清里特別２着，大倉山特別２着，鎌倉Ｓ３

着，中京スポーツ杯３着
エイカイキャロル（16牝 ロードカナロア）１勝，医王寺特別２着，��２勝

３代母 アドマイヤマカディ（91栗 ＊ノーザンテースト）不出走
アドマイヤコジーン（96牡 Cozzene）６勝，安田記念‐Jpn1，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，

阪急杯‐Jpn3，etc.，優２牡，優短距，種牡馬
タイキジャンヌ（98牝 ＊ティンバーカントリー）１勝

シゲルサケガシラ（13牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，ごぎょう賞２着，
�４勝��入着�

タイキエンデバー（01牡 ＊タイキシャトル）４勝，尾瀬特別，田舎館特別
マカロンドナンシー（06牝 ダンスインザダーク）１勝

メイショウホシアイ（18牝 モーリス）�３勝，山陽特別，水無月Ｓ２着
サファーガ（09牝 アグネスタキオン）出走

タンレイ（16牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，八代特別２着，���入
着２回

４代母 ＊ミセスマカディー（74 GB鹿 ＊トライバルチーフ）GB・USA８勝，英１０００ギ
ニー‐G1，European Free H，Strensall S，Sanyo S３着
［子］ シティダンサ－Citidancer（86 牡 Lomond）GB・FR・IRE・USA５勝，

グレンカーンＳ‐G3，バリーマコイＳ‐G3，フィーニクスチャンピ
オンＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ジノズスピリッツGino's Spirits（96 牝 ＊ペルジノ）GB・USA９勝，ノーブ
ルダムゼルＨ‐G3，Bryan Station S‐L，Hialeah H‐L，etc.

クル－ンカラ Clooncara（87 牝 King of Clubs）ITY５勝，Criterium
Nazionale‐LR，P. Vittorio Crespi‐L，キウスーラ賞‐G3 ３着，etc.

トブラー Tobler（98� Rebounding Thrill）IND５勝，Pune Derby
‐LR，Super Mile Cup‐L ２着，Indian 2000 Guineas‐LR ３着

販売申込者・所有者： ㈱アスラン＝苫小牧市樽前 �0144-68-0441
生 産 牧 場： ㈱アスラン
飼 養 者： ㈱アスラン＝苫小牧市樽前 �0144-68-0441

817 サクレディーヴァ２０２１ 牡・鹿 ２／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル メジロマックイーン

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューサクレディーヴァ スペシャルウィーク

��
��
�ラフェクレール芦 2013 アドマイヤマカディ

＊ミセスマカディー 14b
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 サツマガイア（08黒鹿 ＊タイキシャトル）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（８）〕
ウルドシャトル（12牡栗 ＊フォーティナイナーズサン）�２勝
サマースワロー（14牝栗 ＊フォーティナイナーズサン）��１勝
オーシャンリバー（17牡栗 ノーザンリバー）��５勝
ワンエルメス（19牝栗 ディーマジェスティ）�１勝

２代母 ＊タイキガイア（00 USA青鹿 Phone Trick）１勝
ピースオブパワー（06牡 フジキセキ）４勝，大沼Ｓ‐OP ３着，銀蹄Ｓ，津軽海峡特

別，ファンタスティックＪＳＴ２着，春望Ｓ３着，etc.，�１勝��

３代母 サーテンシークレット Certain Secret（85 GB黒鹿 Known Fact）GB・IRE
・USA２勝，Athasi S‐L

＊クロフネミステリー（90牝 Clever Trick）６勝，白樺賞‐OP ３着，カーネーション
Ｃ‐OP ３着，etc.，USA入着，ディスタフＨ‐G2 ３着

＊タイキミステリー（93牝 Green Forest）出走
タイキメビウス（97牝 ＊ダンスオブライフ）４勝，アイビスサマーダッシュ

‐Jpn3 ３着，飯豊特別，月岡特別２着
ハナコスマイル（98牝 ＊ダンスオブライフ）１勝，はなのき賞，�４勝，サラ・

クイーンＣ２着，ジュニアクラウン３着，etc.
ナムラミーティア（06牝 サクラバクシンオー）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3 ２
着，ラベンダー賞‐OP

ナムラビッグタイム（01牡 サクラバクシンオー）４勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2
３着，札幌日刊スポーツ杯‐L ２着，ファルコンＳ‐Jpn3 ３着，etc.，�1
1 勝����

トウカイミステリー（06牝 キングカメハメハ）６勝，北九州記念‐G3，札幌日
刊スポーツ杯，長万部特別，etc.

＊タイキクリスティー（96牝 Theatrical）出走
アーバンストリート（04牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）７勝，シルクロード

Ｓ‐G3，京洛Ｓ‐OP，アンコールＳ‐OP ３着，etc.
＊タイキエニグマ（01牡 Rubiano）７勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ２着，サウジアラビアＲＣ

‐L ３着，師走Ｓ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

818 サツマガイア２０２１ �・栗 ２／ ５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンサツマガイア
＊ Phone Trick

��
��
�タイキガイア黒鹿 2008 Certain Secret

2d
Halo S4×M4 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 ＊サラシー（11 FR栗 Teofilo）FR出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１），地方－１（１）〕
ポルティチPortici（16 FR牝栗 Mastercraftsman）FR１勝
イシャンゴ Ishango（17 FR�栗 Le Havre）�FR出走
ヴォルベンWorben（18 GB�鹿 Wootton Bassett）�海外未出走
レンヌメファ（19牝栗 Postponed）��１勝
アグラシアド（20牝鹿 リアルスティール）�未出走

２代母 マレーラMarella（02 GB鹿 Desert Prince）GB出走
ティコティコTycho Tycho（07� Galileo）FR・SWE６勝
ティエラデルフエゴ Tierra Del Fuego（13牝 Champs Elysees）FR１勝，P. La

Camargo‐L ３着

３代母 レインボーレイク Rainbow Lake（90 GB鹿 RainbowQuest）GB３勝，ラ
ンカシャーオークス‐G3，Ballymacoll Stud S‐L
パワーズコート Powerscourt（00 牡 Sadler's Wells）GB・IRE・GER・USA・U

AE・HKG５勝，アーリントンミリオンＳ‐G1，タタソールズゴールドＣ‐G1，
グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，etc.，種牡馬

カインド Kind（01牝 ＊デインヒル）GB・IRE６勝，Kilvington S‐L，Flower
of Scotland S‐L，バリーオーガンＳ‐G3 ３着，etc.
ブレットトレイン Bullet Train（07 牡 Sadler's Wells）GB２勝，リングフィ

ールドダービートライアルＳ‐G3，種牡馬
フランケル Frankel（08 牡 Galileo）GB14 勝，英２０００ギニー‐G1，クイーンエリザ

ベス二世Ｓ‐G1，英チャンピオンＳ‐G1，etc.，欧年度代表馬（2回），種牡馬
＊ノーブルミッション（09牡 Galileo）GB・FR・IRE・GER９勝，英チャンピオン

Ｓ‐G1，サンクルー大賞‐G1，タタソールズゴールドＣ‐G1，etc.，種牡馬
ジョワイユーズ Joyeuse（11 牝 Oasis Dream）GB・FR・IRE３勝，Cecil Fr

ail S‐L，Dick Poole S‐L，バリーオーガンＳ‐G3 ２着，etc.
ラストトレイン Last Train（09 牡 Rail Link）GB・FR２勝，バルブヴィル賞‐G3，

パリ大賞‐G1 ２着，ヴィコンテッスヴィジェ賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬
リポスト Riposte（10 牝 Dansili）GB・FR・IRE・USA４勝，ニューヨークＳ‐G2，

シープスヘッドベイＳ‐G2，リブルズデイルＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718
生 産 牧 場： ㈲矢野牧場
飼 養 者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718

819 サラシー２０２１ �・栗 ２／２６
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellダイワメジャー ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットブーケ栗 2001 ＊スカーレツトインク

＊

テオフィロ Galileo

�
�
�
�
�

��
��

�Teofilo Speirbheanサラシー マレーラ Desert Prince

��
��
�Marella栗FR 2011 Rainbow Lake

1k
Northern Dancer S4×M5 Danzig M5×M5

価格： 購買者：



母 サンデーヒロイン（17栗 スクリーンヒーロー）不出走
初仔

２代母 サンデーミューズ（07栗 ＊アルカセット）３勝，パールＳ３着
ミュゼット（15牝 ＊ハードスパン）１勝
ルミネイト（19牝 ＊アメリカンペイトリオット）�２勝，早苗賞

３代母 スカルプトレス（01栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
ベルニーニ（09牡 ジャングルポケット）４勝，太宰府特別，関門橋Ｓ２着，名古屋

城Ｓ２着，etc.

４代母 シンコウビューティ（93栗 Caerleon）不出走
［子］ ハッピールック（98� ＊トニービン）５勝，札幌日経ＯＰ‐L，みなみ北海

道Ｓ‐L，ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ２着，etc.

５代母 ＊ハッピートレイルズ（84 IRE 鹿 ＊ポツセ）IRE入着
［子］ ＊シンコウラブリイ（89牝 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワン

Ｓ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，etc.，優古牝
ハッピーパス（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，札
幌日刊スポーツ杯‐L，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.

＊タイキマーシャル（92� ＊ダンスオブライフ）８勝，エプソムＣ‐Jpn3，
京成杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，朱鷺Ｓ‐OP，etc.

［孫］ チェッキーノ（13牝 キングカメハメハ）３勝，フローラＳ‐G2，アネモネ
Ｓ‐LR，オークス‐G1 ２着

キングストレイル（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，セントライト記念
‐Jpn2，京成杯オータムＨ‐G3，東風Ｓ‐L，etc.，種牡馬

コディーノ（10牡 キングカメハメハ）３勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3，札幌２
歳Ｓ‐G3，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ２着，etc.

ロードクロノス（95牡 ＊トニービン）８勝，中京記念‐Jpn3，七夕賞
‐Jpn3 ２着，外房Ｓ，etc.

トレジャー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，都大路Ｓ‐L，目黒記念
‐Jpn2 ２着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲絵笛牧場＝浦河町上絵笛 �0146-22-0686
生 産 牧 場： ㈲絵笛牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

820 サンデーヒロイン２０２１ 牡・栗 ３／ ５

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kitten's Firstホークビル トレンサ Giant's Causeway

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

＊グラスワンダー

�
�
�
�
�

��
��

�スクリーンヒーロー ランニングヒロインサンデーヒロイン ＊アルカセット

��
��
�サンデーミューズ栗 2017 スカルプトレス

＊ハッピートレイルズ 4d
サンデーサイレンスM4×M4 Roberto S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 サンマルリトリート（15鹿 ＊ハードスパン）１勝
初仔

２代母 ＊スイートリトリート（98 GB栗 Indian Ridge）IRE出走
マーシレス（11牡 ダイワメジャー）３勝，火打山特別２着

３代母 アプトスター Aptostar（85 USA鹿 Fappiano）USA６勝，エイコーンＳ
‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G2，ヴェイグランシーＨ‐G3，Ruthless S‐L，
ＣＣＡオークス‐G1 ２着，etc.
インアンティシペイション In Anticipation（91牝 Sadler's Wells）IRE２勝

リーガルジャウスティング Legal Jousting（97 牡 Indian Ridge）IRE・USA
２勝，テトラークＳ‐G3 ２着，Leopardstown 2000 Guineas Trial S
‐L ２着，フォートマーシーＨ‐G3 ３着，種牡馬

ダイアモンドトリムDiamond Trim（98牝 Highest Honor）IRE・ITY５勝，
Finale S‐L

イリジスティブルジュエル Irresistible Jewel（99 牝 ＊デインヒル）GB・FR・IRE
３勝，リブルズデイルＳ‐G2，ブランドフォードＳ‐G3，オペラ賞‐G1 ２着
ロイヤルダイアモンド Royal Diamond（06� ＊キングズベスト）GB・IR
E・AUS・UAE９勝，愛セントレジャー‐G1，バリーカレンＳ‐G3，英
ＢＣロングディスタンスＣ‐G3，etc.

インコミュニカード Incommunicado（94牝 Sadler's Wells）不出走
リルミスヘイリー Li'L Miss Hayley（06 牝 Savabeel）AUS入着

サヴァトクスル Savatoxl（15� Kuroshio）�AUS17 勝，ＳＡＪＣグッドウッ
ドＳ‐G1，ＭＲＣスキラッチＳ‐G2，ＳＡＪＣＤＣマッケイＳ‐G3，etc.

トータルリスポンス Total Response（10牝 Kheleyf）AUS・NZ３勝，Star
Way 1000‐L ３着

コロッサル Colossal（01 牡 Grand Lodge）IRE・MAC５勝，Macau Spring Tro
phy‐L ２着

アレクシアドAlexiade（02牝 Montjeu）FR・IRE２勝
アレクシオスコムネノス Alexios Komnenos（14 牡 Choisir）GB・IRE・USA２

勝，デズモンドＳ‐G3，タイロスＳ‐G3 ２着，Celebration S‐L ３着

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

821 サンマルリトリート２０２１ 牡・栗 １／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystサンマルリトリート
＊ Indian Ridge

��
��
�スイートリトリート鹿 2015 Aptostar

1l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 サクラシンフォニー（05黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）入着，�２勝�入着�
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
スターリバー（15牝栗 スクリーンヒーロー）１勝，�３勝
キシリトールチョコ（16牡黒鹿 キングヘイロー）��２勝�１勝��入着２回
オノマトペ（18牝鹿 ＊シニスターミニスター）��３勝�入着３回

２代母 サクラフロンティア（98栗 サクラユタカオー）１勝
サクラメルシー（06牝 ＊スキャターザゴールド）�３勝�入着
サクラオハナ（07牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，��３勝�１勝�
サクラエスパーダ（08牡 ＊ヘクタープロテクター）�１勝�
シーイズザスター（09牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝�
マルマルフェイス（12牝 ＊フォーティナイナーズサン）�１勝�２勝��

３代母 サクラムソウ（84黒鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
サクラユメジ（91牝 サクラユタカオー）不出走

サクラプラチナ（97牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，定山渓特別２着
サクラシンオー（93牡 サクラユタカオー）４勝，青葉賞‐Jpn3 ３着，サンシャイン

Ｓ，東雲賞，etc.

４代母 サクラセダン（72鹿 ＊セダン）６勝，中山牝馬Ｓ‐OP，セプテンバーＳ，白百合賞
［子］ サクラチヨノオー（85牡 マルゼンスキー）５勝，日本ダービー‐Jpn1，朝

日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥生賞‐Jpn2，etc.，種牡馬
サクラホクトオー（86牡 トウシヨウボーイ）５勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，
ＡＪＣＣ‐Jpn2，セントライト記念‐Jpn2，etc.，優２牡，種牡馬

サクラトウコウ（81牡 マルゼンスキー）４勝，七夕賞‐Jpn3，函館３歳Ｓ，
スプリングＳ‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ サクラプレジデント（00牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，中山記念‐Jpn2，
札幌記念‐Jpn2，札幌２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬

サクラアルディート（08牡 ディープインパクト）６勝，福島ＴＶＯＰ‐L，
ＡＪＣＣ‐G2 ２着，大阪城Ｓ‐L ２着，etc.

［曾孫］ サクラヴィクトリア（99牝 ＊トニービン）２勝，秋華賞‐Jpn1 ２着，ロー
ズＳ‐Jpn2 ２着，etc.，��１勝，関東オークス‐Jpn3

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2036
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121

822 サクラシンフォニー２０２１ 牡・栗 ３／１３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkサクラシンフォニー サクラユタカオー

��
��
�サクラフロンティア黒鹿 2005 サクラムソウ

＊スワンズウツドグローヴ 16a
Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サーペンヴィグラス（05鹿 ＊サウスヴィグラス）��10 勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
シェルシェール（14牡栗 ＊シニスターミニスター）��１勝
ヨシノフローラ（17牝鹿 ノーザンリバー）�１勝�２勝�入着２回
ギンサー（18牡鹿 トランセンド）���入着２回
マルノコウキ（19牡鹿 コパノリッキー）���入着

２代母 グリンブリツジ（85鹿 ＊サーペンフロ）１勝，ききょう特別‐OP ２着，�２勝��	
グリンジュピター（93牡 サクラシンゲキ）�14 勝

グリンゼウス（95牡 カツラギエース）�４勝
グリンセレサ（96牝 ワカオライデン）�５勝
３勝
グリンシャーマン（97牝 ワカオライデン）�１勝
モンスターカール（98牝 ロングニュートリノ）�11 勝，岐阜金賞３着，サラ・プリ

ンセス特別３着
スタミョウカ（99牝 サクラトウコウ）�３勝
グリンゼファー（00牡 ヤマニンゼファー）��４勝，全日本２歳優駿‐Jpn1 ５着，

平和賞，ブルーバードＣ３着，ハイセイコー記念３着
グリンセレブ（01牝 タイキシャーロック）��８勝，ＴＣＫディスタフ２着，ＴＶ

埼玉杯３着
グリンスマイル（02牝 ヤマニンゼファー）��３勝
ハヤケンマドンナ（04牝 ＊ソウルオブザマター）��１勝
フローレンス（06牝 サニングデール）�２勝

３代母 ＊ミスケンブリツジ（68 NZ鹿 Persian Garden）不出走
タマモチャンピオン（83牡 ＊ソーブレスド）２勝，葵賞‐OP ２着，矢車賞，白藤賞２着
エンゼルキツス（84牝 ＊リイフオー）出走

リワードスティング（88牡 ホリスキー）２勝，恋路ケ浜特別２着，野分特別３着
リワードガルソン（89牡 ＊ミルフオード）３勝，クロッカスＳ‐OP，赤富士賞，

浦安特別２着，etc.
リワードランサー（97牡 ＊アルカング）�11 勝，日本海ダービー３着，北日本新

聞杯３着

販売申込者・所有者： 山野牧場＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2660
生 産 牧 場： 山野牧場
飼 養 者： �山野勝也ステーブル＝新冠町節婦町 �090-6000-2021

823 サーペンヴィグラス２０２１ �・栗 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターサーペンヴィグラス ＊サーペンフロ

��
��
�グリンブリツジ鹿 2005 ＊ミスケンブリツジ

1s
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 カイドウ（11黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
シゲルミズガメザ（17牡栗 マツリダゴッホ）１勝，朱竹賞（芝 1200）３着，障害１勝
ピンクパフェ（19牝鹿 マツリダゴッホ）��出走��出走
アンジェリア（20牝鹿 カレンブラックヒル）�未出走

２代母 ハッピーリズム（94鹿 ＊リズム）�14 勝
トウカイブラボー（02� ダンスインザダーク）２勝，福寿草特別
メイショウオニカゲ（05牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝
ギンザジャスマック（06牡 ダンスインザダーク）１勝
ドリームボンバー（08牡 ダンスインザダーク）１勝
マイネルバウンス（09牡 ゴールドアリュール）４勝，招福Ｓ，エリモハリアーＣ，

招福Ｓ２着，北総Ｓ３着，東北Ｓ３着，etc.

３代母 アミダス（81鹿 トウシヨウボーイ）入着
ファインサイクロン（86牡 ＊ミシシツピアン）３勝，米沢特別，土湯特別，障害１勝
グリーンエコー（88牝 アスワン）１勝

マコトヒエン（95牡 ヤマニンゼファー）３勝，平尾台特別２着，�１勝
インターリバーサル（89牡 ＊ノーリユート）３勝，宗谷特別，横津岳特別２着，摺上

特別３着，etc.
スマッシュボーイ（90牡 ＊プリンスオブバーズ）３勝，明石特別，節分賞２着，庄内

川特別３着，�１勝	11 勝
アップルケーキ（95牝 ＊クリミナルタイプ）３勝，釧路特別３着

４代母 ＊キスオブフアイア（63 FR鹿 ＊ヴエンチア）不出走
［子］ ホットレター（79牡 キタノカチドキ）６勝，北海道３歳Ｓ３着，立春特別，

橿原特別，etc.
サガミセンプー（69牡 Hook Money）４勝，ウィンターＨ
テツノカゼ（74牡 ＊シヤトーゲイ）４勝，中距離Ｈ，安達太良特別，�	４勝

［孫］ コスモセイリュウ（88牡 ヤマニンスペキユラ）
�４勝，高崎皐月賞２着
イースタンファスト（90牝 ＊ロードオブザダンス）	２勝，いで湯賞２着
マルシゲタテヤマ（90牡 ライフタテヤマ）�４勝�７勝，サラ系３歳優駿２着
メンヒ（84牝 ＊ステイールハート）１勝，土湯特別３着

販売申込者・所有者： 山際 智＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0360
生 産 牧 場： 山際 智
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

824 カイドウ２０２１ �・鹿 ３／１９
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkカイドウ ＊リズム

��
��
�ハッピーリズム黒鹿 2011 アミダス

＊キスオブフアイア 3e
テスコボーイ S4×M5 Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 カクテルフォンテン（10鹿 ＊ルールオブロー）�11 勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
エダマメ（17牝鹿 グランプリボス）���４勝
サンシルビア（18牝鹿 メイショウボーラー）��入着４回
ズンダ（19牝鹿 ＊ザファクター）�地方未出走

２代母 カクテルガール（04芦 アドマイヤコジーン）入着
マハリク（09牡 スパイキュール）�１勝�１勝

３代母 イーグルマドンナ（97鹿 ＊クリスタルグリツターズ）１勝
ノブシタイショウ（02牡 ＊マイネルラヴ）�10 勝
イーサンディーバ（05牝 サクラバクシンオー）１勝
ベルウッドゼウス（06牡 ＊グラスワンダー）１勝
ハードパワー（07牡 サクラバクシンオー）１勝，��８勝
イーグルフォンテン（08牝 サクラバクシンオー）�入着２回

ネコワールド（14牡 ＊ノボジャック）２勝，ヤマボウシ賞
マドンナフォンテン（10牝 ＊ルールオブロー）��４勝

マイヤン（17牡 ネオユニヴァース）�２勝�
ノースフォンテン（12牡 フサイチリシャール）入着２回，��７勝
ロイズブルー（15牝 ショウナンカンプ）１勝

４代母 マリキータ（81黒鹿 ＊テユデナム）２勝，新潟３歳Ｓ，京成杯３歳Ｓ２着
［子］ ウインドチーター（92牝 ＊クリスタルグリツターズ）３勝，秋山郷特別

イーグルバクシンオ（96牝 サクラバクシンオー）３勝，鈴鹿特別２着，帆
柱山特別３着

［孫］ パシコジュリエ（07牝 ＊アジュディケーティング）１勝，美唄特別２着，
�３勝，道営記念３着，華月賞２着，etc.

メイクアダッシュ（04牡 ウイングアロー）２勝，由布院特別２着，白馬岳
特別２着（２回），中ノ岳特別２着，etc.，�７勝	９勝�

ニシノガーランド（05牝 メジロライアン）１勝，古町特別２着，赤松賞２着

５代母 ＊ミスクラリー（72 GB鹿 Connaught）GB２勝
［孫］ トーシンタイガー（83
 ＊アラナス）２勝，野苺賞

販売申込者・所有者： 新井 弘幸＝日高町豊郷 �01456-2-6118
生 産 牧 場： 新井 弘幸
飼 養 者： 新井 弘幸＝日高町豊郷 �01456-2-6118

825 カクテルフォンテン２０２１ �・栗 ５／２７

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�ルールオブロー Crystal Crossingカクテルフォンテン アドマイヤコジーン

��
��
�カクテルガール鹿 2010 イーグルマドンナ

＊ミスクラリー 14b
Cozzene S4×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ガニエ（13黒鹿 ダンスインザダーク）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
スピネル（18牡青鹿 フリオーソ）���２勝
エミネントタイム（19牝黒鹿 エスポワールシチー）���１勝

２代母 ロングレジナ（95黒鹿 ＊ダンシングブレーヴ）不出走
ミラクルマッハ（01牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）�４勝��１勝
ドラゴンバクシン（02牡 サクラバクシンオー）�５勝�入着２回
レチタティーヴォ（07� ＊オペラハウス）入着６回，�９勝��入着
レーガン（08牡 フサイチコンコルド）１勝，医王寺特別２着，障害１勝
フルオート（09牡 ＊グラスワンダー）�１勝	３勝

３代母 フアイアーダンサー（81鹿 アローエクスプレス）３勝，京都牝馬特別‐Jpn3，
報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，黄菊賞
ピクシー（88牝 ＊モガミ）２勝

スリーピナクル（93牡 ＊スリルシヨー）入着，
14 勝，新潟記念３着
ダンスパーティー（91牝 トウシヨウボーイ）不出走

ロックスキル（98牡 ＊ウォーニング）５勝，七重浜特別，ハッピーエンドＣ，出
雲崎特別，etc.

４代母 スイーブ（68栗 ＊テユーダーペリオツド）出走
［子］ ロンググレイス（80牝 ＊ゲイルーザツク）６勝，エリザベス女王杯，ロー

ズＳ，金杯‐Jpn3，etc.，優古牝
ロングイーグル（78牡 ＊トライバルチーフ）３勝，菊花賞３着，京都新聞
杯２着，金杯２着，etc.

［孫］ キストゥヘヴン（03牝 アドマイヤベガ）５勝，桜花賞‐Jpn1，中山牝馬Ｓ
‐G3，京成杯オータムＨ‐G3，etc.

ラツキーオカメ（82牝 トウシヨウボーイ）４勝，北九州記念‐Jpn3，ロー
ズＳ‐Jpn2 ３着，サファイヤＳ‐Jpn3 ２着，etc.

［曾孫］ タイムトゥヘヴン（18牡 ロードカナロア）�２勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，
ＮＺトロフィー‐G2 ２着，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，etc.

セフティーエンペラ（99� ＊ソヴィエトスター）６勝，福島記念‐Jpn3，
小倉大賞典‐Jpn3 ２着，ＨＴＢ賞，etc.

販売申込者・所有者： 横井 哲＝日高町清畠 �01456-5-6321
生 産 牧 場： 横井 哲
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

826 ガニエ２０２１ 牡・鹿 ２／１５
＊ Wild Again

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Rose Parkトランセンド ＊トニービン

��
��
�シネマスコープ鹿 2006 ブルーハワイ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイガニエ ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�ロングレジナ黒鹿 2013 フアイアーダンサー

＊カナデアンガール 2r
Key to the Mint S5×M5 Drone S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 クルイザキ（14鹿 ゴールドアリュール）��入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
トゥーナトライ（20牡鹿 フリオーソ）���出走

２代母 トウカイファイン（04鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝，若竹賞２着
トウカイビジョン（10牡 ゴールドアリュール）４勝，大島特別２着，�入着４回，

星雲賞２着，旭岳賞３着，グランシャリオ門別スプリント３着
トウカイセンス（11牝 ハーツクライ）５勝，南総Ｓ，御池特別，乙訓特別２着，天

草特別２着，ＴＶｈ杯３着
トウカイソンジュ（13牝 ゼンノロブロイ）�７勝
ゴールデンゾーン（16牡 ＊キンシャサノキセキ）入着５回，�１勝��入着
トウカイラルゴ（17牡 ロードカナロア）��８勝�６勝
ベンチャーアウト（18牡 リアルインパクト）�１勝

３代母 トウカイステラ（96鹿 トウカイテイオー）４勝，鏑矢特別，閃光特別
ヴィーヴァヴォドカ（06牝 ダンスインザダーク）２勝，フラワーＣ‐G3
アドマイヤオンリー（07牝 ＊クロフネ）３勝

オピニオン（14牝 ＊アイルハヴアナザー）出走
オンリーオピニオン（19牝 キズナ）�１勝，デイジー賞３着

４代母 ツジノダイアナ（86鹿 ＊マグニテユード）３勝
［子］ ダイアナショー（99牝 トウカイテイオー）２勝，カーネーション特別
［孫］ メイショウルシェロ（05牝 メイショウオウドウ）３勝，鞍ケ池特別，宇治

川特別２着，宇治川特別３着，etc.
メイショウダビンチ（09牡 オレハマッテルゼ）１勝，ネモフィラ賞３着

５代母 テツノアーク（68栗 ＊アークテイツクヴエイル）１勝
［子］ レイレナード（83牡 ＊アラナス）４勝，七夕賞‐Jpn3 ３着，秩父特別，陣

馬特別，etc.
［孫］ アキノサンシー（79� ＊サンシー）11勝，大阪城Ｓ‐OP，難波Ｓ，甲南Ｓ，etc.

オータムロンバード（81牡 ＊ロンバード）６勝，水無月Ｓ，パールＳ，み
なみ北海道Ｓ，etc.

アキノノーザリー（85牡 ＊ノーザリー）３勝，灘Ｓ３着，�３勝

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

827 クルイザキ２０２１ 牡・鹿 ４／１３
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤクルイザキ ＊フレンチデピュティ

��
��
�トウカイファイン鹿 2014 トウカイステラ

＊マイリー 7e
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 サワヤカムスメ（12鹿 ネオユニヴァース）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ディーバダンス（17牝鹿 トーセンジョーダン）入着，��２勝��入着
エグゼクティブラン（19牝鹿 ＊バゴ）��入着２回
サヤオンニ（20牝鹿 ＊タリスマニック）��１勝

２代母 サワヤカスズカ（97鹿 サクラバクシンオー）２勝
サワヤカラスカル（05牝 ラスカルスズカ）５勝，道頓堀Ｓ，うずしおＳ，君子蘭賞，

うずしおＳ２着，道頓堀Ｓ２着
スズカジョンブル（09牡 ジャングルポケット）３勝
サンレイロッキー（11牡 ゼンノロブロイ）１勝
サワヤカフェスタ（14牝 ナカヤマフェスタ）入着２回，�２勝
サワヤカタイド（15牡 ブラックタイド）�４勝
マイネルチューダ（17牡 マツリダゴッホ）�１勝，栃尾特別２着，合馬特別２着，

大牟田特別２着
ウインマミリアス（19牡 リオンディーズ）��１勝

３代母 ダンシングスズカ（87鹿 ミスターシービー）出走
ゴーイングスズカ（93牡 ダイナガリバー）８勝，目黒記念‐Jpn2，福島記念‐Jpn3，

ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，etc.
ゴーゴースズカ（00牝 ＊フォーティナイナー）１勝

ネガティヴ（12牝 アジュディミツオー）�１勝��１勝��入着４回，エーデ
ルワイス賞‐Jpn3 ３着，ジュニアＧＰ３着

ビューティ（13牡 スターリングローズ）���１勝�４勝�２勝��，金沢ヤ
ングＣｈ２着，兼六園ジュニアＣ３着

４代母 ダンシングフアイタ（78黒鹿 ＊ダンシングキヤツプ）５勝，中山牝馬Ｓ，京王杯
オータムＨ２着，ニューイヤーＳ‐OP，福島民報杯‐OP，アクアマリンＳ，�９勝
［孫］ タイムフェアレディ（98牝 メジロマックイーン）３勝，フラワーＣ‐Jpn3，

うぐいす賞，呉竹賞２着
スズカオペラ（01牡 ＊オペラハウス）３勝，バイオレットＳ‐OP，飛梅賞，
�入着�，名古屋優駿‐Jpn2 ３着

販売申込者・所有者： ㈲新井牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4136
生 産 牧 場： ㈲新井牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

828 サワヤカムスメ２０２１ 牡・鹿 ３／２９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスサワヤカムスメ サクラバクシンオー

��
��
�サワヤカスズカ鹿 2012 ダンシングスズカ

＊アストニシメント 7c
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 ＊シルバーフォー（14 USA鹿 Majesticperfection）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
キラーティー（19牝鹿 ミッキーアイル）��１勝
アリアージュ（20牡鹿 ヴィクトワールピサ）�出走

２代母 アニヴァーサリーAnniversary（06 USA鹿 Yankee Victor）不出走
デュラントDurant（12 牝 StevieWonderboy）USA３勝
カヴィトレイス Covey Trace（13牝 StevieWonderboy）USA４勝，チャールズ

タウンオークス‐G3
アルシェハブアルモードヒーAlshehab Almodhee（19牡 Bandini）�SAU２勝

３代母 ガッゾGhazo（96 USA栗 Ghazi）不出走
ヤンキーマスター Yankee Master（03 牡 Yankee Victor）USA４勝，Bourbon

S‐L，Kris S. S‐L ２着，Elkwood S２着，etc.
インディアンウェイ IndianWay（05牝 Indian Charlie）USA４勝，My Juliet S

‐L，プライオレスＳ‐G1 ３着
インディアンブラーヴァ Indian Brava（12牝 Bernardini）USA・CAN２勝，

Instant Racing S‐L ３着
ウェイストライキングWay Striking（13� Smart Strike）USA６勝，Jim R

asmussenMemorial S，Brooks Fields S２着，Gus Fonner S２着，etc.
ディヴァインビューティDivine Beauty（11 牝 Divine Park）USA４勝，Mardi

Gras S，Silverbulletday S‐L ２着，Pago Hop S３着

４代母 シルヴァートレイナー Silver Trainor（91 USA鹿 Silver Hawk）USA２勝
［子］ ハートフェルト Hartfelt（05 牝 Kafwain）USA２勝，La Senorita S

‐L，Remington Park Oaks‐L ２着
シルヴァーストリーカー Silver Streaker（98 牝 Smart Strike）USA・PR
４勝，C. Bold Forbes‐L

［孫］ ゴーストハンターGhost Hunter（10� Ghostzapper）�USA・CAN24
勝，アーリントンＨ‐G3，Presque Isle Mile S‐L，ハンシンＣ‐G3
２着，etc.

［曾孫］ マリアズプリンセスMariah's Princess（18 牝 Ghostzapper）�USA３
勝，Mistletoe S，Letellier Memorial S２着

販売申込者・所有者： 新井昭二牧場＝日高町豊郷 �090-8708-5922
生 産 牧 場： 新井昭二牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

829 シルバーフォー２０２１ 牡・青鹿 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊

マジェスティクパーフェクション Harlan's Holiday

�
�
�
�
�

��
��

�Majesticperfection Act So Nobleシルバーフォー アニヴァーサリー Yankee Victor

��
��
�Anniversary鹿USA 2014 Ghazo

11
Halo S4×M5 Caro S4×M5

価格： 購買者：



母 シャインパーミット（08鹿 ＊ファルブラヴ）��３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
アブレイズヒーロー（17牡黒鹿 スクリーンヒーロー）１勝
アマレーナイメル（20牝鹿 ビッグアーサー）�未出走

２代母 レミニセンス（00栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，鷹巣山特別，月岡特別，ロ
ベリア賞２着
メインエンジン（07牡 ＊タイキシャトル）�４勝
サンライズセンス（12牡 ＊グラスワンダー）３勝，名鉄杯，あずさ賞，木曽川特別２

着，琵琶湖特別２着，アザレア賞２着，etc.
コスモスーベニア（17牡 ＊アイルハヴアナザー）入着２回，���１勝

３代母 グレイエミネンス（90鹿 ＊トニービン）４勝，内外タイムス杯，エーデルワイ
スＳ，若鮎賞，ミモザ賞２着
エミスフェール（96牝 ＊ホワイトマズル）出走

エミーズスマイル（04牝 アグネスタキオン）２勝，アネモネＳ‐L，寒竹賞，etc.，
�１勝�入着，ジュニアＧＰ２着
エミーズパラダイス（09牝 フサイチコンコルド）�２勝��３勝��，エ
ンプレス杯‐Jpn2 ２着，ロジータ記念，羽田盃２着，etc.

オリジナルスマイル（10	 メイショウサムソン）３勝，陣馬特別，姫川特別
ホウオウエミーズ（17牝 ロードカナロア）�４勝，スピカＳ，織姫賞，常
総Ｓ２着，etc.

ディラクエ（05牡 フサイチコンコルド）�３勝��１勝，北海道２歳優駿
‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着，京浜盃，etc.，ＮＡＲ優２歳

エミネントピークス（97牝 ＊ティンバーカントリー）３勝，長岡特別，印旛沼特別，
白河特別２着，etc.
シャドウエミネンス（08牡 アグネスタキオン）２勝，蒲郡特別，大牟田特別２着

マイティーヒーロー（98牡 ＊ラムタラ）入着２回，糸魚川特別２着

４代母 ＊グレイキル（81 USA芦 Forceten）不出走
［子］ ピーロトーク（87牝 ニホンピロウイナー）３勝，鷹巣山特別３着，アカシ

ヤＳ３着

販売申込者・所有者： 上野 正恵＝新ひだか町静内東別 �080-5590-4099
生 産 牧 場： 上野 正恵
飼 養 者： 上野 正恵＝新ひだか町静内東別 �080-5590-4099

830 シャインパーミット２０２１ �・鹿 ３／３１
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightシャインパーミット ＊サンデーサイレンス

��
��
�レミニセンス鹿 2008 グレイエミネンス

＊グレイキル 5g
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ジュエルド（14栗 ＊ストーミングホーム）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
キタノコレット（19牝栗 アドマイヤムーン）��入着

２代母 ＊ルビーズアンドダイアモンズ（04 IRE 鹿 Singspiel）不出走
ピラミッド（09� Dubai Destination）１勝，�２勝�

３代母 トルーリースペシャル Truly Special（85 IRE 鹿 Caerleon）FR２勝，ロワイ
ヨモン賞‐G3，オペラ賞‐G2 ３着，ノネット賞‐G3 ２着，P. de la Seine‐L
２着，P. des Tuileries‐L ２着，etc.
ソロドリュヌ Solo de Lune（90牝 Law Society）FR・GER１勝，Bayerischer

Stutenpreis‐L ２着
セルリアンスカイ Cerulean Sky（96牝 Darshaan）GB・FR・USA３勝，サン

タラリ賞‐G1，P. La Camargo‐L，ＥＰテイラーＳ‐G1 ２着，etc.
ランクレッス L'Ancresse（00 牝 Darshaan）GB・IRE・USA２勝，Finale S

‐L，愛オークス‐G1 ２着，ＢＣターフ牝馬‐G1 ２着，etc.
ムーンストーンMoonstone（05牝 Dalakhani）GB・FR・IRE１勝，愛オーク

ス‐G1，英オークス‐G1 ２着
トルーリーアドリーム Truly a Dream（91牝 Darshaan）FR・USA３勝，ＥＰテ

イラーＳ‐G2，ロワイヨモン賞‐G3，プシュケ賞‐G3 ２着，etc.
ドリームピースDream Peace（08牝 Dansili）FR・USA・CAN・SIN４勝，

ノネット賞‐G2，P. Volterra‐L，ダイアナＳ‐G1 ２着（２回），etc.
ワリードWareed（98牡 Sadler's Wells）GB・FR４勝，ヴィコンテッスヴィジェ

賞‐G2，ユベールドショードネイ賞‐G2，Troy S‐L，etc.，種牡馬
リブレット Libretto（00 牝 Singspiel）不出走

コレット Colette（16 牝 Hallowed Crown）AUS８勝，ＶＲＣエンパイアローズ
Ｓ‐G1，ＡＴＣオーストラリアンオークス‐G1，ＡＴＣアポロＳ‐G2，etc.

４代母 アルクティクロワイヤル Arctique Royale（78 IRE 鹿 Royal and Regal）F
R・IRE３勝，愛１０００ギニー‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G2，愛プリティポリー
Ｓ‐G2 ２着

販売申込者・所有者： ㈲米田牧場＝新ひだか町三石西蓬莱 �0146-33-2156
生 産 牧 場： ㈲米田牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

831 ジュエルド２０２１ �・栗 ２／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�ストーミングホーム Try to Catch Meジュエルド
＊ Singspiel

��
��
�ルビーズアンドダイアモンズ栗 2014 Truly Special

23
Halo S4×M5×M5 Mr. Prospector M4×M5 Hail to Reason S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ジョリファム（10青鹿 スペシャルウィーク）�４勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５）〕
リゼブルー（16牝芦 ＊ダンカーク）１勝
セルフメイド（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）２勝，�地方未出走
ベストリーガード（19牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）�２勝，プラタナス賞（Ｄ1600）

２代母 メジロアニマート（03黒鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝
エッジ（14牡 トランセンド）�１勝����入着３回
サラート（15牝 マルカシェンク）�２勝
ダリアシャーク（18牝 ジョーカプチーノ）��１勝

３代母 ＊コロンバイト（96 GB青鹿 Caerleon）不出走
メジロニコラス（01� ＊サンデーサイレンス）５勝，札幌日経ＯＰ‐L ３着，晩秋特

別，支笏湖特別，etc.
メジロボンベイ（02牝 スペシャルウィーク）不出走

カシノペンダント（09牝 ローエングリン）入着，�２勝，初夏賞，文月賞２着，
佐賀皐月賞３着

４代母 グラファイトGraphite（84 USA黒鹿 Mr. Prospector）GB１勝
［孫］ ラージサマン Rajsaman（07牡 Linamix）GB・FR・UAE・HKG６勝，

ミュゲ賞‐G2，ダニエルヴィルデンシュタイン賞‐G2，フォンテヌブ
ロー賞‐G3，etc.，種牡馬

ロザワ Rosawa（02牝 Linamix）FR４勝，P. de la Calonne‐L，P. d
e Liancourt‐L

ラダンプール Radanpour（12 牡 Sea The Stars）IRE４勝，King Geor
ge V C‐L

［曾孫］ フービガットユーWhobegotyou（05� Street Cry）AUS10 勝，ＭＲＣ
コールフィールドＳ‐G1，ＭＲＣコールフィールドギニーズ‐G1，Ｍ
ＲＣＪＪリストンＳ‐G2，etc.

ロサナラ Rosanara（07 牝 Sinndar）GB・FR２勝，マルセルブサック賞
‐G1，仏オークス‐G1 ２着，クリテリヨムアンテルナシヨナル‐G1
３着，etc.

パールミクス Pearl Mix（09� Oratorio）GB３勝，Kempton Hyde S‐L

販売申込者・所有者： ㈱リアン＝大阪府茨木市 �072-622-6682
生 産 牧 場： 赤田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

832 ジョリファム２０２１ �・栗 ４／１１

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lucky Sophカリフォルニアクローム ラヴザチェイス Not For Love

��
��
�Love the ChaseUSA 栗 2011 Chase It Down

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールジョリファム ＊フレンチデピュティ

��
��
�メジロアニマート青鹿 2010 ＊コロンバイト

14c
Mr. Prospector S4×S5×M5 Numbered Account S5×S5 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 シルヴァースプーン（08黒鹿 アグネスタキオン）入着２回，�２勝�入着４回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
クリノユメジ（15牡栗 ＊ハービンジャー）�１勝
ソルレオーネ（17牡鹿 ＊タートルボウル）��１勝�３勝�
ボナペティ（19牝栗 ストロングリターン）�１勝�
マロンアルジャン（20牝栗 エピファネイア）�未出走

２代母 ＊シルヴァーカップ（02 IRE 黒鹿 Almutawakel）ITY・USA８勝，サンタアナ
Ｈ‐G2，ブエナヴィスタＨ‐G2，サンゴルゴニオＨ‐G2，伊１０００ギニー‐G2，P
. Seregno‐L，etc.
シルヴァーグレイス（10牝 ハーツクライ）４勝，木津川特別，九州スポーツ杯２着，

知多特別２着，由比ヶ浜特別２着，恵那特別２着
カレンリスベット（11牝 マンハッタンカフェ）４勝，八ヶ岳特別，桑折特別，美浦

Ｓ２着，テレ玉杯２着，初富士Ｓ３着，etc.
ドラゴンカップ（13牡 ステイゴールド）４勝，柳都Ｓ，リボン賞，白川郷Ｓ２着，

納屋橋Ｓ３着，観月橋Ｓ３着，etc.
ルッジェーロ（15	 ＊キンシャサノキセキ）�４勝，朱鷺Ｓ‐L ２着，ヒヤシンスＳ‐L ３

着，ＴＶｈ賞‐OP ２着，タンザナイトＳ‐OP ３着，ながつきＳ‐OP ３着，etc.
ラルナブリラーレ（17牝 ハーツクライ）�４勝，パラダイスＳ‐L ２着，ユートピア

Ｓ，月岡温泉特別２着，垂水Ｓ３着

３代母 リブルズデイルRibblesdale（95 GB鹿 Northern Park）GB１勝
マダモゼイユアンナMadamoseille Anna（01牝 ＊シンコウフォレスト）不出走

シルスプール Silsupur（08 牡 Strike the Gold）TUR11 勝，Ertugrul Gazi‐L，
H Basri Karabucak S‐L，Yildirim Bayezid S‐L，etc.

シルヴァーミツワー Silver Mitzva（04牝 Almutawakel）GB・FR・GER・ITY２
勝，P. Giovanni Falck‐L ２着，P. Belle de Nuit‐L ３着

シルヴァーロック Silver Rock（07牝 ＊ロックオブジブラルタル）GB・USA２勝，
Candy Eclair S３着

４代母 タリブ Tarib（83 GB栗 Habitat）GB・GER・ITY６勝，ウンブリア賞‐G2，
オステルマンポカール‐G3，Scherping‐Rennen‐L，ゴルデネパイチェ
‐G3 ２着，Trafalgar House Sprint S‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別山際牧場＝日高町豊郷 �090-8897-4199
生 産 牧 場： ㈱門別山際牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

833 シルヴァースプーン２０２１ �・鹿 ２／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

��
��
�チャールストンハーバー黒鹿 2009 Penny's Valentine

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラシルヴァースプーン
＊ Almutawakel

��
��
�シルヴァーカップ黒鹿 2008 Ribblesdale

9c
サンデーサイレンス S3×M3 Mrs. Penny S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 シルクドレス（14栗 ディープスカイ）入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ミヤギザオウ（19牡黒鹿 ＊パイロ）���３勝，羽田盃（Ｄ1800）
ルーシースカイ（20牝鹿 ＊ダノンレジェンド）���入着

２代母 ＊アークティックシルク（01 GB栗 Selkirk）GB入着２回
アンタークティクデザートAntarctic Desert（07� Green Desert）GB・QAT１勝
ゴールデンナンバー（09牝 ダイワメジャー）５勝，京都牝馬Ｓ‐G3 ２着，パラダイ

スＳ‐OP ２着，ユートピアＳ，パールＳ，木津川特別，etc.
アンタークティカ（11牝 ＊コマンズ）入着，�２勝
ジンダバイン（12牝 ＊コマンズ）１勝，��１勝
ロードスター（13牡 アドマイヤムーン）３勝，湯浜特別２着，西部スポニチ賞３着，

三木特別３着
ウォルフズハウル（16牡 ハーツクライ）�２勝，燧ヶ岳特別，三陸特別２着，阿寒

湖特別３着，飯盛山特別３着，汐留特別３着
ポーラーサマー（17牡 キズナ）１勝，ルスツ特別２着，��１勝
アイスムーン（18牝 アドマイヤムーン）��３勝

３代母 ケイプヴァーディ Cape Verdi（95 IRE 鹿 Caerleon）GB３勝，英１０００ギニ
ー‐G1，ローザーＳ‐G2，ファルマスＳ‐G2 ３着，Chesham S‐L ２着
ナブッコNabucco（09� Dansili）GB・FR５勝，Godolphin S‐L，James Sey

mour S‐L，Goodwood Festival S‐L ３着，etc.，GB障害３勝

４代母 アフリクブルーアジュールAfrique Bleu Azur（87 USA黒鹿 Sagace）FR２勝
［子］ ラフリカンブルー L'Africain Bleu（93牡 Saint Cyrien）FR・USA６勝，

G.P. de Lyon‐L，P. de l'Avre‐L，P. de Reux‐L ２着，
種牡馬

［孫］ ダームクレールDame Claire（07 牝 Danehill Dancer）AUS６勝，M
orn R. M. Ansett Classic‐L，VRC Andrew Ramsden S‐L，ＳＡ
ＪＣアデレイドＣ‐G2 ３着，etc.

［曾孫］ イクスチェインジズ Exchanges（07 牝 Domesday）AUS２勝，TRC S
trutt S‐L ２着，TTC Tasmanian Oaks‐L ２着，SAJC Oakla
nds Plate‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲絵笛牧場＝浦河町上絵笛 �0146-22-0686
生 産 牧 場： ㈲絵笛牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

834 シルクドレス２０２１ �・鹿 ３／３０

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Weekend Surpriseマジェスティックウォリアー ドリームスプリーム Seeking the Gold

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビシルクドレス
＊ Selkirk

��
��
�アークティックシルク栗 2014 Cape Verdi

8f
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊シーズババズディライト（01 USA栗 Distorted Humor）USA３勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：地方－７（36）〕
ケイアイカミノユメ（07牡栗 Lion Heart）�６勝�１勝
ドリームスカイハイ（11牡栗 ディープスカイ）�６勝��８勝
クリムゾンスカイ（12牝栗 ディープスカイ）�１勝��入着３回
ブラウンヘルシャー（14牡鹿 ＊エンパイアメーカー）�３勝��２勝
テクノマインド（15牡栗 アドマイヤムーン）��７勝，兵庫ダービー（Ｄ1870）３

着，園田ジュニアＣ（Ｄ1700）２着
テクノディライト（17牡栗 ＊マジェスティックウォリアー）�１勝
ナガタドール（19牝栗 ＊パイロ）���１勝

２代母 ビヘイヴィングダンサー Behaving Dancer（87 USA栗 Green Dancer）U
SA７勝，ゴールデンハーヴェストＨ‐G3，Locust Grove H‐L，Old South H
‐L，Lyrique H‐L，Capital Holding S‐L ２着，etc.
グリーンヘイローGreen Halo（02� ＊サザンヘイロー）USA１勝

３代母 ビヘイヴィングレイディ Behaving Lady（75 USA黒鹿 Ambehaving）USA
10 勝，Aspidistra H，Zippy do H，Ruddy Belle H２着，Begonia H
３着
ブラッシュリーBrushly（83 牝 Liloy）USA１勝

モーウルフMo.Wolf（88 牝 Wolf Power）USA４勝
モーディネロMoDinero（95� Lord AtWar）USA10 勝，Catchmeif
youcan S，IslandWhirl H，King's Court S２着

ジャーニートゥアファンタシー Journeytoafantasy（89 牝 Great Charmer）U
SA・PER４勝，P. Augusto N. Wiese‐L ３着

グランシエクルGrand Siecle（84 牡 Text）BEL６勝，Les Guineas‐L ３着
ジェントルマンズオナーGentleman's Honor（85� L'Enjoleur）USA５勝，Or

ange County H‐L ２着，Phil D. Shepherd S‐L ２着
リヴァーゴ Rivergo（86牡 Riverman）USA８勝，Wiley Post H２着，Cross

roads H３着，Remington Cup H３着，etc.，種牡馬
ミスワードフォーワードMisswordforword（88牝 Verbatim）USA２勝，Remi

ngton Park Oaks‐L ３着

販売申込者・所有者： 石田 英機＝青森県上北郡七戸町 �0176-62-2533
生 産 牧 場： 石田 英機
飼 養 者： 石田 英機＝青森県上北郡七戸町 �0176-62-2533

835 シーズババズディライト２０２１ 牡・栗 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスウインバリアシオン

＊ Storm Bird

��
��
�スーパーバレリーナ鹿 2008 ＊カウントオンアチェンジ

＊

ディストーテドヒューマー ＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�Distorted Humor Danzig's Beautyシーズババズディライト ビヘイヴィングダンサー Green Dancer

��
��
�Behaving Dancer栗USA 2001 Behaving Lady

10a
Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ガーリッシュハート（11鹿 ハーツクライ）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
サエル（19牝鹿 ＊ケープブランコ）�未出走
ソルトハート（20牡黒鹿 ＊バゴ）�未出走

２代母 ＊ルヴァーガール（00 GB鹿 Alzao）GB・USA３勝，ロックフェルＳ‐G2，
La Habra S‐L，プリンセスマーガレットＳ‐G3 ２着，Henry Carnarvon S
‐L ２着
エバーシャイニング（07牝 ゼンノロブロイ）２勝

ペイシャエヴァー（14牡 ショウナンカンプ）４勝，高砂特別３着，鈴鹿特別３着
ネバーゴーンアウト（17� ヴィクトワールピサ）�２勝，白井特別３着
フィールドモーリス（18牡 モーリス）１勝，��１勝

ネオザミスティック（08牝 ハーツクライ）２勝
クリスタロス（16牡 ＊タートルボウル）１勝
コスモシークレット（17牡 ＊タートルボウル）１勝，��１勝

サンライズマヌー（09牡 ＊シンボリクリスエス）２勝
セトノビーナス（12牝 デュランダル）１勝
ステイキングダム（13牡 ステイゴールド）３勝，近江特別３着，奥尻特別３着
アルングリム（14牡 ネオユニヴァース）�１勝�１勝
スパークルガール（16牝 ハーツクライ）���入着９回�３勝
ヴィサルガ（17� ダノンシャンティ）入着，�１勝	入着

３代母 ガールオヴマイドリームズGirl of My Dreams（93 IRE 鹿 Marju）GB２勝

４代母 スタイリッシュガール Stylish Girl（86 USA鹿 Star de Naskra）不出走

５代母 カーナビーガールCarnaby Girl（68 USA栗 ToMarket）USA２勝
［子］ ストレインジウェイズ Strangeways（78 牝 Olympiad King）USA３勝，

Merry Madeleine S，レイルバードＳ‐G3 ２着，Bangles an
d Beads S２着

ハイスタイル High Style（80 牝 King Pellinore）IRE・USA４勝，Lo
di H，Marble Hill S２着

販売申込者・所有者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村本牧場
飼 養 者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743

836 ガーリッシュハート２０２１ 牡・栃栗 ３／２５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスガーリッシュハート
＊ Alzao

��
��
�ルヴァーガール鹿 2011 Girl of My Dreams

14c
Lyphard M4×M5

価格： 購買者：



母 ゴッドダンシング（06黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（８）〕
グッディー（13牝鹿 キングカメハメハ）��３勝
ゴッドスパロウ（15�鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，�２勝�
シゲルハクチョウザ（17牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）入着，���３勝
ランドボルケーノ（18牡黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，ドンカスターＣ（Ｄ1400）

２代母 ゴッドインチーフ（96芦 ＊コマンダーインチーフ）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1 ３着，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，桜花
賞‐Jpn1 ４着，エルフィンＳ‐OP，etc.
ゴッドスマイルユー（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，伊吹山特別，石清水Ｓ２着，

宇治川特別２着，鷹ケ峰特別３着，三年坂特別３着，etc.
ゴッドビラブドミー（04牝 ＊ブライアンズタイム）�７勝

シュエット（13牝 ブラックタイド）�４勝，菊水賞
ライジングドラゴン（15牡 カネヒキリ）３勝，釧路湿原特別，ＴＶｈ賞２着，

梅田Ｓ３着，��入着２回
ミューチャリー（16牡 ＊パイロ）���７勝	１勝，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，ジ

ャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，白山大賞典
‐Jpn3 ２着，東京大賞典‐G1 ４着，etc.，ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古牡

オメガカリビアン（05牝 ＊フレンチデピュティ）不出走
オヤコダカ（12牡 サムライハート）�17 勝
２勝��入着２回，兵庫ジュニア

ＧＰ‐Jpn2 ２着，道営記念２着（２回），笠松ＧＰ２着，旭岳賞（２回），
星雲賞（２回），etc.

ゴッドフローラ（08牝 アグネスタキオン）１勝，�１勝�入着
ゴッドバンブルビー（16牝 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，陽春Ｓ２着，マカオＪＣ

Ｔ２着

３代母 ＊ファーガーズプロスペクト（90 USA芦 Chief's Crown）USA１勝
オメガスピリット（01牝 ＊スピニングワールド）３勝，有田特別，医王寺特別，別府

特別３着
ヌーヴォレコルト（11牝 ハーツクライ）５勝，オークス‐G1，中山記念‐G2，

ローズＳ‐G2，etc.，USA・HKG１勝

販売申込者・所有者： 森永 聡＝新冠町万世 �0146-49-5200
生 産 牧 場： 森永 聡
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

837 ゴッドダンシング２０２１ �・鹿 ２／１２

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイゴッドダンシング ＊コマンダーインチーフ

��
��
�ゴッドインチーフ黒鹿 2006 ＊ファーガーズプロスペクト

3d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 コフィーチャン（08黒鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－４（14）〕
ワイルドゲーム（13牡鹿 ハイアーゲーム）２勝，��７勝
カンガルールブタン（14牝黒鹿 ローエングリン）１勝
トーシンヌメラトム（15牝鹿 トーセンホマレボシ）��１勝
ミユキメガバックス（16牡黒鹿 ベルシャザール）１勝，��２勝���
ミユキリバタリアン（17牡黒鹿 トーセンジョーダン）��２勝�２勝
ミユキザジャイアン（18牡鹿 ゼンノロブロイ）��入着２回
タイガークリスエス（19牡黒鹿 ラブリーデイ）�入着２回

２代母 ＊ウィギング（95 GB鹿 ＊ウォーニング）GB１勝
アドバンスピール（05牡 Singspiel）１勝，�２勝��１勝
ピックアンドポップ（12牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝

３代母 プッシー Pushy（78 GB栗 Sharpen Up）GB４勝，クイーンメアリーＳ‐G2，
コーンウォリスＳ‐G3，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着，モールコームＳ‐G3 ３着
プッシュオフPushoff（84 牝 Sauce Boat）GB１勝

スリリングデイ Thrilling Day（93牝 ＊グルームダンサー）GB・IRE・USA６勝，
ジェニーワイリーＳ‐G3，ネルグウィンＳ‐G3，Oak Tree S‐L，etc.

ブルーブック Bluebook（85牝 Secretariat）GB・FR４勝，フレッドダーリングＳ
‐G3，セーネオワーズ賞‐G3，プリンセスマーガレットＳ‐G3，etc.

マイセルフMyself（92 牝 Nashwan）GB・FR２勝，ネルグウィンＳ‐G3，パレロ
ワイヤル賞‐G3 ２着，クイーンメアリーＳ‐G3 ２着，etc.

ファースト First（98 牝 Highest Honor）FR２勝，P. Ceres‐L，P. de la Calo
nne‐L ３着
オールヴォワール Au Revoir（10 牡 Singspiel）FR・AUS５勝，ＭＲＣサンダ

ウンクラシック‐G2，Derby du Languedoc‐L，G.P. de Clairefonta
ine‐L，etc.

オーヴァルオフィスOval Office（99 牝 Pursuit of Love）GB２勝
グラスオフィスGlass Office（10 牡 Verglas）GB・UAE４勝，デュークオヴ

ヨークＳ‐G2，サイレニアＳ‐G3，Sandy Lane S‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

838 コフィーチャン２０２１ 牡・青鹿 ２／１９

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayコフィーチャン
＊

＊ウォーニング

��
��
�ウィギング黒鹿 2008 Pushy

14b
Roberto M4×M5 Hail to Reason S5×M5 In Reality S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ココロノスポーツ（10 USA鹿 Monarchos）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ジョースポーツ（15牡鹿 ジョーカプチーノ）�１勝
ケントホープ（16牡鹿 ＊パイロ）��２勝�１勝
ゴーウィズフェイス（19牝鹿 モーリス）�入着３回

２代母 サマーワイルドファイアー SummerWildfire（04 USA鹿 Forest Wildcat）
USA出走
リッチモナルコスRich Monarchos（09� Monarchos）USA１勝
バーニングスカイBurning Sky（11牝 Sky Mesa）USA１勝
コングラッツアンダプレアーCongratsandaprayer（12� Congrats）USA１勝

３代母 アリゼアAlizea（88 USA鹿 Premiership）USA２勝
アイランドエンペラー Island Emperor（93 牡 IslandWhirl）USA10 勝，Sporting

Plate H‐L，Passaic County S，Mr. Nickerson H２着，etc.
ポエトリーミス Poetry Miss（94 牝 Tasso）USA１勝，Ontario Debutante S

‐R ３着
＊エフワンナカヤマ（95牡 Skip Trial）２勝，京成杯‐Jpn3 ２着
ライフイザホワール Lifeisawhirl（96� IslandWhirl）USA６勝，Rocket Man S

‐L，Eillo S‐R，JosephM. O'Farrell S，etc.
ロードアフェアーRoad Affair（97 牝 Cahill Road）USA入着

ロマンティカミア Romantica Mia（10牝 Speightstown）USA・ARG４勝，
P. Bayakoa‐L ３着

ソングアンダプレアー Songandaprayer（98 牡 Unbridled's Song）USA３勝，フ
ァウンテンオヴユースＳ‐G1，Huntington S‐L，ブルーグラスＳ‐G1 ２
着，etc.，種牡馬

ジャストアジングル Just a Jingle（03 牝 Unbridled's Song）不出走
クリスマス Christmas（19 牝 Constitution）�USA３勝，Tah Dah S‐R，

Best of Ohio Queen City Oaks‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈱千里ファーム＝新ひだか町三石鳧舞 �090-6695-9165
生 産 牧 場： 山野牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

839 ココロノスポーツ２０２１ �・鹿 ３／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊

モナルコス Maria's Mon

�
�
�
�
�

��
��

�Monarchos Regal Bandココロノスポーツ サマーワイルドファイアー Forest Wildcat

��
��
�SummerWildfire鹿USA 2010 Alizea

12b
Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 シルクプロミス（06栗 マヤノトップガン）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（７）〕
チェルナハート（16牝栗 ＊プリサイスエンド）��１勝��
レモン（17牝鹿 ＊プリサイスエンド）��２勝�１勝
カルシファー（18牡栗 ＊プリサイスエンド）��１勝
キタノプレッジ（19牡鹿 ＊プリサイスエンド）��１勝��１勝

２代母 ＊ウエルシュクイーン（94 IRE 黒鹿 Caerleon）IRE１勝，Derrinstown Stud
1000 Guineas Trial‐L ２着
グラスヴィンテージ（99牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
シルクトリニティー（00牝 ＊ブライアンズタイム）入着，��１勝
シルキーステラ（02牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，昇仙峡特別３着，燕特別３着

ワンダーロード（10牡 マンハッタンカフェ）４勝，利根川特別
シルクワンダー（03� ＊グラスワンダー）１勝
シルクイシュタール（04牝 キングヘイロー）�３勝�11 勝
シルクフリューゲル（07牡 キングヘイロー）�６勝
テイクチャージ（08牝 ＊プリサイスエンド）�７勝
キーヴュー（10牡 ヤマニンセラフィム）�７勝�１勝
キャンディキー（11牝 スクリーンヒーロー）入着４回，�１勝	３勝
マロンチーカ（12牝 ＊ファルブラヴ）�１勝�
ニシノオウカン（14牡 リーチザクラウン）２勝
ニシノラプランセス（15牝 リーチザクラウン）入着２回，�２勝

３代母 ステラーエンプレス Stellar Empress（89 USA黒鹿 Star de Naskra）IRE２勝

４代母 ラトリッジプレイスRutledge Place（85 USA黒鹿 Caro）不出走
［子］ ファームプレッジ Firm Pledge（90� Affirmed）GB・FR・USA７勝，

タンフォランＨ‐G3，デューハーストＳ‐G1 ３着，サンフランシス
コＨ‐G3 ２着，etc.

［孫］ ボストンイクスプレス Boston Express（01 牝 ＊ボストンハーバー）USA
４勝，Valid Expectations S‐L，Dixie Miss S，Carousel S
２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ラッキー牧場＝新冠町高江 �0146-47-2635
生 産 牧 場： ㈲ラッキー牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

840 シルクプロミス２０２１ 牡・鹿 ５／２８
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Broom Danceアドマイヤムーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�マヤノトップガン ＊アルプミープリーズシルクプロミス
＊ Caerleon

��
��
�ウエルシュクイーン栗 2006 Stellar Empress

14c
Northern Dancer S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 スイートアリエッタ（13鹿 ＊エンパイアメーカー）�５勝�１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ベルモットエール（20牝黒鹿 バンブーエール）��出走

２代母 ヒンギス（04黒鹿 マンハッタンカフェ）�１勝�６勝
ウインアルカディア（10牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，障害１勝
ポッドルージュ（11牝 ＊フレンチデピュティ）��３勝
ペプチドホープフル（12牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝�入着２回
ワンズネイチャ（14牝 ＊アイルハヴアナザー）�１勝��

３代母 スターバイオレット（96黒鹿 ＊ヘクタープロテクター）２勝，矢車賞，サフラ
ン賞２着，ゴールデンサドルＴ３着，藤森特別３着
ステイザコース（10� ステイゴールド）２勝，胎内川特別，睦月賞３着，熊野特別

３着，�１勝

４代母 ミユキカマダ（78黒鹿 ＊ダイアトム）３勝，バレンタイン特別，白梅賞
［子］ ルイジアナピット（85牝 ＊ヴアリイフオージユ）６勝，サンスポ阪神牝馬特別

‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ４着，etc.，優古牝
ダイカツリュウセイ（87牡 ＊プルラリズム）２勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，バ
イオレットＳ‐OP ２着，日高特別３着

フローレスリーフ（92牝 ＊ミルジヨージ）３勝，エリザベス女王杯‐Jpn1
４着，クリスマスキャロルＨ３着，御堂筋Ｓ３着，�６勝

［曾孫］ リトルアマポーラ（05牝 アグネスタキオン）５勝，エリザベス女王杯‐G1，
愛知杯‐G3，クイーンＣ‐Jpn3，etc.，優３牝

メイショウナルト（08� ハーツクライ）６勝，七夕賞‐G3，小倉記念‐G3，
オールカマー‐G2 ２着，etc.，障害１勝

エピカリス（14牡 ゴールドアリュール）３勝，ヒヤシンスＳ‐L，etc.，�
１勝��入着，北海道２歳優駿‐Jpn3，UAE入着，ＵＡＥダービー
‐G2 ２着，種牡馬

タガノデンジャラス（02牡 ＊エンドスウィープ）５勝，オーストラリアＴ
‐L，若葉Ｓ‐L ２着，中京２歳Ｓ‐OP ２着，etc.，障害１勝

ラッシュライフ（03牝 サクラバクシンオー）２勝，ファンタジーＳ‐Jpn3
２着，函館２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，谷川岳Ｓ‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲一珍棒牧場＝浦河町上向別 �090-3113-3208
生 産 牧 場： ㈲一珍棒牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

841 スイートアリエッタ２０２１ 牡・鹿 ４／２４
＊ Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アフリート

�
�
�
�
�
�
�
�
� Polite Ladyバンブーエール

＊ Rainbow Quest

��
��
�レインボーウッド栗 2003 Priceless Fame

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudスイートアリエッタ マンハッタンカフェ

��
��
�ヒンギス鹿 2013 スターバイオレット

＊コランデイア 9e
Mr. Prospector S3×M5

価格： 購買者：



母 スイートライラック（09黒鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（７）〕
ハーモニーブラス（14牡鹿 ヴァーミリアン）��３勝
ブラックキングダム（15牡青鹿 ローズキングダム）入着２回，�１勝���入着２回�
ニーニャボニータ（16牝黒鹿 カネヒキリ）�１勝�入着
リラジョリフィーユ（17牝黒鹿 キズナ）�１勝
マイブー（20牡鹿 エスポワールシチー）���１勝

２代母 ＊スイートスリリング（97 USA鹿 ＊サンダーガルチ）２勝，江戸川特別３着
スイートグラーツ（05牝 サクラバクシンオー）１勝
バンガロール（06牡 アグネスタキオン）４勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，マリーゴー

ルド賞‐OP ２着，会津特別，新春Ｓ３着
シンボリシュテルン（08牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
シンボリパソドブレ（10牡 スペシャルウィーク）１勝，��１勝

３代母 ＊ゲーリックチューン（91 USA鹿 Danzig）不出走
＊シンボリインディ（96牡 A.P. Indy）５勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，京成杯オータ

ムＨ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ２着，etc.
＊スイートクラフティ（98牝 Crafty Prospector）５勝，驀進特別，神奈川新聞杯，鳥

羽特別，etc.
マコトクオバディス（10牝 ダイワメジャー）入着２回，�６勝�入着２回，秋桜賞３着

４代母 スクアンソング Squan Song（81 USA黒鹿 Exceller）USA18 勝，アフェク
ショニトリーＨ‐G3，レアトリートＨ‐G3，コティリオンＳ‐G3，Carousel H
‐L（２回），Haddonfield H‐L（２回），etc.
［孫］ オメガコードOmega Code（00牡 Elusive Quality）USA３勝，サンミ

ゲルＳ‐G3，Jessman CloudMemorial S‐L，Gilded Time S
‐L ３着，種牡馬

テンペストフュージット Tempest Fugit（97	 Unaccounted For）US
A10 勝，John B.Campbell H‐L，Oceanport H‐L，Eight Th
irty S，etc.

ヴァーソエイヴァーソ Verso a Verso（10牝 Circular Quay）USA２勝，
MyDear Girl S‐R，John Franks Juvenile Fillies Turf S‐R ２着

販売申込者・所有者： 伊藤 敏明＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2361
生 産 牧 場： 伊藤 敏明
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

842 スイートライラック２０２１ 牡・黒鹿 ３／１３

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

�
�
�
�
�
�
�
�
� Primal Forceダノンレジェンド

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayスイートライラック
＊

＊サンダーガルチ

��
��
�スイートスリリング黒鹿 2009 ＊ゲーリックチューン

5f
Storm Bird S4×M5 Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 セラフィックロンプ（04青鹿 マンハッタンカフェ）５勝，愛知杯‐G3（２回），府
中牝馬Ｓ‐G3 ２着，マーメイドＳ‐G3 ２着，糺の森特別（芝 2000），尾頭橋特別
（芝 1800）２着（２回），etc.
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（７）〕
ミカタ（13�黒鹿 アドマイヤムーン）�２勝
ヴィーヴァザキング（15牡鹿 ＊キングズベスト）�５勝
マーサーアン（18牡鹿 ルーラーシップ）１勝
リュタン（19牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

２代母 エルソル（89鹿 ＊ロイヤルスキー）入着
ウルトラダン（97� ＊コマンダーインチーフ）１勝，�６勝�３勝�入着２回�
シュア（98� ＊ソヴィエトスター）３勝，新・新潟市制施行記念３着
ヒカルパラディーゾ（99牡 ＊リアルシヤダイ）�12 勝��
ヒカルダイチ（03牡 ダンスインザダーク）入着２回，�７勝

３代母 アズマローマン（79青鹿 ＊ラデイガ）１勝，��４勝
アズマフアンシー（86牝 アズマハンター）��入着

ショウブパワー（90牡 ブラツクスキー）��６勝，ゴールドＣ，しらさぎ賞，
戸塚記念２着

オーミマツカゼ（95牡 イブキマイカグラ）３勝，千里山特別２着，生田特別２
着，障害１勝

ダイヤッコ（87牝 アズマハンター）��６勝，トゥインクルレディ賞２着
メルクーリオ（93牡 ＊メンデス）１勝，ききょうＳ‐OP ３着，かえで賞３着
ユニコーン（94牝 マルゼンスキー）出走

モエレスペクタクル（08牡 ＊マジックマイルズ）�２勝�４勝	５勝，ジュニア
クラウン２着

４代母 ＊ハイタニア（71 USA鹿 Buckpasser）不出走
［子］ バンパサー（75牝 ＊ラデイガ）４勝，クイーンＳ，佐渡Ｓ

マルサスMalthus（92 牡 Temperence Hill）USA・PAN４勝，P. Emp
leados de Establos‐L，トラヴァーズＳ‐G1 ３着，ジムダンディＳ
‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 守矢牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2872
生 産 牧 場： 守矢牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

843 セラフィックロンプ２０２１ 牡・黒鹿 ５／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジセラフィックロンプ ＊ロイヤルスキー

��
��
�エルソル青鹿 2004 アズマローマン

＊ハイタニア 4r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 スカイグラフィティ（10芦 ジャングルポケット）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（６）〕
コッヘル（17牡栗 ガルボ）�２勝�１勝��入着２回�
ロイコ（18牝芦 ガルボ）�地方未出走
グレタ（19牝芦 ガルボ）�１勝，�３勝

２代母 トップオブザヒル（04芦 ＊フレンチデピュティ）不出走
オモテナシ（11牝 ＊ブライアンズタイム）�10 勝
ダンツペレット（13牡 ジャングルポケット）２勝
サハラデザート（15牡 ＊ワイルドラッシュ）入着４回，�３勝
ジェントゥー（18牝 ディープブリランテ）��２勝
ワイワイドリーム（19牡 ディープブリランテ）��１勝

３代母 ＊マミーブルーⅡ（95 USA芦 Red Ransom）不出走
リリークラウン（05牝 ＊フレンチデピュティ）出走

チャイヨー（13牝 ＊アグネスデジタル）	５勝��３勝，ウイナーＣ，留守杯日
高賞２着，イーハトーブマイル３着，etc.

４代母 ＊ブルーアヴェニュー（90 USA芦 Classic Go Go）USA５勝，Pleasanton
Senorita H，San Jose Breeders' Cup H３着
［子］ ＊クロフネ（98牡 ＊フレンチデピュティ）６勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，ジャパ

ンＣダート‐Jpn1，武蔵野Ｓ‐Jpn3，etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬
ベッラベルーチ Bella Bellucci（99 牝 ＊フレンチデピュティ）USA５勝，
アスタリタＳ‐G2，カムリーＳ‐G3，Santa Paula S‐L，etc.

シシリアンブリーズ（08牝 ゼンノロブロイ）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着
ミスパスカリ（01牝 Mr. Greeley）３勝，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，御
在所特別，高山特別２着，etc.

［孫］ マウントロブソン（13牡 ディープインパクト）５勝，スプリングＳ‐G2，
オクトーバーＳ‐L，福島ＴＶＯＰ‐L，etc.

チャーオベッラ Ciao Bella（09 牝 Giant's Causeway）USA４勝，ランパー
トＳ‐G3，ラプレヴォワイヤントＨ‐G3 ２着，Dowager S‐L ２着

ミヤマザクラ（17牝 ディープインパクト）�２勝，クイーンＣ‐G3，Ｒ－
ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3 ２着，桜花賞‐G1 ５着

販売申込者・所有者： 山岡ファーム＝新冠町西泊津 �090-2698-9011
生 産 牧 場： 山岡ファーム
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

844 スカイグラフィティ２０２１ �・栗 ３／ ９
＊ Silver Hawk

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� グラスワンダー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Amerifloraスクリーンヒーロー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ランニングヒロイン栗 2004 ダイナアクトレス

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマースカイグラフィティ ＊フレンチデピュティ

��
��
�トップオブザヒル芦 2010 ＊マミーブルーⅡ

2r
Roberto S4×M5 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 スコッチリンクス（15鹿 ＊キンシャサノキセキ）不出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
イチノコマチ（20牝黒鹿 ＊パイロ）��１勝

２代母 マニーエクスプレス（00鹿 ＊ディアブロ）��２勝
ミラグロス（06牝 ビワシンセイキ）��２勝�入着８回�
ブリリアントアロー（11牝 オンファイア）��２勝

３代母 スターグラフ（91鹿 ラグビーボール）��６勝
ホシノダンサー（98牡 ＊フレイズ）��１勝
タッチミーテンダー（99牝 ＊アジュディケーティング）��11 勝

ランライクウインド（07牡 カルストンライトオ）��５勝
ジパング（01牡 アブクマポーロ）��３勝
ファイヤームーン（02牝 ビッグサンデー）��入着２回

モーントルーチェ（07牡 ノーリーズン）��１勝
ラヴィアンドール（10牡 ローエングリン）��１勝
ピオン（13牡 ＊カジノドライヴ）��１勝
フラヴィアレネット（14牝 ＊エーシンフォワード）��６勝
ライジングショット（15牡 ストロングリターン）��１勝

ガヴォット（05牝 ラスカルスズカ）��１勝

４代母 キラボシ（85青 ＊モガミ）入着
［子］ サンモンオペラ（93牡 ミホシンザン）�５勝

５代母 コスモトウシヨウ（76栗 ＊シヤトーゲイ）１勝
［子］ ロングソニック（92牡 ＊パーフライト）１勝，ひめゆり賞２着，�３勝	

ニューシティワープ（94牡 ウインザーノツト）
２勝�３勝
セキテイミノブ（84牝 カネミノブ）入着，�４勝
ランショウ（89牡 ＊ターナボス）�２勝

［孫］ テスコベルビュー（93牡 ドウカンテスコ）１勝，クローバー賞‐OP ２着
シルクケンザン（92牡 シルクテンザンオー）�２勝
ビッグシャープネス（97牝 ＊シャーディー）�１勝
ヒカルウェルス（97牝 ＊リンドシェーバー）��１勝

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

845 スコッチリンクス２０２１ �・鹿 ２／２０

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

�
�
�
�
�
�
�
�
� Accessoriesサンダースノー イースタンジョイ Dubai Destination

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンスコッチリンクス ＊ディアブロ

��
��
�マニーエクスプレス鹿 2015 スターグラフ

＊フロリースカツプ 3l
Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 スズカマンサク（15鹿 ロードカナロア）１勝
初仔

２代母 スズカローズマリー（03栗 ＊アフリート）２勝
スズカビスタ（11牡 スズカマンボ）２勝，宮崎特別，レインボーＳ２着，宮崎特別

３着，�５勝
スズカマドンナ（12牝 ディープインパクト）１勝
スズカマサル（13牡 スズカマンボ）１勝，松戸特別３着，�３勝
ダンシングサンダー（17牡 スズカコーズウェイ）２勝

３代母 ＊ローズオブスズカ（92 IRE 鹿 Fairy King）不出走
＊ローマンスズカⅡ（97牝 Seattle Slew）不出走

スズカローラン（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，名鉄杯，遊楽部特別，臥牛
山特別，etc.
スズカデヴィアス（11牡 キングカメハメハ）６勝，新潟大賞典‐G3，白富
士Ｓ‐L，京都記念‐G2 ２着，etc.，障害１勝

レイホーロマンス（13牝 ＊ハービンジャー）３勝，愛知杯‐G3 ２着，愛知
杯‐G3 ３着，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，etc.，�３勝

スズカフェニックス（02牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，高松宮記念‐G1，阪神Ｃ
‐Jpn2，東京新聞杯‐G3，etc.，種牡馬

４代母 ローズオヴジェリコRose of Jericho（84 USA鹿 Alleged）不出走
［子］ ＊ドクターデヴィアス（89牡 Ahonoora）GB・FR・IRE・USA６勝，英ダービ

ー‐G1，デューハーストＳ‐G1，愛チャンピオンＳ‐G1，etc.，種牡馬
＊シンコウキング（91牡 Fairy King）８勝，高松宮杯‐Jpn1，スプリンター

ズＳ‐Jpn1 ３着，etc.，HKG入着，香港国際ボウル‐G2 ３着，種牡馬
［孫］ ダンシングレインDancing Rain（08 牝 Danehill Dancer）GB・IRE・

GER・HKG４勝，英オークス‐G1，独オークス‐G1，英ＢＣフィリ
ーズ＆メアズＳ‐G2，etc.

＊イーヴンソー（17牝 Camelot）GB・FR・IRE３勝，愛オークス‐G1，
Naas Oaks Trial‐L，パークイクスプレスＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲稲原牧場＝平取町本町 �01457-2-2557
生 産 牧 場： ㈲稲原牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

846 スズカマンサク２０２１ 牡・鹿 ４／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムスズカマンサク ＊アフリート

��
��
�スズカローズマリー鹿 2015 ＊ローズオブスズカ

1t
Mr. Prospector M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 スイートリリック（10栗 ダイワメジャー）入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
リリカルフレイム（17牝黒鹿 ＊パイロ）�１勝
パストーソ（18牡栗 フリオーソ）���６勝，黒潮盃（Ｄ1800）２着
パルフェグラッセ（19牝栗 ＊ディスクリートキャット）�入着

２代母 ＊スリリングヴィクトリー（02 USA鹿 Event of the Year）USA６勝，Alb
any S，Angel Island S，BayMeadows Oaks，ラブレアＳ‐G1 ３着，
Golden Poppy BC S‐L ３着，etc.
トーセンセカイオー（09牡 キングカメハメハ）３勝
レディードリー（16牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝
モズセカイイサン（17牝 ジャスタウェイ）�２勝

３代母 ゴールデンシャドーズGolden Shadows（98 USA栗 ＊デヒア）不出走

４代母 プロミスオヴゴールドPromise of Gold（89 USA鹿 Slew o' Gold）不出走

５代母 アリダーズプロミスAlydar's Promise（83 USA栗 Alydar）GB出走
［子］ ジェネラルミーティングGeneral Meeting（88 牡 Seattle Slew）USA４

勝，ヴォランテＨ‐G3，Bradbury S‐R，ハリウッドフュチュリテ
ィ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ＊テディーズプロミス（08牝 Salt Lake）USA11 勝，ラブレアＳ‐G1，サン
タモニカＳ‐G2，Kalookan Queen S‐L，etc.

ノーサーNosir（03� Cee's Tizzy）USA11 勝，NewMexico State Fair
H，Charlie Iles H２着，Walter R. Cluer Memorial H２着，etc.

カウガールマリー Cowgirl Mally（07 牝 GoneWest）USA１勝，スカ
イラヴィルＳ‐G3 ３着

［曾孫］ マイラプソディ（17牡 ハーツクライ）�３勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２
歳Ｓ‐G3，都大路Ｓ‐L ２着，野路菊Ｓ‐OP

デヴルーDevereux（05� Forestry）USA９勝，Red Legend S‐L，
Tampa Bay Inaugural S，アムステルダムＳ‐G2 ３着，etc.

スキャッバード Scabbard（17� More Than Ready）�USA・UAE２
勝，サラトガスペシャルＳ‐G2 ２着，イロクオイＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 飯岡牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3412
生 産 牧 場： 飯岡牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

847 スイートリリック２０２１ 牡・栗 ３／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケスイートリリック
＊ Event of the Year

��
��
�スリリングヴィクトリー栗 2010 Golden Shadows

4r
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ドナアンブロージア（16栗 ＊パイロ）�１勝��
〔産駒馬名登録数：１〕
タツレーヴ（20牡栗 レーヴミストラル）�未出走

２代母 ポッドコンジュ（11栗 ＊コンデュイット）入着
グッドラックラブ（18牝 ヴィクトワールピサ）��１勝�

３代母 メジロトンキニーズ（02鹿 ダンスインザダーク）３勝，ダイヤモンドＳ
‐Jpn3 ２着，昇仙峡特別，カーネーションＣ２着，迎春Ｓ３着
グローリアスレイ（12牝 ＊チチカステナンゴ）１勝
シルクリバー（13牝 タニノギムレット）１勝
トリオンフ（14� ＊タートルボウル）７勝，中山金杯‐G3，小倉記念‐G3，小倉大賞

典‐G3，etc.
アルファライズ（16牝 エイシンフラッシュ）２勝，四国新聞杯３着
ズールー（17牝 キングカメハメハ）�１勝
クールキャット（18牝 スクリーンヒーロー）�２勝，フローラＳ‐G2

４代母 メジロクロヒメ（89青鹿 ＊モガミ）３勝，八瀬特別，檜山特別，御堂筋Ｓ２着，
甲南Ｓ２着，寿Ｓ２着，etc.
［子］ メジロバーバラ（97牝 ＊ミシル）６勝，ニューイヤーＳ‐L ３着，市川Ｓ，

ＨＴＢ杯，etc.
［孫］ タムロトップステイ（09牡 ダイワメジャー）２勝，アザレア賞，アルメリ

ア賞３着

５代母 メジロツシマ（74栗 ＊バウンテイアス）２勝，障害１勝
［子］ メジロトーマス（81牡 ＊フイデイオン）６勝，京都記念‐Jpn2，金杯

‐Jpn3，天皇賞（春）‐Jpn1 ２着，etc.
メジロマーシャス（85牡 メジロテイターン）８勝，函館記念‐Jpn3，毎日
王冠‐Jpn2 ３着，愛知杯‐Jpn3 ２着，etc.

メジロガイヤン（80牡 メジロムサシ）５勝，千葉日報杯
メジロジョリー（87牝 ＊モガミ）３勝，江差特別，姫島特別３着
メジロキャンデー（82牝 ラツキールーラ）２勝，下呂特別２着，鈴鹿特別
２着，紫川特別３着

販売申込者・所有者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777
生 産 牧 場： ㈲市川ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

848 ドナアンブロージア２０２１ �・鹿 ４／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionドナアンブロージア ＊コンデュイット

��
��
�ポッドコンジュ栗 2016 メジロトンキニーズ

＊アストニシメント 7c
サンデーサイレンス S3×M5 Sadler's Wells S4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 スティッチ（06鹿 ＊カコイーシーズ）�８勝���入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（13）〕
オオオヤブン（14牡鹿 ゴールドヘイロー）��１勝・10勝�
レイクタウン（15牡栗 キャプテントゥーレ）�１勝
イチマンボルト（18牡鹿 フリオーソ）���１勝
カマリ（19牝鹿 パドトロワ）��出走�出走

２代母 ホワイトカグラ（95芦 ＊ブラックタイアフェアー）入着７回
イブキフォルス（01牡 ジェニュイン）�１勝
イブキハゴロモ（03牝 ＊ホークスター）�１勝	１勝
シゲルサンクス（04牡 ＊グラスワンダー）��２勝��

３代母 ＊ブラッシングインザレイン（88 USA鹿 Blushing Groom）不出走
ホットマイハート（96牝 ＊モガンボ）�２勝
５勝	，こまくさ賞，すみれ賞３着
トーホウシデン（97牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，中山金杯‐Jpn3，エイプリルＳ

‐L，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.
オースミブラッシー（98牝 ナリタブライアン）出走

ザグ（06牡 ニューイングランド）１勝，��４勝�５勝，スパーキングサマー
Ｃ３着，建依別賞２着，大高坂賞３着，etc.

トライワンズラック（99牡 ＊トニービン）６勝，フェアウェルＳ，シャングリラ賞，
赤富士Ｓ２着

シルクアンフィニ（01牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
ラッシュアウト（14� ＊ケイムホーム）３勝，袖ケ浦特別，黒松賞，房総特別２着

４代母 ＊ダンシンインザレイン（80 USA鹿 Nijinsky）USA２勝
［子］ ベストダンシング（90牝 ＊トニービン）３勝，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn3

２着，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ５着，etc.
サルズシャトル Sal's Shuttle（84 牡 Mr. Prospector）USA４勝，Mar
fa H２着

ロイスジュニア（97牡 ＊トニービン）４勝，加治川特別，立冬特別，ロベ
リア賞，etc.，種牡馬

［孫］ ベストアルバム（00牝 メジロライアン）５勝，ローズＳ‐Jpn2 ３着，萩
Ｓ‐OP ３着，千里山特別，etc.

販売申込者・所有者： 門別 尚省＝日高町門別本町 �090-2696-3120
生 産 牧 場： 門別 敏朗
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

849 スティッチ２０２１ 牡・栗 ５／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Alydar

�
�
�
�
�

��
��

�カコイーシーズ Careless Notionスティッチ ＊ブラックタイアフェアー

��
��
�ホワイトカグラ鹿 2006 ＊ブラッシングインザレイン

8f
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ステージワンスモア（04鹿 タニノギムレット）�入着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（10）〕
キチロクステージ（13牡鹿 ローレルゲレイロ）２勝，釧路湿原特別（Ｄ1700）２着
リンノゲレイロ（15牡鹿 ローレルゲレイロ）��２勝�４勝�３勝��入着，佐賀皐

月賞（Ｄ1800），筑紫野賞（Ｄ1750），飛燕賞（Ｄ1800）２着，天山賞（Ｄ1400）３着
ニャーゴ（16牡鹿 サムライハート）�１勝
マーガリン（18牝栗 ＊サウンドボルケーノ）�	入着４回
アウトビアンキ（20牡栗 ＊ベストウォーリア）�地方未出走

２代母 エレガントダンサー（91鹿 ＊ナグルスキー）４勝，京葉Ｓ‐OP ３着，錦秋特別，
北総Ｓ３着
バクシンライアン（00牡 メジロライアン）	５勝
ダノンシャトル（02牡 ＊タイキシャトル）３勝，ＴＶ埼玉杯２着，青梅特別２着，藤

森特別３着，マラヤンＲＡＴ３着
セイウンデジレ（05牡 ＊ムーンバラッド）
１勝	１勝�
カシノライフ（06牝 バブルガムフェロー）�６勝
ノカゼ（08牝 サクラプレジデント）	１勝�
ジョウショウハート（11牡 サムライハート）��１勝
入着

３代母 メイバン（79鹿 ＊ダンデイルート）２勝，陸奥湾特別

４代母 ライトパレー（66鹿 ＊フエリオール）４勝，オークス２着，サンスポ四歳牝馬
特別３着，阪急杯３着，桜草特別
［子］ フアステスト（82牡 ＊クラウンドプリンス）２勝，弥生賞‐Jpn3 ３着，障

害１勝
ライトベイバー（73牡 タケシバオー）２勝，夏井川特別，��２勝
ナスカリンダ（75牝 ＊エタン）３勝，和布刈特別
タケライト（74牡 タケシバオー）入着３回，��
�14 勝，三条記念２着

［孫］ ロンガーワンダー（95牡 ＊ラシアンボンド）�５勝�６勝��，グランシ
ャリオＣ‐Jpn3 ３着，北海優駿，栄冠賞，etc.

トウカイステータス（86牡 ＊ピツトカーン）２勝，胎内川特別，糸魚川特
別，竜飛崎特別３着

販売申込者・所有者： ㈲浅川牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2914
生 産 牧 場： ㈲浅川牧場
飼 養 者： サラブレッド・トレーニング・サービス＝新冠町朝日 �0146-47-2914

850 ステージワンスモア２０２１ �・栗 ３／１１

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Briar Tooアポロケンタッキー ディクシアナディライト GoneWest

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルステージワンスモア ＊ナグルスキー

��
��
�エレガントダンサー鹿 2004 メイバン

＊メイビイソウ 27a
Northern Dancer S4×M5 Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 ストーリーライン（10栗 ＊ブライアンズタイム）��１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
カラスミヤビ（16牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）�３勝
バジガクシャーンス（19牝栗 トーセンラー）���入着２回
ストーリータイム（20牡栗 ディープブリランテ）�地方未出走

２代母 ビューチフルドラマ（93栗 ＊ヘクタープロテクター）１勝
セイコーサンデー（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，目黒記念‐Jpn2 ３着，エイ

プリルＳ‐OP ２着，スピカＳ，南武特別，利尻特別，etc.
テンタシオン（00牝 ＊エリシオ）不出走

レッツゴーヒチョリ（05牡 ＊マイネルラヴ）３勝，富嶽賞３着
ビューティファイン（06牝 サツカーボーイ）２勝，織姫賞
ライジングサン（08牡 アドマイヤジャパン）３勝，伊勢特別，咲花特別，鳴海

特別３着，花見山特別３着，菅名岳特別３着
ジョウテンロマン（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，�１勝，岩鷲賞３着
アールヌーヴォー（04牝 ＊ブライアンズタイム）２勝

ウォーロード（18牡 ヴァンセンヌ）�２勝，中ノ岳特別２着
ドットコム（05牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ホープフルＳ‐L ３着，美浦Ｓ，習

志野特別，山藤賞，上越Ｓ２着，etc.
モデルウォーク（08牝 キングカメハメハ）出走

ナンヨーオボロヅキ（16牝 ＊キンシャサノキセキ）���１勝�８勝�入着２回
��，黒潮菊花賞，高知優駿，土佐春花賞，佐賀ヴィーナスＣ２着，ル・
プランタン賞２着，etc.

ミッキーマーチ（09	 フジキセキ）１勝，中ノ岳特別２着，
２勝�入着３回��

３代母 ビューチフルロマン（86鹿 ＊ノノアルコ）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，関越Ｓ
‐OP，秋嶺Ｓ，東雲賞，本栖湖特別，etc.
ロマンスプレゼント（97牝 ＊ティンバーカントリー）不出走

カチューシャ（09牝 ＊ケイムホーム）６勝，オアシスＳ‐L，etc.，��入着２回，
Ｌプレリュード‐Jpn2 ３着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

４代母 ビクトリアクラウン（79栗 ＊フアバージ）６勝，エリザベス女王杯，クイーン
Ｓ，クイーンＣ，新潟３歳Ｓ，牝馬東タイ杯２着，etc.，優２牝，優３牝

販売申込者・所有者： レースホース牧場㈱＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3734
生 産 牧 場： レースホース牧場㈱
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

851 ストーリーライン２０２１ 牡・黒鹿 ４／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayストーリーライン ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ビューチフルドラマ栗 2010 ビューチフルロマン

＊ビユーチフルドリーマー 12
Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 スマートローズ（12栗 ＊ケイムホーム）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
リュウノイノリ（17牡青鹿 ネオユニヴァース）���２勝

２代母 グラスレビン（00鹿 ＊ブライアンズタイム）�２勝
グラスグローリー（07牡 サクラバクシンオー）�20 勝��６勝�４勝
キタサンオーゴン（10牡 マーベラスサンデー）��４勝，東京湾Ｃ２着，黒潮盃３

着，クラウンＣ３着
スズトラッド（11牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝，�３勝
ユーフォニアム（13牡 ＊エンパイアメーカー）�３勝��３勝
キモングラス（17牝 トランセンド）	２勝

３代母 ＊アナボタフォゴ（91 USA鹿 Danzig）BRZ２勝

４代母 グレイスフルタッチGraceful Touch（78 USA鹿 His Majesty）USA４勝
［子］ トリビュレイション Tribulation（90牝 Danzig）USA５勝，Ｑエリザベ

ス二世チャレンジＣ‐G1，ギャロレットＨ‐G3，ボイリングスプリン
グズＨ‐G3，etc.

グレイスフルダービーGraceful Darby（84牝 Darby Creek Road）US
A８勝，クイーンシャーロットＨ‐G3，ヴァイオレットＨ‐G3，ニジ
ャナＳ‐G3，etc.

［孫］ ワンダーアゲンWonder Again（99 牝 Silver Hawk）USA７勝，ダイア
ナＨ‐G1，ガーデンシティＨ‐G1，ニューヨークＨ‐G2，etc.

＊グラスワンダー（95牡 Silver Hawk）９勝，有馬記念‐Jpn1（２回），宝塚
記念‐Jpn1，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，etc.，優２牡，特別賞，種牡馬

ストールクリーク Stalcreek（90 牝 Stalwart）USA５勝，ラカニャーダＳ
‐G2，リンダヴィスタＨ‐G3，Sandy Blue H‐R，etc.

ボールドホーク Bold Hawk（04
 Silver Hawk）USA３勝，ホーソーン
ダービー‐G3，ハリウッドダービー‐G1 ３着，レッドスミスＨ‐G2
２着，etc.

グレイスフルキャットGraceful Cat（98 牝 Forest Wildcat）USA３勝，
Washington Oaks‐L，Irish Day H，Emerald Distaff H
‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲山際セントラルスタッド＝新ひだか町三石旭町 �0146-33-2843
生 産 牧 場： ㈲山際セントラルスタッド
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

852 スマートローズ２０２１ 牡・鹿 ３／２３

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 Harlan's Holiday

�
�
�
�
�
�
�
�
� Christmas in Aikenシャンハイボビー スティーリン Orientate

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayスマートローズ ＊ブライアンズタイム

��
��
�グラスレビン栗 2012 ＊アナボタフォゴ

12c
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 スターリットスカイ（08栗 フジキセキ）入着７回，遊楽部特別（芝 1800）２着，栗
子特別（芝 1700）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ムーンスカイ（20牡鹿 トゥザワールド）�未出走

２代母 ＊トキオジュリア（95 USA栗 Crafty Prospector）４勝，鞍馬特別，蓬莱峡特
別２着
ワイルドソニック（02牡 フジキセキ）３勝，クローバー賞‐L ３着，朝里川特別，ニ

セコ特別２着，礼文特別３着
ミステリー（03牝 アグネスタキオン）入着２回，�１勝
トロサックス（07� ゼンノロブロイ）１勝
トラスティー（10牡 マンハッタンカフェ）１勝

３代母 ＊フライングジュリア（83 USA鹿 Flying Paster）USA６勝，サンタマルガリ
ータＨ‐G1，ラスフローレスＨ‐G3，ヴァニティＨ‐G1 ２着，ミレイディＨ‐G1
２着，チューラヴィスタＨ‐G2 ２着，etc.
パンサーランPanther Run（91牝 Cox's Ridge）USA１勝

クールンコレクティヴ Cool N Collective（97� Ruhlmann）USA・CAN15
勝，Elgin S‐R，ペガサスＨ‐G2 ２着，Michael G. Schaefer Mile S
‐L ２着，etc.

シックスアンドウォルナット Sixth andWalnut（99 牝 Defrere）USA６勝
ウィズウィングズWithWings（05� Marquetry）USA３勝，Michiga
n Futurity‐R

＊ダストワール（94牡 Storm Cat）５勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ５着，槍ヶ岳特別，オ
ーロラ特別２着，�２勝

４代母 シズケイト Sid's Kate（77 USA鹿 Chieftain）USA出走
［曾孫］ イクアリティズデビュターント Equalitysdebutante（05 牝 Equality）U

SA４勝，Larkspur H‐R，Michigan Sire S‐R，Temptress S
‐R，etc.

販売申込者・所有者： 森永牧場＝日高町豊田 �01456-5-6376
生 産 牧 場： 森永牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

853 スターリットスカイ２０２１ 牡・栗 ４／ ８

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサースターリットスカイ
＊ Crafty Prospector

��
��
�トキオジュリア栗 2008 ＊フライングジュリア

3l
Raise a Native S5×M5 In Reality M5×M5

価格： 購買者：



母 スリーアフロディテ（09鹿 スズカマンボ）４勝，札幌スポニチ賞（芝 1500），日田
特別（芝 2000），湯浜特別（芝 1800）２着，小倉城特別（芝 1800）２着，大倉山特別
（芝 1800）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
スズカパイロット（17牝青 ＊パイロ）�１勝
サイレントナイト（18牡黒鹿 リオンディーズ）入着７回，��入着７回
オーエンズテソーロ（19牝栗 ラブリーデイ）�１勝

２代母 アイライクスズカ（01栗 ＊ラムタラ）１勝，�３勝

３代母 ＊アイシングスズカ（92 USA鹿 Dayjur）１勝，北洋特別２着
ルンルンスズカ（99牝 ＊ラムタラ）１勝

スズカルパン（09牡 スズカマンボ）４勝，鴨川特別，下鴨Ｓ２着（２回），マレ
ーシアＣ３着，etc.

アイシースズカ（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
スズカゴーディー（14牡 スズカコーズウェイ）３勝，立川特別，天王寺特別２

着，日吉特別３着，etc.，��出走
スズカアーチスト（15牝 ＊エンパイアメーカー）２勝，日野特別３着，由比ヶ浜

特別３着

４代母 アイシング Icing（73 IRE 鹿 Prince Tenderfoot）GB・IRE４勝，フィリー
ズマイル‐G3，Mullion S，アスコット１０００ギニートライアル‐G3 ２着
［子］ アルハレブ Al Hareb（86牡 El Gran Senor）GB３勝，英フュチュリテ

ィＳ‐G1，種牡馬
ドクターサマーヴィルDr. Somerville（87 牡 Chief's Crown）FR４勝，
ラクープドメゾンラフィット‐G3，コンデ賞‐G3，P. Ridgway‐L

ライジング Rising（82 牡 Relkino）GB・IRE10 勝，Mooresbridge S
‐L，Ulster Harp Derby‐L，Waterford Crystal Nursery S‐L，etc.，
種牡馬

スノートップ Snowtop（83牝 Thatching）IRE３勝，Joe McGrath H‐L
［孫］ エルハイク Elhayq（95牡 Nashwan）GB・USA５勝，ボーリンググリー

ンＨ‐G2，種牡馬
シブル Shibl（97 牡 ＊アラジ）IRE・UAE・SAU13勝，ミンストレルＳ‐G3

販売申込者・所有者： ㈲新井牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4136
生 産 牧 場： ㈲新井牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

854 スリーアフロディテ２０２１ 牡・鹿 ４／ ６
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボスリーアフロディテ ＊ラムタラ

��
��
�アイライクスズカ鹿 2009 ＊アイシングスズカ

13e
サンデーサイレンスM3×S4 Nijinsky M4×S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 シーエーパイロット（14黒鹿 ＊パイロ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
アイノットラブ（20牝栗 アドマイヤムーン）�未出走

２代母 シャドウファイル（01青鹿 フジキセキ）１勝
エンダーズシャドウ（07牡 ＊アグネスデジタル）１勝
シャドウシューター（08牡 タニノギムレット）�１勝
ハナズルオーテ（10牡 ＊チチカステナンゴ）�４勝
シャドウリーフ（11牝 ＊ヨハネスブルグ）�５勝
ローズシャドウ（13牝 ＊ハービンジャー）�２勝�
ポルティエーレ（17牡 アーネストリー）��４勝
ディストピアーナ（18牝 ＊プリサイスエンド）���２勝

３代母 ＊パーソナルファイル（91 IRE 黒鹿 Private Account）不出走
トコア（97牝 ＊カーネギー）３勝，ＳＴＶ賞，まりも特別２着，矢車賞３着

アドマイヤコマンド（05� アグネスタキオン）２勝，青葉賞‐Jpn2，毎日杯
‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，障害１勝

インナージョイ（08牡 スペシャルウィーク）１勝，すみれＳ‐OP ３着，タイラ
ンドＣ２着，積丹特別３着

ファシネートダイア（09牝 アグネスタキオン）１勝，	２勝
ファシネートゼット（17牝 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，鎌倉Ｓ２着，門松Ｓ
２着，	入着，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ３着

シンティレーション（19牝 ロードカナロア）�２勝，フラワーＣ‐G3 ３着，
若竹賞

テイクワンズアイ（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，登別特別，キーンランドＣ２
着，八雲特別３着

４代母 ＊ベーシイド（78 USA青鹿 Cool Moon）USA23 勝，アクサーベンクイーンズ
Ｈ‐G3（２回），Quivira H‐L，Quivira S，Ak‐Sar‐Ben Oaks，Jam
es Herbuveaux Mile H，etc.
［子］ ＊リンドシェーバー（88牡 Alydar）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥生賞

‐Jpn2 ２着，函館３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.，優２牡，種牡馬
［孫］ オーミアリス（12牝 ＊ホワイトマズル）２勝，小倉２歳Ｓ‐G3

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522

855 シーエーパイロット２０２１ �・青 ４／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionシーエーパイロット フジキセキ

��
��
�シャドウファイル黒鹿 2014 ＊パーソナルファイル

23b
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 セラフィーヌ（07鹿 ネオユニヴァース）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（５）〕
セデュイール（13牝鹿 ＊ファルブラヴ）入着，��１勝�１勝
ハワイアンダンサー（15牝鹿 ローエングリン）�３勝�入着４回
パドカトル（16牡鹿 パドトロワ）�２勝

２代母 ＊セニョラージェ（94 USA青鹿 Nureyev）FR１勝，フィユドレール賞‐G3 ２着
コックニー（00牝 Swain）２勝

アーバンキッド（13� ハーツクライ）３勝，毎日杯‐G3 ２着，ラジオＮＩＫＫ
ＥＩ賞‐G3 ３着，ジュニアＣ‐OP ２着，スピカＳ，etc.，障害１勝，�
�１勝，ＯＲＯＣ２着

クイーンアイリス（01牝 ダンスインザダーク）１勝，��１勝�
ミエノゴーゴー（08牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，大日岳特別，尾瀬特別２着
ミエノウインウイン（15� ＊ハービンジャー）�３勝，ベストウィッシュＣ，錦

Ｓ３着
レフォルマ（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝
ダイワワイルドボア（05牡 アグネスタキオン）３勝，セントライト記念‐Jpn2，新

緑賞，阿賀野川特別３着，佐渡特別３着
ファミリズム（06牝 ダンスインザダーク）１勝，京都２歳Ｓ‐L ２着
グッドマイスター（09牡 アグネスタキオン）４勝，端午Ｓ‐OP ２着，與杼特別，鷹

取特別，灘Ｓ２着，鷹取特別２着，etc.

３代母 スワヴィテ Suavite（81 USA鹿 Alleged）USA４勝，カムリーＳ‐G3 ２着，
Prioress S‐L ３着
スワーヴダンサー Suave Dancer（88 牡 Green Dancer）FR・IRE５勝，仏ダービー

‐G1，凱旋門賞‐G1，愛チャンピオンＳ‐G1，グレフュール賞‐G2，etc.，種牡馬
スワーヴターン Suave Tern（91牡 Arctic Tern）FR・GER・ITY・USA２勝，P. N

iceas‐L，伊ジョッキークラブ大賞‐G1 ２着，イタリア大賞‐G1 ２着，etc.
＊ウルトラフィネッセ（92牝 Rahy）FR２勝，マルレ賞‐G2 ２着，P. de Thiberville

‐L ３着
デボネアーDebonnaire（05 牝 Anabaa）GB２勝
ハートネル Hartnell（11� Authorized）GB・FR・AUS13 勝，ＡＴＣエプ
ソムＨ‐G1，ＭＲＣＣＦオールＳ‐G1，ＶＲＣターンブルＳ‐G1，etc.

販売申込者・所有者： ㈲山際牧場＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2147
生 産 牧 場： ㈲山際牧場
飼 養 者： ㈲山際牧場＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2147

856 セラフィーヌ２０２１ �・鹿 ４／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスセラフィーヌ
＊ Nureyev

��
��
�セニョラージェ鹿 2007 Suavite

4r
Nureyev M3×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ティアラトウショウ（12鹿 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アイディアリスト（18牡鹿 リアルインパクト）���１勝
ヴァロンダンス（19牝鹿 ＊ドレフォン）�入着

２代母 タバサトウショウ（93鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
バージントウショウ（99牝 フジキセキ）不出走

トウショウデザート（06牡 ＊デザートキング）３勝，鹿野山特別，九十九里特別
２着，信濃川特別２着，府中Ｓ３着，東雲賞３着，etc.

トウショウカズン（07牡 ＊クロフネ）６勝，根岸Ｓ‐G3 ２着，ギャラクシーＳ
‐LR ２着，栗東Ｓ‐L ２着，etc.，�����入着４回�，さきたま杯
‐Jpn2 ３着，黒船賞‐Jpn3 ２着，etc.

スイープトウショウ（01牝 ＊エンドスウィープ）８勝，宝塚記念‐G1，秋華賞‐Jpn1，
エリザベス女王杯‐Jpn1，京都大賞典‐G2，チューリップ賞‐Jpn3，etc.，優古牝
スイーズドリームス（14牡 ディープインパクト）４勝，ストークＳ，岡崎特別，

タイランドＣ，渡月橋Ｓ２着，賢島特別３着（２回）
スイープセレリタス（16牝 ハーツクライ）４勝，晩春Ｓ，月岡温泉特別，ユー

トピアＳ２着，うずしおＳ３着，春菜賞３着，etc.
トウショウデザイア（06牡 キングカメハメハ）２勝，睦月賞３着，天草特別３着，

障害３勝，小倉サマージャンプ‐JG3 ２着，�２勝，北國王冠
トウショウフリーク（07牡 キングカメハメハ）７勝，関越Ｓ‐L，アンタレスＳ‐G3

２着，etc.，�１勝����入着４回，川崎記念‐Jpn1 ３着，ダイオライト記
念‐Jpn2 ２着，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ２着，etc.

スウェアトウショウ（08牝 ディープインパクト）出走
アドマイヤハダル（18牡 ロードカナロア）�３勝，若葉Ｓ‐L，中山記念‐G2 ３

着，白富士Ｓ‐L ２着，皐月賞‐G1 ４着，エリカ賞
ピンクカメハメハ（18牡 リオンディーズ）１勝，UAE・SAU１勝

３代母 サマンサトウショウ（85黒鹿 トウシヨウボーイ）７勝，エプソムＣ‐Jpn3，
マイルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，京都牝馬特別‐Jpn3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３
着，朱雀Ｓ，etc.
トウショウノア（95牡 ＊オールドヴィック）６勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，夏至Ｓ，

関ケ原Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 乾 皆雄＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3753
生 産 牧 場： 乾 皆雄
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

857 ティアラトウショウ２０２１ �・鹿 ３／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズティアラトウショウ ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�タバサトウショウ鹿 2012 サマンサトウショウ

＊セヴアイン 5j
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 タガノシムナ（15黒鹿 ロードカナロア）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
グリーンライズ（19牡黒鹿 ＊パイロ）�入着

２代母 タガノディーバ（07栗 フジキセキ）１勝
タガノジェロディ（16牡 ＊ノヴェリスト）１勝
タガノネクステージ（18牡 ＊ディスクリートキャット）�２勝

３代母 ディーバ（97栗 Crafty Prospector）３勝
サンカルロ（06牡 ＊シンボリクリスエス）６勝，阪神Ｃ‐G2（２回），ＮＺトロフィー

‐G2，阪急杯‐G3，etc.，種牡馬
ヘルデンテノール（10牡 ディープインパクト）３勝，セントポーリア賞
ターゲリート（13牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，大島特別，ＢＳイレブン賞３着，

�３勝

４代母 ＊ミスセクレト（86 USA鹿 ＊セクレト）GB・FR・IRE・ITY・USA４勝，リデ
ィアテシオ賞‐G2，伊１０００ギニー‐G2，ドルメーロ賞‐G3，ヴィットリオディカ
プア賞‐G1 ２着，ローマ賞‐G1 ３着，etc.
［子］ ゴールドマイナーズゴールド Goldminers Gold（93牡 Crafty Prospector）

USA５勝，Drc BC Sprint H‐L，Kennedy Road S‐L，Friar
Rock S‐L ２着，etc.，種牡馬

バランストバジェット Balanced Budget（94 牡 Carson City）USA４勝，
Dancing Count S‐L，Ambernash S

ブラックミステリー Black Mystery（95 牝 Miswaki）USA３勝，Nav
ajo Princess S‐L，Montclair State College S‐L ２着

ワージーオヴシルヴァーWorthy of Silver（96 牝 Silver Ghost）USA４
勝，Hancock County H３着

［孫］ スプライトリー Sprightly（03 牝 ＊ワイルドラッシュ）USA・CAN２勝，
Cherokee Frolic S‐L ２着，Wonder Where S‐R ３着

ブレットブルー Bullet Brew（05� Milwaukee Brew）USA・CAN７勝，
Grand Prairie Turf Challenge S３着

ウォンザウォーWon theWar（09� Scipion）USA５勝，Maryland
Million Nursery S‐R ３着

販売申込者・所有者： ㈲市川ファーム＝浦河町姉茶 �0146-27-4283
生 産 牧 場： ㈲市川ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

858 タガノシムナ２０２１ �・鹿 ２／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムタガノシムナ フジキセキ

��
��
�タガノディーバ黒鹿 2015 ディーバ

＊ミスセクレト 23b
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ニシノフジムスメ（03鹿 キングヘイロー）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，オーク
ス‐Jpn1 ５着，忘れな草賞‐OP（芝 2000）
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（４），地方－３（３）〕
ニシノコハク（09牝栗 ゴールドアリュール）１勝

イクノチャン（14牝 トランセンド）��１勝，ローレル賞２着
ニシノカンザシ（11牝鹿 タニノギムレット）１勝
ニシノハナムスメ（13牝青鹿 ディープインパクト）１勝
ニシノオマージュ（14牝鹿 ＊ストリートセンス）�１勝
カルトレガーメ（17牝青鹿 キズナ）入着，��１勝
ネオトリニティー（18牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）１勝，��１勝

２代母 ブランドアート（89鹿 ＊ビシヨツプボブ）２勝，フラワーＣ‐Jpn3，ユートピ
アＳ３着
ニシノコマンド（98牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，ジュニアＣ‐OP，�５勝��

入着２回
ニシノナイフ（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）��７勝��
ニシノアーティスト（00牝 ＊エリシオ）�	１勝�７勝��入着
ニシノピクチャー（01牝 ＊タイキシャトル）１勝
ニシノイエロー（02牝 ＊デヒア）１勝
ニシノプライド（04牡 セイウンスカイ）４勝，船橋Ｓ，帆柱山特別，山城Ｓ３着
ニシノバスター（07牡 ＊カリズマティック）入着，��１勝
３勝�入着
ニシノテンコウ（08牡 ＊ブライアンズタイム）
２勝�４勝

３代母 ニシノアート（84芦 ＊ネヴアーダンス）入着２回

４代母 ＊ムサシネイテイブ（76 USA鹿 Raise a Native）２勝
［子］ キンザンアンバー（91牡 アンバーシヤダイ）�13 勝，迎春賞２着

５代母 アメリボーAmeribot（70 USA鹿 Ribot）USA１勝
［子］ カーリボー Curribot（77 Little Current）USA37 勝，Albuquerque H

‐L，Sunland Park H（５回），Albuquerque H，etc.
カナディアンビッド Canadian Bid（78牡 Bold Bidder）USA５勝，L
addies S３着

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

859 ニシノフジムスメ２０２１ �・黒鹿 ３／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アグネスタキオン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アグネスフローラグランデッツァ

＊ Marju

��
��
�マルバイユ栗 2009 Hambye

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローニシノフジムスメ ＊ビシヨツプボブ

��
��
�ブランドアート鹿 2003 ニシノアート

＊ムサシネイテイブ A1
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 ＊ノーモアクライ（03 USA鹿 Cozzene）３勝，湯沢特別（芝 1200），伏拝特別
（芝 1200），飯豊特別（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－４（４），地方－２（２）〕
ネリヤカナヤ（13牝黒鹿 ＊タイキシャトル）出走

ハートプレイス（18牡 ネオユニヴァース）���４勝�１勝，優駿スプリント
２着，平和賞３着，イノセントＣ２着

ランディーニ（14牝黒鹿 ブラックタイド）�１勝�
シュガリートリーツ（16牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝
アマゾーヌ（17牝黒鹿 エピファネイア）１勝
ウインスーリール（18牝鹿 ヴィクトワールピサ）１勝，りんどう賞（芝 1400）２着
エシェロン（19牡黒鹿 トーセンラー）�１勝
イカリ（20牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）��１勝

２代母 レインシンフォニーRain Symphony（91 USA鹿 Fappiano）不出走
＊エイシンコジーン（97牡 Cozzene）６勝，ポートアイランドＳ‐OP ３着，京洛Ｓ，

轟Ｓ，疾風特別，伊吹山特別，etc.
＊シンシアナスワン（99� Mountain Cat）１勝，�５勝��入着７回
＊グッドリーズン（06牡 Alphabet Soup）	８勝���，園田ＦＣスプリント２着

３代母 レイズアンエアレスRaise an Heiress（83 USA栗 Raise a Native）USA２勝
レイズアカーターRaise a Carter（90 牝 Dr. Carter）USA２勝

＊レッドチリペッパー（96牝 Unbridled）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，富士Ｓ
‐Jpn3，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３着，etc.

プラウドエアレス Proud Heiress（04 牝 Broken Vow）USA・CAN５勝，ホイ
ムジカルＳ‐G3，WishingWell S（２回），ヘンドリーＳ‐G3 ２着，etc.

スライストブレッド Sliced Bread（11牝 Noonmark）不出走
カンタカ Kanthaka（15� Jimmy Creed）�USA・CAN３勝，サンヴィ
センテＳ‐G2，ラサロバレラＳ‐G3，ジャイプールＳ‐G1 ２着，etc.

ダナラDanara（92牝 Danzig）USA２勝
ダナウェイDanaway（05牝 Giant's Causeway）不出走
ダナレイクDanalake（10牝 Friends Lake）USA３勝，Our Mims S，
Blue Hen S‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲山岡牧場＝新冠町東町 �090-3118-2811
生 産 牧 場： ㈲山岡牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

860 ノーモアクライ２０２１ 牡・黒鹿 ２／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアレス
＊

＊デインヒル

��
��
�サトノアマゾネス黒鹿 2014 Prawn Cocktail

＊

コジーン Caro

�
�
�
�
�

��
��

�Cozzene Ride the Trailsノーモアクライ レインシンフォニー Fappiano

��
��
�Rain Symphony鹿USA 2003 Raise an Heiress

10a
Raise a Native M4×M5

価格： 購買者：



母 サクラエボル（08栗 サクラバクシンオー）入着，�２勝��入着６回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
シャインボルテージ（16牝黒鹿 サクラオリオン）�１勝�入着３回�
メモリア（17牝黒鹿 ＊ストーミングホーム）入着，��２勝���
オオモリクン（18	黒鹿 サクラオリオン）��１勝

２代母 サクラコンドル（99青鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
サクラナスカ（06牝 サクラバクシンオー）３勝

ワールドヘリテージ（15牡 アドマイヤコジーン）�３勝，ＳＴＶ賞，稲城特別，
弥彦Ｓ３着，初富士Ｓ３着，レインボーＳ３着

スタークニナガ（15	 サクラオリオン）��１勝�１勝�２勝
２勝�入着３回�，
オパールＣ，知床賞

３代母 ＊ローラローラ（85 FR栗 Saint Cyrien）FR１勝，P. de la Seine‐L ３着
サクラファビユラス Sakura Fabulous（90 牝 Fabulous Dancer）FR入着５回

＊ラタフィア（99牝 Cozzene）５勝，北摂特別，元町特別，月岡特別３着，etc.
エピセアローム（09牝 ダイワメジャー）４勝，セントウルＳ‐G2，小倉２
歳Ｓ‐G3，セントウルＳ‐G2 ３着，etc.

アッラサルーテ（13牝 ダイワメジャー）４勝，アネモネＳ‐LR ２着，南総
Ｓ２着，水無月Ｓ２着，etc.

＊サビアーレ（00牝 Capote）１勝，菜の花賞‐OP ２着
カポーティスター（09牡 ハーツクライ）４勝，日経新春杯‐G2，日経賞
‐G2 ２着，北野特別，etc.

サクラローレル（91牡 RainbowQuest）９勝，有馬記念‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，
オールカマー‐Jpn2，中山記念‐Jpn2，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

サクラフューチャー（96牝 サクラユタカオー）３勝，精進湖特別，アプローズ賞２着
サクラシャイニー（06牡 サクラプレジデント）４勝，霜月Ｓ‐L ３着（２回），天

保山Ｓ‐OP ３着，etc.，�１勝�15 勝�１勝��１勝，兵庫ゴールドＴ
‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121

861 サクラエボル２０２１ 牡・鹿 ３／２４
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモサクラエボル ＊サンデーサイレンス

��
��
�サクラコンドル栗 2008 ＊ローラローラ

14
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 クィーンロマンス（01鹿 ＊ティンバーカントリー）２勝，ニセコ特別（芝 1200）３
着，�12 勝��入着２回����，新春盃（Ｄ1400），スプリント（Ｄ1400），園田
ＣｈＣ（Ｄ1400）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－４（33）〕
カイシュウヤマト（10牡栗 ＊ケイムホーム）１勝
レッドローズキング（11牡栗 ＊ロージズインメイ）��２勝�２勝�６勝	８勝�

�入着４回
スカーレットロマン（12牡鹿 ヴァーミリアン）�１勝�９勝
シャインスプライト（13牡鹿 ＊ファスリエフ）入着２回，�４勝
メイショウラケーテ（14牡黒鹿 ＊アグネスデジタル）４勝，高山特別（Ｄ1400）２着，

指宿特別（Ｄ1700）２着，河原町Ｓ（Ｄ1400）３着，伊良湖特別（Ｄ1400）３着
カラフルロマンス（15牝栗 ＊タイキシャトル）��１勝

２代母 オグリロマンス（96芦 ＊ノーザンテースト）２勝
オグリスペシャル（04牡 ＊フォーティナイナー）２勝，�７勝����
サンマルミッシェル（06牝 ネオユニヴァース）�３勝
オグリボス（07牡 アドマイヤボス）�１勝�４勝
オグリソング（12牝 ＊ファルブラヴ）�１勝�入着７回��
クラウンロマン（13牝 カネヒキリ）２勝
ブレイヴロマンス（14
 カネヒキリ）��１勝�２勝
オグリクロノス（16牡 ＊ベーカバド）�７勝
フォルワールド（17牡 トゥザワールド）��２勝

３代母 オグリローマン（91芦 ＊ブレイヴエストローマン）１勝，桜花賞‐Jpn1，チュ
ーリップ賞‐Jpn3 ２着，�６勝，ジュニアＧＰ，ゴールドウイング賞，プリンセ
ス特別，etc.
オグリホット（03牡 ＊タバスコキャット）入着，青島特別３着，�10 勝�１勝���，

ウイナーＣ，ＯＲＯＣ３着，etc.

４代母 ホワイトナルビー（74芦 ＊シルバーシヤーク）�４勝
［子］ オグリキャップ（85牡 ＊ダンシングキヤツプ）12勝，有馬記念‐Jpn1

（２回），安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1，etc.，�10 勝，優３
牡，特別賞，年代表，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲稲葉牧場＝新ひだか町三石歌笛 �090-7053-8963
生 産 牧 場： ㈲稲葉牧場
飼 養 者： ㈲稲葉牧場＝新ひだか町三石歌笛 �090-7053-8963

862 クィーンロマンス２０２１ �・黒鹿 ４／ １

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenクィーンロマンス ＊ノーザンテースト

��
��
�オグリロマンス鹿 2001 オグリローマン

＊シユリリー 7d
Northern Dancer S4×M4

価格： 購買者：



母 タイセイアヴァンセ（16黒鹿 ＊ハービンジャー）入着３回
初仔

２代母 ゼフィランサス（08青 キングヘイロー）３勝
ダンケシェーン（15� ＊ヘニーヒューズ）�３勝，日吉特別，神鍋特別３着，夙川特

別３着
ディープボンド（17牡 キズナ）�４勝，阪神大賞典‐G2（２回），京都新聞杯‐G2，有

馬記念‐G1 ２着，天皇賞（春）‐G1 ２着（２回），etc.，FR１勝，フォワ賞‐G2
ドゥラモンディー（18牡 ドゥラメンテ）入着，�１勝
スパルタレオニダス（19牡 ＊ヘニーヒューズ）���１勝

３代母 モガミヒメ（92黒鹿 ＊カコイーシーズ）�２勝��１勝�，東京３歳優駿牝馬２着
ビッグテンビー（98牝 ＊テンビー）１勝

ローレルゲレイロ（04牡 キングヘイロー）５勝，スプリンターズＳ‐G1，高松
宮記念‐G1，阪急杯‐G3，etc.，優短距，種牡馬

トキノヤマトボシ（06� メジロライアン）３勝，積丹特別
マンゴプディング（07牝 ＊ムーンバラッド）２勝，はなのき賞２着，あざみ賞３着
リキサンマックス（08牡 キングヘイロー）１勝，きさらぎ賞‐G3 ２着
アメージングムーン（10牝 アドマイヤムーン）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ３着
ノースブリッジ（18牡 モーリス）�５勝，エプソムＣ‐G3，ラジオＮＩＫ
ＫＥＩ賞‐G3 ３着，アメジストＳ，etc.

キタサンラブコール（11牡 キングヘイロー）４勝，中京日経賞，ハッピーエン
ドＣ，フィリピンＴ３着，etc.

ラヴァーズレーン（00牝 メジロライアン）５勝，由布院特別，桜島特別，ホンコン
ＪＣＴ３着
トキノフウジン（07牡 キングヘイロー）５勝，ＴＶ静岡賞，美唄特別，アカシ

ヤ特別２着，障害１勝
スルターナ（12牝 キングヘイロー）４勝，天の川賞，はこべら賞
プライムコード（14牡 ステイゴールド）１勝，三陸特別，��出走��３勝�７勝
アヴォンリー（16牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝，浦安特別，岩室温泉特別２着
オセアダイナスティ（18牡 オルフェーヴル）�３勝，津軽海峡特別，湯浜特別

ローレルウェルシュ（03牡 ＊テンビー）４勝，秋保特別，��２勝
キタサンイナズマ（10牡 キングヘイロー）３勝，タケホープＣ，銀蹄Ｓ２着

販売申込者・所有者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

863 タイセイアヴァンセ２０２１ 牡・黒鹿 １／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスロジユニヴァース Cape Cross

��
��
�アコースティクス鹿 2006 ＊ソニンク

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlタイセイアヴァンセ キングヘイロー

��
��
�ゼフィランサス黒鹿 2016 モガミヒメ

＊セレタ 1b
Halo S4×M5 Danzig S5×M5

価格： 購買者：



母 タイセイヴィグラス（08鹿 ＊サウスヴィグラス）��５勝�
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ヒッサツシオキニン（18牡芦 ジョーカプチーノ）�１勝
グッドライズ（19牡栗 スマートファルコン）��３勝

２代母 テイクマイミラクル（99芦 Holy Bull）�７勝
ディアリゾン（05牝 ＊アグネスデジタル）��１勝
ワタリサウンド（06牡 マーベラスサンデー）�１勝	��
ナイトスカイ（15牡 ディープスカイ）��１勝

３代母 ＊ファーストナイティング（87 USA鹿 Alydar）USA２勝

４代母 アキスフォーラック A Kiss for Luck（79 USA黒鹿 Reflected Glory）USA
８勝，ヴァニティＨ‐G1，アノアキアＳ‐G3，Pasadena S，California Bre
eders' Champion Filly S‐LR，Daddy's Datsun H，etc.
［子］ ＊ゴールデンチェリー（94牝 Crafty Prospector）５勝，越後Ｓ，etc.，�

１勝�１勝�入着
��，クラスターＣ‐Jpn3，北海道スプリントＣ
‐Jpn3 ３着，etc.

［孫］ アルファベットキシズ Alphabet Kisses（01 牝 Alphabet Soup）USA７勝，
ラブレアＳ‐G1，エイグリームＨ‐G2，B. Thoughtful S‐R，etc.

キシンマイラヴ Kissin My Love（06牝 Ocean Terrace）CHI６勝，カ
ルロスカンピノ賞‐G2，カルロスカンピノ賞‐G2 ２着，フランシス
コバエサソトマヨル賞‐G2 ３着，etc.

クィーンズバーン（08牝 スペシャルウィーク）４勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，阪
神牝馬Ｓ‐G2 ３着，ディープインパクトＣ‐OP ２着，etc.

ワイルドソルジャー（01牡 ＊ブロッコ）４勝，ウェルカムＳ，赤富士Ｓ２
着，�１勝，名古屋ＧＰ‐Jpn2

ダノンカモン（06牡 ＊シンボリクリスエス）８勝，エニフＳ‐L，ペルセウ
スＳ‐L，etc.，�１勝���入着２回，名古屋大賞典‐Jpn3，etc.

アズユーライク As You Like（97 牡 Trempolino）ITY16 勝，P. del Piazz
ale‐L，P. Gardone‐L，Criterium Varesino‐L，etc.

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

864 タイセイヴィグラス２０２１ 牡・鹿 ３／１２

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kitten's Firstホークビル トレンサ Giant's Causeway

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタータイセイヴィグラス Holy Bull

��
��
�テイクマイミラクル鹿 2008 ＊ファーストナイティング

3d
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 トゥルーストーリー（12鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
イカロス（19牡鹿 ＊ドレフォン）�１勝

２代母 ＊デフィニット（97 USA鹿 ＊デヒア）１勝
ナスノアタック（05牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）��１勝
デグラーティア（06牝 フジキセキ）４勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，フェニックス賞‐OP，

北九州短距離Ｓ，ジュライＳ３着
ドミナートゥス（15牡 ルーラーシップ）４勝，福島民報杯‐L ２着，甲斐路Ｓ，

宮崎特別，夏木立賞２着，福寿草特別２着
タケノチャンス（07牝 ＊チーフベアハート）�７勝�４勝�

エムエスオープン（17牝 ＊バトルプラン）�６勝，中京ペガスターＣ，新春ペガ
サスＣ，東海ダービー２着，ゴールドウィング賞２着，駿蹄賞３着，etc.

アブシンベル（09牝 ＊ルールオブロー）１勝，かえで賞３着
ボールライトニング（13牡 ダイワメジャー）３勝，京王杯２歳Ｓ‐G2，六甲Ｓ‐LR

３着，飛鳥Ｓ，長岡京Ｓ２着，武庫川Ｓ３着
ライクトゥシャイン（16牡 ゴールドアリュール）�２勝�６勝
シュアゲイト（17牡 キズナ）�１勝，	２勝

３代母 ヒロオガーデンHiroo Garden（91 GB鹿 Caerleon）不出走
＊キャッスルブラウン（00牝 Silver Hawk）３勝，火打山特別，三面川特別３着

ニシノラッシュ（12牡 サクラバクシンオー）５勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，新
潟２歳Ｓ‐G3 ３着，クロッカスＳ‐OP，etc.

＊アビリティガーデン（04牡 Grand Slam）１勝，咲花特別２着，柏崎特別２着

４代母 スイーピング Sweeping（86 GB鹿 ＊インデエアンキング）GB・FR１勝，
Princess Elizabeth S‐L ２着，Somerville Tattersall S‐L ３着
［子］ ウォッチングWatching（97
 Indian Ridge）GB・FR・IRE・SWE３

勝，Field Marshal S‐L，Sandown Sprint S‐L，グロシェーヌ
賞‐G2 ２着，etc.

［孫］ メディアモーガルMedia Mogul（98
 First Trump）GB・USA４勝，
ウィルロジャーズＳ‐G3，ジュライＳ‐G3 ２着，La Puente S‐R
２着，etc.

販売申込者・所有者： 恵比寿興業㈱那須野牧場＝栃木県那須郡那須町 �0287-76-2527
生 産 牧 場： 恵比寿興業㈱那須野牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

865 トゥルーストーリー２０２１ �・黒鹿 ３／ ４

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーントゥルーストーリー
＊

＊デヒア

��
��
�デフィニット鹿 2012 Hiroo Garden

4k
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 タスクミストレス（07黒鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（21）〕
プリンセチア（12牝黒鹿 ダイワメジャー）�２勝�４勝
シャトレーヌ（13牝黒鹿 ゴールドアリュール）�10 勝
サンドアート（14牝鹿 ゴールドアリュール）��２勝��
マツリダアシガル（16牡鹿 トーセンラー）�１勝
クロスザルビコン（17牡青鹿 フェノーメノ）�１勝，臥牛山特別（芝 2000）２着，

利尻特別（芝 2000）３着
パルヴニール（18牝青鹿 ＊キンシャサノキセキ）���２勝
コパノエルパソ（20牡鹿 コパノリッキー）�未出走

２代母 ワーキングガール（88鹿 ＊パドスール）４勝
クラフトマンシップ（95牡 ＊フレンチグローリー）５勝，函館記念‐Jpn3，函館記念

‐Jpn3 ２着，中山金杯‐Jpn3 ２着，新潟大賞典‐Jpn3 ３着，巴賞‐OP ２着，etc.
ワーキングイオン（98牝 ＊ジェイドロバリー）１勝

ワーキングボーイ（03牡 ＊エンドスウィープ）５勝，藤森特別，太秦Ｓ２着，プ
ラタナス賞３着

ワークオブアート（99牡 ダンスインザダーク）１勝
クラフトワーク（00牡 ＊ペンタイア）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，中山金杯‐Jpn3，函

館記念‐Jpn3，青葉賞‐Jpn2 ３着，東京新聞杯‐Jpn3 ２着，etc.
アクティビスト（02牝 ＊フレンチデピュティ）入着２回

ナンヨーマーズ（14牡 ハーツクライ）１勝，いわき特別２着，白梅賞２着，川
俣特別３着

クラフトミラージュ（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，新緑賞３着
ラヴォランテ（05� ＊シンボリクリスエス）３勝，長良川特別，初咲賞３着
ガールズトーク（08牝 ステイゴールド）不出走

トーセンナチュラル（12牝 メイショウサムソン）１勝，スイートピーＳ‐LR ２
着，湯浜特別３着

３代母 シヤダイワーデン（77栗 ＊ノーザンテースト）不出走
ダイナコスモス（83牡 ＊ハンターコム）４勝，皐月賞‐Jpn1，Ｒたんぱ賞‐Jpn3，

朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 秋田育成牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2302
生 産 牧 場： 秋田育成牧場
飼 養 者： 秋田育成牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2302

866 タスクミストレス２０２１ 牡・黒鹿 ３／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーグローリー ＊ホワイトマズル

��
��
�メリッサ青鹿 2013 ストーミーラン

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスタスクミストレス ＊パドスール

��
��
�ワーキングガール黒鹿 2007 シヤダイワーデン

＊ナイトライト 22d
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ダノニー（06青鹿 マンハッタンカフェ）２勝，岩船特別（芝 2200）
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（７）〕
ソード（13牝黒鹿 キングカメハメハ）�１勝�入着４回
ティーブラッサム（14牡黒鹿 ＊ハービンジャー）２勝
プラチナアッシュ（15�黒鹿 エイシンフラッシュ）２勝，信夫山特別（芝 2600）２

着，障害２勝
クレイジーエックス（18牡青鹿 ＊ノヴェリスト）��６勝��入着２回�

２代母 リズミカルシチー（98鹿 ＊トニービン）出走
プリズム（05牝 ゴールドアリュール）�１勝
ロメラ（07牝 サクラバクシンオー）�入着２回

シュプリームゾーン（14牡 ＊シニスターミニスター）１勝，花見山特別２着，早
鞆特別３着，��入着�１勝��３勝�入着

ブラウンシュガー（08� キングヘイロー）�６勝
エキゾチック（10牝 フジキセキ）�１勝

３代母 ケイジヨイナー（86鹿 ＊サドンソー）不出走
マイネルヤマト（89牡 オペツクホース）２勝，京成杯‐Jpn3 ２着，菜の花Ｓ‐OP，

福島３歳Ｓ‐OP ２着
ヘイセイクラウド（90牡 シービークラウド）	３勝�13 勝�，東海ゴールドＣ
ナムラコクオー（91牡 ＊キンググローリアス）６勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2，プロキオンＳ

‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3，etc.，�21 勝��
マキシムメルシー（93牝 ＊イブンベイ）出走

ナムラハクシャ（99牡 バブルガムフェロー）４勝，グランドマーチスメモリア
ル，瀬戸内海特別，木曽川特別２着，etc.

ナムラマームード（96牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，美唄特別２着，指宿特別３
着，障害２勝

ナムラシゲコ（02牝 ＊エンドスウィープ）１勝
ナムラビクター（09牡 ゼンノロブロイ）７勝，アンタレスＳ‐G3，仁川Ｓ‐L，

チャンピオンズＣ‐G1 ２着，etc.，��	�出走
ナムララオウ（10牡 ＊ストーミングホーム）３勝，伊勢特別，�１勝�入着���
ナムラアラシ（13牡 ＊エンパイアメーカー）７勝，ブリリアントＳ‐L ３着，仁

川Ｓ‐OP，アルデバランＳ‐OP，etc.，��５勝
���

販売申込者・所有者： ㈲いとう牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2419
生 産 牧 場： ㈲いとう牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

867 ダノニー２０２１ �・黒鹿 ４／ １
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

�
�
�
�
�
�
�
�
� Flame of Taraサトノクラウン

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジダノニー ＊トニービン

��
��
�リズミカルシチー青鹿 2006 ケイジヨイナー

＊アストニシメント 7c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 チャームアップ（06芦 ＊シルバーチャーム）�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
セイカヒカワザカ（12牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�７勝

２代母 ＊ペニーアップ（91 USA青 Halo）不出走
フサイチドラゴン（96牡 ＊オペラハウス）５勝，ノベンバーＳ，東雲賞（２回），霊山

特別，冬至Ｓ２着，オクトーバーＳ２着，etc.
ホットキャスケード（97牝 ＊フォーティナイナー）１勝
サンデーブレーヴ（99牝 ＊ダンシングブレーヴ）入着

トーセンクラウン（04牡 ＊オペラハウス）６勝，中山記念‐G2，日経賞‐G2 ３
着，福島記念‐G3 ３着，ニューイヤーＳ‐L ３着，スピカＳ，etc.

コウギョウマシーン（01牡 ＊デヒア）１勝
ミサトペニー（04牝 ＊オペラハウス）出走

サンデームーティエ（14� タニノギムレット）３勝，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，
稲城特別，箱根特別２着，本栖湖特別３着

トーセンキンボシ（05� ＊ボストンハーバー）１勝

３代母 ウィッシングウェルWishingWell（75 USA鹿 Understanding）USA12 勝，
ゲイムリーＨ‐G2，ウィルシャーＨ‐G3，Las Cienegas H，Convenienc
e S（２回），Autumn Days H，etc.

＊サンデーサイレンス（86牡 Halo）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，プリーク
ネスＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，スーパーダービー‐G1，サンタアニタダー
ビー‐G1，カリフォルニアンＳ‐G1，サンフェリペＨ‐G2，etc.，種牡馬

＊サンデーズシス（90牝 Halo）USA１勝
セイカカロブ（95牝 Sadler's Wells）５勝，桃山特別，姫路特別２着，摂津特

別２着，etc.
セイカプレスト（06牡 ＊イーグルカフェ）４勝，札幌日経ＯＰ‐LR，丹頂Ｓ
‐OP ３着，ＳＴＶ賞，etc.

＊サンデーウィッシュ（96牝 Sadler's Wells）不出走
パワーブリッツ Power Blitz（05� Fusaichi Pegasus）USA・SIN５勝，N

ew Year Cup‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲ヤマイチ牧場＝むかわ町穂別和泉 �0145-45-2938
生 産 牧 場： ㈲ヤマイチ牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

868 チャームアップ２０２１ 牡・芦 ２／２５

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊ Silver Buck

�
�
�
�
�

��
��

�シルバーチャーム Bonnie's Pokerチャームアップ
＊ Halo

��
��
�ペニーアップ芦 2006 WishingWell

3e
Hail to Reason M4×M5

価格： 購買者：



母 トモトモリバー（13鹿 ブラックタイド）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
リッチハンター（20牡鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 ローズエンジェル（06鹿 ＊アグネスデジタル）入着，�１勝�１勝��
イヴシャンテマリー（12牝 メイショウボーラー）�２勝，金沢プリンセスＣ２着
ケイツールフィヤ（16牝 トゥザグローリー）��４勝�３勝��入着
エバニスタ（19牡 ホッコータルマエ）�１勝

３代母 シュガースポット（97鹿 Lear Fan）不出走
キタグニノホシ（03牡 キングヘイロー）１勝
ブルーアロハ（04牡 ＊ブラックホーク）�６勝��１勝，北日本新聞杯２着
シークエスト（05牡 ＊ゼンノエルシド）４勝，宇治川特別，�６勝��入着２回
コスモスピカ（12牡 ブラックタイド）�４勝��１勝�１勝，夏至賞

４代母 ＊トゥースフェアリー（92 USA鹿 Sadler's Wells）USA入着２回

５代母 アンエヴリシングナイス'N Everything Nice（79 USA鹿 Damascus）不出走
［子］ アイライクシークレッツ I Like Secrets（87 牝 ＊セクレト）USA２勝，

Seton Hall University S２着，Park Heights H２着，Queen B
C S２着

［孫］ チャイナストーム China Storm（96牝 Storm Cat）USA３勝，フォワー
ドギャルＳ‐G3

ザインラス Zain Lass（02 牝 Swain）USA入着７回，Hidden Light S
‐R ２着

［曾孫］ ヒーザビッグスター Hesa Big Star（02� Hesabull）USA11 勝，Ton
y Gatto Dream Big S（２回），Mo Bay S，Pennsylvania Gover
nor's C‐L ３着，etc.

ブライトリングフライアー Breitling Flyer（11 牡 Ghostzapper）USA３
勝，Forty Niner S２着，O.B.S. Sprint S‐R ２着，Bob Ump
hrey Turf Sprint‐L ３着，etc.

ファイヴスタースーザン Five Star Susan（03牝 Pentelicus）USA２勝，
Florida Stallion Desert Vixen S‐R ３着

販売申込者・所有者： 秋場牧場＝浦河町野深 �090-8898-7953
生 産 牧 場： 秋場牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

869 トモトモリバー２０２１ 牡・栗 ２／１９

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアトモトモリバー ＊アグネスデジタル

��
��
�ローズエンジェル鹿 2013 シュガースポット

＊トゥースフェアリー 9c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 トチノタイヨー（11黒鹿 ＊プリサイスエンド）�３勝��４勝
初仔

２代母 フジヤマビジン（97栗 ＊サンデーサイレンス）出走
フジヤマロバリー（01牡 ＊ジェイドロバリー）１勝，�７勝�７勝，九州記念３着，

九州王冠３着，大阿蘇大賞典３着
フジヤマヘイザン（02牡 ＊ジェイドロバリー）１勝
ノワドココ（07牝 キングヘイロー）��１勝�入着２回
ワタリハヤクモ（08牡 ＊プリサイスエンド）�１勝��１勝
ホッコーフジヤマ（10牡 ＊グラスワンダー）��９勝
ナチュラルビート（12牡 ＊アサクサデンエン）��４勝

３代母 アメリカンメモリー（87鹿 ＊ノーザンテースト）入着４回，日田特別３着，由
布院特別３着
ゴールデンタイムズ（94牝 ＊ゴールデンフェザント）入着

グラールテンショウ（99牡 メジロマックイーン）入着２回，�４勝�
ココネオグランビア（03牡 ＊ヴィクトリースピーチ）�10 勝

メモリアルサンデー（96� ＊サンデーサイレンス）�12 勝
キヨノブルボン（98牡 ミホノブルボン）�１勝	入着７回
ビクトリアメモリー（02牝 ジェニュイン）��１勝
エフテーアメリカン（05牡 ＊オース）�１勝
１勝

４代母 ＊ザツツマイパル（79 USA鹿 Key to the Mint）USA１勝
［子］ ロイスアンドロイス（90牡 ＊トニービン）３勝，ジャパンＣ‐G1 ３着，天

皇賞（秋）‐Jpn1 ３着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
ザッツマイドリーム（86牡 ＊ノーザンテースト）５勝，オールカマー
‐Jpn3 ３着，福島民報杯‐OP，朱鷺Ｓ‐OP ２着，etc.

ザッツマイウェイ（85牡 ＊ノーザンテースト）３勝，利尻特別２着，袖ケ
浦特別３着

アピ－リングドンAppealing Don（83牡 Valid Appeal）USA６勝

５代母 ビューティフルメモリーBeautiful Memory（73 USA鹿 Boldnesian）USA１勝
［子］ サンクロワフォールズ St. Croix Falls（83 牡 Sassafras）USA12 勝

販売申込者・所有者： 漆原牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1574
生 産 牧 場： 漆原 武男
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

870 トチノタイヨー２０２１ 牡・黒鹿 ４／１１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyトチノタイヨー ＊サンデーサイレンス

��
��
�フジヤマビジン黒鹿 2011 アメリカンメモリー

＊ザツツマイパル 21a
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊トーセンハーディ（15 GB栗 Compton Place）FR２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ペナンクライ（05 GB鹿 Barathea）不出走
＊ハービンジャーラス（10牝 ThousandWords）GB１勝

メイショウコジョウ（17牡 オルフェーヴル）�２勝，天白川特別２着，香嵐渓
特別３着

アヴニュデシャンAvenue des Champs（12� Champs Elysees）GB５勝
アートシーArtsy（13 牝 Dutch Art）GB１勝
トーセンソワレ（17牡 トーセンホマレボシ）��出走��１勝

３代母 ペナンパール Penang Pearl（96 FR鹿 Bering）GB・IRE３勝，October S‐L
＊ハービンジャー（06牡 Dansili）GB６勝，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，

ハードウィックＳ‐G2，ジョンポーターＳ‐G3，etc.，種牡馬

４代母 グアパGuapa（88 GB鹿 Shareef Dancer）GB２勝

５代母 ソースボート Sauceboat（72 GB鹿 Connaught）GB４勝，チャイルドＳ
‐G3，英ナッソーＳ‐G2 ２着（２回），サンチャリオットＳ‐G2 ３着，ダイオメ
ドＳ‐G3 ２着
［子］ カインドオヴハッシュ Kind of Hush（78牡 Welsh Pageant）GB３勝，

プリンスオヴウェイルズＳ‐G2，クレイヴァンＳ‐G3，ジョーマグ
ラスメモーリアルＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ダスティダラーDusty Dollar（83 牝 Kris）GB２勝，サンチャリオットＳ
‐G2，チャイルドＳ‐G3 ２着，Sceptre S‐L ２着

クライグリーン Kly Green（91牡 Green Desert）IRE２勝，レイルウェ
イＳ‐G3 ２着，Leopardstown 2000 Guineas Trial S‐L ２着，テ
トラークＳ‐G3 ３着

トップブート Top‐Boot（86 牡 High Top）GB・FR・IRE・ITY２勝，
カルロポルタ賞‐G3 ２着，Solonaway S‐L ２着

［曾孫］ ミスイロンデル（99牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，�１勝�入着��
��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着，兵庫Ｃｈ
Ｓ‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： 村上 欽哉＝新冠町新栄 �090-7657-6107
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

871 トーセンハーディ２０２１ �・栗 ２／１２
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellダイワメジャー ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットブーケ栗 2001 ＊スカーレツトインク

＊

コンプトンプレイス Indian Ridge

�
�
�
�
�

��
��

�Compton Place Noseyトーセンハーディ
＊ Barathea

��
��
�ペナンクライ栗GB 2015 Penang Pearl

1k
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ハイヨーシルバー（12芦 ＊クロフネ）��入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ホワイトエース（17牝芦 ワールドエース）���入着３回�２勝
サンダースピアー（18牡芦 ジョーカプチーノ）���２勝
カゼノハクシュウ（20牡芦 ネオユニヴァース）�出走

２代母 ＊ホウショウリヴ（03 USA芦 Holy Bull）２勝，ニセコ特別，ＴＶｈ賞２着，
朝里川特別２着
ビッグディッパー（14牡 ＊サウスヴィグラス）���10 勝�３勝
ショコラパフェ（15牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝�３勝��１勝�

３代母 マリーゴーラウンドMari Go Round（93 USA芦 Mari's Book）USA４勝，
Trinity Meadows Futurity‐L，Petticoat S，Kachina S‐R ２着

＊ゲイリーマドンナ（00牝 Smoke Glacken）出走
ユキエンゼル（08牝 キングヘイロー）�４勝�，荒炎賞２着
ベアータ（09牝 ＊チーフベアハート）�３勝	入着３回

リメンバーキング（11牡 ＊トワイニング）�１勝，知床賞３着

＊ゲイリースノーマン（01牡 Victory Gallop）５勝，太秦Ｓ，藤森特別，指宿特別，etc.
＊ゲイリークイン（05牝 Victory Gallop）�13 勝��
＊ホウショウキング（08� Eurosilver）�２勝�１勝	４勝���

４代母 レイシーヘイズ Lacey Haze（82 USA芦 Raise a Cup）USA１勝

５代母 クロノスKronos（75 USA芦 Decidedly）IRE 出走
［子］ カーヴァーズミル Carver's Mill（85 牝 Pass the Tab）USA２勝，Rh

ododendron H，Tucky Corbin Memorial S３着
［孫］ アコンカグア Aconcagua（94牝 Alhajras）VEN６勝，P. Mathieu Val

ery‐L ２着
［曾孫］ ビービーマンシーニ B. B. Mancini（04 牡 Mancini）USA・CAN10勝，

Indiana Futurity‐R，Hillsdale S‐R ２着，JimmyWinkfiel
d S３着，etc.

ハイウェイヒーロー Highway Hero（01� Lac Ouimet）USA３勝，I
ndiana Futurity‐R ３着，South Bend S‐R ３着

販売申込者・所有者： ウィニング・アグリー㈱＝東京都渋谷区 �090-7730-8308
生 産 牧 場： ㈱Ｕ・Ｍ・Ａ
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

872 ハイヨーシルバー２０２１ �・芦 ３／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーダノンシャンティ
＊ Mark of Esteem

��
��
�シャンソネット黒鹿 2007 Glorious Song

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューハイヨーシルバー
＊ Holy Bull

��
��
�ホウショウリヴ芦 2012 Mari Go Round

12b
Halo S4×S4

価格： 購買者：



母 トスカーナ（08栗 Medicean）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（21）〕
キャンティ（14牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）�３勝��３勝�３勝�入着
ティーズロワール（15牝栗 エスポワールシチー）�１勝��３勝
サンエイロイヤル（16牡栗 カネヒキリ）�６勝��入着３回�
ノーブルゲート（18牡栗 エスポワールシチー）���２勝
ステラセイコー（19牝黒鹿 トゥザワールド）���入着２回
メロディックスカイ（20牝栗 カレンブラックヒル）�未出走

２代母 ＊ロワージ（97 GB芦 Green Desert）GB１勝，Sandown National S‐L，
クイーンメアリーＳ‐G3 ２着
マイネルパラディ（14� スクリーンヒーロー）�４勝，千種川特別，２０１７ＷＡＳＪ

第１戦２着，渡月橋Ｓ３着，こうやまき賞３着，障害１勝

３代母 パメラピーチPamela Peach（86 GB芦 Habitat）GB・USA１勝
マールMarl（93 牝 Lycius）GB１勝

グリーンラインGreen Line（99� Green Desert）GB・USA・CAN８勝，
Live the Dream H‐L ２着，Bob Harding S２着

メドーMeadow（01牝 Green Desert）GB・IRE１勝
デインヒルコーディアクDanehill Kodiac（13� Kodiac）�GB・HKG
５勝，カンバーランドロッジＳ‐G3，ジョンポーターＳ‐G3 ２着，オ
ーモンドＳ‐G3 ２着，etc.

フラワーマーケット Flower Market（03 牝 Cadeaux Genereux）GB１勝
スピルウェイ Spillway（10� Rail Link）GB・AUS５勝，ＶＲＣオースト
ラリアンＣ‐G1，ＡＴＣＪＲＡプレイト‐G3，ＭＲＣＪＪリストンＳ
‐G2 ２着，etc.

メドリーMedley（04牝 Danehill Dancer）GB・USA４勝，Sceptre S‐L，
Politely S２着，Pavilion S‐L ３着，etc.
ライトミュージック Light Music（13 牝 Elusive Quality）GB２勝，Ra
dley S‐L，チャートウェルフィリーズＳ‐G3 ２着

ダヴォスキーDavoski（94� Niniski）GB２勝，Washington Singer S‐L ３着，
GB障害 10勝

販売申込者・所有者： ㈲ラッキー牧場＝新冠町高江 �0146-47-2635
生 産 牧 場： ㈲ラッキー牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

873 トスカーナ２０２１ �・栗 ４／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

メディチアン Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�Medicean Mystic Goddessトスカーナ
＊ Green Desert

��
��
�ロワージ栗 2008 Pamela Peach

3g
Halo S4×M5 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 テレキネシス（11鹿 ダイワメジャー）�入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ミユキアウグストス（17牡栗 ＊シニスターミニスター）�３勝��２勝
マイユリシス（18牝栗 ジャングルポケット）�１勝��
アダラ（19牝青鹿 ＊ロージズインメイ）��入着
エースフラワー（20牝鹿 ヤマカツエース）�地方未出走

２代母 ＊シンプリーラヴリー（02 CAN黒鹿 Bold Executive）USA・CAN３勝，F
anfreluche S‐R，Muskoka S‐R，Victorian Queen S‐R，Jammed Lo
vely S‐R ２着，La Prevoyante S‐R ２着，etc.
コンフィデンシャル（07牝 Fusaichi Pegasus）出走

タイガートゥーレ（15牡 キャプテントゥーレ）１勝
ラプレシオーサ（13牝 ダノンシャンティ）�２勝	２勝
１勝���入着２回，プ

リンセスＣ２着
イナロア（15牝 ロードカナロア）	５勝
タイセイアルディ（16牝 ＊ヘニーヒューズ）��１勝�入着
マルカアドラビーレ（17牝 ＊キンシャサノキセキ）�１勝	

３代母 ベルアフェアBelle Affair（95 CAN芦 Stalwart）USA２勝
ガリペットGalipette（04 牝 Bold n' Flashy）USA・CAN３勝，La Prevoyante

S‐R ２着

４代母 サザンアフェア Southern Affair（88 USA芦 Spectacular Bid）USA出走
［子］ ミュージカルアフェアMusical Affair（93� Stop the Music）USA13 勝，

Briartic H３着
［孫］ ワンモアディールOne More Deal（09� Survivalist）CAN２勝，Bu

ll Page S‐R ３着

５代母 フィフスアヴェニューレイディFifth Avenue Lady（78 USA黒鹿 Rising Market）
USA１勝
［子］ ヘイルアキャブ Hail a Cab（83牝 Hail the Pirates）USA11 勝，スピン

スターＳ‐G1，Fairway Fun S‐L，Dogwood S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 山際 智＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0360
生 産 牧 場： 山際 智
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

874 テレキネシス２０２１ �・黒鹿 ３／３０

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

�
�
�
�
�
�
�
�
� Primal Forceダノンレジェンド

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケテレキネシス
＊ Bold Executive

��
��
�シンプリーラヴリー鹿 2011 Belle Affair

8f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ダイヤモンドハート（12鹿 ダイワメジャー）��１勝�入着
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 エスティメーション（01鹿 ＊エンドスウィープ）３勝
エスキナンサス（09牝 スペシャルウィーク）��４勝�入着
コルチナ（10牝 ハーツクライ）�１勝��２勝，フローラルＣ３着
レオソフィア（13牝 ＊クロフネ）�１勝
ペイシャエスティマ（16牝 ＊パイロ）��１勝�１勝��２勝

３代母 ＊ハイエストエスティメイト（88 USA鹿 Seattle Slew）不出走

４代母 ハイエストリガード Highest Regard（77 USA鹿 Gallant Romeo）USA７
勝，Imperatrice H，Dark Mirage S，High Voltage S，Grey Flight
H３着
［子］ ＊オウインスパイアリング（86牡 Slew o' Gold）USA７勝，フラミンゴＳ‐G1，

アメリカンダービー‐G1，ジャージーダービー‐G2，etc.，種牡馬
レコグナイザブル Recognizable（91 牝 Seattle Slew）USA８勝，ディ
スタフＨ‐G2，ファーストレイディＨ‐G3，セイビンＨ‐G3，etc.

［孫］ スペシャルディスカウント Special Discount（94� Nureyev）FR５勝，
P. deMontretout‐L，P. du Ranelagh‐L ３着

トルーコンフィデンス True Confidence（97牡 Storm Cat）USA１勝，
エルカミノレアルダービー‐G3 ２着，種牡馬

［曾孫］ オフリミッツOff Limits（12 牝 Mastercraftsman）IRE・USA７勝，メイ
トリアークＳ‐G1，アシーニアＳ‐G3，ノーブルダムゼルＳ‐G3，etc.

カクタスクリス Cactus Kris（11 牝 Cactus Ridge）USA・CAN７勝，
ヘンドリーＳ‐G3，オンタリオファッションＳ‐G3，Satin and Lac
e S‐L，etc.

プランドトンタン Prends Ton Temps（97牡 Exit to Nowhere）FR９
勝，G.P. de Bordeaux‐L，G.P. de Marseille‐L ２着

グリントGlint（08� Sharp Humor）USA10 勝，Fitz Dixon，Jr. Memo
rial Juvenile S‐L，Mountain Valley S３着

ボブキャットジム Bobcat Jim（10� Sharp Humor）USA５勝，Ed Sk
inner Memorial S，Chick Lang S‐L ２着，Dark Star S２着，etc.

販売申込者・所有者： 上野 正恵＝新ひだか町静内東別 �080-5590-4099
生 産 牧 場： 上野 正恵
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

875 ダイヤモンドハート２０２１ 牡・栗 ３／１７

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Toussaudバトルプラン フランダーズ Seeking the Gold

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケダイヤモンドハート ＊エンドスウィープ

��
��
�エスティメーション鹿 2012 ＊ハイエストエスティメイト

8h
Mr. Prospector S4×S5×M5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ニシノクローバー（12黒鹿 アドマイヤオーラ）��３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ニシノフォーリーフ（19牡青鹿 ローズキングダム）��１勝
ニシノパプルブリリ（20牝黒鹿 ディープブリランテ）�未出走

２代母 シュフルール（02鹿 ＊パントレセレブル）４勝，かもめ島特別，奥尻特別，障
害５勝
セイウンコレット（11牝 マンハッタンカフェ）障害１勝，�２勝�１勝�入着
ニシノムソウ（15牡 ヒルノダムール）�２勝
ウインベイランダー（17牡 ゴールドシップ）２勝，稲佐山特別，奥の細道特別２着

３代母 ベイフィオーリ（94鹿 ＊トニービン）１勝
オールゲイティー（00� ＊エリシオ）１勝
ワードレスギフト（01牡 ＊カーネギー）１勝，�１勝

４代母 ヒロポリシー（84鹿 バンブーアトラス）障害４勝
［子］ サイレントハンター（93牡 ＊サンデーサイレンス）11勝，産経大阪杯

‐Jpn2，新潟大賞典‐Jpn3（２回），中山金杯‐Jpn3，etc.，種牡馬
［孫］ チェリスト（02牡 キングヘイロー）２勝，飯坂温泉特別，�２勝��入着３回

ウメノカイウン（04牝 ＊スターオブコジーン）１勝，�２勝
ヒロゴウカイ（98牡 ウイニングチケット）１勝
ヒロスズラン（99牝 ダイナガリバー）	９勝�９勝��

［曾孫］ サンマルデューク（09牡 ＊ロージズインメイ）７勝，ポルックスＳ‐OP，
師走Ｓ‐OP，ジュライＳ‐OP ３着，etc.

ドリームトレジャー（05牡 ＊コマンダーインチーフ）４勝，雄国沼特別，etc.，
��１勝，埼玉栄冠賞，京成盃グランドマイラーズ３着

マイネルブリアー（04牡 ＊グラスワンダー）１勝，伊達特別３着，水仙賞
３着，百日草特別３着

サンマルホウセキ（11牝 ジャングルポケット）３勝

５代母 タイムポリシー（76栗 ＊フアバージ）入着 13回
［子］ シルクハピネス（82牡 ＊パーソロン）５勝，摩耶Ｓ，鴨川特別２着，瀬戸

内海特別２着，etc.，
５勝

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

876 ニシノクローバー２０２１ �・青鹿 １／２０
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mythネロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニシノタカラヅカ栗 2011 ＊デユプリシト

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤオーラ ビワハイジニシノクローバー ＊パントレセレブル

��
��
�シュフルール黒鹿 2012 ベイフィオーリ

＊アストニシメント 7c
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ニューステップ（09栗 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ツルガオウ（14牡栗 ＊パイロ）��５勝
シェナエンジ（17牝栗 ナカヤマフェスタ）���入着
アカサカココア（19牝鹿 ホッコータルマエ）��出走��１勝

２代母 プラントオジジアン（99栗 ＊オジジアン）出走
サンツェッペリン（04牡 ＊テンビー）２勝，京成杯‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，ホ

ープフルＳ‐L ２着，日本ダービー‐Jpn1 ４着，百日草特別２着
リバーミラクル（05牡 ＊ティンバーカントリー）�２勝
ベルウッドドラゴン（07牡 ＊アジュディケーティング）��３勝
ミヤコエンパイア（12牝 ＊エンパイアメーカー）�６勝
トウケイダンディ（13牡 ＊ロージズインメイ）１勝，�１勝
ヨンウォニ（17牝 ゴールドヘイロー）�入着２回，�３勝

３代母 ＊キクカローバート（87 USA栗 Roberto）１勝
キクカグローバル（96牝 マルゼンスキー）不出走

キクカネイチャ（01牡 ＊リンドシェーバー）２勝，水芭蕉特別２着，雪うさぎ賞
２着，鳥栖特別３着

キクカラヴリイ（04牝 ＊マイネルラヴ）２勝，鹿屋特別，中京スポニチ賞２着，
門司特別２着，etc.

キクカタキシード（07牡 ブラックタキシード）３勝，鳴滝特別，迎春Ｓ２着，
オリオンＳ２着，etc.

４代母 オールドグレナダOld Grenada（72 USA栗 Pronto）USA３勝
［子］ オールドイクスクルーシヴOld Exclusive（85 牡 His Majesty）USA５

勝，El Cajon S‐LR，種牡馬
［孫］ チェロキープリンス Cherokee Prince（00� Cherokee Run）USA10 勝，

Independence Day S‐L（２回），Labor Day S‐L，Budw
eiser Challenger S，etc.

［曾孫］ キングオヴスキャット King of Scat（96 牡 Eastern Echo）USA４勝，
Remington Futurity‐L，Oklahoma Classic Juvenile S‐R，
Oklahoma T.A. Futurity‐R，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

877 ニューステップ２０２１ 牡・栗 ４／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズニューステップ ＊オジジアン

��
��
�プラントオジジアン栗 2009 ＊キクカローバート

22b
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Mr. Prospector S4×M5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 ネオザフラッシュ（08栗 タニノギムレット）入着，�１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（７）〕
ネオヴィヴィッド（14牝芦 キャプテントゥーレ）�１勝
フラッシュイメル（15牝栗 ディープブリランテ）�３勝
クリノワンダフル（16牡栗 キャプテントゥーレ）�２勝
メイショウギンレイ（17牡芦 キャプテントゥーレ）入着，�１勝�

２代母 キャスケードブーケ（03鹿 スペシャルウィーク）出走
ダノンキャスケード（09牡 キングカメハメハ）１勝，積丹特別２着
レッドエンブレム（10牡 ＊ウォーエンブレム）３勝
フロリアード（12牝 ＊クロフネ）入着２回，�２勝

メタスペクター（18牡 ＊ダンカーク）�２勝，三浦特別３着
ゴールドスノー（19牝 ＊ザファクター）��２勝，中京ペガスターＣ３着

３代母 スカーレットブーケ（88栗 ＊ノーザンテースト）６勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，京
都牝馬特別‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，エリザベス女王杯
‐Jpn1 ３着，etc.
スカーレットメール（94牝 ＊トニービン）１勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着
ダイワルージュ（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳牝

馬Ｓ‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
ダイワバーガンディ（06牝 ＊ブライアンズタイム）２勝
サヴァ（18牡 ＊アイルハヴアナザー）�３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，姫
路Ｓ，寒椿賞

ダイワファルコン（07牡 ジャングルポケット）８勝，福島記念‐G3（２回），カ
シオペアＳ‐L，中山記念‐G2 ２着，etc.

ダイワメジャー（01牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，安田記念‐G1，マイルＣｈＳ
‐G1（２回），皐月賞‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，毎日王冠‐G2，マイラーズ
Ｃ‐G2，etc.，UAE入着，優短距（2回），種牡馬

ダイワスカーレット（04牝 アグネスタキオン）８勝，有馬記念‐G1，エリザベス女
王杯‐G1，桜花賞‐Jpn1，秋華賞‐Jpn1，産経大阪杯‐G2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，
優３牝，優父内

販売申込者・所有者： 村下 明博＝浦河町野深 �0146-27-4352
生 産 牧 場： 村下 明博
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

878 ネオザフラッシュ２０２１ 牡・鹿 ３／３０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルネオザフラッシュ スペシャルウィーク

��
��
�キャスケードブーケ栗 2008 スカーレットブーケ

＊スカーレツトインク 4d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 サクラメガマックス（04鹿 ＊クロフネ）�１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－７（35）〕
サクラビクトワール（10�鹿 サクラローレル）１勝，�13 勝�入着���
サクラエルカミーノ（11牡鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝，��１勝
ガールズ（12牝鹿 ＊グラスワンダー）��４勝
ワンダフルワンダー（13牡鹿 サクラオリオン）��２勝
イヴレア（14牡栗 ローエングリン）��８勝
ハシュマル（18牝鹿 ＊ベーカバド）�	５勝
ピロコギガマックス（19牝鹿 ホッコータルマエ）��２勝�，兵庫若駒賞
（Ｄ1400）２着

２代母 サクラメガ（98栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
サクラメガワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）７勝，金鯱賞‐G2，鳴尾記念‐G3，鳴

尾記念‐Jpn3，Ｒたんぱ杯２歳Ｓ‐Jpn3，カシオペアＳ‐L，etc.，種牡馬
サクラメガスター（06牡 サクラローレル）１勝
サクラアンプルール（11牡 キングカメハメハ）４勝，札幌記念‐G2，中山記念‐G2

２着，日経賞‐G2 ３着（２回），函館記念‐G3 ２着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.，

２勝，種牡馬

３代母 サクラクレアー（82鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2 ２着
サクラヤマトオー（88牡 サクラユタカオー）４勝，オールカマー‐Jpn3 ２着，共同

通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，ホープフルＳ‐OP，etc.
サクラチトセオー（90牡 ＊トニービン）９勝，天皇賞（秋）‐Jpn1，ＡＪＣＣ‐Jpn2，

中山記念‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬
サクラヒーロー（91牝 サクラユタカオー）不出走

サクラローズマリー（06牝 サクラプレジデント）３勝，スイートピーＳ‐L ２着，
忘れな草賞‐OP ３着，御室特別，etc.

サクラキャンドル（92牝 サクラユタカオー）５勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，府中
牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＳ‐Jpn3，etc.

サクラプレステージ（97牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，ＵＨＢ杯‐OP ３着，おお
ぞら特別２着
サクラプレジール（10牝 サクラプレジデント）２勝，フラワーＣ‐G3

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2036
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121

879 サクラメガマックス２０２１ 牡・鹿 ４／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューサクラメガマックス ＊サンデーサイレンス

��
��
�サクラメガ鹿 2004 サクラクレアー

＊クレアーブリツジ 13c
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 センティーレ（02青 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（50）〕
ナスノキセキ（10牝黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��10 勝
ブラックバカラ（11牝青 ＊ロージズインメイ）��２勝�24 勝�，珊瑚冠賞（Ｄ1900）
クリールジェニー（12牝栗 ＊アグネスデジタル）�２勝��６勝�入着３回，知床

賞（Ｄ1400）２着，あやめ賞（Ｄ1400）３着
ドラゴンツリー（17牡栗 メイショウボーラー）��３勝��１勝
ソンノウジョウイ（18牡鹿 ＊ベーカバド）��２勝

２代母 ＊ルビーベイビー（93 USA黒鹿 ＊ハウスバスター）USA５勝，Miss Woodfor
d H‐L，La Troienne S‐L ２着
ルーベラ（99牝 Crafty Prospector）入着，�11 勝�

デザートフラワー（10牝 サイレントディール）	12 勝
スピーディキック（19牝 タイセイレジェンド）���３勝�３勝，エーデ
ルワイス賞‐Jpn3，関東オークス‐Jpn2 ３着，東京プリンセス賞，桜
花賞，東京２歳優駿牝馬，etc.，ＮＡＲ優２牝

ゴールドブレード（14牡 ヴァーミリアン）	９勝，駿蹄賞３着，中京ペガスタ
ーＣ３着

レッドスプレンダー（03牡 サクラバクシンオー）２勝，ファルコンＳ‐Jpn3 ３着
リーズレセプション（04牡 ＊クロフネ）３勝，鹿島特別３着，木古内特別３着
トーホウブエナス（07牝 ＊ストラヴィンスキー）３勝

３代母 オンザベンチOn the Bench（80 USA栗 Good Behaving）USA９勝，G
enuine Risk S‐L，Half Moon S，Milky Way S，Tanya S，アスタリ
タＳ‐G2 ２着，etc.
ライアンズギフト Ryan's Gift（86 牡 Nijinsky）GB・GER・ITY・CZE・POL・H

UN・SWI・AUT28 勝，CenaMinisterstva Polnohospodarstva‐L（２回），
Velka Cena Hlavniho Mesta Prahy‐L

スージーダイアモンド Suzie Diamond（88牝 ＊セクレト）USA出走
テナンツハーバー Tenants Harbor（92 牡 Badger Land）USA６勝，スティ

ーヴンフォスターＨ‐G2，ペンシルヴァニアダービー‐G2 ３着，フェア
マウントダービー‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 村上牧場＝新冠町朝日 �0146-47-4220
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

880 センティーレ２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ８

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Briar Tooアポロケンタッキー ディクシアナディライト GoneWest

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーセンティーレ
＊

＊ハウスバスター

��
��
�ルビーベイビー青 2002 On the Bench

8k
Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 ハイレイヤー（07鹿 ＊シンボリクリスエス）入着３回，�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－２（12）〕
ペタルーダ（14牝鹿 ＊クロフネ）��入着��６勝
ラクロアクリスエス（15牡鹿 ＊タートルボウル）１勝
ライトマン（17牡鹿 エイシンフラッシュ）１勝，��６勝
サイモンバロン（19牡鹿 ＊ハービンジャー）�１勝
ブラーノマーノ（20牡鹿 ＊シャンハイボビー）���入着

２代母 セシルカット（92栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，栗子特別
ジェシカ（99牝 ＊トニービン）３勝，原町特別
オーバルカット（00牝 ＊エリシオ）不出走

ホワイトピルグリム（05牡 ＊クロフネ）５勝，金鯱賞‐G2 ３着，都大路Ｓ‐L ３
着，寿Ｓ，メルボルンＴ，高千穂特別，etc.

ピアチェヴォーレ（01牝 ＊オペラハウス）４勝，磐梯山特別，原町特別，燕特別２着，
原町特別３着

セシルブルース（03牝 ＊エルコンドルパサー）出走
アイムユアーズ（09牝 ＊ファルブラヴ）５勝，フィリーズレビュー‐G2，クイー

ンＳ‐G3（２回），ファンタジーＳ‐G3，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1
２着，桜花賞‐G1 ３着，etc.

リヴィエラブルー（04� ＊ホワイトマズル）２勝，瓢湖特別，九十九里特別２着，南
武特別３着，荒川峡特別３着

ゴッドエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）３勝，仲春特別
ゴダール（10� ＊ウォーエンブレム）３勝，舞鶴特別３着，妙高特別３着

３代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，札

幌記念‐Jpn2（２回），産経大阪杯‐Jpn2，etc.，年代表，優古牝
アドマイヤグルーヴ（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，エリザベス女王杯

‐Jpn1（２回），阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優古牝
ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞‐G2，etc.，

UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

販売申込者・所有者： 新井昭二牧場＝日高町豊郷 �090-8708-5922
生 産 牧 場： 新井昭二牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

881 ハイレイヤー２０２１ 牡・鹿 ５／ ６

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lucky Sophカリフォルニアクローム ラヴザチェイス Not For Love

��
��
�Love the ChaseUSA 栗 2011 Chase It Down

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayハイレイヤー ＊サンデーサイレンス

��
��
�セシルカット鹿 2007 ダイナカール

＊パロクサイド 8f
Mr. Prospector S4×S5 Seattle Slew S5×M5 Northern Dancer S5×M5
Numbered Account S5×S5 Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 ハミングライフ（11栗 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
ペイシャハミング（17牝栗 ＊ヨハネスブルグ）���入着３回
テイエムマジック（18牡栗 ＊マジェスティックウォリアー）�２勝，わらび賞（Ｄ1800）

２代母 オーバーザウォール（94栗 ＊ドクターデヴィアス）５勝，福島記念‐Jpn3，山
中湖特別，九州スポーツ新聞杯，野苺賞
オーバーザスカイ（04牝 アグネスタキオン）出走

タガノスカイ（11牝 ＊チチカステナンゴ）３勝，乙訓特別２着，君子蘭賞２着
フェデラルホール（09牡 ステイゴールド）４勝，レジェンドトレーナーズＣ，九十

九里特別，南相馬特別，阿賀野川特別２着，青嵐賞２着，etc.
クラウディオス（10� ネオユニヴァース）３勝，不知火特別

３代母 アンデスレディー（86栗 ＊ノーザンテースト）１勝，シクラメンＳ‐OP ２着
フォルクローレ（99牝 ダンスインザダーク）６勝，ストークＳ，芦屋川特別，伏見

特別２着
アルバート（11牡 アドマイヤドン）９勝，ステイヤーズＳ‐G2（３回），ダイヤ

モンドＳ‐G3，ステイヤーズＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
サンバレンティン（01牡 スペシャルウィーク）８勝，七夕賞‐G3，福島記念‐Jpn3，

大阪スポーツ杯，etc.
インティライミ（02牡 スペシャルウィーク）５勝，京都大賞典‐G2，京都新聞杯

‐Jpn2，朝日ＣｈＣ‐G3，etc.
ナスカ（03牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

レイナカスターニャ（08牝 キングカメハメハ）１勝
アンデスクイーン（14牝 ＊タートルボウル）５勝，��２勝�１勝，エンプ
レス杯‐Jpn2，Ｌプレリュード‐Jpn2，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3，etc.

アロマティコ（09牝 キングカメハメハ）６勝，巴賞‐LR，秋華賞‐G1 ３着，エ
リザベス女王杯‐G1 ３着，etc.
ジオグリフ（19牡 ＊ドレフォン）�３勝，皐月賞‐G1，札幌２歳Ｓ‐G3，共
同通信杯‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲梅田牧場＝浦河町荻伏町 �0146-25-2425
生 産 牧 場： ㈲梅田牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

882 ハミングライフ２０２１ 牡・栗 ３／２６

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kitten's Firstホークビル トレンサ Giant's Causeway

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールハミングライフ ＊ドクターデヴィアス

��
��
�オーバーザウォール栗 2011 アンデスレディー

＊レデイチヤツター 19
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 バアゼルザウバー（10鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
カーヴィーレーザー（17�鹿 エイシンフラッシュ）��４勝�
ディオアステリア（19牝芦 ＊ザファクター）�入着
オールイズバニティ（20牝鹿 リオンディーズ）��出走

２代母 ダイヤモンドピサ（00黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ピサライコネン（07牡 ＊クロフネ）３勝
オールザットジャズ（08牝 タニノギムレット）６勝，福島牝馬Ｓ‐G3（２回），中山牝馬

Ｓ‐G3 ２着，クイーンＳ‐G3 ３着，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，愛知杯‐G3 ３着，etc.
アナザーラブソング（16牡 ＊ハービンジャー）２勝，小豆島特別２着，札幌道新

スポーツ賞３着
ディモールト（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，萌黄賞，九州スポーツ杯２着

ピサノベッテル（09牝 ＊クロフネ）３勝
アナザープラネット（13牡 ＊ワークフォース）４勝，中京スポーツ杯，��出走�入着��

３代母 ＊ジョード（89 USA鹿 Danzig）GB・USA２勝
フーラエインジェル Hula Angel（96 牝 Woodman）GB・IRE３勝，愛１０００ギニー

‐G1，ロックフェルＳ‐G2，Oh So Sharp S‐L ３着
ザフィストオヴゴッド The Fist of God（05� Sadler's Wells）IRE３勝，

Eyrefield S‐L ２着，IRE障害３勝
ユーアーソービューティフル You'resobeautiful（17 牝 No Nay Never）�IR

E１勝，Polonia S‐L ２着
シルクジュリエット（99牝 マーベラスサンデー）１勝

ジャジャウマナラシ（12牡 ＊アサクサデンエン）��４勝	１勝，兵庫ジュニア
ＧＰ‐Jpn2，ＮＡＲ優２牡

スケジュール Schedule（01 牝 ＊ブライアンズタイム）USA５勝，Honeybee S，
Miss Liberty S，Crank It Up S２着，etc.
イルーシヴテンパー Elusive Temper（07 牝 Elusive Quality）USA２勝，L

ittle Silver S‐L ３着
シーキングアンエインジェル Seeking an Angel（03 牝 Seeking the Gold）USA

４勝，Omnibus S２着
セイントルーイ St. Louie（12� Arch）USA６勝，John's Call S‐R ３着

販売申込者・所有者： ㈲市川牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4747
生 産 牧 場： ㈲市川牧場
飼 養 者： ㈲市川牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4747

883 バアゼルザウバー２０２１ �・鹿 ２／１９

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayバアゼルザウバー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ダイヤモンドピサ鹿 2010 ＊ジョード

1s
Seattle Slew S4×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 バイオレントハート（04黒鹿 ダンスインザダーク）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７），地方－５（12）〕
ワイドキング（10牡鹿 キングカメハメハ）入着，��１勝
ウィットウォーター（11牝黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）４勝，乙訓特別（芝 1200），御池

特別（芝 1200）２着，佐世保Ｓ（芝 1200）３着，淀屋橋Ｓ（芝 1200）３着
スリルオブジョイ（12牝鹿 ＊バゴ）��１勝
ワカダンナ（14牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝
バイオレントブロー（15�黒鹿 ＊バゴ）�３勝，壇之浦特別（芝 2000），知床特別
（芝 2000），大原Ｓ（芝 2000）２着，関門橋Ｓ（芝 2000）３着，障害２勝

グランヴィクトリア（16牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��４勝�１勝�２勝
マイストック（18牡鹿 ＊マクフィ）�１勝�
プロメテウス（19牡鹿 ＊マクフィ）��入着
ケントメリー（20牡鹿 レッドファルクス）��出走

２代母 ＊グレートクリスティーヌ（87 USA鹿 Danzig）USA１勝
＊ログキャビン（96牡 Woodman）２勝，石狩特別２着，陸奥湾特別２着，ニセコ特

別３着，大森浜特別３着
エアステビア（97牝 Woodman）１勝
ビリーヴ（98牝 ＊サンデーサイレンス）10勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，高松宮記念

‐Jpn1，函館スプリントＳ‐Jpn3，セントウルＳ‐Jpn3，スプリンターズＳ
‐Jpn1 ２着，etc.，優古牝

＊ファリダット（05牡 Kingmambo）５勝，栗東Ｓ‐L，マーガレットＳ‐L，安田記
念‐G1 ３着，阪神Ｃ‐Jpn2 ２着，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，etc.

＊フィドゥーシア（12牝 Medaglia d'Oro）７勝，春雷Ｓ‐L，アイビスサマーダ
ッシュ‐G3 ２着，葵Ｓ‐LR ２着，韋駄天Ｓ‐OP，長篠Ｓ，etc.

＊ジャンダルム（15牡 Kitten's Joy）�６勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，オーシャン
Ｓ‐G3，春雷Ｓ‐L，信越Ｓ‐L，ニューイヤーＳ‐L，etc.

シマノタカラチャン（99牝 ＊ジェイドロバリー）１勝
ダイワマジック（01牡 ＊エルコンドルパサー）１勝，	１勝��４勝

３代母 グレイトレイディエムGreat Lady M.（75 USA芦 Icecapade）USA14 勝，
A Gleam H，La Brea S，Autumn Days H，Las Cienegas H，R
ancho Bernardo H，etc.

販売申込者・所有者： ㈲上水牧場＝むかわ町花岡 �0145-42-3152
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

884 バイオレントハート２０２１ 牡・黒鹿 ３／１７
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイバイオレントハート
＊ Danzig

��
��
�グレートクリスティーヌ黒鹿 2004 Great Lady M.

22d
Nijinsky S4×M4 Northern Dancer M4×S5×M5 Hail to Reason S5×M5
Nearctic M5×M5
価格： 購買者：



母 パッションレッド（04栗 アグネスタキオン）３勝，アネモネＳ‐L（芝 1600）３着，
木津川特別（芝 1600），玄海特別（芝 2000）２着，高千穂特別（芝 2000）２着，ＨＢ
Ｃ賞（芝 1800）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－４（９）〕
セカンドネイチャー（14牝栗 ＊クロフネ）�４勝�
バイラビエン（16牝黒鹿 ロードカナロア）��１勝�１勝
エスパー（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）���１勝
オーケーパッション（18牝鹿 ルーラーシップ）入着，���入着３回
サンカハラ（19牝鹿 トーセンジョーダン）��２勝，カペラ賞（Ｄ1800）２着

２代母 ＊レッドチリペッパー（96 USA芦 Unbridled）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，富士
Ｓ‐Jpn3，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３着，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，クイーンＣ
‐Jpn3 ２着，etc.
ホワイトペッパー（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，山科特別３着，夙川特別３着，

香春岳特別３着
バルサミックムーン（17	 ＊タートルボウル）�２勝，由布院特別２着，大通公

園特別３着
バーニングレッド（03牝 アグネスタキオン）１勝

カラクレナイ（14牝 ローエングリン）４勝，フィリーズレビュー‐G2，京阪杯‐G3
３着，淀短距離Ｓ‐L ３着，オパールＳ‐L ３着，桜花賞‐G1 ４着，etc.

ペパーミントラヴ（06牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，粟島特別３着
ホットチリペッパー（07牡 ネオユニヴァース）２勝，紫川特別，沖の島特別，��

１勝
３勝�
ジェイド（09牡 ハーツクライ）１勝
ハラペーニョペパー（12牝 ゼンノロブロイ）３勝，伊良湖特別，播磨Ｓ２着，リボ

ン賞２着

３代母 レイズアカーターRaise a Carter（90 USA芦 Dr. Carter）USA２勝
プラウドエアレス Proud Heiress（04 牝 Broken Vow）USA・CAN５勝，ホイム

ジカルＳ‐G3，WishingWell S（２回），ヘンドリーＳ‐G3 ２着，etc.
スライストブレッド Sliced Bread（11牝 Noonmark）不出走

カンタカ Kanthaka（15	 Jimmy Creed）�USA・CAN３勝，サンヴィセン
テＳ‐G2，ラサロバレラＳ‐G3，ジャイプールＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 山口 忠彦＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3501
生 産 牧 場： 山口 忠彦
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

885 パッションレッド２０２１ 牡・黒鹿 ５／ ９
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラパッションレッド
＊ Unbridled

��
��
�レッドチリペッパー栗 2004 Raise a Carter

10a
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ハッピーディレンマ（07栗 アグネスタキオン）入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（６）〕
ハッピーシェフ（12牡鹿 ＊クロフネ）入着２回，�１勝
ヒプノティスト（13牡栗 ＊クロフネ）３勝，アイビーＳ‐OP（芝 1800）３着，水仙賞
（芝 2200）２着，葉牡丹賞（芝 2000）２着

ハッピーパーティー（14牝芦 ＊クロフネ）�３勝��２勝
ナノハナバタケ（19牝鹿 メイショウサムソン）��入着

２代母 ＊ハンターズマーク（00 USA鹿 Titus Livius）GB・USA１勝
ミッキーハンター（05牡 Street Cry）入着２回，�６勝��
ターゲットマシン（08牡 ディープインパクト）３勝，寒竹賞，ｔｖｋ賞３着
クロンヌドール（09牝 アグネスタキオン）入着

マッスルビーチ（16牡 メイショウサムソン）�３勝，鳥取特別，白嶺Ｓ２着，
伊丹Ｓ３着，障害１勝

キンノマサカリ（17牡 メイショウサムソン）３勝，苗場特別，五泉特別２着，
ラジオ福島賞２着，もちの木賞２着

シャガールバローズ（10� アグネスタキオン）入着２回，��３勝
ナリノクインビー（13牝 ＊ワークフォース）入着，	２勝�入着
グローリーハンター（14牡 ヴィクトワールピサ）１勝
エクレアハンターEclair Hunter（15� ＊ノヴェリスト）１勝，MAC３勝
マイアマノイMyamanoi（17 牡 Temple City）�USA１勝

３代母 ＊マンファス（91 IRE 黒鹿 ＊ラストタイクーン）GB入着
ザデビュティ The Deputy（97 牡 Petardia）GB・USA４勝，サンタアニタダービ

ー‐G1，サンタカタリーナＳ‐G2，Hill Rise H‐L，etc.，種牡馬
キングカメハメハ（01牡 Kingmambo）７勝，日本ダービー‐Jpn1，ＮＨＫマイル

Ｃ‐Jpn1，神戸新聞杯‐Jpn2，etc.，優３牡，種牡馬
レースパイロット（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，エ

ルフィンＳ‐OP ３着，ミモザ賞

４代母 パイロットバード Pilot Bird（83 GB鹿 Blakeney）GB１勝，Sir Charles C
lore Memorial S‐L

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614

886 ハッピーディレンマ２０２１ 牡・鹿 ５／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュレインボーライン ＊フレンチデピュティ

��
��
�レーゲンボーゲン鹿 2013 レインボーファスト

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラハッピーディレンマ
＊ Titus Livius

��
��
�ハンターズマーク栗 2007 ＊マンファス

22d
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 パトリツィア（15鹿 ＊キングズベスト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ユウユウピッコラ（20牝黒鹿 ＊モンテロッソ）�地方未出走

２代母 ラファダリ（09黒鹿 Singspiel）３勝
ラファエル（17牡 アドマイヤムーン）入着，�５勝�１勝
コスモパラティーナ（18牡 ＊ディスクリートキャット）���２勝�１勝

３代母 ＊シシリーⅡ（00 USA黒鹿 Kris S.）GB１勝

４代母 ナジェカムNajecam（93 USA栗 Trempolino）USA６勝，プリンセスＳ
‐G2 ２着，サンクレメンテＨ‐G2 ３着，ハニムーンＨ‐G3 ３着，Kenneth L.
Graf Memorial H３着
［子］ アクションジスデイ Action This Day（01牡 Kris S.）USA２勝，ＢＣジ

ュヴェナイル‐G1，種牡馬
［孫］ ＊ドレフォン（13牡 Gio Ponti）USA６勝，ＢＣスプリント‐G1，フォアゴ

ーＳ‐G1，キングズビショップＳ‐G1，種牡馬
インシュアリング Ensuring（11 牡 New Approach）GB・HKG４勝，
Ladies' Purse‐L ３着

５代母 スーウォーナー SueWarner（88 USA黒鹿 Forli）不出走
［孫］ ロードアドミラル Lord Admiral（01 牡 El Prado）GB・IRE・USA・U

AE６勝，ジェベルハッタ‐G2，アルラシディヤ‐G3，バリーコーラ
スＳ‐G3，etc.，種牡馬

クワイエトメドーQuiet Meadow（05牝 El Prado）USA３勝，Tam
pa Bay Turf Distaff S‐R，ギャロレットＨ‐G3 ２着，マッチメイカ
ーＳ‐G3 ２着，etc.

［曾孫］ スターキャッチャー Star Catcher（16 牝 Sea The Stars）GB・FR・IR
E５勝，愛オークス‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1，英ＢＣフィリーズ＆
メアズＳ‐G1，etc.

キャノックチェイス Cannock Chase（11牡 Lemon Drop Kid）GB・C
AN・HKG５勝，カナディアンインターナショナルＳ‐G1，ハクスリ
ーＳ‐G3，ターセンテナリーＳ‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

887 パトリツィア２０２１ 牡・栗 ３／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaパトリツィア Singspiel

��
��
�ラファダリ鹿 2015 ＊シシリーⅡ

1n
Halo S4×S5×M5 Mr. Prospector S4×M4 Nureyev S4×M5
Glorious SongM4×S5
価格： 購買者：



母 パナマックス（05芦 ＊クロフネ）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－６（22）〕
ミラフローレス（10牝黒鹿 ダンスインザダーク）入着，�２勝
パセンジャーシップ（12牝芦 ダイワメジャー）２勝
スーパープルーム（13牝鹿 ネオユニヴァース）�２勝��４勝
クレマン（15牝芦 ダノンシャンティ）��４勝
ハーモニーブレイブ（16牡鹿 ドリームジャーニー）���３勝�２勝
バルボア（17牡芦 マツリダゴッホ）１勝，��４勝�
アレックス（18�黒鹿 ファーガソン）��未出走��１勝	
カネミツエース（20牡芦 サトノクラウン）��入着

２代母 マキシマムデニール（91黒鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
マキシマムプレイズ（95� ＊サンデーサイレンス）１勝，障害３勝，京都ジャンプＳ

‐JG3 ２着，京都ハイジャンプ‐JG2 ３着，阪神ジャンプＳ‐JG3 ３着
レットミーマックス（98牡 ニホンピロウイナー）３勝，水無月特別３着
ウッドカッター（99� ＊ティンバーカントリー）４勝，麒麟山特別，伊勢佐木特別２着
エポレット（00牝 ＊リアルシヤダイ）出走

シルクシュナイダー（08牡 ＊アグネスデジタル）４勝，アンタレスＳ‐G3 ３着，
平安Ｓ‐G3 ３着，アルデバランＳ‐OP ２着，ヒヤシンスＳ‐OP ２着，
いぶき賞‐OP ３着，etc.

コパノビジン（13牝 ゴールドアリュール）２勝，��２勝，東京シンデレラマ
イル３着

ボードスウィーパー（01牡 ＊エンドスウィープ）８勝，霜月Ｓ‐L（２回），コーラルＳ
‐L ３着，ギャラクシーＳ‐L ３着，太秦Ｓ，河原町特別，etc.

ネバーエンディング（02牝 ＊エンドスウィープ）２勝
グラビテーション（16牡 ベルシャザール）��１勝，ハイセイコー記念３着，

鎌倉記念３着
ジョーストーリー（19牝 エスポワールシチー）���４勝，ユングフラウ賞２

着，ローレル賞３着
セブンサミッツ（06牡 フジキセキ）４勝，猪苗代特別，野分特別３着

３代母 ダイナセレナード（79黒鹿 ＊エルセンタウロ）４勝，鷹取特別，愛宕特別

販売申込者・所有者： 村上 欽哉＝新冠町新栄 �090-7657-6107
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

888 パナマックス２０２１ �・芦 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューパナマックス ＊ノーザンテースト

��
��
�マキシマムデニール芦 2005 ダイナセレナード

＊フリソデ A13
Hold Your Peace S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊ノーブルストーン（04 AUS栗 Hussonet）入着８回，桑名特別（芝 1200）２着，飛
竜特別（芝 1000）３着，医王寺特別（芝 1200）３着，鳥栖特別（芝 1200）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
イロハ（14牝鹿 ヴィクトワールピサ）１勝
ウォーターロレンス（15牡黒鹿 キングカメハメハ）１勝
キュアドリーム（20牝青鹿 キタサンブラック）�地方未出走

２代母 レイスウィング LaceWing（97 GB栗 Caerleon）GB１勝
ボラデイルBorradaile（01� Green Desert）AUS５勝
リヴェッテドRiveted（05� Hussonet）AUS７勝
ダニッシュレイスDanish Lace（10牝 Manton）AUS９勝

３代母 カポディモンテ Capo Di Monte（82 IRE 鹿 Final Straw）GB・FR・USA
５勝，ヴァインランドＨ‐G3，Pretty Polly S‐L，Virginia S‐L，マッチメ
イカーＳ‐G2 ２着，サンチャリオットＳ‐G2 ２着，etc.
ドリームティケットDream Ticket（92 牝 Danzig）GB１勝

マジックミッションMagic Mission（98牝 Machiavellian）FR・USA４勝，
ロイヤルヒロインＳ‐G3，メイトリアークＳ‐G1 ３着，パロマーＢＣＨ
‐G2 ２着，etc.

＊タリスマニック（13牡 Medaglia d'Oro）FR・USA・UAE・HKG８勝，
ＢＣターフ‐G1，モーリスドニュイユ賞‐G2，ゴントービロン賞‐G3，etc.，
種牡馬

＊ドリームモーメント（05牝 Machiavellian）出走
ロジクライ（13牡 ハーツクライ）５勝，富士Ｓ‐G3，シンザン記念‐G3，
六甲Ｓ‐LR，etc.，種牡馬

グリーンディライトGreen Delight（95 牝 Green Desert）FR出走
バーリンズソード Balin's Sword（00� Spectrum）GB・FR・USA３勝，ジ

ョンシェール賞‐G3 ３着
ガーデンシティGarden City（05 牝 Majorien）FR３勝，Criterium de Vites

se‐L ２着
コンプリメンタリーパスComplimentary Pass（96 牝 ＊デインヒル）GB入着

グイーバラGweebarra（04� Lomitas）GB・USA２勝，エイコムＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 石郷岡 松太郎＝新冠町大富 �0146-47-3647
生 産 牧 場： 石郷岡 松太郎
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

889 ノーブルストーン２０２１ �・鹿 ４／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊

フソネット Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Hussonet Sacahuistaノーブルストーン レイスウィング Caerleon

��
��
�LaceWing栗AUS 2004 Capo Di Monte

2f
Burghclere S4×M4 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 コマノレジェンド（14黒鹿 ＊ストリートセンス）３勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
メイクアストーリー（20牡鹿 ＊バゴ）���１勝

２代母 コマノスクアーロ（08鹿 ゼンノロブロイ）１勝，ニセコ特別２着
コマノジャスパ（15牡 ＊ノヴェリスト）１勝
コマノゼニト（16牡 エイシンフラッシュ）２勝，三浦特別３着
コマノカモン（19牡 ルーラーシップ）１勝
メイドイットマム（20牝 ＊ノヴェリスト）��１勝

３代母 コマノマコ（00鹿 ＊フォーティナイナー）３勝，鎌倉特別３着，�１勝

４代母 リンデンジョオー（93鹿 ＊リアルシヤダイ）入着２回
［子］ コマノルカン（03牡 ＊ボストンハーバー）４勝，醍醐特別，ＳＴＶ賞，山

城Ｓ２着，etc.
コマノハイ（02牡 スペシャルウィーク）３勝，阿寒湖特別，英彦山特別，
黄菊賞３着

コマノシャーク（99牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，鳴海特別，和田岬特別３着
［孫］ コマノインパルス（14牡 ＊バゴ）２勝，京成杯‐G3，葉牡丹賞２着

コマノウインクル（17牡 キズナ）３勝，魚沼特別，弥彦Ｓ２着，逆瀬川Ｓ
２着，etc.

５代母 リンデンリリー（88栗 ＊ミルジヨージ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，ロー
ズＳ‐Jpn2，馬籠特別
［子］ ヤマカツリリー（00牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，フィリーズレビュ

ー‐Jpn2，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1
３着，etc.

リンデンルレーブ（95牝 ＊ノーザンテースト）２勝，浄土平特別３着
［孫］ ヒラソール（16� マツリダゴッホ）４勝，名鉄杯‐OP ３着，天保山Ｓ

‐OP ３着，高瀬川Ｓ，��１勝��
ヤマカツハクリュウ（07牡 ＊クロフネ）５勝，奥多摩Ｓ，神奈川新聞杯，
竹尾特別，etc.，障害２勝

販売申込者・所有者： ㈲新井牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4136
生 産 牧 場： ㈲新井牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

890 コマノレジェンド２０２１ 牡・鹿 ３／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスジャスタウェイ Wild Again

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleコマノレジェンド ゼンノロブロイ

��
��
�コマノスクアーロ黒鹿 2014 コマノマコ

＊シユリリー 7d
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 パワーフレーズ（14鹿 ＊クロフネ）�入着３回
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 アイアンブリッジ（98鹿 ＊トニービン）�１勝
カンファーバトル（06牡 マンハッタンカフェ）１勝，�３勝�
レッドシャンデル（08牝 ネオユニヴァース）��１勝
クロフネサプライズ（10牝 ＊クロフネ）３勝，チューリップ賞‐G3，阪神ジュベナイ

ルフィリーズ‐G1 ２着，桜花賞‐G1 ４着，りんどう賞
デジタルスパーク（11牡 ＊アグネスデジタル）�６勝
モズマーチャン（15牡 ロードカナロア）��７勝�２勝��

３代母 パイナップルスター（88黒鹿 ニホンピロウイナー）１勝，サフラン賞，三国特
別３着
オリジナルデザート（95牝 ＊リアルシヤダイ）出走

マイネルアドホック（02牡 ＊ホワイトマズル）２勝，コスモス賞‐OP
マイネルイディオス（03牡 バブルガムフェロー）１勝，	５勝
４勝，みちの

く大賞典２着
ドリームドルチェ（12牡 ＊マイネルラヴ）５勝，京葉Ｓ‐L ２着，京葉Ｓ‐LR ３

着，etc.，���１勝	１勝，かきつばた記念‐Jpn3 ３着，etc.
ティアドロップス（97牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

トップクリフォード（06牡 ジャングルポケット）２勝，すみれＳ‐OP，三田特
別２着

シルクアーネスト（07牡 ＊グラスワンダー）６勝，福島ＴＶＯＰ‐L，キャピタル
Ｓ‐L ２着，谷川岳Ｓ‐L ３着，etc.，
３勝

マイネルラクリマ（08牡 ＊チーフベアハート）６勝，オールカマー‐G2，七夕賞
‐G3，京都金杯‐G3，etc.

ロードセレリティ（13牡 キングカメハメハ）２勝，朱雀Ｓ，南総Ｓ２着，山城
Ｓ３着，etc.，��２勝

４代母 ダイナスワツプス（79鹿 ＊ノーザンテースト）３勝
［子］ ダンディコマンド（93牡 ニホンピロウイナー）５勝，北九州記念‐Jpn3，

皐月賞‐Jpn1 ５着，クロッカスＳ‐OP，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 上村 清志＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2504
生 産 牧 場： 上村 清志
飼 養 者： セールスプレップサービス＝新ひだか町三石美野和 �090-6995-3324

891 パワーフレーズ２０２１ �・鹿 ３／ ８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューパワーフレーズ ＊トニービン

��
��
�アイアンブリッジ鹿 2014 パイナップルスター

＊サニースワツプス A4
トニービンM3×S4 ノーザンテースト S5×M5

価格： 購買者：



母 バーニングテイスト（14鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ハーラブリー（19牝鹿 ラブリーデイ）��２勝�入着

２代母 ホットフレイバー（04栗 ＊タバスコキャット）３勝，新涼特別，夙川特別２着，
銀嶺Ｓ３着
ロバストミノル（13牡 ゴールドアリュール）３勝，瀬戸特別２着，��１勝�１勝
リリーマイスター（15牡 マンハッタンカフェ）入着，��１勝�３勝�４勝�
ボーズキャット（16牝 ルーラーシップ）��５勝
ゴールドフレイバー（18牝 ゴールドシップ）���２勝�２勝

３代母 ノクターン（96栗 ＊クリスタルグリツターズ）�２勝

４代母 ＊ノーノーネヴアー（85 USA栗 Nijinsky）FR３勝，ミュゲ賞‐G3 ３着，P. d
u Pin‐L ３着
［子］ リキアイタイカン（98牡 ＊アフリート）６勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2，マイルＣ

ｈＳ‐Jpn1 ３着，高松宮記念‐Jpn1 ３着，etc.
リキアイワカタカ（94牡 Machiavellian）６勝，白川郷Ｓ，サンタクロー
スＳ，橿原Ｓ，etc.，種牡馬

ストップザネバー（95牝 ＊タイトスポット）３勝，立待岬特別，江差特別３着
サンエムウラノス（00牡 ＊ウォーニング）３勝，茨城新聞杯２着
ヤマカツシリウス（04牡 ＊クロフネ）１勝，有明特別３着

［孫］ リキアイダンディ（01牡 ＊タイキシャトル）４勝，水路閣特別，塩屋埼特
別，米山特別，etc.，�４勝���

タイタン（08牡 ＊デビッドジュニア）４勝，ＨＴＢ賞，大森浜特別，サン
シャインＳ２着，etc.，障害２勝

デンコウインパルス（12牡 ＊バゴ）３勝，白鷺特別，小倉城特別，兵庫特
別２着，etc.

ダッシュダクラウン（18	 ホッコータルマエ）�２勝，天白川特別２着，
香嵐渓特別３着

販売申込者・所有者： 漆原牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1574
生 産 牧 場： 漆原 武男
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

892 バーニングテイスト２０２１ �・鹿 ５／ ７
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlバーニングテイスト ＊タバスコキャット

��
��
�ホットフレイバー鹿 2014 ノクターン

＊ノーノーネヴアー 11g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 バーニングハート（10鹿 ＊ストラヴィンスキー）１勝，福島２歳Ｓ‐OP（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
フューリー（17牡黒鹿 ストロングリターン）�１勝�２勝��
ゲツレンカ（18牝黒鹿 ジョーカプチーノ）���出走�１勝
バーニングウインド（20牡鹿 トーセンラー）�未出走

２代母 ムーンライトソナタ（99黒鹿 サクラバクシンオー）４勝，賢島特別，有田特別，
長岡特別，知多特別２着（２回），芦屋川特別２着，etc.
エリーゼ（08牝 ＊ストラヴィンスキー）�２勝
リバティーホール（09牝 ＊ケイムホーム）１勝，白河特別２着，福島中央ＴＶ杯３着，

�２勝��
マイカイ（11牝 ＊ヨハネスブルグ）�３勝��５勝
タイヨウノコ（12牝 ＊エンパイアメーカー）１勝
チタノプリンセス（14牝 サクラプレジデント）���９勝�入着２回
ルーナセレナータ（16牝 トーセンラー）入着，�３勝�入着３回
デザートムーン（17牝 ベルシャザール）���４勝
ハヅキ（18牝 ＊ゴスホークケン）��２勝

３代母 ＊ブルースフォーユー（87 IRE 鹿 Cure the Blues）�入着４回

４代母 アーブリーArburie（71 IRE 栗 Exbury）FR・IRE１勝
［子］ アスクザウィンド Ask theWind（80牝 Run the Gantlet）FR・IRE３

勝，Hard Fought S‐L
［孫］ ファントムブリーズ Phantom Breeze（86牡 ＊ヴィジョン）IRE・USA８

勝，パンアメリカンＨ‐G2，マンハッタンＨ‐G2，愛ダービートライ
アルＳ‐G2，etc.，種牡馬

ミスティウィンドMistyWind（88牡 Be My Guest）IRE・USA６勝，
Point Reyes Invitational H‐R，Vallejo Day H‐L ２着，Ber
keley H２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ ストライクレイト Strike Rate（00 牝 Smart Strike）USA４勝，Winte
rgreen S，Decoration Day H‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲山岡牧場＝新冠町東町 �090-3118-2811
生 産 牧 場： ㈲山岡牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

893 バーニングハート２０２１ 牡・鹿 ２／１６
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Broom Danceアドマイヤムーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ストラヴィンスキー Fire the Groomバーニングハート サクラバクシンオー

��
��
�ムーンライトソナタ鹿 2010 ＊ブルースフォーユー

2u
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊パールデルタ（15 USA鹿 Giant's Causeway）IRE出走
本馬の他に産駒あり

２代母 フリーフォーレイシング Freefourracing（98 USA鹿 ＊フレンチデピュティ）
GB・USA６勝，プレスティージＳ‐G3，Indian Summer S‐L，Holiday Ina
ugural S２着，アシーニアＨ‐G3 ３着
スピードウェイ Speedway（04� Forest Wildcat）USA５勝，Mountaineer Ju

venile S‐L，Texas Heritage S，Northern Spur Breeders' Cup S‐L
３着

フリーブレイヴ Free Brave（05� Cherokee Run）USA８勝，Morluc S３着
レディレーサー Ready Racer（06� More Than Ready）USA・CAN20勝，S

un Sprint Championship H（２回），Ellis Park Juvenile S２着
フォローマイテイル FollowMy Tail（08 牝 Indian Charlie）USA１勝

レッドレイダー Red Raider（15� Roll Hennessy Roll）USA１勝，Copp
er Top Futurity‐R ２着

プルーフズインザプリン Proofsinthepuddin（18 牝 Marking）�USA３勝，
NewMexico Classic Cup Oaks Ch S‐R，Petticoat S‐R ２着，Sier
ra Starlet S‐R ２着，Carlos Salazar S‐R ３着

ダンシングインザストリートDancinginthestreet（11 牝 Street Boss）USA１勝
アンミサブルUnmissable（18 牡 Honor Code）�PAN１勝，P. Familia Fer

nandez‐L ３着
ダンスコードDance Code（19牡 Honor Code）�USA３勝，Parx Juvenil

e S，サンフォードＳ‐G3 ３着
＊レーシングマインド（17牡 Verrazano）１勝

３代母 ゲリーンジョーゴーGerri n Jo Go（85 USA鹿 Top Command）USA５勝，
La Troienne S‐L，Prima Donna S‐L，ポストデブＳ‐G3 ２着，Cro
wning Glory S‐LR ３着，TaWee S３着
バーンディ Barn D（95� ＊ブラッシングジョン）USA４勝，Daniel Van Clief S

‐R ３着
カムサック Kamsack（99� Crafty Prospector）USA３勝，デルマーフュチュリ

ティ‐G2 ２着，ラサロバレラメモリアルＳ‐G2 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲アラキファーム＝新冠町万世 �0146-49-5218
生 産 牧 場： ㈲アラキファーム
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

894 パールデルタ２０２１ �・鹿 ４／ ８

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Giant's Causeway Mariah's Stormパールデルタ フリーフォーレイシング ＊フレンチデピュティ

��
��
�Freefourracing鹿USA 2015 Gerri n Jo Go

16h
Rahy S3×M4 Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 バーレーヘッズ（08黒鹿 スペシャルウィーク）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－３（８）〕
モズワッショイ（13牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）４勝，北陸Ｓ（Ｄ1200）
ブロードビーチ（14牝黒鹿 ヴァーミリアン）入着，��１勝��入着７回
サプライズハンター（15牡鹿 ＊サウスヴィグラス）��３勝�１勝�
モズベイビー（16牡青鹿 グランプリボス）２勝，���出走�出走
モズキタマサケンジ（18牡鹿 ＊ハービンジャー）��未出走�３勝
モズユウガ（19牡栗 ラブリーデイ）�出走
フラワーテイル（20牝栗 ラブリーデイ）��出走

２代母 ＊ヴェスタ（99 USA黒鹿 Fortunate Prospect）USA５勝，ミスプリークネス
Ｓ‐G3，Smart Halo S，Safely Kept S２着
アンコールスター（05牡 Tale of the Cat）２勝
フレイムプリースト（06牡 ＊ワイルドラッシュ）１勝
トーコーグリーン（10牡 アグネスタキオン）２勝，花見山特別，米沢特別３着
スリーヴェスタ（11牡 スズカマンボ）�４勝
スズカコーズライン（14牡 スズカコーズウェイ）７勝，大和Ｓ‐OP，オータムリーフ

Ｓ‐OP，銀蹄Ｓ，尾頭橋特別，etc.，�入着，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ２着
リュヌダムール（18牝 ダブルスター）入着５回，��４勝

３代母 アマヴァリドホープAmavalidhope（91 USA鹿 Valid Appeal）USA１勝
オナーラスHonor Lass（97 牝 Honor Grades）USA３勝

ペイパープレイン Paper Plane（08牝 Fusaichi Pegasus）USA２勝，Unio
n Avenue S‐R ３着

ホープフォーラヴ Hope for Love（00牝 Fortunate Prospect）USA２勝，O.B.
S. Sprint S‐R ２着，Jersey Jumper S３着
キャンディバイツ Candy Bites（10	 Candy Ride）USA13 勝，Babst Pala

cios Memorial H‐R，Howard B. Noonan S‐R，Best of Ohio Sprint
S‐R ２着，etc.

コフート Kohut（02	 Fortunate Prospect）USA６勝，Birdonthewire S‐L
２着，Fasig Tipton Turf Dash S２着

販売申込者・所有者： ㈱目黒牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6146
生 産 牧 場： ㈱目黒牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

895 バーレーヘッズ２０２１ 牡・鹿 ５／２５

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールバーレーヘッズ
＊ Fortunate Prospect

��
��
�ヴェスタ黒鹿 2008 Amavalidhope

9h
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ハートオブスワロー（14黒鹿 ハーツクライ）１勝，デイジー賞（芝 1800）３着
本馬の他に産駒あり

２代母 イソノスワロー（02鹿 ＊デヒア）入着，�４勝
トラストワン（08牡 ＊マイネルラヴ）５勝，アンドロメダＳ‐L ２着，クローバー賞

‐L ２着，大阪城Ｓ‐L ３着，丹頂Ｓ‐OP ２着，日本海Ｓ，etc.
モンストール（09牡 アドマイヤマックス）３勝，新潟２歳Ｓ‐G3，石和特別，ノエ

ル賞２着
ラーストチカ（10牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝
サングラスポテト（13牡 ディープスカイ）１勝，��５勝
ディアマンミノル（17牡 オルフェーヴル）�５勝，メトロポリタンＳ‐L ３着，大阪

―ハンブルクＣ‐OP，御堂筋Ｓ，高雄特別，金山特別，etc.

３代母 イソノルーブル（88鹿 ＊ラシアンルーブル）６勝，オークス‐Jpn1，報知４歳
牝馬特別‐Jpn2，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ５着，エルフィン
Ｓ‐OP，etc.
イソノウイナー（94牡 ＊クリスタルグリツターズ）６勝，ガーネットＳ‐Jpn3 ２着，

栗東Ｓ‐OP ２着，ギャラクシーＳ‐OP ２着，etc.
イソノフラワー（97牝 ＊ヘクタープロテクター）不出走

ニューブラウン（07牡 マーベラスサンデー）�１勝�４勝，サンライズＣ３着

４代母 キテイテスコ（80芦 ＊テスコボーイ）出走
［孫］ スライストップ（99� ＊クリスタルグリツターズ）３勝，両津湾特別２着，

西湖特別３着，岳特別３着

５代母 キテイオンワード（68芦 ＊ナスアロー）不出走
［子］ ゴールドマスター（74牡 ＊バルバール）３勝，毎日杯３着，醍醐特別，葵

賞，種牡馬
ラツキーハーケン（77牝 ＊ハーケン）４勝，たんぽぽ賞
ヒウガシヤイン（81牝 ＊ビービービー）入着３回，�８勝，サラブレッド
大賞典２着

ナカハマオー（73牡 ＊ハーケン）��５勝，羽田盃３着

販売申込者・所有者： ㈲村下農場＝浦河町野深 �0146-27-4454
生 産 牧 場： ㈲村下農場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

896 ハートオブスワロー２０２１ �・鹿 ４／２９

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスハートオブスワロー ＊デヒア

��
��
�イソノスワロー黒鹿 2014 イソノルーブル

＊モウテイ 14a
Lyphard S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ハーランズワンダー（13鹿 Awesome Again）�５勝
〔産駒馬名登録数：１〕
コパノリンダ（19牝鹿 コパノリッキー）�入着３回

２代母 ＊ハーランズルビー（08 USA鹿 Harlan's Holiday）USA２勝，Valdale S，
アルシバイアディズＳ‐G1 ２着，ブルボネットオークス‐G3 ２着
ヒルノアトラーニ（14牡 マンハッタンカフェ）３勝，�１勝�
モズベッロ（16牡 ディープブリランテ）�４勝，日経新春杯‐G2，大阪杯‐G1 ２着，

宝塚記念‐G1 ３着，日経賞‐G2 ２着，白百合Ｓ‐L ２着，etc.
トキノソマリ（17牡 ＊マジェスティックウォリアー）入着，��２勝��１勝
フロムディスタンス（18牡 ＊ヘニーヒューズ）１勝

３代母 スマイリングアイズ Smiling Eyes（00 USA黒鹿 Saint Ballado）USA１勝
ヴァンピングザウインVamping theWin（09� Tapit）USA２勝
インカセイント Inca Saint（11� Cowboy Cal）USA６勝
ハーランシャッフルHarlan Shuffle（12 牝 Harlan's Holiday）不出走

カインドハーティドコタKindhearted Kota（16牝 Take Charge Indy）�U
SA４勝

トゥーソーズTwo Swords（15� First Samurai）USA４勝

４代母 ウェスタンレイディWestern Lady（95 USA黒鹿 GoneWest）不出走
［子］ ポピュラー Popular（99 牡 Saint Ballado）USA２勝，サンミゲルＳ‐G3，

ハリウッドプレヴューＳ‐G3 ２着，種牡馬

５代母 キーナQena（90 USA栗 The Minstrel）FR１勝
［子］ クイーンオヴノルウェイQueen of Norway（96牝 Woodman）FR・U

SA４勝，Drumtop H‐L，P. Ceres‐L ２着
［孫］ ミュージカルブルーMusical Brew（05牝 Milwaukee Brew）USA３勝，

Decoration Day H‐L ３着，Firecracker S‐L ３着
［曾孫］ ロイヤルロー Royal Law（10� Lawman）FR５勝，G.P. du Lion d'An

gers‐L ２着
コランド Corando（16牡 Dark Angel）FR１勝，Derby duMidi‐L
２着

販売申込者・所有者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

897 ハーランズワンダー２０２１ �・栗 １／２９

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Weekend Surpriseマジェスティックウォリアー ドリームスプリーム Seeking the Gold

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

オーサムアゲイン Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�Awesome Again Primal Forceハーランズワンダー
＊ Harlan's Holiday

��
��
�ハーランズルビー鹿 2013 Smiling Eyes

4k
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 パールレディ（07芦 ＊クロフネ）�１勝��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シゲルマサイキリン（14牡芦 ヴァーミリアン）�１勝�
ウマノオマワリサン（20牡栗 ダノンシャーク）�地方未出走

２代母 ＊ミスワカウエイ（94 USA栗 Miswaki）USA１勝
ナムラゼウス（00牡 ジェニュイン）４勝，両津湾特別，瀬戸特別３着，�１勝，椿

賞３着
ルーチェエテルナ（01牝 ＊アジュディケーティング）�５勝
ベンチャールビー（02牝 ＊サフロンウォルデン）	３勝��
レアルグローリー（03牡 フサイチコンコルド）１勝
サンローガン（12牡 ＊パイロ）入着，��３勝
入着６回
ハイブリッドクロス（13牡 ニューイングランド）�１勝

３代母 ゴールウェイソングGalway Song（85 CAN鹿 Irish Tower）USA８勝，
Princess Elizabeth S‐LR，デムワゼルＳ‐G1 ３着，アスタリタＳ‐G2 ３着
ヘヴンリーソング Heavenly Song（97牝 Septieme Ciel）USA入着３回，Small

Wonder S‐L ２着
レインオヴタラ Reign of Tara（00牝 Beau Genius）USA２勝，Ruthless S

‐L ２着，Dearly Precious S‐L ３着
ゴールデンロンGolden Ron（08牡 Golden Missile）USA３勝，レイザーバ

ックＨ‐G3 ２着
アイリッシュラディー Irish Laddie（01� Lil's Lad）USA３勝，Federico Tesio

S‐L ３着，USA障害１勝
ビーコンオヴホープBeacon of Hope（02牝 Chief Seattle）USA２勝

ライトハウスサウンド Lighthouse Sound（07� Langfuhr）USA・CAN24勝，
Fifth Marine S２着，Restoration S‐L ３着，Quick Call S３着

４代母 ソプラノミス Soprano Miss（78 CAN芦 Ruritania）USA１勝
［孫］ フドロワヤーン Foudroyant（94 牡 Lupin）BRZ14 勝，P. Camara Muni

cipal de Sao Paulo‐L，G.P. Encerramento‐L ３着
ジプシーバロンGypsy Baron（95牡 Bold Forli）BRZ５勝，P. Jose A
ntonio Flores da Cunha‐L

販売申込者・所有者： ワールドファーム＝青森県八戸市 �0178-82-2210
生 産 牧 場： ワールドファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

898 パールレディ２０２１ 牡・鹿 ３／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

��
��
�キャットクイル青鹿 2010 Pacific Princess

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューパールレディ
＊ Miswaki

��
��
�ミスワカウエイ芦 2007 Galway Song

3g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊フォーシンズ（04 GER鹿 Sinndar）GB・IRE・CAN３勝，ブランドフォードＳ
‐G2，ブルーウインドＳ‐G3，レパーズタウン１０００ギニーＴＲ‐G3 ２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），海外－１（２），地方－１（３）〕
フェリスタス（09牝鹿 Dansili）出走

オノリス（15牡 トーセンホマレボシ）�２勝，香嵐渓特別２着，犬山特別２着，
鷹取特別２着，日進特別３着，苗場特別３着，etc.

ディオジェーヌ（10牝鹿 ディープインパクト）３勝，遊楽部特別（芝 1800）２着，
リボン賞（芝 2000）３着
リブースト（19牡 ＊ハービンジャー）�２勝，紫菊賞

エーデルグランツ（11牡青鹿 ディープインパクト）１勝，脊振山特別（芝 1800）３着
ラフォリア（14牝黒鹿 マンハッタンカフェ）入着２回，�３勝
ホッカイドウミスHokkaido Miss（15 牝鹿 オルフェーヴル）FR・AUS２勝，AU

S障害１勝
カトルショセット（18牝鹿 ハーツクライ）�１勝

２代母 フォーロージズ Four Roses（98 IRE 鹿 Darshaan）不出走
フォーダンサーズ Four Dancers（05 牡 ＊シアトルダンサーⅡ）FR・GER４勝
フォーキャラット Four Carat（11� Montjeu）FR・AUS４勝，AUS障害１勝
フォアシー Foresee（13� Sea The Stars）�GB・FR７勝

３代母 フロイライントービン Fraulein Tobin（82 USA黒鹿 J.O. Tobin）GB１勝
ファブリアーノ Fabriano（89牡 Shardari）GER・SWE７勝，Robert Pferdmen

ges‐Rennen‐L，Concord Uhren Preis‐L，ドイツ統一賞‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

ジャーメインGermane（92牝 Distant Relative）GB１勝，ロックフェルＳ‐G3，
Oh So Sharp S‐L ２着，Firth of Clyde S‐L ３着
ラッキーチャッピー Lucky Chappy（09牡 High Chaparral）ITY・USA・A

US・UAE２勝，P. Giuseppe deMontel‐L，ハリウッドダービー‐G1
３着，ヴァージニアダービー‐G2 ２着，etc.

ファイアダンス Firedance（01牝 Lomitas）FR・GER１勝
フィアレスハンター Fearless Hunter（10� Alhaarth）UAE・NOR・SWE・

DEN７勝，マリットスヴェアースミネロップ‐G3，Polar Mile Cup‐L，
マリットスヴェアースミネロップ‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522

899 フォーシンズ２０２１ �・芦 ５／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊

シンダール Grand Lodge

�
�
�
�
�

��
��

�Sinndar Sinntaraフォーシンズ フォーロージズ Darshaan

��
��
�Four Roses鹿GER 2004 Fraulein Tobin

1e
Mill Reef M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ゴールドスカイ（14 GB鹿 Kyllachy）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
オフレッシュ（19牡鹿 ドゥラメンテ）�入着

２代母 ステラセンツァシエロ Stella Senza Cielo（08 IRE 鹿 Elusive City）ITY１勝
シエロドーロCielo D'Oro（16� Medaglia d'Oro）�AUS４勝
スーパーアクシオム Super Axiom（17� Exceed And Excel）�HKG２勝

３代母 ＊グッドウッドマーチ（03 GB鹿 Foxhound）GB１勝
ゴールドファンGold‐Fun（09� Le Vie Dei Colori）GB・FR・IRE・HKG11勝，

香港ジョッキークラブスプリント‐G2，香港ジョッキークラブマイル‐G2，
Chairman's Sprint Prize‐L，etc.

ボディアンドソール Body And Soul（10 牝 Captain Rio）GB５勝，Redcar Tw
o‐Year‐Old Trophy‐L，Kilvington Fillies S‐L ３着

４代母 ミリタリーチューンMilitary Tune（91 IRE 栗 Nashwan）不出走
［子］ プレイザットチューン Play That Tune（00牝 Zilzal）GB１勝，Atal

anta S‐L ３着，Sceptre S‐L ３着
ナイスチューンNice Tune（02牝 ＊ディクタット）GB４勝，Snowdro
p Fillies S‐L ３着

［孫］ ザコール The Call（09 牡 Call me Big）GER３勝，Hoppegartener Fl
ieger‐Preis‐L，Hessen Sprint‐L ２着

ミスターヴィクターMister Victor（13 牡 Yagli）BRZ７勝，P. Siphon‐L
ハイリーアクレイムド Highly Acclaimed（14� Phoenix Tower）IND
９勝，Alcock Arabian Million‐L ２着

５代母 マーティンゲイルMartingale（75 GB鹿 Luthier）GB２勝
［子］ マージーMersey（82牝 ＊クリスタルパレス）FR・USA５勝，ロイヤルオ

ーク賞‐G1，フォワ賞‐G3，ロワイヤリュー賞‐G3，etc.
＊ミュンシー（92牝 Sadler's Wells）FR３勝，サンタラリ賞‐G1，ペネロ

ープ賞‐G3

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

900 ゴールドスカイ２０２１ �・鹿 １／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

＊

キラヒー Pivotal

�
�
�
�
�

��
��

�Kyllachy Pretty Poppyゴールドスカイ ステラセンツァシエロ Elusive City

��
��
�Stella Senza Cielo鹿GB 2014 ＊グッドウッドマーチ

1p
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ビウイッチアス（09黒鹿 ダイワメジャー）３勝，バーデンバーデンＣ‐L（芝 1200），
フィリーズレビュー‐G2 ２着，カンナＳ‐OP（芝 1200），福島２歳Ｓ‐OP
（芝 1200）２着，ＵＨＢ賞‐OP（芝 1200）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ゴールドプラネット（16牝黒鹿 ＊ケープブランコ）��１勝
ツクバマサカド（17牡青鹿 ルーラーシップ）入着，��３勝��入着２回
ナムラスパロー（18牝青鹿 エピファネイア）入着２回，��２勝

２代母 ＊フィールドソング（92 USA鹿 Gulch）３勝，室蘭特別，さざんか賞，北斗賞
２着（２回），涼秋Ｓ３着，室蘭特別３着
フィールドバースト（99牡 ナリタブライアン）３勝
フィールドブラスト（01牡 ＊ウォーニング）１勝
フィールドマーチ（04牡 ＊カリズマティック）１勝
ナムラウィッシュ（05牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，こぶし賞３着，白菊賞３着，

�１勝��
マイディアソング（08牝 ディープインパクト）３勝，御池特別２着

アメージングラン（17牡 ＊ヘニーヒューズ）１勝，��７勝�１勝，福永洋一記
念３着

３代母 アキスフォーラック A Kiss for Luck（79 USA黒鹿 Reflected Glory）USA
８勝，ヴァニティＨ‐G1，アノアキアＳ‐G3，Pasadena S，California Bre
eders' Champion Filly S‐LR，Daddy's Datsun H，etc.
キスフォーシックスKiss for Six（88 牝 Saratoga Six）USA２勝

アルファベットキシズ Alphabet Kisses（01 牝 Alphabet Soup）USA７勝，
ラブレアＳ‐G1，エイグリームＨ‐G2，B. Thoughtful S‐R，etc.

＊ゴールデンチェリー（94牝 Crafty Prospector）５勝，越後Ｓ，etc.，�１勝�１勝
�入着���，クラスターＣ‐Jpn3，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ３着，etc.

キシンマイフレンズKissin My Friends（01 牝 Crafty Friend）USA２勝
キシンマイラヴ Kissin My Love（06牝 Ocean Terrace）CHI６勝，カルロス

カンピノ賞‐G2，カルロスカンピノ賞‐G2 ２着，フランシスコバエサソ
トマヨル賞‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲いとう牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2419
生 産 牧 場： ㈲いとう牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

901 ビウイッチアス２０２１ 牡・鹿 ４／２６
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインモーリス ＊カーネギー

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケビウイッチアス
＊ Gulch

��
��
�フィールドソング黒鹿 2009 A Kiss for Luck

3d
サンデーサイレンスM3×S4 ノーザンテーストM4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヒカルマイハート（03黒鹿 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（５）〕
サカジロヴィグラス（11牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）３勝，�２勝�２勝，早池峰

スーパースプリント（Ｄ1000）
ヒロノオリオン（15牝鹿 ＊カジノドライヴ）１勝，�１勝�入着
ウエノマルカエデ（19牝鹿 ＊パイロ）���出走

２代母 ヒカルバリオス（91鹿 マルゼンスキー）入着
ヒカルパルテール（97牝 ＊トニービン）１勝

ヒカルルージュ（03牝 マヤノトップガン）１勝
ヒカルマイデビュー（08牡 マンハッタンカフェ）１勝

ヒカルパラッツォ（98牡 ＊トニービン）１勝，千両賞２着
ヒカルイノベーター（99牡 メジロライアン）１勝
ヒカルフリート（00牝 ＊アフリート）不出走

ヒノクニリョジョウ（09牝 オレハマッテルゼ）１勝
ヒカルウイッシュ（02牡 ＊アフリート）５勝，マーチＳ‐G3 ３着，しらかばＳ‐OP，

ウェルカムＳ，道新スポーツ賞３着

３代母 クインオブナポリ（84鹿 ＊ノノアルコ）出走
シーザースネイチャ（90牡 シンボリルドルフ）６勝，白秋Ｓ，東風Ｓ，千葉ＴＶ杯，etc.

４代母 ホースメンシンプウ（71芦 ＊フオルテイノ）１勝
［子］ リバーストンハヤテ（92牡 ＊ラシアンルーブル）�３勝�４勝，佐賀競馬

ＬＪ特別
カネショウウルフ（88牡 ＊ラシアンルーブル）２勝，印旛沼特別３着，春
日山特別３着

５代母 ビーナス（62黒鹿 ＊ヒンドスタン）３勝
［子］ ホースメンウエーブ（72牡 ＊ダイハード）８勝，竜野特別，洛陽特別，八

瀬特別，etc.
［孫］ ダンシングサム（85牡 ＊ナイスダンサー）７勝，平安Ｓ‐OP，白樺賞‐OP

２着，シーサイドＳ‐OP ３着，etc.，障害１勝

販売申込者・所有者： ㈲宇南山牧場＝むかわ町春日 �0145-42-4959
生 産 牧 場： ㈲宇南山牧場
飼 養 者： ディーエスファーム＝日高町平賀 �090-3399-4109

902 ヒカルマイハート２０２１ 牡・黒鹿 ４／ １

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

�
�
�
�
�
�
�
�
� Accessoriesサンダースノー イースタンジョイ Dubai Destination

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーヒカルマイハート マルゼンスキー

��
��
�ヒカルバリオス黒鹿 2003 クインオブナポリ

＊メイビイソウ 27a
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ピサノロマン（01鹿 ＊コマンダーインチーフ）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－７（35）〕
シゲルシャチョウ（08牡鹿 キングカメハメハ）１勝，千両賞（芝 1600）３着，かえ

で賞（芝 1400）３着
アガシーローマン（09牡黒鹿 ＊タイキシャトル）��１勝
マジョ（10牝黒鹿 ＊ブライアンズタイム）�１勝�入着３回
クールジョーカー（11牡黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝，�３勝�６勝
ラクテ（13牡鹿 ＊ワイルドラッシュ）��７勝，優駿スプリント（Ｄ1200）２着
ネコマレー（15牝鹿 ＊サウスヴィグラス）入着，���３勝�９勝
ユメアカリ（16牝鹿 ディープスカイ）��出走���入着 10回
ベルジークザンダー（18牡鹿 トランセンド）���４勝
ベルルークザンダー（19牡鹿 ＊ディスクリートキャット）���１勝

２代母 ファーストセーラ（91鹿 ＊ミルジヨージ）不出走
トップコマンダー（97牡 ＊コマンダーインチーフ）５勝，日経新春杯‐Jpn2，函館記

念‐Jpn3 ２着，東スポ杯３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ５着，い
ちょうＳ‐OP ２着，etc.，種牡馬

ピサノクルーザー（98牡 ＊コマンダーインチーフ）�５勝
ピサノランゲ（02牡 ガルウイング）１勝
パラダイスプラム（05牝 ＊パラダイスクリーク）１勝，�５勝
サリール（06牝 スペシャルウィーク）	１勝

３代母 ＊セニヨーラ（84 USA黒鹿 Conquistador Cielo）USA２勝

４代母 ヴェリースペシャルレイディ Very Special Lady（76 USA黒鹿 Buckpasser）
USA３勝，ファンタジーＳ‐G1 ３着，Osunitas S２着，Nursery S２着
［子］ ヴェリースペシャルライト Very Special Lite（90 牝 Majestic Light）U

SA９勝，ヴァインランドＨ‐G3，Bryan Station S‐L，Rachel J
ackson S‐L ２着，etc.

［孫］ ストラティージクパートナー Strategic Partner（98 牡 Kris S.）USA３勝，
アメリカンターフＳ‐G3，ジャマイカＨ‐G2 ２着，ホールオヴフ
ェイムＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

903 ピサノロマン２０２１ 牡・鹿 ２／２０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousピサノロマン ＊ミルジヨージ

��
��
�ファーストセーラ鹿 2001 ＊セニヨーラ

7c
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S4×S5 Raise a Native S5×M5
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ビーナストリック（10栗 キングヘイロー）３勝，羊ヶ丘特別（芝 1200），はやぶさ
賞（芝 1000）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
ケイゴールド（16牝青鹿 サムライハート）１勝，��入着２回��入着２回�
テイエムワールド（17牡鹿 トゥザワールド）�１勝
ビーナスオーキッド（18牝栗 ＊アジアエクスプレス）入着，���１勝
マハロマヤ（19牝青鹿 シルバーステート）��出走

２代母 ゴーゴーナイナー（98栗 ＊フォーティナイナー）��２勝
コテツ（03牡 ＊アジュディケーティング）��２勝
トーセンサッビア（06牝 ＊アジュディケーティング）��３勝
マクロユピテル（07牡 ＊アジュディケーティング）��１勝
ゴーゴーファイン（08牝 マヤノトップガン）��１勝
ゴーゴーカラ（09牝 ＊ファスリエフ）��１勝

３代母 ＊プラスマチョン（86 USA鹿 Super Concorde）USA１勝

４代母 パーフェクトイグザンプルPerfect Example（82 USA栗 Far North）不出走
［子］ カルチャーヴァルチャー Culture Vulture（89 牝 Timeless Moment）G

B・FR・IRE・ITY・USA６勝，仏１０００ギニー‐G1，フィリーズマイ
ル‐G1，マルセルブサック賞‐G1，etc.

［孫］ サンタカタリナ Santa Catarina（00牝 Unbridled）USA３勝，ハリウッ
ドオークス‐G2，ケンタッキーオークス‐G1 ２着，フリゼットＳ
‐G1 ２着，etc.

［曾孫］ アプルーヴ Approve（08牡 Oasis Dream）GB・FR３勝，ジムクラックＳ
‐G2，英ノーフォークＳ‐G2，ミドルパークＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

ボーシャンクセルクセス Beauchamp Xerxes（06� Compton Admiral）
GB・FR・UAE４勝，On the House S‐L，Cocked Hat S‐L
２着，Floodlit S‐L ３着

ケイプオヴアプルーヴァル Cape of Approval（09� Cape Cross）GB
・FR・IRE５勝，Midsummer Sprint S‐L，Cork Sprint S‐L
２着

販売申込者・所有者： ㈲岩見牧場＝新冠町万世 �0146-49-5206
生 産 牧 場： ㈲岩見牧場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

904 ビーナストリック２０２１ 牡・栗 ２／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイロービーナストリック ＊フォーティナイナー

��
��
�ゴーゴーナイナー栗 2010 ＊プラスマチョン

8h
Halo S4×M4 Hail to Reason S5×S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 パチュリー（15鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着２回，��１勝
初仔

２代母 スーリア（99鹿 ＊ラストタイクーン）１勝，礼文特別２着，まりも特別２着
アイディンパワー（06牡 ニューイングランド）４勝，小千谷特別，初日の出Ｓ２着，

神無月Ｓ３着，��１勝��，アフター５スター賞２着，習志野きらっとス
プリント３着

アイディンマリー（08牝 ミラクルアドマイヤ）�２勝�３勝�入着��
アイディンビュー（10牝 バブルガムフェロー）１勝，��４勝�２勝�

マカルー（18牝 トゥザワールド）�	１勝�
アイディンラヴ（11牝 ＊マイネルラヴ）入着，��４勝

アイディンモンロー（20牝 ＊ロージズインメイ）���１勝
ヴィクタープライム（12牡 ＊マイネルラヴ）３勝，皆生特別，雪うさぎ賞，山城Ｓ２着
プレスティージオ（13牡 ＊カジノドライヴ）５勝，福島民友Ｃ‐L ２着，大沼Ｓ‐L ３

着，ベテルギウスＳ‐L ３着，御影Ｓ，鳴門Ｓ，etc.
ファイトプラス（14牡 ディープブリランテ）�４勝�１勝�１勝�
フェスティヴスーリ（17牡 キズナ）１勝

３代母 メイシヨウコマチ（83栗 トウシヨウボーイ）２勝，高山特別３着，寒桜賞３着

４代母 サツキテンザン（68栗 ＊ボウプリンス）入着
［子］ マルタカテンザン（78牡 ＊テスコボーイ）３勝，アマリリス賞
［孫］ ゴールドロビン（00牡 ＊キョウワアリシバ）３勝，阿武隈特別，フェアウ

ェルＳ３着，種牡馬

５代母 クサブエ（58鹿 ＊ヒンドスタン）３勝，障害５勝，東京障碍特別
［孫］ ダイゴウリュウ（81牡 ＊コントライト）４勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2 ３着，筑波

山特別，秩父特別，etc.
ランドサターン（87牡 ＊ヒツタイトグローリー）��４勝，しらさぎ賞２着
ゼンペイ（84牡 ＊ボールドリツク）２勝，葺合特別２着

［曾孫］ メリースルスミ（93牝 ＊ワイズカウンセラー）
�入着５回，高崎オーク
ス３着

ウエノマルヒーロー（97� ＊ミュージックタイム）１勝�，若駒賞３着

販売申込者・所有者： ㈲ラッキー牧場＝新冠町高江 �0146-47-2635
生 産 牧 場： ㈲ラッキー牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

905 パチュリー２０２１ 牡・鹿 ４／ ５
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

�
�
�
�
�
�
�
�
� Flame of Taraサトノクラウン

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンパチュリー ＊ラストタイクーン

��
��
�スーリア鹿 2015 メイシヨウコマチ

＊種道 22
ラストタイクーン S3×M3

価格： 購買者：



母 プーカ（10黒鹿 キングカメハメハ）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
エメリミット（17牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）���７勝�，東京ダービー
（Ｄ2000），東京記念（Ｄ2400）２着，東京湾Ｃ（Ｄ1700）２着，ＮＡＲ優３牡

アマビリス（20牝青鹿 フリオーソ）���出走

２代母 ペニーホイッスル（02黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，札幌日刊スポーツ杯
‐L，アネモネＳ‐L，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，オーロＣ‐L ２着，福島民友Ｃ‐L
３着，etc.
ファドーグ（11� ＊シンボリクリスエス）４勝，初茜賞，オークランドＲＣＴ３着，

松戸特別３着，日野特別３着，�５勝，黒潮マイルＣｈＳ２着，etc.
フィップル（14牝 ルーラーシップ）１勝，�４勝�１勝��
カヴァル（15牡 エイシンフラッシュ）４勝，マレーシアＣ

３代母 ＊ラークホイッスル（94 CAN黒鹿 Silver Deputy）USA２勝，ShadyWell S
‐R，アディロンダックＳ‐G2 ３着，Princess Elizabeth S‐R ２着，MyD
ear S‐L ３着
タブアキャットTab a Cat（99 牝 ＊タバスコキャット）不出走

ミスターソウルMr. Soul（04� Aptitude）USA５勝，Jim RasmussenMem
orial H２着

イードバイデルオチョ Edubai Del Ocho（06牡 E Dubai）PAN15勝，P. Ar
ias Paredes y Alberto Arias Espinosa‐L

アップルビーガーデンズ Appleby Gardens（00 牝 A.P. Indy）USA２勝，Shad
y Well S‐R，フリゼットＳ‐G1 ３着

モエレソーブラッズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）入着，クローバー賞‐L ３着，	
５勝�１勝��１勝，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ３着，etc.，
ＮＡＲ優２歳

ストームホイッスル（04牝 ＊ブライアンズタイム）出走
メイケイペガスター（10牡 フジキセキ）３勝，共同通信杯‐G3，キャピタルＳ

‐L ３着，若駒Ｓ‐OP ３着，etc.

販売申込者・所有者： 飯岡牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3412
生 産 牧 場： 飯岡牧場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

906 プーカ２０２１ �・鹿 ３／２８

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスプーカ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ペニーホイッスル黒鹿 2010 ＊ラークホイッスル

9e
Deputy Minister S4×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 フォルゴラーレ（12黒鹿 ハーツクライ）２勝，矢車賞（芝 2000）
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ソッフィアーレ（19牡黒鹿 ＊ドレフォン）��１勝

２代母 ＊イリデ（08 USA鹿 Indian Charlie）不出走
アルコステラート（13� ゴールドアリュール）１勝，�３勝��
ウラガーノ（14牝 ＊キンシャサノキセキ）３勝，大山崎特別２着，箕面特別３着，�

１勝�１勝���，ベイスプリント，秋桜賞２着
スターリングブルス（15牝 ＊ハードスパン）１勝，�３勝�２勝�，兵庫クイーンＣ２着
ブラッディムーン（16牝 アドマイヤムーン）２勝
セントクリーガー（17牝 ゴールドアリュール）�２勝

３代母 レッドダッチェスRed Duchess（00 USA栗 Helmsman）USA４勝
ヒーズアタイガー He's a Tiger（13� Sky Mesa）USA４勝，Alcatraz S‐L

３着，Baffle S３着

４代母 ナイトプロスペクター Knight Prospector（89 USA鹿 Native Prospector）US
A８勝，ランチョベルナルドＨ‐G3，Porterhouse H‐R，Fantastic Girl H‐L
２着，Cascapedia H‐L ３着，Charles H. Russell H‐L ３着，etc.
［子］ ＊インオラリオ（05牡 Holy Bull）６勝，コーラルＳ‐L，東京ゴールデンプ

レミアム，桜島特別，etc.
＊エストレーノ（99牡 Holy Bull）２勝，ヒヤシンスＳ‐OP，�入着，兵庫

ＣｈＳ‐Jpn3 ２着
＊ベルサリエーレ（10牡 Smarty Jones）５勝，北総Ｓ，響灘特別，五条坂

特別，etc.，�５勝�
＊パルラメンターレ（07� ＊エンパイアメーカー）４勝，平尾台特別，城崎

特別，響灘特別２着，etc.
＊コンプレッソ（03牡 Golden Missile）４勝，沓掛特別，��１勝
＊ファミッリア（06牝 Holy Bull）１勝，くすのき賞２着

［孫］ ＊インバルコ（06牡 Fusaichi Pegasus）８勝，平安Ｓ‐G3 ２着，仁川Ｓ‐L
２着，etc.，��入着��，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着

［曾孫］ イルティモーネ（13� ドリームジャーニー）��13 勝�１勝�	，兵庫ゴ
ールドＴ‐Jpn3 ２着，白銀争覇２着，兵庫ゴールドＣ２着，etc.

販売申込者・所有者： 藤田 孟司＝大阪府大阪市 �06-6910-7221
生 産 牧 場： モリナガファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

907 フォルゴラーレ２０２１ 牡・黒鹿 ５／ ３

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Weekend Surpriseマジェスティックウォリアー ドリームスプリーム Seeking the Gold

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスフォルゴラーレ
＊ Indian Charlie

��
��
�イリデ黒鹿 2012 Red Duchess

16e
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 ファルファラ（06鹿 キングカメハメハ）入着，�３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（13）〕
ダンエクセル（14牡鹿 タニノギムレット）１勝
トワイライトビギン（16牝鹿 ＊タイキシャトル）��６勝��３勝
サンシャインキッド（17牡栗 マツリダゴッホ）入着，��４勝
ミレディ（20牝黒鹿 リーチザクラウン）�未出走

２代母 ウルトラスキー（96栗 タマモクロス）２勝，たちばな賞
ノースマンハッタン（04牝 マンハッタンカフェ）�２勝��１勝
フヨウ（05牝 フジキセキ）４勝
ギンザスクランブル（08� ゼンノロブロイ）入着３回，��１勝�
フジノゴトク（11牡 フジキセキ）１勝
ゲネラルプローベ（12牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，障害１勝

３代母 ノースフエイス（81鹿 マルゼンスキー）２勝，水仙賞
ウイニングベット（85牝 アローエクスプレス）２勝

キハク（93牝 ＊アサティス）３勝，麒麟山特別
レーザーズエッジ（02牡 ＊グラスワンダー）２勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3
３着，阿寒湖特別２着，稲村ヶ崎特別２着

ホウザン（05牡 ＊タイキシャトル）１勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，�１勝
�入着��，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着

ブンブイチドウ（07牡 ＊アフリート）�２勝��入着９回，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ２着，北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着，東京湾Ｃ２着，etc.

タイニーダンサー（13牝 ＊サウスヴィグラス）�５勝��１勝�，関東オー
クス‐Jpn2，北海道２歳優駿‐Jpn3，エーデルワイス賞‐Jpn3，etc.，
ＮＡＲ優２牝

エンズイギリ（00牡 ＊アサティス）	７勝���，九州ダービー栄城賞２着
ノーブルライフ（87牝 セクレフアスター）��１勝

ピンヒール（95牝 ＊アサティス）
４勝�，青山記念３着
ノースハッピー（88牝 ＊メンデス）��入着

ダークエンペラー（02牡 ニホンピロウイナー）�３勝	３勝��，王冠賞２着
ビービートルネード（03牡 タヤスツヨシ）��６勝�入着３回，川崎記念

‐Jpn1 ５着，報知オールスターＣ，戸塚記念，etc.

販売申込者・所有者： 元茂牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3662
生 産 牧 場： 元茂牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

908 ファルファラ２０２１ 牡・芦 ４／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� マンハッタンカフェ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サトルチェンジジョーカプチーノ フサイチコンコルド

��
��
�ジョープシケ芦 2006 ジョーユーチャリス

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスファルファラ タマモクロス

��
��
�ウルトラスキー鹿 2006 ノースフエイス

＊プロポンチス 4d
Nijinsky S5×M5 フオルテイノ S5×M5

価格： 購買者：



母 プテリュクス（16栗 スマートファルコン）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
グリームクィーン（20牝栗 リアルインパクト）�未出走

２代母 ＊ゴールドティアラ（96 USA栗 Seeking the Gold）７勝，プロキオンＳ
‐Jpn3，シリウスＳ‐Jpn3，ユニコーンＳ‐Jpn3，etc.，�１勝�１勝��入着，
マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，かきつばた記念‐Jpn3，etc.
エンプレスティアラ（04牝 ＊クロフネ）出走

レッドレグナント（15牝 ロードカナロア）４勝，アネモネＳ‐LR ２着，多摩川
Ｓ，道新スポーツ賞，サフラン賞，北斗特別３着

ココシュニック（05牝 ＊クロフネ）３勝
ステファノス（11牡 ディープインパクト）４勝，富士Ｓ‐G3，大阪杯‐G1 ２着，

天皇賞（秋）‐G1 ２着，天皇賞（秋）‐G1 ３着，etc.，HKG入着２回，香
港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

フィニフティ（15牝 ディープインパクト）１勝，クイーンＣ‐G3 ２着，佐渡Ｓ
２着，初音Ｓ２着，納屋橋Ｓ３着，うずしおＳ３着

ゴールデンハインド（06牡 ＊クロフネ）６勝，万葉Ｓ‐L，札幌日経ＯＰ‐LR，支笏湖
特別，横津岳特別

ロングロウ（07牡 ＊クロフネ）５勝，上賀茂Ｓ，滝桜賞，舞鶴特別２着
ゴールデンクラウン（09� フジキセキ）３勝
ドリームティアラ（11牝 ハーツクライ）１勝

３代母 ブライトティアラBright Tiara（89 USA栗 Chief's Crown）USA１勝
＊ベストブート（99牝 Storm Boot）USA１勝

サイトディーラー（06牝 キングカメハメハ）不出走
モズカッチャン（14牝 ＊ハービンジャー）４勝，エリザベス女王杯‐G1，フ
ローラＳ‐G2，オークス‐G1 ２着，etc.

ポーエツヴォイス Poet's Voice（07 牡 Dubawi）GB・FR・UAE４勝，クイーンエ
リザベス二世Ｓ‐G1，セレブレイションマイル‐G2，英シャンペインＳ‐G2，etc.，
種牡馬

パトロネスPatroness（08 牝 Dubawi）FR入着
ブレアハウス Blair House（13� Pivotal）GB・AUS・UAE４勝，ジェベルハ

ッタ‐G1，ＭＲＣコールフィールドＳ‐G1 ２着

販売申込者・所有者： ㈱ウエスタンファーム＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-0087
生 産 牧 場： ㈱ウエスタンファーム
飼 養 者： ㈱ウエスタンファーム＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-0087

909 プテリュクス２０２１ �・栗 ５／１２

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kitten's Firstホークビル トレンサ Giant's Causeway

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

ゴールドアリュール

�
�
�
�
�

��
��

�スマートファルコン ケイシュウハーブプテリュクス
＊ Seeking the Gold

��
��
�ゴールドティアラ栗 2016 Bright Tiara

10a
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 プリンセスミユキ（11芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�４勝���
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
ファステストシチー（18牡芦 エイシンヒカリ）��６勝�１勝�
クーラクー（19牡鹿 コパノリッキー）���入着

２代母 ジョウノボレロ（02青鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝
ジョウノアラミス（08牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，陣馬特別３着
リアライズキボンヌ（09牝 ＊アフリート）５勝，アレキサンドライトＳ，オホーツク

Ｈ，鹿島特別
ケンバトル（12牡 ゴールドアリュール）��２勝
オラシオン（13牡 ダイワメジャー）�３勝	１勝�入着２回
アルゴロオジエ（14牝 ハーツクライ）１勝
アイヴィーサ（16牝 ロードカナロア）�３勝�４勝	
リンダリンダリンダ（17牝 オルフェーヴル）��２勝	１勝

３代母 ＊ザンゼ（90 USA黒鹿 Dixieland Band）GB出走
ヘブンズブレス（95牝 Lycius）１勝

テイエムレイメイ（00牡 サクラバクシンオー）	２勝���入着６回，金の鞍
賞２着，黒潮ダービー３着

シルキーヴェルジェ（99牝 ＊ティンバーカントリー）出走
マイネオーチャード（08牝 ステイゴールド）５勝，エリザベス女王杯‐G1 ４着，

クリスマスＣ，魚野川特別，etc.
コパノモーニング（09
 マーベラスサンデー）�１勝�11 勝，水無月賞，ロー

タスクラウン賞２着，カンナ賞３着，etc.

４代母 チャーミングティアラCharming Tiara（86 USA鹿 Alydar）不出走
［子］ ディーズノットワーズDeeds NotWords（94 牡 Rubiano）USA２勝，

キーンランドレキシントンＳ‐G2 ３着，ベストパルＳ‐G3 ３着
［曾孫］ カイシャエレトロニカ Caixa Eletronica（05牡 Arromanches）USA23

勝，チャールズタウンクラシック‐G2，トルーノースＨ‐G2，フォー
ルハイウエイトＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

910 プリンセスミユキ２０２１ �・芦 ３／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceプリンセスミユキ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ジョウノボレロ芦 2011 ＊ザンゼ

13c
Hail to Reason S5×M5 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ブルーインザスカイ（11芦 ＊チチカステナンゴ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ロバノチハレ（17牝芦 スマートファルコン）��１勝
シエルブルー（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着３回，��３勝
ガンモレジェンド（20牡黒鹿 カレンブラックヒル）�地方未出走

２代母 レンデフルール（04青鹿 ＊ブライアンズタイム）２勝，有田特別２着，郡山特
別２着，伏拝特別２着，喜多方特別３着，萌黄賞３着
エピックウィン（12� ＊バゴ）２勝
ディアパヴォーネ（14牝 ＊エンパイアメーカー）１勝
コパノビアンカ（17牝 ＊ノヴェリスト）１勝，ダリア賞‐OP ３着

３代母 ＊フローラルマジック（85 USA黒鹿 Affirmed）USA６勝，Los Altos H‐LR，
Puget Sound H２着，サンタイネスＳ‐G3 ３着，Charles H. Russell H
‐L ３着，Orinda H‐L ３着

＊ペイパーレイン（91牝 Bel Bolide）USA６勝
マツリダゴッホ（03牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，有馬記念‐G1，オールカマ

ー‐G2（３回），日経賞‐G2，etc.，種牡馬
ナリタトップロード（96牡 サツカーボーイ）８勝，菊花賞‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，

京都大賞典‐Jpn2，京都記念‐Jpn2，阪神大賞典‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，
種牡馬

フローラルグリーン（98牝 ＊フォーティナイナー）４勝，エルフィンＳ‐OP，常陸特
別，なにわＳ３着，etc.
ダノンヨーヨー（06牡 ダンスインザダーク）６勝，富士Ｓ‐G3，ポートアイラ

ンドＳ‐L，マイルＣｈＳ‐G1 ２着，etc.
ビップライブリー（13牡 ダイワメジャー）６勝，春雷Ｓ‐L，京阪杯‐G3 ２着，

タンザナイトＳ‐OP ３着，etc.
ディアナムラ（07牝 ザッツザプレンティ）出走

ナムラメルシー（14牝 ＊エンパイアメーカー）��８勝�３勝�，エンプレス杯
‐Jpn2 ２着

販売申込者・所有者： ㈲エムエム、ヤマダファーム＝浦河町野深 �0146-27-4377
生 産 牧 場： ㈲エムエム、ヤマダファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

911 ブルーインザスカイ２０２１ 牡・芦 ３／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラブルーインザスカイ ＊ブライアンズタイム

��
��
�レンデフルール芦 2011 ＊フローラルマジック

18
Halo S4×S5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ブーケトウショウ（10鹿 サクラバクシンオー）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（９）〕
ミトノブラック（15牡青鹿 ゴールドヘイロー）１勝，��３勝
イズジョードリーム（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）��５勝
リボーントウショウ（19牝黒鹿 ブラックタイド）��１勝
クリダーム（20牡栗 ハーツクライ）�１勝

２代母 マザートウショウ（90黒鹿 ＊ステイールハート）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，Ｔ
Ｖ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，函館３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ５着，菖
蒲Ｓ‐OP ３着
トウショウトリガー（97牡 ＊ソヴィエトスター）５勝，京葉Ｓ‐OP ２着，福島民友

Ｃ‐OP ３着，ブラッドストーンＳ，アクアマリンＳ，etc.，障害１勝，�入着，
クラスターＣ‐Jpn3 ３着

ナウシカトウショウ（01牝 メジロライアン）１勝，サフラン賞３着
トウショウガナー（04牡 ＊フォーティナイナー）４勝，葛飾特別，八海山特別，初日

の出Ｓ２着，etc.，�２勝�１勝�入着，白銀争覇，マイル争覇２着
アームズトウショウ（06牝 ＊コロナドズクエスト）２勝
デプロマトウショウ（09牝 ＊ファスリエフ）２勝

３代母 エイテイトウシヨウ（78黒鹿 ＊ダンデイルート）９勝，中山記念（２回），金杯，
Ｒたんぱ賞，中山記念‐Jpn2 ２着，東京新聞杯２着（２回），etc.
トウショウヒューイ（88牡 ＊ロイヤルスキー）５勝，東京新聞杯‐Jpn3 ２着，七夕

賞‐Jpn3 ３着，エプソムＣ‐Jpn3 ３着，etc.
トウショウルーイ（91牡 ＊クリスタルグリツターズ）５勝，福島民報杯‐OP ３着，

仲冬Ｓ，ＴＵＦ杯，etc.

４代母 ソシアルトウシヨウ（72黒鹿 ＊ヴエンチア）２勝，オークス２着，アルメリア賞
［子］ トウシヨウペガサス（79牡 ＊ダンデイルート）８勝，中山記念‐Jpn2，ダ

ービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
トウシヨウサミツト（82牡 ＊サンシー）５勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2，函館記念
‐Jpn3 ３着（２回），金杯‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬

トウショウマリオ（85牡 ＊ノノアルコ）４勝，東京新聞杯‐Jpn3，京成杯
‐Jpn3，弥生賞‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 村下 清志＝浦河町野深 �0146-27-4252
生 産 牧 場： 村下 清志
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

912 ブーケトウショウ２０２１ 牡・栗 ３／ ９
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモブーケトウショウ ＊ステイールハート

��
��
�マザートウショウ鹿 2010 エイテイトウシヨウ

＊ソシアルバターフライ 1w
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ニシノミーチャン（06鹿 キングカメハメハ）３勝，早鞆特別（Ｄ1700）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
ニシノラック（13牝栗 ゼンノロブロイ）�１勝
ブルーカルセドニー（18牝鹿 ディープブリランテ）�１勝，初茜賞（Ｄ1800）２着，

�２勝，フローラルＣ（Ｄ1600），ブロッサムＣ（Ｄ1700）２着

２代母 ニシノプロミネンス（98鹿 ＊ブライアンズタイム）５勝，大雪Ｈ２着，湾岸Ｓ
３着，新涼特別３着
ニシノマドカ（07牝 ジャングルポケット）１勝，�５勝

ギオンミスゴールド（15牝 ゴールドヘイロー）��４勝
ナイママ（16牡 ダノンバラード）�２勝，札幌２歳Ｓ‐G3 ２着，札幌日経ＯＰ

‐L ３着，コスモス賞‐OP，巴賞‐OP ３着，五稜郭Ｓ，�１勝
カイトレッド（17牝 ゴールドヘイロー）�１勝

ロケラニセブン（16牝 ストロングリターン）���１勝
フレアリボン（17牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝
キタノサブライム（18牡 グランデッツァ）��１勝��１勝

３代母 ブランドノーブル（90鹿 ＊シエルシユールドール）５勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3
３着，ターコイズＳ‐OP，加治川特別，佐渡Ｓ，べにばな賞，etc.
ニシノサブライム（99牡 フジキセキ）６勝，サンシャインＳ，初茜賞，昇仙峡特別，etc.
ニシノニチリン（00牝 メジロマックイーン）３勝，大倉山特別２着

ニシノシャイナー（07牡 ＊ムーンバラッド）１勝
ニシノキングダム（02牡 スペシャルウィーク）�５勝
ニシノフリーダム（03牡 アグネスタキオン）３勝，夏木立賞３着，山吹賞３着
ニシノサブリナ（06牝 ＊マリエンバード）	２勝
マイネルウインザー（07牡 ＊ロージズインメイ）入着４回，	３勝�５勝��入着２回

４代母 ニシノマツサリア（84鹿 ＊マグニテユード）入着２回
［子］ ニシノオーディン（98牡 ＊ダンシングブレーヴ）２勝

ニシノアジアオー（96牡 ＊オペラハウス）１勝
セントマンボ（89牡 ウインザーノツト）１勝

５代母 エリシヤ（77栗 ＊シヤトーゲイ）��１勝

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

913 ニシノミーチャン２０２１ 牡・鹿 ５／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスニシノミーチャン ＊ブライアンズタイム

��
��
�ニシノプロミネンス鹿 2006 ブランドノーブル

＊マツサリア 12c
Nureyev S4×M5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 フサイチミライ（03栗 ＊エンドスウィープ）入着２回，�２勝�６勝��６勝�，ト
ゥインクルレディー賞（Ｄ1600），トゥインクルレディ賞（Ｄ1600）３着，東京シンデ
レラマイル（Ｄ1600）３着，園田ＣｈＣ（Ｄ1400），兵庫サマークイーン賞（Ｄ1500）
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
アメリカズハート（15牝栗 バロズハート）入着３回，�２勝��３勝
デロリス（17牝青鹿 ＊パイロ）���２勝
グレイグレイル（18牡芦 ジョーカプチーノ）���入着６回

２代母 フサイチヨーコ（93黒鹿 アンバーシヤダイ）入着２回
フサイチジュエル（04牡 スペシャルウィーク）１勝

３代母 ＊ミルレーサー（83 USA鹿 Le Fabuleux）GB・USA２勝，ベルダムＳ‐G1 ４着
シャイニンレーサー（91牝 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ‐Jpn3，京都牝

馬特別‐Jpn3 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，etc.
シャイニンルビー（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，オー

ロＣ‐L，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
フジキセキ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥生賞

‐Jpn2，もみじＳ‐OP，優２牡，種牡馬
サンシャワーキッス（95牝 アンバーシヤダイ）不出走

キョウエイアシュラ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）５勝，函館２歳Ｓ
‐Jpn3 ２着，京成杯オータムＨ‐G3 ３着，etc.，��１勝��，テレ玉
杯オーバルＳ‐Jpn3，etc.

アグネススペシャル（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，オールカマー‐Jpn2 ２着，
ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，新潟記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

スターリーロマンス（98牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，こでまり賞２着，西日本ス
ポーツ杯３着
ダノンミル（08� ジャングルポケット）３勝，若葉Ｓ‐LR，千葉ＴＶ杯，野分

特別２着，etc.，�１勝�４勝��
ノボリディアーナ（10牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，小倉日

経ＯＰ‐LR ２着，ターコイズＳ‐L ２着，etc.
ミルルーテウス（04牝 アグネスタキオン）１勝

コスモカレンドゥラ（16牡 ＊ノヴェリスト）�４勝，アイビーＳ‐L ２着，ホー
プフルＳ‐G1 ４着，関門橋Ｓ‐OP ３着，etc.

販売申込者・所有者： ウィニング・アグリー㈱＝東京都渋谷区 �090-7730-8308
生 産 牧 場： ㈱Ｕ・Ｍ・Ａ
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

914 フサイチミライ２０２１ 牡・栗 ５／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーダノンシャンティ
＊ Mark of Esteem

��
��
�シャンソネット黒鹿 2007 Glorious Song

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceフサイチミライ アンバーシヤダイ

��
��
�フサイチヨーコ栗 2003 ＊ミルレーサー

22d
ミルレーサーS3×M3 Halo S4×S4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 プルクワパ（16鹿 ルーラーシップ）不出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊マシュール（03 USA鹿 Giant's Causeway）不出走
ナリタムーンライト（08牡 アグネスタキオン）１勝
セシリア（09牝 アグネスタキオン）２勝

セントセシリア（16牝 ＊ハービンジャー）２勝，羊ヶ丘特別３着
ワールドリバイバル（18牡 エピファネイア）�２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

‐G3 ２着，あすなろ賞
センセーション（11牝 ゼンノロブロイ）３勝，仲春特別，マカオＪＣＴ，御室特別

２着，猪名川特別３着

３代母 ＊ヴェイルオブアヴァロン（97 USA鹿 ＊サンダーガルチ）GB・FR・USA７勝，
ドラローズＨ‐G3，Solo Haina H，ギャラクシーＳ‐G2 ３着，Fortune S
‐L ２着，Sceptre S‐L ２着，etc.
リルダヴァル（07牡 アグネスタキオン）６勝，都大路Ｓ‐L，カシオペアＳ‐L，ＮＨ

ＫマイルＣ‐G1 ３着，etc.
ヴォルシェーブ（11牡 ネオユニヴァース）６勝，メトロポリタンＳ‐L，目黒記念

‐G2 ２着，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，etc.

４代母 ＊ウインドインハーヘア（91 IRE 鹿 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカ
ル‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，英オークス‐G1
２着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着
［子］ ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，

宝塚記念‐G1，日本ダービー‐Jpn1，etc.，年代表（2回），優３牡，
優古牡，種牡馬

ブラックタイド（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，スプリングＳ‐Jpn2，
きさらぎ賞‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ゴルトブリッツ（07牡 スペシャルウィーク）６勝，アンタレスＳ‐G3（２回），etc.，
�２勝��１勝�１勝，帝王賞‐Jpn1，マーキュリーＣ‐Jpn3

ジェレミー Jeremy（03牡 Danehill Dancer）GB・FR・USA４勝，サン
ダウンマイル‐G2，ジャージーＳ‐G3，King Charles II S‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲天羽牧場＝日高町清畠 �01456-5-7530
生 産 牧 場： ㈲天羽牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

915 プルクワパ２０２１ �・黒鹿 ４／２５
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellダイワメジャー ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットブーケ栗 2001 ＊スカーレツトインク

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴプルクワパ
＊ Giant's Causeway

��
��
�マシュール鹿 2016 ＊ヴェイルオブアヴァロン

2f
ノーザンテースト S3×M5

価格： 購買者：



母 フレンチフレイバー（05鹿 ＊フレンチデピュティ）��入着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－６（12）〕
マリンフレイバー（10牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��１勝
ノースフェスタ（13牡鹿 ナカヤマフェスタ）��１勝
リュウノクレセント（14牝鹿 ディープブリランテ）��出走�１勝�５勝��
ヴオロス（15牡栗 ＊サウスヴィグラス）��２勝
ペイシャフレンチ（17牝鹿 タイムパラドックス）�１勝
コウジクン（18�鹿 ワールドエース）１勝，��１勝
サイレントウルフ（20牡鹿 リーチザクラウン）�地方未出走

２代母 ＊ウエストオブコディ（90 USA黒鹿 GoneWest）USA入着
テイエムエポック（98牡 ＊エルハーブ）１勝
フラワーオーカン（99牝 フジキセキ）�１勝�２勝	
コールアウト（02牡 ＊ヘネシー）１勝，��２勝�入着２回	
テイエムポラリス（03牡 ＊ボストンハーバー）１勝
セトウチサンダー（06牡 ダンスインザダーク）入着，��６勝	�

３代母 ヘレンスカ Helenska（84 USA鹿 Nijinsky）USA４勝，ヴァインランドＨ
‐G3，Golden Isles S‐R
カリフォルニアラッシュ California Rush（92牝 ＊フォーティナイナー）USA３勝，

Pimlico Nobiliary S３着
シャスタティー Shasta T（02牝 Forestry）USA１勝
ウープズヴィルスルーOopsville Slew（08牝 Evansville Slew）USA１
勝，Ladies On the Lawn S‐R ２着

プライヴェトパスート Private Pursuit（94 牝 Private Account）USA４勝，アル
シバイアディズＳ‐G2 ３着，Opening Bid S‐R ２着，My Charmer S
‐L ３着，etc.

バテンキル Battenkill（97 牝 Rahy）USA４勝，Twixtslusive H‐L ２着，レイ
クジョージＳ‐G3 ３着，Beautiful Day S３着
ウォーキルWar Kill（06 牝 War Chant）USA４勝，ボーモントＳ‐G2

販売申込者・所有者： ㈲赤石牧場＝平取町荷菜 �01457-2-2750
生 産 牧 場： ㈲赤石牧場
飼 養 者： ㈲赤石牧場＝平取町荷菜 �01457-2-2750

916 フレンチフレイバー２０２１ �・栗 ４／１５
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandフレンチフレイバー
＊ GoneWest

��
��
�ウエストオブコディ鹿 2005 Helenska

4r
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ブラッシュウィズデスティニー（01 CAN黒鹿 Broad Brush）USA１勝，マザリ
ーンＳ‐G2 ３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－６（53）〕
ケイアイゲンブ（06牡鹿 Smart Strike）１勝，なでしこ賞（Ｄ1700）３着，��10

勝，東京スプリング盃（Ｄ1400）２着
ケイアイブレイズ（07牡鹿 ＊クロフネ）�15 勝�入着�
ケイアイアルテミス（08牝鹿 ジャングルポケット）１勝，�２勝��
クインズストリーク（11牝黒鹿 ゴールドアリュール）��８勝
クインズダルビー（14�鹿 フリオーソ）��３勝��４勝�２勝
イチジン（17牡鹿 アドマイヤムーン）���５勝	４勝

２代母 フォレヴァークラシック Forever Classic（91 CAN鹿 Regal Classic）USA
８勝，Queen Bee H２着，Chou Croute S‐L ３着，Maple Leaf S‐L
３着
エトラスカンEtruscan（03� Old Trieste）USA・CAN３勝
アルバイシンAlbaicin（09 牡 Bellamy Road）MEX４勝
ビヨンドミッドナイトBeyond Midnight（10 牝 Midnight Lute）USA２勝

３代母 フォーリアナ Forleana（75 CAN鹿 Forum）USA６勝，Tattling H２着
クイーンオヴイージプトQueen of Egypt（82 牝 Vice Regent）USA６勝，Jammed

Lovely S‐LR，Tattling H‐L，Ontario Colleen H‐R ２着，etc.
クワイエトクレオQuiet Cleo（88牝 No Louder）USA14 勝，La Prevoyante S

‐R，Wonder Where S‐R，Tattling H‐L ２着（２回），etc.
クワイエトリゾルヴQuiet Resolve（95� Affirmed）USA10 勝，アット
マイル‐G1，キングエドワードＨ‐G2，ディクシーＳ‐G2，etc.

アイオヴザスフィンクス Eye of the Sphynx（01牝 Smart Strike）USA４勝，
セリーニＳ‐G2，Fury S‐R，Woodbine Oaks‐R，etc.

ローマンブライアー Roman Briar（86 牝 Briartic）USA１勝，Wonder Where S
‐LR ２着，Lady Angela S‐LR ３着

ローマンビューグル Roman Bugle（89 牝 No Louder）USA２勝，Princess Eliz
abeth S‐R ３着

＊フォーザキング（90牝 Deputy Minister）USA３勝，Queen Alexandra S２着

販売申込者・所有者： 漆原牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1574
生 産 牧 場： 漆原 武男
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

917 ブラッシュウィズデスティニー２０２１ �・鹿 ５／２０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊

ブロードブラッシュ Ack Ack

�
�
�
�
�

��
��

�Broad Brush Hay Patcherブラッシュウィズデスティニー フォレヴァークラシック Regal Classic

��
��
�Forever Classic黒鹿CAN 2001 Forleana

2h
Turn‐to M5×M5

価格： 購買者：



母 ベルモントパティ（00黒鹿 ＊ブライアンズタイム）５勝，武蔵野Ｓ‐G3 ３着，霞
ヶ浦特別（Ｄ1800），彦星賞（Ｄ1700），塩沢特別（Ｄ1800）２着，両津湾特別
（Ｄ1800）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－７（32）〕
ベルモントディーバ（08牝鹿 ネオユニヴァース）�９勝
コーネルレインボー（10牝黒鹿 ＊アジュディケーティング）�７勝��入着４回
ベルモントタイム（11牡黒鹿 ＊ファンタスティックライト）�６勝�入着４回
ピットブル（13�栗 ＊フレンチデピュティ）��６勝�入着２回
カズフィンテック（15牡黒鹿 マンハッタンカフェ）�１勝
クリノガオガオ（17牡鹿 トランセンド）�	入着３回�２勝
ダバイソンツェ（18牝鹿 ホッコータルマエ）��１勝

２代母 ＊ペラドンナ（92 USA栗 Woodman）１勝，呉竹賞２着
エーピートンコウ（97牡 ＊アジュディケーティング）１勝，
�11 勝
ベルモントオリーブ（98牝 ＊アジュディケーティング）��３勝，関東オークス‐Jpn3

３着，ロジータ記念２着，ゴールデンティアラ賞２着，東京プリンセス賞２着
ベルモントクエスト（99牝 ＊カーネギー）１勝
ベルモントエリカ（01牝 ＊エリシオ）１勝，�３勝��入着�
ベルモントバジル（05牝 ＊アジュディケーティング）２勝，��１勝
ベルモントベロニカ（08牝 ゴールドアリュール）出走

ハルキストン（15牡 ＊ロージズインメイ）１勝，障害５勝，小倉サマージャンプ
‐JG3 ３着

ベルモントラヴ（10牝 ＊クロフネ）１勝

３代母 フーシ Hushi（85 USA栗 Riverman）USA９勝，Gold Beauty S，Chr
is Evert S，Prom S，ポインセティアＳ‐G3 ２着，Stefanita H‐L ２着，etc.
リヴァーオヴゴールド River of Gold（94 牝 Java Gold）USA５勝，Novi S２着
ゴールデンディスクGolden Disk（97 牝 Diesis）USA入着

シェルドン Sheldon（11牡 Purim）USA１勝，セクレタリアトＳ‐G1 ３着
ポジティヴプライズ Positive Prize（02� Prized）USA７勝，Gottstein Futurity

‐L，Wtba Lads S，Emerald Express S３着
キネティックモーション Kinetic Motion（05� Hussonet）USA４勝，T.T.A. S

ales Futurity‐R ２着

販売申込者・所有者： 村上牧場＝新冠町朝日 �0146-47-4220
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

918 ベルモントパティ２０２１ 牡・鹿 ４／１１
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayベルモントパティ
＊ Woodman

��
��
�ペラドンナ黒鹿 2000 Hushi

4r
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 フロールシータ（11栗 エアジハード）１勝，�１勝��
〔産駒馬名登録数：２〕
チャクシンアリ（19牝栗 ＊トビーズコーナー）出走，�地方未出走
ブルーシャトー（20牡青鹿 トゥザワールド）�出走

２代母 ナショナルホリデー（04栗 ダンスインザダーク）３勝，鳥屋野特別
マルカベッカム（13牡 ＊ワークフォース）１勝
ナショナルアンセム（17牝 ロードカナロア）��２勝
タイセイマーベル（18牡 スクリーンヒーロー）�１勝

３代母 ナショナルフラッグ（86栗 ＊デイクタス）４勝，阿寒湖特別，積丹特別，青葉
城特別，知床特別２着，十勝岳特別２着，etc.
インターフラッグ（93牡 ＊ノーザンテースト）８勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2，札幌日

経ＯＰ‐OP，嵐山Ｓ‐OP，etc.，�１勝�２勝�１勝，種牡馬
マルカコマチ（95牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，京都牝馬特別‐Jpn3，京阪杯

‐Jpn3 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，etc.
マルカアイチャン（03牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，つわぶき賞，りんどう賞

２着，あけび賞３着
シャドウアプローチ（13牡 ジャングルポケット）２勝，朝日杯フューチュ
リティＳ‐G1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，ききょうＳ‐OP

アスクデピュティ（04牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，白富士Ｓ‐L ３着，紫苑
Ｓ‐L ３着，ウェルカムＳ，etc.
ミュゼスルタン（12牡 キングカメハメハ）３勝，新潟２歳Ｓ‐G3，ＮＨＫ
マイルＣ‐G1 ３着，青梅特別，種牡馬

ダイワジアン（96牡 ＊ノーザンテースト）６勝，中山記念‐Jpn2 ３着，福島ＴＶＯ
Ｐ‐OP ２着，白秋Ｓ，etc.

ラバンディエーラ（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，摂津特別
ブレークビーツ（10� ジャングルポケット）３勝，日高特別，北斗特別，etc.，

�２勝��	，桂樹杯，etc.
フラッグサルート（15牝 ＊タートルボウル）１勝，長良川特別３着

フラッグシップ（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ２着，織姫賞，
西郷特別２着，etc.

販売申込者・所有者： 門別 尚省＝日高町門別本町 �090-2696-3120
生 産 牧 場： 門別 敏朗
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

919 フロールシータ２０２１ 牡・栗 ５／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�エアジハード アイシーゴーグルフロールシータ ダンスインザダーク

��
��
�ナショナルホリデー栗 2011 ナショナルフラッグ

＊ハニードリーマー 23b
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ＊フラットウェアー（13 USA芦 Flatter）USA２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：海外－１（４）〕
アンバークラウンAmbar Crown（18 USA牝鹿 Orb）�MEX４勝
サードフォース（19牡栗 Violence）�出走
ドゥラミチャン（20牝栗 ドゥラメンテ）�未出走

２代母 カリナリー Culinary（02 USA芦 El Amante）USA５勝，アーリントンワシ
ントンラッシーＳ‐G3，Furl Sail H‐L，Sam Houston Distaff H，ドッグウ
ッドＢＣＳ‐G3 ２着，Goddess S‐L ２着，etc.
ダッツクールDattts Cool（08 牝 Bluegrass Cat）USA２勝

＊ウォリアーズクロス（13牡 Warrior's Reward）４勝
コーストライン Coastline（11 牡 Speightstown）USA・CAN５勝，Clocker's C

orner H‐R，Street Sense S，サンカルロスＳ‐G2 ２着，デイトナＳ‐G3
２着，スパイラルＳ‐G3 ３着，etc.

スカイビストロ Sky Bistro（12 牡 Sky Mesa）USA１勝
ブリストルズブルックBristol's Brooke（15牝 Speightstown）USA１勝
クリティックCritic（17 牡 Orb）�USA１勝
ベイビークラウドBaby Cloud（18牝 Munnings）�USA１勝

３代母 ボランティア Volunteer（94 ARG芦 Ski Champ）USA・ARG１勝，銀杯大
賞‐G1 ３着，USA障害１勝

４代母 ピガールPigalle（89 ARG鹿 Kasteel）ARG入着
［孫］ ファーター Fhurter（09 牡 Chullo）ARG２勝，エドゥアルドカセイ賞

‐G2，種牡馬

５代母 ヴァイスレーヌ Vice Reine（74 BRZ鹿 Felicio）BRZ５勝，G.P. Mariano
Procopio，G.P. Manoel Mendes Campos，ガヴェアディアナ大賞２着，
G.P. Francisco Villela de Paula Machado２着，G.P. Carlos Teles da Rocha Far
ia３着
［孫］ ＊ヴォルピア（94牝 Ski Champ）USA・BRZ４勝，エウヴァルドロディ大

賞‐G3，ロジェルゲドン大賞‐G3

販売申込者・所有者： 村上 欽哉＝新冠町新栄 �090-7657-6107
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

920 フラットウェアー２０２１ �・鹿 ４／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊

フラッター A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Flatter Praiseフラットウェアー カリナリー El Amante

��
��
�Culinary芦USA 2013 Volunteer

3c
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×M5 Secretariat S5×M5
Icecapade M5×M5
価格： 購買者：



母 プロジェクション（13鹿 メイショウサムソン）入着，�２勝�入着３回
〔産駒馬名登録数：２〕
ブレイクアンドキル（19牡栗 エスポワールシチー）���入着４回
レディーアスリート（20牝栗 ＊シニスターミニスター）�地方未出走

２代母 プライムアクトレス（02鹿 ＊エルコンドルパサー）３勝，こでまり賞３着
パフォームワンダー（10牡 ＊グラスワンダー）�１勝
プライムグローリー（11牡 タニノギムレット）２勝
ヒドゥンパラメータ（14牡 ルーラーシップ）１勝，二王子特別２着，栗子特別３着，

障害１勝
アサクサスポット（15牡 ＊ワークフォース）１勝
パイカジ（16牝 ローエングリン）�６勝�２勝��

３代母 プライムステージ（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，
札幌３歳Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，ローズＳ‐Jpn2 ２着，クイーンＣ
‐Jpn3 ２着，etc.
アマビリータ（00牝 ＊ダンシングブレーヴ）２勝，ハッピーエンドＣ３着，�５勝
アブソリュート（04� タニノギムレット）７勝，富士Ｓ‐G3，東京新聞杯‐G3，マ

イルＣｈＳ‐G1 ５着，etc.
エフティアクトレス（05牝 ＊ファルブラヴ）２勝，桜草特別３着

カクテルライト（19牝 カレンブラックヒル）��３勝	１勝，ウイナーＣ，若
駒賞，ビギナーズＣ，etc.

４代母 ダイナアクトレス（83鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，京王杯スプリングＣ
‐Jpn2，スプリンターズＳ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優古牝（2回）
［子］ ステージチャンプ（90牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，日経賞‐Jpn2，ステイ

ヤーズＳ‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.
［孫］ スクリーンヒーロー（04牡 ＊グラスワンダー）５勝，ジャパンＣ‐G1，Ａ

Ｒ共和国杯‐Jpn2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，etc.，優古牡，種牡馬
ベストアクター（14� ディープインパクト）６勝，阪急杯‐G3，雲雀Ｓ，
神奈川新聞杯，etc.

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

921 プロジェクション２０２１ 牡・黒鹿 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーグローリー ＊ホワイトマズル

��
��
�メリッサ青鹿 2013 ストーミーラン

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアンプロジェクション ＊エルコンドルパサー

��
��
�プライムアクトレス鹿 2013 プライムステージ

＊マジツクゴデイス 1s
サンデーサイレンス S3×M4 ダンシングブレーヴ S4×M4 Sadler's Wells M4×M5
Lyphard S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 ファウンテンジョイ（06芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��４勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
セイマーメイド（15牝鹿 アッミラーレ）��３勝�４勝�入着
シェナノララ（19牝芦 ベルシャザール）���１勝
ピュアアメリカン（20牝芦 ＊アメリカンペイトリオット）�地方未出走

２代母 ＊エレガントタイクーン（93 AUS黒鹿 ＊ラストタイクーン）不出走
ラフィット（98牡 タヤスツヨシ）入着２回，�１勝��２勝
キングセイバー（99牡 ＊キンググローリアス）��７勝，東京ダービー，クラウンＣ
アオミクラスター（01牝 エアダブリン）�１勝
ハーバータウン（02牡 ジェニュイン）入着，�１勝�５勝�11 勝
プリミティーヴ（04牡 ＊ミシル）�12 勝��２勝
グレイホーク（05牡 ＊マイネルラヴ）入着，��４勝�３勝�	，唐津湾賞３着

３代母 ジョドカ Jodoka（85 USA黒鹿 Danzig）GB・USA２勝，Bonusprint Cha
mpion 2yo Trophy‐L ３着
ジョージェスト Jo Jest（91 牡 Rory's Jester）AUS１勝，BRC J. F. Meynink S‐L

３着
ダロリーDarory（92
 Rory's Jester）AUS・MAC１勝，MRC Rancher Qualit

y H‐L ３着

４代母 ジンババ Zimbaba（78 USA黒鹿 ＊ブレイヴエストローマン）USA３勝，Kiss
Me Kate S２着，Meadowlands Starlight S２着，ポストデブＳ‐G3 ３着
［子］ サンドボックスキャプテン Sandbox Captain（86 牡 Highland Blade）

USA４勝，Passaic County S３着
［孫］ ジョンズカインダガール John's Kinda Girl（01 牝 Lost Soldier）USA４

勝，Barona Cup H‐L ２着
ドビルヤックDobil Yack（03牡 Outflanker）PR・MEX８勝，C. Inte
rnacional del Caribe‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲宇南山牧場＝むかわ町春日 �0145-42-4959
生 産 牧 場： ㈲宇南山牧場
飼 養 者： ディーエスファーム＝日高町平賀 �090-3399-4109

922 ファウンテンジョイ２０２１ �・鹿 ３／２６

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceファウンテンジョイ
＊

＊ラストタイクーン

��
��
�エレガントタイクーン芦 2006 Jodoka

2n
Danzig S3×M4 Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊フルオブドリームズ（16 IRE 黒鹿 Dream Ahead）�入着２回�
初仔

２代母 レオポルディーネ Leopoldine（03 GB黒鹿 Desert Prince）GB・USA１勝，
チャートウェルフィリーズＳ‐G3 ２着

３代母 ビーミング Beaming（91 GB黒鹿 Mtoto）GB・FR２勝，Rosemary S‐L
３着

４代母 グランシングGlancing（79 GB鹿 ＊グランデイ）GB・FR３勝，アランベー
ル賞‐G3，Ripon Champion 2‐Y‐O Trophy
［孫］ ウォッチングWatching（97� Indian Ridge）GB・FR・IRE・SWE３

勝，Field Marshal S‐L，Sandown Sprint S‐L，グロシェーヌ
賞‐G2 ２着，etc.

ステップウィズスタイル Step with Style（97 牝 Gulch）IRE・USA４勝，
Rockingham Park Breeders' Cup H‐L，My Fair Lady S，ス
ワニーリヴァーＨ‐G3 ２着，etc.

［曾孫］ リヴィングザライフ Living The Life（10 牝 Footstepsinthesand）GB・
USA10 勝，プレスクアイルダウンズマスターズＳ‐G2（２回），オール
アメリカンＳ‐G3，サンタマルガリータＳ‐G1 ３着，etc.

メディアモーガルMedia Mogul（98� First Trump）GB・USA４勝，
ウィルロジャーズＳ‐G3，ジュライＳ‐G3 ２着，La Puente S‐R
２着，etc.

プリンセスルールー Princess Loulou（10牝 Pivotal）GB・FR・IRE３勝，
Gillies S‐L，ジャンロマネ賞‐G1 ２着，Conqueror S‐L
２着，etc.

ヌフースNufoos（02 牝 Zafonic）GB３勝，Eternal S‐L，チャートウ
ェルフィリーズＳ‐G3 ２着，ファースオヴクライドＳ‐G3 ２着，etc.

レッツゴーラウンドアゲイン Letsgoroundagain（09 牡 Redback）GB・
FR・HKG２勝，Silver Tankard S‐L

ヒューストン Heuston（09� Acclamation）IRE・USA・CAN４勝，
Prairie Bayou S

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614

923 フルオブドリームズ２０２１ 牡・鹿 ３／２７
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Broom Danceアドマイヤムーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

＊

ドリームアヘッド ＊ディクタット

�
�
�
�
�

��
��

�Dream Ahead Land of Dreamsフルオブドリームズ レオポルディーネ Desert Prince

��
��
�Leopoldine黒鹿IRE 2016 Beaming

4k
Green Desert M4×M5

価格： 購買者：



母 ブルーロゼット（16鹿 ＊キングズベスト）不出走
初仔

２代母 ＊コスモポリタン（05 GB栗 Cadeaux Genereux）GB３勝
ソサエティクイーン（12牝 ＊ストーミングホーム）入着５回，�１勝��，フェアリ

ーＣ２着
ボーダレス（13牝 アドマイヤムーン）２勝，カンナＳ‐OP，すずらん賞‐OP ３着
メルティングポット（15牝 ＊ハードスパン）��３勝
コスモノート（18牡 アドマイヤムーン）�１勝

３代母 パリジャンエレガンス Parisian Elegance（99 GB鹿 Zilzal）GB・FR２勝，
プリンセスマーガレットＳ‐G3 ３着，Sandy Lane S‐L ３着，Rose Bowl S
‐L ３着
マーチオンビートルートMarch On Beetroot（08� Cape Cross）GB・HKG２

勝，Sandy Lane S‐L ２着

４代母 トゥシックTshusick（91 GB鹿 ＊ダンシングブレーヴ）GB１勝
［子］ マジェスティクミサイルMajestic Missile（01 牡 Royal Applause）GB

・FR・IRE６勝，プティクヴェール賞‐G3，コーンウォリスＳ‐G3，
モールコームＳ‐G3，etc.，種牡馬

サントパードレ Santo Padre（04� Elnadim）GB・IRE５勝，Woodland
s S‐L，Achilles S‐L ２着，Abergwaun S‐L ２着，etc.

ブラックモース Black Moth（08牡 Invincible Spirit）GB・HKG２勝，
Ripon Champion 2‐Y‐O Trophy‐L ３着

マジェスティクアレグザンダーMajestic Alexander（11 牝 Bushranger）
GB２勝，Dragon S‐L ３着

［孫］ エクティラーン Eqtiraan（14� Helmet）�GB・UAE３勝，Cathedr
al S‐L，ジェベルハッタ‐G1 ２着，His Highness The President C
up‐L ２着，etc.

［曾孫］ プリモウオモ Primo Uomo（12� Strategic Prince）�GB・IRE７勝，
Woodlands S‐L，Woodlands S‐L ３着（２回），Marble H
ill S‐L ３着

販売申込者・所有者： 小林 和幸＝釧路市音別町 �090-8897-0677
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

924 ブルーロゼット２０２１ �・鹿 ４／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヘンリーバローズ
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ鹿 2015 Boubskaia

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaブルーロゼット
＊ Cadeaux Genereux

��
��
�コスモポリタン鹿 2016 Parisian Elegance

1t
Hail to Reason S5×S5 Nureyev M5×M5

価格： 購買者：



母 ミキノクレシェンド（06栗 ブラックタキシード）１勝，赤湯特別（芝 1200）３着，
別府特別（芝 1200）３着，��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
ミキノアレグロ（14牝栗 ＊ジャイアントレッカー）��１勝�
ミキノティンパニー（15牝栗 スターリングローズ）��６勝�２勝�

２代母 ミキノファンシー（00栗 ＊ディアブロ）�６勝
ミキノフォルテ（07牝 ウインデュエル）��１勝�１勝
ミキノバロンドール（08牡 サツカーボーイ）入着，�２勝
ミキノティータイム（10牝 ブラックタキシード）入着４回，�２勝
ミキノタマテバコ（14牝 スターリングローズ）１勝，�１勝�
ミキノイチバンコ（17牡 ミキノバンジョー）�１勝

３代母 オギスーパーゲラン（93栗 ＊プリンスオブバーズ）出走

４代母 ビユーテイゲラン（85鹿 ＊サテインゴ）不出走
［子］ シンボリプレオ（01牡 サクラチトセオー）３勝，津田沼特別，摂津特別２

着，土湯温泉特別２着，etc.
マツニシキ（92牝 ＊ラツキーソブリン）３勝，由布院特別，赤穂特別２着，
野分特別３着，etc.

［孫］ ブイアタッカー（03牡 ＊タバスコキャット）３勝，道新スポーツ賞３着，
北斗賞３着，	１勝

５代母 スイートゲラン（71鹿 ＊フアラモンド）４勝，山陽特別，姫路特別，もみじ賞
［子］ エトワールゲラン（82牡 ＊ラツキーソブリン）３勝，猪名川特別

カムイショート（89牡 ＊ワツスルタツチ）
１勝	21 勝，ＲＫＣ杯
［孫］ ラッキーゲラン（86牡 ＊ラツキーソブリン）８勝，阪神３歳Ｓ‐Jpn1，毎

日王冠‐Jpn2，函館記念‐Jpn3，etc.
タモンテン（87牡 ＊ロイヤルニジンスキー）５勝，冬至Ｓ，六社特別，犬
吠埼特別２着，etc.

タガノテースト（97牡 ＊ノーザンテースト）３勝，豊前特別，檜原湖特別，
飯盛山特別２着，etc.，�４勝�入着３回�

販売申込者・所有者： ㈲浦河育成牧場＝浦河町東幌別 �0146-28-1861
生 産 牧 場： ㈲浦河育成牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

925 ミキノクレシェンド２０２１ 牡・栗 ５／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタキシード ＊オーピーキャットミキノクレシェンド ＊ディアブロ

��
��
�ミキノファンシー栗 2006 オギスーパーゲラン

＊ミスブゼン 18
Halo M4×M5 Storm Bird M5×M5

価格： 購買者：



母 サクラワイズ（04栗 サクラバクシンオー）３勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（18）〕
サクラベリー（10牝鹿 ＊ボストンハーバー）１勝，��９勝
サクラアリオン（12牡芦 アドマイヤコジーン）�２勝���入着２回
コハンニャ（13牝黒鹿 サクラオリオン）�１勝��入着
ヒロノオンリーワン（14牡黒鹿 ジャングルポケット）�１勝
シェナブライト（18牡鹿 ＊シニスターミニスター）���５勝

２代母 サクラテンシ（97栗 ＊サンデーサイレンス）２勝
サクラモサ（03牡 サクラバクシンオー）１勝，手稲山特別３着，��１勝�１勝�入着

３代母 ＊ローラローラ（85 FR栗 Saint Cyrien）FR１勝，P. de la Seine‐L ３着
サクラファビユラス Sakura Fabulous（90 牝 Fabulous Dancer）FR入着５回

＊ラタフィア（99牝 Cozzene）５勝，北摂特別，元町特別，月岡特別３着，etc.
エピセアローム（09牝 ダイワメジャー）４勝，セントウルＳ‐G2，小倉２
歳Ｓ‐G3，セントウルＳ‐G2 ３着，etc.

アッラサルーテ（13牝 ダイワメジャー）４勝，アネモネＳ‐LR ２着，南総
Ｓ２着，水無月Ｓ２着，etc.

＊サビアーレ（00牝 Capote）１勝，菜の花賞‐OP ２着
カポーティスター（09牡 ハーツクライ）４勝，日経新春杯‐G2，日経賞
‐G2 ２着，北野特別，etc.

サクラローレル（91牡 RainbowQuest）９勝，有馬記念‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，
オールカマー‐Jpn2，中山記念‐Jpn2，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

サクラフューチャー（96牝 サクラユタカオー）３勝，精進湖特別，アプローズ賞２着
サクラシャイニー（06牡 サクラプレジデント）４勝，霜月Ｓ‐L ３着（２回），天

保山Ｓ‐OP ３着，etc.，�１勝�15 勝�１勝��１勝，兵庫ゴールドＴ
‐Jpn3 ３着，etc.

４代母 ボールドレイディ Bold Lady（74 FR栗 ＊ボールドラツド）FR３勝，P. de l
a Seine２着，P. Herod３着
［孫］ スティ－マ－ダック Steamer Duck（88牡 Bering）FR・GER・ITY・A

US２勝，伊グランクリテリウム‐G1，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2036
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121

926 サクラワイズ２０２１ 牡・栗 ５／１２

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hurry Home Hillaryトビーズコーナー ブランドンズライド Mister Frisky

��
��
�Brandon's RideUSA 栗 2008 Mrs. Bumble

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモサクラワイズ ＊サンデーサイレンス

��
��
�サクラテンシ栗 2004 ＊ローラローラ

14
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 メイショウベルシア（11鹿 タニノギムレット）�３勝
〔産駒馬名登録数：３〕

２代母 メイショウフクヒメ（99黒鹿 バブルガムフェロー）５勝，秋分特別２着，出石
特別２着，北山Ｓ３着，橿原Ｓ３着，桜島特別３着，etc.
メイショウゴウヒメ（08牝 ジャングルポケット）１勝

メイショウジーク（14牡 メイショウボーラー）３勝，西郷特別３着
メイショウテツワン（15牡 ＊パイロ）１勝
メイショウハクサン（17牡 ＊モンテロッソ）�３勝，出石特別３着，麒麟山特別３着
メイショウキートス（18牝 ＊パイロ）�１勝

メイショウツレヅレ（09牝 ＊サウスヴィグラス）４勝，山科Ｓ２着，貴船Ｓ２着，西
陣Ｓ３着

メイショウトリトン（10� メイショウサムソン）１勝，�３勝
メイショウクノイチ（13牝 ＊エンパイアメーカー）入着，�３勝
メイショウエイコウ（14牡 ＊サマーバード）�５勝，カノープスＳ‐OP ２着，御陵

Ｓ，北山Ｓ２着，渡島特別２着，大倉山特別２着，etc.
メイショウコトダマ（18牡 メイショウボーラー）入着３回，��１勝�１勝

３代母 キタノファンタジー（91鹿 ＊ラシアンルーブル）４勝，巴賞‐OP ３着，摩周湖
特別，層雲峡特別
フラワーチャンプ（98牝 フジキセキ）６勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，古都Ｓ，朱鷺

Ｓ３着，etc.
アイキャン（07牝 ＊タイキシャトル）��２勝��
キクノウィング（17牝 ＊シニスターミニスター）��出走�４勝�，園田ジ
ュニアＣ２着

アテンフラワー（15牝 メイショウサムソン）３勝，米沢特別，バーデンバーデ
ンＣ２着

４代母 ビユテイフルクイン（84鹿 トウシヨウボーイ）不出走
［子］ ピュアーホワイト（88牝 ＊ラシアンルーブル）２勝，コスモス賞‐OP ２着，

湯浜特別，下北半島特別２着，etc.
ライヴジャパン（94牡 ニホンピロウイナー）２勝，喜多方特別３着

販売申込者・所有者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �090-1388-9993
生 産 牧 場： ㈱リトルブルーファーム
飼 養 者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �090-1388-9993

927 メイショウベルシア２０２１ 牡・鹿 ３／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルメイショウベルシア バブルガムフェロー

��
��
�メイショウフクヒメ鹿 2011 キタノファンタジー

＊マリアドロ 21a
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Hail to Reason S5×M5
Lyphard S5×M5
価格： 購買者：



母 ピアグラス（10栗 ＊チチカステナンゴ）出走
〔産駒馬名登録数：４〕
アリストヴェール（18牝鹿 トーセンラー）��出走�出走
マーゴットピア（20牝青鹿 レッドファルクス）�未出走

２代母 クルーピアスター（96栗 ＊サンデーサイレンス）６勝，北九州短距離Ｓ‐OP ３
着，飛騨Ｓ，サンタクロースＳ，雲仙特別，東山特別，etc.
ガーネットスター（03牝 ＊エルコンドルパサー）２勝
アサクサキングス（04牡 ＊ホワイトマズル）６勝，菊花賞‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，京

都記念‐G2，きさらぎ賞‐Jpn3，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，優３牡，種牡馬
ガイディングスター（05牡 ＊ファルブラヴ）�１勝
ウマザイル（06牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
ステラアルピーナ（07牝 ＊ファルブラヴ）�１勝�入着
ブラックアテナ（08牝 ＊シンボリクリスエス）２勝

スウェアー（17牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝，２０２１ＹＪＳＦＲ中山
１戦，��２勝

３代母 ＊クルーピアレディー（83 USA栗 What Luck）USA13 勝，Sportsmans' Park
Ruffian H‐L，Delta Downs Breeders' Fund S，Jefferson Downs Breeders'
Cup H，Trevose H，Heartland H２着，etc.
ジェニュイン（92牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，皐月賞‐Jpn1，マイルＣｈＳ

‐Jpn1，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
タガノラピス（94牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，エルフィンＳ‐OP ３着，あんず

賞２着，矢車賞２着，etc.
グレートサン（95牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，栗子特別２着，白山特別３着，種牡馬
ホワットアリーズン（97� ＊サンデーサイレンス）５勝，上総特別，日高特別，大森

浜特別，etc.

４代母 ケスティヨンダルジャンQuestion d'Argent（77 CAN鹿 Tentam）USA出走
［子］ プレミアクエスチョン Premier Question（87牝 Premiership）USA11 勝，

Canadian H‐L，Duchess S‐L，Ellis Park Debutante S
‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

928 ピアグラス２０２１ 牡・栗 ３／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラピアグラス ＊サンデーサイレンス

��
��
�クルーピアスター栗 2010 ＊クルーピアレディー

4g
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ピカケレイ（14栗 ディープブリランテ）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
マイレレイ（19牡鹿 リオンディーズ）���１勝
ヘンリー（20牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 キャッチータイトル（03栗 ＊オペラハウス）５勝，日本海Ｓ，檜原湖特別３着
メジャープレゼンス（10� ダイワメジャー）３勝
メジャーステップ（11� ダイワメジャー）３勝
チャンドラプラバー（12牝 アドマイヤムーン）�１勝
メジャーエンブレム（13牝 ダイワメジャー）５勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，阪神ジュ

ベナイルフィリーズ‐G1，クイーンＣ‐G3，アルテミスＳ‐G3 ２着，桜花賞
‐G1 ４着，etc.，優２牝

メジャーラプソディ（15牝 ゴールドアリュール）１勝

３代母 ＊タイトルド（96 GB鹿 RainbowQuest）不出走
エクスタシア（01牝 Singspiel）不出走

ペンタシア Pentasia（07 牝 ＊ペンタイア）AUS８勝，BRC Chief de Beers Qu
ality S‐L，Clarence River JC Ramornie H‐L ３着

タイトルパート（06牝 アグネスタキオン）１勝
リーディングパート（17牝 ＊ハービンジャー）�１勝，村上特別２着

メルセンヌナンバー（07牝 ＊ワイルドラッシュ）不出走
エーティーメジャー（17牡 ダイワメジャー）�３勝，仲春特別
アサケレディ（18牝 キズナ）�２勝，土湯温泉特別２着

４代母 ハーレイディシップ Her Ladyship（91 GB鹿 Polish Precedent）FR・IRE
２勝，P. de la Seine‐L，仏オークス‐G1 ２着，オペラ賞‐G2 ３着
［子］ ディグニファイDignify（97 牝 RainbowQuest）GB・FR・ITY２勝，

オマール賞‐G3，Sweet Solera S‐L ３着
＊レディバウンティフル（02牝 Spectrum）FR３勝，P. Urban Sea‐L ３着

［曾孫］ ジュルタラーロ Curtaralo（13 牡 Kurtiniadis）�TUR16 勝，Anafartal
ar S‐L ３着，Beyoglu S‐L ３着

ジーナモンタナGina Montana（14牝 Scarface）TUR８勝，Turkish
St. Leger‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲秋田牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2764
生 産 牧 場： ㈲秋田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

929 ピカケレイ２０２１ 牡・栗 ３／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�ディープブリランテ ＊ラヴアンドバブルズピカケレイ ＊オペラハウス

��
��
�キャッチータイトル栗 2014 ＊タイトルド

B3
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5
Blushing Groom S5×M5
価格： 購買者：



母 ピュアアモーレ（14鹿 マツリダゴッホ）入着，��３勝
初仔

２代母 ピュアシンフォニー（07鹿 ＊ストラヴィンスキー）��４勝
ピュアノアール（12牝 ブラックタイド）３勝
コクスイセン（13牡 ブラックタイド）３勝，雅Ｓ，濃尾特別２着，��１勝
ピュアセレニティー（16牝 ブラックタイド）�１勝��４勝�
スリーシンフォニー（17牡 スマートファルコン）�２勝
エトワールジェンヌ（19牝 ブラックタイド）�１勝

３代母 ＊ピュアブラウン（01 CAN鹿 Indian Charlie）２勝，ベゴニア賞，咲花特別２
着，��入着，関東オークス‐Jpn3 ３着
ピュアオパール（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）２勝，カンナＳ‐OP，��入着，

関東オークス‐Jpn2 ２着
ピュアダイヤモンド（09牝 フジキセキ）２勝

ピュアインペリアル（17牝 ＊クロフネ）�２勝���入着３回，金沢シンデレラ
Ｃ３着

テイエムサンピラー（13牝 ＊クロフネ）入着２回，�９勝，春望賞，鶴見岳賞，サイ
ネリア賞３着

ラカン（18牡 キズナ）�１勝，南相馬特別３着

４代母 オンザフックOn the Hook（95 USA栗 Phone Trick）USA入着２回

５代母 ヴィクトリアスガールVictorious Girl（84 USA栗 Raise a Man）USA１勝
［孫］ ウォーブリングWarbling（06 牝 Unbridled's Song）USA３勝，インサ

イドインフォメイションＳ‐G2，バレリーナＳ‐G1 ２着，プリンセ
スルーニーＨ‐G1 ２着，etc.

ビッグスコアー Big Score（00 牝 Grand Slam）USA６勝，Kindergar
ten S‐L，Czaria H，Santa Teresa H，etc.

インディアングレイシー Indian Gracey（08牝 Indian Ocean）USA３勝，
California State Fair Sprint H‐L，オークリーフＳ‐G1 ３着

ミスメアリーパットMiss Mary Pat（04 牝 Service Stripe）USA３勝，
Silver Spur Breeders' Cup S，T.T.A. Sales Futurity‐R

販売申込者・所有者： ㈲ユートピア牧場＝恵庭市柏陽町 �090-8900-4357
生 産 牧 場： ㈲新井牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

930 ピュアアモーレ２０２１ 牡・栗 ５／１０

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マツリダゴッホ ＊ペイパーレインピュアアモーレ ＊ストラヴィンスキー

��
��
�ピュアシンフォニー鹿 2014 ＊ピュアブラウン

7f
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 プチットマドレーヌ（13鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
メイショウカークス（18牡鹿 ホッコータルマエ）入着２回，��１勝

２代母 タイキマドレーヌ（03栗 ＊ブライアンズタイム）５勝，秋風Ｓ，野分特別，祇
園特別，三面川特別２着，宝ケ池特別２着，etc.
サトノフラム（12牡 マンハッタンカフェ）２勝
マベルロンジュ（17牝 ハーツクライ）�１勝，稲佐山特別，安房特別２着，�３勝

３代母 ＊ウェルシュマフィン（87 GB鹿 Caerleon）IRE・USA５勝，Phoenix 1000
Guineas Trial S‐L，Mint Julep H‐L ２着

＊タイキフォレスト（93牝 Green Forest）３勝
タイキアルファ（00牡 バブルガムフェロー）６勝，ブリリアントＳ‐L ２着，東

京競馬場新スタンドＯＰ記念，渡島特別，etc.
＊タイキシャトル（94牡 Devil's Bag）10勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1

（２回），スプリンターズＳ‐Jpn1，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，スワンＳ‐Jpn2，etc.，
FR１勝，ジャックルマロワ賞‐G1，優短距（2回），年代表，優古牡，種牡馬

＊タイキチェイサー（95牡 ＊ジェイドハンター）４勝，北摂特別，早鞆特別，日光特別，etc.
＊タイキマフィン（96牝 Devil's Bag）出走

タイキパラドックス（12牡 タイムパラドックス）１勝，相馬特別，��２勝�
２勝�７勝

＊タイキミルフィーユ（00牝 Devil's Bag）出走
エイシンナナツボシ（07牡 ＊クロフネ）４勝，もちの木賞２着，きんもくせい特

別２着，�１勝�１勝�入着４回���	，道営記念２着，etc.

４代母 マフィティスMuffitys（82 IRE 鹿 Thatch）IRE３勝，Marble Hill S‐L
［孫］ ピースオブワールド（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，阪神ジュベナイ

ルフィリーズ‐Jpn1，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ３
着，etc.，優２牝

［曾孫］ サミットストーン（08牡 ＊ロージズインメイ）４勝，�７勝�	３勝�，
浦和記念‐Jpn2，東京大賞典‐G1 ３着，川崎記念‐Jpn1 ３着，etc.，
ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 本巣 敦＝浦河町杵臼 �0146-28-1623
生 産 牧 場： 本巣 敦
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

931 プチットマドレーヌ２０２１ 牡・黒鹿 ４／２０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアプチットマドレーヌ ＊ブライアンズタイム

��
��
�タイキマドレーヌ鹿 2013 ＊ウェルシュマフィン

4d
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ベルフロレゾン（15栗 ＊クロフネ）１勝
初仔

２代母 ウインフロレゾン（09黒鹿 フジキセキ）２勝，大寒桜賞２着，燕特別３着
スタッドリー（18牡 ＊ハービンジャー）�３勝，若葉Ｓ‐L ３着，千里山特別，明石

特別２着，天竜川特別２着，黄菊賞３着

３代母 ブランシェリー（98鹿 ＊トニービン）２勝
シャトーブランシュ（10牝 キングヘイロー）４勝，マーメイドＳ‐G3，ローズＳ

‐G2 ２着，夕月特別，etc.
ヴァイスメテオール（18牡 キングカメハメハ）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

‐G3，メトロポリタンＳ‐L
イクイノックス（19牡 キタサンブラック）�２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G2，日本

ダービー‐G1 ２着，皐月賞‐G1 ２着

４代母 メゾンブランシュ（89鹿 Alleged）５勝，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，浦安特別，
浦安特別２着
［子］ オースミシュネル（99� ＊サンデーサイレンス）�13 勝，ブリーダーズＧ

Ｃ‐Jpn2 ３着，ステイヤーズＣ（２回），ステイヤーズＣ３着
ブランディス（97� サクラバクシンオー）３勝，湯浜特別３着，障害６勝，
中山グランドジャンプ‐JG1，中山大障害‐JG1，優障害

５代母 ＊ブランシユレイン（82 FR芦 Nureyev）FR１勝
［子］ バルロワ Balleroy（88牡 Kaldoun）FR・USA４勝，ギシュ賞‐G3，ジャ

ンプラ賞‐G1 ２着，コンデ賞‐G3 ２着，種牡馬
エイシンビーナス（93牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1 ４着，シクラメンＳ‐OP ３着，山陽特別，etc.

ビクトリアスバイオ（95牝 ＊ヘクタープロテクター）２勝，りんどう賞
［孫］ エーシンハクリュー（10牡 ジャングルポケット）３勝，許波多特別，グリ

ーンＳ２着，松籟Ｓ３着
エイシンルンナ（02牝 ＊エイシンワシントン）２勝，対馬特別，朝日岳特
別３着，対馬特別３着，障害１勝

マイネルカルナバル（05牡 サクラバクシンオー）１勝，千種特別２着

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522

932 ベルフロレゾン２０２１ �・鹿 ３／３１

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューベルフロレゾン フジキセキ

��
��
�ウインフロレゾン栗 2015 ブランシェリー

＊ブランシユレイン 16b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ヘイハニー（06鹿 Cherokee Run）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－６（23）〕
アーブル（11牡黒鹿 ディープスカイ）２勝
アゲマキ（13牝青鹿 ヴァーミリアン）��１勝
ナムラモンブラン（14牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）入着，�２勝��入着３回
デイジーカーニバル（15牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）���１勝・７勝
リュウノロック（16牡黒鹿 エイシンフラッシュ）�１勝��入着４回�
ミスターサンライズ（17牡黒鹿 フェノーメノ）��６勝
デイジーカプシーヌ（18牝鹿 ナムラタイタン）���５勝
ダニエラハニー（19牝黒鹿 トゥザワールド）�出走

２代母 ＊ポレント（93 GB鹿 Polish Precedent）FR２勝
テントポールTentpole（98 牝 RainbowQuest）IRE１勝

トゥーマッチトラブル Too Much Trouble（06� Barathea）GB・ITY・UA
E11 勝，アブダビチャンピオンシップ‐G3 ３着

ポレンタPolenta（01 牝 ＊サンデーサイレンス）不出走
キャプテンクック Captain Cook（12� Admiralofthefleet）IND８勝，Cal

cutta Derby‐LR，Calcutta Million‐L，Calcutta St. Leger‐LR
２着，Indian Champagne S‐L ２着

イターナルエインジェル Eternal Angel（14 牝 Serious Spender）IND４勝，
Golconda Oaks‐L ３着

インパヴィッド Impavid（16 牡 Air Support）IND５勝，Deccan Colts Cha
mpionship S‐L，South India 2000 Guineas‐LR，Colts' Champio
nship S‐LR ２着，Derby Bangalore‐LR ２着，South India Der
by‐LR ３着，etc.

フィラテリスト Philatelist（04� Rahy）GB・FR・USA・TUR５勝，サンアント
ニオＨ‐G2 ３着，ゴードンリチャーズＳ‐G3 ３着

メリーポピンズ（08牝 ネオユニヴァース）入着，�１勝�

３代母 アワーシフ Awaasif（79 CAN鹿 Snow Knight）GB・FR・ITY・USA４勝，
ヨークシャーオークス‐G1，伊ジョッキークラブ大賞‐G1，凱旋門賞‐G1 ３着
スノーブライド Snow Bride（86 牝 Blushing Groom）GB・FR５勝，英オークス

‐G1，ミュージドラＳ‐G3，プリンセスロイヤルＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 秋田育成牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2302
生 産 牧 場： 秋田育成牧場
飼 養 者： 秋田育成牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2302

933 ヘイハニー２０２１ �・鹿 １／２９
＊ Wild Again

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Rose Parkトランセンド ＊トニービン

��
��
�シネマスコープ鹿 2006 ブルーハワイ

チェロキーラン Runaway Groom

�
�
�
�
�

��
��

�Cherokee Run Cherokee Dameヘイハニー
＊ Polish Precedent

��
��
�ポレント鹿 2006 Awaasif

22b
Drone S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ペニーホイッスル（02黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，札幌日刊スポーツ杯‐L
（芝 1200），アネモネＳ‐L（芝 1600），フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，オーロＣ‐L
（芝 1400）２着，福島民友Ｃ‐L（芝 1200）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（９），地方－３（12）〕
ファドーグ（11�黒鹿 ＊シンボリクリスエス）４勝，初茜賞（Ｄ1800），オークラン

ドＲＣＴ（Ｄ1800）３着，松戸特別（Ｄ1800）３着，日野特別（Ｄ1600）３着，�
�１勝・４勝，黒潮マイルＣｈＳ（Ｄ1600）２着，珊瑚冠賞（Ｄ1900）３着

フィップル（14牝鹿 ルーラーシップ）１勝，�４勝�１勝��
カヴァル（15牡青鹿 エイシンフラッシュ）４勝，マレーシアＣ（芝 2000）
ネイプルスイエロー（17牡青 サンカルロ）入着，�	２勝
テーオーソフィア（18牝黒鹿 ＊ハービンジャー）�	出走

２代母 ＊ラークホイッスル（94 CAN黒鹿 Silver Deputy）USA２勝，ShadyWell S
‐R，アディロンダックＳ‐G2 ３着，Princess Elizabeth S‐R ２着，MyD
ear S‐L ３着
タブアキャットTab a Cat（99 牝 ＊タバスコキャット）不出走

ミスターソウルMr. Soul（04� Aptitude）USA５勝，Jim RasmussenMem
orial H２着

イードバイデルオチョ Edubai Del Ocho（06牡 E Dubai）PAN15勝，P. Ar
ias Paredes y Alberto Arias Espinosa‐L

アップルビーガーデンズ Appleby Gardens（00 牝 A.P. Indy）USA２勝，Shad
y Well S‐R，フリゼットＳ‐G1 ３着

モエレソーブラッズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）入着，クローバー賞‐L ３着，

５勝	１勝��１勝，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ３着，
星雲賞３着，ＮＡＲ優２歳

ストームホイッスル（04牝 ＊ブライアンズタイム）出走
メイケイペガスター（10牡 フジキセキ）３勝，共同通信杯‐G3，キャピタルＳ

‐L ３着，若駒Ｓ‐OP ３着，ＢＳイレブン賞，清水Ｓ２着
グランデタキオン（07牡 アグネスタキオン）１勝，�２勝
ウインアルエット（09牝 ダンスインザダーク）２勝

３代母 ファインドハピネス Find Happiness（82 USA鹿 Buckfinder）USA９勝，
Nicosia S‐L，Susan's Girl S，バレリーナＳ‐G2 ４着

販売申込者・所有者： 若林 順一＝日高町庫富 �090-8426-7621
生 産 牧 場： 若林 順一
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

934 ペニーホイッスル２０２１ 牡・鹿 ４／１５

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Preachパイロ ワイルドヴィジョン Wild Again

��
��
�Wild VisionUSA 黒鹿 2005 Carol's Wonder

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellペニーホイッスル
＊ Silver Deputy

��
��
�ラークホイッスル黒鹿 2002 Find Happiness

9e
Mr. Prospector S4×M5 Shenanigans S5×M5

価格： 購買者：



母 ペパーミントラヴ（06芦 ＊シンボリクリスエス）３勝，粟島特別（Ｄ1800）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
カズノスイセイ（14牝黒鹿 ハーツクライ）��４勝
ゲンパチノーブル（17牝芦 オルフェーヴル）���２勝�４勝
トーホウサキ（18牝鹿 ロードカナロア）�２勝
マジカルミント（19牡鹿 アドマイヤムーン）��出走�出走

２代母 ＊レッドチリペッパー（96 USA芦 Unbridled）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，富士
Ｓ‐Jpn3，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３着，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，クイーンＣ
‐Jpn3 ２着，etc.
ホワイトペッパー（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，山科特別３着，夙川特別３着，

香春岳特別３着
スパイスマジック（15� ローエングリン）２勝，津軽海峡特別２着，��１勝
バルサミックムーン（17� ＊タートルボウル）�２勝，由布院特別２着，大通公

園特別３着
バーニングレッド（03牝 アグネスタキオン）１勝

カラクレナイ（14牝 ローエングリン）４勝，フィリーズレビュー‐G2，京阪杯‐G3
３着，淀短距離Ｓ‐L ３着，オパールＳ‐L ３着，桜花賞‐G1 ４着，etc.

パッションレッド（04牝 アグネスタキオン）３勝，アネモネＳ‐L ３着，木津川特別，
玄海特別２着，高千穂特別２着，ＨＢＣ賞２着，etc.
サンカハラ（19牝 トーセンジョーダン）��２勝，カペラ賞２着

ホットチリペッパー（07牡 ネオユニヴァース）２勝，紫川特別，沖の島特別，��
１勝�３勝	

ジェイド（09牡 ハーツクライ）１勝
ハラペーニョペパー（12牝 ゼンノロブロイ）３勝，伊良湖特別，播磨Ｓ２着，リボ

ン賞２着

３代母 レイズアカーターRaise a Carter（90 USA芦 Dr. Carter）USA２勝
プラウドエアレス Proud Heiress（04 牝 Broken Vow）USA・CAN５勝，ホイム

ジカルＳ‐G3，WishingWell S（２回），ヘンドリーＳ‐G3 ２着，etc.
スライストブレッド Sliced Bread（11牝 Noonmark）不出走

カンタカ Kanthaka（15� Jimmy Creed）�USA・CAN３勝，サンヴィセン
テＳ‐G2，ラサロバレラＳ‐G3，ジャイプールＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 飯岡牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3412
生 産 牧 場： 飯岡牧場
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

935 ペパーミントラヴ２０２１ �・鹿 ２／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル メジロマックイーン

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayペパーミントラヴ
＊ Unbridled

��
��
�レッドチリペッパー芦 2006 Raise a Carter

10a
ノーザンテースト S4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ベルファム（06栗 ＊ブライアンズタイム）入着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（10）〕
ベッロポモドーロ（13牝栗 アジュディミツオー）�２勝�１勝�入着２回����，

梅桜賞（Ｄ1800）２着，園田クイーンセレクション（Ｄ1400）２着，ライデン
リーダー記念（Ｄ1600）２着

ヨンハブラック（14牡青 ブラックタイド）�１勝
ロンプフェイス（15牝鹿 トーセンホマレボシ）�５勝��
ブロンディグラス（17牝栗 ストロングリターン）�１勝
ステインタッチ（19牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）	�入着�入着２回

２代母 シルクアピール（00栗 ＊フォーティナイナー）出走
ゴールデンキャット（11牡 ＊ワイルドラッシュ）�６勝
ギャラントレディ（12牝 ＊バトルプラン）�２勝��
グローリアスロウラ（13牝 アサクサキングス）入着２回，��６勝
ヌンフェスタ（14
 ナカヤマフェスタ）�２勝��６勝
マルヒロキング（15牡 キングヘイロー）	��３勝
レディトゥフライ（17牝 ベルシャザール）�１勝�
オオエスサノオ（18牡 ＊ヘニーヒューズ）	�２勝
アズグレーター（20牡 グレーターロンドン）	�１勝

３代母 ＊ドラゴンティーナ（92 USA鹿 Danzig）FR出走
アルドラゴン（01牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，�２勝�18 勝���，名古屋大賞

典‐Jpn3，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ３着，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3 ２着，etc.

４代母 シャルマント Charmante（85 USA栗 Alydar）IRE・USA３勝，Wassl Ra
ce‐L
［孫］ アルモラディ Almoradi（14 牡 Top Hat）	UAE・URU・SAU14勝，

P. Alfredo de Castro Perez‐L，P. Asociacion Uruguaya Propietar
ios‐L，P. Zelmar Michelini‐L（２回），etc.

［曾孫］ ラナウェイ Runaway（07
 Slickly）FR・GER・SWI７勝，ハンザ賞‐G2，
ゲルリンク賞‐G2 ２着，Grand Prix Jockey Club‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

936 ベルファム２０２１ 牡・栗 ２／１３

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayベルファム ＊フォーティナイナー

��
��
�シルクアピール栗 2006 ＊ドラゴンティーナ

8h
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 プロプライエタリ（13黒鹿 マンハッタンカフェ）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
リネンフリー（17牝黒鹿 フリオーソ）��４勝�３勝
ブレッシングユー（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）���出走

２代母 ＊ルークラティブ（98 USA栗 Seeking the Gold）FR２勝
プロフィタビリティ Profitability（05 牝 Cherokee Run）GB・USA３勝，City o

f Phoenix S２着，Chandler S２着
カロライナジャスミン Carolina Jasmine（12牝 Line of David）USA６勝，

Letellier Memorial S２着
プラータオプローモ Plata O Plomo（14� Paddy O'Prado）�UAE・SWE９勝，

Norra Skanska Regementets Minneslopning‐L，PrammsMemorial
‐L，Nickes Minneslopning‐L ２着，Norra Skanska Regementets M
inneslopning‐L ３着，PrammsMemorial‐L ３着

バンクマージャー Bank Merger（07 牡 Consolidator）USA・UAE４勝，Galla
nt Bob S‐L，キングズビショップＳ‐G1 ２着，IslandWhirl S２着

バンカーズギャル（16牝 アドマイヤムーン）�５勝

３代母 バンカーズレイディ Banker's Lady（85 USA栗 Nijinsky）USA８勝，トッ
プフライトＨ‐G1，シュヴィーＨ‐G1，レイディーズＨ‐G1，ベッドオーロージ
ズＨ‐G2，ロングルックＨ‐G2，etc.
バンカーズゴールド Banker's Gold（94 牡 ＊フォーティナイナー）USA６勝，トムフ

ールＨ‐G2，ピーターパンＳ‐G2，メトロポリタンＨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ソサイエティコラム Society Column（96牝 Seeking the Gold）USA出走

レイテストスクープ Latest Scoop（05牝 Tiznow）USA１勝
＊パーソナルダイアリー（11牝 City Zip）USA・CAN３勝，デルマーオーク

ス‐G1，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G1 ３着，リグレットＳ‐G3
２着，etc.

スイートチャリティ Sweet Charity（99 牝 A.P. Indy）USA１勝
チャリティーベル Charity Belle（06 牝 ＊エンパイアメーカー）GB・FR２勝，

ノネット賞‐G3

販売申込者・所有者： ワールドファーム＝青森県八戸市 �0178-82-2210
生 産 牧 場： ワールドファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

937 プロプライエタリ２０２１ 牡・栗 ４／ ６

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジプロプライエタリ
＊ Seeking the Gold

��
��
�ルークラティブ黒鹿 2013 Banker's Lady

1l
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ペロチャン（12黒鹿 サクラプレジデント）�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（６）〕
ライチェフェイス（17�鹿 キングヘイロー）１勝，��２勝�入着
ピースワンスパーダ（18�鹿 ベルシャザール）��２勝
ゲコクジョウ（19牡鹿 ロゴタイプ）�１勝
ワラ（20牡鹿 コパノリッキー）��１勝

２代母 ジョウノエンジェル（91鹿 トウシヨウボーイ）３勝，石和特別２着
ウインセレーノ（98� ＊サンデーサイレンス）１勝，��１勝�
トーセンシャナオー（03牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，セントライト記念‐Jpn2，

プリンシパルＳ‐L ３着，若葉Ｓ‐L ３着，�１勝
トーセンペガサス（04牡 ＊ブライアンズタイム）１勝，��１勝
ジョウノワンダー（06牡 マンハッタンカフェ）１勝
アーバンウィナー（07牡 タヤスツヨシ）４勝，いちょうＳ‐L ２着，札幌２歳Ｓ

‐Jpn3 ３着，二本松特別３着
ラグジードライブ（11� アドマイヤジャパン）１勝，障害１勝

３代母 ザンベージ（85鹿 ＊ノーザンテースト）出走
ユウキサンガール（90牝 ＊トニービン）３勝，花背特別２着，寒梅賞２着
シーズグレイス（93牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，

ローズＳ‐Jpn2 ２着，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，etc.
シャドウスケイプ（99牡 ＊フォーティナイナー）４勝，根岸Ｓ‐Jpn3，etc.，�

１勝����入着５回，クラスターＣ‐Jpn3，東京盃‐Jpn2 ３着，etc.

４代母 ヨドセンリヨウ（75黒鹿 ＊エルセンタウロ）１勝
［子］ センリョウヤクシャ（86牡 ＊ノーザンテースト）６勝，阪急杯‐Jpn3，ス

ワンＳ‐Jpn2 ３着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
［孫］ ショウワモダン（04牡 エアジハード）10勝，安田記念‐G1，ダービー卿Ｃ

ｈＴ‐G3，ディセンバーＳ‐L，etc.
ユメノシルシ（02牡 フジキセキ）７勝，新潟記念‐G3，福島ＴＶＯＰ‐L，
七夕賞‐G3 ３着，etc.

イブキインターハイ（92牡 ＊ジェイドロバリー）２勝，京都４歳特別
‐Jpn3，毎日杯‐Jpn3 ２着，すみれＳ‐OP ３着，etc.，	４勝

販売申込者・所有者： ㈱門別山際牧場＝日高町豊郷 �090-8897-4199
生 産 牧 場： ㈱門別山際牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

938 ペロチャン２０２１ �・鹿 ４／２７
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーペロチャン トウシヨウボーイ

��
��
�ジョウノエンジェル黒鹿 2012 ザンベージ

＊リリーオブザナイル 10a
テスコボーイ S4×M4 ノーザンテースト S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 フロントタック（10芦 Macho Uno）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
タイセイカレッジ（15牡芦 ブラックタイド）１勝，�１勝��
スモモモモモモモモ（18牝芦 アンライバルド）���１勝

２代母 ＊マーキーアトラクション（00 USA黒鹿 Storm Cat）USA出走
ライヴフロムアポロ Live From Appollo（04 牡 Maria's Mon）USA13 勝，Holi

day Cheer S２着，種牡馬
テラルバ Terralba（09牝 Langfuhr）USA１勝，Marshua S‐L ２着，Smart

Halo S３着
ダノングランツ（13牡 ディープインパクト）１勝，�４勝�
イエローマリンバ（15牝 ディープインパクト）４勝，北九州短距離Ｓ‐OP ３着，鞍

馬Ｓ‐OP ３着，浜松Ｓ，醍醐特別，皆生特別２着

３代母 ゴールデンアトラクションGolden Attraction（93 USA鹿 Mr. Prospector）
USA８勝，フリゼットＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，ターフ
ウェイＳ‐G2，スカイラヴィルＳ‐G2，etc.
ゴールドトレイダーGold Trader（98 牡 Storm Cat）USA２勝，Golden State

Mile S‐L
スイフトアトラクション Swift Attraction（01牡 Storm Cat）USA１勝，ケンタッ

キーＣスプリントＳ‐G3 ３着
ビッグトップキャット Big Top Cat（02 牡 Storm Cat）USA２勝，ベイショアＳ

‐G3 ３着，種牡馬
リターントゥグレイス Return to Grace（12牝 English Channel）USA２勝，D

ueling Grounds Oaks，パカラップＳ‐G3 ２着，リグレットＳ‐G3 ３着

４代母 シーサイドアトラクション Seaside Attraction（87 USA鹿 Seattle Slew）
USA４勝，ケンタッキーオークス‐G1，エイコーンＳ‐G1 ３着，チャーチルダウ
ンズＢＣＨ‐G3 ２着，ボーモントＳ‐G3 ３着
［子］ ケイプタウン Cape Town（95牡 Seeking the Gold）USA５勝，フロ

リダダービー‐G1，ホーリーブルＳ‐G3，ケンタッキージョッキーク
ラブＳ‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ヤマイチ牧場＝むかわ町穂別和泉 �0145-45-2938
生 産 牧 場： ㈲ヤマイチ牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

939 フロントタック２０２１ 牡・青鹿 ４／ ６

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your Heelsラニ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

マッチョウノ Holy Bull

�
�
�
�
�

��
��

�Macho Uno Primal Forceフロントタック
＊ Storm Cat

��
��
�マーキーアトラクション芦 2010 Golden Attraction

14c
Mr. Prospector M4×S5×M5 Seattle Slew S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ポレモス（08鹿 アグネスタキオン）入着２回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－４（12）〕
ドライバーズハイ（13牡鹿 ＊カジノドライヴ）３勝
エーアガイツ（14�鹿 フリオーソ）入着，��２勝
カルチョ（15牝黒鹿 フリオーソ）入着，��５勝�１勝
プレイヤーズハイ（16牡黒鹿 フリオーソ）�２勝
ロードクリーガー（17牡黒鹿 ルーラーシップ）��２勝�１勝
ラパンドネージュ（19牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）���１勝
リワードジョン（20牡鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 ＊クリスマスウィーク（95 USA鹿 Theatrical）入着
スペラーレ（02牡 ＊アフリート）３勝，猪苗代特別，スピカＳ３着，石打特別３着，

�２勝��
ドマーニ（03牡 ＊スターオブコジーン）１勝
ジェネローゾ（05牡 ＊クロフネ）１勝，�１勝�１勝��
セータミスタ（07牝 キングカメハメハ）１勝

３代母 アンカゲルマニア Anka Germania（82 IRE 栗 Malinowski）FR・USA16 勝，
ソードダンサーＨ‐G1，ブラックヘレンＨ‐G2，ニューヨークＨ‐G2，オーキ
ッドＨ‐G2，スワニーリヴァーＨ‐G3，etc.
ウェイクアップノエルWake Up Noel（89 牝 Nureyev）不出走

マッドアダムMad Adam（02牡 Service Stripe）USA５勝，U.S.A. S‐L，
Forerunner S‐L ２着，Debartolo Memorial H‐L ３着

ダンスマニアDance Mania（91 牝 Danzig）不出走
フェディナ Fedina（98牝 Shaamit）ITY５勝，P. Novella‐L ２着

デピュティコマンダーDeputy Commander（94 牡 Deputy Minister）USA４勝，ト
ラヴァーズＳ‐G1，スーパーダービー‐G1，アファームドＨ‐G3，etc.，種牡馬

アンカブリタニアAnka Britannia（96 牝 Irish River）FR入着
ブリタニック Britannic（03� RainbowQuest）GB・FR・GER・SWI２勝，

リス賞‐G3 ３着，P. de l'Avre‐L ３着
ブレーメン Bremen（03� Sadler's Wells）FR・IRE２勝，ノアイユ賞‐G2 ２着，

GB・IRE障害４勝

販売申込者・所有者： 藤田 孟司＝大阪府大阪市 �06-6910-7221
生 産 牧 場： モリナガファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

940 ポレモス２０２１ 牡・鹿 ４／２１

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

�
�
�
�
�
�
�
�
� Primal Forceダノンレジェンド

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラポレモス
＊ Theatrical

��
��
�クリスマスウィーク鹿 2008 Anka Germania

16f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴォーグジャック（09鹿 ＊クロフネ）�７勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（５）〕
ラティ（18牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��４勝�１勝
トリグラフ（19牡鹿 サトノアラジン）�１勝

２代母 ミルフォードスバル（01鹿 ＊ホークアタック）３勝，ＳＴＶ賞，こでまり賞，
はやぶさ賞２着，水無月特別３着
グランデスバル（08牡 アドマイヤジャパン）３勝，府中市市制施行６０周年記念，グ

ッドラックＨ，湾岸Ｓ２着，常総Ｓ２着，etc.，�１勝�４勝，球磨川賞，etc.
ダイヤモンドキッス（11牝 ＊アグネスデジタル）�１勝
タイムトリップ（14牡 ＊ロードアルティマ）４勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着，クロッカ

スＳ‐OP，カンナＳ‐OP，すずらん賞‐OP ２着，ジュニアＣ‐OP ３着，etc.，
��出走��出走

ロードジパング（15牡 アドマイヤジャパン）１勝
ギニー（16牡 トゥザグローリー）�２勝�
ウインドケーヴ（19牡 トゥザグローリー）��２勝，兵庫ユースＣ２着

３代母 グリーンサムナー（94鹿 ＊シャーディー）不出走

４代母 アヤテンリユウ（80鹿 ＊シヤトーゲイ）１勝
［子］ ダイイチオイシ（87牡 マルゼンスキー）２勝，函館３歳Ｓ‐Jpn3，葵Ｓ

‐OP ２着
セントグローリ（90牡 ＊ストームオンザルース）４勝，福島３歳Ｓ‐OP，
御堂筋Ｓ，グリーンＳ，etc.

シンクルセダ（85牡 ＊クルセダーキヤツスル）４勝，ききょう特別‐OP，
鷹取特別，玄海特別３着，etc.

ラパシオン（96牝 ＊ノーザンテースト）４勝，小倉日経ＯＰ‐OP ２着，有
明特別，室町特別，etc.

マルカジョージ（88牡 ＊ミルジヨージ）２勝，こでまり賞，	６勝
［孫］ ディアチャンス（01牝 ＊タイキシャトル）７勝，マーメイドＳ‐G3，クイ

ーンＳ‐Jpn3 ３着，エメラルドＳ，etc.
マルカボルト（07牡 ネオユニヴァース）５勝，ディセンバーＳ‐L ２着，
レインボーＳ，元町Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 鵜木 唯義＝浦河町杵臼 �090-9087-3244
生 産 牧 場： 鵜木 唯義
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

941 ヴォーグジャック２０２１ 牡・鹿 ４／ ９

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� Trolley Songダンカーク シークレットステイタス A.P. Indy

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューヴォーグジャック ＊ホークアタック

��
��
�ミルフォードスバル鹿 2009 グリーンサムナー

＊フオーテリング 14a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ヤマイチシキブ（08青鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－１（７）〕
ヤマイチキセキ（12牡鹿 カネヒキリ）２勝
モリノマリン（15牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）��７勝
ペイシャシキブ（16�黒鹿 ゼンノロブロイ）１勝
ミルトボス（18牡鹿 スマートファルコン）�１勝

２代母 サクセスアルデンテ（01鹿 ＊エルコンドルパサー）１勝
ウエスタンフライト（06牝 アグネスフライト）��１勝
ケンプトンパーク（07牡 ＊アグネスデジタル）入着，��７勝�
シャリーワン（09牡 ＊アグネスデジタル）��５勝

３代母 ＊アワーミスレッグス（93 USA黒鹿 Deputy Minister）FR１勝
サクセスビューティ（99牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，

菜の花賞‐OP，千両賞３着
サクセスブロッケン（05牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，フェブラリーＳ‐G1，etc.，

��２勝��入着２回，東京大賞典‐Jpn1，ジャパンＤダービー
‐Jpn1，etc.

サクセスウイッチ（00牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
マカニビスティー（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，日経新春杯‐G2 ３着，万葉Ｓ

‐L ２着，etc.，��２勝�入着�，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ２着，etc.
サクセスヒューゴー（06牡 ネオユニヴァース）４勝，白馬岳特別３着
サクセスアイニー（07牝 ジャングルポケット）��７勝

サクセスエナジー（14牡 ＊キンシャサノキセキ）�７勝，�１勝��３勝�１勝	１
勝�入着
，東京盃‐Jpn2，さきたま杯‐Jpn2，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3，etc.

４代母 コロニアルウォーターズ Colonial Waters（85 USA黒鹿 Pleasant Colony）
USA６勝，ジョンＡモリスＨ‐G1，レイディーズＨ‐G2，ジョニーウォーカーク
ラシック‐G2，Florida Oaks‐L，Lady's Secret S，etc.
［子］ パナマカナル Panama Canal（94牝 Gulch）USA４勝，ネクストムーヴＨ‐G3
［孫］ サルザバーバー Sal the Barber（06 牡 Alphabet Soup）USA４勝，コ

ールダーダービー‐G3，Three Coins Up S，Don Jack S，etc.，
USA障害１勝

販売申込者・所有者： ㈲石川牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2611
生 産 牧 場： ㈲石川牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

942 ヤマイチシキブ２０２１ �・青鹿 ２／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayヤマイチシキブ ＊エルコンドルパサー

��
��
�サクセスアルデンテ青鹿 2008 ＊アワーミスレッグス

4r
Roberto M3×S4 Hail to Reason M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ポリリズム（06栗 ＊バチアー）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（３）〕
バトルムーングロウ（11牝栗 アドマイヤムーン）２勝，勝浦特別（芝 1200）２着
マカルーテソーロ（16牡鹿 ローズキングダム）入着，�３勝��
グングニル（20牡栗 ミッキーアイル）�出走

２代母 スプリットザナイト（95鹿 ＊トニービン）出走
マジシャン（00牡 ダンスインザダーク）入着２回，�３勝�３勝�入着�
アドマイヤモナーク（01牡 ＊ドリームウェル）８勝，日経新春杯‐G2，ダイヤモンド

Ｓ‐Jpn3，有馬記念‐G1 ２着，京都大賞典‐G2 ２着，日経賞‐G2 ３着，etc.
アドマイヤセナ（03牡 アグネスタキオン）３勝，千里山特別２着，春日特別２着，

糸魚川特別２着
アドマイヤカーリン（08牡 ディープインパクト）２勝，玄海特別２着，芦ノ湖特別

２着，白鷺特別２着，淡路特別３着
デビル（11牡 ダイワメジャー）１勝
ライトファンタジア（12牝 ゼンノロブロイ）３勝，すみれＳ‐OP ２着，淡路特別２

着，高雄特別２着，梅花賞２着，西海賞３着
マレボプール（13牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，クリスマスローズＳ‐OP

３代母 ＊サウンド（84 USA芦 Danzig）USA１勝
ハギノリアルキング（90牡 ＊リアルシヤダイ）７勝，日経新春杯‐Jpn2，目黒記念

‐Jpn2，天皇賞（春）‐Jpn1 ３着，etc.
パルセイト（91牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，桃

花賞，北総特別２着，etc.
トーセンブリリアン（03牝 ＊ホワイトマズル）出走
トーセンベニザクラ（09牝 ダイワメジャー）４勝，フェアリーＳ‐G3，初
音Ｓ，etc.，��入着	，しらさぎ賞３着

ロングセレッソ（92牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，横津岳特別３着
サウンドカーニバル（00牝 バブルガムフェロー）入着，��１勝

マツリバヤシ（08牝 スマートボーイ）�１勝��入着２回
，エーデルワイス
賞‐Jpn3 ２着，ユングフラウ賞２着，東京２歳優駿牝馬３着，etc.

４代母 ディンDin（74 USA芦 Drone）USA３勝，リトルシルヴァーＨ‐G3

販売申込者・所有者： 乾 皆雄＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3753
生 産 牧 場： 乾 皆雄
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

943 ポリリズム２０２１ �・黒鹿 ２／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊ Desert Style

�
�
�
�
�

��
��

�バチアー MorningWelcomeポリリズム ＊トニービン

��
��
�スプリットザナイト栗 2006 ＊サウンド

1l
Danzig M4×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ポーズ（09鹿 ゼンノロブロイ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
ミスティクィーン（14牝鹿 タニノギムレット）入着，�１勝
キフジン（15牝黒鹿 ＊グラスワンダー）�５勝
プラチナキング（16牡鹿 ジャングルポケット）�２勝
ロマンスタイム（18牝栗 ジャングルポケット）��入着２回
ライパチ（19牡鹿 タニノギムレット）�出走
フークアーデル（20牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）��出走

２代母 ＊スプリングタイムロマンス（01 USA青鹿 Kris S.）GB１勝
ステイジブライト Stage Bright（08 牡 Cape Cross）�２勝，SIN１勝
マオノクララ（18牝 トゥザワールド）��出走�２勝
ダバイロマンス（19牝 ＊ラニ）�１勝�

３代母 ハムシンKhamsin（91 USA黒鹿 Mr. Prospector）FR入着
スビーン Subeen（96牝 Caerleon）GB１勝，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着

スチューペンダスミス Stupendous Miss（01 牝 Dynaformer）FR・USA５勝，
オールアロングＢＣＳ‐G3
ドゥーイトオールDo It All（07 牡 Distorted Humor）USA・UAE４勝，
ザビールマイル‐G2，サンフェルナンドＳ‐G2 ３着

テイルズオヴグリム Tales of Grimm（09� Distorted Humor）GB・A
US・UAE５勝，BRC Spear Chief H‐L，SRC Scone Cup‐L，ホ
ークスベリーゴールドＣ‐G3 ２着，etc.

クロージングレインジ Closing Range（09牝 After Market）USA５勝，ラプ
レヴォワイヤントＨ‐G3，Osunitas S‐R，Twin Light S
ケンタッキーゴースト Kentucky Ghost（17� Ghostzapper）�USA４勝，
Cliff Hanger S‐L，Buckland S２着，Tvg S‐R ２着

プラースデヴォージュ Place des Vosges（12 牝 Pleasantly Perfect）USA４
勝，C.T.T. & T.O.C. H２着，Possibly Perfect S‐L ３着

ハルキーサKhalkissa（00 牝 Diesis）GB・FR・UAE２勝
カシーズアンジェル Kassie's Angel（15 牝 アグネスゴールド）BRZ４勝，ゼリ

アゴンザガペイショトディカストロ大賞‐G1 ３着
＊マラチバンド（03牝 Dixieland Band）GB・FR２勝，P. Urban Sea‐L ３着

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

944 ポーズ２０２１ 牡・黒鹿 ３／１３

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルポーズ
＊ Kris S.

��
��
�スプリングタイムロマンス鹿 2009 Khamsin

4j
Mr. Prospector S4×M4×M5 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 ホーリーフルーツ（13鹿 ＊ワークフォース）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ベガフェン（19牡鹿 カレンブラックヒル）�未出走

２代母 レッドリップス（06栗 ＊フレンチデピュティ）３勝，会津特別，汐留特別
レッドチェイサー（15� キングヘイロー）���２勝�７勝�１勝
イチゴチャン（16牝 ＊ノヴェリスト）��７勝
ブラッククリスマス（17牡 ＊ノヴェリスト）�２勝
ゴーストレート（18牡 エイシンフラッシュ）�２勝

３代母 オレンジブロッサム（98栗 ＊サンデーサイレンス）２勝，つわぶき賞３着
オレンジシュプール（05牝 ジャングルポケット）２勝，中京日経賞３着
オレンジティアラ（07牝 サクラバクシンオー）４勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，フェ

ニックス賞‐OP ３着，立待岬特別，etc.
ポメランチェ（19牝 キングカメハメハ）�１勝，すずらん賞‐OP ２着

４代母 ＊バッフドオレンジ（82 USA栗 Exclusive Native）USA入着３回
［子］ オレンジピール（94牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，サンスポ４歳牝馬特

別‐Jpn2，チューリップ賞‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，etc.
メローフルーツ（91牝 Halo）２勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，フラワーＣ
‐Jpn3 ２着，桜花賞‐Jpn1 ４着

ダイワサイレンス（97牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，富嶽賞，袖ケ浦特
別３着

ダイイチノボル（92牡 ＊ノーザンテースト）３勝，若鮎賞，内外タイムス
杯２着，雅Ｓ２着，etc.，	１勝
�入着

［孫］ ラピッドオレンジ（03牝 ＊エルコンドルパサー）４勝，アネモネＳ‐L ３着，etc.，
��１勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3 ２着

ブラックコンドル（01牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，平安Ｓ‐Jpn3 ２着，
トパーズＳ‐L ３着，etc.，障害２勝，�入着，佐賀記念‐Jpn3 ３着

シャドウデイル（05牡 ＊アグネスワールド）２勝，すずらん賞‐OP ２着，
�１勝

［曾孫］ カークランド Kirkland（14� Highly Recommended）NZ２勝，Wa
nganui Guineas‐L ２着

販売申込者・所有者： 村上 雅規＝新冠町朝日 �0146-47-2652
生 産 牧 場： 村上 雅規
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

945 ホーリーフルーツ２０２１ 牡・鹿 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonホーリーフルーツ ＊フレンチデピュティ

��
��
�レッドリップス鹿 2013 オレンジブロッサム

＊バッフドオレンジ 3c
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ホワイトプラネット（10芦 ＊クロフネ）２勝，��３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
デスブロー（18牝芦 ＊サウスヴィグラス）�１勝��１勝�
ベターザンエヴァー（19牡芦 ＊ダノンレジェンド）���１勝�１勝
スイープステークス（20牝芦 ＊パイロ）���１勝

２代母 フェアノータム（03鹿 アグネスタキオン）出走
ショウナンマハ（08牝 ＊タイキシャトル）４勝，ＨＢＣ賞，石打特別，桑折特別２着，

ゴールデンホイップＴ３着，美利河特別３着
バスティード（11牡 アドマイヤムーン）１勝
ツクバイーメーカー（12牡 ＊エンパイアメーカー）２勝
フローラルパーク（16牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝

３代母 ＊バブルウイングス（92 FR鹿 In TheWings）GB４勝
ウイングオブラック（99牝 ＊ブライアンズタイム）出走

フライングメリッサ（04牝 ダンスインザダーク）３勝，秩父特別，ストークＳ
２着，関ケ原Ｓ３着，etc.
マイネルラフレシア（13牡 ジャングルポケット）３勝，プリンシパルＳ
‐LR ２着，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，アイビーＳ‐OP，etc.

ショウナンパントル（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，阪神ジュベナイルフィリー
ズ‐Jpn1，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，紫苑Ｓ‐L ２着，優２牝
ショウナンアチーヴ（11牡 ショウナンカンプ）３勝，ＮＺトロフィー‐G2，朝

日杯フューチュリティＳ‐G1 ２着，からまつ賞，etc.

４代母 ＊バブルプロスペクター（84 USA栗 Miswaki）IRE１勝
［子］ ザッツザプレンティ（00牡 ダンスインザダーク）３勝，菊花賞‐Jpn1，Ｒ

たんぱ杯２歳Ｓ‐Jpn3，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
マニックサンデー（97牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，サンスポ４歳牝馬
特別‐Jpn2

［孫］ ＊ラヴアンドバブルズ（01牝 Loup Sauvage）FR３勝，クロエ賞‐G3，
Criterium de Languedoc‐L，クレオパトル賞‐G3 ２着，etc.

エポワス（08� ＊ファルブラヴ）７勝，キーンランドＣ‐G3，大阪―ハン
ブルクＣ‐L，函館スプリントＳ‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ムラカミファーム＝新冠町朝日 �0146-47-2502
生 産 牧 場： ㈲ムラカミファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

946 ホワイトプラネット２０２１ �・芦 ５／１０

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormエスケンデレヤ アルデバランライト Seattle Slew

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューホワイトプラネット アグネスタキオン

��
��
�フェアノータム芦 2010 ＊バブルウイングス

1b
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ボンジュールカレン（06黒鹿 ゴールドアリュール）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－４（16）〕
リビエールブルー（10牝鹿 アドマイヤムーン）�５勝�４勝�
シゲルミマサカ（11牝青鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝，��２勝
マラケシュ（12牝青鹿 ヴァーミリアン）１勝
アサムシホープ（14牡栗 メイショウボーラー）�３勝
マーカス（15牡鹿 ローレルゲレイロ）��２勝
アラカザーム（18牝栗 ＊アジアエクスプレス）�１勝

２代母 ＊ベンチャービジネス（96 USA鹿 Danzig）出走
エイミングポイント（02牡 タヤスツヨシ）２勝，青葉城特別
エンドレスビジネス（03牝 ＊エンドスウィープ）４勝，苗場特別

フィードバック（16� ブラックタイド）�４勝，アレキサンドライトＳ，チバ
テレ杯，障害１勝

３代母 ストラティージクマヌーヴァー Strategic Maneuver（91 USA鹿 Cryptoclearance）
USA５勝，メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，デムワゼルＳ‐G2，スカイ
ラヴィルＳ‐G2，Florida Oaks‐L ３着
イシグル Ishiguru（98牡 Danzig）GB・FR・IRE３勝，フライイングファイヴＳ‐G3，

Belgrave S‐L，Richard H. Faught Memorial S‐L ２着，種牡馬
キャットファイター Cat Fighter（00 牝 Storm Cat）USA３勝，ラカニャーダＳ

‐G2，エルエンシノＳ‐G2 ３着，ルイヴィルＢＣＨ‐G2 ３着，etc.
タクティクムーヴTacticmove（01牝 Deputy Minister）USA出走

グッドラックガスGood Luck Gus（12� Lookin At Lucky）USA５勝，Ha
ynesfield S‐R，Albany S‐R，Damon Runyon S‐R，etc.

ワイルキャットWile Cat（03 牝 Storm Cat）不出走
シュムース Shumoos（09牝 Distorted Humor）GB・USA３勝，サイレニアＳ

‐G3，クイーンメアリーＳ‐G2 ２着，チェリーヒントンＳ‐G2 ３着，etc.
ライネット Lynnette（08 牝 ＊ヨハネスブルグ）USA２勝

ジェニファーライネット Jennifer Lynnette（13 牝 Elusive Quality）USA・C
AN４勝，ロイヤルノースＳ‐G3，Star Shoot S‐L ２着，Zadracart
a S‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： 村上牧場＝新冠町朝日 �0146-47-4220
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： 村上牧場＝新冠町朝日 �0146-47-4220

947 ボンジュールカレン２０２１ �・青鹿 ３／ ５
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤボンジュールカレン
＊ Danzig

��
��
�ベンチャービジネス黒鹿 2006 Strategic Maneuver

4g
サンデーサイレンスM3×S4 Nureyev M4×S5 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 マイネマニフィーク（02鹿 アドマイヤベガ）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（34）〕
レッドフェアリー（09牡鹿 ＊サウスヴィグラス）�14 勝
サンマルヴィグラス（10牡鹿 ＊サウスヴィグラス）２勝
タケノペガサス（11牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�５勝��４勝，背振山賞（Ｄ1750），

筑紫野賞（Ｄ1750），ル・プランタン賞（Ｄ1800）３着
タケノサイコウ（19牡 ロードバリオス）���１勝・８勝，カペラ賞

サンマルゴージャス（13牝鹿 メイショウボーラー）�５勝�２勝�
グロースアルティヒ（14牡鹿 ＊ロードアルティマ）入着２回，���１勝
マカロン（15牝鹿 ＊モンテロッソ）��３勝
ハオプトロレ（19牡鹿 ＊パイロ）���入着
フィアスサーメット（20牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）��入着

２代母 マイネゴージャス（96鹿 ＊トニービン）入着２回
マイネルデラックス（01牡 ＊ペンタイア）	２勝
マイネルランプロス（03牡 ＊ブライアンズタイム）３勝
マイネルエルドール（04牡 スペシャルウィーク）
３勝�２勝�入着３回�
コスモアンフォセ（07牡 ＊ロージズインメイ）�４勝�４勝�３勝���
入着 21回

３代母 レツドコスモス（79鹿 マルゼンスキー）不出走
スピードライダー（86牡 カツラギエース）４勝，節分賞，東風Ｓ３着，��３勝
マイネルージュ（88牝 ＊ノーリユート）入着４回

マルマツジェット（00牡 ＊パークリージエント）��２勝��入着３回，ニュー
イヤーＣ３着

マイネアリーナ（90牝 カツラギエース）１勝，呉竹賞３着
マイネルスタード（99牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，三条特別，美濃特別２着，

横手特別３着，etc.，�10 勝��入着

４代母 ヒンドバース（68鹿 ＊ヒンドスタン）２勝
［孫］ ロングレザー（81牝 ＊ダンサーズイメージ）４勝，ローズＳ‐Jpn2，桜花

賞‐Jpn1 ２着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.
マイネルブラウ（97牡 アンバーシヤダイ）５勝，小倉大賞典‐Jpn3，中日
新聞杯‐Jpn3 ２着，愛知杯‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲絵笛牧場＝浦河町上絵笛 �0146-22-0686
生 産 牧 場： ㈲絵笛牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

948 マイネマニフィーク２０２１ �・鹿 ４／２９

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Preachパイロ ワイルドヴィジョン Wild Again

��
��
�Wild VisionUSA 黒鹿 2005 Carol's Wonder

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤベガ ベガマイネマニフィーク ＊トニービン

��
��
�マイネゴージャス鹿 2002 レツドコスモス

＊フロリースカツプ 3l
トニービンM3×M4

価格： 購買者：



母 リリースタイル（13鹿 マンハッタンカフェ）�１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
クリノス（18牝栗 ＊グラスワンダー）��入着�
アンビシャスサルー（19牡鹿 エスポワールシチー）���１勝

２代母 ファイナルリリー（07黒鹿 ＊ロージズインメイ）出走
リーガルリリー（15牝 ＊ヨハネスブルグ）２勝
レサイヤ（16牡 ＊サウスヴィグラス）１勝

３代母 リンデンリリー（88栗 ＊ミルジヨージ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，ロー
ズＳ‐Jpn2，馬籠特別
リンデンジョオー（93牝 ＊リアルシヤダイ）入着２回

コマノシャーク（99牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，鳴海特別，和田岬特別３着
コマノマコ（00牝 ＊フォーティナイナー）３勝，鎌倉特別３着，�１勝
コマノハイ（02牡 スペシャルウィーク）３勝，阿寒湖特別，英彦山特別，黄菊

賞３着
コマノルカン（03牡 ＊ボストンハーバー）４勝，醍醐特別，ＳＴＶ賞，山城Ｓ２

着，etc.
コマノアクラ（08牝 フジキセキ）入着
コマノインパルス（14牡 ＊バゴ）２勝，京成杯‐G3，葉牡丹賞２着

リンデンシラユリ（94牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
グラヴィテーション（06牡 ネオユニヴァース）４勝，恵庭岳特別２着，夕張特

別２着，錦秋Ｓ３着
リンデンルレーブ（95牝 ＊ノーザンテースト）２勝，浄土平特別３着

マスイデア（09牝 リンカーン）４勝，美利河特別，ＳＴＶ杯，ＨＴＢ杯３着，etc.
ヤマカツリリー（00牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，

阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ３着，etc.
ヤマカツハクリュウ（07牡 ＊クロフネ）５勝，奥多摩Ｓ，神奈川新聞杯，竹尾特

別，etc.，障害２勝
ハナイチリン（03牝 ＊ボストンハーバー）４勝

ヒラソール（16� マツリダゴッホ）４勝，名鉄杯‐OP ３着，天保山Ｓ‐OP ３
着，高瀬川Ｓ，��１勝��

販売申込者・所有者： 阿部 栄乃進＝厚真町浜厚真 �0145-28-2609
生 産 牧 場： 阿部 栄乃進
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

949 リリースタイル２０２１ 牡・黒鹿 ４／２７
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

�
�
�
�
�
�
�
�
� Flame of Taraサトノクラウン

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジリリースタイル ＊ロージズインメイ

��
��
�ファイナルリリー鹿 2013 リンデンリリー

＊シユリリー 7d
Mill Reef S5×M5

価格： 購買者：



母 イシノウォーニング（07栗 ＊ムーンバラッド）�１勝�２勝，阿久利黒賞
（Ｄ1600）２着，不来方賞（Ｄ2000）３着，ひまわり賞（Ｄ2000）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（９）〕
ヤマサンホワイト（15牡栗 ロジユニヴァース）��入着��２勝
バトルレディネス（16牝黒鹿 ＊バトルプラン）��５勝
レストレーション（17�黒鹿 アサクサキングス）入着２回，���２勝
キュートシャイン（18牝鹿 アドマイヤマックス）�	出走
シャルムドール（19牝黒鹿 ベルシャザール）�出走

２代母 イシノドリーム（98鹿 ＊ウォーニング）��２勝
ミラクルマオ（05牝 ニューイングランド）	４勝
１勝
キングカイ（08� キングヘイロー）�４勝
アーユーカトレア（13牝 マヤノトップガン）�１勝
スマッグフェイス（14牡 ローレルゲレイロ）	２勝
エンドウォーニング（15牡 ＊プリサイスエンド）入着，���２勝
ケイコクノビジン（16牝 サンカルロ）	１勝

３代母 イーストサツキ（88鹿 ヤマニンスキー）１勝

４代母 イーストサイド（69鹿 ＊パーソロン）６勝，中冬Ｓ，みちのくＳ，福島民報杯，
奥多摩特別
［子］ モガミチャンピオン（85牡 トウシヨウボーイ）６勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，

札幌記念‐Jpn3 ２着，新潟大賞典‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
アドマイヤゲイル（92牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ＮＺトロフィー４歳
Ｓ‐Jpn2 ３着，マーガレットＳ‐OP ２着，菜の花Ｓ‐OP ２着，etc.

ピアレスレデイ（79牝 ＊テスコボーイ）４勝，ターコイズＳ‐OP，錦秋特
別，習志野特別

ツジノジヨオー（84牝 ＊ターゴワイス）３勝，相川特別，加治川特別３着
［孫］ ニホンピロラック（88牡 ＊ラツキーソブリン）６勝，シンザン記念‐Jpn3

３着，クリスマスＳ‐OP，etc.，障害３勝，東京障害特別（秋）
［曾孫］ ミヤビランベリ（03牡 ＊オペラハウス）７勝，ＡＲ共和国杯‐G2，目黒記

念‐G2，七夕賞‐G3（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

950 イシノウォーニング２０２１ �・栗 ３／ ５

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊ Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

�ムーンバラッド Velvet Moonイシノウォーニング ＊ウォーニング

��
��
�イシノドリーム栗 2007 イーストサツキ

＊ビユーチフルドリーマー 12
Mr. Prospector S5×S5 Roberto S5×M5

価格： 購買者：



母 メジロコウミョウ（08黒鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－１（８）〕
テンノイセヒメ（16牝黒鹿 トーセンジョーダン）��７勝�１勝
コウソクスピード（17�青鹿 ヴィクトワールピサ）�３勝，東村山特別（Ｄ1300）
シホノディレット（19牡鹿 ＊アジアエクスプレス）�２勝
アドマイヤサジー（20牝黒鹿 ＊ハービンジャー）�未出走

２代母 メジロルルド（02栃栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
メジロクリントン（07牡 ＊アグネスデジタル）１勝，障害２勝
ルルドノヒトミ（10牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝
ライアンセンス（11牡 ジャングルポケット）１勝
マッサビエル（12牡 ＊ハービンジャー）３勝，芦ノ湖特別，新緑賞，水仙賞２着
ポリアンサ（16牝 ＊ハービンジャー）２勝，菜の花賞３着

３代母 メジロドーベル（94鹿 メジロライアン）10勝，オークス‐Jpn1，秋華賞
‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1（２回），阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，オールカマー
‐Jpn2，etc.，優２牝，優３牝，優父内，優古牝（2回）
メジロシャレード（06牝 マンハッタンカフェ）１勝

ショウナンラグーン（11牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，青葉賞‐G2，菊花賞
‐G1 ５着，山吹賞３着，etc.

メジロオードリー（07牝 スペシャルウィーク）２勝，遊楽部特別２着，松浜特別３
着，春菜賞３着
ホウオウイクセル（18牝 ルーラーシップ）�２勝，フラワーＣ‐G3，フェアリ

ーＳ‐G3 ２着
メジロダイボサツ（08牡 ディープインパクト）１勝，横津岳特別３着，種牡馬
レーヌドブリエ（12牝 ゼンノロブロイ）４勝，夕月特別，松浜特別，清水Ｓ２着，etc.
ホウオウドリーム（14牡 ルーラーシップ）４勝，御堂筋Ｓ，南武特別，積丹特別３着

４代母 メジロビユーテイー（82鹿 ＊パーソロン）２勝，スイートピー賞
［子］ メジロコルセア（02牡 メジロライアン）５勝，みなみ北海道Ｓ‐L，松前特

別，開成山特別
［孫］ メジロマントル（97牡 ＊ヘクタープロテクター）７勝，鳴尾記念‐Jpn3，

朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，朱鷺Ｓ，etc.，��１勝��

販売申込者・所有者： ㈱レイクヴィラファーム＝洞爺湖町成香 �0142-82-5565
生 産 牧 場： ㈱レイクヴィラファーム
飼 養 者： ㈱レイクヴィラファーム＝洞爺湖町成香 �0142-82-5565

951 メジロコウミョウ２０２１ �・鹿 ２／１３
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインモーリス ＊カーネギー

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスメジロコウミョウ ＊サンデーサイレンス

��
��
�メジロルルド黒鹿 2008 メジロドーベル

＊デヴオーニア 10d
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 ライムチャン（13鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝
初仔

２代母 キープザフェイス（02栗 エアジハード）４勝，苗場特別，河口湖特別
キープザブレイヴ（08牡 ゼンノロブロイ）�３勝
スローライフ（11牝 ハーツクライ）入着２回，�３勝

３代母 ライプオレンジ（95栗 ＊ヘクタープロテクター）１勝
レッドアイ（06� タニノギムレット）４勝，伊勢佐木特別３着
ティノ（13牝 ＊キンシャサノキセキ）入着２回

テーオーディエス（18牝 ラブリーデイ）�２勝，十日町特別

４代母 ダイナオレンジ（83栗 ＊ノーザンテースト）８勝，新潟記念‐Jpn3，吾妻小富
士賞‐OP，フリーウェイＳ，越後特別，赤倉特別２着，etc.
［子］ センターライジング（93牝 ＊ヘクタープロテクター）４勝，サンスポ４歳

牝馬特別‐Jpn2，中京３歳Ｓ‐OP，コスモス賞‐OP，etc.
ブラッドオレンジ（96牡 フジキセキ）４勝，シドニーＴ，小石原特別，知
多特別３着，etc.

スマイリングカット（91牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，松浜特別３着
［孫］ アプリコットデュー（95牝 ＊ヘクタープロテクター）５勝，漁火Ｓ，米沢

特別，庄内川特別，etc.
センターキュリオス（98牡 メジロライアン）１勝，野苺賞２着，ムーニー
バレーレーシングＣ賞２着

［曾孫］ エイティーンガール（16牝 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，京阪杯‐G3，キー
ンランドＣ‐G3，キーンランドＣ‐G3 ２着，etc.

ダイワリベラル（11牡 ダイワメジャー）６勝，ニューイヤーＳ‐L，東風Ｓ
‐L ２着，ニューイヤーＳ‐L ３着，etc.，�１勝���

マッドドッグ（15� ＊パイロ）��入着	２勝��２勝�入着，鎌倉記念
２着，王冠賞２着，南部駒賞２着

グリーンアラモード（03牡 ＊エリシオ）４勝，河原町Ｓ２着，安芸Ｓ２着，
御宿特別２着

ハーコット（09牡 ゼンノロブロイ）４勝，三陸特別２着，神奈川新聞杯３着

販売申込者・所有者： 山岡ファーム＝新冠町西泊津 �090-2698-9011
生 産 牧 場： 山岡ファーム
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

952 ライムチャン２０２１ �・栗 ２／２７
＊ Silver Hawk

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� グラスワンダー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Amerifloraスクリーンヒーロー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ランニングヒロイン栗 2004 ダイナアクトレス

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンライムチャン エアジハード

��
��
�キープザフェイス鹿 2013 ライプオレンジ

＊サワーオレンジ 8g
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×M5 Hail to Reason S5×S5
Northern Dancer S5×S5 His Majesty S5×M5
価格： 購買者：



母 マチカネセキガハラ（06栗 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（５），地方－２（３）〕
ヴェルミオン（13牡鹿 ヴァーミリアン）�２勝��入着４回
ビップキャッツアイ（14牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，��１勝
ケールダンセール（15牝芦 ＊クロフネ）２勝
キセキノカガヤキ（16牝黒鹿 トーセンホマレボシ）１勝，���入着３回
ラグビーボーイ（17牡黒鹿 エイシンフラッシュ）１勝
ミエノアッパレ（19牡鹿 ルーラーシップ）�入着

２代母 ＊マチカネチコウヨレ（99 USA栗 Deputy Minister）不出走
マチカネニホンバレ（05牡 ＊シンボリクリスエス）７勝，エルムＳ‐G3，マリーンＳ

‐L，ブリリアントＳ‐L，ブリリアントＳ‐L ２着，フェブラリーＳ‐G1 ５着，etc.，
�３勝�１勝���

アシェンライト（09牡 ＊ファンタスティックライト）１勝
ゲットクローサー（12牝 ＊ワイルドラッシュ）２勝
サトノティターン（13牡 ＊シンボリクリスエス）６勝，マーチＳ‐G3，ブラジルＣ‐L，

エルムＳ‐G3 ３着，ブリリアントＳ‐L ３着，スレイプニルＳ‐OP ３着，etc.
ウェルカムゴールド（15牡 ゴールドアリュール）４勝，スレイプニルＳ‐OP ３着，

瀬戸Ｓ

３代母 アリーズベル Alysbelle（89 USA鹿 Alydar）USA４勝，ラカニャーダＳ
‐G2，Variety Queen S‐R，ハリウッドオークス‐G1 ３着，サンタマリアＨ
‐G1 ３着，デルマーオークス‐G2 ３着，etc.

＊マチカネキンノホシ（96牡 Seattle Slew）４勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，ＡＪＣＣ
‐Jpn2，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

ベルオヴザバンドBelle of the Band（97牝 Dixieland Band）USA１勝
＊ザガールインザットソング（11牝 My Golden Song）USA５勝，ラカニャーダＳ

‐G2，Happy Ticket S‐L，Lone Star Texas Stallion S‐R，etc.
ベターザンモーストBetter Than Most（04 牝 Elusive Quality）不出走

モアザンモーストMore Than Most（13 牝 Indygo Mountain）USA８勝，La S
enorita S‐L，San Jacinto Turf S‐R，Fiesta Mile S‐R，etc.

レッドゴースト Red Ghost（18 牝 Ghostzapper）�USA３勝，ミスプリーク
ネスＳ‐G3

販売申込者・所有者： アイズスタッド㈱＝日高町清畠 �01456-5-2022
生 産 牧 場： アイズスタッド㈱
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

953 マチカネセキガハラ２０２１ �・黒鹿 ３／２７
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーマチカネセキガハラ
＊ Deputy Minister

��
��
�マチカネチコウヨレ栗 2006 Alysbelle

20
Hail to Reason S5×M5 Raise a Native S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 マイネローレライ（08青鹿 ＊ロージズインメイ）入着３回，�２勝�入着��
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
バトルローア（15牝鹿 ＊バトルプラン）�２勝��
ボルドーアラン（18牡黒鹿 ＊アイルハヴアナザー）���１勝���入着９回

２代母 ラッキーマーメイド（02黒鹿 フジキセキ）出走
ラブミーアゴー（09牝 ＊ロージズインメイ）�１勝��１勝�１勝�入着，のじぎく

賞３着

３代母 ビワグッドラック（95鹿 ＊アジュディケーティング）３勝，ローズＳ‐Jpn2
２着，野分特別
ノーメイク（03牝 アグネスタキオン）入着２回，�２勝�４勝�入着，兵庫牝馬特

別２着，兵庫クイーンＣ２着

４代母 ＊マラブー（89 USA栗 Roberto）GB入着
［子］ ビコーフェザー（04	 ＊ホワイトマズル）入着２回，障害３勝，東京ハイ

ジャンプ‐JG2 ２着，新潟ジャンプＳ‐JG3 ２着，東京ハイジャンプ
‐JG2 ３着，etc.

［孫］ シルクフェイマス（99牡 マーベラスサンデー）９勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，京
都記念‐Jpn2，日経新春杯‐Jpn2，etc.，種牡馬

ケンブリッジエル（06牡 ＊エイシンプレストン）４勝，シルクロードＳ
‐G3 ３着，勝浦特別，雪うさぎ賞，etc.

ケンエンデバー（03牝 マーベラスサンデー）３勝，仁山特別
［曾孫］ ケンガイア（16牝 トランセンド）��４勝�１勝，ハヤテスプリント，Ｏ

ＲＯターフスプリント３着（２回）
テイエムグッドマン（14牡 ＊アグネスデジタル）３勝，高瀬川Ｓ２着，鳴
門Ｓ２着，播磨Ｓ３着，etc.，障害１勝

ライトニングブルー（20牝 ホッコータルマエ）��１勝，栄冠賞２着

販売申込者・所有者： ㈲荒谷牧場＝青森県上北郡東北町 �0176-62-2825
生 産 牧 場： ㈲荒谷牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

954 マイネローレライ２０２１ �・青鹿 ３／１４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Devil His Due

�
�
�
�
�

��
��

�ロージズインメイ Tell a Secretマイネローレライ フジキセキ

��
��
�ラッキーマーメイド青鹿 2008 ビワグッドラック

＊マラブー 5g
Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 マイラッキー（05鹿 Elusive Quality）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（11），地方－１（８）〕
メイショウパワーズ（11牡栗 メイショウボーラー）３勝，ヒヤシンスＳ‐LR
（Ｄ1600）２着，端午Ｓ‐OP（Ｄ1400）

メイショウザイル（13牡鹿 メイショウボーラー）入着，��８勝
メイショウヴォルガ（14牡鹿 メイショウサムソン）４勝，��出走
メイショウヒバリ（17牝栗 ＊サウスヴィグラス）�３勝
メイショウキッド（19牡鹿 ホッコータルマエ）�１勝
メイショウコガシラ（20牡黒鹿 メイショウボーラー）�未出走

２代母 ＊エレクションスター（99 USA栗 Deputy Minister）USA２勝
エレクションバウElection Vow（10� Broken Vow）USA・CAN11勝

３代母 マフドゥーダMahhdooda（94 USA鹿 ＊フォーティナイナー）USA出走
ビューティフルクレイジー Beautiful Crazy（00牝 Capote）USA４勝，Hawth

orne Oaks‐L
ラッキーフライヤー Lucky Flyer（05 牝 Fusaichi Pegasus）USA１勝
ナヴァルコマンドNaval Command（12牝 Midshipman）USA３勝，
Happy Ticket S‐L，Cassidy S２着

４代母 ラッキ－ラッキ－ラッキ－Lucky Lucky Lucky（81 USA鹿 Chieftain）US
A６勝，ケンタッキーオークス‐G1，メイトロンＳ‐G1，ブラックアイドスーザン
Ｓ‐G2，アルシバイアディズＳ‐G2，ガーデニアＳ‐G2，etc.
［子］ マシャイルMashair（90 牝 Diesis）GB１勝，Ballymacoll Stud S‐L

２着
［孫］ ハードドライヴィン Hard Drivin'（98 牡 Muhtarram）BRZ９勝，ダービ

ークラブ大賞‐G3（２回），ジョアンサンパイオ会長大賞‐G3（２回），
オズワルドアランハ大賞‐G1 ３着，etc.

プエルトリコ Puerto Rico（04牡 Dubai Dust）BRZ２勝，ヒカルドＬヴ
ィディガル大賞‐G3 ２着

マラーMarah（97牝 Machiavellian）GB１勝，Star S‐L ３着
アンバリ Anbari（97 牡 Muhtarram）GB・NOR・SWE・SPA11 勝，S
kanska Faltrittklubbens Jubileums‐L ３着

販売申込者・所有者： 村下 明博＝浦河町野深 �0146-27-4352
生 産 牧 場： 村下 明博
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

955 マイラッキー２０２１ �・鹿 ４／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

イルーシヴクォリティ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Elusive Quality Touch of Greatnessマイラッキー
＊ Deputy Minister

��
��
�エレクションスター鹿 2005 Mahhdooda

6e
Mr. Prospector S4×M4×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 マインツ（12青 ＊ジャイアントレッカー）�10 勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ヒルノエルニド（18牝黒鹿 トゥザグローリー）��２勝�入着４回
デルマアズラエル（19牡芦 ＊ダンカーク）���１勝

２代母 メトロポリタン（07黒鹿 スペシャルウィーク）１勝
ダンシングハルク（13牡 ＊ジャイアントレッカー）�９勝

３代母 カーニバルソング（01鹿 ＊エルコンドルパサー）１勝，ダリア賞‐OP ３着
プロフェッサー（09牡 リンカーン）２勝，甲武特別
インターンシップ（11牡 ディープインパクト）１勝，国東特別２着，鳥栖特別３着
アンビシャス Ambitious（12 牡 ディープインパクト）５勝，産経大阪杯‐G2，ラジ

オＮＩＫＫＥＩ賞‐G3，プリンシパルＳ‐LR，etc.，AUS入着２回

４代母 ＊カルニオラ（93 GB鹿 RainbowQuest）FR４勝，P. Rose deMai‐L
［子］ シュトラウス（03牡 ＊エンドスウィープ）２勝，寺泊特別
［孫］ ダークサイド（11� ＊ストーミングホーム）１勝，八丈島特別２着
［曾孫］ ニシノアカツキ（11牝 ＊オペラハウス）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着，ク

イーンＣ‐G3 ３着，オークス‐G1 ４着
ニシノラブウインク（19牝 エピファネイア）�１勝，フラワーＣ‐G3 ２着

５代母 カーニヴァルスピリットCarnival Spirit（86 GB栗 Kris）GB１勝
［子］ イグゾールテイション Exaltation（98牡 RainbowQuest）IRE・UAE２

勝，ガリニュールＳ‐G3，ロイヤルホイップＳ‐G2 ３着，愛ダービ
ートライアルＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

バスリング Bustling（99 牝 ＊デインヒル）FR・GER４勝，Derby duMi
di‐L，マルレ賞‐G2 ３着，P. Caravelle‐L ２着

バランキラ Baranquilla（01 牝 Acatenango）FR２勝，P. Madame Jea
n Couturie‐L

［孫］ バズワード Buzzword（07牡 Pivotal）GB・FR・GER・USA・UAE・T
UR３勝，独ダービー‐G1，ラロシェット賞‐G3，ジャンリュクラガ
ルデール賞‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 浦河小林牧場＝浦河町西幌別 �090-9080-5588
生 産 牧 場： 浦河小林牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

956 マインツ２０２１ 牡・鹿 ３／２４

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� Trolley Songダンカーク シークレットステイタス A.P. Indy

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊ Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�ジャイアントレッカー Homewreckerマインツ スペシャルウィーク

��
��
�メトロポリタン青 2012 カーニバルソング

＊カルニオラ 16a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 マリーンジャングル（10黒鹿 ジャングルポケット）�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
トウホクファルコン（17牝鹿 スマートファルコン）��２勝�
ステファニー（19牝栗 エスポワールシチー）���入着

２代母 ビッグマリーン（01黒鹿 フジキセキ）１勝，野路菊Ｓ‐OP ２着，りんどう賞２着
ロイヤルデジタル（06牡 ＊アグネスデジタル）��３勝
マストバイアイテム（07牝 ＊アフリート）３勝

ヨハン（16牡 ＊ヨハネスブルグ）４勝，ＴＶ静岡賞，カトレア賞３着，���入
着４回

ノーリス（18牡 ＊アジアエクスプレス）�３勝，大島特別
ドライスタウト（19牡 ＊シニスターミニスター）�２勝，オキザリス賞，��１

勝�，全日本２歳優駿‐Jpn1
サンライズポパイ（08牡 サクラバクシンオー）２勝，伏拝特別，中京スポニチ賞２

着，喜多方特別２着，五色沼特別２着
サンライズカラー（09牡 キングカメハメハ）２勝
サンライズセナ（15牡 ＊カジノドライヴ）�３勝，日進特別，花園Ｓ２着，花のみち

Ｓ３着，リボン賞３着
ビッグブルー（16牡 ＊タートルボウル）１勝，��６勝

３代母 ドラゴンマリーン（96鹿 ＊リアルシヤダイ）２勝，黄菊賞，りんどう賞２着
ティキマハロ（07牡 ＊バゴ）１勝，小倉城特別２着，岩船特別３着，白藤賞３着，�１勝

４代母 ＊パーフェクトポイント（82 USA鹿 Nijinsky）USA８勝，Rumson H‐L，
Susquehanna H，ダイアナＨ‐G2 ２着，ニューヨークＨ‐G2 ３着，クイー
ンシャーロットＨ‐G2 ３着，etc.

５代母 チャームスクールCharm School（70 USA栗 Dr. Fager）不出走
［孫］ パースエイシヴ Persuasive（88 牝 EndsWell）USA11 勝，Rosenna S

３着
［曾孫］ ジーナコーズ Zina Cause（00	 Cause for Pause）USA８勝，Inau

gural H

販売申込者・所有者： 伊藤牧場＝青森県八戸市 �0178-83-2555
生 産 牧 場： 伊藤牧場
飼 養 者： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

957 マリーンジャングル２０２１ 牡・青鹿 ３／２８

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

�
�
�
�
�
�
�
�
� Height of Fashionバゴ ムーンライツボックス Nureyev

��
��
�Moonlight's BoxFR 黒鹿 2001 Coup de Genie

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーマリーンジャングル フジキセキ

��
��
�ビッグマリーン黒鹿 2010 ドラゴンマリーン

＊パーフェクトポイント 1l
Nureyev S3×M4 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 マルティプライ（07黒鹿 Fusaichi Pegasus）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（41）〕
ユンゼイ（12牡鹿 ゴールドアリュール）�14 勝�
セイントレイチェル（14牝青鹿 カネヒキリ）��１勝�３勝�３勝�２勝��
マイネルトワイス（15牡栗 ディープスカイ）入着，���７勝
カセノウィナー（16牡栗 エスポワールシチー）２勝，土湯温泉特別（Ｄ1700）
ガンバギフ（17牝黒鹿 フェノーメノ）��９勝
グランフェデリーゴ（18牡青鹿 フェノーメノ）��入着２回���入着７回，若駒

賞（Ｄ1600）３着
キバルスター（19牡青 トゥザワールド）��２勝

２代母 ＊マイティーダンサー（00 GER黒鹿 Alzao）GER・ITY・USA・CAN・TUR・DE
N４勝，フランクフルト牝馬賞‐G3 ２着，バーデンヴュルテンベルクトロフィ‐G3
３着，ブレーメン牝馬大賞‐G3 ３着，スカンディナヴィアオープンＣｈ．‐G3 ３着
マスカレイド（09牝 アグネスタキオン）	３勝
セイユウダンサー（14牝 ネオユニヴァース）	４勝�１勝��
ミックスベリー（18牝 コパノリチャード）
１勝�１勝��

３代母 モルトインガンバMolto In Gamba（92 GER栗 Surumu）GER１勝
モーストオナラブルMost Honourable（97� Law Society）GER２勝，P. der F

irma Jungheinrich Gabelstapler‐L ２着，Grosser Radeberger Pilsner Prei
s‐L ３着

４代母 モーレMole（74 GER栗 Espresso）GER５勝，P. der Jahrlingsauktion，
GER障害１勝
［子］ モンドリアンMondrian（86牡 Surumu）GB・FR・GER・USA12 勝，独ダ

ービー‐G1，オイロパ賞‐G1，バーデン大賞‐G1（２回），etc.，種牡馬
［曾孫］ ゴヴィンダGovinda（07� Pulpit）FR・GER・ITY・UAE・NOR・S

WE・DEN12勝，ハンブルクフリーガートロフィ‐G3（２回），ゴルデ
ネパイチェ‐G2 ２着，Bremer Sprint Cup‐L ２着，etc.

ハワードルカナール Howard Le Canard（01� Hamas）FR・GER８勝，
G.P. de la Riviera Cote d'Azur‐L，Derby duMidi‐L ２着，
Le Vase d'Argent‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： 村上 雅規＝新冠町朝日 �0146-47-2652
生 産 牧 場： 村上 雅規
飼 養 者： 村上 雅規＝新冠町朝日 �0146-47-2652

958 マルティプライ２０２１ �・栗 ２／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

フサイチペガサス Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Fusaichi Pegasus Angel Feverマルティプライ
＊ Alzao

��
��
�マイティーダンサー黒鹿 2007 Molto In Gamba

2w
Halo S4×M5 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 マイネフォクシー（01鹿 メジロライアン）１勝，�16 勝�入着��，ゴールド争
覇（Ｄ1600），サマーＣ（Ｄ1400），新春盃（Ｄ1400），読売レディス杯（Ｄ1500）２
着，マイル争覇（Ｄ1600）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（６），地方－７（17）〕
タキカズ（09牡鹿 テレグノシス）��１勝・４勝��３勝�入着２回
ナインテイルズ（11牡栗 ローエングリン）６勝，淀短距離Ｓ‐L（芝 1200），京阪杯

‐G3 ２着，アイビスサマーダッシュ‐G3 ３着，水無月Ｓ（芝 1200），壬生特
別（芝 1200），みちのくＳ（芝 1200）２着，駿風Ｓ（芝 1000）３着，彦根Ｓ
（芝 1200）３着，淀屋橋Ｓ（芝 1200）３着，芦屋川特別（芝 1200）３着，etc.

タカ（12牝栗 ローエングリン）�１勝�２勝
サムライサーベル（13牝鹿 サムライハート）�１勝�入着５回
キンショーフェスタ（14牡鹿 ナカヤマフェスタ）�２勝
ティーズフェリス（15牡鹿 ＊エイシンアポロン）��１勝
シックガニアン（16牡鹿 ナカヤマフェスタ）入着，	１勝
ヨモギ（17牝栗 ワールドエース）
	入着２回
サウスエクスプレス（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）
��１勝

２代母 ＊ゴールデンタッソー（90 USA鹿 Tasso）２勝，清津峡特別３着
ダスティーウィン（96牡 ニホンピロウイナー）２勝
ヨロコビノサイフ（99牡 メジロライアン）２勝，飯盛山特別

３代母 リードダンサー Lead Dancer（80 USA鹿 The Minstrel）USA１勝
チェルシーズチャームChelsea's Charm（93牝 Rare Brick）USA３勝

レアチャーム Rare Charm（00牝 Cathexis）USA２勝，CTBA Lassie S‐R
３着

ルイシータズチョイス Luisita's Choice（95� Sports View）USA・PR16 勝，P
ennsylvania T.H.A. Juvenile S，Primer S‐L ２着，New Kent S‐L ３着

４代母 バニングBanning（65 CAN鹿 Crafty Admiral）IRE 出走
［孫］ ハイラート Hyrat（97 牡 Tsunami Slew）BRZ12 勝，ＡＢＣＰＣＣ大賞

‐G1，P. Semana Internacional‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2446
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

959 マイネフォクシー２０２１ 牡・鹿 ３／２９
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

アンバーシヤダイ

�
�
�
�
�

��
��

�メジロライアン メジロチエイサーマイネフォクシー
＊ Tasso

��
��
�ゴールデンタッソー鹿 2001 Lead Dancer

1s
Halo S4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊マジックポーションⅡ（06 IRE 鹿 Danehill Dancer）IRE 出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（10）〕
ミストラルジョワ（12牝鹿 Elusive Quality）�８勝
サンセットトウホク（13牡黒鹿 ディープインパクト）１勝
ミツカネマジック（14牝黒鹿 ＊ハービンジャー）�１勝�
ルーモス（15牝黒鹿 ハーツクライ）２勝，�１勝
ディヴァイン（16牡栗 ハーツクライ）１勝
トーホウバッカス（18牡青鹿 ダイワメジャー）��入着３回
クリノガイア（19牝栗 ジャスタウェイ）�出走
マルプリ（20牝鹿 ミッキーアイル）�未出走

２代母 ラシャンバレイRussian Ballet（88 USA栗 Nijinsky）IRE 入着
＊マチカネササメユキ（93牝 Woodman）２勝，富良野特別２着，インディアＴ３着，

積丹特別３着，湯川特別３着
ファーゴ（09牝 ハーツクライ）３勝，村上特別，三条特別２着，松浜特別２着，

寺泊特別３着
ヴァルディゼール（16牡 ロードカナロア）３勝，シンザン記念‐G3，洛陽Ｓ‐L

ドクタージョンソンDr Johnson（94牡 Woodman）IRE４勝，Ballycullen S
‐L，Silver S‐L，愛ダービー‐G1 ２着，種牡馬

バレットBallette（02 牝 Giant's Causeway）IRE２勝
セイチェムスピリット Sachem Spirit（09 牡 Mr. Greeley）USA・CAN５勝，

Arlington Classic‐L ２着
チェーロ Cerro（10� Mr. Greeley）ITY・USA13 勝，Canonero II S，

Delaware Barbaro S‐L ３着，Stanton S３着
ツァーリ Czar（12 牡 ＊マクフィ）USA２勝，Kentucky Downs Juvenile３着

３代母 セクスアピール Sex Appeal（70 USA栗 Buckpasser）不出走
＊トライマイベスト（75牡 Northern Dancer）GB・IRE４勝，デューハーストＳ‐G1，

ヴォクソールトライアルＳ‐G3，ラークスパーＳ‐G3，種牡馬
エルグランセニョール El Gran Senor（81 牡 Northern Dancer）GB・IRE７勝，

愛ダービー‐G1，英２０００ギニー‐G1，デューハーストＳ‐G1，愛ナショナルＳ
‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲秋田牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2764
生 産 牧 場： ㈲秋田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

960 マジックポーションⅡ２０２１ �・青鹿 ４／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� 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

＊

デインヒルダンサー ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Danehill Dancer Mira AdondeマジックポーションⅡ ラシャンバレイ Nijinsky

��
��
�Russian Ballet鹿IRE 2006 Sex Appeal

8f
Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 マヤノロシュニ（06芦 マンハッタンカフェ）４勝，飯豊特別（芝 1200），閃光特別
（芝 1000），飛翼特別（芝 1000），河北新報杯（芝 1200）２着，稲妻特別（芝 1000）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（21）〕
ニューヨーカー（14牡黒鹿 ＊ストーミングホーム）�１勝�５勝
マヤノフロスティ（15牡芦 ＊キングズベスト）��１勝・９勝
マヤノハルモニア（16牝鹿 ＊ハービンジャー）入着，��２勝���
シゲルジョウム（18牝栗 エピファネイア）�２勝
ワールドブルックス（19牡芦 ルーラーシップ）�	１勝

２代母 ＊ジゼールペン（91 USA芦 Cozzene）ITY４勝，Criterium Femminile‐L
ジゼルインラヴGiselle in Love（96牝 Law Society）ITY２勝

リセット Liset（02 牝 Almutawakel）ITY４勝，Criterium Femminile‐L，
P. Pietro Bessero‐L ２着，P. Ubaldo Pandolfi‐L ３着

マヤノタリーク（97牡 ＊ラムタラ）２勝，筑紫特別，あやめ賞３着
マヤノオードリー（99牝 マヤノトップガン）３勝，こでまり賞
マヤノジャハーン（00牡 マヤノトップガン）３勝，長岡特別，鞍ケ池特別
マヤノサムサラ（01牡 ＊トワイニング）３勝，大内宿特別２着，�５勝�入着��，

くろゆり賞３着

３代母 ガルソニエールGarconniere（82 IRE 鹿 ＊ゲイメセン）FR出走
ララヴァンダイア La Lavandaia（90 牝 Stalwart）ITY６勝

ハラヴ Halav（99
 Hamas）ITY９勝，P. Fia Breeder's C‐L
プリティデイヴィス Pretty Davis（92 牝 Trempolino）FR１勝，P. Yacowlef

‐L ３着

４代母 グリーディオヴゲインGreedy of Gain（71 GB黒鹿 Habitat）ITY４勝，
P. dei Laghi２着，P. Montevecchia３着
［子］ グリースGrease（79 牝 Filiberto）GB・FR・ITY・USA10 勝，伊グラン

クリテリウム‐G1，マルレ賞‐G2，クロエ賞‐G3，etc.
ゴドーGodot（77 牡 Canisbay）ITY４勝，ウンブリア賞‐G2，クリテリ
ウムナツィオナーレ‐G3，P. Resegone，etc.，種牡馬

［孫］ スーサレイション Susurration（87牝 Erins Isle）GB・FR・ITY・USA７勝，
パース賞‐G3，United Breweries S‐L，Darley S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲天羽牧場＝日高町清畠 �01456-5-7530
生 産 牧 場： ㈲天羽牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

961 マヤノロシュニ２０２１ �・鹿 ３／ ９
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

�
�
�
�
�
�
�
�
� Flame of Taraサトノクラウン

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジマヤノロシュニ
＊ Cozzene

��
��
�ジゼールペン芦 2006 Garconniere

6b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ランデックギブリ（12鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝
〔産駒馬名登録数：３〕
モッテルネ（19牝鹿 フェノーメノ）���入着３回
コンイルヴェント（20牡鹿 ミッキーアイル）�出走

２代母 アンナヴァン（01栗 ＊エンドスウィープ）１勝
サトノネプチューン（10牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，ホープフルＳ‐LR，韓国馬

事会杯２着，南総Ｓ３着
アナザーバージョン（11� ＊クロフネ）３勝，青竜Ｓ‐OP ２着，清里特別２着，富

嶽賞２着，瀬波温泉特別２着，彦星賞２着，etc.
サンキューゴッド（14� ＊ハービンジャー）�３勝
グリッサード（16牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
エールオンレール（17牝 エピファネイア）１勝
ミユキアイラブユー（19牡 ルーラーシップ）�２勝

３代母 フサイチミニヨン（96鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
アンブロワーズ（02牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，ファイナル

Ｓ‐L，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，etc.
ロシュフォール（15牡 キングカメハメハ）４勝，新潟大賞典‐G3 ３着，アメジ

ストＳ，ｔｖｋ賞，etc.
ビアンコカンドーレ（11牝 ＊チチカステナンゴ）１勝，基坂特別２着

４代母 ＊バレークイーン（88 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
［子］ アンライバルド（06牡 ネオユニヴァース）４勝，皐月賞‐Jpn1，スプリン

グＳ‐Jpn2，京都２歳Ｓ‐L ３着，etc.，種牡馬
フサイチコンコルド（93牡 Caerleon）３勝，日本ダービー‐Jpn1，菊花
賞‐Jpn1 ３着，すみれＳ‐OP，etc.，種牡馬

ボーンキング（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京成杯‐Jpn3，弥生賞
‐Jpn2 ２着，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，etc.，種牡馬

［孫］ ヴィクトリー（04牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，皐月賞‐Jpn1，若葉Ｓ
‐L，京都記念‐G2 ３着，etc.，種牡馬

リンカーン（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，京都大賞典‐G2，阪神大
賞典‐G2，日経賞‐Jpn2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

962 ランデックギブリ２０２１ �・青鹿 ５／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� 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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayランデックギブリ ＊エンドスウィープ

��
��
�アンナヴァン鹿 2012 フサイチミニヨン

＊バレークイーン 1l
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 リサイトアチャーム（04栗 アグネスタキオン）入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（３）〕
ウインディバイン（12牡黒鹿 ＊バゴ）�１勝�
ガーデンタイム（13牝鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝
ディヴェルト（17牝鹿 ワールドエース）�１勝

２代母 チャッターボックス（87鹿 ＊ターゴワイス）２勝，クレマチス賞，呉竹賞２着
タガノチャッター（92牝 ＊トニービン）��６勝

ロードヴァンガード（01牡 ＊ホワイトマズル）２勝，寒狭川特別
シルキー（93牝 ＊バイアモン）不出走

フィクシアス（04� ＊ボストンハーバー）４勝，八幡特別，秋吉台特別，桜草特
別２着，小郡特別３着，千葉日報杯３着

チャッターリップス（95牝 ＊リファーズウィッシュ）４勝，ディセンバーＳ‐OP ２
着，耶馬渓特別，市川Ｓ２着，房総特別２着，若水賞２着，etc.
カトルズリップス（08牝 マンハッタンカフェ）４勝，うずしおＳ，くるみ賞，

初音Ｓ２着，札幌スポニチ賞３着
フェリーチェレガロ（10牝 マンハッタンカフェ）４勝，古都Ｓ，五条坂特別３

着，�２勝
チャッターマジック（98牝 ＊ティンバーカントリー）１勝
ヒルオブトスカーナ（99牡 サクラローレル）３勝，津軽海峡特別３着
プレミアムボックス（03牡 アドマイヤベガ）８勝，京阪杯‐G3，ＣＢＣ賞‐G3，オ

ーシャンＳ‐Jpn3，阪神Ｃ‐G2 ２着，山城Ｓ，etc.
スワンキーポーチ（05牝 アグネスタキオン）１勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，菜の

花賞‐OP ２着

３代母 シヤダイチヤツター（80栗 ＊ノーザンテースト）６勝，小倉記念‐Jpn3，北九
州記念‐Jpn3 ２着，金鯱賞‐Jpn3 ２着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，小倉記念
‐Jpn3 ２着，etc.
スケアヘッドライン（88牝 ＊パドスール）不出走

スマートギア（05牡 マーベラスサンデー）５勝，中日新聞杯‐G3，京都大賞典
‐G2 ２着，金鯱賞‐G2 ３着，etc.，障害１勝

マルカミラー（97牡 ＊グルームダンサー）２勝，京都新聞杯‐Jpn3 ２着，ゆきつば
き賞，日南特別２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522

963 リサイトアチャーム２０２１ �・鹿 ３／１１
＊ダンシングブレーヴ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングヘイロー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊グッバイヘイローキタサンミカヅキ サクラバクシンオー

��
��
�キタサンジュエリー鹿 2010 キタサンコール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラリサイトアチャーム ＊ターゴワイス

��
��
�チャッターボックス栗 2004 シヤダイチヤツター

＊レデイチヤツター 19
Halo S4×M4 Round Table M4×S5 ノーザンテーストM4×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 リバーラスベル（08鹿 ロサード）��１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
クロヴァージョ（14牡青鹿 ローレルゲレイロ）��６勝
ダイナミックゲイン（15牡青鹿 ＊ロージズインメイ）��４勝
スカイクリアー（17牝芦 ジョーカプチーノ）��１勝��１勝
ヒキガネ（18牡青鹿 ジョーカプチーノ）入着２回，��入着７回
タイムフォール（19牡栗 タイムパラドックス）���入着

２代母 リバーラス（85鹿 マルゼンスキー）出走
ヤマジュンオー（89牡 ヤマニンスペキユラ）��11 勝�１勝�，かしわ記念，開設７

０周年記念，サラブレッド大賞典３着
オールビッグウエイ（92牡 ＊ローズリーフⅡ）��３勝�
マイネルオデッセイ（93牡 ＊イブンベイ）２勝，�２勝�入着	
����
ブラボーチャチャ（94牝 ＊ローズリーフⅡ）��４勝
リザーブユアホープ（97牡 ＊スターオブコジーン）��４勝
２勝
マイネルメッセージ（98牡 ＊スターオブコジーン）１勝，障害１勝，��２勝
マイネルリバティー（99牡 ＊スターオブコジーン）３勝，丹波特別，元町特別２着，

魚野川特別２着，マルゼンスキーメモリアル２着，豊栄特別２着，etc.
ブルーファイブ（01牝 ＊シンコウキング）��３勝

ビラゴーティアラ（07牝 ＊スターオブコジーン）５勝，駿風Ｓ，邁進特別，アク
アマリンＳ２着，閃光特別２着，轟Ｓ３着
コスモカッティーボ（17牡 アンライバルド）�２勝，黒松賞３着

コスモデガジェ（02牡 ＊マイネルラヴ）��９勝
スマイルザマター（03牡 ＊ソウルオブザマター）��１勝
マイネルローモンド（04牡 ＊マイネルラヴ）１勝
ギュンター（07牡 ＊スターオブコジーン）１勝

３代母 エースエンジエル（77黒鹿 ＊チヤイナロツク）２勝，障害２勝
トーシンイーグル（88牡 マルゼンスキー）入着，��７勝�７勝，川崎記念，東京

湾Ｃ，ゴールドＣ，etc.

販売申込者・所有者： 山野牧場＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2660
生 産 牧 場： 山野牧場
飼 養 者： �山野勝也ステーブル＝新冠町節婦町 �090-6000-2021

964 リバーラスベル２０２１ �・青鹿 ３／１２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ロサード ＊ローザネイリバーラスベル マルゼンスキー

��
��
�リバーラス鹿 2008 エースエンジエル

＊キユリオツサ 19
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ミナスジェライス（11鹿 マンハッタンカフェ）�８勝�２勝�４勝��
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
トリプルアイ（19牝栗 ＊ダンカーク）��１勝

２代母 ＊キッズトゥデイ（99 USA芦 Siphon）USA出走
ランウェイロージー Runway Rosie（04 牝 Include）USA６勝，Proud Delta S

‐L，Rare Treat H‐L，Sharp Cat S‐L，Ride Sally S，ラスヴィルヘ
ネスＳ‐G1 ３着，etc.

ダイアボリカルキッドDiabolical Kid（05 牡 Devil His Due）JAM７勝
レイスカーラグズRacecar Rags（06 牝 Vicar）USA・CAN２勝
レジットレイディ Legit Lady（07牝 Vicar）USA・CAN３勝
ペラフィネ（08牝 Include）出走

ルピナスベル（13牝 ＊ホワイトマズル）１勝，会津特別２着
シルバーレイショウ（09牡 ダイワメジャー）２勝
ネイムザデイ（12牝 ゼンノロブロイ）�１勝�
カープストリーマー（13牡 ダイワメジャー）２勝，甲東特別３着

３代母 スモークアラート Smoke Alert（93 USA芦 Carson City）USA１勝，Do
minant Dancer S３着
スモークスタック Smokestack（02 牝 Stormin Fever）USA２勝，Revidere S

３着

４代母 ファイアアラーム Fire Alarm（88 USA芦 Secretariat）USA１勝
［子］ ウェスタンシティWestern City（95 牡 Carson City）USA３勝，Lec

omte H‐L，John Battaglia Memorial S‐L ２着，種牡馬

５代母 アイシージェニファー Icy Jennifer（82 USA芦 Icecapade）USA１勝
［子］ コブルストーンロード Cobblestone Road（89	 Believe It）USA９勝，

ＷＬマクナイトＨ‐G2，Noble Dancer H‐L ２着，Restorati
on S２着，etc.

［孫］ テンパードサファイア Tempered Sapphire（09 牝 Tempered Appeal）
CAN７勝，Edmonton Distaff H‐L，Madamoiselle H，Jo
hn Patrick H，etc.

販売申込者・所有者： ㈲絵笛牧場＝浦河町上絵笛 �0146-22-0686
生 産 牧 場： ㈲絵笛牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

965 ミナスジェライス２０２１ 牡・黒鹿 ２／１７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジミナスジェライス
＊ Siphon

��
��
�キッズトゥデイ鹿 2011 Smoke Alert

9a
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ミヤジマミー（14黒鹿 ヴィクトワールピサ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ミヤジミニー（20牝鹿 ミッキーアイル）�未出走

２代母 ＊シャイニンオーラ（08 USA黒鹿 キングカメハメハ）入着２回
シャイニンカーラ（13牝 ヴィクトワールピサ）�２勝�１勝�５勝�入着
コトブキスフェール（16牝 オルフェーヴル）入着，��入着４回�２勝

３代母 シャイニンルビー（99青鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，
オーロＣ‐L，桜花賞‐Jpn1 ３着，京成杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，エイプリルＳ
‐L ２着，etc.
シャイニンアーサー（07牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，葉山特別，八重桜賞，白井

特別３着，etc.
アトランティード（10牝 Curlin）１勝

ルクルト（17牡 ＊キングズベスト）�３勝，福島中央ＴＶ杯，会津特別２着，十
日町特別２着

４代母 シャイニンレーサー（91黒鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ‐Jpn3，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，紅梅賞‐OP ２着，シクラ
メンＳ‐OP ２着，etc.
［子］ シャイニンググラス（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，姫川特別，三面

川特別，広瀬川特別，etc.
フェラーリファイブ（03牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，八重桜賞，青嵐
賞２着，白川特別２着，etc.

シャイニングアレキ（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，西日本スポーツ
杯３着，ゴールデンサドルＴ３着

［孫］ ナイトオブナイツ（13牡 ＊ハービンジャー）６勝，巴賞‐OP，巴賞‐OP ２
着，難波Ｓ，etc.，��２勝���

シトラスノキセキ（16牝 ＊ワークフォース）２勝，朝日岳特別
シャイニーフェイト（08牡 キングカメハメハ）	15 勝�13 勝，池田湖賞，
春望賞，長月賞，etc.

ロードキング（13牡 ディープインパクト）２勝，湯川特別３着

販売申込者・所有者： 村中牧場＝浦河町野深 �0146-27-4337
生 産 牧 場： 村中牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

966 ミヤジマミー２０２１ 牡・鹿 ５／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

ネオユニヴァース

�
�
�
�
�

��
��

�ヴィクトワールピサ ＊ホワイトウォーターアフェアミヤジマミー
＊ キングカメハメハ

��
��
�シャイニンオーラ黒鹿 2014 シャイニンルビー

22d
サンデーサイレンス S3×M4×M4 Mr. Prospector S4×M5×M5
Miesque S4×M5
価格： 購買者：



母 メイショウジビュス（09鹿 フジキセキ）２勝
〔産駒馬名登録数：３〕
メイショウサソリザ（17牝黒鹿 メイショウボーラー）��入着２回

２代母 ＊フォーフリーダムス（95 FR鹿 Green Desert）FR入着
モアマイガール（01牝 フジキセキ）３勝

ドナメデューサ（09牝 サクラバクシンオー）１勝，あやめ賞３着，�１勝�１勝
ドントタッチミー（10牡 サクラバクシンオー）入着，�１勝�４勝，師走賞２

着，久住山賞２着，英彦山賞２着，耶馬溪賞２着，長月賞３着
ドナエテルニテ（11牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，�３勝，ヴィーナススプリ

ント２着
トップフリーダム（06牡 マーベラスサンデー）１勝，障害１勝，新潟ジャンプＳ

‐JG3 ２着
フェイスフルラバー（08牝 ジャングルポケット）１勝
メイショウヒコボシ（11牡 メイショウボーラー）５勝，赤富士Ｓ，米沢特別，天王

寺特別２着，鈴鹿特別２着，オークランドＲＣＴ３着，etc.

３代母 シャイニングアイズ Shining Eyes（85 USA鹿 Mr. Prospector）不出走
ネダーラーNedaarah（90牝 Reference Point）GB・FR４勝，FR障害５勝

ナイトパッションNight Passion（99� Night Shift）GB・USA４勝，Hill
Rise S‐L ３着

サイモンズイン Symonds Inn（94牡 In TheWings）GB１勝，Silver Tankard
S‐L ３着，GB障害４勝

アゴグ Agog（99牡 Singspiel）FR４勝，P. Vulcain‐L，P. de l'Avre‐L ２着
シャイニンググローリー Shining Glory（03 牝 Singspiel）不出走

ムーンウォークインパリMoonwalk in Paris（08� Oratorio）FR・UAE５勝，
ファイアーブレイクＳ‐G3，エドモンブラン賞‐G3，ゴドルフィンマイ
ル‐G2 ３着，etc.

コスタデルソル Costa Del Sol（12 牡 Phoenix Tower）IND６勝，RWIT
C Gold Cup‐L，Breeders' Multi Million‐LR，F. D. Wadia Trophy
‐L，etc.

販売申込者・所有者： 本巣 敦＝浦河町杵臼 �0146-28-1623
生 産 牧 場： 本巣 敦
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

967 メイショウジビュス２０２１ 牡・黒鹿 ４／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアドミラブル ＊シンボリクリスエス

��
��
�スカーレット鹿 2014 グレースアドマイヤ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーメイショウジビュス
＊ Green Desert

��
��
�フォーフリーダムス鹿 2009 Shining Eyes

6b
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 メイレディ（09黒鹿 ジェニュイン）�４勝�１勝�入着�，兵庫ダービー
（Ｄ1870），ル・プランタン賞（Ｄ1800），兵庫若駒賞（Ｄ1400），のじぎく賞
（Ｄ1700）２着，若草賞（Ｄ1800）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
アキレアガール（15牝鹿 タニノギムレット）�２勝��１勝
ノーブルブリザード（16牝鹿 ディープブリランテ）��３勝
チェリーフラッシュ（18牝鹿 エイシンフラッシュ）�	出走�２勝
アンサン（19牝鹿 ビッグアーサー）��３勝�，園田ジュニアＣ（Ｄ1700）２着，

園田プリンセスＣ（Ｄ1400）３着

２代母 ゴッドエンジェル（01鹿 ＊ラムタラ）入着
ベルレイナ（06牝 レギュラーメンバー）�３勝
ダイナミックソング（07牡 タヤスツヨシ）�10 勝
ヒアルロンサン（10牝 ＊トワイニング）１勝
キャプテンシップ（12牡 ＊ノボジャック）５勝，ＮＳＴ賞‐L ３着，安芸Ｓ，ヤマボ

ウシ賞，シドニーＴ２着，夙川特別２着，etc.
エルブランシュ（13牝 ゴールドヘイロー）入着，�２勝
キングキャラット（16牡 ＊ノボジャック）１勝

３代母 フジノキャラット（93黒鹿 ＊リズム）
�１勝

４代母 ハギノトツプレデイ（77黒鹿 ＊サンシー）７勝，桜花賞，エリザベス女王杯，
高松宮杯，京都牝馬特別，宝塚記念４着，etc.，優３牝
［子］ ダイイチルビー（87牝 トウシヨウボーイ）６勝，安田記念‐Jpn1，スプリ

ンターズＳ‐Jpn1，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，etc.，優古牝，優短距
［孫］ マイネルセレクト（99牡 ＊フォーティナイナー）７勝，��２勝�１勝，Ｊ

ＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，黒船賞‐Jpn3，etc.，種牡馬
ダイイチシガー（94牝 ＊トニービン）２勝，オークス‐Jpn1 ３着，サンス
ポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，etc.

［曾孫］ ドリームサンデー（04牡 ＊タイキシャトル）６勝，オーストラリアＴ‐L，
金鯱賞‐G2 ２着，中日新聞杯‐G3 ２着，etc.

サダムイダテン（05牡 ＊フォーティナイナー）１勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯
２歳Ｓ‐Jpn3 ２着

販売申込者・所有者： 村下 清志＝浦河町野深 �0146-27-4252
生 産 牧 場： 村下 清志
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

968 メイレディ２０２１ 牡・鹿 ５／１２

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ジェニュイン ＊クルーピアレディーメイレディ ＊ラムタラ

��
��
�ゴッドエンジェル黒鹿 2009 フジノキャラット

＊マイリー 7e
Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 メロークーミス（08鹿 ダンスインザダーク）２勝，稲妻特別（芝 1000）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－１（３）〕
カシャーサ（15牝黒鹿 ＊パイロ）��１勝�２勝���入着８回��
ヴァリアント（16牡青鹿 スクリーンヒーロー）�２勝，火打山特別（Ｄ1200）２着
ナックジーニアス（17牡栗 ＊エスケンデレヤ）２勝，�地方未出走
ライヴクラッカー（18牡黒鹿 ホッコータルマエ）�１勝
ピッコロバンビーナ（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�出走

２代母 ＊ジョーンズギフト（90 GB鹿 ＊デュラブ）GB出走
＊アイチェックユー（97牝 Miswaki）３勝

イチゴイチエ（04牝 マンハッタンカフェ）３勝，かもめ島特別２着，ＨＴＢ杯
３着，遊楽部特別３着
ハヤブサレジェンド（15牡 ＊ヘニーヒューズ）４勝，ＢＳＮ賞‐L ２着，安
達太良Ｓ，白河特別，福島中央ＴＶ杯２着

トモリ Tomori（99 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GER・ITY１勝，独ダービー‐G1 ３着，
ヘンケルレネン‐G2 ２着，リディアテシオ賞‐G2 ３着，ドイツ統一賞‐G3 ３着

３代母 ＊アグサン（85 IRE 青 Lord Gayle）GB入着３回
ビワハイジ（93牝 Caerleon）４勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，京都牝馬特別‐Jpn3，

札幌３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優２牝
アドマイヤジャパン（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京成杯‐Jpn3，菊花賞

‐Jpn1 ２着，皐月賞‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬
アドマイヤオーラ（04牡 アグネスタキオン）４勝，京都記念‐G2，弥生賞

‐Jpn2，シンザン記念‐Jpn3，etc.，種牡馬
ブエナビスタ（06牝 スペシャルウィーク）９勝，ジャパンＣ‐G1，天皇賞（秋）

‐G1，ヴィクトリアマイル‐G1，etc.，UAE入着，優２牝，優３牝，年代表，
優古牝（2回）

トーセンレーヴ（08牡 ディープインパクト）８勝，エプソムＣ‐G3，ディセン
バーＳ‐L，アンドロメダＳ‐L，etc.，種牡馬

ジョワドヴィーヴル（09牝 ディープインパクト）２勝，阪神ジュベナイルフィリー
ズ‐G1，チューリップ賞‐G3 ３着，ヴィクトリアマイル‐G1 ４着，優２牝

サングレアル（11牝 ゼンノロブロイ）２勝，フローラＳ‐G2，秋華賞‐G1 ５着

販売申込者・所有者： 守矢牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2872
生 産 牧 場： 守矢牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

969 メロークーミス２０２１ �・栗 ３／１８

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイメロークーミス
＊

＊デュラブ

��
��
�ジョーンズギフト鹿 2008 ＊アグサン

16c
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 オグリダイアン（04芦 キングヘイロー）�１勝，サラ・プリンセス特別（Ｄ1400）３着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－９（27）〕
オグリシュンコー（08牡芦 ＊スキャン）�１勝�５勝����，スプリングＣ
（Ｄ1800）３着

オグリカントリー（09牝芦 ＊ティンバーカントリー）�１勝�１勝
オグリグラス（11牝芦 ＊サウスヴィグラス）�２勝�２勝��入着３回
オグリマウント（12牝青 ヴァーミリアン）�１勝���
トーシンキング（14牡青鹿 ＊ベーカバド）入着３回，�１勝��入着
ネイチャーキング（15牡芦 ＊ベーカバド）�６勝
ロワシーナ（16牡鹿 カネヒキリ）１勝，��未出走�３勝
ハーモニーヴォルト（17牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）���１勝
ベアカキーン（19牡芦 ＊ヘニーヒューズ）��３勝

２代母 ホホエミガエシ（96芦 マルゼンスキー）�２勝
ノボライトニング（03	 マーベラスサンデー）障害１勝，新潟ジャンプＳ‐JG3 ２着，

東京オータムジャンプ‐JG3 ３着

３代母 マツクスフリート（87芦 ＊ダンサーズイメージ）�15 勝��，東海ゴールドＣ，
全日本サラブレッドＣ，東海菊花賞，ゴールド争覇，岐阜王冠賞，etc.
ティーレックス（94牝 ＊ゴライタス）１勝，矢車賞，さわらび賞２着，�２勝�
ミラクルオペラ（97牡 ＊オペラハウス）５勝，
１勝�１勝��入着，白山大賞典

‐Jpn3，マーキュリーＣ‐Jpn3，帝王賞‐Jpn1 ２着
グリーンヒルマック（99牝 ＊ダンシングブレーヴ）入着

サンライズマックス（04牡 ステイゴールド）６勝，小倉大賞典‐G3，エプソム
Ｃ‐G3，中日新聞杯‐Jpn3，etc.

ビッグロマンス（08牡 ＊グラスワンダー）２勝，プラタナス賞，��１勝�入着

，全日本２歳優駿‐Jpn1，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着

４代母 ヒカリホマレ（80鹿 ＊テスコボーイ）１勝
［子］ ナリタホマレ（95牡 オースミシャダイ）３勝，�１勝
１勝�１勝���

入着６回�，ダービーＧＰ‐Jpn1，オグリキャップ記念‐Jpn2，ブリ
ーダーズＧＣ‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ヤマタケ牧場＝新冠町高江 �0146-47-2634
生 産 牧 場： ㈲ヤマタケ牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

970 オグリダイアン２０２１ 牡・芦 ３／１７
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインゴールドアクター ＊キョウワアリシバ

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローオグリダイアン マルゼンスキー

��
��
�ホホエミガエシ芦 2004 マツクスフリート

＊種正 5h
Halo M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ヤマイチマロン（13鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ミュークマロン（18牝栗 エスポワールシチー）�１勝�

２代母 ローレルマロン（99栗 ＊フォーティナイナー）１勝
ラムセスジュベリー（07牡 キングヘイロー）�１勝��７勝�６勝�２勝�
ロードナイト（09牝 ジャングルポケット）２勝
ポッドマロン（12牝 ネオユニヴァース）�１勝���入着３回
オリジネイター（14牡 ＊エンパイアメーカー）入着，���17 勝
コパノマーボー（15牡 ＊ヘニーヒューズ）入着４回，��１勝�入着�
ビューティーラブ（18牝 エスポワールシチー）��１勝

３代母 ミルフォードスルー（88栗 ＊スルーザドラゴン）３勝，シンザン記念‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳Ｓ‐Jpn1 ３着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，etc.
ランフォザドリーム（94牝 ＊リアルシヤダイ）５勝，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，マーメイド

Ｓ‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２着，etc.
フィーユドゥレーヴ（01牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，フ

ィリーズレビュー‐Jpn2 ３着，キーンランドＣ３着
ヤマノランボー（06牡 ダンスインザダーク）１勝，浦佐特別３着
オウケンサクラ（07牝 ＊バゴ）３勝，フラワーＣ‐G3，桜花賞‐G1 ２着，天皇

賞（秋）‐G1 ４着，etc.
ヤマノウィザード（11牡 ディープインパクト）２勝，青葉賞‐G2 ３着，梅花賞，

�９勝

４代母 スピードキヨフジ（70鹿 ＊チヤイナロツク）��７勝
［孫］ キクノアポロ（06牡 ＊アジュディケーティング）６勝，ブリリアントＳ‐L，

仁川Ｓ‐L ３着，etc.，���出走，川崎記念‐Jpn1 ５着
［曾孫］ カネツフルーヴ（97牡 ＊パラダイスクリーク）６勝，��３勝�１勝	入

着，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，オグリキャップ記念‐Jpn2，etc.，
種牡馬

イブキガバメント（96牡 ＊コマンダーインチーフ）８勝，鳴尾記念‐Jpn3，
朝日ＣｈＣ‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲石川牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2611
生 産 牧 場： ㈲石川牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

971 ヤマイチマロン２０２１ �・鹿 ３／１７
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudヤマイチマロン ＊フォーティナイナー

��
��
�ローレルマロン鹿 2013 ミルフォードスルー

＊チツプトツプ 4m
Halo S4×S5 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 ヤマトダイアンサス（10栃栗 ゼンノロブロイ）２勝，ホンコンＪＣＴ（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ワチルボンズ（18牡栗 ＊アイルハヴアナザー）��１勝

２代母 ＊ノエラロワイヤル（01 FR黒鹿 Garde Royale）出走
プレゼピオ（06牡 フジキセキ）３勝
コンシンランニング（07牡 ＊コマンダーインチーフ）�１勝
ディエスナタリス（08牡 フジキセキ）��１勝
フレイムハーツ（11牡 ハーツクライ）�６勝�，王冠賞３着
タケノファラオン（12牡 アドマイヤムーン）��１勝
レオフェアリー（14牝 ＊ロージズインメイ）�３勝

３代母 ビューティワルBeautywal（89 FR栗 Magwal）FR１勝
＊ガゼルロワイヤル（94牝 Garde Royale）GB・FR・GER１勝，英オークス‐G1 ２

着，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，サンクルー大賞‐G1 ３着，etc.
エルダンジュ（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，甲斐路特別３着
アドマイヤテンクウ（07牡 キングカメハメハ）２勝，京成杯‐G3 ２着，北
山Ｓ，障害１勝

アドマイヤスピカ（10牡 キングカメハメハ）５勝，セントライト記念‐G2
３着，松籟Ｓ，境港特別，etc.

エルデュクラージュ（14� ＊クロフネ）７勝，ブリリアントＳ‐L，etc.，���
入着４回�，川崎記念‐Jpn1 ２着，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.

パルマリア（15牡 ロードカナロア）２勝，ジュニアＣ‐LR ２着，秩父特別
２着，豊川特別２着

グランロワイヤル（02牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，福寿草特別２着，渡島特
別３着，奥只見特別３着，etc.

レッドルーラー（10牡 キングカメハメハ）４勝，若葉Ｓ‐LR，境港特別，梅花
賞，etc.，障害１勝

４代母 トルービューティTrue Beauty（79 IRE 栗 ＊サンプリンス）FR入着
［子］ ラグリーヴ La Grive（84 牝 Pharly）FR・BEL１勝，P. Colonel Baron

Leclercq‐L

販売申込者・所有者： ㈱門別山際牧場＝日高町豊郷 �090-8897-4199
生 産 牧 場： ㈱門別山際牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

972 ヤマトダイアンサス２０２１ �・鹿 ５／ ６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルヤマトダイアンサス
＊ Garde Royale

��
��
�ノエラロワイヤル栃栗 2010 Beautywal

1o
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ユキノセリーヌ（08鹿 ＊ワイルドラッシュ）�２勝�入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（15）〕
ビクトリーテン（15牡鹿 ＊ゼンノドラゴン）��１勝
ニシノクローデット（16牝鹿 リーチザクラウン）��７勝
アイノウィステリア（17牡鹿 リーチザクラウン）���４勝�３勝
ツルマルタイヨー（20牝黒鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 バアゼルクローバー（99鹿 ＊ラムタラ）２勝，ゆきつばき賞３着
イイデソユーズ（05牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，��３勝�
ファンキーラッシュ（07牡 ＊ワイルドラッシュ）�３勝�入着３回
マイオリオン（09牝 スズカマンボ）１勝，�６勝
インデュアランス（10	 アドマイヤムーン）�１勝
スピリッツミノル（12牡 ディープスカイ）６勝，大阪城Ｓ‐L，万葉Ｓ‐L ３着，すみ

れＳ‐OP，比叡Ｓ，京橋特別，etc.，種牡馬

３代母 ＊ストームザミント（93 USA黒鹿 Storm Cat）USA２勝
オナーザミント（98牝 Honour and Glory）不出走

ドゥオナー（04牝 ダンスインザダーク）入着２回，�１勝�入着
シゲルコング（14牡 ＊シニスターミニスター）２勝，オキザリス賞，初春Ｓ
２着，障害１勝，��入着��，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

オノユウ（07牝 バブルガムフェロー）�５勝��入着，エーデルワイス賞
‐Jpn3，東京２歳優駿牝馬２着，フローラルＣ，etc.

ワキノコクリュウ（11牡 ＊ケイムホーム）２勝，天童特別，雪うさぎ賞３着，�１勝
プロフェシーライツ（00牝 ＊アフリート）１勝

バンザイ（09牡 ＊タイキシャトル）３勝，若竹賞，葉山特別３着
ピサノベネチアン（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

サトノパンサー（08牡 キングカメハメハ）５勝，プロミネントＪＳＴ，京橋特
別，筥崎特別，etc.

スリーアロー（11牝 ＊アルデバランⅡ）３勝，和布刈特別，釧路湿原特別２着，
ポプラ特別２着，etc.，�３勝

４代母 ミントクーラーMint Cooler（84 USA鹿 Key to the Mint）USA４勝，
Primrose S‐R，ＣＣＡオークス‐G1 ２着

販売申込者・所有者： 市正牧場＝浦河町富里 �0146-25-2124
生 産 牧 場： 市正牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

973 ユキノセリーヌ２０２１ �・黒鹿 ４／１０

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

�
�
�
�
�
�
�
�
� Primal Forceダノンレジェンド

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkユキノセリーヌ ＊ラムタラ

��
��
�バアゼルクローバー鹿 2008 ＊ストームザミント

2s
Storm Cat S3×M4 Blushing Groom S4×M5 Northern Dancer S5×M5
Key to the Mint M5×M5
価格： 購買者：



母 ユメカスミ（16青鹿 エイシンフラッシュ）�３勝
初仔

２代母 カネツスペシャル（11鹿 スペシャルウィーク）入着２回
アウスヴァール（18� ＊ノヴェリスト）�３勝，雄国沼特別，三春駒特別，再度山特

別２着，あずさ賞３着

３代母 カネツテンビー（99鹿 ＊テンビー）６勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2 ２着，秋風Ｓ，中
京日経賞，鳥羽特別，ＴＵＦ杯２着，etc.
タガノバルベッタ（09牡 フジキセキ）�１勝
チサト（10牝 ダイワメジャー）�３勝

ヘヴンリージェガー（17牡 シビルウォー）�１勝�４勝

４代母 プロポーション（86芦 ＊ハバツト）３勝，湯沢特別
［子］ カネツプリンス（94牡 ＊ラツキーソブリン）４勝，中京スポーツ杯３着，

鳴海特別３着，etc.，�１勝�，スプリング争覇２着，etc.
キタサンチャレンジ（97牡 タマモクロス）３勝，北斗賞３着
カネツフラップ（98牝 ホリスキー）３勝

［孫］ スターバリオン（09牡 ゴールドアリュール）５勝，ラジオ日本賞‐OP ２
着，丹沢Ｓ，昇仙峡特別，etc.

ビットスターダム（08牡 オンファイア）３勝，芝桜賞，周防灘特別２着，
佐世保特別３着，etc.

５代母 ヘーゼルブロンド（78栃栗 ＊サンシー）５勝，朝日杯３歳Ｓ３着，府中３歳Ｓ
‐OP，葛飾特別，コスモス賞
［子］ オンステージ（84牝 ＊ソーブレスド）５勝，札幌日刊スポーツ杯‐OP ３着，

苫小牧特別，津久井湖特別，etc.
シンコウハツシモ（92牡 ＊ルション）２勝，ＴＶ埼玉杯２着，節分賞２着，
平ヶ岳特別２着，etc.

カネツサプライズ（87牡 ＊ロイヤルスキー）２勝，金華山特別２着
アサクサハミング（93牡 ミスターシービー）２勝，ＴＶＫ賞３着

［曾孫］ ゴールデンドリーム（07牝 ＊タップダンスシチー）�４勝，福山プリンセ
スＣ２着

販売申込者・所有者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �090-1388-9993
生 産 牧 場： ㈱リトルブルーファーム
飼 養 者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �090-1388-9993

974 ユメカスミ２０２１ �・黒鹿 ４／１４

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hurry Home Hillaryトビーズコーナー ブランドンズライド Mister Frisky

��
��
�Brandon's RideUSA 栗 2008 Mrs. Bumble

＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンフラッシュ ＊ムーンレディユメカスミ スペシャルウィーク

��
��
�カネツスペシャル青鹿 2016 カネツテンビー

＊シスターサリー 1l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ユーアーマイン（09鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
クロワッサンリュヌ（16牡鹿 ＊ハービンジャー）��１勝
サンシャインワン（17牝栗 グランプリボス）��２勝�
キュン（18牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝
オレンジムスメ（20牝青鹿 ベルシャザール）��出走

２代母 ドリームインザサン（00鹿 ＊トニービン）不出走

３代母 メジロマーリン（84黒鹿 ＊モガミ）出走
メジロベッサン（89牝 ＊クリスタルパレス）不出走

バンフレッシュ（99牝 サクラチトセオー）�４勝，日高賞
メジロランバダ（93牝 ＊テリオス）６勝，日経新春杯‐Jpn2，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，

��入着３回，エンプレス杯‐Jpn2 ２着，etc.
メジロラガマフィン（02牝 メジロライアン）２勝，鳴海特別２着
メジロマシューズ（03牡 ステイゴールド）１勝，聖護院特別２着，かきつばた

賞２着，安城特別３着，etc.，障害１勝
ボヘミアンチェリー（94牝 メジロテイターン）３勝，菜の花Ｓ‐OP ２着，天竜川特

別２着，下呂特別２着，etc.
ブルーサヴァンナ（96牝 シンボリルドルフ）１勝

ブルートルネード（01牡 ＊ジェイドロバリー）５勝，日経賞‐Jpn2 ３着，函館
記念‐Jpn3 ２着，巴賞‐L ２着，etc.

ハネダテンシ（03牝 フジキセキ）３勝，雲雀Ｓ２着，船橋Ｓ３着，新発田城特
別３着，etc.

４代母 メジロヒリユウ（72鹿 ＊ネヴアービート）４勝，府中特別，かんなづき賞，障
害１勝
［子］ メジロラモーヌ（83牝 ＊モガミ）９勝，オークス‐Jpn1，桜花賞‐Jpn1，

エリザベス女王杯‐Jpn1，etc.，優２牝，優３牝
メジロアルダン（85牡 アスワン）４勝，高松宮杯‐Jpn2，日本ダービー
‐Jpn1 ２着，天皇賞（秋）‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 飯岡牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3412
生 産 牧 場： 飯岡牧場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

975 ユーアーマイン２０２１ 牡・鹿 ３／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアユーアーマイン ＊トニービン

��
��
�ドリームインザサン鹿 2009 メジロマーリン

＊アマゾンウオリアー 9f
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5 Lyphard M5×M5

価格： 購買者：



母 アイライン（12黒鹿 ローレルゲレイロ）４勝，オーロＣ‐L（芝 1400）２着，信越Ｓ
‐L（芝 1400）２着，パラダイスＳ‐L（芝 1400）３着，オーロＣ‐L（芝 1400）３着，サ
ンライズＳ（芝 1200），etc.，�３勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ローレルシャイン（97黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）不出走
ギンブラ（02牝 ＊クロコルージュ）入着２回，�６勝
テイエムアメジスト（03牝 ＊キャプテンスティーヴ）�11 勝
ドリームインパワー（04牡 ＊オース）�２勝���入着３回，九州皐月賞荒尾ダービ

ー３着
ピンクバーディー（05牝 ＊オース）�４勝�入着，栄冠賞２着
アラマサスクワート（06牝 ＊スクワートルスクワート）２勝，知立特別３着，賢島特

別３着
アラマサアフリート（08牝 スターリングローズ）��２勝
アラマサシャープ（10牝 マヤノトップガン）�６勝��	�入着８回��，高知優駿，

土佐春花賞２着，金の鞍賞２着，黒潮菊花賞３着，東海クイーンＣ３着，etc.
エキマエ（11牡 メイショウボーラー）３勝，ヒヤシンスＳ‐LR，樅の木賞３着，�

１勝，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2

３代母 アラマサゴールド（92鹿 ＊オウインスパイアリング）１勝

４代母 アラホウトク（85黒鹿 トウシヨウボーイ）４勝，桜花賞‐Jpn1，サンスポ４
歳牝馬特別‐Jpn2，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４
着，初雛賞，優３牝
［子］ オースミコンドル（97牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝，Ｒたんぱ杯３歳

Ｓ‐Jpn3 ２着，プリンシパルＳ‐OP ２着，ウェルカムＳ２着
アラマサダンサー（96牝 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，陣馬特別，松戸特
別，天童特別，etc.

［孫］ ワンダーポデリオ（04牡 ＊フォーティナイナー）５勝，霜月Ｓ‐L，コーラ
ルＳ‐L ２着，ペルセウスＳ‐L ２着，etc.，�１勝�１勝�

［曾孫］ ワンダーコロアール（09牡 ＊ケイムホーム）５勝，アハルテケＳ‐OP ３着，
オータムリーフＳ‐OP ３着，etc.，�入着，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲アラキファーム＝新冠町万世 �0146-49-5218
生 産 牧 場： ㈲アラキファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

976 アイライン２０２１ 牡・鹿 ２／２５

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

キングヘイロー

�
�
�
�
�

��
��

�ローレルゲレイロ ビッグテンビーアイライン ＊コマンダーインチーフ

��
��
�ローレルシャイン黒鹿 2012 アラマサゴールド

＊トリーテイ 4l
ダンシングブレーヴM4×M4

価格： 購買者：



母 ＊アイランドファッション（00 USA芦 Petionville）USA・UAE６勝，アラバマＳ
‐G1，サンタモニカＨ‐G1，ラブレアＳ‐G1，レイディズシークレットＨ‐G2，
デラウェアオークス‐G3，etc.
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－７（13）〕
チェイスザストームChase the Storm（08 USA牝黒鹿 Storm Cat）不出走

リトルサイクロン Little Cyclone（13牝 City Zip）USA３勝，Parx Oaks
２着

オーシャンドライブ（09牡黒鹿 Ghostzapper）３勝，白馬岳特別（Ｄ1800）２着
アイズオンリー（10牝芦 ネオユニヴァース）１勝，寒竹賞（芝 2000）２着

セグレドスペリオル（16牡 トーセンホマレボシ）�２勝，萩Ｓ‐L ３着，豊川特
別，出石特別３着，こぶし賞３着

パシフィックギャル（11牝芦 ゼンノロブロイ）１勝，フラワーＣ‐G3 ２着，アルテミ
スＳ（重賞）（芝1600）‐L２着，芙蓉Ｓ‐OP（芝 1600）３着，アスター賞（芝 1800）２着

サトノソルタス（15牡芦 ディープインパクト）２勝，金鯱賞‐G2 ２着，共同通信杯
‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3 ３着，ノベンバーＳ（芝 2000），ジューンＳ（芝 2000）
３着

アラゴネーゼ（16牝芦 ゴールドアリュール）２勝
シネマトグラフ（17牝芦 ロードカナロア）２勝
ミニーアイル（18牝芦 ミッキーアイル）２勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着，あ

ざみ賞（芝 1200）

２代母 ダンジグズファッションDanzigs Fashion（88 USA芦 ANative Danzig）
USA９勝，Likely Exchange S‐L，Marigold S‐L ３着，Ellis Park Dahli
a S３着
グランドファッションGrand Fashion（96牡 Grand Flotilla）USA３勝
フラッシュオヴファッション Flash of Fashion（01牝 Petionville）USA１勝

ストラットザカナリー Strut the Canary（06 牝 Mineshaft）USA５勝，Mar
shua S，Wide Country S２着，Sugar Maple S‐L ３着

ファッショントレンド Fashion Trend（07牝 Petionville）USA２勝，Palomare
s S，エルエンシノＳ‐G2 ３着，California Oaks‐L ２着

フールドバイフールズ Fooled by Fools（09 牝 Petionville）USA１勝

３代母 ハイヴューファッションHigh View Fashion（83 USA鹿 Bold Tropic）不出走

販売申込者・所有者： ㈲市川牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4747
生 産 牧 場： ㈲市川牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

977 アイランドファッション２０２１ 牡・芦 ３／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスジャスタウェイ Wild Again

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊

ペションヴィル Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�Petionville Vana Turnsアイランドファッション ダンジグズファッション ANative Danzig

��
��
�Danzigs Fashion芦USA 2000 High View Fashion

8c
Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



母 アップルティー（02芦 ＊サンデーサイレンス）入着５回
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－４（20）〕
プリティーピュティ（07牝鹿 ＊フレンチデピュティ）�１勝�入着４回
オメガオンリーワン（08牡芦 ＊クロフネ）１勝
プラネットマジック（11牡芦 サクラバクシンオー）�９勝
キンショーユキヒメ（13牝芦 メイショウサムソン）６勝，福島牝馬Ｓ‐G3，ムーン

ライトＨ（芝 2000），シンガポールＴＣ賞（芝 2000），小牧特別（芝 2000），デイ
ジー賞（芝 1800），ジングルベル賞（芝 2000）２着，君子蘭賞（芝 1800）２着，夕
月特別（芝 1800）３着，水仙賞（芝 2200）３着

ランリーナ（15牝芦 エイシンフラッシュ）１勝，デイジー賞（芝 1800）３着
ストームウォリアー（16�黒鹿 メイショウボーラー）�４勝�２勝
フィエールボス（17�芦 ＊プリサイスエンド）���１勝�３勝
ゲットデザイアー（19牝芦 ＊ザファクター）�出走

２代母 ＊アドマイス（92 FR芦 Highest Honor）FR・USA５勝，オークトリーターフ
Ｃｈ．Ｓ‐G1，Honey Fox H‐L，Matching H‐L，P. Edellic‐L，ダリ
アＨ‐G2 ３着，etc.
ブラックカフェ（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，カシオペアＳ‐L ２着，卯月Ｓ，

野島崎特別，両国特別，オンワードゼアメモリアル，etc.
マドモアゼルドパリ（01牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，飛鳥Ｓ，外房特別，早春賞，

尾張特別２着
マキシマムドパリ（12牝 キングカメハメハ）６勝，マーメイドＳ‐G3，愛知杯

‐G3，秋華賞‐G1 ３着，フローラＳ‐G2 ３着，愛知杯‐G3 ３着，etc.
ハイエストホワイト（05牝 アグネスタキオン）１勝

アオイクレアトール（17牡 キングカメハメハ）�４勝，キャピタルＳ‐L ３着，
紅葉Ｓ，セントポーリア賞２着，両国特別３着，ベゴニア賞３着

ハシッテホシーノ（06牝 アグネスタキオン）３勝，フローラＳ‐Jpn2 ３着，三面川
特別，信夫山特別２着

カピオラニパレス（08牡 アグネスタキオン）２勝，六波羅特別２着（２回），三年坂
特別２着，ＴＶ山梨杯３着，花見小路特別３着，セントポーリア賞３着

３代母 アドミラシヨン Admiration（78 FR鹿 Kashmir）FR４勝，P. Rieussec
‐L，P. Rieussec

販売申込者・所有者： ㈲元道牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2460
生 産 牧 場： ㈲元道牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

978 アップルティー２０２１ 牡・芦 ３／２０
＊ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� オペラハウス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Colorspinメイショウサムソン ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�マイヴィヴィアン鹿 2003 ウイルプリンセス

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellアップルティー
＊ Highest Honor

��
��
�アドマイス芦 2002 Admiration

5e
Northern Dancer S4×S5

価格： 購買者：



母 イイデサンドラ（07芦 サクラプレジデント）２勝，菜の花賞（芝 1600），ひいらぎ
賞（芝 1600）２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（15）〕
イイデシロ（13牝芦 ＊ファルブラヴ）��３勝
イイデファイナル（14牡芦 ＊サウスヴィグラス）２勝，沈丁花賞（Ｄ1400）２着，く

すのき賞（Ｄ1700）２着，��１勝�
サンドラフラッシュ（15牝芦 エイシンフラッシュ）�３勝��入着
サンタコマ（16牡鹿 ジャングルポケット）��１勝���入着２回
ヒデノペリドット（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）���４勝�３勝

２代母 ロマンスレディー（89芦 Caro）不出走
ブイヤマト（99牡 ＊ウォーニング）６勝，栗東Ｓ‐L，秋吉台特別，九重特別３着

３代母 ＊シユジンスキー（80 USA栗 Nijinsky）不出走
ワンダリングレイスWandering Lace（84牝 Private Account）USA１勝

ドリナDrina（88牝 Regal and Royal）USA11 勝，Vizcaya H‐L，Asp
idistra H‐L ２着，Miss Tropical H‐L ２着
スペイン Spain（97 牝 ＊サンダーガルチ）USA９勝，ＢＣディスタフ‐G1，
ラブレアＳ‐G1，フルールデリスＨ‐G2，etc.

プエルトバヌス Puerto Banus（99 牡 Supremo）USA５勝，サンルイスオ
ビスポＨ‐G2，サンセットＨ‐G2，Sham S‐R ２着，種牡馬

ファンタスティックスペイン Fantastic Spain（00 牡 Fantastic Fellow）
USA５勝，ゴールデンゲイトフィールズＢＣＳ‐G3，ベイメドーズＢＣ
Ｈ‐G3 ２着，スタンフォードＢＣＨ‐G3 ３着，種牡馬

パスオヴサンダー Path of Thunder（01 牝 ＊サンダーガルチ）USA６勝，
Golden Pond S‐R，Princess Mora S２着

ステルチェラ Stelluchella（94 牝 Honor Grades）USA１勝
エクスエクスエクス Ex Ex Ex（12牡 Read the Footnotes）USA・PR７
勝，New York Stallion Series S‐R

ワンダリングパインWandering Pine（97牝 Country Pine）USA１勝
カポモラーノ Capomorano（10牡 Bluegrass Cat）PAN12勝，P. Laffit
Pincay‐L，P. Junta de Control de Juegos‐L ２着，P. President
e de la Republica‐L ３着（２回）

販売申込者・所有者： 山岡ファーム＝新冠町西泊津 �090-2698-9011
生 産 牧 場： 山岡ファーム
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

979 イイデサンドラ２０２１ �・鹿 ２／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーイイデサンドラ Caro

��
��
�ロマンスレディー芦 2007 ＊シユジンスキー

9f
サンデーサイレンス S3×M3 Nijinsky M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウボーテ（13芦 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
テイエムナイスラン（19牡芦 ジャスタウェイ）�出走

２代母 ニンナナンナ（99芦 Unbridled's Song）３勝
メイショウモネ（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝
デンコウリョウ（08� タニノギムレット）１勝，�５勝
メイショウマルマル（10牡 ネオユニヴァース）３勝
ウインネオルーラー（11� ネオユニヴァース）２勝，ゆきつばき賞２着，�２勝�
カナラズカナラズ（12牝 ジャングルポケット）１勝
ガッツポーズ（15牡 ゼンノロブロイ）��３勝��８勝
メイショウホルス（17牡 ヴィクトワールピサ）入着，��３勝

３代母 ＊ナイスレイズ（94 USA黒鹿 Storm Cat）USA１勝
マイミッシェル（00牝 ＊タイキシャトル）１勝，塩屋埼特別３着

マッハヴェロシティ（06牡 マンハッタンカフェ）３勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，新
潟大賞典‐G3 ２着，すみれＳ‐OP ３着，etc.

メイショウボーラー（01牡 ＊タイキシャトル）７勝，フェブラリーＳ‐Jpn1，デイリ
ー杯２歳Ｓ‐Jpn2，根岸Ｓ‐Jpn3，etc.，��入着２回��	，種牡馬

メイショウトッパー（03牡 テイエムオペラオー）５勝，春雷Ｓ‐L ３着，北九州短距
離Ｓ，水無月特別，etc.

メイショウキトリ（04牝 ＊マリエンバード）４勝，洛陽Ｓ，尾瀬特別，郡山特別，	２勝
メイショウアツヒメ（06牝 ＊タイキシャトル）３勝，夙川特別，つわぶき賞，岩室温

泉特別２着，etc.
メイショウヤタロウ（08牡 アグネスタキオン）５勝，小倉日経ＯＰ‐LR，谷川岳Ｓ

‐L ２着，米子Ｓ‐L ３着，etc.

４代母 ナイストラディションNice Tradition（79 ARG鹿 Search Tradition）USA
・ARG７勝，クリアドレス大賞‐G1，フェデリコデアルベアル賞‐G2，フアンシ
ョウ賞‐G2，エンリケアセバル賞‐G1 ２着
［孫］ トゥーマンススレント TwoMonths Rent（09� Purim）USA３勝，ホ

ーソーンダービー‐G3，フェアグラウンズＳ‐G3 ３着，ケントＳ
‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 村下 明博＝浦河町野深 �0146-27-4352
生 産 牧 場： 村下 明博
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

980 メイショウボーテ２０２１ 牡・鹿 ４／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスジャスタウェイ Wild Again

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayメイショウボーテ Unbridled's Song

��
��
�ニンナナンナ芦 2013 ＊ナイスレイズ

10
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ライトゼア（13 USA鹿 ＊エスケンデレヤ）USA１勝，Landaluce S‐L，シャ
ンデリアＳ‐G1 ３着，California Oaks３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
＊カルフレグランス（18 USA牝黒鹿 ＊カリフォルニアクローム）入着，��入着２回

��３勝�入着
クロームズライトChrome's Right（19 USA牡栗 ＊カリフォルニアクローム）�U

SA入着４回

２代母 エルローズElrose（99 USA黒鹿 Deputy Minister）USA出走
スーパーフリーキー Super Freaky（04牝 Smart Strike）USA３勝，プロヴィデン

シアＳ‐G3，La Habra S‐L，デルマーオークス‐G1 ３着，ハニムーンＨ
‐G2 ２着，セニョリータＳ‐G3 ２着，etc.

フェアローズ Fair Rose（05牝 Harlan's Holiday）USA１勝
フェアポイント Fair Point（12 牝 Smart Strike）USA５勝，セナターケンマデ

ィＳ‐G3，Smart N Fancy S，カーディナルＨ‐G3 ２着，フランクリ
ンカウンティＳ‐G3 ２着，Caress S２着

デインジャートゥソサイエティDanger to Society（06� Harlan's Holiday）US
A・PR４勝

サージェントエンブルトン Sgt. Embleton（07� Harlan's Holiday）USA４勝

３代母 ボニーズポーカーBonnie's Poker（82 USA黒鹿 Poker）USA11 勝
ダラーポーカーDollar Poker（90 牝 Silver Buck）USA２勝

ベットミーアップBet Me Up（97牝 Foreign Survivor）不出走
オルモスタOlmosta（03 牝 Olmos）USA８勝，J.E.H. Stallion Station S
‐R，Fiesta Mile S‐R，New Braunfels S，etc.

バダバムバダブーン Bada Bam Bada Boom（98� In Case）USA・CAN13
勝，MarylandMillion Sweepstakes S‐R ２着，Northern Dancer S
‐R ２着

＊シルバーチャーム（94牡 Silver Buck）USA・UAE12 勝，ドバイワールドＣ‐G1，
ケンタッキーダービー‐G1，プリークネスＳ‐G1，サンパスカルＨ‐G2，クラ
ークＨ‐G2，米グッドウッドＨ‐G2，ストラブＳ‐G2，サンフェルナンドＳ
‐G2，デルマーフュチュリティ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： Ｐｅｒｒｙ Ｍａｒｔｉｎ＝新ひだか町静内本町 �0146-42-2544
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

981 ライトゼア２０２１ 牡・黒鹿 ２／２３

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lucky Sophカリフォルニアクローム ラヴザチェイス Not For Love

��
��
�Love the ChaseUSA 栗 2011 Chase It Down

＊

＊ Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�エスケンデレヤ Aldebaran Lightライトゼア エルローズ Deputy Minister

��
��
�Elrose鹿USA 2013 Bonnie's Poker

3l
Mr. Prospector S4×S5 Seattle SlewM4×S5 Northern Dancer S5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 ＊ライブリースプライト（11 GB鹿 Dansili）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１）〕
セイクレドスプライト Sacred Sprite（15 GB牝鹿 Nathaniel）GB１勝
モズテンクウ（19牡鹿 ＊ドレフォン）出走，�地方未出走
シアワセノアシオト（20牝黒鹿 ＊ドレフォン）�未出走

２代母 フェリシティ Felicity（00 IRE 鹿 Selkirk）GB・FR・IRE２勝，ゴールデンダ
ッフォディルＳ‐G3，ブルーウインドＳ‐G3 ３着，ノネット賞‐G3 ３着，Gill
ies Fillies' S‐L ３着，Newbury Fillies' Trial S‐L ３着

＊プレザントケイプ（06牝 Cape Cross）不出走
ペイシャフェリス（11牝 スペシャルウィーク）４勝，朱鷺Ｓ‐L，アネモネＳ

‐LR，六甲Ｓ‐LR ２着，ニューイヤーＳ‐L ２着，市川Ｓ，etc.
ペイシャフェリシタ（13牝 ハーツクライ）６勝，春雷Ｓ‐L，キーンランドＣ

‐G3 ３着，カーバンクルＳ‐OP ２着（２回），浜松Ｓ，神奈川新聞杯，etc.
ゲイトウッドGatewood（08牡 Galileo）GB・FR・AUS８勝，リュー賞‐G3，Ｇ

ＲＣジャロングＣ‐G3，Buckhounds S‐L，Tapster S‐L，Wolferto
n H‐L，etc.

エンチュフラEnchufla（09 牝 Danehill Dancer）FR１勝

３代母 ラスフローレス Las Flores（91 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・ITY１勝，伊
オークス‐G1 ３着，Lingfield Oaks Trial S‐L ２着
ラパス La Paz（99牝 Nashwan）GB・FR２勝，P. Belle de Nuit‐L
スリーピングインディアン Sleeping Indian（01牡 Indian Ridge）GB・FR・USA

６勝，英チャレンジＳ‐G2，ハンガーフォードＳ‐G3，Dubai Duty Free C
‐L，etc.，種牡馬

ナショナリズムNationalism（07� Pivotal）GB・UAE３勝，Midsummer S‐L
エイケン Aiken（08牡 Selkirk）GB・FR・IRE６勝，シャンティー大賞‐G2，Bu

ckhounds S‐L，英ＢＣロングディスタンスＣ‐G3 ２着，種牡馬

４代母 プロデューサー Producer（76 USA黒鹿 Nashua）GB・FR・IRE・USA10 勝，
フォレ賞‐G1，オペラ賞‐G2，クロエ賞‐G3，ロワイヨモン賞‐G3，Susan's
Girl H，etc.

販売申込者・所有者： ㈱アスラン＝苫小牧市樽前 �0144-68-0441
生 産 牧 場： ㈱アスラン
飼 養 者： ㈱アスラン＝苫小牧市樽前 �0144-68-0441

982 ライブリースプライト２０２１ �・栗 ３／１０
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊

ダンシリ ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Dansili Hasiliライブリースプライト フェリシティ Selkirk

��
��
�Felicity鹿GB 2011 Las Flores

8i
Sharpen UpM4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ラサンバ（04 AUS栗 Orientate）AUS１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（12）〕
＊シューニャ（10 AUS牡鹿 God's Own）�５勝���
ラブリッサ（13牝栗 ダイワメジャー）�１勝�入着
ラカマロネス（15牝鹿 ロードカナロア）入着５回，�３勝�入着
ラテルネラ（16牝栗 スクリーンヒーロー）��２勝
ノンリファレンス（18牝鹿 モーリス）�１勝
アルカンサス（19牡鹿 シルバーステート）�出走
アイアンストーン（20牡栗 スズカコーズウェイ）��入着

２代母 ラバムバ La Bamba（94 AUS黒鹿 ＊ラストタイクーン）AUS２勝
プロヴァンス Provence（01牝 Redoute's Choice）AUS４勝，VRCDesirable S

‐L，VRCWaltzing Lily Quality H‐L ３着
マイアドミレイションMy Admiration（07牡 Encosta De Lago）HKG７勝，

Chairman's Trophy‐L，香港ジョッキークラブスプリント‐G2 ３
着（２回），Premier Cup‐L ３着，Hong Kong Classic Mile‐L ３
着，種牡馬

バナーディー Banaadeer（11� More Than Ready）SAF・UAE２勝，Sto
rm Bird S‐L，サウスアフリカンナーサリー‐G1 ２着

ラッキーユニコーン Lucky Unicorn（02� Redoute's Choice）AUS・HKG５勝，
VRC Chester Manifold S‐L，ＭＲＣＴＳカーリオンＣ‐G3 ３着，種牡馬

インスピレーション Inspiration（03� Flying Spur）HKG・SIN９勝，香港スプリ
ント‐G1，Centenary Sprint Cup‐L，Premier Bowl‐L

ワンジナWandjina（11牡 ＊スニッツェル）GB・AUS３勝，ＶＲＣオーストラリア
ンギニーズ‐G1，ＶＲＣザデボネアＳ‐G3，ＡＴＣオールエイジドＳ‐G1 ２
着，ＭＲＣコールフィールドギニーズ‐G1 ３着，種牡馬

３代母 パーティParty（77 AUS栗 Lunchtime）AUS３勝
フェスタル Festal（84 牡 Vain）AUS・NZ８勝，テレグラフＨ‐G1，Pegasus H

‐L，コンコルドＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
マスクトパーティMasked Party（92� Marscay）AUS・NZ12勝，ＡＴＣザギャ

ラクシー‐G1，ＡＴＣプレミアＳ‐G2，ＳＡＪＣユークレイスＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 守矢牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2872
生 産 牧 場： 守矢牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

983 ラサンバ２０２１ 牡・鹿 ３／２７

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊

オリエンテイト Mt. Livermore

�
�
�
�
�

��
��

�Orientate Dream Teamラサンバ ラバムバ ＊ラストタイクーン

��
��
�La Bamba栗AUS 2004 Party

2e
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ラプチュア（15栗 バンブーエール）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
オフトン（20牝栗 ニシケンモノノフ）�地方未出走

２代母 クニコチャン（09栗 ゴールドアリュール）１勝
カネコメアサヒ（16牡 ＊ダンカーク）�２勝，妙高特別２着
カネコメノボル（17� ローズキングダム）�３勝
セイレリック（18牝 メイショウボーラー）��出走�１勝

３代母 ＊クバター（92 ARG栗 De Ramiro）USA・ARG２勝，サンイシドロ２歳牝馬大
賞‐G1，コパデプラタインテルナシオナル‐G1 ２着，エンリケアセバル大賞‐G1
２着，フランシスコＪベアスレイ賞‐G2 ３着，Miss Huntington S‐R ３着
ユアアディクト（00牝 ＊ハウスバスター）��１勝

アイリスモレア（05牝 ショウナンカンプ）１勝，ラベンダー賞‐OP ２着
ディアセルヴィス（10牡 アドマイヤジャパン）２勝，福島２歳Ｓ‐OP，ク
ロッカスＳ‐OP ２着，ＢＳイレブン賞２着

カルリーノ（16牡 マツリダゴッホ）�３勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，ジュ
ニアＣ‐L ２着，函館２歳Ｓ‐G3 ３着，etc.

コンカラン（07牝 ジャングルポケット）３勝，再度山特別２着，夕月特別３着
（２回），西部スポニチ賞３着，etc.
リュクスポケット（15牡 ダイワメジャー）２勝，萩Ｓ‐LR ３着，鞍ケ池特別２

着，丹波特別３着，etc.

４代母 ゴールデンレリックGolden Relic（75 ARG鹿 Relko）ARG３勝
［子］ ジャンガダ Jangada（84牝 Kasteel）ARG２勝，ミゲルアンヘル＆トマ

スＪセルマン賞‐G2 ４着
［曾孫］ ウマニータ Humanita（03 牝 Just Us）BRZ６勝，G.P. Diana Cristal‐L

ムーチョリンドMucho Lindo（07牡 Top Size）BRZ１勝，Taca de C
ristal‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲アサヒ牧場＝新冠町朝日 �090-6871-4540
生 産 牧 場： ㈲アサヒ牧場
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

984 ラプチュア２０２１ �・青鹿 ２／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーグローリー ＊ホワイトマズル

��
��
�メリッサ青鹿 2013 ストーミーラン

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�バンブーエール ＊レインボーウッドラプチュア ゴールドアリュール

��
��
�クニコチャン栗 2015 ＊クバター

3i
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ラブリーサンデー（14鹿 ＊サマーバード）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
プリーツスカート（18牝青鹿 トゥザワールド）���１勝
アエノコクオウ（20牡栗 ＊バトルプラン）�地方未出走

２代母 トーヨートーヤコ（01青鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
ウルトラマシーン（05牡 ジャングルポケット）�４勝�１勝
アドバンスペリー（07牡 ＊クロフネ）１勝
ザジャズダンス（10牡 ＊ホワイトマズル）�１勝

３代母 ＊サンダードーム（83 USA黒鹿 Lyphard）GB・USA６勝，Mint Julep S，
Valnor H
メコンMekong（89� Riverman）IRE・UAE４勝，Orby S‐L，愛ナショナル

Ｓ‐G1 ３着，愛フュチュリティＳ‐G3 ３着
トーヨーリファール（90牡 Relaunch）６勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，マーチ

Ｓ‐Jpn3，平安Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
トーヨーシービー（92牝 ミスターシービー）２勝，もみじＳ‐OP ３着，野路菊Ｓ

‐OP ３着
トーヨーサンダー（93牝 サクラチヨノオー）３勝，インディアＴ，美濃特別２着，

梅花賞２着，etc.
トーヨーリアル（94牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，渥美特別３着
トーヨーイナズマ（95牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，サイネリア賞２着，��１勝�
トーヨーサンバ（98牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，	��入着２回，関東オーク

ス‐Jpn3 ２着，北海道３歳優駿‐Jpn3 ３着
トーヨーサイレンス（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，九十九島特別，利根川特別３着

４代母 ミスターピーズガールMr. P.'s Girl（78 USA黒鹿 Mr. Prospector）USA２勝
［孫］ パールオヴラヴ Pearl of Love（01牡 ＊パントレセレブル）GB・FR・IR

E・ITY・UAE４勝，伊グランクリテリウム‐G1，愛フュチュリティ
Ｓ‐G2，Chesham S‐L，etc.，種牡馬

ソーシャルチャーター Social Charter（95 牡 Nureyev）GB・FR・USA
７勝，エクリプスＨ‐G3，ファイエットＳ‐G3，ケンタッキーＣクラ
シック‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 荒木 貴宏＝新ひだか町静内東別 �0146-48-2749
生 産 牧 場： 荒木 貴宏
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

985 ラブリーサンデー２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ７
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Broom Danceアドマイヤムーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

＊ Birdstone

�
�
�
�
�

��
��

�サマーバード Hong Kong Squallラブリーサンデー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トーヨートーヤコ鹿 2014 ＊サンダードーム

3d
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×M5
Storm Bird M5×M5
価格： 購買者：



母 ラーケン（14鹿 ＊エンパイアメーカー）�１勝��４勝
初仔

２代母 スズカグレイス（02鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
スズカクエーサー（08牝 ジャングルポケット）出走

ペイシャオブワキア（14牝 フリオーソ）２勝
ペイシャクェーサー（18牝 フリオーソ）�３勝，尾瀬特別

スズカキングダム（09牡 キングカメハメハ）２勝
スズカグランデ（11� キングカメハメハ）入着，障害１勝，�３勝
スズカグリーン（12牝 ＊ハービンジャー）出走

アグードイメル（17牡 トーセンジョーダン）１勝
オリベ（19牡 ＊モンテロッソ）��２勝�１勝，九州ダービー栄城賞２着

スズカノロッソ（15� ＊モンテロッソ）�２勝，脊振山特別，松前特別２着，八代特
別２着

スズカヘネシー（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�２勝
ノーブルグレイス（18牝 ＊マクフィ）１勝

３代母 ワキアオブスズカ（93鹿 ＊ダンスオブライフ）２勝
スズカドリーム（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京成杯‐Jpn3，毎日杯‐Jpn3 ３着

４代母 ＊ワキア（87 USA鹿 Miswaki）USA７勝，Ingenue H，Rancho del Cha
rro H，Pasadena S‐L ３着，Betsy Ross H３着
［子］ サイレンススズカ（94牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，宝塚記念‐Jpn1，

毎日王冠‐Jpn2，金鯱賞‐Jpn2，etc.，特別賞
ラスカルスズカ（96牡 ＊コマンダーインチーフ）４勝，天皇賞（春）‐Jpn1
２着，菊花賞‐Jpn1 ３着，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

コマンドスズカ（95牡 ＊コマンダーインチーフ）５勝，八瀬特別，稲荷特
別，湯浜特別，etc.

５代母 ラスカルラスカル Rascal Rascal（81 USA黒鹿 Ack Ack）USA４勝，Ha
il Hilarious S，BayMeadows Lassie S，Vallejo S３着
［子］ ベニーザディップ Benny the Dip（94牡 Silver Hawk）GB５勝，英ダ

ービー‐G1，ダンテＳ‐G2，ロイヤルロッジＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲稲原牧場＝平取町本町 �01457-2-2557
生 産 牧 場： ㈲稲原牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

986 ラーケン２０２１ 牡・黒鹿 ４／２８

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 Harlan's Holiday

�
�
�
�
�
�
�
�
� Christmas in Aikenシャンハイボビー スティーリン Orientate

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudラーケン ＊サンデーサイレンス

��
��
�スズカグレイス鹿 2014 ワキアオブスズカ

＊ワキア 9a
Halo M4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 レジェ（13黒鹿 ステイゴールド）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ソラネル（19牝黒鹿 ルーラーシップ）�出走
パンフィーリ（20牝青鹿 リオンディーズ）�地方未出走

２代母 ジャッキーテースト（01黒鹿 ＊カーネギー）４勝，立春賞，本栖湖特別２着，
クリスマスキャロル賞３着，�１勝
プレミアムテースト（08牡 ディープインパクト）２勝，金倉山特別３着
グレイスフラワー（09牝 ダイワメジャー）３勝，オクトーバーＳ，火打山特別，信

濃川特別３着，二本松特別３着，��２勝
ストライプ（18牝 ルーラーシップ）�２勝，クロッカスＳ‐L

サトノフェアリー（10牝 ディープインパクト）３勝，信夫山特別
ロジテースト（11牡 ダイワメジャー）２勝，�４勝�２勝�入着４回
アロマドゥルセ（14牝 ディープインパクト）３勝，生田特別，西海賞２着，淡路特

別２着，琵琶湖特別２着，兵庫特別２着，etc.
エクスプレッサー（17牡 スクリーンヒーロー）入着，�５勝

３代母 ＊ジャッキーマックス（82 IRE 芦 Sexton Blake）FR・USA５勝，P. des Bell
es Filles‐L

＊マックスファックス（90牝 Known Fact）USA４勝
シベリアンライオン（02牡 ＊マルターズライオン）３勝，伏竜Ｓ‐OP ３着，初

春賞３着，横手特別３着
＊マックスジーン（93牝 Cozzene）出走，USA11 勝，シープスヘッドベイＨ‐G2

（２回），ニューヨークＨ‐G2，ビウィッチＳ‐G3，etc.
フライバイペガサス（02牝 Fusaichi Pegasus）出走
マルヒロナッツオー（14牡 ＊パイロ）��５勝，平和賞３着

マクシマール（03牝 アグネスタキオン）１勝
アンジュジョリー（14牝 ＊タートルボウル）�２勝��４勝�入着，東京プ
リンセス賞，東京２歳優駿牝馬３着，金沢シンデレラＣ２着

ペッグエリーPeg Elly（94 牝 Dr. Carter）USA出走
レーイレアル Rey Real（08 牡 ChopperWon）VEN１勝，Copa Juan Aria

s‐L ３着

販売申込者・所有者： レースホース牧場㈱＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3734
生 産 牧 場： レースホース牧場㈱
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

987 レジェ２０２１ �・黒鹿 ５／２２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュレジェ ＊カーネギー

��
��
�ジャッキーテースト黒鹿 2013 ＊ジャッキーマックス

9e
ノーザンテースト S4×M5 Blakeney S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エルビーローズ（11黒鹿 ＊クロフネ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ローズピルグリム（15牝青鹿 ＊タイキシャトル）入着，��４勝
サンエイグレース（19牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��入着４回�

２代母 オープンエンド（07青鹿 ＊プリサイスエンド）不出走
アクティブボス（12牡 ＊バゴ）入着３回，�７勝
レイオブシャイン（18牡 ＊ダンカーク）��１勝

３代母 ショウワグローリー（90黒鹿 ホリスキー）��６勝
パープルタロー（98牡 フジキセキ）３勝，帆柱山特別２着
オースミヘネシー（02牡 ＊ヘネシー）５勝，柳都Ｓ，花園Ｓ，御陵特別，etc.，障害１勝
パープルパンチ（04牝 ＊マリエンバード）�１勝�７勝��３勝

オーミポルカ（13牝 キングヘイロー）入着，	１勝�
入着２回
ブラーブサージュ（18牡 マツリダゴッホ）��８勝，佐賀ユースＣ２着

４代母 ヘロイーダ（82黒鹿 ＊ハビトニー）３勝，清里特別
［子］ マチカネギョウセイ（93牡 ニツポーテイオー）３勝，保津峡特別，飯豊特

別３着
ヤマトメロディー（98牝 ＊エルハーブ）３勝，ＳＴＶ賞２着

５代母 サークルカマダ（76栗 ヒデチカラ）４勝，武蔵野Ｓ，牝馬特別，福寿草特別
［子］ サークルシヨウワ（85牝 モンテプリンス）２勝，クイーンＣ‐Jpn3

ツルギテンザン（81牡 ＊コインドシルバー）５勝，和布刈特別，熱田特別
［孫］ アンクルスーパー（97牡 ＊デインヒル）５勝，福島記念‐Jpn3 ２着，中京

記念‐Jpn3 ２着，大阪城Ｓ‐L ２着（２回），etc.，種牡馬
ベルウイナー（92牡 ニホンピロウイナー）７勝，関屋記念‐Jpn3 ２着，
ポートアイランドＳ‐OP，朱鷺Ｓ‐OP，etc.，障害１勝

エバービクトリー（91牡 アンバーシヤダイ）４勝，周防灘特別，恵庭岳特
別，二見ケ浦特別２着，etc.

ツルギシンプウ（89牡 サンシヤインボーイ）２勝，企救丘特別２着，北方
特別２着，濃尾特別３着

サークルメモリー（93牝 ＊エブロス）２勝，三国特別２着

販売申込者・所有者： 鵜木 唯義＝浦河町杵臼 �090-9087-3244
生 産 牧 場： 鵜木 唯義
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

988 エルビーローズ２０２１ �・黒鹿 ４／３０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューエルビーローズ ＊プリサイスエンド

��
��
�オープンエンド黒鹿 2011 ショウワグローリー

＊キングスサークル 1n
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ローズヘイロー（06鹿 キングヘイロー）�６勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（９）〕
ロチュス（13牝鹿 カンパニー）�１勝
シゲルベンガルトラ（14牡栗 ＊プリサイスエンド）３勝，青竜Ｓ‐OP（Ｄ1600）３着，

端午Ｓ‐OP（Ｄ1400）３着，昇竜Ｓ‐OP（Ｄ1400）３着，寒椿賞（Ｄ1400），さ
くらんぼ特別（芝 1200）２着，オキザリス賞（Ｄ1400）２着，袖ケ浦特別
（芝 1200）３着，なでしこ賞（Ｄ1400）３着

ブルベアノザワナ（15牡栗 タイムパラドックス）��２勝�１勝�
インプルーヴ（18牝栗 フリオーソ）���１勝・４勝
エコロヴィーガ（20牝栗 ＊ベストウォーリア）�未出走

２代母 ツジノローズ（97栗 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）１勝，�１勝
シルクロージネス（04牡 マーベラスサンデー）��３勝
スパークスフライ（08牡 ニューイングランド）１勝
リワードドルゴン（09	 スズカマンボ）
６勝�２勝
ローズファンタジア（10牝 ＊アサクサデンエン）��１勝�入着�
オランジェリー（11牡 マヤノトップガン）��９勝

３代母 ツジノライン（92栗 ＊オウインスパイアリング）出走

４代母 ツジノジヨオー（84栃栗 ＊ターゴワイス）３勝，相川特別，加治川特別３着
［子］ ナリタオンワード（94牡 ヤマニンスキー）３勝，伏拝特別２着

５代母 イーストサイド（69鹿 ＊パーソロン）６勝，中冬Ｓ，みちのくＳ，福島民報杯，
奥多摩特別
［子］ モガミチャンピオン（85牡 トウシヨウボーイ）６勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，

札幌記念‐Jpn3 ２着，新潟大賞典‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
アドマイヤゲイル（92牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ＮＺトロフィー４歳
Ｓ‐Jpn2 ３着，マーガレットＳ‐OP ２着，菜の花Ｓ‐OP ２着，etc.

［孫］ ニホンピロラック（88牡 ＊ラツキーソブリン）６勝，シンザン記念‐Jpn3
３着，クリスマスＳ‐OP，etc.，障害３勝，東京障害特別（秋）

［曾孫］ ミヤビランベリ（03牡 ＊オペラハウス）７勝，ＡＲ共和国杯‐G2，目黒記
念‐G2，七夕賞‐G3（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

989 ローズヘイロー２０２１ �・栗 ３／ ７

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Toussaudバトルプラン フランダーズ Seeking the Gold

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローローズヘイロー ＊ロイヤルアカデミーⅡ

��
��
�ツジノローズ鹿 2006 ツジノライン

＊ビユーチフルドリーマー 12
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 レッドアランダ（14青鹿 ディープインパクト）入着３回，�１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊マンダララ（97 IRE 栗 Lahib）FR１勝
マンデシャMandesha（03牝 Desert Style）GB・FR６勝，ヴェルメイユ賞‐G1，ア

スタルテ賞‐G1，オペラ賞‐G1，コリーダ賞‐G2，P. Urban Sea‐L，etc.
マンドゥールMandour（09 牡 Smart Strike）GB・FR３勝，Gala S‐L，イ

スパーン賞‐G1 ３着，ドラール賞‐G2 ２着，ギシュ賞‐G3 ３着，種牡馬
マンダリMandali（04� Sinndar）FR２勝，P. de la Porte deMadrid‐L ３着，

FR障害６勝
ユアアイズオンリー（07牡 Dinyeper）�６勝
レッドベルフィーユ（10牝 アグネスタキオン）入着２回

レッドサイオン（16� ロードカナロア）�４勝，春興Ｓ，ｔｖｋ賞，スピカＳ
３着，アメジストＳ３着

レッドシェリール（11牝 ゼンノロブロイ）２勝
レッドアルマーダ（16� ロードカナロア）�３勝，ＨＴＢ賞，国分寺特別，二

王子特別，武庫川Ｓ３着
レッドラマンシュ（19牡 ロードカナロア）�１勝，フローラルウォーク賞３着，

こうやまき賞３着
レッドマジュール（12牝 ディープインパクト）３勝，新発田城特別２着，彦星賞２着

３代母 マディリヤMadiriya（87 IRE 栗 Diesis）GB・FR４勝，Galtres S‐L
マンディラクMandilak（94 牡 El Gran Senor）GB・FR・ITY８勝，P. di Lomb

ardia‐L，P. Ambrosiano‐L，エリントン賞‐G2 ３着
マンダールManndar（96 牡 Doyoun）GB・FR・USA４勝，マンハッタンＨ‐G1，

ＷＲターフクラシック‐G1，Fairway S‐L，etc.，種牡馬
マンダラMandara（03牝 Mark of Esteem）IRE１勝

トゥザマナーボーン To the Manor Born（10牝 Royal Kingdom）IND４勝，
Eve Champion Trophy‐LR，C. N. Wadia Gold Cup‐L ２着，
Eclipse S of India‐L ２着

マリディイナMaridiyna（05牝 Sinndar）不出走
セイントスティーヴン Saint Steven（13� Art Connoisseur）�ITY９勝，

Criterium dell'Immacolata‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲上水牧場＝むかわ町花岡 �0145-42-3152
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

990 レッドアランダ２０２１ �・青鹿 ４／ ７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアレッドアランダ
＊ Lahib

��
��
�マンダララ青鹿 2014 Madiriya

9c
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 ＊レディルー（12 GER鹿 Samum）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
プロキシーファイト（19牡鹿 サトノアラジン）��入着

２代母 ラブーシュ La Bouche（95 GER鹿 In TheWings）FR・GER・ITY２勝，
P. Giovanni Falck‐L ２着
ラグランダム La Grande Dame（02牝 Monsun）GER１勝
＊ラブーム（03牝 Monsun）FR５勝，フィユドレール賞‐G3，フロール賞‐G3，P.

Panacee‐L，ジャンロマネ賞‐G1 ３着，コリーダ賞‐G2 ２着，etc.
リセエンヌ（13牝 ディープインパクト）２勝，国東特別２着
オーマイダーリン（17牝 ディープインパクト）�２勝，ローズＳ‐G2 ３着，三

木特別２着，城崎特別２着，西尾特別３着
ロームドニュイ L'Homme de Nuit（04 牡 Samum）GB・GER２勝，GB障害１勝
ラトゥールヌソル La Tournesol（05 牝 Samum）FR・GER３勝，P. du Carrous

el‐L ２着，Badener Steher Cup‐L ３着
ラヴアンドウォー Love andWar（07牝 War Blade）FR・GER１勝

３代母 ラメサ La Mesa（88 GB鹿 Sharpo）GER１勝，Idee Festa Rennen‐L
２着

４代母 レティシア Leticia（77 GER黒鹿 Caracol）GER３勝，独オークス‐G2，独１
０００ギニー‐G3，ドイツ牝馬賞‐G3 ２着，ルードヴィッヒゲーベルス記念‐G3 ２
着，ハルヴェスター大賞‐G3 ３着
［子］ レオナ Leona（86牝 Lagunas）GER４勝，ドイツ牝馬賞‐G3，Berber

is‐Rennen‐L，独オークス‐G2 ２着，etc.
レカナ Lekana（84牝 ＊イルドブルボン）GER３勝，Dusseldorfer Stut
enpreis‐L，独１０００ギニー‐G2 ２着，Junioren Preis‐L ２着，etc.

レオポルディナ Leopoldina（83牝 Beldale Flutter）GER２勝，Las Vega
s‐Slenderella‐Rennen‐L，Fruhjahrs‐Stuten Preis‐L ３着

［孫］ レオポルド Leopoldo（88牡 Windwurf）GER・SWI７勝，P. der Hotell
erie Baden‐Baden‐L，Hoffnungs Preis‐L ２着，P. der Stadt
Baden‐Baden‐L ３着，etc.，GER・SWI障害３勝

販売申込者・所有者： ㈲秋田牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2764
生 産 牧 場： ㈲秋田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

991 レディルー２０２１ 牡・鹿 ３／３０
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊

ザムーム Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�Samum Sacarinaレディルー ラブーシュ In TheWings

��
��
�La Bouche鹿GER 2012 La Mesa

16a
In TheWings M3×S4 Halo S4×S5 Sadler's Wells M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 レイバーリフォーム（16黒鹿 ルーラーシップ）入着
初仔

２代母 ワーキングウーマン（04黒鹿 フジキセキ）４勝
ディーセントワーク（11牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，�１勝�２勝�１勝
ワーキングプライド（12牝 ＊ハービンジャー）４勝，三面川特別，御室特別，粟島特

別，糺の森特別２着，四国新聞杯２着
ドンナラボリオーザ（18牝 エイシンフラッシュ）��２勝�２勝

３代母 ワーキングイオン（98栗 ＊ジェイドロバリー）１勝
ワーキングボーイ（03牡 ＊エンドスウィープ）５勝，藤森特別，太秦Ｓ２着，プラタ

ナス賞３着

４代母 ワーキングガール（88鹿 ＊パドスール）４勝
［子］ クラフトワーク（00牡 ＊ペンタイア）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，中山金杯

‐Jpn3，函館記念‐Jpn3，etc.
クラフトマンシップ（95牡 ＊フレンチグローリー）５勝，函館記念‐Jpn3，
函館記念‐Jpn3 ２着，中山金杯‐Jpn3 ２着，etc.

ラヴォランテ（05� ＊シンボリクリスエス）３勝，長良川特別，初咲賞３着
クラフトミラージュ（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，新緑賞３着

［孫］ トーセンナチュラル（12牝 メイショウサムソン）１勝，スイートピーＳ
‐LR ２着，湯浜特別３着

ナンヨーマーズ（14牡 ハーツクライ）１勝，いわき特別２着，白梅賞２着，
川俣特別３着

クロスザルビコン（17牡 フェノーメノ）�１勝，臥牛山特別２着，利尻特
別３着

スプリングガール（13牝 トーセンブライト）１勝，��２勝	５勝
入着
�，読売レディス杯２着，トレノ賞２着

［曾孫］ グローリアスカペラ（18牝 エピファネイア）�１勝，春菜賞３着

５代母 シヤダイワーデン（77栗 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ ダイナコスモス（83牡 ＊ハンターコム）４勝，皐月賞‐Jpn1，Ｒたんぱ賞

‐Jpn3，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

992 レイバーリフォーム２０２１ 牡・青鹿 ２／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴレイバーリフォーム フジキセキ

��
��
�ワーキングウーマン黒鹿 2016 ワーキングイオン

＊ナイトライト 22d
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 レッツグルーヴ（10栗 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（15）〕
トゥクトゥクボーイ（14牡黒鹿 ダノンシャンティ）�４勝
スウィング（17牡栗 ＊アイルハヴアナザー）���９勝
グルーヴィカグヤ（18牝栗 ディープブリランテ）��２勝

２代母 フィールグルービー（98鹿 ＊トニービン）出走
グルーヴィンハイ（03牡 ＊アフリート）３勝
ツルガオカランナー（05牡 ＊クロフネ）３勝，�１勝�
ハートビートソング（07牡 ゼンノロブロイ）５勝，目黒記念‐G2 ２着，青葉賞‐G2 ３

着，ブリリアントＳ‐L ２着，アンタレスＳ‐G3 ３着，ブラジルＣ‐LR ３着，etc.

３代母 ＊プレイヤーホイール（86 CAN栗 Conquistador Cielo）USA２勝，Natal
ma S‐L ２着
ストラティージクマヌーヴァー Strategic Maneuver（91 牝 Cryptoclearance）US

A５勝，メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，デムワゼルＳ‐G2，スカイ
ラヴィルＳ‐G2，etc.
イシグル Ishiguru（98牡 Danzig）GB・FR・IRE３勝，フライイングファイヴ

Ｓ‐G3，Belgrave S‐L，Richard H. Faught Memorial S‐L ２着，
種牡馬

キャットファイター Cat Fighter（00 牝 Storm Cat）USA３勝，ラカニャーダ
Ｓ‐G2，エルエンシノＳ‐G2 ３着，ルイヴィルＢＣＨ‐G2 ３着，etc.

シークレットサールム Secret Psalm（92牝 Cryptoclearance）USA出走
デロスビエントスDelosvientos（03� Siphon）USA８勝，ブルックリンＨ

‐G2，Fit To Fight S‐L，Gallant Fox H‐L，etc.
アシュフォードキャスル Ashford Castle（94 牝 Bates Motel）USA７勝，River

Downs BC H‐L，アシュランドマイルＳ‐G3 ２着，Pago Hop S‐L ２着，etc.
ミッショナリーMissionary（95 牡 Deputy Minister）USA８勝，Canterbury Derb

y‐L，Damascus H‐L，Kentucky Colonel S‐L，etc.，種牡馬
フォルナリーナ（96牝 Capote）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，対馬特別２

着，わらび賞２着
ダイワズーム（09牝 ハーツクライ）４勝，スイートピーＳ‐LR，松島特別，デ

イジー賞，etc.

販売申込者・所有者： 荒井ファーム＝日高町豊郷 �01456-7-2408
生 産 牧 場： 荒井ファーム
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

993 レッツグルーヴ２０２１ �・栗 ３／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandレッツグルーヴ ＊トニービン

��
��
�フィールグルービー栗 2010 ＊プレイヤーホイール

4g
トニービンM3×S4 Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5
Mr. Prospector S5×M5
価格： 購買者：



母 リキサンキャロル（06栗 ニューイングランド）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
ウールーズ（12牝鹿 ローレルゲレイロ）�１勝��入着４回��
セイプラウド（13牡青鹿 ローレルゲレイロ）��１勝
ブラックソーン（15牡黒鹿 ローレルゲレイロ）��１勝�３勝�１勝��
パープルツバメ（19牝鹿 フェノーメノ）�出走

２代母 ミアモーレ（01鹿 ＊コマンダーインチーフ）入着２回
スキールニル（07牡 サクラローレル）�１勝�入着４回�
モルフェメイト（08牝 ニューイングランド）１勝，�２勝

３代母 ＊カスパースカイゴールド（92 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
メジェール（97牝 ＊タバスコキャット）５勝，天王山特別，白鳥大橋特別，御池特別，etc.

ハングインゼア（04牝 ＊タイキシャトル）１勝
キングワールド（17牡 トゥザワールド）�	１勝
５勝�入着４回，北日
本新聞杯３着

メリュジーヌ（06牝 ＊フレンチデピュティ）３勝
メジェルダ（13牝 ディープインパクト）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着，
りんどう賞２着

クロワラモー（07牝 スペシャルウィーク）３勝，宇治川特別，奥只見特別，ク
リスマスキャロル賞２着，etc.
オーパキャマラード（16牝 ＊ダンカーク）２勝，ＨＴＢ杯３着

マヤノセイリュウ（00牝 マヤノトップガン）１勝，御在所特別３着，松浜特別３着
ゴールドロジャー（08牡 ＊タイキシャトル）３勝，くすのき賞３着

４代母 ＊ビベ（85 USA栗 Nureyev）GB・USA４勝，Santa Lucia H‐LR
［子］ ピ－トスキ Peteski（90 牡 Affirmed）USA７勝，モルソンイクスポート

ミリオン‐G2，Breeders' S‐R，Prince of Wales S‐R，etc.，
種牡馬

フミノウインダム（03牡 フジキセキ）２勝，犬山特別，飯盛山特別３着

５代母 ＊ビバレジナ（79 USA鹿 His Majesty）USA出走
［子］ アストロゲート（89牡 Secretariat）２勝，青葉賞‐OP ２着，山吹賞，種牡馬

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

994 リキサンキャロル２０２１ 牡・黒鹿 ４／１６

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ニューイングランド ＊クラウンフォレストリキサンキャロル ＊コマンダーインチーフ

��
��
�ミアモーレ栗 2006 ＊カスパースカイゴールド

20
Danzig S3×M5

価格： 購買者：



母 リコーマチルダ（13黒鹿 ゼンノロブロイ）��入着４回
〔産駒馬名登録数：１〕
リコーウージー（20牝鹿 ワンアンドオンリー）��出走

２代母 ブランシェリー（98鹿 ＊トニービン）２勝
ブライトウィーク（06牡 スペシャルウィーク）��２勝�入着２回
ウインフロレゾン（09牝 フジキセキ）２勝，大寒桜賞２着，燕特別３着

ベルフロレゾン（15牝 ＊クロフネ）１勝
スタッドリー（18牡 ＊ハービンジャー）�３勝，若葉Ｓ‐L ３着，千里山特別，

明石特別２着，天竜川特別２着，黄菊賞３着
シャトーブランシュ（10牝 キングヘイロー）４勝，マーメイドＳ‐G3，ローズＳ

‐G2 ２着，夕月特別，鳥栖特別，西海賞２着，etc.
ミスビアンカ（17牝 ロードカナロア）�３勝
ヴァイスメテオール（18牡 キングカメハメハ）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

‐G3，メトロポリタンＳ‐L
イクイノックス（19牡 キタサンブラック）�２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G2，日本

ダービー‐G1 ２着，皐月賞‐G1 ２着
リコーココヘッド（11牝 オンファイア）�２勝�１勝�１勝

３代母 メゾンブランシュ（89鹿 Alleged）５勝，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，浦安特別，
浦安特別２着
ブランディス（97� サクラバクシンオー）３勝，湯浜特別３着，障害６勝，中山グ

ランドジャンプ‐JG1，中山大障害‐JG1，優障害
オースミシュネル（99� ＊サンデーサイレンス）�13 勝，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2

３着，ステイヤーズＣ（２回），ステイヤーズＣ３着

４代母 ＊ブランシユレイン（82 FR芦 Nureyev）FR１勝
［子］ バルロワ Balleroy（88牡 Kaldoun）FR・USA４勝，ギシュ賞‐G3，ジャ

ンプラ賞‐G1 ２着，コンデ賞‐G3 ２着，種牡馬
エイシンビーナス（93牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1 ４着，シクラメンＳ‐OP ３着，山陽特別，etc.

ビクトリアスバイオ（95牝 ＊ヘクタープロテクター）２勝，りんどう賞

販売申込者・所有者： ㈱リコーファーム＝新冠町共栄 �080-6095-2006
生 産 牧 場： ㈱リコーファーム
飼 養 者： ㈱リコーファーム＝日高町平賀 �080-6095-2006

995 リコーマチルダ２０２１ 牡・黒鹿 ４／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

��
��
�チャールストンハーバー黒鹿 2009 Penny's Valentine

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルリコーマチルダ ＊トニービン

��
��
�ブランシェリー黒鹿 2013 メゾンブランシュ

＊ブランシユレイン 16b
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ウマヤノニウシ（14芦 ＊ストリートセンス）��出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シークレットギア（18牡鹿 リーチザクラウン）���１勝��
ヤノニノキセキ（20牡芦 ＊キンシャサノキセキ）�地方未出走

２代母 キストゥクラウン（06芦 ＊クロフネ）１勝
フォーチュンラック（13牝 ゼンノロブロイ）�１勝
ラビングシーン（17牝 スピルバーグ）�２勝

３代母 ＊ファイナルキス（96 USA鹿 Danzig）１勝，フローラＳ‐OP ２着，りんどう
賞３着，�１勝

４代母 ＊クラシッククラウン（85 USA鹿 Mr. Prospector）USA４勝，フリゼットＳ
‐G1，ガゼルＨ‐G1，ベルダムＳ‐G1 ２着，ラフィアンＨ‐G1 ２着，テストＳ
‐G1 ３着，etc.
［子］ ＊ルールオブライト（95牡 Kris S.）３勝，立春賞，香取特別３着
［孫］ リーチザクラウン（06牡 スペシャルウィーク）４勝，マイラーズＣ‐G2，

きさらぎ賞‐G3，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
＊エーシンジーライン（05牡 Giant's Causeway）６勝，小倉大賞典‐G3，

朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，etc.，障害３勝，	入着，名古屋大賞典‐Jpn3
３着，種牡馬

クラウンプリンセス（04牝 スペシャルウィーク）７勝，ポートアイランド
Ｓ‐L，米子Ｓ‐L，小倉記念‐G3 ３着，etc.

＊エーシンエフダンズ（04牡 Forestry）５勝，オーシャンＳ‐G3 ２着，船
橋Ｓ，江差特別，etc.，�１勝	２勝
１勝�入着６回�

タマモグランプリ（07� ＊グランデラ）２勝，琵琶湖特別，香住特別２着，
淡路特別３着，etc.

シンシアズブレス（13牝 ダイワメジャー）１勝，羊ヶ丘特別２着，御在所
特別３着

スナークハーバー（04� ＊ボストンハーバー）入着，舞子特別２着，�５
勝	１勝

フルオブスターズ（13牝 ＊エンパイアメーカー）１勝，郡山特別３着

販売申込者・所有者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

996 ウマヤノニウシ２０２１ �・芦 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スペシャルウィーク

�
�
�
�
�
�
�
�
� キャンペンガールリーチザクラウン Seattle Slew

��
��
�クラウンピース青鹿 2006 ＊クラシッククラウン

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleウマヤノニウシ ＊クロフネ

��
��
�キストゥクラウン芦 2014 ＊ファイナルキス

23b
クラシッククラウンS3×M4 Mr. Prospector S4×M5×M5
Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 オンザウインド（13鹿 ヴィクトワールピサ）�１勝�５勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ジュリエット（00 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・IRE・USA２勝，Give Tha
nks S‐L，Noblesse S‐L ２着，Finale S‐L ３着
ベストアンサー（07牡 アグネスタキオン）２勝，浦佐特別，稲村ヶ崎特別３着
ロザライン（09牝 ゴールドアリュール）�１勝
ジェットソング（10牡 マンハッタンカフェ）入着，�12 勝�
アロングマイハート（11牝 ダイワメジャー）�２勝
ヴィヴァント（12牝 ハーツクライ）�１勝��入着

フューリアス（18牡 ＊バトルプラン）�出走，�６勝��，サラブレッド大賞典２着，
北日本新聞杯２着，中日杯３着，石川ダービー３着，金沢ヤングＣｈ３着

ラブリージュリ（15牝 ジャングルポケット）��１勝�３勝
トロペジェンヌ（16牝 ブラックタイド）�	１勝��１勝

３代母 アルトゥアArutua（93 USA黒鹿 Riverman）不出走
プラトー Plato（97 牡 Lure）IRE・USA３勝，ベルモントレキシントンＳ‐G3 ２着，

種牡馬
ファーハ Farha（98牝 Nureyev）GB２勝

サザンルーラー Southern Ruler（16 牡 Saamidd）�IND１勝，Mysore Der
by‐LR，Breeders' Juvenile Colts' Championship‐LR ２着，Ban
galore 2000 Guineas‐LR ３着

ウォームウェルカムWarmWelcome（08牝 Motivator）不出走
ダニエルズフライアーDanielsflyer（14
 Dandy Man）�GB・IRE４勝，

Woodcote S‐L ２着

４代母 オールアロング All Along（79 FR鹿 ＊ターゴワイス）入着，GB・FR・USA
９勝，ロスマンズインターナショナル‐G1，凱旋門賞‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1，
ターフクラシックＳ‐G1，ワシントンＤＣ国際‐G1，etc.
［子］ ＊アロングオール（86牡 Mill Reef）FR２勝，グレフュール賞‐G2，シェー

ヌ賞‐G3，仏グランクリテリヨム‐G1 ２着，種牡馬
アルナキュール Arnaqueur（95 牡 Miswaki）FR３勝，P. Lord Seymour
‐L，エドゥヴィル賞‐G3 ２着，ラロシェット賞‐G3 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 山野牧場＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2660
生 産 牧 場： 山野牧場
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651

997 オンザウインド２０２１ 牡・青鹿 ４／２９
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

ネオユニヴァース

�
�
�
�
�

��
��

�ヴィクトワールピサ ＊ホワイトウォーターアフェアオンザウインド
＊ Sadler's Wells

��
��
�ジュリエット鹿 2013 Arutua

1d
サンデーサイレンス S3×M4 Sadler's Wells M3×S5 Halo S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 アリーヤ（10鹿 キングカメハメハ）��１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
デジデーリョ（17牡鹿 キングヘイロー）�１勝
スプリングメドウ（18牡鹿 シビルウォー）��６勝�，湾岸スターＣ（Ｄ1600），

東海ダービー（Ｄ1900）３着，駿蹄賞（Ｄ1800）３着

２代母 ノンストップラブ（98鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，大森浜特別２着
プリティジェンヌ（07牝 ＊タイキシャトル）�５勝�２勝
フルーツマウンテン（08牝 タニノギムレット）�８勝	

ハッピーマリーン（09牝 ＊タイキシャトル）３勝
プラチナウィンド（12牝 ＊チチカステナンゴ）�１勝�入着７回
ノットオンリー（14� ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，�	７勝
シュヴァルダムール（15� ＊フレンチデピュティ）�１勝��５勝

３代母 ノンストップレディ（90鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，木曽川特別２着，アカ
シヤＳ２着
ラブフォーエバー（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，堀川特別，ゴールデンサドル

Ｔ２着，東山特別２着，etc.
ロールオブザダイス（05牡 ＊トワイニング）６勝，平安Ｓ‐G3，etc.，���	入着

５回���，東京大賞典‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，etc.
ノンスタンダード（00牡 ＊ラムタラ）３勝，生田特別２着
フレンチマリー（06牝 ＊フレンチデピュティ）�１勝��３勝	入着，オパールＣ２着

４代母 ＊マガロ（80 USA黒鹿 Caro）USA４勝
［子］ タヤスツヨシ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー‐Jpn1，

Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
クーラウィン Coolawin（86牝 Nodouble）USA９勝，オーキッドＨ
‐G2，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G2，ビウィッチＳ‐G3，etc.

［孫］ シルヴァーラプソディ Silver Rhapsody（95牝 Silver Hawk）GB・FR
・GER２勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，ヨークシャーオークス‐G1
３着，英ジョッキークラブＳ‐G2 ２着，etc.

キューバンサンデイ Cuban Sunday（07� Benicio）AUS５勝，MRC
Heatherlie H‐L，MRCGalilee Series Final‐L ３着

販売申込者・所有者： 門別 正＝日高町富川西 �01456-2-0589
生 産 牧 場： 門別 正
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

998 アリーヤ２０２１ �・栗 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アグネスタキオン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アグネスフローラグランデッツァ

＊ Marju

��
��
�マルバイユ栗 2009 Hambye

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスアリーヤ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ノンストップラブ鹿 2010 ノンストップレディ

＊マガロ 1r
サンデーサイレンス S3×M3 ラストタイクーン S4×M4

価格： 購買者：



母 リトルダーリン（08黒鹿 ディープインパクト）３勝，蓬莱峡特別（芝 1800），西海
賞（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４）〕
フィニステール（17牡黒鹿 キングカメハメハ）�４勝，伊勢Ｓ（Ｄ1900），あやめ

賞（芝 1800）２着
グートアウス（19牡黒鹿 キングカメハメハ）�出走

２代母 エリモエクセル（95栗 ＊ロドリゴデトリアーノ）６勝，オークス‐Jpn1，府中
牝馬Ｓ‐Jpn3，マーメイドＳ‐Jpn3，中京記念‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn2 ３着，etc.
ユニバーサル（01牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，琵琶湖特別３着，桑折特別３着

ワールドフォーラブ（14牝 ディープインパクト）４勝，中京スポーツ杯，桑名
特別，鳥羽特別２着，中京スポーツ杯２着，マカオＪＣＴ２着，etc.

クリノアリエル（15牝 ディープインパクト）�２勝，大濠特別，千歳特別２着，
淀屋橋Ｓ３着，下関Ｓ３着，�６勝��

ハレクラニ（02牝 ＊ブライアンズタイム）出走
ブラックバード（12� ダイワメジャー）２勝，彦星賞，八代特別２着，鞍ケ池

特別２着，邁進特別３着，�１勝��入着
ダノンエクスプレス（06牡 アグネスタキオン）４勝，柏崎特別
エクセルワールド（13牡 ヴィクトワールピサ）入着２回，��１勝�２勝
ラストエクセル（17牝 ハーツクライ）�入着，�３勝�

３代母 ＊エリモファンタジー（86 USA栗 Riverman）FR入着
エリモパッション（92牝 マルゼンスキー）出走

エリモブライアン（97牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2，
菊花賞‐Jpn1 ３着，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，etc.

エリモシャルマン（99牡 ＊トニービン）４勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，Ａ
Ｒ共和国杯‐Jpn2 ３着，万葉Ｓ‐L ２着，etc.

４代母 シェアザファンタジー Share the Fantasy（80 USA栗 Exclusive Native）US
A３勝，スピナウェイＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1 ２着，スカイラヴィルＳ‐G3 ２着
［孫］ リズモアナイト Lismore Knight（00� Woodman）USA４勝，アーリン

トンクラシック‐G2，サマーＳ‐G2，セクレタリアトＳ‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱レイクヴィラファーム＝洞爺湖町成香 �0142-82-5565
生 産 牧 場： ㈱レイクヴィラファーム
飼 養 者： ㈱レイクヴィラファーム＝洞爺湖町成香 �0142-82-5565

999 リトルダーリン２０２１ �・鹿 ４／ ２
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインモーリス ＊カーネギー

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアリトルダーリン ＊ロドリゴデトリアーノ

��
��
�エリモエクセル黒鹿 2008 ＊エリモファンタジー

1k
サンデーサイレンスM3×S4 Riverman M4×S5 Northern Dancer S5×M5
Lyphard S5×M5
価格： 購買者：



母 レイニータ（07栗 ＊アグネスデジタル）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－５（22）〕
レイオーロ（12牡栗 キングカメハメハ）�６勝
ロワール（13牝栗 アドマイヤムーン）�２勝
ララメンテ（14牝栗 ディープスカイ）��６勝
スパニッシュフライ（15牝栗 ＊バゴ）入着２回，�６勝
キョウワドライヴ（17牡栗 ＊カジノドライヴ）�２勝

２代母 ＊グッバイヘイロー（85 USA栗 Halo）USA11 勝，マザーグースＳ‐G1，ＣＣ
Ａオークス‐G1，ケンタッキーオークス‐G1，ハリウッドスターレットＳ‐G1，
ラスヴィルヘネスＳ‐G1，ラカニャーダＳ‐G1，デムワゼルＳ‐G1，チューラヴ
ィスタＨ‐G2，etc.
ウチュウニカガヤク（94牝 ＊ナスルエルアラブ）不出走

キョウワシンズイ（00牡 ＊サンシャック）入着８回，�２勝���，大阿蘇大賞
典３着

キングヘイロー（95牡 ＊ダンシングブレーヴ）６勝，高松宮記念‐Jpn1，中山記念
‐Jpn2，東京新聞杯‐Jpn3，東スポ杯３歳Ｓ‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，etc.，
種牡馬

キングアカデミー（97牡 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）１勝，春日山特別２着
ツルハチクィーン（98牝 ＊ラムタラ）出走

キョウワウォール（16牡 ベルシャザール）�１勝，八女特別２着，小倉城特別
３着，�１勝��

ツルハチキング（99牡 ＊フォーティナイナー）３勝，はなのき賞３着，もちの木賞３
着，�４勝���

キョウワノキリンジ（01牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝，ゆきつばき賞３着

３代母 パウンドフーリッシュPound Foolish（79 USA鹿 Sir Ivor）不出走
ランペイジングネイティヴ Rampaging Native（84 牡 Raise a Native）USA３勝，

Rushaway H，種牡馬

４代母 スクワンダー Squander（74 USA鹿 Buckpasser）USA３勝，ソロリティＳ
‐G1，Astoria S，Las Flores H２着

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522

1000 レイニータ２０２１ �・鹿 ３／１５

＊

ケイプクロス Green Desert

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Cape Cross

�
�
�
�
�
�
�
�
� Park Appealベーカバド ベフカラ Kris

��
��
�BehkaraFR 鹿 2007 Behera

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawレイニータ
＊ Halo

��
��
�グッバイヘイロー栗 2007 Pound Foolish

8h
Danzig S4×M5 Sir Ivor M4×S5

価格： 購買者：



母 レオキラメキ（07黒鹿 ＊アルカセット）入着３回，��２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ラルムオブダリア（18牝鹿 ナムラタイタン）���３勝
パワースレイヴ（19牝栗 エスポワールシチー）���２勝

２代母 ユーワテイクワン（95青鹿 ＊ヒシマサル）１勝，芙蓉Ｓ‐OP ３着，長岡特別２着
レオシュガー（02牝 ＊トワイニング）１勝
レオエンジェル（03牝 ＊ムタファーウエク）�４勝
レオスマイル（04牝 トーホウエンペラー）１勝，��３勝
レオプログレス（05牡 ステイゴールド）３勝，九十九里特別，瓢湖特別，陣馬特別

２着，鹿野山特別２着，潮来特別２着，etc.，�２勝
アルメナーラ（08牝 ＊ルールオブロー）入着，�１勝��
ハチミツ（09牝 アドマイヤマックス）�１勝�３勝
ロッカビアンカ（11牡 スリーロールス）�１勝�３勝	入着４回

３代母 ＊トライアンフアンドジョイ（84 USA鹿 Mari's Book）USA出走
クイーンオヴトライアンフQueen of Triumph（89牝 King of the North）USA

５勝，ブシャーＨ‐G3，New York Stallion S‐R，マザーグースＳ‐G1 ３
着，etc.

リリースラッガー（97牡 ウイニングチケット）３勝，城崎特別３着，雪割草特別３着

４代母 レイディアブラ Lady Abla（72 ARG栗 Alsina）USA・ARG６勝，P. Cle
mente Benavides，P. Manuel F. Gnecco，P. Nereida３着
［子］ キュープコイズジョイ Cupecoy's Joy（79 牝 ＊ノーザリー）USA６勝，

エイコーンＳ‐G1，マザーグースＳ‐G1，Montauk S‐LR，etc.
［孫］ シシリアンボーイ Sicilian Boy（01牡 Senor Speedy）USA９勝，Kin

gston H‐R ２着
［曾孫］ スイートリッキー Sweet Ricky（98牡 Astudillo）USA・PAN５勝，Alex

M. Robb H‐R，New York Derby‐R，Mike Lee S‐R ２着
ウィンドブローズWind Blows（97牝 Senor Speedy）USA１勝，Ea
st View S‐R ２着

シークレットバンドル Secret Bundle（90 牝 ＊セクレト）USA１勝，K
entucky Breeders' Cup S３着

販売申込者・所有者： 若林 順一＝日高町庫富 �090-8426-7621
生 産 牧 場： 若林 順一
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

1001 レオキラメキ２０２１ 牡・青鹿 ５／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�アルカセット ＊チェサプラナレオキラメキ ＊ヒシマサル

��
��
�ユーワテイクワン黒鹿 2007 ＊トライアンフアンドジョイ

4h
Nureyev S4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 レアリサール（08鹿 ＊ブライアンズタイム）�３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ファッションガール（15牝栗 アドマイヤジャパン）�１勝
ミキコウジ（17牡黒鹿 トーセンホマレボシ）�１勝
シナノリオン（18�黒鹿 リオンディーズ）�地方未出走
コスモマスティフ（19牡栗 カレンブラックヒル）��入着

２代母 ナイスジュノー（91栗 ＊ナイスダンサー）出走
ガルシア（97牡 ＊セレスティアルストーム）��１勝
イブキリムジンオー（98牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，上賀茂Ｓ，加古川特別，鷹取

特別，釧路湿原特別，etc.，障害１勝，小倉サマージャンプ‐JG3 ２着，�１勝
ナイスドラゴン（00牡 マーベラスサンデー）��５勝
アドマイヤプラウド（04牡 ＊アフリート）�７勝	１勝
マサカーネ（05牝 ＊トワイニング）�１勝�
アマテラスAmateras（06 牝 ＊シルバーチャーム）KOR１勝

３代母 ミスデルモント（82栗 ＊ゲイルーザツク）�１勝
ニホンピロナーリー（89牡 ＊タツプオンウツド）４勝，京都記念‐Jpn2 ３着，白嶺

Ｓ，初霜特別，etc.，
２勝
アスクウルフ（93� ヤマニンスキー）１勝，障害１勝
アスクファンタジー（94牝 ＊トニービン）４勝，阿寒湖特別，湯川特別２着，古都Ｓ

３着，etc.
アスクジュビリー（00牡 ＊コマンダーインチーフ）５勝，若草Ｓ‐OP，下鴨Ｓ，

再度山特別，etc.
アイムゾンターク（02牝 ＊ブライアンズタイム）出走
トモロマイスター（07牡 マーベラスサンデー）２勝，二王子特別２着

シルクガーランド（95牝 ＊コマンダーインチーフ）入着２回
イシノイングランド（06牡 ニューイングランド）�２勝，ジュニアＧＰ２着

４代母 スピードハクセス（73栃栗 ＊ダイハード）��出走

５代母 チヤイナスピード（66栗 ＊チヤイナロツク）��，東京王冠賞，しらさぎ賞２
着，東京ダービー２着，関東オークス２着，クイーン賞３着

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1002 レアリサール２０２１ �・鹿 ４／ １
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayレアリサール ＊ナイスダンサー

��
��
�ナイスジュノー鹿 2008 ミスデルモント

＊チツプトツプ 4m
Roberto M3×S4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊レイクポンチャトレイン（12 USA鹿 Afleet Express）USA20 勝，Dance To Bristo
l S，Pink Ribbon S（２回），Hoist Her Flag S２着，Dashing Beauty S２
着，Hollywood GamingMahoning Distaff S２着，etc.
初仔

２代母 ハーモー二ーレイクHarmony Lake（03 USA鹿 Lucky Lionel）USA出走
ストームインザレイク Storm in the Lake（08� Stormin Fever）USA６勝
コンヴォイキャプテンConvoy Captain（10� Northern Afleet）USA４勝

３代母 コートニーレイクCourtney Lake（95 USA黒鹿 Meadowlake）USA入着３回
コンバスチョンCombustion（00� Explosive Red）USA１勝
フェイトテイクズアハンド Fate Takes a Hand（04牡 Tale of the Cat）USA４勝
ブリティッシュコロンビアBritish Columbia（05� E Dubai）USA９勝
チェロキーコーカスCherokee Caucus（06 牝 Cherokee Run）USA２勝
ディースマーティキャットD'smarty Cat（09� D'Wildcat）USA２勝
サイドバイサイドデルココ Sidebysidedelcoco（12� Pleasant Strike）USA１勝

４代母 ジェットアゼル Jetazelle（88 USA黒鹿 Tri Jet）USA４勝
［子］ チェロキーカントリー Cherokee Country（04 牡 Yonaguska）USA12 勝，

フォールハイウエイトＨ‐G3，Valley Forge S‐L，Anderson
Fowler S，etc.，種牡馬

ラナウェイジェット Runaway Jet（97� Runaway Groom）USA５勝，
Clever Trick S，Autobot S２着

レッツパント Let's Punt（99 牝 Rubiano）USA２勝
［孫］ ミニーパントMinnie Punt（06� Gold Fever）USA９勝，Kingston S

‐R，New York Stallion Spectacular Bid S‐R，West Point S
‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： Ｐｅｒｒｙ Ｍａｒｔｉｎ＝新ひだか町静内本町 �0146-42-2544
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

1003 レイクポンチャトレイン２０２１ �・鹿 ２／２５

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lucky Sophカリフォルニアクローム ラヴザチェイス Not For Love

��
��
�Love the ChaseUSA 栗 2011 Chase It Down

＊

アフリートイクスプレス Afleet Alex

�
�
�
�
�

��
��

�Afleet Express Expanseレイクポンチャトレイン ハーモー二ーレイク Lucky Lionel

��
��
�Harmony Lake鹿USA 2012 Courtney Lake

2b
Mr. Prospector S4×S5×M5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 リジョウクラウン（08栗 ＊チーフベアハート）�６勝�１勝�入着���，若草賞
（Ｄ1800），園田プリンセスＣ（Ｄ1400），兵庫サマークイーン賞（Ｄ1700）３着（２回），
園田クイーンセレクション（Ｄ1400）３着，プリンセス特別（Ｄ1600）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ジョケツ（19牝栗 フリオーソ）��１勝

２代母 ターフオーシャン（94栗 ＊スキャン）１勝
ウエーブシチー（01牡 ＊ハンセル）入着２回，�１勝��
トーセンクルーズ（03牡 ステイゴールド）１勝
リンドカッチー（05牝 ＊リンドシェーバー）��２勝
エクセルチェイサー（07牡 キングヘイロー）��１勝�入着，北海優駿２着
シグラップヒラリー（14牝 ＊トビーズコーナー）��１勝	入着９回


３代母 カミノポイント（78鹿 ＊ネヴアービート）不出走
クイックワーカー（90牡 ＊ラツキーソブリン）３勝，�６勝�入着４回，新春ＧＰ２

着，ダイヤモンドＣ３着
カミノスルスミ（93牝 マルゼンスキー）入着

ダイワカーメル（01牡 フジキセキ）２勝，いちょうＳ‐L ２着，白山特別，山中
湖特別３着

チャレンジシチー（02牡 キングヘイロー）４勝，越後Ｓ２着，七重浜特別２着，
安芸Ｓ３着

フクシア（08牝 ゴールドアリュール）入着２回
ダモンデ（15牡 ＊プリサイスエンド）�８勝��２勝	１勝，南部駒賞，ハ
ヤテスプリント２着

４代母 オカクモ（65鹿 ＊ライジングフレーム）４勝，阪神牝馬特別２着，毎日杯２着，
牝馬特別‐OP，４歳牝馬特別‐OP
［孫］ ダイアナソロン（81牝 ＊パーソロン）５勝，桜花賞‐Jpn1，サファイヤＳ

‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，etc.，優３牝
［曾孫］ デーエスソロン（89牝 ＊ノーザンテースト）３勝，赤穂特別，長篠特別，

ＨＢＣ杯２着，etc.
チェリーテースト（91牝 ＊ノーザンテースト）３勝，エーデルワイスＳ，
八重桜賞

販売申込者・所有者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �090-1388-9993
生 産 牧 場： ㈱リトルブルーファーム
飼 養 者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �090-1388-9993

1004 リジョウクラウン２０２１ 牡・鹿 ２／１３

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahモンテロッソ ポルトロカ Barathea

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊ Chief's Crown

�
�
�
�
�

��
��

�チーフベアハート Amelia Bearhartリジョウクラウン ＊スキャン

��
��
�ターフオーシャン栗 2008 カミノポイント

＊星若 3
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5 Gold Digger M5×M5

価格： 購買者：



母 ロイヤルメジャー（14鹿 ダイワメジャー）３勝，周防灘特別（芝 1200），山陽特別
（芝 1200）２着，帆柱山特別（芝 1200）２着，ＳＴＶ杯（芝 1200）３着，ＵＨＢ杯
（芝 1200）３着，etc.
初仔

２代母 クリミナルコード（07鹿 Red Ransom）２勝
インテグリティー（13牡 アドマイヤムーン）２勝
ロジャージーニアス（15� ネオユニヴァース）１勝
クリムパルフェ（16牝 ナカヤマフェスタ）�１勝��３勝�

３代母 ＊クライム（96 USA黒鹿 Gulch）FR１勝
クライムシーン Crime Scene（03� Royal Applause）GB・AUS・UAE８勝，セ

ントサイモンＳ‐G3，Steventon S‐L，ＶＲＣメルボルンＣ‐G1 ２着
マラヴィータMalavita（06 牝 Singspiel）FR・CAN１勝

オールドバンチOld Bunch（12牡 Not for Sale）ARG・URU５勝，オトニョ賞
‐G2，ビセンテＬカサレス賞‐G2，ミゲルＦマルティネス大佐賞‐G2，etc.

４代母 パッシングヴァイス Passing Vice（90 USA鹿 Vice Regent）USA６勝，ベ
イメドーズオークス‐G3，ハリウッドスターレットＳ‐G1 ２着，デラウェアＨ
‐G2 ２着，プリンセスＳ‐G2 ３着，アーリントンメイトロンＨ‐G3 ２着，etc.

５代母 パッシングルック Passing Look（71 USA鹿 Buckpasser）USA４勝，Ta
ttling H３着，Pocahontas S３着
［子］ トランペッツブレアー Trumpet's Blare（87 牝 Vice Regent）USA９勝，

アーリントンワシントンラッシーＳ‐G1，Fairway Fun S‐L，
Poinciana H，etc.

インマイキャップ In My Cap（82牝 Vice Regent）USA８勝，Bison City
S‐LR，La Prevoyante S‐LR，Maple Leaf S‐LR，etc.

［孫］ ラージャズリヴェンジ Raja's Revenge（83牡 Raja Baba）USA６勝，
ジャイプールＳ‐G3，ナシュアＳ‐G3，ヤングアメリカＳ‐G1 ４着，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718
生 産 牧 場： ㈲矢野牧場
飼 養 者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718

1005 ロイヤルメジャー２０２１ �・鹿 ２／２４

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 Harlan's Holiday

�
�
�
�
�
�
�
�
� Christmas in Aikenシャンハイボビー スティーリン Orientate

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケロイヤルメジャー Red Ransom

��
��
�クリミナルコード鹿 2014 ＊クライム

16h
Halo M4×S5 Mr. Prospector S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ロッツオブラブ（13栗 ステイゴールド）��１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ティーファイブ（19牡栗 ＊アグネスデジタル）���３勝

２代母 ケイティラブ（04栗 ＊スキャン）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3，稲妻特
別，ＴＶユー福島賞３着，駿風Ｓ３着
マイネルエメ（15� ステイゴールド）１勝，こうやまき賞３着，��12 勝��

３代母 ウイニングリバー（93鹿 ＊ムーンマツドネス）�４勝
ロッコウパレス（98牡 ＊エブロス）��１勝
サカモトスキャン（99牝 ＊スキャン）�８勝
マイネルブルック（01牡 ＊スターオブコジーン）３勝，きさらぎ賞‐Jpn3，寒竹賞，

葉牡丹賞２着
シュルヴィーヴル（05牝 ＊スターオブコジーン）入着，�４勝�５勝	入着
トップレイスター（06牝 マヤノトップガン）��９勝
マイネルタイド（07牡 ＊マイネルラヴ）�６勝

４代母 ＊ビーマイフアイア（86 IRE 栗 Be My Guest）不出走
［子］ ビーマイナカヤマ（94牡 ＊エブロス）７勝，ガーネットＳ‐Jpn3（２回），etc.，


１勝��１勝��２勝１勝�１勝�入着，とちぎマロニエ
Ｃ‐Jpn3，朱鷺大賞典‐Jpn3，etc.，種牡馬

マイネルフォーグ（04牡 ＊スターオブコジーン）２勝，谷川岳Ｓ‐L，ＮＺ
トロフィー‐Jpn2 ２着，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.

マーブルステラ（98牝 ＊ゴールデンフェザント）２勝，別府特別２着
［孫］ ケイティブレイブ（13牡 アドマイヤマックス）３勝，ＪＢＣクラシック

‐Jpn1，etc.，�１勝��６勝	１勝�１勝，帝王賞‐Jpn1，川崎記
念‐Jpn1，etc.

ケイティマドンナ（16牝 サクラプレジデント）入着３回，��２勝，ロジ
ータ記念３着

５代母 ファイアアンドアイス Fire and Ice（76 FR栗 Reliance）FR出走
［曾孫］ ホンコンレジェンド Hongkong Legend（05� Mull of Kintyre）SWE

・DEN８勝，Copenhagen GoldenMile‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614

1006 ロッツオブラブ２０２１ 牡・鹿 ４／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� マンハッタンカフェ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サトルチェンジジョーカプチーノ フサイチコンコルド

��
��
�ジョープシケ芦 2006 ジョーユーチャリス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュロッツオブラブ ＊スキャン

��
��
�ケイティラブ栗 2013 ウイニングリバー

＊ビーマイフアイア 1s
サンデーサイレンス S3×M3 Nijinsky S5×M5 Foreseer S5×M5

価格： 購買者：



母 ロードナイト（09鹿 ジャングルポケット）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ビルドアップ（18牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）���４勝
ハッピーオーラ（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）��１勝
カップケーキ（20牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 ローレルマロン（99栗 ＊フォーティナイナー）１勝
ラムセスジュベリー（07牡 キングヘイロー）�１勝��７勝�６勝�２勝�
ポッドマロン（12牝 ネオユニヴァース）�１勝���入着３回
オリジネイター（14牡 ＊エンパイアメーカー）入着，���17 勝
コパノマーボー（15牡 ＊ヘニーヒューズ）入着４回，��１勝�入着�
ビューティーラブ（18牝 エスポワールシチー）��１勝

３代母 ミルフォードスルー（88栗 ＊スルーザドラゴン）３勝，シンザン記念‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳Ｓ‐Jpn1 ３着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，etc.
ランフォザドリーム（94牝 ＊リアルシヤダイ）５勝，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，マーメイド

Ｓ‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２着，etc.
フィーユドゥレーヴ（01牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，フ

ィリーズレビュー‐Jpn2 ３着，キーンランドＣ３着
ヤマノランボー（06牡 ダンスインザダーク）１勝，浦佐特別３着
オウケンサクラ（07牝 ＊バゴ）３勝，フラワーＣ‐G3，桜花賞‐G1 ２着，天皇

賞（秋）‐G1 ４着，etc.
ヤマノウィザード（11牡 ディープインパクト）２勝，青葉賞‐G2 ３着，梅花賞，

�９勝

４代母 スピードキヨフジ（70鹿 ＊チヤイナロツク）��７勝
［孫］ キクノアポロ（06牡 ＊アジュディケーティング）６勝，ブリリアントＳ‐L，

仁川Ｓ‐L ３着，etc.，���出走，川崎記念‐Jpn1 ５着
［曾孫］ カネツフルーヴ（97牡 ＊パラダイスクリーク）６勝，��３勝�１勝	入

着，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，オグリキャップ記念‐Jpn2，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲石川牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2611
生 産 牧 場： ㈲石川牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1007 ロードナイト２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ２

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Weekend Surpriseマジェスティックウォリアー ドリームスプリーム Seeking the Gold

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーロードナイト ＊フォーティナイナー

��
��
�ローレルマロン鹿 2009 ミルフォードスルー

＊チツプトツプ 4m
Seattle Slew S3×M5 Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4
Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊ロアジス（11 USA鹿 Medaglia d'Oro）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
テーオープラトン（17牡栗 ゼンノロブロイ）��４勝
アラメア（18牝鹿 ドゥラメンテ）��１勝
ブライトミニスター（19牡栗 ＊シニスターミニスター）��出走�１勝
アーティスティック（20牡黒鹿 ＊パイロ）�地方未出走

２代母 コーネリア（07鹿 ＊フォーティナイナー）不出走
＊グラブザフラッグ（12� Tapit）１勝，浄土平特別２着，唐戸特別２着，セントポー

リア賞３着
＊ソウルセイバー（15� ＊ストリートセンス）２勝

３代母 ＊キャットクイル（90 CAN鹿 Storm Cat）GB入着
ファレノプシス（95牝 ＊ブライアンズタイム）７勝，桜花賞‐Jpn1，秋華賞‐Jpn1，

エリザベス女王杯‐Jpn1，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優３牝，優古牝
アディアフォーン（06牝 ダンスインザダーク）３勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３

着，対馬特別３着
ラナンキュラス（07牝 スペシャルウィーク）２勝，フィリーズレビュー‐G2 ２

着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ４着，りんどう賞
アランダ（96牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，さざんか賞３着

ネイキッド（04牡 ＊フレンチデピュティ）５勝，エルムＳ‐G3 ２着，平安Ｓ
‐G3 ３着，ベテルギウスＳ‐OP ３着，etc.

サンデーブレイク（99牡 ＊フォーティナイナー）USA４勝，ピーターパンＳ‐G2，
ベルモントＳ‐G1 ３着，ウッドメモリアルＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

キズナ（10牡 ディープインパクト）６勝，日本ダービー‐G1，産経大阪杯‐G2，京
都新聞杯‐G2，etc.，FR１勝，ニエル賞‐G2，優３牡，種牡馬

４代母 パシフィックプリンセス Pacific Princess（73 USA鹿 Damascus）USA７
勝，デラウェアオークス‐G1，ヘムステッドＨ‐G2，メイトロンＳ‐G1 ２着，マ
スケットＨ‐G2 ２着，ガゼルＨ‐G2 ２着，etc.
［孫］ ナリタブライアン（91牡 ＊ブライアンズタイム）12勝，日本ダービー‐Jpn1，

有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，etc.，優２牡，年代表，優３牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲上水牧場＝むかわ町花岡 �0145-42-3152
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

1008 ロアジス２０２１ �・栗 ３／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル メジロマックイーン

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

＊

メダーリアドーロ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Medaglia d'Oro Cappucino Bayロアジス ＊フォーティナイナー

��
��
�コーネリア鹿USA 2011 ＊キャットクイル

13a
ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer S5×M5 Damascus M5×M5

価格： 購買者：



母 レッドスピリッツ（09黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
ユキノボタン（15牝栗 ＊グラスワンダー）�２勝��
ゴールドソウル（16牝栗 ジャングルポケット）��２勝
レッドシャリオン（17牝栗 ＊エイシンアポロン）�１勝�２勝，園田クイーンセレ

クション（Ｄ1400）３着
ギントアカ（19牡鹿 シルバーステート）�出走

２代母 ＊ドメーヌ（01 CHI 鹿 Hussonet）USA・CHI２勝，アルトゥロリオンペニャ賞
‐G1，サルバドルヘスリべロス大賞‐G2 ２着
ヴァインバッハ（08牝 アグネスタキオン）��１勝，平和賞

ティターヌ（16牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，市原特別
ヴェルメンティーノ（11牝 ダイワメジャー）３勝

３代母 ウォーカバウトWalkabout（88 CHI 鹿 Worldwatch）CHI１勝
プロムナードPromenade（98牝 Hussonet）CHI２勝

デラストラーダDella Strada（06牝 Della Francesca）CHI６勝，P. Socie
dad Hipica Luis Cousino‐L ２着

ラトローサ La Torrosa（07牝 Merchant of Venice）CHI２勝，ホセＳバエ
サ賞‐G3

ウエユスカ Hueyusca（02牝 Hussonet）CHI３勝，P. Lisimaco Jaraquemada
‐L，カルロスカンピノ賞‐G2 ２着，P. Victor Raby‐L ２着
エラスヴェローナ Hellas Verona（15牝 Interaction）�ARG５勝，ＣＥディ

スタフ‐G1 ３着，ロサリオジョッキークラブ賞‐G3 ３着
フアサンガ Huasanga（17牝 Suggestive Boy）�ARG３勝，ルシオタボルダ

賞‐G3 ３着

４代母 ノースビーチNorth Beach（82 CHI 黒鹿 Nobloys）CHI 出走
［孫］ マーキゼットMarquisette（96 牝 Memo）USA・CHI13 勝，カルロスＡ

ナバロ賞‐G2，P. As.Propiet. de F. S. de Carreras A. G.‐L，P. Ciu
dad de Santiago‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

1009 レッドスピリッツ２０２１ 牡・栗 ２／２８

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジレッドスピリッツ
＊ Hussonet

��
��
�ドメーヌ黒鹿 2009 Walkabout

2s
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ワンスアポンタイム（13鹿 サクラプレジデント）�２勝��
本馬の他に産駒あり

２代母 サクラエミリー（08栗 ＊タイキシャトル）不出走
スウィートセシル（14牝 ＊サウスヴィグラス）�４勝
スクワットゴールズ（15牝 ナカヤマフェスタ）�２勝�入着��
レモネード（18牝 マツリダゴッホ）�２勝

３代母 サクラヴィクトリア（99栗 ＊トニービン）２勝，秋華賞‐Jpn1 ２着，ローズＳ
‐Jpn2 ２着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，呉竹賞，��１勝，関東オークス‐Jpn3
サクラヴィッキー（04牝 ダンスインザダーク）��入着５回

サクラインザスカイ（09牡 ＊ワイルドラッシュ）４勝，初春Ｓ，etc.，�２勝�
７勝�入着��，トレノ賞，黒潮スプリンターズＣ２着，etc.

ノーブルサファイア（14牝 ＊サウスヴィグラス）��４勝�１勝，ノースクイー
ンＣ３着

エコロファルコン（18牡 ホッコータルマエ）�２勝，アプローズ賞２着
サクラヴィクトリー（09牡 タニノギムレット）２勝，石打特別，葉山特別３着，�

４勝�入着２回

４代母 サクラユスラウメ（94栗 サクラユタカオー）１勝
［子］ サクラボールド（07牡 ＊オペラハウス）３勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，八雲特別，

いわき特別，etc.，�３勝
［孫］ ラッキードリーム（18牡 ＊シニスターミニスター）���１勝�７勝�，

ＪＢＣ２歳優駿‐Jpn3，北海優駿，王冠賞，etc.
カプリフレイバー（17牡 ＊サウスヴィグラス）���７勝，川崎スパーキ
ングスプリント，優駿スプリント，船橋記念２着，etc.

アワジノサクラ（16牡 メイショウサムソン）��９勝�入着，白鷺賞２着，
はがくれ大賞典３着

コパノチャンス（13牡 ＊タイキシャトル）３勝，潮騒特別
サクラルーフェン（16牡 ＊アイルハヴアナザー）�３勝，苫小牧特別

販売申込者・所有者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121

1010 ワンスアポンタイム２０２１ 牡・青鹿 ３／１６
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エルコンドルパサー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サドラーズギャルサクラオリオン
＊ Danzig

��
��
�サクラセクレテーム黒鹿 2002 Secrettame

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーワンスアポンタイム ＊タイキシャトル

��
��
�サクラエミリー鹿 2013 サクラヴィクトリア

＊スワンズウツドグローヴ 16a
セダンフオーエバーM3×M5 Northern Dancer S4×S5 Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 エナジーワイルド（05芦 ＊カリズマティック）�１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（13）〕
ネオレグルス（13牡芦 アンライバルド）�１勝�入着３回
エナジーウェーブ（15牝栗 アンライバルド）�１勝�１勝��入着 12回
ヴァルラーム（16牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）���７勝
ミーアンザミニバー（18牝芦 ＊サウスヴィグラス）�３勝�
ウォーゲーム（20牡鹿 ＊デクラレーションオブウォー）�地方未出走

２代母 レグルスバンダム（95芦 マルゼンスキー）不出走
ピースオブレグルス（03牡 ＊ポリッシュパトリオット）１勝，わらび賞，瀬波温泉特

別２着，彦星賞２着，�３勝	入着，道営記念３着
プラチナチケット（04牝 テイエムオペラオー）	１勝�入着８回

３代母 スノートウシヨウ（82芦 トウシヨウボーイ）出走
バンダムマーフィー（92牡 タマモクロス）３勝，対馬特別，玄海特別３着

４代母 グレイトウシヨウ（74芦 ＊シルバーシヤーク）３勝
［子］ アテナトウシヨウ（81牝 トウシヨウボーイ）２勝，クイーンＣ‐Jpn3 ３着
［孫］ マチカネフクキタル（94牡 ＊クリスタルグリツターズ）６勝，菊花賞

‐Jpn1，京都新聞杯‐Jpn2，神戸新聞杯‐Jpn2，etc.，種牡馬
アサクサキャノン（87牡 ＊ノーザンディクテイター）３勝，セントライト
記念‐Jpn2 ２着，赤倉特別，ＮＳＴ賞２着，etc.

シンショウフジ（96牡 ＊ラシアンルーブル）��２勝，しらさぎ賞２着
ユウキエトワール（88牝 ＊ステイールハート）３勝，白藤Ｓ
マチカネテマリウタ（99牝 ＊フォーティナイナー）４勝，御影特別３着，
若菜賞３着

［曾孫］ テイエムアモーレ（08牝 ＊タイキシャトル）２勝，飛揚特別２着
ナゲッツ（14牝 ＊ベーカバド）
６勝��，加賀友禅賞２着
ケルソン（12牡 ＊タイキシャトル）�３勝	１勝�入着��，ゴールドジ
ュニア３着

販売申込者・所有者： 阿部 栄乃進＝厚真町浜厚真 �0145-28-2609
生 産 牧 場： 阿部 栄乃進
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1011 エナジーワイルド２０２１ 牡・栗 ４／１６

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊ Summer Squall

�
�
�
�
�

��
��

�カリズマティック Bali Babeエナジーワイルド マルゼンスキー

��
��
�レグルスバンダム芦 2005 スノートウシヨウ

＊フロリースカツプ 3l
Lyphard S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ワイルドテイル（14青鹿 ＊ケイムホーム）�１勝��１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 オーマイクリス（07鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
シナノパワー（17牡 トゥザグローリー）���３勝
マイヴァルキリー（18牝 ＊マジェスティックウォリアー）��４勝

３代母 オーバルカット（00鹿 ＊エリシオ）不出走
ホワイトピルグリム（05牡 ＊クロフネ）５勝，金鯱賞‐G2 ３着，都大路Ｓ‐L ３着，

寿Ｓ，etc.

４代母 セシルカット（92栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，栗子特別
［子］ ピアチェヴォーレ（01牝 ＊オペラハウス）４勝，磐梯山特別，原町特別，

燕特別２着，etc.
ゴッドエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）３勝，仲春特別
リヴィエラブルー（04� ＊ホワイトマズル）２勝，瓢湖特別，九十九里特
別２着，南武特別３着，etc.

ジェシカ（99牝 ＊トニービン）３勝，原町特別
ゴダール（10� ＊ウォーエンブレム）３勝，舞鶴特別３着，妙高特別３着

［孫］ アイムユアーズ（09牝 ＊ファルブラヴ）５勝，フィリーズレビュー‐G2，
クイーンＳ‐G3（２回），ファンタジーＳ‐G3，etc.

トーセンアルニカ（10牝 メイショウサムソン）５勝，エリザベス女王杯
‐G1 ４着，迎春Ｓ，いわき特別，etc.

ジェシー（15牡 エイシンフラッシュ）４勝，西宮Ｓ，千里山特別，湯川特
別，etc.

ゼアブラヴ（14牡 ＊ファルブラヴ）１勝，万両賞３着，�２勝

５代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
［子］ エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2（２回），etc.，年代表，優古牝
［孫］ ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞

‐G2，etc.，UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

販売申込者・所有者： 鵜木 唯義＝浦河町杵臼 �090-9087-3244
生 産 牧 場： 鵜木 唯義
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1012 ワイルドテイル２０２１ 牡・鹿 ４／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアドミラブル ＊シンボリクリスエス

��
��
�スカーレット鹿 2014 グレースアドマイヤ

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayワイルドテイル ＊シンボリクリスエス

��
��
�オーマイクリス青鹿 2014 オーバルカット

＊パロクサイド 8f
サンデーサイレンス S3×M5 シンボリクリスエス S3×M3

価格： 購買者：



母 ＊アイアムトゥルー（04 USA鹿 Yes It's True）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－５（14）〕
アテーナ（09牝栗 デュランダル）�３勝��
ドラグレスク（10牡鹿 キングヘイロー）１勝
マイマイン（11牝栗 ジャングルポケット）��１勝��入着４回
トゥルームーン（12牝鹿 マツリダゴッホ）３勝，雪うさぎ賞（芝 1200）３着，�５勝��
ウインベラシアス（14牡栗 スクリーンヒーロー）１勝，�４勝
ネオトゥルー（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�２勝
ヨシノリッキー（19牝栗 コパノリッキー）��１勝

２代母 セイフティディポジト Safety Deposit（95 USA鹿 Deposit Ticket）USA出走
タックスコンシデレイションズTax Considerations（02 牝 Yes It's True）USA５勝
クワイアレイディChoir Lady（03牝 Songandaprayer）USA２勝
スノーバンク Snow Bank（06牝 Snow Ridge）USA１勝

３代母 ネリーフォーブズNellie Forbes（77 USA鹿 Secretariat）IRE１勝
＊イブニングエアー（82牝 J.O. Tobin）不出走

マルティマラMultimara（90牝 Arctic Tern）USA入着２回
インペリアルビューティ Imperial Beauty（96 牝 Imperial Ballet）GB・
FR４勝，アベイドロンシャン賞‐G1，Dubai World Trophy‐L，
York Summer S‐L，etc.

シャドーソング Shadow Song（02牝 Pennekamp）FR１勝
ヤンフェルメール Jan Vermeer（07 牡 Montjeu）GB・FR・IRE３勝，ク
リテリヨムアンテルナシヨナル‐G1，ガリニュールＳ‐G3，愛ダービー
‐G1 ３着，etc.，種牡馬

トゲザー Together（08 牝 Galileo）GB・IRE・USA３勝，Ｑエリザベス
二世チャレンジＣ‐G1，シルヴァーフラッシュＳ‐G3，英１０００ギニー
‐G1 ２着，etc.

＊アンシエントタイム（84牡 Nijinsky）FR・IRE３勝，Ballysax Race‐L，愛ダー
ビートライアルＳ‐G2 ２着，種牡馬

シティカリッジ City College（94 牝 Carson City）USA３勝，スカイラヴィルＳ
‐G2 ３着

販売申込者・所有者： 荒井ファーム＝日高町豊郷 �01456-7-2408
生 産 牧 場： 荒井ファーム
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

1013 アイアムトゥルー２０２１ �・鹿 ２／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

��
��
�チャールストンハーバー黒鹿 2009 Penny's Valentine

＊

イエスイツトルー Is It True

�
�
�
�
�

��
��

�Yes It's True Clever Moniqueアイアムトゥルー セイフティディポジト Deposit Ticket

��
��
�Safety Deposit鹿USA 2004 Nellie Forbes

9f
Northern Dancer S5×M5 Bold Ruler M5×M5

価格： 購買者：



母 アイシースズカ（00黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－３（21）〕
スズカアクシオ（08牡鹿 ラスカルスズカ）入着，�６勝
スズカアーサー（09牡鹿 ラスカルスズカ）１勝，潮騒特別（芝 1200）３着，�２勝

��１勝��
スズカアポロ（11牡黒鹿 キングカメハメハ）入着，�12 勝
スズカゴーディー（14牡黒鹿 スズカコーズウェイ）３勝，立川特別（Ｄ1400），天王寺

特別（Ｄ1400）２着，日吉特別（Ｄ1400）３着，大島特別（Ｄ1400）３着，��出走
スズカアーチスト（15牝黒鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝，日野特別（Ｄ1600）３着，

由比ヶ浜特別（芝 1400）３着
スズカビーチ（18牝黒鹿 スズカコーズウェイ）１勝
スズカアーム（19牝鹿 スズカコーズウェイ）�出走

２代母 ＊アイシングスズカ（92 USA鹿 Dayjur）１勝，北洋特別２着
アイラブスズカ（98牝 タマモクロス）２勝
ルンルンスズカ（99牝 ＊ラムタラ）１勝
アイライクスズカ（01牝 ＊ラムタラ）１勝，�３勝
サンレイアイシング（05牝 ラスカルスズカ）１勝
サンレイワイルド（08牡 ＊ワイルドラッシュ）１勝

３代母 アイシング Icing（73 IRE 鹿 Prince Tenderfoot）GB・IRE４勝，フィリー
ズマイル‐G3，Mullion S，アスコット１０００ギニートライアル‐G3 ２着
スノートップ Snowtop（83牝 Thatching）IRE３勝，Joe McGrath H‐L

ドゥルチャタDulceata（88 牝 ＊ルション）GB出走
マイボーイチャーリーMyboycharlie（05 牡 Danetime）FR・IRE・USA
４勝，モルニー賞‐G1，アングルシーＳ‐G3，愛ナショナルＳ‐G1 ３
着，種牡馬

スノードリフト Snowdrift（94 牝 Polish Precedent）FR入着
スノーランド Snowland（99牡 Snippets）AUS９勝，ＡＴＣザギャラクシ
ー‐G1，ＡＴＣトッドマンスリッパートライアル‐G2，ＡＴＣアップア
ンドカミングＳ‐G2，etc.，種牡馬

アルハレブ Al Hareb（86牡 El Gran Senor）GB３勝，英フュチュリティＳ‐G1，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲稲原牧場＝平取町本町 �01457-2-2557
生 産 牧 場： ㈲稲原牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

1014 アイシースズカ２０２１ 牡・鹿 ５／１４
ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormスズカコーズウェイ

＊
＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチリヴィエラ栗 2004 Actinella

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellアイシースズカ
＊ Dayjur

��
��
�アイシングスズカ黒鹿 2000 Icing

13e
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アドバンスクラーレ（07青鹿 サクラバクシンオー）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（14）〕
アドマイヤデライト（13牡黒鹿 アドマイヤムーン）２勝，伏拝特別（芝 1200），九

州スポーツ杯（芝 1200）２着
アドバンスクライ（14牡鹿 ＊ストリートセンス）��２勝�
グローバルステップ（16牡青鹿 ＊キンシャサノキセキ）��４勝
ホテルカリホルニア（17牡鹿 ゴールドアリュール）�入着８回，�６勝
アヴァンツァーレ（18牡黒鹿 ドゥラメンテ）���１勝�１勝
アルセニウス（19牡青鹿 ドゥラメンテ）�未出走

２代母 ヴァンドノワール（96青 ＊ヘクタープロテクター）１勝
ブラックエンブレム（05牝 ＊ウォーエンブレム）４勝，秋華賞‐Jpn1，フラワーＣ

‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ４着，きんせんか賞，葉牡丹賞３着
テスタメント（11牡 ディープインパクト）３勝，高湯温泉特別，いわき特別２

着，白井特別３着
ブライトエンブレム（12牡 ネオユニヴァース）２勝，札幌２歳Ｓ‐G3，弥生賞

‐G2 ２着，皐月賞‐G1 ４着
アストラエンブレム（13� ダイワメジャー）�７勝，ラピスラズリＳ‐L，谷川

岳Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L，新潟記念‐G3 ２着，エプソムＣ‐G3 ２着，etc.
ウィクトーリア（16牝 ヴィクトワールピサ）３勝，フローラＳ‐G2，ローズＳ

‐G2 ３着，オークス‐G1 ４着
アトリビュート（17牝 ディープインパクト）�２勝，三国特別，蓬莱峡特別２

着，オルフェーヴルＣ２着，宮崎特別２着，皆生特別３着
ピースエンブレム（06牝 ＊ウォーエンブレム）４勝，舞浜特別，ミモザ賞２着
ダノンオリエント（09牡 ハーツクライ）１勝
ホルボッシュ（11牡 ＊チチカステナンゴ）１勝，夏木立賞２着，ひめさゆり賞２着，

寒竹賞２着

３代母 ＊プリンセスデリーデ（81 GB鹿 Vaguely Noble）FR１勝，P. du Ranelagh
‐L ２着，フロール賞‐G3 ３着，P. Charles Laffitte‐L ３着
ドゥースフランスDouce France（89牝 Fabulous Dancer）FR６勝，P. Occita

nie‐L，P. de la Sorellina‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱那須野＝新冠町東泊津 �0146-47-4666
生 産 牧 場： 恵比寿興業㈱那須野牧場
飼 養 者： ナスノファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-4666

1015 アドバンスクラーレ２０２１ 牡・鹿 ４／１６

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモアドバンスクラーレ ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ヴァンドノワール青鹿 2007 ＊プリンセスデリーデ

3c
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 アドマイヤジュエル（04黒鹿 アドマイヤベガ）入着２回
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（16）〕
ヴィットーリア（09牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝��入着
シーライオン（14牡黒鹿 ＊ファスリエフ）障害１勝，��１勝�入着
ゴールデンライオン（16牡鹿 ＊パイロ）２勝，加古川特別（Ｄ1800）２着，ラジオ福

島賞（Ｄ1800）３着，天白川特別（Ｄ1900）３着，濃尾特別（Ｄ1800）３着，瀬戸
特別（Ｄ1800）３着

キャツクレードル（17牝黒鹿 ローレルゲレイロ）��２勝�１勝
ディンゴ（18牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��８勝�１勝
ブルーインサニティ（19牡鹿 ビッグアーサー）���出走�２勝

２代母 スエヒロジョウオー（90鹿 トウシヨウペガサス）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1，きんせんか賞，優２牝
スエヒロコマンダー（95牡 ＊コマンダーインチーフ）７勝，鳴尾記念‐Jpn2，小倉大

賞典‐Jpn3，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，京都大賞典‐Jpn2 ２着，金鯱賞
‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

コウエイベラドンナ（96牝 メジロライアン）１勝，野路菊Ｓ‐OP ２着
マイネルロブスト（09牡 ＊ゼンノエルシド）２勝，クローバー賞‐LR，朝日杯フュー

チュリティＳ‐G1 ２着，京成杯‐G3 ２着，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，障害１勝
コウエイブルーム（98牝 ＊ウォーニング）１勝

グッドキララ（04牡 メジロライアン）５勝，佐世保Ｓ，宝ケ池特別２着，西部
日刊スポーツ杯２着，北摂特別３着，障害１勝

スエヒロサプライズ（00牝 ＊ラムタラ）出走
コウエイフラッシュ（06	 ＊コロナドズクエスト）４勝，黒埼特別，越後Ｓ２着，

プラタナス賞２着，山科Ｓ３着，長浜特別３着
イナズマローレル（01牝 ＊ピルサドスキー）３勝，檜原湖特別，ＴＶｈ賞３着

アルマワイオリ（12牡 マツリダゴッホ）２勝，朝日杯フューチュリティＳ‐G1
２着，ＮＺトロフィー‐G2 ３着，アーリントンＣ‐G3 ２着，バーデンバ
ーデンＣ‐L ３着，もみじＳ‐OP，etc.

イナズマイージス（03牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，対馬特別２着，利尻特別２
着，糸魚川特別３着

３代母 イセスズカ（82青鹿 マルゼンスキー）１勝

販売申込者・所有者： ㈲いとう牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2419
生 産 牧 場： ㈲いとう牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1016 アドマイヤジュエル２０２１ �・鹿 ３／ ７

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Shared Interestディスクリートキャット プリティディスクリート Private Account

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤベガ ベガアドマイヤジュエル トウシヨウペガサス

��
��
�スエヒロジョウオー黒鹿 2004 イセスズカ

＊メダリオン 3l
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アイアムエレガント（08黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝，障害１勝，��１勝��
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
アイアムサファイア（15牝青鹿 ＊ヨハネスブルグ）�２勝
ハタノビウガ（17牝栗 ＊アイルハヴアナザー）�１勝�

２代母 ＊フサイチエレガンス（95 USA栗 Rahy）不出走
ステルステクニック（00牡 フサイチコンコルド）��10 勝，若潮盃２着，平和賞３着
ビーボタンダッシュ（05牡 ＊クロフネ）１勝，�１勝�２勝	１勝��
，ファイナ

ルＧＰ，高知県知事賞２着，福山大賞典２着，大高坂賞３着
エロージュ（06牝 フサイチコンコルド）��３勝，トゥインクルレディ賞２着，ユ

ングフラウ賞２着，桜花賞３着，東京２歳優駿牝馬３着
マグニフィカ（07牡 ゼンノロブロイ）��７勝�１勝
�入着５回，ジャパンＤダ

ービー‐Jpn1，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ３着，京成盃グランドマイラーズ，東京湾
Ｃ，東京ダービー３着，etc.，ＮＡＲ優３歳

ラルゴスパーダ（10� ゼンノロブロイ）１勝，�８勝

３代母 イクスクルーシヴバード Exclusive Bird（88 USA栗 Storm Bird）USA８勝，
La Troienne S‐L，Thistledown Scarlet Carnation H，Queen BC S
３着
プライヴェトライアン Private Ryan（97� Quiet American）USA８勝，Native

Dancer S，John B.Campbell H‐L ２着，ボルティモアＨ‐G3 ３着
シーズイクスクルーシヴ She's Exclusive（01 牝 Pyramid Peak）USA１勝

シェーザローマンルーラー Sheza Roman Ruler（10 牝 Roman Ruler）USA２勝
フィエスティフィスト Fiesty Fist（19� Iron Fist）�USA２勝，D. S. S
hine Young Futurity‐R，Louisiana Legacy S‐R ３着

シーガル Sea Gull（06 牝 Mineshaft）USA２勝
イーグル Eagle（12 牡 Candy Ride）USA７勝，ベンアリＳ‐G3，Michael

G. Schaefer Memorial S‐L，Tenacious S，etc.，種牡馬
カタリーナクルーザー Catalina Cruiser（14 牡 Union Rags）USA７勝，パッ

トオブライエンＳ‐G2（２回），サンディエゴＨ‐G2（２回），トルーノース
Ｓ‐G2，種牡馬

ロイヤルフラッグ Royal Flag（16 牝 Candy Ride）�USA６勝，ベルダムＳ
‐G2，シュヴィーＳ‐G3，ターンバックジアラームＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

1017 アイアムエレガント２０２１ 牡・鹿 ３／１６

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

�
�
�
�
�
�
�
�
� Accessoriesサンダースノー イースタンジョイ Dubai Destination

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジアイアムエレガント
＊ Rahy

��
��
�フサイチエレガンス黒鹿 2008 Exclusive Bird

9a
Halo M4×M5 Glorious SongM4×S5 Alleged S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 アウレオーラ（10黒鹿 ダイワメジャー）１勝，障害１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
グリーンエンジェル（19牝黒鹿 トランセンド）出走，�地方未出走

２代母 シルクラジアンス（98鹿 ＊マイニング）３勝
ジーワンボーイ（07牡 フジキセキ）２勝
タガノインペーロ（13牡 ＊エンパイアメーカー）１勝

３代母 ＊バウンドトゥダンス（86 USA鹿 Northern Dancer）不出走
シルクプリマドンナ（97牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，オークス‐Jpn1，桜花賞

‐Jpn1 ３着，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.
フラムドグロワール（10牡 ダイワメジャー）２勝，いちょうＳ‐LR，ＮＨＫマ

イルＣ‐G1 ３着，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ４着，etc.
ネオルミエール（12牡 ネオユニヴァース）１勝，いちょうＳ（重賞）‐L ２着，朝

日杯フューチュリティＳ‐G1 ４着
モエレアドミラル（02牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，アクアラインＳ，etc.，�５

勝，北海道２歳優駿‐Jpn3，サンライズＣ
アイルビーバウンド（05牝 タニノギムレット）２勝

パフォーマプロミス（12牡 ステイゴールド）８勝，ＡＲ共和国杯‐G2，日経新
春杯‐G2，鳴尾記念‐G3，etc.

４代母 トルーリーバウンド Truly Bound（78 USA鹿 In Reality）USA９勝，アシ
ュランドＳ‐G2，アーリントンワシントンラッシーＳ‐G2，コティリオンＳ‐G3，
Fair Grounds Oaks，Governor's Cup H，etc.
［子］ シェルジンジャー Shell Ginger（94 牝 Woodman）IRE２勝，キラヴラ

ンＳ‐G3
ハウスバウンド Housebound（91牡 Pancho Villa）USA３勝，Friar
Rock S‐L，Woodstock S‐L

ヨーマンズポイント Yeoman's Point（96� Sadler's Wells）IRE・ITY
３勝，Challenge S‐L，カラＣ‐G3 ２着，GB・IRE障害４勝

［孫］ プレザントシークレット Pleasant Secret（97 牡 Pleasant Tap）CHI17
勝，イサベル二世杯‐G2，ラコーパ‐G3，ベラーノＡコウシニョＬ賞
‐G2 ２着（２回），etc.

販売申込者・所有者： 山野牧場＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2660
生 産 牧 場： 山野牧場
飼 養 者： �山野勝也ステーブル＝新冠町節婦町 �090-6000-2021

1018 アウレオーラ２０２１ �・鹿 ５／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケアウレオーラ ＊マイニング

��
��
�シルクラジアンス黒鹿 2010 ＊バウンドトゥダンス

13c
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 アムールエテルネル（07栗 ＊アルカセット）入着，�４勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（13）〕
ゴールドバリオス（13牡栗 マーベラスサンデー）�６勝�１勝
ムーンライトアリア（17牝栗 エスポワールシチー）��２勝�１勝
オーミテンペスト（18牡鹿 ＊ベーカバド）��２勝��入着４回
オーミルーナ（19牝栗 ナムラタイタン）�１勝

２代母 トウショウアイ（87鹿 トウシヨウボーイ）２勝，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２
着，ローズＳ‐Jpn2 ３着，大沼Ｓ２着，露草賞３着
シルキーカイザー（94牡 メジロライアン）１勝，秩父特別３着，柏崎特別３着，

��２勝
エスティーマック（95� メジロマックイーン）入着，	
２勝
アッパレイモン（96牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，梅田Ｓ，遠州灘Ｓ２着，北山Ｓ３着，

金蹄Ｓ３着，	
１勝�
モリスガタ（97牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，若葉Ｓ‐OP ３着，ゆりかもめ賞，セン

トポーリア賞２着
オペラアイ（00牝 ＊オペラハウス）�２勝

マームードイモン（05牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，富良野特別，比良山特別２
着，支笏湖特別２着，恋路ケ浜特別２着，白川特別２着，etc.

アイチャンルック（01牝 ＊ジェネラス）��３勝，ロジータ記念，ＴＣＫディスタフ
２着，黒潮盃２着，東京プリンセス賞２着，トゥインクルレディ賞３着
タガノハヤテ（11牡 ゴールドアリュール）４勝，濃尾特別，もちの木賞２着

ミッキーラブ（04牡 マンハッタンカフェ）２勝
ダンツキャピタル（05牡 ＊アグネスデジタル）�４勝
ローザレーヌ（06牝 マンハッタンカフェ）３勝
アイファインバンド（08牝 ＊タップダンスシチー）�６勝�２勝

３代母 アローキヨサチ（77鹿 アローエクスプレス）��２勝
テイーロデイ（82牝 ＊ビービービー）����17 勝，上山優駿樹氷賞，紅葉賞

４代母 ダイサンキヨサチ（59鹿 トサミドリ）��，ゴールドＣ，桜花賞
［子］ アポスピード（66牡 ＊アポツスル）２勝，札幌記念，目黒記念（秋）２着，

青函Ｓ‐OP，��12 勝，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲三石ビクトリーファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-7367-8235
生 産 牧 場： 山本 和彦
飼 養 者： パッショーネ＝新冠町節婦町 �090-2433-5036

1019 アムールエテルネル２０２１ �・栗 ４／１４
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellゼンノロブロイ

＊
＊マイニング

��
��
�ローミンレイチェル黒鹿 2000 One Smart Lady

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�アルカセット ＊チェサプラナアムールエテルネル トウシヨウボーイ

��
��
�トウショウアイ栗 2007 アローキヨサチ

＊チツプトツプ 4m
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 エルメスショコラ（13鹿 アドマイヤムーン）�４勝
〔産駒馬名登録数：１〕
アヴェマリア（19牝鹿 コパノリッキー）�出走

２代母 エルメスグリーン（06鹿 アグネスタキオン）２勝
ハナサキ（14牝 ＊アイルハヴアナザー）２勝
シャンボールナイト（15� ＊ノヴェリスト）�２勝，障害１勝

３代母 エルメスティアラ（98鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
セイクレットレーヴ（09牡 アドマイヤムーン）２勝，ＮＺトロフィー‐G2 ２着，Ｎ

ＨＫマイルＣ‐G1 ５着，クロッカスＳ‐OP，etc.，�４勝
ワールドレーヴ（10牡 ＊ファンタスティックライト）３勝，札幌日経ＯＰ‐LR ３着，

陣馬特別，日野特別，etc.，�入着３回��
ホクラニミサ（11牝 ディープインパクト）２勝，デイジー賞
ディーマジェスティ（13牡 ディープインパクト）４勝，皐月賞‐G1，セントライト

記念‐G2，共同通信杯‐G3，etc.，種牡馬
ディーグランデ（14� ディープインパクト）２勝，横津岳特別２着，��入着

４代母 ＊シンコウエルメス（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）出走
［子］ レイクトーヤ Lake Toya（02牝 Darshaan）GB・FR４勝，Gillies S

‐L，P. Caravelle‐L，Gillies S‐L ２着，etc.
シックススセンス Sixth Sense（13 牡 Shamardal）GB・FR・IRE・MA
C２勝，Winkfield S‐L，シェーヌ賞‐G3 ３着，Chesham S
‐L ３着

エルノヴァ（99牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，エリザベス女王杯‐Jpn1
３着，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，オールカマー‐Jpn2 ３着，etc.

［孫］ タワーオブロンドン（15牡 Raven's Pass）７勝，スプリンターズＳ‐G1，
セントウルＳ‐G2，京王杯スプリングＣ‐G2，etc.，種牡馬

ソウベツ Sobetsu（14 牝 Dubawi）GB・FR３勝，サンタラリ賞‐G1，ノ
ネット賞‐G2，英ナッソーＳ‐G1 ３着

オセアグレイト（16牡 オルフェーヴル）�５勝，ステイヤーズＳ‐G2，ダ
イヤモンドＳ‐G3 ３着，迎春Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 新井昭二牧場＝日高町豊郷 �090-8708-5922
生 産 牧 場： 新井昭二牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1020 エルメスショコラ２０２１ �・栗 ２／１８

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズエルメスショコラ アグネスタキオン

��
��
�エルメスグリーン鹿 2013 エルメスティアラ

＊シンコウエルメス 4n
サンデーサイレンスM4×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 アルトゥーナ（11黒鹿 ハーツクライ）１勝，白菊賞（芝 1600）２着
〔産駒馬名登録数：２〕
ジェイケイボス（19牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�入着

２代母 ＊インディアナカーヴ（96 USA黒鹿 A.P. Indy）５勝，蓬莱峡特別，三宮特別，
ガーベラ賞３着
インディドライバー（03牡 フジキセキ）２勝
フローラルカーヴ（04牝 アグネスタキオン）１勝，アネモネＳ‐L ２着，さざんかＳ

‐OP ３着
グランディフローラ（12牝 メイショウサムソン）２勝，睦月賞２着，高雄特別

２着，美濃特別２着，２０１５ＷＡＳＪ第１戦３着
インディーグラブ（08牡 ディープインパクト）１勝
エクセラントカーヴ（09牝 ダイワメジャー）６勝，京成杯オータムＨ‐G3，クイー

ンＣ‐G3 ３着，新潟日報賞，江の島特別
ブルームスベリー（17牝 ＊ハービンジャー）�２勝，日田特別２着，野島崎特別

３着，浜名湖特別３着

３代母 アンティ－クオ－クション Antique Auction（90 CAN黒鹿 Geiger Counter）
USA４勝，Star Shoot S‐L，Fanfreluche S‐R，MyDear S‐L ２着，
Glorious Song S‐R ２着，Bold Jill H‐L ３着

＊オステアアンティカ（95牝 A.P. Indy）不出走
アウトディスタンス（01牡 ＊カーネギー）１勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着

オークションキャットAuction Cat（97 牝 Storm Bird）不出走
キャットカトールズ Cat Quatorze（02 牝 Louis Quatorze）USA４勝，Lik

ely Exchange S
＊ネットオークション（98牝 Storm Bird）１勝，��２勝

コレクターアイテム（10牝 ハーツクライ）３勝，アルテミスＳ（重賞）‐L，阪神
ジュベナイルフィリーズ‐G1 ４着，鷹巣山特別，etc.

＊アンティックタイル（02牝 Fusaichi Pegasus）入着，�６勝�入着
メイショウアキシノ（09牝 デュランダル）２勝
メイショウケイメイ（16牝 ＊ワークフォース）�３勝，紅梅Ｓ‐L

＊ストーンウェア（12牡 Birdstone）５勝，若駒Ｓ‐LR ２着，福島民報杯‐L ３着，メ
イＳ‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： 山田 政宏＝日高町豊田 �01456-5-2064
生 産 牧 場： 山田 政宏
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

1021 アルトゥーナ２０２１ 牡・鹿 ３／２９

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスアルトゥーナ
＊ A.P. Indy

��
��
�インディアナカーヴ黒鹿 2011 Antique Auction

9f
A.P. Indy S3×M3 Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 アルデグロリア（10栗 ＊アルデバランⅡ）３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ネイチャーシップ（18牡芦 ゴールドシップ）�１勝，燧ヶ岳特別（芝 2600）３着
サザンフルーヴ（20牝栗 レーヴミストラル）��出走

２代母 イースタンロマン（94鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
テイクツーラン（99牡 ＊スターオブコジーン）１勝，須賀川特別２着
テイクツーソウル（00牡 ＊ソウルオブザマター）入着５回，�８勝��入着５回
サンセルマン（09牡 ＊ケイムホーム）３勝
カーリーズタイム（11牝 オレハマッテルゼ）�３勝
パルミエ（12牝 ＊ケイムホーム）�７勝
リベラリズム（14牝 ＊ストリートセンス）�１勝���入着５回

３代母 スズノグロリア（82鹿 マルゼンスキー）不出走
スズノキャサリン（86牝 アローエクスプレス）１勝

スズノクリエイター（92牡 ＊クリエイター）３勝，積丹特別，生田特別２着，青
嵐賞２着，etc.

オースミブルーム（98牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，国東特別３着，障害１勝
テンノヒーロ（00牡 ＊ハートレイク）�５勝，サラブレッドフレッシュＣ３着

レオターゲット（92牡 ＊リヴリア）１勝，アイビーＳ‐OP ３着，樅の木賞２着，
��１勝

４代母 キリハヤテ（74鹿 ＊テスコボーイ）５勝，牝馬特別，新春牝馬特別，若竹賞
［子］ ナカノハヤテ（88牡 ＊マナード）３勝，中日スポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，

ひめゆりＳ，さわらび賞
ライトスラツガー（80牡 ＊シルバーシヤーク）４勝，橿原特別，御在所特
別，�５勝，新春ＧＰ，etc.

アイアビラー（90牡 ＊フオテイテン）５勝，白川特別，赤倉特別，和布刈
特別２着，etc.

シンワティターン（92牡 メジロテイターン）３勝，白鷺特別
ホーワスター（81牡 ＊シルバーシヤーク）１勝，����	８勝，川崎記
念３着

［孫］ ダンツライナー（99
 ニホンピロウイナー）３勝，九重特別，仲秋特別３着

販売申込者・所有者： 元茂牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3662
生 産 牧 場： 元茂牧場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

1022 アルデグロリア２０２１ 牡・栗 ４／ ５

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アルデバランⅡ Chimes of Freedomアルデグロリア ＊ブライアンズタイム

��
��
�イースタンロマン栗 2010 スズノグロリア

＊デツキテニス 3o
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊アクアシャンデリア（08 IRE 芦 Galileo）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（２）〕
レッドルーク（15牡鹿 オルフェーヴル）入着２回，�２勝
レッドサーシャ（17牝栗 スピルバーグ）１勝
レガーミ（19牝芦 ハーツクライ）�１勝

２代母 ＊ショウダウン（99 GB芦 Darshaan）GB入着
レッドリーガル（12牡 ＊ファルブラヴ）３勝，鷹ケ峰特別
レッドエルディスト（13牡 ゼンノロブロイ）２勝，青葉賞‐G2 ２着，神戸新聞杯

‐G2 ３着，大寒桜賞
レッドアルジーヌ（15牝 ハーツクライ）２勝
レッドルーヴル（16牝 レッドスパーダ）３勝，西海賞，英彦山特別，太宰府特別２

着，胎内川特別２着，飯盛山特別２着，etc.

３代母 ラストセカンド Last Second（93 IRE 芦 Alzao）GB・FR・IRE４勝，英ナッソ
ーＳ‐G2，サンチャリオットＳ‐G2，愛パークＳ‐G3，コロネイションＳ‐G1 ２着
アプローチ Approach（00牝 Darshaan）GB・FR・USA３勝，Ballymacoll Stu

d S‐L，ギャラクシーＳ‐G2 ２着，メイヒルＳ‐G3 ２着
ミダースタッチMidas Touch（07牡 Galileo）GB・FR・IRE・AUS２勝，愛

ダービートライアルＳ‐G2，愛ダービー‐G1 ２着，英セントレジャー
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

コロネット Coronet（14 牝 Dubawi）GB・FR・IRE６勝，サンクルー大賞
‐G1，ジャンロマネ賞‐G1，ミドルトンＳ‐G2，etc.

イントリーグド Intrigued（02牝 Darshaan）GB・FR・GER１勝，Chalice S
‐L ３着，Pinnacle S‐L ３着
キュリアスマインドCurious Mind（10牝 Dansili）GB１勝
ガリレオクロームGalileo Chrome（17牡 Australia）GB・IRE４勝，英
セントレジャー‐G1，Yeats S‐L，種牡馬

オーシールールズ Aussie Rules（03 牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・USA４勝，
仏２０００ギニー‐G1，シャドウェルターフマイルＳ‐G1，サマーヴィルタタソー
ルＳ‐G3，etc.，種牡馬

グースベリーフールGooseberry Fool（09 牝 Danehill Dancer）GB・FR・IRE・
GER・SWE１勝，シルヴァーフラッシュＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲米田牧場＝新ひだか町三石西蓬莱 �0146-33-2156
生 産 牧 場： ㈲米田牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

1023 アクアシャンデリア２０２１ 牡・芦 ３／２６

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaアクアシャンデリア
＊ Darshaan

��
��
�ショウダウン芦IRE 2008 Last Second

9c
Northern Dancer M4×S5 Shirley Heights M4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 アースウィンド（11青鹿 ディープスカイ）１勝，きんもくせい特別（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（20）〕
アースグロウ（15牝鹿 オルフェーヴル）��４勝�２勝�14 勝��，だるま夕日賞

（Ｄ1600）３着，黒潮スプリンターズＣ（Ｄ1300）３着，二十四万石賞（Ｄ1900）３着
ブルーグローブ（16牝黒鹿 オルフェーヴル）１勝，サフラン賞（芝 1600）３着
ファインバーグ（19牡青鹿 シルバーステート）�１勝

２代母 ベストオブチャンス（01鹿 サクラローレル）�２勝��５勝
ビップセレブアイ（08牡 ゼンノロブロイ）３勝，エクセル浜松開設記念３着
デンコウチャレンジ（09牝 マンハッタンカフェ）�13 勝�１勝�，兵庫クイーンＣ２着
メイショウハバネラ（14牝 ＊アイルハヴアナザー）１勝
メイショウモチヅキ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）入着２回，��３勝�１勝
メイショウランブ（18牝 マツリダゴッホ）��２勝

３代母 サガミコトブキ（84鹿 ＊ノーザンアンサー）３勝，すずかけ賞‐OP ２着，新春
４歳牝馬Ｓ‐OP ３着，白百合賞
グランドシンゲキ（90牡 カネミノブ）３勝，アーリントンＣ‐Jpn3，シンザン記念

‐Jpn3 ３着，千両賞
プロスペリオス（93牝 バンブーアトラス）出走

タガノシャンハイ（02牡 ＊シャンハイ）２勝，花背特別，�２勝�
ファイヤエンブレム（94	 メジロライアン）３勝，医王寺特別，文知摺特別
ノボママ（96牝 ニホンピロウイナー）３勝

ヤサカファイン（06牡 ブラックタキシード）��８勝
�入着２回�，東京盃
‐Jpn2 ２着，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ２着，アフター５スター賞，etc.

リュウキュウスター（97牡 ＊オジジアン）２勝，ニセコ特別２着

４代母 ロニイ（74鹿 ＊シルバーシヤーク）２勝
［子］ サガミテイオー（82牡 ＊ブレイヴエストローマン）４勝，エプソムＣ

‐Jpn3 ２着，立川特別，りんどう賞，種牡馬
サガミリンドウ（81牝 シンザン）２勝，黄菊賞
サガミジヨーブ（86牡 ＊ハードツービート）３勝，青葉城特別２着
サガミタイクーン（89牡 ＊ワツスルタツチ）１勝，清津峡特別２着

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522

1024 アースウィンド２０２１ �・青鹿 ４／ ９
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビアースウィンド サクラローレル

��
��
�ベストオブチャンス青鹿 2011 サガミコトブキ

＊カデンザゼセカンド 8f
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 オグリピンキー（98鹿 ＊トニービン）出走
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－11（40）〕
オグリキラーズ（02牡鹿 ＊リンドシェーバー）�５勝
ガッツマン（04牡鹿 ダイタクリーヴァ）�２勝
オグリコウチャン（05牡鹿 ＊コマンダーインチーフ）�１勝
オグリスター（06牝黒鹿 ＊スターオブコジーン）�１勝
オグリピンク（08牝鹿 ＊タップダンスシチー）�８勝����
オグリアミーガ（09牝鹿 ＊スキャン）�２勝
オグリサンキュー（10牝鹿 ＊ティンバーカントリー）�３勝�入着
オグリガール（11牝鹿 スマートボーイ）�７勝
コウザンヒキリ（12牡鹿 カネヒキリ）入着，��３勝	４勝，仙酔峡賞（Ｄ1750），

すみれ賞（Ｄ1800）２着，長月賞（Ｄ1750）２着，御船山賞（Ｄ1800）３着，師
走賞（Ｄ1800）３着，耶馬溪賞（Ｄ1400）３着

クリップスプリンガ（14牡鹿 キングヘイロー）１勝，�２勝
ピンキーポップ（18牝黒鹿 ＊ベーカバド）�２勝
インセイン（20牡鹿 ゴールドアクター）
��入着

２代母 オグリローマン（91芦 ＊ブレイヴエストローマン）１勝，桜花賞‐Jpn1，チュ
ーリップ賞‐Jpn3 ２着，�６勝，ジュニアＧＰ，ゴールドウイング賞，プリンセ
ス特別，etc.
オグリロマンス（96牝 ＊ノーザンテースト）２勝
オグリデンセツ（97牡 ＊ジェネラス）１勝
オグリホット（03牡 ＊タバスコキャット）入着，青島特別３着，�10 勝�１勝���，

ウイナーＣ，ＯＲＯＣ３着，阿久利黒賞３着
ロマンシエール（05牝 ＊アグネスデジタル）２勝

ステイパーシスト（13� ステイゴールド）４勝，阿寒湖特別，グッドラックＨ，
出雲崎特別，サンシャインＳ３着（２回），グレイトフルＳ３着

ローズテソーロ（16牝 ハーツクライ）３勝，蛍池特別，両津湾特別

３代母 ホワイトナルビー（74芦 ＊シルバーシヤーク）�４勝
オグリキャップ（85牡 ＊ダンシングキヤツプ）12勝，有馬記念‐Jpn1（２回），安田記念

‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1，毎日王冠‐Jpn2（２回），高松宮杯‐Jpn2，ＮＺト
ロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，�10 勝，優３牡，特別賞，年代表，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ヤマタケ牧場＝新冠町高江 �0146-47-2634
生 産 牧 場： ㈲ヤマタケ牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1025 オグリピンキー２０２１ 牡・鹿 ４／ ７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊
＊カンパラ

�
�
�
�
�

��
��

�トニービン Severn Bridgeオグリピンキー ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�オグリローマン鹿 1998 ホワイトナルビー

＊シユリリー 7d
Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 イイデステップ（08鹿 ＊ファンタスティックライト）３勝，秩父特別（芝 2000），
糺の森特別（芝 1800）２着，十勝岳特別（芝 1800）２着，調布特別（芝 1800）３着，
逢坂山特別（芝 1800）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：４〕
ベアキング（20牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�未出走

２代母 パレガルニエ（00鹿 ＊シアトルダンサーⅡ）��４勝�入着，東京２歳優駿牝
馬，鎌倉記念
イイデジャスト（10牝 リンカーン）�９勝��入着２回
イイデフューチャー（11牡 アドマイヤジャパン）３勝，春日山特別，遠刈田特別，

国東特別２着，鳥栖特別２着，英彦山特別３着
イイデメモリー（14牝 ゴールドアリュール）１勝
ヒルノマリブ（17牝 ゴールドアリュール）２勝，紅梅Ｓ‐L，すずらん賞‐OP ２着，

白菊賞３着

３代母 ダービーベター（91黒鹿 ＊キンググローリアス）２勝，香取特別３着，中ノ岳
特別３着
プラスアルファ（99牝 ＊スリルシヨー）��１勝
ビューティフォーム（01牝 ＊リンドシェーバー）１勝，�３勝
スパークプラネット（03牝 ウイングアロー）��３勝
ティアップキセキ（06牝 ダンスインザダーク）�１勝
ティアップビギン（07牡 アグネスフライト）�６勝�入着２回��
ヤマトダービー（09牝 ＊タイキシャトル）��１勝

４代母 ダービーナイト（78黒鹿 ＊シヤイニングナイト）��８勝，クイーン賞，しら
さぎ賞３着
［子］ ダービーラウンド（85牡 グレートダービー）��10 勝�５勝�入着，川崎

記念２着
サンシスイメイ（94牝 ＊ゲイメセン）��８勝

５代母 ＊サンルプローシユ（65 GB鹿 Above Suspicion）GB入着
［孫］ サレルノ Salerno（81牡 Roger's Dandy）ARG５勝，P. Carlos Gardel

‐L ２着，P. Cocles‐L ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 山岡ファーム＝新冠町西泊津 �090-2698-9011
生 産 牧 場： 山岡ファーム
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1026 イイデステップ２０２１ 牡・栗 ３／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodイイデステップ ＊シアトルダンサーⅡ

��
��
�パレガルニエ鹿 2008 ダービーベター

＊サンルプローシユ 2i
Halo S4×S5×M5 Nijinsky M4×M4

価格： 購買者：



母 イケノナイン（06栗 ＊ジェリ）入着，�５勝��３勝�，平和賞（Ｄ1600）２着，
リリーＣ（Ｄ1000）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（29）〕
イケノパシスタ（13牝鹿 ブラックタイド）�５勝��１勝�３勝
イケノアサ（14牝栗 ＊カジノドライヴ）�２勝��１勝�８勝��
カイジンファルコン（15牝栗 スマートファルコン）�５勝��１勝
シゲルメイオウセイ（17牡鹿 アッミラーレ）入着，��１勝
ナックファルコン（19牡栗 スマートファルコン）���２勝

２代母 ピンクジュエル（01鹿 ＊ジェイドロバリー）�２勝
ノーブルブラッド（07牡 ブラックタキシード）�１勝��６勝	

３代母 ＊リーガルウェイズ（93 USA鹿 Danzig）不出走
ライトフォーリーガル Light for Regal（97 牝 Majestic Light）USA２勝

イグゼキュティヴサーチ Executive Search（03
 Regal Classic）USA７勝，
Hollie Hughe S‐R ２着，Promonroe S‐R ２着，JohnMorris
sey S‐R ２着，etc.

ユーワパンドラ（00牝 ＊アフリート）２勝，うぐいす賞３着
テイエムチカラ（10牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，�８勝，水無月賞，九千部山

賞，すみれ賞，etc.
クロフネマンボ（04牝 ＊クロフネ）入着３回，��２勝

ガルボマンボ（19牡 ガルボ）��５勝�１勝，高知優駿，土佐春花賞３着

４代母 ロイヤルソルーションRoyal Solution（82 USA栗 Sir Ivor）不出走
［子］ ディヴァイドアンドコンカーDivide and Conquer（94 牡 Danzig）US

A６勝，ケルソＨ‐G2 ２着，ディクシーＳ‐G2 ３着，フォースター
デイヴＨ‐G3 ２着，etc.

［孫］ ライツリザーヴド Rights Reserved（00
 With Approval）USA１勝，
Colin S‐L

クリュスタセオ Crustaceo（02牡 Royal Anthem）PR・PAN20勝，C.
Jose de Diego‐L，C. Verset's Jet‐L ２着，Copa C.I.T.G.O.
‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 池添 安雄＝日高町庫富 �01456-7-2211
生 産 牧 場： 池添 安雄
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

1027 イケノナイン２０２１ 牡・栗 ４／１０

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Toussaudバトルプラン フランダーズ Seeking the Gold

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊ Theatrical

�
�
�
�
�

��
��

�ジェリ Garimpeiroイケノナイン ＊ジェイドロバリー

��
��
�ピンクジュエル栗 2006 ＊リーガルウェイズ

5f
Mr. Prospector S4×M4×M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5×M5
Special M5×M5
価格： 購買者：



母 イシノエストック（04鹿 ＊タバスコキャット）��３勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（19）〕
リアルファイト（14牡黒鹿 ＊ファスリエフ）��３勝�４勝
マアトコウボウ（15牡黒鹿 スズカマンボ）��２勝�１勝�
バイオレットブーケ（16牝鹿 キングヘイロー）�１勝
カトゥール（17牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）��７勝�，園田ユースＣ（Ｄ1400）３着
アーバンヒーロー（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）�１勝
ライブリバンバン（19牡鹿 トゥザワールド）��１勝
ビーハーモニ（20牝栗 コパノリッキー）��入着

２代母 ＊イクスプロアー（91 USA鹿 Mr. Prospector）不出走
アドマイヤギンガ（99牡 Gilded Time）	４勝
ローレルエスパー（00牝 ＊ブライアンズタイム）	５勝
シルクアワード（01牝 ＊スピニングワールド）入着２回，�１勝

ディオーネプリンス（16牡 ロジユニヴァース）入着２回，燧ヶ岳特別３着，障
害１勝

ローレルソヒール（07牡 アドマイヤマックス）入着，��３勝

３代母 ヴェルーシュカVeroushka（73 USA栗 Nijinsky）USA入着５回
ブロードウェイリヴュー Broadway Review（78牡 Reviewer）USA10 勝，Alu

mni H３着
ルーセンス Lucence（79牡 Majestic Light）USA７勝，サンマルコスＨ‐G2，ラ

ウンドテイブルＨ‐G2，Exceller S，etc.，種牡馬
ファインド Find（82牝 Mr. Prospector）USA３勝，Colleen S３着

ディスカヴァーDiscover（88 牡 Cox's Ridge）USA９勝，スティーヴンフォ
スターＨ‐G3，フェアマウントダービー‐G3，Thistledown Breeders' C
up H‐L，etc.，種牡馬

ギルドGild（86 牝 Mr. Prospector）USA３勝，ガーデニアＳ‐G2，デムワゼルＳ
‐G1 ３着
ポーカーブラッド Poker Brad（98
 Go for Gin）USA９勝，Mt. Rainier H

‐L（２回），Independence Day H，PortlandMeadowsMile H，etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

1028 イシノエストック２０２１ 牡・鹿 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�タバスコキャット Barbicue Sauceイシノエストック
＊ Mr. Prospector

��
��
�イクスプロアー鹿 2004 Veroushka

3e
Mr. Prospector M3×S4 Halo S4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 エレガントテソーロ（15鹿 ハーツクライ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
フェイスイースト（20牝鹿 ＊ノヴェリスト）�地方未出走

２代母 ＊ニライカナイ（04 IRE 鹿 Montjeu）出走
マグメル（09牡 ゴールドアリュール）２勝，鹿野山特別２着，�１勝�
ティマイオス（12牡 ゼンノロブロイ）�３勝
ペイドゥレーヴ（14牝 ダノンシャンティ）��１勝��入着３回
ガンガラー（16牝 ヴィクトワールピサ）�１勝��入着２回
ハヤブサユートピア（18牡 フェノーメノ）１勝

３代母 タマリーヤTamariyya（98 IRE 鹿 Alzao）不出走

４代母 タズミーンTazmeen（86 IRE 鹿 Darshaan）不出走
［子］ タワシラ Tawasila（97 牝 Turtle Island）FR１勝，P. Charles Laffitte‐L

５代母 セーガヴィル Sega Ville（68 FR鹿 Charlottesville）FR２勝，フロール賞，
クロエ賞２着
［子］ トップヴィル Top Ville（76 牡 High Top）FR６勝，仏ダービー‐G1，

リュパン賞‐G1，ギシュ賞‐G3，etc.，種牡馬
［孫］ タジューン Tajoun（94� General Holme）GB・FR14 勝，カドラン賞‐G1，

ヴィコンテッスヴィジェ賞‐G2，グラディアトゥール賞‐G3，etc.
トルジューン Torjoun（86牡 Green Dancer）GB・USA２勝，ダンテＳ
‐G2，種牡馬

タカルーナ Takarouna（90牝 Green Dancer）IRE２勝，愛プリティポ
リーＳ‐G2

［曾孫］ タカリアン Takarian（95牡 Doyoun）IRE・USA・UAE６勝，アメリカ
ンＨ‐G2（２回），ベイメドーズダービー‐G3，メルドＳ‐G3，etc.

タカーリ Takali（97 牡 Kris）IRE・SAU６勝，ロイヤルホイップＳ‐G2，
メルドＳ‐G3，種牡馬

タカール Takar（09 牡 Oratorio）FR・IRE・SPA10 勝，ミンストレルＳ
‐G3，Glencairn S‐L，Tetrarch S‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： レースホース牧場㈱＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3734
生 産 牧 場： レースホース牧場㈱
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1029 エレガントテソーロ２０２１ 牡・黒鹿 ３／２４

＊

ストリートクライ Machiavellian

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Street Cry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Helen Streetニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディクシー Dixie Union

��
��
�JustwhistledixieUSA 鹿 2011 General Jeanne

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスエレガントテソーロ
＊ Montjeu

��
��
�ニライカナイ鹿 2015 Tamariyya

8i
Halo M4×S5 Northern Dancer S5×M5 Lyphard M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊エイシンポラリス（11 USA芦 Unbridled's Song）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
エイシンナーサリー（17牝芦 スマートファルコン）�１勝�２勝
エイシンギザ（18牡鹿 トーセンラー）��出走
パフィリア（19牡芦 エイシンヒカリ）１勝

２代母 ビーニャ Binya（99 GER栗 Royal Solo）FR・GER・USA５勝，ガルフスト
リームザヴェリワンＨ‐G3，P. de Saint‐Cyr‐L，P. Isola Bella‐L，ビウィ
ッチＳ‐G3 ３着，セーネオワーズ賞‐G3 ３着
ダイネアDynaire（08 牝 Dynaformer）不出走

サドラーズジョイ Sadler's Joy（13 牡 Kitten's Joy）USA７勝，ソードダンサ
ーＳ‐G1，マックディアミダＳ‐G2，パンアメリカンＳ‐G2，レッドスミ
スＳ‐G3，マンノウォーＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ルナール Lunaire（14� Malibu Moon）�USA３勝，English Channel S
３着

ダイナパッサーDyna Passer（16 牝 Lemon Drop Kid）USA２勝，Jockey
Club Oaks Invitational S３着

ウルフィーズダイナゴーストWolfie's Dynaghost（18 牡 Ghostzapper）�U
SA４勝，アップルトンＳ‐G3 ２着，Seek Again S３着，Better Tal
k Now S‐R ３着

ビーパーフェクト Be Perfect（09 牡 Street Cry）�GB・FR・IRE16 勝，Quebe
c S‐L ３着

ベルハムバーBelhambar（10 牡 Rock Hard Ten）FR・QAT１勝
ビューベル Beau Belle（15 牝 Giant's Causeway）USA２勝，グレンズフォール

ズＳ‐G2 ３着，River Memories S‐L ３着

３代母 ベアコネール Beaconaire（74 USA鹿 Vaguely Noble）FR３勝，P. des T
ourelles，P. du Nabob，Handicap d'Ete３着
サビン Sabin（80 牝 Lyphard）USA18 勝，イエローリボン招待Ｓ‐G1，ゲイムリーＨ

‐G1，ブラックヘレンＨ‐G2，マッチメイカーＳ‐G2，オーキッドＨ‐G2，シ
ープスヘッドベイＨ‐G2（２回），ニューヨークＨ‐G2，サラナクＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 元茂 修一
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

1030 エイシンポラリス２０２１ �・鹿 ２／ １

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊

アンブライドルズソング Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�Unbridled's Song Trolley Songエイシンポラリス ビーニャ Royal Solo

��
��
�Binya芦USA 2011 Beaconaire

4m
Northern Dancer S4×M5 Fappiano M4×S5

価格： 購買者：



母 ウィズペイシェンス（07鹿 ネオユニヴァース）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－２（５）〕
ペイシャモンシェリ（11牡鹿 ショウナンカンプ）５勝，京葉Ｓ‐LR（Ｄ1200）２着，

アクアラインＳ（Ｄ1200），春風Ｓ（Ｄ1200），高砂特別（Ｄ1200），花のみちＳ
（Ｄ1200）２着

ペイシェンス（15牝栗 ＊バゴ）入着２回，�１勝�２勝
タロマンダラ（19牡鹿 イスラボニータ）��２勝

２代母 コンクラーベ（91鹿 アンバーシヤダイ）４勝，紅梅賞‐OP ３着，不知火特別，
長良川特別２着，吉野ケ里特別２着，オークランドＲＣＴ３着
コンフェッション（99牡 ＊ティンバーカントリー）３勝
ヴァドヴィーツェ（00牝 ＊エリシオ）１勝

ヤサカオディール（09牝 メイショウボーラー）４勝，セプテンバーＳ，飯豊特
別，紫川特別３着

エヴァンジル（12牝 ブラックタイド）１勝，浄土平特別３着，高湯温泉特別３
着，�２勝��

コンコルディア（01牝 フジキセキ）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ３着，
淀短距離Ｓ‐L ２着，カンナＳ‐OP，六甲アイランドＳ

コンフリクト（02牡 ＊ジェイドロバリー）１勝
コンヴィヴィオ（05牡 アグネスタキオン）１勝，�１勝
ピエナファンタスト（06牡 ジャングルポケット）４勝，オーロＣ，青嵐賞

３代母 ＊コンカロ（81 USA芦 Caro）USA１勝
ミスコンテスト（90牝 ＊リアルシヤダイ）不出走

リンダトリアーノ（98牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝
バシケーン（05牡 シルクジャスティス）障害３勝，中山大障害‐JG1，優障害

コンフィデンス（92牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，相馬特別，きんせんか賞，渡利特
別３着

コンタクト（96牡 ＊ジェイドロバリー）６勝，ファイナルＳ‐OP ２着，オーロＣ
‐OP ３着，渡月橋Ｓ，etc.

コンパス（97牝 ＊ノーザンテースト）出走
チュウワプリンス（06牡 マンハッタンカフェ）４勝，ホンコンＪＣＴ，精進湖

特別３着，信濃川特別３着

販売申込者・所有者： ㈲赤石牧場＝平取町荷菜 �01457-2-2750
生 産 牧 場： ㈲赤石牧場
飼 養 者： ㈲赤石牧場＝平取町荷菜 �01457-2-2750

1031 ウィズペイシェンス２０２１ �・青鹿 ３／１７

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 Harlan's Holiday

�
�
�
�
�
�
�
�
� Christmas in Aikenシャンハイボビー スティーリン Orientate

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスウィズペイシェンス アンバーシヤダイ

��
��
�コンクラーベ鹿 2007 ＊コンカロ

23b
Halo M4×S5 Won't Tell You S5×M5

価格： 購買者：



母 ウインホイッスル（11黒鹿 ＊ブライアンズタイム）��４勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
グラスホッパー（18牝黒鹿 トゥザワールド）��１勝�入着��

２代母 ダンスインザロッチ（02黒鹿 ダンスインザダーク）�２勝
サザンウインドウ（07牡 ＊スキャン）�１勝
エコジュリエット（08牝 ＊ルールオブロー）��１勝�１勝

３代母 エンプレスロッチ（95栗 ＊カコイーシーズ）３勝，渡島特別，桧山特別２着
コスモヨハネ（12牡 ＊ヨハネスブルグ）３勝，古作特別，刈谷特別，新発田城特別２

着，etc.

４代母 ロツチウインド（82栗 ＊テスコボーイ）３勝，洞爺湖特別

５代母 クリプシー（75栗 アローエクスプレス）２勝，横津岳特別
［子］ マチカネタンホイザ（89牡 ＊ノーザンテースト）８勝，高松宮杯‐Jpn2，

ＡＪＣＣ‐Jpn2，目黒記念‐Jpn2，etc.，種牡馬
コニーストン（87牝 ＊プルラリズム）２勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ２着，
函館３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，紅梅賞‐OP，etc.

マチカネオトコヤマ（88牡 ミスターシービー）２勝，太宰府特別２着，etc.，
障害１勝，�５勝，ステイヤーズＣ，ステイヤーズＣ２着

［孫］ ワコーチカコ（90牝 ＊リヴリア）９勝，京都記念‐Jpn2，金杯‐Jpn3，函
館記念‐Jpn3，etc.

メイショウヤエガキ（93牝 ＊クリエイター）３勝，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，
ホープフルＳ‐OP，エリカ賞

［曾孫］ ダンツジャッジ（99牡 ＊ウォーニング）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，ダービー
卿ＣｈＴ‐Jpn3，ディセンバーＳ‐L，etc.

マイネルスターリー（05牡 ＊スターオブコジーン）８勝，函館記念‐G3，
巴賞‐LR，アイルランドＴ‐L，etc.

メイショウラムセス（98牡 ＊ラムタラ）６勝，富士Ｓ‐G3，マイルＣｈＳ
‐Jpn1 ５着，菩提樹Ｓ‐OP，etc.

レオマイスター（05牡 ニューイングランド）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
‐Jpn3，福島２歳Ｓ‐OP ２着，阿武隈Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 小林 和幸＝釧路市音別町 �090-8897-0677
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1032 ウインホイッスル２０２１ �・黒鹿 ５／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ロイヤルタッチ

�
�
�
�
�
�
�
�
� パワフルレデイカキツバタロイヤル アンバーシヤダイ

��
��
�ホウヨウリリー鹿 2006 ブライトホウヨウ

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayウインホイッスル ダンスインザダーク

��
��
�ダンスインザロッチ黒鹿 2011 エンプレスロッチ

＊クレイグダーロツチ 11c
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason M4×S5 Nijinsky S5×M5
テスコボーイ S5×M5
価格： 購買者：



母 ヴェレーナ（13栗 ＊アルデバランⅡ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
キャトルレーヴ（18牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）��出走�２勝
プレストオメガ（19牡栗 ＊アジアエクスプレス）���入着
ミギフック（20牝鹿 ＊デクラレーションオブウォー）�地方未出走

２代母 ビッグマリーン（01黒鹿 フジキセキ）１勝，野路菊Ｓ‐OP ２着，りんどう賞２着
ロイヤルデジタル（06牡 ＊アグネスデジタル）��３勝
マストバイアイテム（07牝 ＊アフリート）３勝

ヨハン（16牡 ＊ヨハネスブルグ）４勝，ＴＶ静岡賞，カトレア賞３着，���入
着４回

ノーリス（18牡 ＊アジアエクスプレス）�３勝，大島特別
ドライスタウト（19牡 ＊シニスターミニスター）�２勝，オキザリス賞，��１

勝�，全日本２歳優駿‐Jpn1
サンライズポパイ（08牡 サクラバクシンオー）２勝，伏拝特別，中京スポニチ賞２

着，喜多方特別２着，五色沼特別２着
サンライズカラー（09牡 キングカメハメハ）２勝
マリーンジャングル（10牝 ジャングルポケット）�２勝
サンライズセナ（15牡 ＊カジノドライヴ）�３勝，日進特別，花園Ｓ２着，花のみち

Ｓ３着，リボン賞３着
ビッグブルー（16牡 ＊タートルボウル）１勝，��６勝

３代母 ドラゴンマリーン（96鹿 ＊リアルシヤダイ）２勝，黄菊賞，りんどう賞２着
ティキマハロ（07牡 ＊バゴ）１勝，小倉城特別２着，岩船特別３着，白藤賞３着，�１勝

４代母 ＊パーフェクトポイント（82 USA鹿 Nijinsky）USA８勝，Rumson H‐L，
Susquehanna H，ダイアナＨ‐G2 ２着，ニューヨークＨ‐G2 ３着，クイー
ンシャーロットＨ‐G2 ３着，etc.

５代母 チャームスクールCharm School（70 USA栗 Dr. Fager）不出走
［曾孫］ ジーナコーズ Zina Cause（00� Cause for Pause）USA８勝，Inau

gural H

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

1033 ヴェレーナ２０２１ �・栗 １／２８

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormエスケンデレヤ アルデバランライト Seattle Slew

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アルデバランⅡ Chimes of Freedomヴェレーナ フジキセキ

��
��
�ビッグマリーン栗 2013 ドラゴンマリーン

＊パーフェクトポイント 1l
Raise a Native M4×S5 Northern Dancer S5×S5 Roberto S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊エーシンヘラ（10 FR鹿 Montjeu）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
エイシンエディソン（15牡鹿 ヴァーミリアン）�１勝��２勝

２代母 ダンシングレイディDancing Lady（04 FR鹿 Dansili）FR２勝，P. de la S
eine‐L，リュテース賞‐G3 ２着，ミネルヴ賞‐G3 ３着
ミスアニーMiss Annie（11 牝 Dubawi）FR出走

ボーンザセイムデイBorn the Same Day（18� Stormy River）�FR・HKG２勝
セイリングレイディ Sailing Lady（14牝 Henrythenavigator）FR２勝

３代母 アーカレイディ Aka Lady（95 FR鹿 Sanglamore）FR２勝，P. Petite Etoil
e‐L，G.P. de la Ville de Nantes‐L ２着
エーグルAegle（00 牝 Night Shift）FR２勝

アポロンApollon（08� Green Tune）FR３勝
イシスドゥプティヴィル Isis de Petiville（13 牝 Palace Episode）FR５勝

プライヴェトバンキング Private Banking（02牝 Anabaa）FR・USA５勝，Autu
mn Leaves H‐L，Marina S，Moment To Buy S‐L ２着，etc.
プライヴェトレイベルPrivate Label（11 牡 ＊エンパイアメーカー）USA１勝
コールドバレエ Corps de Ballet（13 牝 Speightstown）USA・CAN４勝，

Osunitas S‐R ２着，Pike Place Dancer S３着

４代母 アカディア Akadya（86 FR黒鹿 Akarad）FR２勝，P. de Thiberville‐L，
P. des Tuileries‐L ２着，P. des Tourelles‐L ３着
［子］ アーカタイムAkatime（93� Lead on Time）FR・UAE６勝

ホーリーアカディアHoly Akadya（05牝 Holy Bull）USA２勝
レイミステリオRey Misterio（02� High Yield）ITY２勝
ラスカディア Laskadya（92牝 Lashkari）FR２勝

［孫］ スペインヒル Spain Hill（02� Night Shift）FR１勝

５代母 ソースロワイヤル Sauce Royale（71 GB芦 Royal Palace）GB出走
［子］ ケンソース Ken Sauce（83� Kenmare）FR２勝，P. des Jouvenceau

x et Jouvencelles‐L，Criterium de Vichy‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲元道牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2460
生 産 牧 場： ㈲元道牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1034 エーシンヘラ２０２１ 牡・鹿 ３／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊

モンジュー Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Montjeu Floripedesエーシンヘラ ダンシングレイディ Dansili

��
��
�Dancing Lady鹿FR 2010 Aka Lady

1k
Northern Dancer M4×S5 Special S5×M5

価格： 購買者：



母 エヴァンジェリン（13鹿 ダイワメジャー）��３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ラステラブリランテ（20牡鹿 アドマイヤマックス）��入着

２代母 ＊エヴァディングタンペット（07 GB鹿 Dubai Destination）GB・FR・ITY・
USA・TUR３勝，伊１０００ギニー‐G3，P. Ronde de Nuit‐L，アンプリュダー
ンス賞‐G3 ２着，International Istanbul Trophy‐L ２着，マイチャーマーＨ
‐G3 ３着，etc.
ストロベリームーン（14牝 ＊キンシャサノキセキ）６勝，ＮＳＴ賞‐OP，越後Ｓ，岩

室温泉特別，ラジオ福島賞，花のみちＳ２着，etc.
オールモストゼア（15牝 ディープインパクト）入着２回，�１勝
アジャストザルート（17牡 ジャスタウェイ）�３勝，鷹取特別２着，鳥取特別３着
ショコラドボンボン（18牝 ハーツクライ）��出走��１勝

３代母 レイトサマー Late Summer（98 USA黒鹿 GoneWest）GB出走
フォーザカウント For the Count（09 牝 Dylan Thomas）SAF２勝，East Cape

Oaks‐L ３着

４代母 サンアンドシェイド Sun and Shade（89 GB鹿 Ajdal）GB・USA４勝，L
ady Morvich H‐L ２着
［子］ ダガーズドローンDaggers Drawn（95牡 Diesis）GB３勝，英シャンペ

インＳ‐G2，リッチモンドＳ‐G2，種牡馬
エネミーアクション Enemy Action（96牝 ＊フォーティナイナー）GB・I
RE・USA２勝，MindyMalone S３着

［孫］ ブレヴィティ Brevity（08 牝 Street Cry）GB・FR２勝，Dick Poole Fill
ies' S‐L，Atalanta S‐L ３着

スーパースルース Super Sleuth（06 牝 Selkirk）GB・IRE入着６回，英１０
００ギニー‐G1 ３着，フレッドダーリングＳ‐G3 ２着，Montrose F
illies S‐L ２着，etc.

コンサイス Concise（10 牝 Lemon Drop Kid）GB・USA２勝，ガーデ
ンシティＳ‐G1 ３着，ロバートＧディックメモリアルＳ‐G3 ２着

［曾孫］ シャドウハンター Shadow Hunter（13 牝 Arcano）GB１勝，Roses S
‐L，コーンウォリスＳ‐G3 ３着，Lansdown S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

1035 エヴァンジェリン２０２１ �・栗 ３／１５

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Posse

�
�
�
�
�
�
�
�
� Raskaマインドユアビスケッツ ジャズメイン Toccet

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケエヴァンジェリン
＊ Dubai Destination

��
��
�エヴァディングタンペット鹿 2013 Late Summer

2o
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector S5×M5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 エフヨンエフ（14黒鹿 ハイアーゲーム）�６勝
〔産駒馬名登録数：１〕
グーチョキパー（20牝黒鹿 トゥザワールド）�地方未出走

２代母 ジェネスジェット（98鹿 サクラバクシンオー）出走
ワニタレスタリ（06牝 エイシンサンディ）２勝，登別特別，まりも特別２着
セレスマジェスティ（07� メイショウオウドウ）３勝，ＴＶｈ賞，まりも特別，奥

多摩Ｓ２着，赤湯特別２着，朝里川特別２着，etc.
タレントナチュラル（12牝 エイシンサンディ）�２勝�入着４回
エピ（15牝 アドマイヤマックス）��入着�２勝��入着３回�

３代母 サンシャインステラ（90鹿 ＊トニービン）入着２回
サンプレイス（95牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，新潟記念‐Jpn3，中山記念

‐Jpn2 ３着，中京記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
スタートラッカー（00牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

スターリーベイ（08牝 キングカメハメハ）出走
オオエフォーチュン（16牡 メイショウサムソン）��４勝�１勝�，新春
賞３着，兵庫ダービー３着，ゴールドジュニア，etc.

バレンティーノ（15牝 ＊ベーカバド）�	
２勝�１勝�４勝�１勝�５勝，あ
やめ賞２着，ラブミーチャン記念２着，ライデンリーダー記念３着

サンシャインピース（01牡 バブルガムフェロー）２勝，八甲田山特別３着
クヴァルダ（05牝 ダンスインザダーク）２勝，利尻特別３着
メイグレイス（07牝 ネオユニヴァース）不出走

キャプテンペリー（13� ＊クロフネ）�５勝，ニューイヤーＳ‐L ２着，芙蓉Ｓ
‐LR ３着，市川Ｓ，etc.，障害３勝

バーブル（17牡 トゥザワールド）�	
４勝�６勝�１勝�，イーハトーブマ
イル２着

４代母 ステラスポート（81鹿 ＊ニゾン）３勝
［孫］ キマグレ（02牝 サクラバクシンオー）２勝，飛竜特別

アイライクエンカ（98牡 フジキセキ）２勝，笹山特別２着，新津特別３着
［曾孫］ ジンセイハオマツリ（10牡 オレハマッテルゼ）２勝，高砂特別２着，萌黄

賞３着，�１勝

販売申込者・所有者： ㈲米田牧場＝新ひだか町三石西蓬莱 �0146-33-2156
生 産 牧 場： ㈲米田牧場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

1036 エフヨンエフ２０２１ �・黒鹿 ４／ ３
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハイアーゲーム ＊ファンジカエフヨンエフ サクラバクシンオー

��
��
�ジェネスジェット黒鹿 2014 サンシャインステラ

＊マジツクゴデイス 1s
Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 エリモプリンセス（06黒鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（３）〕
ニヴォーズ（11牝鹿 ジャングルポケット）�１勝
アスカノハヤテ（14牡鹿 ＊サマーバード）１勝，��入着２回��１勝
ブケパロス（15牡黒鹿 ブラックタイド）��１勝

２代母 エリモルミナス（00鹿 ＊タイキシャトル）３勝，りんどう賞２着，つわぶき賞３着
スーパーフレア（12牝 ＊アルデバランⅡ）�３勝�３勝	��入着４回�，背振山賞３着

３代母 エリモアメジスト（92鹿 Seattle Slew）２勝，若竹賞２着，エリカ賞２着
エリモマキシム（99
 ＊ブライアンズタイム）７勝，カシオペアＳ‐L，大原Ｓ，etc.，

障害３勝，新潟ジャンプＳ‐JG3
エリモフィナーレ（03牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ファンファーレ（11牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，閃光特別，はやぶさ賞２着，
驀進特別３着，etc.

メイショウロセツ（15牡 ＊ノヴェリスト）�３勝，常滑特別，英彦山特別，熊野
特別２着

メイショウドヒョウ（17牡 ＊アイルハヴアナザー）�４勝，名古屋城Ｓ‐OP ２
着，伊丹Ｓ，吹田特別，etc.

エリモクイーン（07牝 アグネスタキオン）２勝，矢車賞
トウシンイーグル（08
 ハーツクライ）５勝，シリウスＳ‐G3 ３着，ブラジルＣ‐LR

３着，etc.，�１勝���入着２回��	，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.

４代母 ＊ステラーオデッセイ（84 USA鹿 Northern Dancer）不出走
［孫］ ブレイゾンリー Blazonry（00 牡 ＊ヘネシー）GB・USA２勝，ラサロバレ

ラメモリアルＳ‐G2，種牡馬
トーラスジェミニ（16牡 ＊キングズベスト）�８勝，七夕賞‐G3，東風Ｓ
‐L，ディセンバーＳ‐L，etc.

［曾孫］＊エスケンデレヤ（07牡 Giant's Causeway）USA４勝，ウッドメモリアル
Ｓ‐G1，ファウンテンオヴユースＳ‐G2，Pilgrim S‐L，種牡馬

バルモント Balmont（01 牡 ＊ストラヴィンスキー）GB・IRE４勝，ミドルパ
ークＳ‐G1，ジムクラックＳ‐G2，ジュライＣ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲山際セントラルスタッド＝新ひだか町三石旭町 �0146-33-2843
生 産 牧 場： ㈲山際セントラルスタッド
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

1037 エリモプリンセス２０２１ 牡・鹿 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスエリモプリンセス ＊タイキシャトル

��
��
�エリモルミナス黒鹿 2006 エリモアメジスト

＊ステラーオデッセイ 2d
Halo S4×M5 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エムオーパール（11黒鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
オイコイケ（16牝栗 ＊セイントアレックス）�１勝�，東海クイーンＣ（Ｄ1800）３着
エムオーゴールド（18牝黒鹿 ホッコータルマエ）��１勝��
ミヤビダンシロー（19牡芦 ＊ダンカーク）���出走
メンコイメイコー（20牝鹿 パドトロワ）��入着

２代母 ＊コンプトンエンジェル（96 IRE 鹿 Fairy King）GB・FR１勝
ガンサルート（03� ＊タイキシャトル）��２勝�５勝
ダッパージェム（06牝 ＊グランデラ）	３勝
フィールドポップ（07� フジキセキ）�14 勝
エクスビート（08牡 ネオユニヴァース）１勝
コンプトンジュエル（09牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，��３勝

３代母 ＊エンブラ（83 GB黒鹿 Dominion）GB４勝，チヴァリーパークＳ‐G1，コロ
ネイションＳ‐G2 ２着，ネルグウィンＳ‐G3 ４着
ゴーストトリーGhost Tree（90牝 Caerleon）GB１勝

ワンステップアトアタイムOne Step At A Time（97牝 Sabrehill）GB・SA
U２勝，Autumn S‐L ２着

ゴットトゥゴーGot To Go（98牝 Shareef Dancer）GB１勝，Valiant S
‐L ２着

＊カトリア（94牝 Caerleon）GB入着
マニエラ（00牝 ＊フォーティナイナー）３勝
マニエリスム（08牝 ゼンノロブロイ）�２勝��５勝
，関東オークス
‐Jpn2 ３着，東京プリンセス賞，しらさぎ賞３着，etc.

アポロフェニックス（05牡 ＊アフリート）７勝，春雷Ｓ‐L（２回），アイビスサマ
ーダッシュ‐G3 ３着，函館スプリントＳ‐G3 ３着，etc.

モエレエターナル（06牝 ゴールドヘイロー）�２勝��２勝，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ５着，ユングフラウ賞，ニューイヤーＣ，etc.
クリノホノオ（17牡 メイショウサムソン）�１勝，ＲＫＢ賞２着，インデ
ィアＴ３着，鷹取特別３着，�３勝

＊ゼンノエルシド（97牡 Caerleon）６勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，京成杯オータムＨ
‐Jpn3，摩周湖特別，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

1038 エムオーパール２０２１ 牡・青鹿 ３／１７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュエムオーパール
＊ Fairy King

��
��
�コンプトンエンジェル黒鹿 2011 ＊エンブラ

16g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 エレンシア（13黒鹿 ＊ワークフォース）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
エレダール（19牡黒鹿 ゼンノロブロイ）入着，�地方未出走

２代母 エリモシック（93青鹿 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，
秋華賞‐Jpn1 ２着，札幌記念‐Jpn2 ２着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３
着，札幌日経ＯＰ‐OP ３着，etc.
サイレンスゴールド（01� ＊サンデーサイレンス）３勝，タイランドＣ，青島特別，

山国川特別２着，名古屋日刊スポーツ杯３着
ファストパス（04牝 ＊タイキシャトル）１勝
ダノンエリモトップ（06牡 キングカメハメハ）４勝，上総Ｓ，咲花特別，江戸川特

別２着，��１勝�
サトノフェニックス（10牡 ＊シンボリクリスエス）�１勝�４勝��入着�，摂津盃２着

３代母 エリモシユーテング（84黒鹿 ＊テスコボーイ）２勝，忘れな草賞‐OP
エリモピクシー（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，ファイナルＳ‐L，京都牝馬Ｓ

‐Jpn3 ３着，愛知杯‐Jpn3 ３着，etc.
リディル（07牡 アグネスタキオン）５勝，スワンＳ‐G2，デイリー杯２歳Ｓ

‐Jpn2，米子Ｓ‐L，etc.
クラレント（09牡 ダンスインザダーク）７勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，京成杯

オータムＨ‐G3，関屋記念‐G3，etc.
レッドアリオン（10� アグネスタキオン）７勝，マイラーズＣ‐G2，関屋記念

‐G3，ニューイヤーＳ‐L，etc.
サトノルパン（11牡 ディープインパクト）５勝，京阪杯‐G3，スワンＳ‐G2 ２

着，ファルコンＳ‐G3 ２着，etc.
レッドアヴァンセ（13牝 ディープインパクト）４勝，ヴィクトリアマイル‐G1

３着，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，富士Ｓ‐G3 ３着，etc.
レッドオルガ（14牝 ディープインパクト）５勝，東京新聞杯‐G3 ２着，富士Ｓ

‐G3 ３着，紅葉Ｓ，etc.
レッドヴェイロン（15牡 キングカメハメハ）�４勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ３着，

キャピタルＳ‐L ２着，アーリントンＣ‐G3 ３着，etc.
ディーエスハリアー（02牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，プリンシパルＳ‐L ３着，

新緑賞，ライラック賞２着，etc.

販売申込者・所有者： 恵比寿興業㈱那須野牧場＝栃木県那須郡那須町 �0287-76-2527
生 産 牧 場： 恵比寿興業㈱那須野牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1039 エレンシア２０２１ 牡・鹿 ２／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonエレンシア ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�エリモシック黒鹿 2013 エリモシユーテング

＊デプグリーフ 9f
Mr. Prospector S4×M5 Miesque S4×M5 Lyphard M4×S5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 エンゼルジョーカー（07黒鹿 ＊ブライアンズタイム）�１勝�３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－３（４）〕
アスタリスク（13牡鹿 ブラックタイド）３勝，�２勝��
カガヒーロー（14牡栗 スクリーンヒーロー）入着，�１勝
アスカノダイチ（16牡栗 グランプリボス）２勝，シンガポールＴＣ賞（Ｄ1000）３着
カシノルシーダ（18牡鹿 トーセンジョーダン）��入着４回��１勝

２代母 ビューチフルドラマ（93栗 ＊ヘクタープロテクター）１勝
セイコーサンデー（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，目黒記念‐Jpn2 ３着，エイ

プリルＳ‐OP ２着，スピカＳ，南武特別，利尻特別，etc.
テンタシオン（00牝 ＊エリシオ）不出走

ビューティファイン（06牝 サツカーボーイ）２勝，織姫賞
ライジングサン（08牡 アドマイヤジャパン）３勝，伊勢特別，咲花特別，鳴海

特別３着，花見山特別３着，菅名岳特別３着
ジョウテンロマン（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，�１勝，岩鷲賞３着
アールヌーヴォー（04牝 ＊ブライアンズタイム）２勝

ウォーロード（18牡 ヴァンセンヌ）�２勝，中ノ岳特別２着
ドットコム（05牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ホープフルＳ‐L ３着，美浦Ｓ，習

志野特別，山藤賞，上越Ｓ２着，etc.
モデルウォーク（08牝 キングカメハメハ）出走

ナンヨーオボロヅキ（16牝 ＊キンシャサノキセキ）���１勝�８勝�入着２回
	
，黒潮菊花賞，高知優駿，土佐春花賞，佐賀ヴィーナスＣ２着，ル・
プランタン賞２着，etc.

ミッキーマーチ（09� フジキセキ）１勝，中ノ岳特別２着，�２勝�入着３回��

３代母 ビューチフルロマン（86鹿 ＊ノノアルコ）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，関越Ｓ
‐OP，秋嶺Ｓ，東雲賞，本栖湖特別，etc.
ロマンスプレゼント（97牝 ＊ティンバーカントリー）不出走

カチューシャ（09牝 ＊ケイムホーム）６勝，オアシスＳ‐L，etc.，��入着２回，
Ｌプレリュード‐Jpn2 ３着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

４代母 ビクトリアクラウン（79栗 ＊フアバージ）６勝，エリザベス女王杯，クイーン
Ｓ，クイーンＣ，新潟３歳Ｓ，牝馬東タイ杯２着，etc.，優２牝，優３牝

販売申込者・所有者： 山際 智＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0360
生 産 牧 場： 山際 智
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

1040 エンゼルジョーカー２０２１ �・黒鹿 ３／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayエンゼルジョーカー ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ビューチフルドラマ黒鹿 2007 ビューチフルロマン

＊ビユーチフルドリーマー 12
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 オンザスローン（06鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
クリスタルボール（16牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）��４勝
キタノポケット（17牝栗 オルフェーヴル）�入着２回，�３勝
セシボン（19牝黒鹿 シルバーステート）��１勝��２勝�入着２回
アンズ（20牝鹿 レインボーライン）��出走

２代母 ＊アズワー（93 USA鹿 Danzig）GB・USA３勝
コウエイプライム（99牡 Smart Strike）２勝，�２勝�
コウユーキズナ（04牝 ＊ティンバーカントリー）５勝，淀屋橋Ｓ，西日本スポーツ杯，

播磨特別，筑紫特別，醍醐特別２着，etc.
コウユーココロコロ（05牝 ＊コロナドズクエスト）１勝
ヴォラドーレス（07牝 ＊クロフネ）�入着

ショウナンアンセム（13牡 ジャングルポケット）６勝，パラダイスＳ‐L，高松
宮記念‐G1 ３着，ジュニアＣ‐OP ３着，多摩川Ｓ，鎌ケ谷特別，etc.

マジカルポケット（08牡 ジャングルポケット）２勝，函館２歳Ｓ‐G3，クロッカス
Ｓ‐OP ３着

グロリエッテ（10牝 アドマイヤムーン）出走
モリノカワセミ（16牝 ＊ヘニーヒューズ）�２勝，ベストウィッシュＣ２着

３代母 マジックスリッパーMagic Slipper（83 GB黒鹿 Habitat）GB２勝，Jame
s Seymour S‐L ３着
アフバブAhbab（89牝 Ajdal）GB１勝

ラベク Labeq（94牡 Lycius）GB・UAE４勝，Steventon S‐L ２着
ニューシーカーNew Seeker（00	 Green Desert）GB・IRE・ITY８勝，L

eicestershire S‐L，Guisborough S‐L，Dubai Duty Free C‐L，etc.
ムハーブMuhab（92牡 Lyphard）GB・NOR・SWE５勝，Somerville Tattersal

l S‐L ２着，種牡馬
アトナブAtnab（94牝 Riverman）GB１勝

グレイミスティックGrey Mystique（03牝 Linamix）FR３勝，P. Michel Ho
uyvet‐L ２着

ダンシリダンサーDansili Dancer（02	 Dansili）GB８勝，Floodlit S‐L，ウ
ィンターダービー‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 森永牧場＝日高町豊田 �01456-5-6376
生 産 牧 場： 森永牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1041 オンザスローン２０２１ �・鹿 ５／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアレスバローズ ＊トニービン

��
��
�タイセイエトワール黒鹿 2012 エンスラーリング

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスオンザスローン
＊ Danzig

��
��
�アズワー鹿 2006 Magic Slipper

1s
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 オーバルカット（00鹿 ＊エリシオ）不出走
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－４（20）〕
ホワイトピルグリム（05牡芦 ＊クロフネ）５勝，金鯱賞‐G2 ３着，都大路Ｓ‐L
（芝 1800）３着，寿Ｓ（芝 2000），メルボルンＴ（芝 2000），高千穂特別
（芝 2000），ひめさゆり賞（芝 1800），飛鳥Ｓ（芝 1800）２着

オーバルライト（09牡鹿 ＊ファンタスティックライト）�５勝�３勝�入着２回
イーストホープ（12牡栗 ＊クロフネ）�５勝
エスペランサスカイ（15牡鹿 エイシンフラッシュ）�４勝�
チャーミングポポ（17牝鹿 ＊タイキシャトル）�３勝
ダイヤモンドカーク（18牝栗 ＊ダンカーク）��入着�入着

２代母 セシルカット（92栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，栗子特別
ジェシカ（99牝 ＊トニービン）３勝，原町特別
ピアチェヴォーレ（01牝 ＊オペラハウス）４勝，磐梯山特別，原町特別，燕特別２着，

原町特別３着
セシルブルース（03牝 ＊エルコンドルパサー）出走

アイムユアーズ（09牝 ＊ファルブラヴ）５勝，フィリーズレビュー‐G2，クイー
ンＳ‐G3（２回），ファンタジーＳ‐G3，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1
２着，桜花賞‐G1 ３着，etc.

リヴィエラブルー（04� ＊ホワイトマズル）２勝，瓢湖特別，九十九里特別２着，南
武特別３着，荒川峡特別３着

ゴッドエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）３勝，仲春特別
ゴダール（10� ＊ウォーエンブレム）３勝，舞鶴特別３着，妙高特別３着

３代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，札

幌記念‐Jpn2（２回），産経大阪杯‐Jpn2，etc.，年代表，優古牝
アドマイヤグルーヴ（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，エリザベス女王杯

‐Jpn1（２回），阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優古牝
ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞‐G2，etc.，

UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

販売申込者・所有者： 鵜木 唯義＝浦河町杵臼 �090-9087-3244
生 産 牧 場： 鵜木 唯義
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1042 オーバルカット２０２１ 牡・鹿 ４／１３

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Weekend Surpriseマジェスティックウォリアー ドリームスプリーム Seeking the Gold

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�エリシオ Heliceオーバルカット ＊サンデーサイレンス

��
��
�セシルカット鹿 2000 ダイナカール

＊パロクサイド 8f
Seattle Slew S3×M5 Secretariat S4×S5 Northern Dancer M4×S5×M5
Buckpasser S5×S5
価格： 購買者：



母 カクテルラウンジ（05鹿 タニノギムレット）��２勝�１勝，東京２歳優駿牝馬
（Ｄ1600）３着，オパールＣ（芝 1700）
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－７（22）〕
フレアバーテンダー（11�栗 ＊グラスワンダー）�１勝��２勝
ミチェラーダ（12牝鹿 メイショウサムソン）�２勝��入着３回
ジンロックカフェ（13牡鹿 ＊ワークフォース）入着５回，�２勝��入着５回
グラヴィオーラ（15牝栗 ＊サウスヴィグラス）�２勝��２勝，エーデルワイス賞

‐Jpn3 ２着，東京プリンセス賞（Ｄ1800），東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600），ユ
ングフラウ賞（Ｄ1400）２着，桜花賞（Ｄ1600）３着，リリーＣ（Ｄ1200）２着，
フルールＣ（Ｄ1000）３着

ブルーコーラル（16牝栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝
ヴィクトリアグラス（17牝栗 ＊サウスヴィグラス）��６勝�１勝
ピーチリキュール（18牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�	未出走�１勝�１勝�
アークヴィルヌーブ（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）���入着３回�２勝

２代母 ランニングヒロイン（93鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ノーマターホワット（00牝 ＊ソウルオブザマター）１勝，	１勝
リメンバードリーム（02牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，清里特別３着，雪うさぎ賞３着
スクリーンヒーロー（04牡 ＊グラスワンダー）５勝，ジャパンＣ‐G1，ＡＲ共和国杯

‐Jpn2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，セントライト記念‐Jpn2 ３着，ラジオＮＩＫ
ＫＥＩ賞‐Jpn3 ２着，etc.，優古牡，種牡馬

センターステージ（06牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝
ラントゥザリード（08牝 タニノギムレット）１勝
ブロンドヒロイン（10牝 ＊グラスワンダー）入着２回，�２勝

ココニアル（17牝 ＊タートルボウル）�３勝，ライラック賞

３代母 ダイナアクトレス（83鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，京王杯スプリングＣ
‐Jpn2，スプリンターズＳ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優古牝（2回）
ステージチャンプ（90牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，日経賞‐Jpn2，ステイヤーズＳ

‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.
プライムステージ（92牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，札幌３

歳Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.

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： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1043 カクテルラウンジ２０２１ 牡・鹿 ４／ ７

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Shared Interestディスクリートキャット プリティディスクリート Private Account

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルカクテルラウンジ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ランニングヒロイン鹿 2005 ダイナアクトレス

＊マジツクゴデイス 1s
Northern Dancer S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 カフジサファイア（15黒鹿 ロードカナロア）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 テイクザケイク（99黒鹿 ＊スキャン）４勝，御池特別２着
テイクエイム（07牡 ＊プリサイスエンド）４勝，�６勝
テイクアベット（08牡 サクラバクシンオー）５勝，鞍馬Ｓ‐OP ３着，安芸Ｓ，陽春

Ｓ，円山特別３着，etc.，�１勝��，サマーＣｈ‐Jpn3
エスケイティアラ（09牝 スズカマンボ）�６勝�１勝�８勝
テイクファイア（10牡 ＊サウスヴィグラス）４勝，三宮特別
カフジテイク（12牡 ＊プリサイスエンド）７勝，根岸Ｓ‐G3，グリーンチャンネルＣ

‐L，フェブラリーＳ‐G1 ３着，プロキオンＳ‐G3 ２着，根岸Ｓ‐G3 ３着，etc.，
���出走，種牡馬

カフジティアラ（13牝 カネヒキリ）出走
カフジエニアゴン（19牝 トランセンド）�２勝

ララメダイユドール（14牡 ゴールドアリュール）３勝，中ノ岳特別，犬山特別２着，
福島放送賞２着，��４勝，福永洋一記念，二十四万石賞

カフジストーム（16牡 ＊ヘニーヒューズ）２勝

３代母 エビスマイ（90鹿 ＊ラシアンルーブル）２勝，鶴見特別３着

４代母 ローレルハツピー（80鹿 トウシヨウボーイ）２勝，白河特別

５代母 リユウローレル（63栗 ＊ソロナウエー）２勝
［子］ リュウコマガダケ（76牡 ＊バリメライス）７勝，橿原特別
［孫］ ベストセーリング（86牡 ＊ホープフリーオン）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，

栗東Ｓ‐OP，ガーネットＳ‐OP ２着，etc.
テイユウハード（77牝 ＊ラフインゴラ）１勝，桶狭間特別，���７勝，
農林水産大臣賞典２着，東京盃２着，etc.

ベストライアー（89牡 ＊サウスアトランテイツク）４勝，伊吹山特別，土
湯特別，川西特別，etc.

オーゴンリュウ（76牡 ＊ラフインゴラ）４勝，浜名湖特別
エイブルテスコ（78牝 ＊ボールドアンドエイブル）３勝，袖ヶ浦特別

販売申込者・所有者： ㈲ヒダカファーム＝浦河町荻伏町 �0146-25-2258
生 産 牧 場： ㈲ヒダカファーム
飼 養 者： ㈲ヒダカファーム＝浦河町荻伏町 �0146-25-2258

1044 カフジサファイア２０２１ 牡・鹿 ３／２１

＊

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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムカフジサファイア ＊スキャン

��
��
�テイクザケイク黒鹿 2015 エビスマイ

＊カナデアンガール 2r
Mr. Prospector M4×S5×M5 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊カメリアローズⅡ（08 FR鹿 Oratorio）FR・USA２勝，G.P. de Clairefontaine
‐L ２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ドンドンキードン（16牝鹿 オルフェーヴル）１勝

２代母 ソラス Solaz（03 IRE 鹿 Galileo）FR入着

３代母 マウンテンホリーMountain Holly（93 GB鹿 Shirley Heights）GB出走

４代母 エラロマラ Ela Romara（85 GB鹿 Ela‐Mana‐Mou）GB３勝，英ナッソーＳ
‐G2，ローザーＳ‐G2，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着，ネルグウィンＳ‐G3 ４着
［子］ アーリーン Earlene（97牝 In TheWings）GB・FR・IRE・GER５勝，

アルクール賞‐G2，エクスビュリ賞‐G3，愛パークＳ‐G3 ２着
フォイアー Foyer（91 牡 Sadler's Wells）GB２勝，キングエドワード七
世Ｓ‐G2，種牡馬

モザイクMosaic（02 牡 Singspiel）FR・UAE３勝，P. Scaramouche
‐L，P. de la Porte deMadrid‐L ２着

５代母 ロマラRomara（76 GB栗 Bold Lad）GB２勝
［子］ ソーロマンティック So Romantic（88 牝 Teenoso）GB・FR・ITY３勝，

P. Verziere‐L
モールトンボーイMoulton Boy（81牡 Moulton）GB・HKG３勝，Quee
nMother's Cup‐L，Hong Kong Gold Cup‐L ３着（２回）

ローマンガナー Roman Gunner（84 牡 ＊グランデイ）GB・AUS・BEL４
勝，G.P. de Bruxelles‐L ３着，AUS障害３勝

［孫］ ヤングバスター Young Buster（88 牡 Teenoso）GB・GER・USA・UA
E７勝，セプテンバーＳ‐G3，Gala S‐L，Winter Hill S‐L，etc.，
種牡馬

ニューサウスウェイルズNew SouthWales（00 牡 In TheWings）GB
・FR・IRE・GER４勝，キラヴランＳ‐G3，ヘンリー二世Ｓ‐G2 ３
着，種牡馬

ロマニープリンス Romany Prince（99� Robellino）GB１勝，Esher
S‐L ２着，March S‐L ３着，GB障害４勝

販売申込者・所有者： ㈲パカパカファーム＝新冠町新和 �01456-5-6333
生 産 牧 場： ㈲パカパカファーム
飼 養 者： ㈲パカパカファーム（厚賀分場）＝日高町字賀張 �01456-5-6333

1045 カメリアローズⅡ２０２１ 牡・鹿 ３／１６
＊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

＊

オラトリオ ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Oratorio MahrahカメリアローズⅡ ソラス Galileo

��
��
�Solaz鹿FR 2008 Mountain Holly

3c
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ガーランドワルツ（14鹿 ハーツクライ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
アークヴェリスト（20牝鹿 ＊ノヴェリスト）���出走

２代母 ＊スーパーバレリーナ（94 CAN鹿 Storm Bird）入着
シングルプレイヤー（99牡 ＊アフリート）２勝
レインボーマリーン（06牝 サクラバクシンオー）１勝
ウインバリアシオン（08牡 ハーツクライ）４勝，日経賞‐G2，青葉賞‐G2，日本ダ

ービー‐G1 ２着，有馬記念‐G1 ２着，菊花賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ビップベリンダ（15牝 ハーツクライ）１勝

３代母 ＊カウントオンアチェンジ（87 USA栗 Time for a Change）USA６勝，Et
obicoke H‐L（２回），George C. Hendrie H‐L ２着，Ontario Matron S
‐R ３着，Ontario Matron H‐R ３着
ナイスチェンジNice Change（95牝 Gulch）USA入着２回

シドカップ Sidcup（02� Running Stag）USA４勝，Prairie Bayou S，
Tejano Run S２着

ロックゴールド Rock Gold（04� El Prado）USA５勝，Don Ciccio S３着
バーニーファイフBarnie Fife（96 牝 Deputy Minister）USA入着

アメリカンクラシック American Classic（04� Distorted Humor）USA10 勝，
Budweiser S，Bill Thomas Memorial S２着，K.L.A.Q. H２
着，etc.

ニコネリーNiconellie（12� West Acre）USA４勝，Gulfstream Park Unb
ridled S‐R ３着，Prized S‐R ３着

４代母 カウントオンキャシー Count On Kathy（78 USA芦 Dancing Count）US
A４勝，Flirtation S２着，Politely S‐R ２着，Caesar's Wish H‐R ３
着，Miss Delaware S３着，Trevose S３着，etc.
［孫］ カウンテスダイアナ Countess Diana（95牝 Deerhound）USA７勝，ス

ピナウェイＳ‐G1，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1，アルシバイ
アディズＳ‐G2，etc.

エクソジェナス Exogenous（98 牝 Unbridled）USA５勝，ベルダムＳ
‐G1，ガゼルＨ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： アークフロンティア㈱＝神奈川県横浜市 �045-271-1935
生 産 牧 場： 宝寄山 拓樹
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

1046 ガーランドワルツ２０２１ 牡・鹿 ４／１３

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスガーランドワルツ
＊ Storm Bird

��
��
�スーパーバレリーナ鹿 2014 ＊カウントオンアチェンジ

19c
Storm Bird M3×S4 Damascus S4×M5

価格： 購買者：



母 カリズマ（09鹿 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ワイルドフィクサー（15牡鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回，�１勝
ジンクルポン（16牡栗 ストロングリターン）�１勝
スプリングローズ（18牝青鹿 フェノーメノ）入着２回，���入着３回
アストラガルス（19牡黒鹿 トゥザワールド）��入着
ヒーローエフエー（20牡鹿 メイショウサムソン）��出走

２代母 ＊ヴェルヴェットクイーン（01 GB鹿 Singspiel）FR１勝
リラックススマイル（06牝 Dubai Destination）入着

マローブルー（11牝 ディープインパクト）４勝，稲村ヶ崎特別，秩父特別，ユ
ートピアＳ２着，レインボーＳ２着，マレーシアＣ２着，etc.

マウントハレアカラ（12牡 カネヒキリ）３勝，初日の出賞，甲南Ｓ２着，イン
ディアＴ２着，浜名湖特別２着，梅田Ｓ３着，��１勝

デボネア（08牡 アグネスタキオン）１勝，弥生賞‐G2 ３着，京成杯‐G3 ２着，皐
月賞‐G1 ４着

リージェンシー（10牝 タニノギムレット）２勝
チャーマー（11牡 ＊ストーミングホーム）１勝
リリックドラマ（14牝 ステイゴールド）４勝，トルマリンＳ，北斗特別，土湯温泉

特別，２０１９ＷＡＳＪ第２戦２着，高田城特別２着，etc.

３代母 ヴェルヴェットムーン Velvet Moon（91 IRE 鹿 ＊シャーディー）GB・FR４
勝，ローザーＳ‐G2，James Seymour S‐L
シリア Syria（98 牝 Halling）不出走

ターキッシュディライトTurkish Delight（03 牝 Doyoun）TUR１勝
ミスアレイナMiss Aleyna（11牝 Sabirli）TUR１勝，I.Inonu S‐L ２着
セディッフィ Seddifi（12 牝 Bekmezbey）TUR８勝，Disi Tay Deneme
One Thousand Guineas‐L ２着

＊ムーンバラッド（99牡 Singspiel）GB・IRE・USA・UAE５勝，ドバイワールドＣ
‐G1，ダンテＳ‐G2，マクトゥームチャレンジＲ２‐G3，etc.，種牡馬

ヴェルエットVelouette（00 牝 Darshaan）不出走
テレスコープ Telescope（10牡 Galileo）GB・USA５勝，ハードウィックＳ‐G2，

グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，Aston Park S‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777
生 産 牧 場： ㈲本桐牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1047 カリズマ２０２１ �・芦 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� マンハッタンカフェ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サトルチェンジジョーカプチーノ フサイチコンコルド

��
��
�ジョープシケ芦 2006 ジョーユーチャリス

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズカリズマ
＊ Singspiel

��
��
�ヴェルヴェットクイーン鹿 2009 Velvet Moon

4k
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M5×M5 Sadler's Wells S5×M5

価格： 購買者：



母 カワカミハナコ（16鹿 ネオユニヴァース）不出走
初仔

２代母 ＊マウンテンウーマン（08 IRE 鹿 Montjeu）IRE 入着
マイネルクライマー（17牡 ＊ヘニーヒューズ）１勝，��７勝�１勝�
ハクアイローレル（18牡 ＊ダンカーク）�１勝

３代母 プレセリ Preseli（97 IRE 鹿 Caerleon）IRE・USA４勝，モイグレアスタッ
ドＳ‐G1，Derrinstown Stud 1000 Guineas Trial‐L，Debutante Fillies S
‐L，愛プリティポリーＳ‐G2 ２着，Waya S‐L ２着
プレセリズプルピットPreseli's Pulpit（12 牝 Pulpit）USA１勝

ティヴィス Tivis（18 牝 Tale of Ekati）�USA６勝，First Lady S‐R，S
outhern Park S‐R，Cheryl S. White Memorial S３着

アウトフォファンOut for Fun（19牝 CityWeekend）�USA２勝，Emeral
d Necklace S‐R，Joshua Radosevich Memorial S‐R ３着

４代母 ヒルオヴスノーHill of Snow（92 GB鹿 Reference Point）IRE１勝
［子］ コング Kong（02� Sadler's Wells）GB・USA１勝，リングフィールド

ダービートライアルＳ‐G3
マウントキリマンジャロMount Kilimanjaro（03 牡 Sadler's Wells）G
B２勝，Further Flight S‐L

スノーファイア Snowfire（99 牝 Machiavellian）GB・USA１勝，英１００
０ギニー‐G1 ２着，Oh So Sharp S‐L ２着

［孫］ モデルModel（04 牝 Giant's Causeway）USA４勝，Its In the Air S，
スピンスターＳ‐G1 ２着，サンタマリアＨ‐G1 ２着，etc.

［曾孫］ カネリーロー Canary Row（10� Holy Roman Emperor）GB・IRE６
勝，Ruby S‐L

５代母 ホワイトスタ－ラインWhite Star Line（75 USA鹿 Northern Dancer）US
A９勝，ケンタッキーオークス‐G1，アラバマＳ‐G1，デラウェアオークス‐G1，
テストＳ‐G3，La Troienne S，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-9517-4750

1048 カワカミハナコ２０２１ �・栗 ２／２５

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Toussaudバトルプラン フランダーズ Seeking the Gold

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスカワカミハナコ
＊ Montjeu

��
��
�マウンテンウーマン鹿 2016 Preseli

4m
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 カグラヤルージュ（15黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝
初仔

２代母 アルウェット（06鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝
ミュークロール（12牝 ゴールドアリュール）入着２回，�３勝�２勝
トミケンライニ（14牝 ゼンノロブロイ）��１勝
カッティングロック（17牡 ベルシャザール）�１勝

３代母 ＊アルヴァーダ（00 GB黒鹿 Hernando）FR・ITY・USA４勝，ラプレヴォワ
イヤントＨ‐G2，グレンズフォールズＨ‐G3，サンタラリ賞‐G1 ３着，ロングア
イランドＨ‐G2 ３着，グイドベラルデリ賞‐G3 ３着
パイクスピーク（08牝 アグネスタキオン）１勝，閃光特別３着

アルピニズム（17牡 ローエングリン）�４勝，サンライズＳ，ハッピーエンドＣ
アルヴェロン（10牡 ダイワメジャー）２勝，ゆりかもめ賞
ロングスピーク（12牡 ハーツクライ）２勝，臥牛山特別，白川特別２着

４代母 ラリンディ Lalindi（91 IRE 鹿 Cadeaux Genereux）GB７勝
［子］ アダージョ Adagio（04 牡 Grand Lodge）GB・USA11 勝，クレイヴァン

Ｓ‐G3，Volponi S‐L ３着
［孫］ バンザリ Banzari（12 牝 Motivator）GB・FR・CAN５勝，ラクープドメ

ゾンラフィット‐G3，P. Luth Enchantee‐L，ＥＰテイラーＳ‐G1
３着，etc.

５代母 スーンバ Soemba（83 GB鹿 General Assembly）GB１勝
［孫］ コンプトンアドミラル Compton Admiral（96 牡 Suave Dancer）GB３

勝，エクリプスＳ‐G1，クレイヴァンＳ‐G3，ソラリオＳ‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

サモナー Summoner（97� Inchinor）GB・UAE６勝，クイーンエリザ
ベス二世Ｓ‐G1，National Day Cup‐L，Strensall S‐L ２着，etc.

ホワイトフットWhitefoot（97 牝 Be My Chief）GB２勝，Newbury
Fillies' Trial S‐L，Zetland S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲浜本牧場＝日高町豊田 �01456-5-2466
生 産 牧 場： ㈲浜本牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1049 カグラヤルージュ２０２１ �・栗 １／１１

＊

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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythカグラヤルージュ ＊エンパイアメーカー

��
��
�アルウェット黒鹿 2015 ＊アルヴァーダ

7a
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 カゼノサファイア（10青 スパイキュール）２勝，���１勝��入着２回
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
カゼノスバル（18牡鹿 カゼノグッドボーイ）��２勝��

２代母 フェアリーバニヤン（03青鹿 Honour and Glory）��２勝
マクロバニヤン（09牡 ゴールドアリュール）�３勝��４勝
フラワーハート（11牝 サムライハート）１勝

レオフューチャー（18牡 ＊アジアエクスプレス）�	３勝
シャンパンサーベル（12牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝
ロンドンタウン（13牡 カネヒキリ）５勝，エルムＳ‐G3，マーチＳ‐G3 ２着，etc.，


１勝��入着�，佐賀記念‐Jpn3，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ２着，etc.，KOR
２勝，Korea Cup‐L（２回），種牡馬

ケンパラドックス（14牡 タイムパラドックス）��２勝
ロンリーハート（15牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，�	入着２回
グレートバニヤン（16牡 ダイワメジャー）２勝
カシノアンバー（17牝 ＊タートルボウル）
３勝
トラストドーベル（18牝 オルフェーヴル）��６勝

３代母 ＊キャタラクト（99 USA黒鹿 Storm Cat）USA出走
ペルルノワール（04牝 ＊ブライアンズタイム）４勝
ミヤジエルビス（10牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，アクアラインＳ，ドンカスター

Ｃ，鹿島特別，etc.

４代母 クイーンタッタQueen Tutta（92 USA栗 Kris S.）USA５勝，Pebbles S
‐L，トップフライトＨ‐G1 ２着，ランパートＨ‐G2 ２着，ジョーネイマスＨ
‐G3 ２着，Turnback the Alarm H‐L ２着，etc.

５代母 タッタTutta（88 USA栗 In Reality）不出走
［孫］ ランウィズジョイ RunWith Joy（04牝 Ghazi）USA４勝，Frances G

enter S‐R，Minnesota Oaks‐R，Northern Lights Debutante
S‐R ２着

［曾孫］ ジャンツェズファンシーフレンド Jantzesfancyfriend（10� Friends Lake）
USA１勝，Minnesota Derby‐R ３着

販売申込者・所有者： �プログレスファーム＝新冠町高江 �0146-47-2453
生 産 牧 場： �プログレスファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

1050 カゼノサファイア２０２１ 牡・黒鹿 ２／２８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スパイキュール ＊クラフテイワイフカゼノサファイア Honour and Glory

��
��
�フェアリーバニヤン青 2010 ＊キャタラクト

13c
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 カタストロフィ（12栗 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ダンツキック（19�青鹿 フェノーメノ）�未出走

２代母 シャイニンルビー（99青鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，
オーロＣ‐L，桜花賞‐Jpn1 ３着，京成杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，エイプリルＳ
‐L ２着，etc.
シャイニンアーサー（07牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，葉山特別，八重桜賞，白井

特別３着，隅田川特別３着，八ヶ岳特別３着
アトランティード（10牝 Curlin）１勝

ルクルト（17牡 ＊キングズベスト）�３勝，福島中央ＴＶ杯，会津特別２着，十
日町特別２着

３代母 シャイニンレーサー（91黒鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ‐Jpn3，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，紅梅賞‐OP ２着，シクラ
メンＳ‐OP ２着，etc.
シャイニンググラス（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，姫川特別，三面川特別，広

瀬川特別，etc.
シャイニングアレキ（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，西日本スポーツ杯３着，ゴ

ールデンサドルＴ３着
フェラーリファイブ（03牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，八重桜賞，青嵐賞２着，白

川特別２着，etc.

４代母 ＊ミルレーサー（83 USA鹿 Le Fabuleux）GB・USA２勝，ベルダムＳ‐G1 ４着
［子］ フジキセキ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥

生賞‐Jpn2，もみじＳ‐OP，優２牡，種牡馬
［孫］ ノボリディアーナ（10牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，

小倉日経ＯＰ‐LR ２着，ターコイズＳ‐L ２着，etc.
キョウエイアシュラ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）５勝，函館２
歳Ｓ‐Jpn3 ２着，京成杯オータムＨ‐G3 ３着，etc.，��１勝��，
テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3，etc.

ダノンミル（08� ジャングルポケット）３勝，若葉Ｓ‐LR，千葉ＴＶ杯，
野分特別２着，etc.，�１勝�４勝��

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝浦河町西幌別 �090-9083-2713
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1051 カタストロフィ２０２１ 牡・黒鹿 ３／１２

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

�
�
�
�
�
�
�
�
� Primal Forceダノンレジェンド

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlカタストロフィ ＊サンデーサイレンス

��
��
�シャイニンルビー栗 2012 シャイニンレーサー

＊ミルレーサー 22d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 キアーロ（05栗 ゴールドアリュール）３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（38）〕
サマーグレース（12牝栗 ＊ケイムホーム）�９勝��
シゲルシマカツオ（13牡鹿 ＊エンパイアメーカー）��３勝
カサマツブライト（14牝鹿 アドマイヤムーン）��３勝�10 勝�入着�
ケンゴッド（16牡栗 ＊パイロ）��入着４回��２勝
セイペイシェンス（17牡黒鹿 ＊ベーカバド）��未出走�１勝�10 勝��

２代母 アローム（90栗 ＊ノーザンテースト）２勝，エルフィンＳ‐OP，紅梅賞‐OP ２着
ヒダカプロテクター（95牡 ＊ヘクタープロテクター）５勝，阿蘇Ｓ，安芸Ｓ，姫路特別
アマーレ（98牝 ＊トニービン）２勝

ブラッシュアップ（05牡 バブルガムフェロー）４勝，舞鶴特別２着，えりも特
別２着，銀蹄Ｓ３着，銀嶺Ｓ３着，神無月Ｓ３着，etc.，�７勝

ユウキュウ（99牡 ＊エリシオ）�13 勝��	入着７回���
��，六甲盃２着，オ
ータムスプリントＣ３着，オータムＣ３着，名古屋記念３着

アスール（01牝 ＊フォーティナイナー）１勝
フレールフィーユ（19牡 エスポワールシチー）���３勝，クラウンＣ

フローネ（03牝 アグネスタキオン）２勝，あやめ賞３着
キティラ（18牝 ＊バトルプラン）１勝，朱竹賞３着

フェスティヴマロン（04牝 ＊クロフネ）３勝，由比ヶ浜特別３着，クリスマスキャロ
ル賞３着，宝ケ池特別３着

レインボーダリア（07牝 ＊ブライアンズタイム）６勝，エリザベス女王杯‐G1，エリ
ザベス女王杯‐G1 ５着，五稜郭Ｓ，大倉山特別，摩周湖特別，etc.

クラウディア（08牝 マンハッタンカフェ）入着，��１勝
スターアイリス（15牝 ＊ヨハネスブルグ）�５勝，土佐春花賞，黒潮皐月賞２着

３代母 ＊ストロークト（83 USA栗 Riverman）USA５勝，Eggy S‐R ２着
ロングスターダム（96牝 ＊ノーザンテースト）不出走

トゥインクル（11牡 ステイゴールド）５勝，ダイヤモンドＳ‐G3，ステイヤー
ズＳ‐G2 ３着，札幌日経ＯＰ‐LR ２着，etc.

ゲームコンパイラ（98牝 メジロライアン）出走
アルマディヴァン（10牝 メジロベイリー）５勝，中京記念‐G3 ２着，幕張Ｓ，

知立特別，etc.

販売申込者・所有者： 松本 信行＝新冠町美宇 �0146-47-5356
生 産 牧 場： 松本 信行
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

1052 キアーロ２０２１ 牡・栗 ４／１５

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤキアーロ ＊ノーザンテースト

��
��
�アローム栗 2005 ＊ストロークト

8h
Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 キアーロベルタ（12鹿 ＊エンパイアメーカー）�２勝�入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ディレットヴィータ（18牝栗 ＊ディスクリートキャット）��入着２回
ローザキアーロ（19牝栗 トランセンド）��３勝
トリマゴクイーン（20牝黒鹿 エイシンフラッシュ）��入着

２代母 レースオブスターズ（03栗 アグネスタキオン）出走
ギムオブスターズ（18牡 タニノギムレット）��１勝�入着３回

３代母 ＊ミルレーサー（83 USA鹿 Le Fabuleux）GB・USA２勝，ベルダムＳ‐G1 ４着
シャイニンレーサー（91牝 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ‐Jpn3，京都牝

馬特別‐Jpn3 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，etc.
シャイニンルビー（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，オー

ロＣ‐L，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
フジキセキ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥生賞

‐Jpn2，もみじＳ‐OP，優２牡，種牡馬
サンシャワーキッス（95牝 アンバーシヤダイ）不出走

キョウエイアシュラ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）５勝，函館２歳Ｓ
‐Jpn3 ２着，京成杯オータムＨ‐G3 ３着，etc.，��１勝�	，テレ玉
杯オーバルＳ‐Jpn3，etc.

アグネススペシャル（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，オールカマー‐Jpn2 ２着，
ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，新潟記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

スターリーロマンス（98牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，こでまり賞２着，西日本ス
ポーツ杯３着
ダノンミル（08
 ジャングルポケット）３勝，若葉Ｓ‐LR，千葉ＴＶ杯，野分

特別２着，etc.，�１勝	４勝��
ノボリディアーナ（10牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，小倉日

経ＯＰ‐LR ２着，ターコイズＳ‐L ２着，etc.
ミルルーテウス（04牝 アグネスタキオン）１勝

コスモカレンドゥラ（16牡 ＊ノヴェリスト）�４勝，アイビーＳ‐L ２着，ホー
プフルＳ‐G1 ４着，関門橋Ｓ‐OP ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲槇本牧場＝日高町賀張 �01456-5-2295
生 産 牧 場： ㈲槇本牧場
飼 養 者： ㈲賀張共同育成センター＝日高町賀張 �090-8632-0949

1053 キアーロベルタ２０２１ �・鹿 ３／２７

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudキアーロベルタ アグネスタキオン

��
��
�レースオブスターズ鹿 2012 ＊ミルレーサー

22d
Northern Dancer S4×M5 Fappiano M4×S5 Le Fabuleux M4×M5
In Reality M5×M5
価格： 購買者：



母 グレイトアプローズ（16鹿 オルフェーヴル）出走
初仔

２代母 セレブリティ（08鹿 タニノギムレット）２勝，白根特別

３代母 タニノシスター（93栗 ＊ルション）５勝，葵Ｓ‐OP ３着，れんげ賞，伊吹山特
別２着，ゆうすげＳ２着，船橋Ｓ３着
タニノエクセレント（01牝 ＊ブライアンズタイム）�７勝

テーブルスピーチ（07牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，鹿屋特別，木津川特別３着
タニノタビト（19牡 オルフェーヴル）��５勝，東海ダービー，駿蹄賞

タニノベリーニ（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，ムーニーバレーレーシングクラ
ブ賞２着，ゆきやなぎ賞３着

ウオッカ（04牝 タニノギムレット）10勝，ジャパンＣ‐G1，安田記念‐G1（２回），
天皇賞（秋）‐G1，ヴィクトリアマイル‐G1，日本ダービー‐Jpn1，阪神ジュベ
ナイルフィリーズ‐Jpn1，etc.，優２牝，特別賞，年代表（2回），優古牝（2回）

＊タニノアーバンシー（13牝 Sea The Stars）４勝，西部スポニチ賞，須磨特別，
不知火特別２着

＊タニノフランケル（15牡 Frankel）４勝，小倉大賞典‐G3 ２着，中山金杯‐G3
３着，アイビーＳ‐OP ３着，etc.，種牡馬

＊タニノミッション（16牝 Invincible Spirit）１勝，鶴橋特別２着
ズブロッカ（05牝 ＊アグネスデジタル）�入着

ラブリロンリロンス（16牡 ナカヤマフェスタ）１勝，萌黄賞２着，��１勝
ラテラルアーク（11� ディープスカイ）２勝，葉山特別３着，蓬莱峡特別３着

４代母 エナジートウショウ（87鹿 トウシヨウボーイ）不出走
［子］ スリーアベニュー（02牡 ＊アフリート）６勝，ガーネットＳ‐G3，ガーネ

ットＳ‐G3 ２着，カペラＳ‐Jpn3 ２着，etc.
スカイアンドリュウ（97牡 ＊ポリッシュパトリオット）４勝，京王杯スプ
リングＣ‐G2 ２着，朱雀Ｓ，山陽特別，etc.，種牡馬

マイネルダイナモ（04牡 ＊マリエンバード）３勝，みなみ北海道Ｓ‐L ３着，
北海Ｈ，臥牛山特別，etc.

スリートウショウ（95牡 ニホンピロウイナー）４勝，妙高特別３着，比良
山特別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

1054 グレイトアプローズ２０２１ 牡・鹿 ２／２５

＊

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

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�オルフェーヴル オリエンタルアートグレイトアプローズ タニノギムレット

��
��
�セレブリティ鹿IRE 2016 タニノシスター

＊フロリースカツプ 3l
Roberto S5×M5

価格： 購買者：



母 キスオブザビーナス（11鹿 メイショウサムソン）�１勝
〔産駒馬名登録数：４〕
ラインウィンド（19牡鹿 ホッコータルマエ）���入着
ショッキングブルー（20牝鹿 ＊バゴ）�未出走

２代母 ロージーミスト（97黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ミステリーゲスト（02牡 メジロライアン）３勝，九十九島特別，新涼特別２着，由

布院特別３着
ミスティフォレスト（05牝 ジャングルポケット）１勝
グランプリボス（08牡 サクラバクシンオー）６勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，朝日杯フ

ューチュリティＳ‐G1，マイラーズＣ‐G2，スワンＳ‐G2，京王杯２歳Ｓ‐G2，etc.，
GB・HKG入着，優２牡，種牡馬

アドマイヤキュート（09牝 キングカメハメハ）３勝
スペシャルドラマ（18牡 エピファネイア）�３勝，秩父特別

グランプリアクセル（13牡 ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝�入着

３代母 ＊ビューティフルベーシック（89 USA栗 Secretariat）USA入着２回
ウインディグニティ（01牡 スペシャルウィーク）５勝，甲斐駒特別，ＴＶ山梨杯，

南港特別，etc.

４代母 ナーヴァスピローNervous Pillow（75 USA栗 Nervous Energy）USA２勝，
Special Goddess S
［子］ ファインスピリット Fine Spirit（82 牝 Secretariat）USA４勝，Casca

pedia H‐L，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着
アートオヴリヴィング Art of Living（90 牡 Alydar）USA３勝，Santa
Catalina S‐R，West Twelve Ranch H２着，種牡馬

ストームアトナイト Storm At Night（88� Storm Bird）GB・USA７勝，
Sirenia S‐L ３着

［曾孫］ ザナッツ The Nutz（04� Chester House）USA13 勝，Gus Fonner S
‐L，Omaha S２着（２回）

ファニーミーティング Funny Meeting（99 牡 General Meeting）USA
８勝，Bill Thomas Memorial H，Downs At Albuquerque H
‐L ２着，Camino Real Mile H２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433
生 産 牧 場： ㈲橋本牧場
飼 養 者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433

1055 キスオブザビーナス２０２１ �・鹿 ３／１８
＊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

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアンキスオブザビーナス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロージーミスト鹿 2011 ＊ビューティフルベーシック

8c
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 キモンオレンジ（11鹿 ダンスインザダーク）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
ラブミーピンク（16牝鹿 ＊タイキシャトル）�１勝��１勝，東京２歳優駿牝馬
（Ｄ1600）２着

ロードレイライン（18牡鹿 ストロングリターン）�２勝，河口湖特別（Ｄ1400）２着
アグルーメ（20牝鹿 ＊バゴ）�未出走

２代母 コパノプレゼント（06鹿 サクラバクシンオー）不出走
コパノハート（12牝 コパノフウジン）入着，�２勝�入着，フルールＣ

コパノキャッチング（18牡 コパノリチャード）�１勝
ラブミーリバティー（13牝 ＊スタチューオブリバティ）�１勝�１勝�３勝�１勝��
コパノニューヨーク（15牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝��２勝�
キモンボーイ（16牡 キモンノカシワ）１勝，��５勝���入着２回�
ラブミーパラダイス（17牝 コパノリチャード）��６勝�１勝��

３代母 ウルトラシートゥ（96鹿 Gulch）３勝
メイショウロフウ（10牡 ゴールドアリュール）４勝，はこべら賞３着

４代母 ＊シートゥシャイニングシー（91 USA青鹿 Devil's Bag）USA２勝，Rainbo
wMeadows Thoroughbreds H２着，Ribbonwood Farm H３着
［孫］ キモンレッド（08牝 ＊サウスヴィグラス）４勝，室町Ｓ‐OP ３着，内房Ｓ，etc.，

�１勝�２勝	入着２回���，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1
３着，etc.

ケンブリッジナイス（10牝 ＊サウスヴィグラス）��３勝�１勝�入着	，
しらさぎ賞２着，東京シンデレラマイル２着，ロジータ記念２着，etc.

ドゥフトライネン（09牡 アドマイヤボス）��５勝�２勝�，戸塚記念３
着，福永洋一記念３着

モザイク（14牡 タニノギムレット）３勝，熱田特別，小牧特別２着，清洲
特別３着，障害１勝

キモンホワイト（05牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，なでしこ賞
リワードシャンヴル（07牡 ＊クロフネ）�16 勝
１勝���入着２回�，
福山ＣｈＳ２着，九州ダービー栄城賞３着

アイビスティ（10牝 メイショウサムソン）�１勝�８勝，新春ペガサスＣ２着

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

1056 キモンオレンジ２０２１ 牡・黒鹿 ３／２２

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイキモンオレンジ サクラバクシンオー

��
��
�コパノプレゼント鹿 2011 ウルトラシートゥ

＊シートゥシャイニングシー 2b
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 キャラメリゼ（09栗 ＊ブライアンズタイム）�２勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：海外－１（２），地方－２（14）〕
キラキラオーラ（15牝鹿 ＊バトルプラン）��５勝�１勝��５勝
レモンスカッシュ Lemon Squash（16牡鹿 ＊ベーカバド）�SIN２勝
ラヨドラード（17牡栗 カネヒキリ）�３勝�
メガフラッシュ（19牡栗 ワールドエース）��出走��入着２回

２代母 ＊マジェスティックラニア（02 IRE 栗 Giant's Causeway）不出走
シルクマイホーム（06牝 ＊ストーミングホーム）１勝
ガンマーバースト（07牡 スペシャルウィーク）５勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，etc.，��５勝，

勝島王冠，埼玉新聞栄冠賞，埼玉新聞栄冠賞２着，埼玉新聞栄冠賞３着，etc.
クリールマグナム（08� ＊クロフネ）１勝，��４勝
ヒルノアマランテ（16牡 マンハッタンカフェ）�１勝，�２勝

３代母 クリスタルリングCrystal Ring（88 IRE 鹿 Kris）GB１勝
カテーラ Catella（96 牝 ＊ジェネラス）FR・GER・ITY・USA・UAE・HKG８勝，

エールドガス大賞‐G1，ゲルリンク賞‐G2，ヘニンガートロフィ‐G2，etc.
カプリス Caprice（03 牝 Monsun）FR・GER・USA４勝，ロバートＧディックメ

モリアルＨ‐G3，La Zanzara H，シープスヘッドベイＳ‐G2 ３着，etc.
リジーレッティ Lizzey Letti（98 牝 Grand Lodge）GB・GER２勝，Nereide‐R

ennen‐L
グランドトレジャーGrand Treasure（10 牝 Aussie Rules）FR・ITY２勝，

Criterium Femminile‐L，伊１０００ギニー‐G3 ２着，P. Eupili‐L
２着，etc.

リングオヴエスティームRing of Esteem（99牝 Mark of Esteem）不出走
ティンシュ Tinshu（06牝 ＊ファンタスティックライト）GB10勝，Quebec S

‐L，Magnolia S‐L ２着，Winter Derby Trial S‐L ２着
クリスタルクワイアCrystal Choir（00 牝 Singspiel）GB出走

コルセール Corsaire（06 牝 Anabaa）AUS２勝，MRCQuezette S‐L，
MRCMerson Cooper S‐L，ＭＲＣブルーダイアモンドプレリュードＦ
‐G3 ２着

デボネアリーDebonairly（14 牝 ＊スニッツェル）AUS４勝，Scone RCWoo
dlands S‐L

販売申込者・所有者： ㈲畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

1057 キャラメリゼ２０２１ 牡・栗 ３／２７
＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayキャラメリゼ
＊ Giant's Causeway

��
��
�マジェスティックラニア栗 2009 Crystal Ring

21a
Storm Cat S4×M4 Graustark M4×M5

価格： 購買者：



母 ＊キューバンリズムⅡ（05 USA鹿 Kingmambo）GB入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（12）〕
プライドイズメシア（10牡鹿 マンハッタンカフェ）１勝
ジョーチャーリー（11牡黒鹿 マンハッタンカフェ）��１勝・１勝��６勝
ダイアゴナルパス（14牝黒鹿 アドマイヤムーン）�１勝�入着，筑紫野賞
（Ｄ1750）３着

レッドカード（17牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�３勝�入着��，北斗盃（Ｄ1600），
留守杯日高賞（Ｄ1600）２着，ブロッサムＣ（Ｄ1700）２着，王冠賞（Ｄ1800）３着

タイセイルージュ（18牝栗 ダイワメジャー）１勝，�地方未出走
フォルキュンデス（20牝栗 バンブーエール）�地方未出走

２代母 ＊クルナコーヴァ（99 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・FR・IRE２勝，Denny C
ordell Lavarack Memorial S‐L，マルセルブサック賞‐G1 ３着，Athasi S‐L
２着
アドマイヤダリヤ（11牡 フジキセキ）２勝

３代母 バミューダクラシック Bermuda Classic（83 IRE 鹿 Double Form）IRE２
勝，カラＳ‐G3，レイルウェイＳ‐G3，Orchardstown Stud S‐L ２着，グラ
ッドネスＳ‐G3 ３着，デズモンドＳ‐G3 ３着，etc.
トロピカル Tropical（90 牝 Green Desert）GB・FR・IRE７勝，フライイングファ

イヴＳ‐G3（２回），フィーニクススプリントＳ‐G3，カラＳ‐G3，etc.
トロピカルスター Tropical Star（00	 Machiavellian）UAE７勝，アルシン

ダガスプリント‐G3，マハブアルシマール‐G3，ドバイゴールデンシャヒ
ーン‐G1 ２着，etc.

ティベスティTibesti（02 牝 Machiavellian）不出走
ムーヴインタイムMove In Time（08	 Monsieur Bond）GB・FR・IR
E11 勝，アベイドロンシャン賞‐G1，プティクヴェール賞‐G3，Rous
S‐L，etc.

シェイクザヨーク Shake the Yoke（93牝 Caerleon）GB・FR・USA５勝，コロ
ネイションＳ‐G1，ウィルシャーＨ‐G3，グロット賞‐G3，etc.
シェイクオフ Shake Off（01 牝 A.P. Indy）USA３勝，Barona Cup H‐L，

Flawlessly S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲バンブー牧場＝浦河町野深 �0146-27-4211
生 産 牧 場： ㈲バンブー牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1058 キューバンリズムⅡ２０２１ 牡・栗 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊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

＊

キングマンボ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Kingmambo MiesqueキューバンリズムⅡ
＊ Sadler's Wells

��
��
�クルナコーヴァ鹿USA 2005 Bermuda Classic

14c
Northern Dancer M4×S5×M5 Special M5×M5

価格： 購買者：



母 クインズプリンセス（15栗 アドマイヤオーラ）出走
初仔

２代母 クイーンオブタイム（95栗 ＊ブライアンズタイム）不出走
ケイユウリズム（99牝 ＊ブラッシングジョン）�３勝
シルクストリート（02牡 ＊タバスコキャット）４勝，ヒヤシンスＳ‐OP ３着，飯坂

温泉特別２着，福島放送賞２着
ジャパンペガサス（03牡 フサイチコンコルド）�１勝
シルクアドニス（04牡 ＊ラムタラ）�７勝��
シルクダイナスティ（05牡 ＊カリズマティック）４勝，舞鶴特別，大津特別３着，障

害１勝，�２勝，摂津盃２着
シルキーブリス（06牝 ＊チーフベアハート）�２勝
シルクデイブレイク（07牡 ＊アジュディケーティング）３勝
シルクシンフォニー（09牝 ＊ストーミングホーム）２勝，�１勝�１勝，姫山菊花賞３着

ブルベアイリーデ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）�６勝，ＢＳＮ賞‐L，オアシス
Ｓ‐L，東海Ｓ‐G2 ３着，オアシスＳ‐L ２着，グリーンチャンネルＣ‐L
２着，etc.

キングオブタイム（11牡 ＊キンググローリアス）１勝
タイムカム（12牝 ＊ケイムホーム）�２勝�
マルボルクシチー（14牡 スターリングローズ）���４勝

３代母 ロイヤルシルキー（83栗 ＊ロイヤルスキー）４勝，クイーンＳ‐Jpn3，エリザベ
ス女王杯‐Jpn1 ３着，新春４歳牝馬Ｓ‐OP ３着，信濃川特別，あさがお賞，etc.
アリジャポネ（89牡 ＊ノーザンテースト）４勝，柏崎特別，茨城新聞杯２着，利根川

特別２着，etc.
ロイヤルグリッター（90牡 ＊クリスタルグリツターズ）２勝，ＮＳＴ賞３着
シルクルネッサンス（91牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，彦星賞，大島特別２着，成

田特別２着，etc.

４代母 ＊モミジⅡ（72 CAN黒鹿 Laugh Aloud）USA12 勝，Niagara H，Nettie
H，Breeders' S，Nassau S（２回），Canadian S‐R，etc.
［孫］ マーベラスサンデー（92牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，宝塚記念‐Jpn1，

産経大阪杯‐Jpn2，京都大賞典‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 樋渡 志尚＝新冠町明和 �0146-49-5158
生 産 牧 場： 樋渡 志尚
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1059 クインズプリンセス２０２１ �・栗 ３／１４

＊

＊ 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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤオーラ ビワハイジクインズプリンセス ＊ブライアンズタイム

��
��
�クイーンオブタイム栗 2015 ロイヤルシルキー

＊モミジⅡ 9h
Roberto M4×S5 ロイヤルスキーM4×M5 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 グローブ（10栗 ダイワメジャー）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ワキノフラッシュ（18牡鹿 エイシンフラッシュ）入着，��１勝
オステリア（19牡栗 ＊ドレフォン）�１勝
プレザントアンクル（20牡鹿 サトノクラウン）�未出走

２代母 ＊ホワイトトルネード（96 IRE 鹿 ＊ウォーニング）FR１勝
ヴォークリンデ（01牝 Singspiel）１勝

グラーネ（09牡 ネオユニヴァース）２勝，鶴橋特別３着，��７勝
コパノマリーン（13牝 ヴィクトワールピサ）４勝，不知火特別，織姫賞

グランプリペガサス（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，�１勝��入着
テイエムザエックス（03牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，四国新聞杯，大須特別，マ

ラヤンＲＡＴ，名古屋城Ｓ２着，上賀茂Ｓ２着，etc.

３代母 ホワイトヘイヴンWhitehaven（87 GB鹿 Top Ville）GB・FR３勝，ポモー
ヌ賞‐G2，P. de la Porte de Passy‐L，マルレ賞‐G2 ２着，パークヒルＳ‐G2
３着，クレオパトル賞‐G3 ２着，etc.
コープランド Copeland（95� ＊ジェネラス）GB・FR・GER・SWI５勝，G.P. d

e Lyon‐L，G.P. de Clairefontaine‐L，G.P. du Sud‐Ouest‐L ２着，etc.，
GB・IRE障害６勝

エナーデイルEnnerdale（03 牝 Singspiel）FR・IRE出走
エクレアビッグバン Eclair Big Bang（10� Savabeel）AUS・HKG９勝，コ

ールフィールドギニーズプレリュード‐G3，ＶＲＣデインヒルＳ‐G2 ３
着，MRCCaulfield Village S‐L ３着

サマラダンサー Samara Dancer（13 牝 Hinchinbrook）AUS２勝，ＭＲＣブ
ルーダイアモンドプレリュードＦ‐G2，ＶＲＣデインヒルＳ‐G2 ３着

ブラックセイル Black Sail（14� Savabeel）�AUS８勝，SAJC Colin Haye
s Memorial Cup‐L，ＭＲＣサンダウンギニーズ‐G2 ３着，VRCDesi
rable S‐L ２着，etc.

４代母 ホワイトスタ－ラインWhite Star Line（75 USA鹿 Northern Dancer）US
A９勝，ケンタッキーオークス‐G1，アラバマＳ‐G1，デラウェアオークス‐G1，
テストＳ‐G3，La Troienne S，etc.

販売申込者・所有者： ㈲広田牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3330
生 産 牧 場： ㈲広田牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

1060 グローブ２０２１ 牡・栗 ４／１５

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Weekend Surpriseマジェスティックウォリアー ドリームスプリーム Seeking the Gold

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケグローブ
＊

＊ウォーニング

��
��
�ホワイトトルネード栗 2010 Whitehaven

4m
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 グローリアスイリス（14黒鹿 メイショウサムソン）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
インカラム（19牡青鹿 フェノーメノ）��出走
ロドレッタ（20牝黒鹿 サトノクラウン）��出走

２代母 ミリオンセラー（09青鹿 フジキセキ）��２勝
ダブルミリオン（15牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）��５勝
ワイズファースト（16牡 ベルシャザール）�１勝��

３代母 ハッピーリクエスト（97栗 ＊トニービン）６勝，ターコイズＳ‐OP，北野特別，
野分特別，対馬特別，下鴨Ｓ２着，etc.
ミリオンディスク（04牡 ＊アフリート）６勝，カペラＳ‐G3，栗東Ｓ‐L，etc.，�２

勝�１勝�����入着７回，北海道スプリントＣ‐Jpn3，etc.，種牡馬
ハッピープレゼント（05牝 アグネスタキオン）２勝，豊中特別，八幡特別２着，西

部日刊スポーツ杯２着，etc.
ミルグラシアス（14牡 ＊クロフネ）��２勝�１勝��７勝�，ブリーダーズゴ

ールドジュニアＣ３着
リクエストソング（06牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，きさらぎ賞‐G3 ２着，カシ

オペアＳ‐L ２着，小倉記念‐G3 ３着，etc.
マカリオス（07牡 ネオユニヴァース）２勝，日豊特別３着，川内特別３着
アムールポエジー（10牝 ネオユニヴァース）２勝，��１勝，関東オークス‐Jpn2

ポップフランセ（16牡 ＊フレンチデピュティ）�２勝，成田特別３着

４代母 ＊エイプリルソネット（81 USA黒鹿 Dike）USA11 勝，MyDear Girl S‐R，
Lisa S，Bristol H‐L ２着，Florida Oaks‐L ２着，Susan's Girl S
２着，etc.
［孫］ モノポール（99牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，巴賞‐L，富士Ｓ‐G3 ２着，

巴賞‐L ２着，etc.
［曾孫］ ワイドファラオ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，ＮＺトロフィー‐G2，ユ

ニコーンＳ‐G3，���１勝���，かしわ記念‐Jpn1，etc.
テンクウ（15牡 ＊ヨハネスブルグ）２勝，ジュニアＣ‐LR，新潟２歳Ｓ
‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453
生 産 牧 場： ㈱ホース・マネジメント・ボス
飼 養 者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453

1061 グローリアスイリス２０２１ �・鹿 ２／２８
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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

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアングローリアスイリス フジキセキ

��
��
�ミリオンセラー黒鹿 2014 ハッピーリクエスト

＊エイプリルソネット 12
ダンシングブレーヴ S4×M4 Lyphard S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 クリノクロフネ（09芦 ＊クロフネ）��１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（９）〕
フライングビーノ（15牡栗 ＊サウスヴィグラス）��９勝
マイネルアミスター（18牡鹿 ミッキーアイル）�１勝
ミイヒダンサーツー（19牝黒鹿 メイショウボーラー）�地方未出走
タンバアズキ（20牝芦 インカンテーション）�地方未出走

２代母 クリノリボン（92黒鹿 ウインザーノツト）��８勝
クリノキンコ（02牝 サニーブライアン）��１勝
クリノステルス（05牝 ＊アジュディケーティング）��１勝

３代母 テンザンラツキー（85芦 ＊ラツキーソブリン）１勝
ミツルマサル（91牡 ミナガワビクトリー）２勝，プラタナス賞，�12 勝，オグリキ

ャップ記念３着
ミスピアノ（94牝 サクラテルノオー）�４勝

４代母 マーブルスズラン（80芦 ＊ゼダーン）出走

５代母 マーシヤルライフ（69鹿 ＊オンリーフオアライフ）��出走
［子］ リネンジヨオー（74牝 ＊フィルモン）７勝，小倉記念，京都牝馬特別，エ

リザベス女王杯３着，etc.
マーブルジヨージ（83� ＊ミルジヨージ）１勝，医王寺特別２着，�６勝
�入着

［孫］ チョウカイエクセル（86牡 ＊ラシアンルーブル）４勝，新潟記念‐Jpn3 ３
着（２回），東スポ杯‐OP，天の川Ｓ，etc.

チョウカイフリート（84牡 ＊パーソロン）５勝，朱鷺Ｓ‐OP，青葉賞‐OP，
新津特別，etc.

ミルキーウイナー（93牡 ニホンピロウイナー）４勝，春風Ｓ，比良山特別，
清水Ｓ２着，etc.

ミサキパワー（82牡 ＊パーソナリテイ）２勝，さわらび賞，周防灘特別３
着，�１勝

チョウカイソユーズ（92牡 ＊クリエイター）１勝，水仙賞２着
モガミロマン（83牝 ＊ブレイヴエストローマン）２勝，野苺賞３着

販売申込者・所有者： ㈲丸村村下ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4259
生 産 牧 場： ㈲丸村村下ファーム
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

1062 クリノクロフネ２０２１ 牡・鹿 ２／１４

＊

＊ 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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュークリノクロフネ ウインザーノツト

��
��
�クリノリボン芦 2009 テンザンラツキー

＊クヰツクランチ 4r
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ギンザクイーンビー（06栗 ＊フレンチデピュティ）１勝，�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（10）〕
ギンザマトリックス（13牡栗 ジャングルポケット）１勝，���１勝�
メガディスカバリー（16�鹿 ＊ワークフォース）１勝，���１勝
コウユーモテモテ（17牝鹿 ＊モンテロッソ）����１勝・５勝�１勝
パーフェクトボディ（19牡栗 ＊アジアエクスプレス）�	１勝

２代母 アーネストデザイア（96鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
スウィートデザイア（01牝 ＊アフリート）
３勝	３勝�入着６回
アイアンクロウ（02牡 ＊エルコンドルパサー）
３勝
グッドバニラ（03牝 ＊エンドスウィープ）１勝
フサイチアソート（05� ＊トワイニング）２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，中日新聞杯

‐Jpn3 ２着，障害１勝
オペラ（08牡 ＊スニッツェル）入着４回，��１勝
ギャラクシーイクスプレスGalaxy Express（10 牡 ＊ロージズインメイ）SIN７勝
リアンドジュエリー（12牝 ＊クロフネ）２勝，ミモザ賞
キューノキセキ（13牡 ＊ブレイクランアウト）
３勝

３代母 リストレーション（86栗 ＊ノーザンテースト）６勝，牝馬東タイ杯‐Jpn3，天
皇賞（秋）‐Jpn1 ４着，漁火特別，竜飛崎特別，勿来特別，etc.
アカンプリッシュ（95牝 ＊トニービン）１勝

アクレイム（02牡 スペシャルウィーク）４勝，鹿野山特別，湾岸Ｓ２着，豊栄
特別２着，etc.

ステイツマンシップ（06牡 ステイゴールド）２勝，東京ウェルカムプレミアム２着
ツクバオトメ（08牝 ネオユニヴァース）１勝
ベルジュネス（16� ＊ロージズインメイ）�３勝，犬山特別，鳥屋野特別２
着，菅名岳特別２着，etc.

リベレーション（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，湾岸Ｓ，節分賞，スピカＳ２着，etc.
マイネリスペクト（08牝 リンカーン）�18 勝，黒潮皐月賞，高知優駿２着
ロマネクイーン（10牝 ＊マイネルラヴ）２勝，紫川特別２着

４代母 ＊リセス（79 USA鹿 Stop the Music）USA２勝
［曾孫］ アイアンルック（06牡 アドマイヤボス）２勝，毎日杯‐G3

販売申込者・所有者： 福岡 駿弥＝新ひだか町静内田原 �0146-42-0074
生 産 牧 場： 福岡 駿弥
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

1063 ギンザクイーンビー２０２１ 牡・鹿 ２／ ４

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲
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�
�
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�
� エンパイアメーカー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Toussaudバトルプラン フランダーズ Seeking the Gold

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandギンザクイーンビー ＊サンデーサイレンス

��
��
�アーネストデザイア栗 2006 リストレーション

＊リセス 19b
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ゲイエティ（14栗 タニノギムレット）�１勝��
〔産駒馬名登録数：１〕
シュシュメジェール（20牝黒鹿 サトノアラジン）�地方未出走

２代母 サンシャインバレイ（95栗 ＊サンデーサイレンス）入着
ワスレナイデ（02牝 ＊フレンチデピュティ）出走

モグモグパクパク（10牡 メイショウボーラー）５勝，尾張Ｓ‐L ２着，クリスマ
スローズＳ‐OP，朱鷺Ｓ‐OP ３着，上越Ｓ，由比ヶ浜特別，etc.

マルクナッテ（11牝 ローエングリン）１勝，檜原湖特別２着，蔵王特別２着，
筑紫特別３着，筑後川特別３着

ディーエスボランチ（04牡 サツカーボーイ）２勝，新緑賞
クラシックヴィオラ（09牝 ジャングルポケット）�７勝
マイネルサンオペラ（10牡 ＊オペラハウス）４勝，信夫山特別，潮来特別
フミノスナイパー（11� マヤノトップガン）３勝，国東特別３着
ライドオンウインド（12牡 ＊アグネスデジタル）４勝，鳳雛Ｓ‐OP，箕面特別，くす

のき賞，��出走，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ５着
ディアビオラン（15牝 タニノギムレット）１勝

３代母 メイジホリデイ（80栗 ＊ナイスダンサー）入着
メイジサファイア（88牝 ＊パンザー）不出走

ファインルナラック（96牝 ＊カコイーシーズ）３勝，羽鳥湖特別，岩室特別３着
ヴァルドルフ（05牡 ＊デザートキング）１勝，三国特別２着

サスケ（89牡 ＊ミシシツピアン）�５勝���，北斗盃２着，王冠賞３着
アルペンウッセロ（92牝 ホリスキー）３勝，苫小牧特別２着

ゴールデンシンガー（00牡 ＊トニービン）１勝，胎内川特別２着，横津岳特別３
着，湯川特別３着

ローランマアビイ（94牝 ＊リアルシヤダイ）�１勝
ローリーステック（99牡 サクラバクシンオー）１勝，白山特別３着

４代母 メイジガルボ（73栗 ＊フアバージ）５勝，福島大賞典，安田記念２着，中京３
歳Ｓ‐OP，東北３歳Ｓ‐OP
［孫］ シーズプリンセス（94牝 ＊カコイーシーズ）２勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，

阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ２着，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 春木ファーム＝日高町清畠 �090-8895-9805
生 産 牧 場： 春木ファーム
飼 養 者： 春木ファーム＝日高町清畠 �090-8895-9805

1064 ゲイエティ２０２１ 牡・鹿 ３／３１
＊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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルゲイエティ ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンシャインバレイ栗 2014 メイジホリデイ

＊トリーモス 14c
サンデーサイレンス S3×M3 Caro S4×M5 Hail to Reason S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ゲストアスリート（05黒鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝，蔵王特別（芝 2600）３着
〔産駒馬名登録数：４〕
エムアイグランツ（16牡黒鹿 ＊ベーカバド）障害１勝

２代母 ＊カーラヤ（96 IRE 鹿 Darshaan）GB出走
ダノンビート（04牡 Beat Hollow）�１勝��
クリスタルステージ（08牝 アドマイヤコジーン）�１勝
ステツクテンテン（12牡 ローエングリン）�１勝��

３代母 カラタKalata（84 IRE 鹿 Assert）FR出走
キサンガ Kithanga（90牝 Darshaan）GB・FR・IRE３勝，セントサイモンＳ‐G3，

Galtres S‐L，愛セントレジャー‐G1 ３着，etc.
ミランMilan（98牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・USA３勝，英セントレ

ジャー‐G1，グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，ＢＣターフ‐G1 ２着，etc.，
種牡馬

ゴーフォーゴールドGo For Gold（01� Machiavellian）GB・IRE・UAE１
勝，グレイトヴォルティジュールＳ‐G2 ３着，ゴードンＳ‐G3 ２着，
Michael Seely Memorial Glasgow S‐L ３着

キバラKibara（03牝 Sadler's Wells）GB１勝
デュバラDubara（14牝 Dubawi）GB・USA３勝，Marie G. Krantz Memori
al S，Blushing K. D. S３着，Ellis Park Turf S３着

カハラ Kahara（04牝 Sadler's Wells）GB３勝，Gillies Fillies' S‐L ３着
カルピノ Karpino（12牡 Cape Cross）GER３勝，独２０００ギニー‐G2，ド
クトルブッシュ記念‐G3，種牡馬

クーラ Koora（12牝 Pivotal）GB・IRE２勝，セントサイモンＳ‐G3，ミドル
トンＳ‐G2 ２着，Galtres S‐L ２着
ケマリ Kemari（18� Dubawi）�GB・FR・UAE２勝，クイーンズヴァ
ーズ‐G2，ショードネイ賞‐G2 ２着

カンティコイKantikoy（91牝 Alzao）不出走
デリケイトチャームDelicate Charm（07牝 High Chaparral）不出走
ヌメリアンNumerian（16� Holy Roman Emperor）�GB・IRE・AUS
４勝，Gosford Gold C‐L，Devoy S‐L，ムアズブリッジＳ‐G2
３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲細川牧場＝日高町賀張 �090-5987-6093
生 産 牧 場： ㈲細川牧場
飼 養 者： ㈲細川牧場＝日高町賀張 �090-5987-6093

1065 ゲストアスリート２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

��
��
�チャールストンハーバー黒鹿 2009 Penny's Valentine

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayゲストアスリート
＊ Darshaan

��
��
�カーラヤ黒鹿 2005 Kalata

5e
Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 ケージーヒトメボレ（09栗 ジャングルポケット）入着３回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－４（18）〕
ロマンスマジック（14牝栗 ＊プリサイスエンド）２勝
ソロムコ（15牡鹿 ＊パイロ）��出走��５勝�１勝
マイネルモーディグ（16牡栗 ローズキングダム）入着２回，��３勝�６勝
マイネルポインター（17牡黒鹿 カレンブラックヒル）１勝，��入着�１勝�入着��
ビバリークイーン（18牝黒鹿 ローズキングダム）��１勝�１勝

２代母 ＊ケージービューティ（93 USA鹿 Private Account）不出走
ケージープリンセス（97牝 ＊ティンバーカントリー）出走

ケージーフジキセキ（01牡 フジキセキ）４勝，若葉Ｓ‐L ３着，若草Ｓ‐OP ２
着，若駒Ｓ‐OP ２着，春日特別，つばき賞，etc.

ケージーダンシング（00牡 ＊ダンシングブレーヴ）５勝，加古川特別，ながつきＳ２
着，納屋橋Ｓ２着，八坂特別３着，沈丁花賞３着，�２勝

ケージーエリシオ（01牡 ＊エリシオ）１勝，�３勝
テイエムグンカン（12牡 カネヒキリ）４勝，伊勢特別，愛宕特別，初夢Ｓ２着

３代母 ＊メイプルジンスキー（85 USA鹿 Nijinsky）USA５勝，アラバマＳ‐G1，モン
マスオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ４着
スカイビューティ Sky Beauty（90 牝 Blushing Groom）USA15 勝，エイコーンＳ

‐G1，マザーグースＳ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，メイトロンＳ‐G1，アラバ
マＳ‐G1，シュヴィーＨ‐G1，ヘムステッドＨ‐G1，ラフィアンＨ‐G1，ゴー
フォーワンドＳ‐G1，レアパフュームＳ‐G2，アディロンダックＳ‐G2，etc.

アワカントリープレイスOur Country Place（92牝 Pleasant Colony）不出走
マトラチャパスMatlacha Pass（97 牝 Seeking the Gold）USA２勝
ポイントオヴエントリー Point of Entry（08 牡 Dynaformer）USA９勝，
マンノウォーＳ‐G1，マンハッタンＨ‐G1，ガルフストリームパークタ
ーフＨ‐G1，etc.，種牡馬

プレザントホーム Pleasant Home（01牝 Seeking the Gold）USA５勝，ＢＣデ
ィスタフ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，スピンスターＳ‐G1 ２着，etc.

サイレンスビューティ Silence Beauty（97 牝 ＊サンデーサイレンス）IRE入着
テイルオヴエカティ Tale of Ekati（05 牡 Tale of the Cat）USA５勝，ウッド

メモリアルＳ‐G1，シガーマイル‐G1，ジェロームＨ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 松本牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9083-7194
生 産 牧 場： 松本牧場
飼 養 者： mill farm Ocean View Park＝浦河町東栄 �0146-25-7000

1066 ケージーヒトメボレ２０２１ �・鹿 ４／ ３
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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーケージーヒトメボレ
＊ Private Account

��
��
�ケージービューティ栗 2009 ＊メイプルジンスキー

1g
トニービンM3×S4 Mr. Prospector S4×M5 Nureyev M4×S5 Nijinsky M4×S5
Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 ケーズノーツ（14青鹿 サクラプレジデント）�出走
〔産駒馬名登録数：１〕
マーゴットバモス（20牡黒鹿 ＊アポロキングダム）�未出走

２代母 リバーサウンド（03黒鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
カワカミタキオン（09牝 アグネスタキオン）不出走

スマイルサルファー（18� ＊プリサイスエンド）��４勝�１勝�入着��，兵
庫ダービー，西日本ダービー，はがくれ大賞典２着，兵庫若駒賞２着

カワカミマゴコロ（11牝 ＊パイロ）１勝
メイショウバッハ（13牡 メイショウボーラー）４勝，２０１７ＷＡＳＪ第３戦，	７勝
イクゼファイターズ（18牡 トゥザワールド）��５勝�１勝
入着
ミルトクリーガー（19牡 メイショウボーラー）�１勝

３代母 ＊チームカラーズ（88 USA鹿 Mr. Prospector）不出走
ヘルワHelwa（95牝 Silver Hawk）不出走

ストロングシュート Strong Suit（08 牡 Rahy）GB・FR・IRE・USA５勝，英チ
ャレンジＳ‐G2，レノックスＳ‐G2，コヴェントリーＳ‐G2，etc.，種牡馬

デサルDesaru（96牡 Chief's Crown）GB１勝，ロイヤルロッジＳ‐G2 ３着
シルヴァーカラーズ Silver Colours（97 牝 Silver Hawk）GB１勝，Montrose Fil

lies S‐L
シルヴァーピヴォタル Silver Pivotal（04 牝 Pivotal）GB３勝，Michael See

ly Memorial Fillies' S‐L，ウィンターダービー‐G3 ２着
シルヴァーギャラクシー Silver Galaxy（11牡 Galileo）UAE４勝，ジェ
ベルアリマイル‐G3，Jebel Ali S‐L ３着，種牡馬

アリストクラト Aristocrat（06� Galileo）IRE・AUS５勝，Eyrefield S‐L
３着，AUS障害１勝

ゴッドオブチャンス（98牡 Cozzene）５勝，京王杯スプリングＣ‐G2，スワンＳ
‐Jpn2 ３着（２回），京都金杯‐Jpn3 ２着，etc.

ボストンカラーズ（04牡 ＊ボストンハーバー）１勝，福島中央ＴＶ杯２着，�２勝

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-9517-4750

1067 ケーズノーツ２０２１ 牡・黒鹿 ３／２６

＊

＊
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーケーズノーツ ＊ブライアンズタイム

��
��
�リバーサウンド青鹿 2014 ＊チームカラーズ

6a
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 クインズラッシュ（11芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
ロードエクスプレス（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝，秋明菊賞（芝 1400）３

着，障害１勝
レモンソーダ（18牝鹿 ミッキーアイル）��未出走�１勝
セキトバノゴトク（19牡鹿 ビッグアーサー）�１勝

２代母 ケイアイギャラリー（99黒鹿 ＊ウォーニング）５勝，ＨＢＣ賞，白鳥大橋特別，
七重浜特別３着，キーンランドＣ３着
ケイアイデイジー（07牝 ＊クロフネ）３勝，葵Ｓ‐L，淀短距離Ｓ‐L ３着，橘Ｓ‐OP

２着，朱鷺Ｓ‐OP ３着
クインズマラクータ（14牡 ゴールドアリュール）２勝，恵那特別２着
ケイアイターコイズ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）�５勝，名鉄杯‐OP，バレン

タインＳ‐OP ２着，端午Ｓ‐OP ２着，銀嶺Ｓ，はこべら賞，etc.
ケイアイユニコーン（09牡 キングカメハメハ）３勝，刈谷特別，会津特別，皆生特

別２着，etc.，�２勝�１勝��，ＯＲＯターフスプリント，グランシャリオ
門別スプリント

ケイアイウィルゴー（10牝 ＊タイキシャトル）３勝，千種川特別，桑名特別，彦根Ｓ
３着，高砂特別３着
ケイアイサクソニー（16牡 ロードカナロア）４勝，韋駄天Ｓ‐OP ２着，浜松Ｓ，

皆生特別，あやめ賞，周防灘特別２着，etc.，��入着
クインズロンペール（12牡 ＊クロフネ）１勝，�３勝�２勝��
クインズサリナ（14牝 ダノンシャンティ）４勝，マーガレットＳ‐LR ２着，フェニ

ックス賞‐OP，山城Ｓ

３代母 ＊サラトガワールド（87 USA鹿 Saratoga Six）IRE１勝
ケイアイミサイル（03牝 スペシャルウィーク）１勝

ミキノドラマー（13牡 ショウナンカンプ）４勝，ルミエールオータムダッシュ‐L，
ルミエールオータムダッシュ‐L ３着，韋駄天Ｓ‐OP ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1068 クインズラッシュ２０２１ �・栗 ４／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceクインズラッシュ ＊ウォーニング

��
��
�ケイアイギャラリー芦 2011 ＊サラトガワールド

2h
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 サトノネネ（10鹿 ディープインパクト）１勝，筑紫特別（芝 1200）２着，タイラン
ドＣ（芝 1400）３着（２回）
〔産駒馬名登録数：３〕
ベルクフリート（18�鹿 モーリス）��入着
エクスプロア（19牡青鹿 ドゥラメンテ）�地方未出走

２代母 ＊フローリオット（02 IRE 栗 Monsun）GER・ITY８勝，リディアテシオ賞
‐G1，P. Baggio‐L，P. Terme di Merano‐L，P. Giuseppe Valiani‐L，
パオロメザノッテ賞‐G3 ２着，etc.
アンクレット（08牝 Footstepsinthesand）１勝

ネコハーバー（13牡 ヴィクトワールピサ）�７勝
レッドベリンダ（12牝 ハーツクライ）１勝，湯浜特別，�２勝
リュウキンカ（13牝 ステイゴールド）入着

ハルヒコ（18牡 ストロングリターン）��２勝
レッドルドラ（14牡 ヴィクトワールピサ）３勝，瀬戸内海特別

３代母 フロー Fureau（95 GER栗 ＊ファーディナンド）FR・GER３勝
ファンタズマティク Fantasmatic（01 牝 Lomitas）GER・ITY２勝
ファラデイ Faraday（03� Montjeu）GB・GER・ITY２勝
フローランス Florance（05牝 Orpen）不出走

レクシス Lexis（09� Gentlewave）ITY２勝
ファウンデイションフィリー Foundation Filly（07 牝 Lando）FR３勝，Coupe

des Trois Ans‐L ３着
ローマンプリンセスRoman Princess（13 牝 Holy Roman Emperor）NOR・

SWE５勝
フィルマンPhil Man（09� Manduro）FR１勝

４代母 フルーイドダンサー Fluid Dancer（87 USA鹿 Irish River）USA９勝，R
osenna S，Park Heights H３着
［孫］ フェイヴァリトムーン Favorite Moon（17� Sea The Moon）�GB・I

RE・AUS３勝，ＡＴＣＮＥマニオンＣ‐G3
ファンマック Fun Mac（11� Shirocco）�GB・FR６勝，P. du Carro
usel‐L，カドラン賞‐G1 ３着，March S‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1069 サトノネネ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレイデオロ ＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアサトノネネ
＊ Monsun

��
��
�フローリオット鹿 2010 Fureau

5i
ウインドインハーヘアM3×S4 Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 コウジンシュリー（11鹿 カンパニー）��５勝
初仔

２代母 ステイウィズユー（05青鹿 ステイゴールド）１勝
ブラックバゴ（12牡 ＊バゴ）４勝，アンドロメダＳ‐L，ホープフルＳ‐G2 ３着，京

成杯‐G3 ２着，五稜郭Ｓ，etc.，��１勝��入着，ＯＲＯＣ
サンドプラチナ（13牡 ＊カジノドライヴ）��４勝��入着８回

３代母 アイアンレディ（94黒鹿 ホリスキー）出走
マイニングレディ（98牝 ＊マイニング）２勝，��１勝��，関東オークス‐Jpn3，

クイーン賞‐Jpn3 ３着
ホワイトポイント（03牝 ＊デザートキング）入着２回，障害１勝，�２勝
センペンバンカ（13牡 ＊パイロ）��４勝�４勝�入着，園田ＣｈＣ

ロックエンジン（05牡 ＊カリズマティック）�10 勝�
セフティファントム（06牡 スペシャルウィーク）�３勝�入着
エブリイニューデイ（07牡 アドマイヤボス）１勝，�３勝
ラッキーニューデイ（09牝 ＊ゼンノエルシド）	４勝�
ハーモニードラゴン（14牡 ＊ゼンノドラゴン）�１勝

ダイモスハーバー（04牡 ＊スキャターザゴールド）�１勝�３勝	２勝
デュークハーバー（08牡 ＊キッケンクリス）	４勝���入着３回

タイガーシード（09牡 ブラックタキシード）４勝

４代母 レデイフツド（80黒鹿 ＊ボールドラツド）１勝
［子］ キングオブトラック（87牡 ＊マグニテユード）６勝，コスモス賞‐OP ２着，

府中Ｓ，支笏湖特別，etc.，障害２勝
エヌワイセイコー（92牡 ハイセイコー）３勝，千歳特別，清津峡特別，層
雲峡特別３着

５代母 カイサイ（69鹿 ＊ヴイミー）３勝
［子］ ニツポーフアスト（78� ＊フロリバンダ）１勝，�11 勝，百万石賞２着，

中日杯３着
［孫］ ゴッドワンダー（85牡 マルゼンスキー）４勝，サマーＳ，西日本スポーツ

杯，牧園特別

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

1070 コウジンシュリー２０２１ �・鹿 ２／２６
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

ミラクルアドマイヤ

�
�
�
�
�

��
��

�カンパニー ブリリアントベリーコウジンシュリー ステイゴールド

��
��
�ステイウィズユー鹿 2011 アイアンレディ

＊ピンゾラ 8g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 コウヨウアイリーン（04黒鹿 ダンスインザダーク）４勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（14）〕
トーマス（14牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）�３勝
アシャカータ（15牡黒鹿 ＊キングズベスト）��３勝��
ハルサエウィズ（16牡黒鹿 ＊ダンカーク）���２勝
ミンミンセレーナ（17牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��６勝

２代母 ＊フォーティース（93 USA鹿 ＊フォーティナイナー）FR３勝
カナハラサンサン（98牡 Caerleon）３勝，稲妻特別２着，須賀川特別３着
カナハライサベラ（00牝 ＊ピルサドスキー）不出走

コウヨウタレイア（09牝 エイシンサンディ）��５勝，優駿スプリント２着
コウヨウマリーン（05牝 マンハッタンカフェ）２勝，郡山特別３着
コウヨウサンデー（06牡 バブルガムフェロー）３勝，由比ヶ浜特別２着，新発田城

特別２着
コウヨウアレス（09牡 マンハッタンカフェ）４勝，バーデンバーデンＣ‐L ２着，朱鷺Ｓ

‐OP ２着，パラダイスＳ‐OP ２着，フリーウェイＳ，勝浦特別，etc.，��２勝
コウヨウチャンス（10牝 ゼンノロブロイ）１勝，�３勝��入着３回

３代母 ブックコレクター Book Collector（85 USA鹿 Irish River）GB・USA４勝，
Scythe H，Columbus Day H‐R ２着
リテラリー Literary（94 牝 Woodman）GB１勝

ヴァレン Valain（03� Grand Lodge）FR・IRE３勝，G.P. Inter‐Regional
des 3ans‐L ２着，GB・IRE障害５勝

４代母 リパティア Lypatia（75 FR鹿 Lyphard）FR・USA２勝，P. d'Alencon
２着
［子］ リシウス Lycius（88 牡 Mr. Prospector）GB・FR・IRE２勝，ミドルパ

ークＳ‐G1，P. du Haras de la Huderie‐L，英２０００ギニー‐G1 ２
着，etc.，種牡馬

［孫］ エディントン Eddington（04牡 Model Man）SAF５勝，ゴマゴマチャレ
ンジ‐G1，Sea Cottage S‐L，サウスアフリカンクラシック‐G1
３着，etc.

販売申込者・所有者： マルシチ牧場＝青森県三戸郡五戸町 �0178-62-2580
生 産 牧 場： マルシチ牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1071 コウヨウアイリーン２０２１ 牡・青鹿 ４／２０
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 シニスターミニスター

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Ministerインカンテーション

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイコウヨウアイリーン
＊

＊フォーティナイナー

��
��
�フォーティース黒鹿 2004 Book Collector

4i
Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 コパノプレゼント（06鹿 サクラバクシンオー）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－６（27）〕
キモンオレンジ（11牝鹿 ダンスインザダーク）入着，��１勝

ラブミーピンク（16牝 ＊タイキシャトル）�１勝��１勝，東京２歳優駿牝馬
（Ｄ1600）２着

ロードレイライン（18牡 ストロングリターン）�２勝，河口湖特別（Ｄ1400）２着
コパノハート（12牝鹿 コパノフウジン）入着，�２勝�入着，フルールＣ（Ｄ1000）
ラブミーリバティー（13牝黒鹿 ＊スタチューオブリバティ）�１勝�１勝�３勝�

１勝��
コパノニューヨーク（15牡鹿 ＊エンパイアメーカー）�４勝��２勝�
キモンボーイ（16牡鹿 キモンノカシワ）１勝，��５勝���入着２回�
ラブミーパラダイス（17牝鹿 コパノリチャード）��６勝�１勝��
コパノアトランタ（20牡鹿 キモンノカシワ）��未出走�出走

２代母 ウルトラシートゥ（96鹿 Gulch）３勝
デンコウタービン（02牡 キングヘイロー）１勝
ドリームモア（04牝 サクラバクシンオー）２勝
メイショウガルソン（07牡 キングカメハメハ）１勝
メイショウロフウ（10牡 ゴールドアリュール）４勝，はこべら賞３着
スマートストリーム（11牡 ゴールドアリュール）１勝
メイショウミラコロ（13牡 ＊エンパイアメーカー）１勝
メイショウアワジ（14牡 ゴールドアリュール）１勝，��３勝�２勝	
入着５回��

３代母 ＊シートゥシャイニングシー（91 USA青鹿 Devil's Bag）USA２勝，Rainbo
wMeadows Thoroughbreds H２着，Ribbonwood Farm H３着
オイワケトモエ（99牝 ＊ブラックタイアフェアー）出走

キモンレッド（08牝 ＊サウスヴィグラス）４勝，室町Ｓ‐OP ３着，内房Ｓ，etc.，
�１勝�２勝	入着２回���，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ３着，etc.

４代母 アヴィリオン Avilion（74 USA鹿 Cornish Prince）USA５勝，アルシバイ
アディズＳ‐G2 ２着，New Hope S２着，Cherry Tree H３着
［子］ ＊ディアブロ（87牡 Devil's Bag）USA９勝，トルーノースＨ‐G2，フィン

ガーレイクスＨ‐G3，Alydar S‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

1072 コパノプレゼント２０２１ 牡・鹿 ２／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモコパノプレゼント Gulch

��
��
�ウルトラシートゥ鹿 2006 ＊シートゥシャイニングシー

2b
Halo S4×M5 Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 コンフォータブル（11青鹿 ＊ザール）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（５）〕
ウェルビーイング（17牝鹿 ヴィクトワールピサ）��３勝�２勝
ロードミッドナイト（18牡黒鹿 カレンブラックヒル）�２勝
リネンファイト（19牝黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
ライヴペッパー（20牡鹿 カレンブラックヒル）�未出走

２代母 ローズホーラー（91黒鹿 トウシヨウボーイ）２勝
タイガーホーラー（96牡 ＊ジェイドロバリー）２勝，由布院特別２着，寒狭川特別３

着，障害１勝
フジノテンビー（98牡 ＊テンビー）１勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，ユニコーンＳ

‐Jpn3 ２着，�９勝�１勝��２勝，報知オールスターＣ，船橋記念２着，
アフター５スター賞３着，etc.

ウイングオブタイム（99牡 ナリタブライアン）１勝
ローレルメモワール（00牝 ＊カーネギー）入着，�４勝
エレガンスローズ（01牝 スペシャルウィーク）�４勝�

ダイリンウィーク（09牡 スターリングローズ）�１勝�４勝��６勝�入着２
回，九州ジュニアＣｈ，九州ダービー栄城賞２着，飛燕賞２着

ロイバーブレット（03牡 ＊ブライアンズタイム）入着，��２勝
ホッコーイェーガー（07牡 ＊バゴ）１勝
ファルファローネ（08牡 キングヘイロー）	４勝
ローレルイニシオ（09牡 ＊ファスリエフ）入着，�３勝��６勝�入着２回
リュウノヘイロー（10牡 キングヘイロー）��６勝
ツウローゼズ（12牝 スターリングローズ）３勝

３代母 ミステイローズ（84鹿 サクラシヨウリ）出走

４代母 サクラタニマサ（76栗 ＊ネプテユーヌス）不出走
［孫］ レジェンドハンター（97牡 サクラダイオー）２勝，デイリー杯３歳Ｓ

‐Jpn2，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，etc.，�23 勝�１勝
	入着２
回��，全日本サラブレッドＣ‐Jpn3，etc.，ＮＡＲ優２歳

販売申込者・所有者： 樋渡 志尚＝新冠町明和 �0146-49-5158
生 産 牧 場： 樋渡 志尚
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1073 コンフォータブル２０２１ 牡・青鹿 ３／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Zafonic

�
�
�
�
�

��
��

�ザール Monroeコンフォータブル トウシヨウボーイ

��
��
�ローズホーラー青鹿 2011 ミステイローズ

＊スワンズウツドグローヴ 16a
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 コーリングオブラブ（07栗 キングカメハメハ）１勝，�２勝��２勝�入着７回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ササノハクズ（19牝栗 フリオーソ）���１勝�

２代母 フローレス（00黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，古町特別３着，�１勝
クリールタイラント（08牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
プリモアモーレ（09牝 ＊ブライアンズタイム）�１勝
マテリアライズ（10牝 キングカメハメハ）��１勝
エリーザベスト（11牝 ＊クロフネ）２勝
フローレススカイ（13牝 ＊クロフネ）入着，�２勝

３代母 ＊シジェームサン（92 USA黒鹿 Septieme Ciel）FR・USA７勝，サンゴルゴニ
オＨ‐G2，ダリアＨ‐G2，アシーニアＨ‐G3，P. de Bagatelle‐L，Hanshin
H‐L ２着，etc.
セレブ（98� GoneWest）４勝，竜飛崎特別，晩秋特別２着
ボールドブライアン（99� ＊ブライアンズタイム）５勝，東京新聞杯‐Jpn3，函館ス

プリントＳ‐Jpn3 ２着，石清水Ｓ，etc.
メイクヒストリー（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，エルフィンＳ‐OP ３着

ティリアンパープル（10牝 ジャングルポケット）障害２勝，新潟ジャンプＳ
‐JG3，新潟ジャンプＳ‐JG3 ３着

アサギリジョー（14牡 ジャングルポケット）１勝，山吹賞３着，葉牡丹賞３着
ミルフィアタッチ（06牝 キングカメハメハ）３勝，小名浜特別２着

カサーレ（15牝 マンハッタンカフェ）１勝，四国新聞杯３着，夕月特別３着，
	３勝

ウシュバテソーロ（17牡 オルフェーヴル）�４勝，横浜Ｓ，三陸特別
ルージュマジック（08牝 ＊アフリート）��２勝

ヒメタチバナ（13牝 ナカヤマフェスタ）２勝，南相馬特別，フルーツラインＣ
２着，桑折特別２着，etc.

４代母 サマレクス Samalex（82 GB鹿 Ela‐Mana‐Mou）FR２勝，ペネロープ賞
‐G3 ３着，サンロマン賞‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651

1074 コーリングオブラブ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１１

＊

＊ 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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスコーリングオブラブ ＊サンデーサイレンス

��
��
�フローレス栗 2007 ＊シジェームサン

9f
Mr. Prospector S4×M4×S5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 グローリアスセラン（14栗 ディープスカイ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊クレバーマリリン（05 USA栗 GoneWest）出走

３代母 カシス Cassis（00 USA鹿 Red Ransom）GB・FR・IRE・USA２勝，ミュ
ージドラＳ‐G3，チェリーヒントンＳ‐G2 ２着，ミルリーフＳ‐G2 ３着

４代母 ミンストレスMinstress（83 USA栗 The Minstrel）USA５勝，Bold Princ
ess S‐L，Surfside S，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G3 ２着，Boca Ra
ton H２着，ポインセティアＳ‐G3 ４着，etc.
［子］ フェアデイ Fairday（94牡 Eastern Echo）ITY６勝，Criterium Parte

nopeo‐L ３着
［孫］ ＊ストームソング（94牝 Summer Squall）USA４勝，フリゼットＳ‐G1，

ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，etc.
ダイアモンドオーミDiamond Omi（03牝 Giant's Causeway）USA２
勝，オークリーフＳ‐G2

ウフィツィUffizi（03� El Prado）USA７勝，ゴールデンゲイトフィー
ルズターフＳ‐G3 ３着，イングルウッドＨ‐G3 ３着

テイエムノブシオー（03牡 ＊タバスコキャット）５勝，伏見Ｓ，伊吹山特
別，箕面特別２着，etc.

［曾孫］ ハイコットン High Cotton（03牡 Dixie Union）USA４勝，ノーザンダ
ンサーＢＣＳ‐G3，Rushaway S‐L，Sir Barton S‐L，etc.，
種牡馬

シンフォニーシド Symphony Sid（00 牡 Unbridled）USA５勝，カール
トンＦバークＨ‐G3，San Quentin S３着，種牡馬

トロージャンネイション Trojan Nation（13牡 Street Cry）USA１勝，
ウッドメモリアルＳ‐G1 ２着，種牡馬

バラッドリー Balladry（08 牡 Unbridled's Song）USA・UAE・CHA３
勝，サンフェルナンドＳ‐G2 ２着，クーガーザセカンドＨ‐G3 ３着，
Prove It S３着

ガリアーノGaliano（05牡 Vindication）USA１勝，Minstrel S３着

販売申込者・所有者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453
生 産 牧 場： ㈱ホース・マネジメント・ボス
飼 養 者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453

1075 グローリアスセラン２０２１ 牡・鹿 ３／ ５
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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビグローリアスセラン
＊ GoneWest

��
��
�クレバーマリリン栗 2014 Cassis

1o
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 サトノエレーナ（16青 ＊ノヴェリスト）出走
初仔

２代母 サトノエカテリーナ（11青鹿 ディープインパクト）入着２回
サトノファビュラス（17牝 ロードカナロア）�３勝，勝浦特別，芦屋川Ｓ２着，道

頓堀Ｓ２着
サトノラムセス（18牡 ルーラーシップ）�３勝

３代母 ロンドンブリッジ（95栗 ＊ドクターデヴィアス）３勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，
桜花賞‐Jpn1 ２着
ダイワエルシエーロ（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，オークス‐Jpn1，マーメイ

ドＳ‐Jpn3，京阪杯‐Jpn3，etc.
ビッグプラネット（02牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，京都金杯‐Jpn3，アーリント

ンＣ‐Jpn3
ビッグカポネ（03牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，名古屋城Ｓ，大須特別，戎橋特別，etc.
ダイワディライト（04牡 ＊アフリート）７勝，カペラＳ‐G3 ２着，室町Ｓ‐OP，Ｎ

ＳＴ賞‐OP，etc.
ダイワスピリット（05牝 ダンスインザダーク）２勝，大倉山特別

タイセイディバイン（19牡 ルーラーシップ）�１勝，アーリントンＣ‐G3 ２着，
ファルコンＳ‐G3 ２着

ブリッツフィナーレ（08牝 ディープインパクト）不出走
キセキ（14牡 ルーラーシップ）４勝，菊花賞‐G1，大阪杯‐G1 ２着，ジャパン

Ｃ‐G1 ２着，etc.，FR・HKG入着，種牡馬
ビッグリボン（18牝 ルーラーシップ）�３勝，忘れな草賞‐L ３着，渥美特別，

栄特別
グレーターロンドン（12牡 ディープインパクト）７勝，中京記念‐G3，東風Ｓ‐L，

毎日王冠‐G2 ３着，etc.，種牡馬
ブリッジオーヴァー（14牝 ＊エンパイアメーカー）２勝，飛翼特別，�３勝

４代母 ＊オールフオーロンドン（82 USA鹿 Danzig）GB・USA３勝，Ocean City S
２着，Platinum Belle S２着，Margate S３着
［子］ ナリタオンザターフ（98牡 ＊アフリート）２勝，ポインセチア賞，�１勝

��，名古屋優駿‐Jpn3

販売申込者・所有者： ㈲日の出牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1574
生 産 牧 場： ㈲日の出牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

1076 サトノエレーナ２０２１ �・鹿 ２／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonサトノエレーナ ディープインパクト

��
��
�サトノエカテリーナ青 2016 ロンドンブリッジ

＊オールフオーロンドン 22b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 サトノマイヒメ（13栗 ダイワメジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アスタートリゴン（19牡鹿 リオンディーズ）�出走，��１勝

２代母 ダイワエンジェル（00栗 ＊タイキシャトル）入着２回
ダイワアセット（07牡 スペシャルウィーク）２勝，寒竹賞２着，葉牡丹賞３着
ダイワデッセー（09牝 スペシャルウィーク）２勝，フローラＳ‐G2 ３着，障害１勝

ヒートヘイズ（18牡 ロードカナロア）�１勝，�５勝
ダイワストリーム（10牝 ダイワメジャー）３勝，スイートピーＳ‐LR ３着，カーネ

ーションＣ
ダイワブレス（11牝 ダイワメジャー）１勝
ダイワプロパー（12牝 ダイワメジャー）３勝，立待岬特別２着，高尾特別３着，柏

崎特別３着
レーヌミノル（14牝 ダイワメジャー）３勝，桜花賞‐G1，小倉２歳Ｓ‐G3，阪神ジ

ュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，フィリーズレビュー‐G2 ２着，京王杯２歳
Ｓ‐G2 ２着，etc.

サトノプライド（15牡 ＊ハードスパン）１勝，樅の木賞３着

３代母 プリンセススキー（85鹿 ＊ロイヤルスキー）２勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3
ジャパンスキー（91牡 ヤマニンスキー）５勝，稲荷特別，有松特別２着
フサイチヒロシ（93牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，シリウスＳ‐Jpn3 ３着，大原

Ｓ，仲秋Ｓ，etc.
セゾンコンチェルト（94牡 ＊クリスタルグリツターズ）３勝，露草賞２着，十和田湖

特別３着，唐津特別３着

４代母 ギフトプリンセス（76鹿 ＊テスコボーイ）不出走
［子］ マキシムプリンス（88牡 サクラシンゲキ）３勝，下北半島特別，甲東特別

２着，原町特別２着，etc.
［孫］ コスモリアライズ（98牡 ＊パラダイスクリーク）１勝，�１勝�２勝��，

兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3
ウエスタンローレル（04牡 サクラローレル）��３勝，東京湾Ｃ
ベルグエイシ（93牡 ＊マークオブディスティンクション）３勝，相川特別
２着，糸魚川特別２着，湘南特別３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631
生 産 牧 場： ㈲フジワラファーム
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

1077 サトノマイヒメ２０２１ 牡・栗 ４／２２
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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケサトノマイヒメ ＊タイキシャトル

��
��
�ダイワエンジェル栗 2013 プリンセススキー

＊プリンセスリタ 2c
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5×M5 Ballade S5×M5

価格： 購買者：



母 シニスタークイーン（09黒鹿 ＊シニスターミニスター）３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－１（１）〕
メイショウメイリン（16牡黒鹿 メイショウボーラー）２勝，��出走���出走
テーオーエリザベス（17牝鹿 ロードカナロア）��１勝�
メイショウフンジン（18牡黒鹿 ホッコータルマエ）�４勝，オークランドＴＲＴ
（Ｄ1800），丹沢Ｓ（Ｄ2100）２着，灘Ｓ（Ｄ2000）２着，横浜Ｓ（Ｄ2100）３着

ラッキーホープ（19牡鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 フォーリアクイーン（97鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
クイーンテレージア（04牝 テイエムジャンボ）�７勝���
トップオバマ（06牡 ＊マリエンバード）�７勝��４勝，ＭＲＯ金賞３着
マツノグーセン（07牡 ＊マリエンバード）�１勝�２勝
イトククリ（08牝 サクラバクシンオー）３勝，長万部特別，刈谷特別，河北新報杯

２着，吾妻小富士賞２着
シャインエタニティ（10牝 ＊グラスワンダー）入着，��１勝

グロリオーソ（18牝 フリオーソ）���２勝�１勝	入着�，桜花賞２着，ユ
ングフラウ賞３着，留守杯日高賞３着

シャルマンウーマン（11牝 サクラバクシンオー）１勝
ピエノフィオレ（12牝 キングカメハメハ）１勝
ラブロイ（13
 ＊シンボリクリスエス）��４勝

３代母 ＊フォーリア（89 GB鹿 Sadler's Wells）GB３勝

４代母 ドゥヌーフDunoof（83 GB芦 Shirley Heights）GB・ITY１勝
［子］ セルティチュード Seltitude（96牝 Fairy King）GB・FR３勝，セーネオワ

ーズ賞‐G3，グロシェーヌ賞‐G2 ３着，サンジョルジュ賞‐G3 ３着
［孫］ シャルロットオーフレーズ Charlotte O Fraise（04 牝 Beat Hollow）F

R２勝，カルヴァドス賞‐G3
ディアマントヴェーレDiamantwelle（02 牝 ＊ザール）FR・GER・ITY２
勝，P. Baggio‐L

ラヴァーマン Lover Man（09
 Lawman）GB・FR・GER・BEL３勝，
P. Hampton‐L

販売申込者・所有者： ㈲宮内牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1567
生 産 牧 場： ㈲宮内牧場
飼 養 者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776

1078 シニスタークイーン２０２１ �・鹿 ２／１１

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Old Trieste

�
�
�
�
�

��
��

�シニスターミニスター Sweet Ministerシニスタークイーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�フォーリアクイーン黒鹿 2009 ＊フォーリア

9e
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 サニーヘイロー（08栗 キングヘイロー）３勝，浜名湖特別（芝 1400），トリトンＳ
（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
デュープス（17牝栗 リアルインパクト）��１勝
アステルカーラ（18牝栗 カレンブラックヒル）�１勝

２代母 サニークラッシック（00鹿 ＊トニービン）入着２回
サニーサンデー（06牡 マーベラスサンデー）３勝，福島記念‐G3，ラジオＮＩＫＫ

ＥＩ賞‐G3 ２着，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ３着
サニーダニエル（07牡 ＊チーフベアハート）１勝
サニーロック（10牝 キングカメハメハ）出走

ハイパータンク（18牡 ＊シニスターミニスター）���３勝�入着，オパールＣ２着
サニーロブロイ（11牝 ゼンノロブロイ）�１勝�入着７回�
サニーゴールド（12� スペシャルウィーク）�７勝	１勝�入着
サニーリスペクト（13牡 ＊クロフネ）�４勝	２勝�入着７回
アマノラヴィータ（15牝 キングヘイロー）
１勝�入着��
ハッピークラシック（17牡 ゴールドアリュール）
４勝	３勝�入着２回
ユウファースト（18牡 ダノンシャンティ）	１勝
１勝��

３代母 サニースイフト（88鹿 ＊スイフトスワロー）４勝，山中湖特別，若水賞，ＴＶ
山梨杯２着，利根川特別３着，鷹巣山特別３着
サニーブライアン（94牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，日本ダービー‐Jpn1，皐月賞

‐Jpn1，弥生賞‐Jpn2 ３着，etc.，優３牡，種牡馬
サニーペガサス（98牝 ＊ブライアンズタイム）入着２回

サニーアンジェリカ（04牝 サクラバクシンオー）４勝，ＴＶｈ賞，札幌スポニ
チ賞，美利河特別２着，etc.

サニーエリザベス（07牝 サクラバクシンオー）１勝，下北半島特別２着
サニーネイティブ（02牡 ＊アフリート）３勝，青梅特別３着，障害１勝，��１勝
サニーケーティング（04牡 ＊アジュディケーティング）入着，郡山特別３着，��１勝

４代母 サニーロマン（74鹿 ＊フアバージ）��６勝
［子］ サニースワロー（84牡 ＊スイフトスワロー）２勝，日本ダービー‐Jpn1 ２

着，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，菊花賞‐Jpn1 ５着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲丸村村下ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4259
生 産 牧 場： ㈲丸村村下ファーム
飼 養 者： ㈲丸村村下ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4259

1079 サニーヘイロー２０２１ �・栗 ３／２０
＊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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローサニーヘイロー ＊トニービン

��
��
�サニークラッシック栗 2008 サニースイフト

＊星谷 1l
Halo S4×M4 Lyphard M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 サトノコンドル（08栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（11）〕
ピンギット（14牝鹿 ＊タートルボウル）入着２回，��５勝�５勝��
フライングハイ（16牝鹿 ルーラーシップ）�１勝�入着６回
ロックグラス（17�鹿 エイシンフラッシュ）�１勝
カシノサヴィ（20牝鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 ＊ソウスマッグ（89 USA鹿 Nureyev）GB・USA３勝
クチーナクチーナCucina Cucina（97牝 Carson City）不出走

オスコ Hosco（01牡 Honour and Glory）USA３勝，サンミゲルＳ‐G3，サ
ンヴィセンテＳ‐G2 ２着

サヨウナラ（01牝 ＊ブライアンズタイム）６勝，トパーズＳ‐L ３着，師走Ｓ‐OP ３着，
河口湖特別，etc.，��１勝，エンプレス杯‐Jpn2，マリーンＣ‐Jpn3 ３着

シンシアー（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝
ビッグタキオン（03牡 アグネスタキオン）１勝，香住特別３着
フェニコーン（04牡 マンハッタンカフェ）４勝，目黒記念‐G2 ３着，安房特別，潮

来特別，初咲賞２着，磐梯山特別２着，etc.

３代母 スマッグリー Smuggly（80 USA栗 Caro）FR４勝，サンタラリ賞‐G1，ペ
ネロープ賞‐G3，P. La Camargo‐L，仏オークス‐G1 ２着
チャオフォーナウCiao for Now（93牝 Nureyev）不出走

チャオ Ciao（04牝 Lear Fan）USA・CAN５勝，Indian Maid H‐L，C
aressing H，ミセズリヴィアＳ‐G2 ２着，etc.
アンテイムドドメインUntamed Domain（15� ＊アニマルキングダム）
�USA・CAN２勝，サマーＳ‐G2，ＢＣジュヴェナイルターフ‐G1 ２
着，アメリカンターフＳ‐G2 ２着，etc.

４代母 コールミーゴッデス Call Me Goddess（71 USA栗 Prince John）USA３勝，
Highland Fling S２着
［子］ ＊ダンツシアトル（90牡 Seattle Slew）８勝，宝塚記念‐Jpn1，京阪杯

‐Jpn3，オーストラリアＴ‐OP，etc.，種牡馬
［孫］ ラビーベ Labibeh（92牝 Lyphard）GB５勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，

Chester H‐L ２着

販売申込者・所有者： 福田 米造＝鹿児島県いちき串木野市 �090-3463-2806
生 産 牧 場： 福田 米造
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1080 サトノコンドル２０２１ �・芦 ４／２６

＊

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 アグネスフローラサトノコンドル
＊ Nureyev

��
��
�ソウスマッグ栗 2008 Smuggly

16
Caro S4×M4

価格： 購買者：



母 サンライトムーン（08鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（10）〕
ラビゴット（14�鹿 ディープスカイ）�２勝�
ムーンサルト（15牡栗 アドマイヤムーン）�２勝�
ロードホライゾン（16牡鹿 ＊モンテロッソ）�１勝�
サンライト（17牡鹿 ＊モンテロッソ）１勝，��５勝
ライヴトパーズ（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�出走
コスモベルガモット（20牡鹿 ＊ディスクリートキャット）�未出走

２代母 ＊プライムオブユース（99 USA鹿 Deputy Minister）１勝
プライムウィッシュ（06牝 ＊シンボリクリスエス）入着

ジュガンティーヤ（11牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，桑園特別３着，��１勝�
入着２回

コスモアンカー（10牡 ステイゴールド）入着，	４勝�２勝�１勝��入着
マユノトップスター（11牝 ＊アグネスデジタル）�５勝
バイオレットフィズ（12牝 タニノギムレット）入着７回，�２勝
エミーリオ（14牡 アドマイヤムーン）�１勝，隅田川特別２着，障害１勝，
４勝
フランクオジョウ（15牝 ジャングルポケット）	３勝��入着２回

３代母 ミスラヒーラMiss Ra He Ra（91 USA鹿 Rahy）USA７勝，バシュフォー
ドマナーＳ‐G3，Abrogate H‐L，Weekend Delight S‐L，Debutante
S‐L ２着，La Troienne S‐L ３着
ダンシングバンドDancing Band（03牝 Dixieland Band）USA・CAN４勝，レ

イクプラシドＳ‐G2 ３着，Capital Request S２着，Summer Finale H
‐L ３着

４代母 グリマーオヴゴールドGlimmer of Gold（86 USA鹿 Slew o' Gold）USA３勝
［孫］ エルアウテンティコ El Autentico（02 牡 Go for Gin）PER・PAN11勝，

P. Dia del Trabajo‐L，P. Isaac Tawachi‐L，P. Junta de C
ontrol de Juegos‐L，etc.

［曾孫］ ストラッピンググルーム Strapping Groom（07牡 ＊ヨハネスブルグ）US
A10 勝，フォアゴーＳ‐G1，トムフールＨ‐G3，Gravesend H，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345
生 産 牧 場： ㈲原口牧場
飼 養 者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345

1081 サンライトムーン２０２１ 牡・鹿 ５／ ４

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスサンライトムーン
＊ Deputy Minister

��
��
�プライムオブユース鹿 2008 Miss Ra He Ra

1c
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ジェルミナーレ（13鹿 アドマイヤムーン）１勝
初仔

２代母 サンフラワーガール（00鹿 ＊タイキシャトル）不出走
ウインスペンサー（04牡 マンハッタンカフェ）４勝，ムーンライトＨ，若戸特別
ダンツキッスイ（05牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，アーリントンＣ‐Jpn3，萩Ｓ

‐OP ２着，�入着，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着
ウインバンディエラ（06牡 キングカメハメハ）３勝，袖ケ浦特別，朝里川特別，ハ

ッピーエンドプレミアム２着，勝浦特別３着，須賀川特別３着，�２勝�
アートフェスタ（11牡 ゼンノロブロイ）３勝，雄国沼特別，栗子特別３着
バッファゴー（14牡 ディープブリランテ）�７勝�
シナモンフレイバー（15牡 ディープブリランテ）１勝
ジーニー（16牡 ジャスタウェイ）２勝，���１勝

３代母 ＊ランバダスタイル（88 IRE 黒鹿 ＊ダンシングブレーヴ）GB１勝
キングフィーバー（95牡 ＊リンドシェーバー）１勝，�	７勝�４勝��，とちぎ大

賞典，太平記記念，ばん阿賞，etc.
アタラクシア（97牡 ＊デインヒル）３勝，日本ダービー‐Jpn1 ３着，すみれＳ‐OP，

あすなろ賞
トリッキーアイズ（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）２勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ３着
パッショナルダンス（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，山国川特別，犬山特別３着

ウインクルサルーテ（13牝 ＊ハービンジャー）５勝，フラワーＣ‐G3 ３着，中
京２歳Ｓ‐OP ３着，寿Ｓ，etc.

４代母 サンタズシスタ－Santa's Sister（71 USA鹿 Middle Brother）GB４勝
［子］ マイシスタ－My Sister（78牝 ＊ノノアルコ）IRE・USA１勝，マルカイＳ‐G3
［孫］ ティプシークリーク Tipsy Creek（94牡 Dayjur）GB・USA６勝，テンプ

ルＳ‐G2，英ノーフォークＳ‐G3，Hopeful S‐L，etc.，種牡馬
アブナウワス Abunawwas（00牡 In TheWings）IRE・SAU４勝，バ
リーコーラスＳ‐G3，Glencairn S‐L，Woodlands S‐L，etc.，
種牡馬

オンテオジエセンプリOntemhojeesempre（03牝 Vettori）BRZ２勝，
マリアノプロコピオ大賞‐G3

販売申込者・所有者： ㈲丸幸小林牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1909
生 産 牧 場： ㈲丸幸小林牧場
飼 養 者： 天馬ステーブル＝浦河町上杵臼 �090-8898-9750

1082 ジェルミナーレ２０２１ �・鹿 ２／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスジャスタウェイ Wild Again

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズジェルミナーレ ＊タイキシャトル

��
��
�サンフラワーガール鹿 2013 ＊ランバダスタイル

9h
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M5×M5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 シュネッラー（15鹿 オルフェーヴル）�２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ロイヤルインパクト（08黒鹿 ディープインパクト）４勝，白鳥大橋特別
ジンギ（16牡 ロードカナロア）��19 勝�入着，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着，兵庫大

賞典（２回），白鷺賞（２回），園田金盃（２回），摂津盃，etc.
エクステンデット（17牡 オルフェーヴル）入着，�１勝��
ラロワイヤル（18牡 キングカメハメハ）��３勝��
ロイヤルザップ（19牡 キングカメハメハ）��入着�１勝�

３代母 ＊シーキングロイヤル（93 USA栗 Seeking the Gold）１勝
ゴーオンマイウェイ（99牝 ＊ジョリーズヘイロー）３勝

ジョイフルスマイル（05牝 マヤノトップガン）１勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3 ２着
スマイルフォース（12牡 ＊バトルプラン）２勝，大雪Ｈ３着，�７勝

アドマイヤランディ（11牡 ステイゴールド）５勝，堺Ｓ，愛宕特別，フェアウ
ェルＳ２着，etc.

リヴァイアサン（14牡 ヴァーミリアン）２勝，ニセコ特別，初茜賞２着
デビルインマインド（00牝 ダンスインザダーク）２勝

ダンシングロイヤル（08牝 サクラバクシンオー）２勝，黒松賞，ＨＢＣ賞２着
イツカハシャチョウ（18牡 エイシンフラッシュ）�２勝，川西特別３着

トニーポケット（09牡 ジャングルポケット）３勝，藻岩山特別３着，障害１勝，
��１勝�４勝���，北國王冠，金沢スプリングＣ２着，etc.

４代母 カヌードリング Canoodling（82 USA栗 Cyane）USA５勝，アンアランデ
ルＨ‐G3 ４着
［子］ ＊ケイアイサクラ（00牝 Petionville）USA６勝，Audubon Oaks‐L

＊トーヨーデヘア（97牡 ＊デヒア）２勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ２着，エプ
ソムＣ‐Jpn3 ２着，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ３着，etc.，�５勝	
入着��

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1083 シュネッラー２０２１ 牡・鹿 ２／２２
＊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

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�オルフェーヴル オリエンタルアートシュネッラー ディープインパクト

��
��
�ロイヤルインパクト鹿 2015 ＊シーキングロイヤル

4r
サンデーサイレンス S4×M4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ジュローズ（14鹿 ＊ワークフォース）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 キストゥヘヴン（03鹿 アドマイヤベガ）５勝，桜花賞‐Jpn1，中山牝馬Ｓ‐G3，
京成杯オータムＨ‐G3，フラワーＣ‐Jpn3，京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，etc.
ファミーユ（10牡 ＊チチカステナンゴ）入着，�３勝�
アヴェクトワ（11牝 ＊チチカステナンゴ）出走

ヒュミドール（16� オルフェーヴル）�４勝，福島記念‐G3 ２着，小倉記念
‐G3 ２着，ノベンバーＳ，信夫山特別

アンドトゥモロー（12牝 ＊ハービンジャー）入着，�２勝
ガロシェ（16牝 ルーラーシップ）２勝，三面川特別２着，テレ玉杯２着，寺泊特別

２着，三面川特別３着，テイエムオペラオーＣ３着，etc.
タイムトゥヘヴン（18牡 ロードカナロア）�２勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，ＮＺト

ロフィー‐G2 ２着，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，富士Ｓ‐G2 ３着，京成
杯‐G3 ２着

エールトゥヘヴン（19牡 ロードカナロア）�１勝

３代母 ロングバージン（87栗 ＊ノーザンテースト）１勝
クリスタルコーラル（93牝 ＊ヘクタープロテクター）不出走

レッドスパークル（07牡 ニューイングランド）３勝，京成杯‐G3 ３着，東スポ
杯２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，すみれＳ‐OP，etc.

マヤノユウシ（96牡 サクラユタカオー）３勝，恵那特別
フレンチバージン（02牝 ＊フレンチデピュティ）�１勝�入着

ポメグラネイト（11牡 ダイワメジャー）５勝，栗東Ｓ‐L ２着，ポラリスＳ‐L
２着，三河Ｓ，etc.

４代母 スイーブ（68栗 ＊テユーダーペリオツド）出走
［子］ ロンググレイス（80牝 ＊ゲイルーザツク）６勝，エリザベス女王杯，ロー

ズＳ，金杯‐Jpn3，etc.，優古牝
フアイアーダンサー（81牝 アローエクスプレス）３勝，京都牝馬特別
‐Jpn3，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，黄菊賞

［孫］ ラツキーオカメ（82牝 トウシヨウボーイ）４勝，北九州記念‐Jpn3，ロー
ズＳ‐Jpn2 ３着，サファイヤＳ‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 松本 信行＝新冠町美宇 �0146-47-5356
生 産 牧 場： 松本 信行
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

1084 ジュローズ２０２１ 牡・鹿 ２／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

��
��
�チャールストンハーバー黒鹿 2009 Penny's Valentine

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonジュローズ アドマイヤベガ

��
��
�キストゥヘヴン鹿 2014 ロングバージン

＊カナデアンガール 2r
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×M4
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ジュエリスト（09鹿 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（13）〕
グローリアスカント（14牝栗 キングヘイロー）�２勝���１勝・５勝
ヤギリオーディン（16牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，���３勝
グローリアスグナー（17牝青鹿 スパロービート）���１勝
グローリアスカペラ（18牝栗 エピファネイア）�１勝，春菜賞（芝 1400）３着
エスプリアンディ（19牡鹿 ホッコータルマエ）���１勝
ミツカネサターン（20牡鹿 ミッキーロケット）�未出走

２代母 アクティビスト（02鹿 ＊フレンチデピュティ）入着２回
タガノユニヴァース（07牝 ネオユニヴァース）�２勝
パームアイランド（08牝 フジキセキ）１勝
スパークエンブレム（10牡 ＊ウォーエンブレム）�６勝
ナンヨーマーズ（14牡 ハーツクライ）１勝，いわき特別２着，白梅賞２着，川俣特

別３着
アシャカナウ（15牡 ダノンシャンティ）��１勝�入着�
ヴァイル（16牝 トーセンホマレボシ）��２勝�２勝�入着３回

３代母 ワーキングガール（88鹿 ＊パドスール）４勝
クラフトマンシップ（95牡 ＊フレンチグローリー）５勝，函館記念‐Jpn3，函館記念

‐Jpn3 ２着，中山金杯‐Jpn3 ２着，etc.
クラフトワーク（00牡 ＊ペンタイア）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，中山金杯‐Jpn3，函

館記念‐Jpn3，etc.
クラフトミラージュ（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，新緑賞３着
ラヴォランテ（05	 ＊シンボリクリスエス）３勝，長良川特別，初咲賞３着
ガールズトーク（08牝 ステイゴールド）不出走

トーセンナチュラル（12牝 メイショウサムソン）１勝，スイートピーＳ‐LR ２
着，湯浜特別３着

４代母 シヤダイワーデン（77栗 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ ダイナコスモス（83牡 ＊ハンターコム）４勝，皐月賞‐Jpn1，Ｒたんぱ賞

‐Jpn3，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱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

1085 ジュエリスト２０２１ �・鹿 ５／３０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケジュエリスト ＊フレンチデピュティ

��
��
�アクティビスト鹿 2009 ワーキングガール

＊ナイトライト 22d
サンデーサイレンスM3×S4 ノーザンテーストM4×M5

価格： 購買者：



母 ジュエルメッセージ（13鹿 ダイワメジャー）１勝，�２勝，瑞穂賞（Ｄ1800）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
モンテジュエル（19牝芦 ＊ザファクター）�出走

２代母 レディサファイア（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
ロードコランダム（14牡 ハーツクライ）入着，�１勝��入着６回
ワンプレート（18牡 ＊ロードアルティマ）１勝

３代母 レディブラッサム（96鹿 Storm Cat）５勝，マラヤンＲＡＴ，船橋Ｓ２着，雪
割草特別２着，寒竹賞２着
ロードバリオス（05牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，ポートアイランドＳ‐L ２着，

ＴＶ愛知ＯＰ‐L ３着，六甲Ｓ‐OP，etc.，種牡馬
ロードカナロア（08牡 キングカメハメハ）11勝，安田記念‐G1，スプリンターズＳ

‐G1（２回），高松宮記念‐G1，etc.，HKG２勝，香港スプリント‐G1（２回），
優短距（2回），年代表，種牡馬

ロードガルーダ（09牡 アグネスタキオン）４勝，賢島特別，千種川特別，フリーウ
ェイＳ２着

アウトシャイン（10牝 ネオユニヴァース）１勝
カーテンコール（17牝 スクリーンヒーロー）３勝，豊川特別，西郷特別２着

４代母 ＊サラトガデュー（89 USA鹿 Cormorant）USA８勝，ベルダムＳ‐G1，ガゼ
ルＨ‐G1，カムリーＳ‐G2，Over All S‐L，Hyde Park H‐R，etc.
［子］ アルカザン（05牡 ダンスインザダーク）２勝，京都２歳Ｓ‐L，大山崎特別

３着
［孫］ カシノティーダ（16牝 ＊ケイムホーム）１勝，ひまわり賞‐OP

５代母 スーパールナ Super Luna（82 USA鹿 In Reality）不出走
［孫］ スマイルマイロード Smile My Lord（98� Not For Love）USA６勝，

Raise A Cup H‐L，アムステルダムＳ‐G2 ３着，メリーランドＢ
ＣＨ‐G3 ２着，etc.

サラトガキュア Saratoga Cure（94� Cure the Blues）USA７勝，C
haseMe S‐R，E. William Furey Memorial S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲三石橋本牧場＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2326
生 産 牧 場： ㈲三石橋本牧場
飼 養 者： ㈲三石橋本牧場＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2326

1086 ジュエルメッセージ２０２１ 牡・鹿 ３／１８

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊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ジュエルメッセージ ＊シンボリクリスエス

��
��
�レディサファイア鹿 2013 レディブラッサム

＊サラトガデュー 2s
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 シュガーハートコン（09栗 オンファイア）�２勝�
〔産駒馬名登録数：５〕
モーニングアヤメ（18牝栗 ＊トビーズコーナー）�出走
モーニングボーイ（19牡栗 ＊トビーズコーナー）�未出走

２代母 バルカンホース（96栗 サツカーボーイ）�１勝
コスモミッドウェイ（01牡 ＊スターオブコジーン）２勝，万代特別２着
コスモパスカル（05牝 ＊スターオブコジーン）�２勝�３勝

３代母 ベリーズロツチ（85栗 ＊ホープフリーオン）出走

４代母 ネバーロツチ（72栗 ＊ネヴアービート）１勝
［子］ ラツキーロード（79牡 ＊フアバージ）４勝，上賀茂特別，�１勝，建依別

特別３着
ナイスロッチ（88牝 ＊ナイスダンサー）１勝，ミモザ賞２着

［孫］ オースミロツチ（87牡 ＊アーテイアス）８勝，京都大賞典‐Jpn2，京都記
念‐Jpn2，宝塚記念‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬

ロッチラヴウインク（95牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝，チューリップ賞
‐Jpn3 ２着，桜花賞‐Jpn1 ４着

マヤノリバティ（01牡 マヤノトップガン）３勝，荒川峡特別，ゴールデン
ブーツＴ２着，皿倉山特別３着，etc.，�４勝

カシマタイソン（86牡 ＊デイクタス）３勝，本栖湖特別，里見特別３着（２回）
エアスムース（98牡 タマモクロス）３勝，錦秋特別２着，赤倉特別２着，
館山特別２着，etc.

ビーアウェイク（07牡 ＊グラスワンダー）障害１勝，東京ジャンプＳ‐JG3
３着

［曾孫］ コルージャ（08� ＊ブライアンズタイム）４勝，嵯峨野特別，雅Ｓ２着，
堺Ｓ２着，etc.，�１勝

スマートセントラル（05牡 マンハッタンカフェ）１勝，開成山特別

５代母 スターロツチ（57鹿 ＊ハロウエー）９勝，有馬記念，オークス，京王杯オータ
ムＨ，桜花賞３着，クイーンＳ２着，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： 宝寄山 拓樹＝日高町賀張 �01456-5-2700
生 産 牧 場： 宝寄山 拓樹
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

1087 シュガーハートコン２０２１ �・栗 ２／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

��
��
�チャールストンハーバー黒鹿 2009 Penny's Valentine

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�オンファイア ＊ウインドインハーヘアシュガーハートコン サツカーボーイ

��
��
�バルカンホース栗 2009 ベリーズロツチ

＊クレイグダーロツチ 11c
サンデーサイレンス S3×M3 ノーザンテースト S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊シュネーバル（13 AUS鹿 Lonhro）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
オクトニオン（19牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

２代母 スノースペル Snow Spell（05 GB芦 Daylami）IRE 障害２勝
アイシーセイクリッドAeecee Sacred（17� ＊スニッツェル）�AUS１勝

３代母 スカイソング Sky Song（97 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR入着２回
ラヴェロック Laverock（02 牡 Octagonal）GB・FR・GER・ITY・UAE・HKG・

TUR５勝，イスパーン賞‐G1，伊ジョッキークラブ大賞‐G1，アンドレバボワ
ン賞‐G3，etc.，種牡馬

ライトノートRight Note（03 牝 Daylami）FR・AUS２勝
ピエロ Pierro（09 牡 Lonhro）AUS11 勝，ＡＴＣカンタベリーＳ‐G1，ＡＴＣ

ジョージライダーＳ‐G1，ＡＴＣシャンペインＳ‐G1，etc.，種牡馬
アンビエンス Ambience（12牝 Street Cry）AUS３勝，ＶＲＣウェイクフルＳ

‐G2，Dulcify Three‐Year‐Old Quality H‐L，ＡＴＣオーストラリア
ンオークス‐G1 ２着，etc.

ソングストリート Song Street（07 牝 Shamardal）不出走
ロッホイーグル Loch Eagle（18 牡 Lonhro）�AUS２勝，ATC South Pacifi

c Classic‐L ２着

４代母 クリケット Criquette（90 GB鹿 Shirley Heights）GB・UAE２勝，Radle
y S‐L
［子］ フライイングクラウド Flying Cloud（06牝 ＊ストーミングホーム）GB・

FR・IRE・ITY３勝，リブルズデイルＳ‐G2，クレオパトル賞‐G3，
愛プリティポリーＳ‐G1 ２着，etc.

キャプテンウェッブ CaptainWebb（05牡 ＊ストーミングホーム）GB・
UAE４勝，Glasgow S‐L

［孫］ ナイツトゥアー Knight's Tour（08 牡 Reset）NZ３勝，グレイトノーザ
ンギニーズ‐G2，種牡馬

アガトニア Agathonia（14 牝 Street Cry）GB・FR・GER３勝，Hop
pegartener Stutenpreis‐L，メールミュルヘンスレットゲン牧場大
賞‐G3 ２着，G.P. der BMWNiederlassung Hannover‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲北星村田牧場＝新冠町北星町 �0146-47-2161
生 産 牧 場： ㈲北星村田牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

1088 シュネーバル２０２１ 牡・鹿 ４／１４
＊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

＊

ロンロー Octagonal

�
�
�
�
�

��
��

�Lonhro Shadeaシュネーバル スノースペル Daylami

��
��
�Snow Spell鹿AUS 2013 Sky Song

1t
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊クレバースランチェ（10 IRE 鹿 Duke of Marmalade）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ジュウワンマックス（16牡鹿 ダノンシャンティ）���４勝�１勝�入着

２代母 アーントルヌーEntre Nous（05 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR出走
ドレスオヴドリームズDress of Dreams（15牡 Mastercraftsman）ITY１勝
コンファイディング Confiding（16 牡 Iffraaj）GB１勝，ヴィンテージＳ‐G2 ３着，

ソラリオＳ‐G3 ３着
ヴァルパライソValparaiso（18� Sir Percy）�GB１勝

３代母 ダヤナタDayanata（85 IRE 鹿 Shirley Heights）不出走
コーティアス Courteous（95 牡 ＊ジェネラス）GB・FR・USA３勝，ドーヴィル大

賞‐G2，サンダウンクラシックトライアルＳ‐G3，カナディアンインターナシ
ョナルＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

ダンダーナDandanna（97牝 Linamix）GB１勝
ケンタウルス Centaurus（02 牡 Daylami）GB・USA・CAN２勝，Noel Mu

rless S‐L ２着，March S‐L ３着
ハーペスHarpeth（05 牝 Sadler's Wells）USA入着２回
クイーンアンズレイスQueen Anne's Lace（14牝 Lonhro）IRE・USA１
勝，Silken Glider S‐L ３着

ダンディナDandyna（07牝 Dynaformer）USA２勝
ダイナビーDynabee（15牝 English Channel）IRE・USA１勝，Blueb
ell S‐L ２着，Hurry Harriet S‐L ３着

ポートマントーPortmanteau（01牝 Barathea）GB２勝
ハンターズライト Hunter's Light（08 牡 Dubawi）GB・FR・GER・ITY・US

A・UAE・TUR・SIN12 勝，ローマ賞‐G1，ジェベルハッタ‐G1，アルマ
クトゥームチャレンジＲ３‐G1，etc.，種牡馬

リンダラドレット Linda Radlett（09 牝 Manduro）FR３勝，P. Dahlia‐L
３着
ファニーローガン Fanny Logan（16牝 Sea The Stars）�GB・USA６勝，
ハードウィックＳ‐G2，プライドＳ‐G3，JohnMusker S‐L，etc.

スクリプトライター Scriptwriter（02� Sadler's Wells）GB５勝，Braveheart S
‐L，GB障害２勝

販売申込者・所有者： ㈱ミリオンファーム＝浦河町上向別 �0146-22-8688
生 産 牧 場： ㈱ミリオンファーム
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1089 クレバースランチェ２０２１ �・鹿 ４／１７
＊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

＊

デュークオヴマーマレイド ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Duke of Marmalade Love Me Trueクレバースランチェ アーントルヌー Sadler's Wells

��
��
�Entre Nous鹿IRE 2010 Dayanata

13c
Northern Dancer M4×M5 His Majesty S5×M5

価格： 購買者：



母 グラヴィオーラ（15栗 ＊サウスヴィグラス）�２勝��２勝，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ２着，東京プリンセス賞（Ｄ1800），東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600），ユング
フラウ賞（Ｄ1400）２着，桜花賞（Ｄ1600）３着，etc.
初仔

２代母 カクテルラウンジ（05鹿 タニノギムレット）��２勝�１勝，東京２歳優駿牝
馬３着，オパールＣ
フレアバーテンダー（11� ＊グラスワンダー）�１勝��２勝
ミチェラーダ（12牝 メイショウサムソン）�２勝��入着３回
ジンロックカフェ（13牡 ＊ワークフォース）入着５回，�２勝��入着５回
ブルーコーラル（16牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝
ヴィクトリアグラス（17牝 ＊サウスヴィグラス）��６勝�１勝
ピーチリキュール（18牝 ＊サウスヴィグラス）�	未出走�１勝�１勝�
アークヴィルヌーブ（19牝 ＊ディスクリートキャット）���入着３回�２勝

３代母 ランニングヒロイン（93鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
リメンバードリーム（02牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，清里特別３着，雪うさぎ賞３着
スクリーンヒーロー（04牡 ＊グラスワンダー）５勝，ジャパンＣ‐G1，ＡＲ共和国杯

‐Jpn2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，etc.，優古牡，種牡馬
ブロンドヒロイン（10牝 ＊グラスワンダー）入着２回，�２勝

ココニアル（17牝 ＊タートルボウル）�３勝，ライラック賞

４代母 ダイナアクトレス（83鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，京王杯スプリングＣ
‐Jpn2，スプリンターズＳ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優古牝（2回）
［子］ ステージチャンプ（90牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，日経賞‐Jpn2，ステイ

ヤーズＳ‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.
プライムステージ（92牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フェアリーＳ
‐Jpn3，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.

［孫］ アブソリュート（04� タニノギムレット）７勝，富士Ｓ‐G3，東京新聞杯
‐G3，マイルＣｈＳ‐G1 ５着，etc.

ベストアクター（14� ディープインパクト）６勝，阪急杯‐G3，雲雀Ｓ，
神奈川新聞杯，etc.

販売申込者・所有者： ㈲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： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1090 グラヴィオーラ２０２１ 牡・栗 ２／２２

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターグラヴィオーラ タニノギムレット

��
��
�カクテルラウンジ栗 2015 ランニングヒロイン

＊マジツクゴデイス 1s
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ジョリーリュバン（15栗 ＊ノヴェリスト）�６勝�
初仔

２代母 リボンアート（01青鹿 ＊サンデーサイレンス）６勝，朱雀Ｓ，西部日刊スポー
ツ杯，小郡特別，舞子特別，心斎橋Ｓ２着，etc.
アートギャラリー（08牡 ＊ファルブラヴ）�１勝
レッドヴェレーナ（09牝 ＊シンボリクリスエス）入着２回，�１勝
リボントリコロール（10牝 ＊チチカステナンゴ）２勝，紫苑Ｓ‐LR ２着，秋華賞

‐G1 ５着，出雲崎特別
ルヴェルソー（17牝 ルーラーシップ）�２勝，松浜特別，野島崎特別２着，汐

留特別２着，かもめ島特別３着
リプカ（12牝 ＊ハービンジャー）�２勝
ココリアッピア（16牝 ルーラーシップ）入着，��２勝

３代母 スカーレットリボン（85栗 ＊ノーザンテースト）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，
ヒヤシンス賞‐OP ２着，カンナ賞‐OP ２着，ターコイズＳ‐OP ３着，紅梅賞，etc.
リボンアンドボウ（93牡 ＊クリエイター）４勝，玄海特別，英彦山特別
タヤスアンティーム（95牡 ＊トニービン）６勝，東海Ｓ‐Jpn2 ３着，関越Ｓ‐OP ２

着，北陸Ｓ‐OP ２着，etc.
サンセットバレー（98牝 ＊グルームダンサー）出走

カウントオンミー（03牝 バブルガムフェロー）１勝，�２勝
ドライヴナイト（13� ＊カジノドライヴ）６勝，すばるＳ‐L，福島民友Ｃ‐L
２着，ギャラクシーＳ‐OP ３着，etc.，��出走�１勝�入着��

４代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走
［子］ スカーレットブーケ（88牝 ＊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，etc.
［孫］ ダイワメジャー（01牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，安田記念‐G1，マイルＣ

ｈＳ‐G1（２回），皐月賞‐Jpn1，etc.，UAE入着，優短距（2回），種牡馬
ダイワスカーレット（04牝 アグネスタキオン）８勝，有馬記念‐G1，エリ
ザベス女王杯‐G1，桜花賞‐Jpn1，etc.，優３牝，優父内

ダイワルージュ（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，
阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848
生 産 牧 場： ㈱ハシモトファーム
飼 養 者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848

1091 ジョリーリュバン２０２１ 牡・黒鹿 ２／１７
＊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

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonジョリーリュバン ＊サンデーサイレンス

��
��
�リボンアート栗 2015 スカーレットリボン

＊スカーレツトインク 4d
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 シルショコラティエ（09鹿 ＊カコイーシーズ）�９勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ゼンダンイワミ（17牡黒鹿 フェノーメノ）入着，��１勝
スプランディッド（18�栗 スマートファルコン）��６勝
コブラクロー（19牡鹿 サトノアラジン）�入着４回

２代母 ワレンダラッド（05鹿 ＊ワレンダー）不出走
ショコラノワゼット（10牡 フサイチレオン）�３勝�２勝
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，招福Ｓ２着，北総Ｓ３着，etc.，���出走
マーシデスペラード（16牡 サムライハート）�２勝�３勝��
ジャコウジ（17牡 ＊パイロ）��３勝�入着
ディパッセ（19牡 サトノアラジン）�２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
コンサートクィーン（98牝 ＊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，etc.

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
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
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： �橋本牧場＝安平町早来守田 �0145-22-2123
生 産 牧 場： �橋本牧場
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

1092 シルショコラティエ２０２１ 牡・鹿 ２／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Alydar

�
�
�
�
�

��
��

�カコイーシーズ Careless Notionシルショコラティエ ＊ワレンダー

��
��
�ワレンダラッド鹿 2009 マルゼンラッド

＊シル 5g
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 シンメイゲイルス（06黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（11）〕
モンサンカーラ（13牝黒鹿 タニノギムレット）�１勝�４勝
エコロレインボー（15牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）�５勝��
アペタイザー（16牡鹿 ＊ケープブランコ）１勝
レイワンダー（17牝黒鹿 ＊パイロ）�１勝

２代母 ＊ジャウンティング（94 USA鹿 Seattle Slew）IRE１勝
サンデープラチナム（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝
ピサノバンキッシュ（03牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，大雪Ｈ３着
イエスドラゴン（04牝 ダンスインザダーク）出走

コウギョウデジタル（10牝 ＊アグネスデジタル）�８勝，ＯＲＯＣディスタフ，
フェアリーＣ，あすなろ賞，不来方賞，ひまわり賞，etc.

タンスチョキン（10牝 ＊ストラヴィンスキー）２勝，�２勝

３代母 ＊ジョード（89 USA鹿 Danzig）GB・USA２勝
フーラエインジェル Hula Angel（96 牝 Woodman）GB・IRE３勝，愛１０００ギニー

‐G1，ロックフェルＳ‐G2，Oh So Sharp S‐L ３着
ザフィストオヴゴッド The Fist of God（05� Sadler's Wells）IRE３勝，

Eyrefield S‐L ２着，IRE障害３勝
ユーアーソービューティフル You'resobeautiful（17 牝 No Nay Never）�IR

E１勝，Polonia S‐L ２着
シルクジュリエット（99牝 マーベラスサンデー）１勝

ジャジャウマナラシ（12牡 ＊アサクサデンエン）��４勝�１勝，兵庫ジュニア
ＧＰ‐Jpn2，ＮＡＲ優２牡

ダイヤモンドピサ（00牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
オールザットジャズ（08牝 タニノギムレット）６勝，福島牝馬Ｓ‐G3（２回），

中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，クイーンＳ‐G3 ３着，etc.
スケジュール Schedule（01 牝 ＊ブライアンズタイム）USA５勝，Honeybee S，

Miss Liberty S，Crank It Up S２着，etc.
シーキングアンエインジェル Seeking an Angel（03 牝 Seeking the Gold）USA

４勝，Omnibus S２着

販売申込者・所有者： ㈲北光牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0622
生 産 牧 場： ㈲北光牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1093 シンメイゲイルス２０２１ 牡・黒鹿 ４／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイシンメイゲイルス
＊ Seattle Slew

��
��
�ジャウンティング黒鹿 2006 ＊ジョード

1s
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ジューンメイプル（15栗 ＊サウスヴィグラス）��２勝
初仔

２代母 プンターレ（09鹿 ブラックタキシード）��入着２回
コスモフレンチ（13牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，小樽特別，小樽特別２着，下北

半島特別３着，黒松賞３着
ザントブリッツ（17牡 ＊サウスヴィグラス）���２勝
ツヨシーフェイス（18牡 ＊サウスヴィグラス）��２勝

３代母 コーリンビビアン（93芦 ＊アジュディケーティング）�９勝
コーリンエンブレム（00牡 ＊エリシオ）�４勝
コーリンラヴィアン（01牝 ＊ミシックトライブ）１勝，�11 勝

コーリンギデオン（09牡 オンファイア）４勝，初霞賞，円山特別２着，フルー
ツラインＣ２着，etc.

コーリンベリー（11牝 ＊サウスヴィグラス）５勝，�１勝��２勝�，ＪＢＣス
プリント‐Jpn1，東京スプリント‐Jpn3，かきつばた記念‐Jpn3，etc.

コーリンスピアーズ（03牝 スペシャルウィーク）�９勝
セイントアスリート（05牡 ＊マイネルラヴ）�１勝
キングコーリンオー（06� キングヘイロー）�７勝�入着２回
ファーストバレー（07牡 フサイチコンコルド）��５勝�入着３回
コーリンハッピー（08牝 バブルガムフェロー）１勝，�１勝��，リリーＣ３着

４代母 シルケツト（83芦 ＊ハバツト）２勝，香取特別２着，あやめ賞３着
［子］ シルヴァーケット（90牡 ＊シルヴアーヴオイス）３勝，まりも特別２着

５代母 ＊チユデスタ（73 CAN芦 Tudor Grey）USA５勝
［子］ シルクグレイッシュ（91牡 ＊イルドブルボン）４勝，福島記念‐Jpn3，河

北新報杯，グラジオラス賞，etc.
チュデキング（80牡 ＊ネヴアーダンス）６勝，ＡＲＣ加盟国騎手招待，飯
豊特別，湯沢特別

グリンチュデスタ（85牡 ＊ネヴアーダンス）５勝，早春賞，雄国沼特別，
いわき特別２着，etc.，	８勝
入着４回

タイガーフォード（88牡 ＊ミルフオード）２勝，河口湖特別，佐倉特別２着

販売申込者・所有者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345
生 産 牧 場： ㈲原口牧場
飼 養 者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345

1094 ジューンメイプル２０２１ �・栗 ４／２３

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Shared Interestディスクリートキャット プリティディスクリート Private Account

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタージューンメイプル ブラックタキシード

��
��
�プンターレ栗 2015 コーリンビビアン

＊チユデスタ 4g
Storm Cat S3×M5

価格： 購買者：



母 ジュデッカ（14鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
パレスガード（19牡黒鹿 ＊マクフィ）��１勝
スペンサーバローズ（20牡鹿 ルーラーシップ）�未出走

２代母 ＊レディオブヴェニス（03 FR栗 Loup Solitaire）FR・USA７勝，キャッシュ
コールマイルＳ‐G2，ウィジャボードディスタフＨ‐G3，リグレットＳ‐G3，
Appalachian S‐L，ジャストアゲイムＳ‐G1 ２着，etc.
アクションスター（10牡 アグネスタキオン）３勝，京成杯‐G3 ２着，逆瀬川Ｓ，寿

Ｓ，垂水Ｓ２着，八坂Ｓ３着
ポーシア（11牝 ディープインパクト）入着２回，�１勝

ネリッサ（16牝 ＊タートルボウル）３勝，五頭連峰特別，晩春Ｓ３着，フリーウ
ェイＳ３着

ワールドバローズ（18牡 ＊ディスクリートキャット）�４勝，長篠Ｓ，オルフェ
ーヴルＣ，元町Ｓ２着，皆生特別２着

ヴェネト（12牡 ディープインパクト）５勝，新春Ｓ，豊栄特別，豊明Ｓ３着，市川
Ｓ３着，秋風Ｓ３着，etc.，��２勝

アッフィラート（13牝 ディープインパクト）４勝，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，野島崎特
別，初富士Ｓ２着，常総Ｓ３着，トルマリンＳ３着，etc.

レインフロムヘヴン（18牡 ドゥラメンテ）�３勝，町田特別，フリージア賞，百日
草特別２着，陣馬特別３着

３代母 レイスウィングズ Lacewings（91 USA栗 ＊フォーティナイナー）不出走
ヴェイルドウィングズVeiledWings（97 牝 Priolo）FR・USA２勝

アールマルシャル Art Martial（04� Monsun）FR８勝，P. Right Royal‐L
ブリーズオセアンヌBrise Oceanne（05牝 Kendor）FR１勝
サウザンドオークス Thousand Oaks（15 牝 Penny's Picnic）FR・USA
８勝，P. Ceres‐L ２着

ルーマスク Loup Masque（99� Loup Solitaire）FR・USA３勝，P. Montenic
a‐L，P. OmniumⅡ‐L ２着，P. des Sablonnets‐L ２着

４代母 ＊リフカ（85 USA栗 Lyphard）FR・USA３勝，P. des Lilas‐L，アスタル
テ賞‐G2 ２着，プシュケ賞‐G3 ４着，P. Finlande‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲宮内牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1567
生 産 牧 場： ㈲宮内牧場
飼 養 者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776

1095 ジュデッカ２０２１ 牡・栗 ５／１０
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアジュデッカ
＊ Loup Solitaire

��
��
�レディオブヴェニス鹿 2014 Lacewings

9f
サンデーサイレンスM3×S4 Roberto S4×M5 Hail to Reason S5×M5
Lyphard M5×M5
価格： 購買者：



母 シーダーローズ（06栗 ＊タイキシャトル）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（23）〕
ワインカラー（12牡栗 ＊ロージズインメイ）�３勝�４勝
ウインラングロワ（13牡栗 マツリダゴッホ）�５勝
クーロゼ（14牝鹿 マツリダゴッホ）�２勝�１勝�７勝
アイヅリュウコ（16牡栗 グランプリボス）１勝
アイドルヲサガセ（17牝鹿 ヴァンセンヌ）入着２回，��出走�１勝�

２代母 ルシールシーダー（90栗 ＊クリスタルグリツターズ）５勝，奥多摩Ｓ，御嶽特
別，越後特別，穂高特別２着，都大路Ｓ３着，etc.
ホシスコープ（97� ＊オジジアン）５勝，鏑矢特別，淀屋橋Ｓ２着，初風特別２着，

栃尾特別２着，疾風特別２着
サミーオブライト（99� ＊テンビー）�１勝
サミーミラクル（00牡 ＊アフリート）６勝，マーチＳ‐Jpn3 ２着，ガーネットＳ

‐Jpn3 ３着，マーガレットＳ‐L ３着，アクアラインＳ，ドンカスターＣ，etc.
サミーカラー（02牝 ＊オペラハウス）不出走

コスモヘイガー（08牡 ＊グラスワンダー）２勝，福寿草特別
サミーテンボシ（03牡 アドマイヤベガ）	７勝�３勝�２勝
ケリーメイ（05牝 ＊アグネスデジタル）出走

キャリアベスト（14牡 ＊グラスワンダー）２勝，湯川特別２着，高山特別２着，
栄特別２着

ハルダル（07牝 ゴールドアリュール）不出走
ブランオラージュ（14� ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，��１勝
�，

園田ＦＣスプリント２着
マイネルインペリオ（10牡 スマートカイザー）
�８勝�４勝

３代母 パワーシーダー（81栗 ＊ノーザリー）５勝，中京記念‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2
３着，ＣＢＣ賞‐Jpn3 ３着，北山特別，はなのき賞，etc.
ヴァイスシーダー（88牡 ＊メンデス）３勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，バイオレ

ットＳ‐OP
シーダーアラジ（99牝 ＊アラジ）出走

スターボード（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，銀嶺Ｓ，etc.，
�
２勝�入着５回��，東京スプリント‐Jpn3 ３着，船橋記念３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲増本牧場＝新ひだか町静内浦和 �090-9512-5262
生 産 牧 場： ㈲増本牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1096 シーダーローズ２０２１ 牡・栗 ４／ ４
＊

＊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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンシーダーローズ ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�ルシールシーダー栗 2006 パワーシーダー

＊ロゼツタ 13a
Halo S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ジンダバイン（12黒鹿 ＊コマンズ）１勝，��１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊アークティックシルク（01 GB栗 Selkirk）GB入着２回
アンタークティクデザートAntarctic Desert（07� Green Desert）GB・QAT１勝
ゴールデンナンバー（09牝 ダイワメジャー）５勝，京都牝馬Ｓ‐G3 ２着，パラダイ

スＳ‐OP ２着，ユートピアＳ，パールＳ，木津川特別，etc.
アンタークティカ（11牝 ＊コマンズ）入着，�２勝
ロードスター（13牡 アドマイヤムーン）３勝，湯浜特別２着，西部スポニチ賞３着，

三木特別３着
シルクドレス（14牝 ディープスカイ）入着

ミヤギザオウ（19牡 ＊パイロ）���３勝，羽田盃
ウォルフズハウル（16牡 ハーツクライ）�２勝，燧ヶ岳特別，三陸特別２着，阿寒

湖特別３着，飯盛山特別３着，汐留特別３着
ポーラーサマー（17牡 キズナ）１勝，ルスツ特別２着，��１勝
アイスムーン（18牝 アドマイヤムーン）��３勝

３代母 ケイプヴァーディ Cape Verdi（95 IRE 鹿 Caerleon）GB３勝，英１０００ギニ
ー‐G1，ローザーＳ‐G2，ファルマスＳ‐G2 ３着，Chesham S‐L ２着
ナブッコNabucco（09� Dansili）GB・FR５勝，Godolphin S‐L，James Sey

mour S‐L，Goodwood Festival S‐L ３着，etc.，GB障害３勝

４代母 アフリクブルーアジュールAfrique Bleu Azur（87 USA黒鹿 Sagace）FR２勝
［子］ ラフリカンブルー L'Africain Bleu（93牡 Saint Cyrien）FR・USA６勝，

G.P. de Lyon‐L，P. de l'Avre‐L，P. de Reux‐L ２着，
種牡馬

［孫］ ダームクレールDame Claire（07 牝 Danehill Dancer）AUS６勝，M
orn R. M. Ansett Classic‐L，VRC Andrew Ramsden S‐L，ＳＡ
ＪＣアデレイドＣ‐G2 ３着，etc.

［曾孫］ イクスチェインジズ Exchanges（07 牝 Domesday）AUS２勝，TRC S
trutt S‐L ２着，TTC Tasmanian Oaks‐L ２着，SAJC Oakla
nds Plate‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱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

1097 ジンダバイン２０２１ 牡・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 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�コマンズ Cotehele Houseジンダバイン
＊ Selkirk

��
��
�アークティックシルク黒鹿 2012 Cape Verdi

8f
Halo S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 シルヴィルージュ（08芦 アドマイヤコジーン）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
シルヴィバック（14牝芦 ダノンシャンティ）�１勝
トストス（16牡鹿 エイシンフラッシュ）�１勝
ラストルージュ（18牝鹿 マツリダゴッホ）��１勝�１勝�
サンエイゴロー（20牡栗 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 フレンチアイドル（03栗 ＊フレンチデピュティ）出走
オージーアイドル（12牝 ＊スニッツェル）２勝

３代母 スティンガー（96鹿 ＊サンデーサイレンス）７勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，京
王杯スプリングＣ‐G2，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，京都牝馬特別‐Jpn3，etc.，優２牝

＊スコルピオンキッス（04牝 ＊フレンチデピュティ）１勝，�５勝
インテンスライト（16牡 エイシンフラッシュ）�４勝，幕張Ｓ，立志Ｓ２着，

秋風Ｓ３着，etc.
サトノギャラント（09� ＊シンボリクリスエス）７勝，谷川岳Ｓ‐L，キャピタルＳ‐L，

谷川岳Ｓ‐L ２着，etc.，障害１勝
キングズオブザサン（11� ＊チチカステナンゴ）２勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ３着，

京成杯‐G3 ２着，葉牡丹賞，etc.，障害１勝

４代母 ＊レガシーオブストレングス（82 USA栗 Affirmed）USA１勝
［子］ サイレントハピネス（92牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ‐Jpn2，

サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.
アーバニティ（04牡 マンハッタンカフェ）５勝，オーシャンＳ‐G3，高松
宮記念‐G1 ３着，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，etc.，�４勝�入着

［孫］ レッドファルクス（11牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）10勝，スプリン
ターズＳ‐G1（２回），京王杯スプリングＣ‐G2，ＣＢＣ賞‐G3，etc.，
優短距，種牡馬

サイレントメロディ（07牡 ＊シンボリクリスエス）７勝，マーチＳ‐G3，
東海Ｓ‐G2 ３着，etc.，��入着，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ２着

フォーエバーマーク（08牝 ＊ファルブラヴ）６勝，キーンランドＣ‐G3，
アイビスサマーダッシュ‐G3 ２着，福島民友Ｃ‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 長谷部牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2450
生 産 牧 場： 長谷部牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

1098 シルヴィルージュ２０２１ �・栗 ５／ ５
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

Cozzene

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤコジーン アドマイヤマカディシルヴィルージュ ＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチアイドル芦 2008 スティンガー

＊レガシーオブストレングス 9c
Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サマーコード（07鹿 スターリングローズ）２勝，なずな賞（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６）〕
ハングリーベン（14牡鹿 ＊ベーカバド）４勝，室町Ｓ‐OP（Ｄ1200）３着，花のみち

Ｓ（Ｄ1200），なでしこ賞（Ｄ1400），２０１７フェアウェルＳ（Ｄ1200）２着，ヤマ
ボウシ賞（Ｄ1400）２着，恵那特別（Ｄ1200）３着，�入着��，兵庫ジュニア
ＧＰ‐Jpn2 ２着

ゲームチェンジャー（15牡栗 ロジユニヴァース）１勝
テイエムオードリー（19牝青鹿 シルバーステート）�１勝
モズライフセーバー（20牡青鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 スーパーラヴァー（02黒鹿 Silver Deputy）入着
ムーンアミュレット（08牝 ＊ムーンバラッド）�２勝
タキノイチバンボシ（09牡 レギュラーメンバー）��１勝�入着４回
ヒワノスーパー（11牡 ＊ルールオブロー）�２勝�５勝��，イノセントＣ３着
ヒワノランニング（12牡 ＊ファスリエフ）�２勝��４勝
ダイヤインザラフ（14牝 スマートファルコン）１勝
ケイツーキナ（17牝 ロジユニヴァース）３勝，三陸特別
リトルカレン（19牝 カレンブラックヒル）��出走�１勝

３代母 ＊サウスオードリー（96 USA青鹿 Gulch）FR・USA１勝

４代母 マダムノースMadamNorth（88 CAN鹿 Halo）不出走
［孫］ リヴァークロッシング River Crossing（08� Caesour）SAF７勝，Ｊ＆

ＢステイヤーズＨ‐G2，ロンズデイルスティラップＣ‐G3，チェアマ
ンズＣ‐G3 ２着

［曾孫］ コールミーワイルド Call MeWild（03� Caller I. D.）USA７勝，D
anzig S‐R

５代母 レイズザスタンダードRaise the Standard（78 CAN鹿 Hoist the Flag）不出走
［孫］ クードジェニー Coup de Genie（91 牝 Mr. Prospector）GB・FR・USA

４勝，モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，カブール賞‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 樋渡 志尚＝新冠町明和 �0146-49-5158
生 産 牧 場： 樋渡 志尚
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1099 サマーコード２０２１ �・鹿 ４／２２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲
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�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�スターリングローズ ＊コマーズサマーコード Silver Deputy

��
��
�スーパーラヴァー鹿 2007 ＊サウスオードリー

2d
Mr. Prospector M4×M5×M5 Deputy Minister M4×S5

価格： 購買者：



母 スタコラサッサ（14黒鹿 ヴィクトワールピサ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
プレストエンジェル（19牝鹿 ロゴタイプ）���入着２回
アオイマコト（20牡鹿 ＊マインドユアビスケッツ）�地方未出走

２代母 ＊ラスリングカプス（93 USA黒鹿 Woodman）３勝
ウインドヴェイン（00牝 ＊エリシオ）４勝，羊ヶ丘特別，キーンランドＣ２着，大倉

山特別２着，小樽特別３着
リーフィーウッド（02牝 ＊ホワイトマズル）１勝

クライスマイル（11牡 スクリーンヒーロー）４勝，レパードＳ‐G3 ２着，白嶺
Ｓ，青梅特別，アレキサンドライトＳ２着，赤富士Ｓ２着，etc.

クレスコワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）２勝，佐渡金銀山特別２着，古町特別３着
アストンマーチャン（04牝 アドマイヤコジーン）５勝，スプリンターズＳ‐G1，フ

ィリーズレビュー‐Jpn2，ファンタジーＳ‐Jpn3，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，阪神
ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着

フィールドドリーム（07牡 ＊ファルブラヴ）３勝
ジャジャマーチャン（08牝 アドマイヤコジーン）不出走

トゥラヴェスーラ（15牡 ドリームジャーニー）�４勝，淀短距離Ｓ‐L，京王杯
スプリングＣ‐G2 ２着，阪急杯‐G3 ２着，葵Ｓ（重賞）‐L ２着，高松宮
記念‐G1 ４着（２回），etc.

トオヤリトセイト（16牡 ドリームジャーニー）�３勝，アーリントンＣ‐G3 ３
着，斑鳩Ｓ２着，御池特別２着，六波羅特別２着，瀬戸内海特別２着，etc.

オコレマルーナ（09牡 ディープインパクト）４勝，市川Ｓ２着，湘南Ｓ２着，紅葉
Ｓ２着，ＴＶ山梨杯２着，ベゴニア賞２着，etc.

シープシャンクス（10牝 ディープインパクト）出走
ネオストーリー（17牡 ＊ハービンジャー）�２勝，稲城特別，春日山特別３着

３代母 ＊フィールディ（83 IRE 鹿 Northfields）FR・USA19 勝，ボーゲイＨ‐G3，レ
イディカンタベリーＨ‐G3，スワニーリヴァーＨ‐G3（２回），Joe Namath H
‐L，River Downs BC H‐L，etc.
フィールドオアシス（03牡 タヤスツヨシ）４勝，ユニコーンＳ‐Jpn3 ３着，昇竜Ｓ

‐OP ２着，鎌倉Ｓ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲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： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1100 スタコラサッサ２０２１ �・鹿 ３／２８

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲
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�
�
�
�
�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

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スタコラサッサ
＊ Woodman

��
��
�ラスリングカプス黒鹿 2014 ＊フィールディ

2n
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 セイユウスマイル（10鹿 ＊ルールオブロー）２勝，噴火湾特別（Ｄ1000）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（14）〕
キズナビーム（17牡黒鹿 キズナ）��１勝�７勝
スマイルミュ（18牝黒鹿 ＊マクフィ）���２勝�１勝�１勝，留守杯日高賞
（Ｄ1600），ジュニアＧＰ（芝 1600）３着

フィールマイラヴ（19牝鹿 ワンアンドオンリー）��２勝
キョウエイジョイ（20牝芦 レッドファルクス）�未出走

２代母 ブリッジヘッド（00鹿 ＊パークリージエント）�５勝
アイファーマーチス（07牡 ＊マリエンバード）入着，�３勝
ディフェンスライン（08牡 ウインラディウス）�２勝�入着
トップアイリスト（11牝 スターリングローズ）�２勝�２勝�１勝�入着４回	
ナニワノキンニクン（12牡 オレハマッテルゼ）�１勝�入着


３代母 マロニエジェンヌ（93黒鹿 ホリスキー）出走

４代母 スイートシヤモニー（85鹿 ＊ダンサーズイメージ）入着
［子］ マロニエチェリー（91牝 ＊リフアーズスペシヤル）１勝，呉竹賞２着
［孫］ ヨシノコンドル（02牡 ＊パークリージエント）�５勝��１勝，全日本２

歳優駿‐Jpn1 ４着，春霞賞，サンライズＣ３着

５代母 スイートチエリー（70芦 ＊パーソロン）５勝，エルムＳ，ユートピアＳ，六社特別
［子］ ピュアーシンボリ（76牡 スピードシンボリ）９勝，ステイヤーズＳ（２回），

ダイヤモンドＳ，日経賞２着，etc.
［孫］ ダンツシリウス（95牝 タマモクロス）３勝，チューリップ賞‐Jpn3，シン

ザン記念‐Jpn3，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ３着，etc.
ジャムシード（89牡 シンボリルドルフ）３勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3 ２着，etc.，
FR４勝，P. Michel Houyvet‐L，リュテース賞‐G3 ２着

マイネルトレドール（90牡 タマモクロス）４勝，信夫山特別，金北山特別，etc.，
障害５勝，東京障害特別（春）

イースタンシンボリ（85牡 ＊モガミ）１勝，豊栄特別３着，羽黒山特別３
着，村上特別３着

［曾孫］ テイエムアラシ（99牡 ＊アラジ）１勝，�12 勝�２勝，道営記念

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： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

1101 セイユウスマイル２０２１ 牡・鹿 ４／２２

＊

＊ 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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�ルールオブロー Crystal Crossingセイユウスマイル ＊パークリージエント

��
��
�ブリッジヘッド鹿 2010 マロニエジェンヌ

＊スヰート 1s
Mr. Prospector M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 カワカミマゴコロ（11青鹿 ＊パイロ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
エムケードリーム（18牝青鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��３勝
シャンハイマゴコロ（20牝青鹿 ＊シャンハイボビー）�地方未出走

２代母 リバーサウンド（03黒鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
カワカミタキオン（09牝 アグネスタキオン）不出走

スマイルサルファー（18� ＊プリサイスエンド）��４勝�１勝�入着��，兵
庫ダービー，西日本ダービー，はがくれ大賞典２着，兵庫若駒賞２着

メイショウバッハ（13牡 メイショウボーラー）４勝，２０１７ＷＡＳＪ第３戦，	７勝
イクゼファイターズ（18牡 トゥザワールド）�
５勝�１勝�入着
ミルトクリーガー（19牡 メイショウボーラー）�１勝

３代母 ＊チームカラーズ（88 USA鹿 Mr. Prospector）不出走
ヘルワHelwa（95牝 Silver Hawk）不出走

ストロングシュート Strong Suit（08 牡 Rahy）GB・FR・IRE・USA５勝，英チ
ャレンジＳ‐G2，レノックスＳ‐G2，コヴェントリーＳ‐G2，etc.，種牡馬

デサルDesaru（96牡 Chief's Crown）GB１勝，ロイヤルロッジＳ‐G2 ３着
シルヴァーカラーズ Silver Colours（97 牝 Silver Hawk）GB１勝，Montrose Fil

lies S‐L
シルヴァーピヴォタル Silver Pivotal（04 牝 Pivotal）GB３勝，Michael See

ly Memorial Fillies' S‐L，ウィンターダービー‐G3 ２着
シルヴァーギャラクシー Silver Galaxy（11牡 Galileo）UAE４勝，ジェ
ベルアリマイル‐G3，Jebel Ali S‐L ３着，種牡馬

アリストクラト Aristocrat（06� Galileo）IRE・AUS５勝，Eyrefield S‐L
３着，AUS障害１勝

ゴッドオブチャンス（98牡 Cozzene）５勝，京王杯スプリングＣ‐G2，スワンＳ
‐Jpn2 ３着（２回），京都金杯‐Jpn3 ２着，etc.

ボストンカラーズ（04牡 ＊ボストンハーバー）１勝，福島中央ＴＶ杯２着，�２勝

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-9517-4750

1102 カワカミマゴコロ２０２１ �・鹿 ２／１１

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲
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� ヘネシー
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�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊ Pulpit

�
�
�
�
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��

�パイロ Wild Visionカワカミマゴコロ ＊ブライアンズタイム

��
��
�リバーサウンド青鹿 2011 ＊チームカラーズ

6a
Mr. Prospector M4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 クライフターン（13青 バンブーエール）�２勝��２勝�４勝�
初仔

２代母 ルージュバンブー（06青鹿 ＊マリエンバード）２勝，チューリップ賞‐Jpn3
３着，桜花賞‐Jpn1 ５着，西海賞２着
モズステラ（14牡 ＊キングズベスト）�１勝
ゴチソウサン（17牡 ロードカナロア）�１勝�１勝�入着２回
マキアージュ（19牝 ビッグアーサー）	１勝

３代母 トロピカルナイト（00青鹿 ＊サンデーサイレンス）入着２回
キングブレイク（09牡 キングカメハメハ）３勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，香取特別，白川

特別２着，etc.
ワードイズボンド（11牡 ＊グラスワンダー）４勝，朱雀Ｓ，清水Ｓ３着，修学院Ｓ３着

４代母 ＊ウインドフレスカ（93 USA青 Kris S.）入着
［子］ スムースバリトン（02牡 スペシャルウィーク）２勝，東スポ杯２歳Ｓ

‐Jpn3，いちょうＳ‐L ２着，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.
［孫］ ボクノタイヨウ（05牡 ＊アグネスデジタル）５勝，ファンタスティックＪ

ＳＴ，鷹取特別，総武Ｓ２着，etc.
［曾孫］ グローリアスレゴン（17牝 スパロービート）	��２勝�１勝，リリーＣ

２着，フローラルＣ３着

５代母 ドーナットホールDonut Hole（73 USA黒鹿 Donut King）USA３勝，D
ixie Miss S２着，Debutante S３着
［子］ ドーナッツプライドDonut's Pride（82 牝 Nodouble）USA７勝，フォ

ールズシティＨ‐G3，Cornucopia S‐L ２着，Mint Julep S２
着，etc.

カーネルズアルファ Colonel's Alpha（79牝 Colonel Power）USA５勝，
Fantasia S‐R，Southern Belle S‐R，Sunshine Miss S
‐R ２着

［孫］ ラストヴァイス Last Vice（96 牝 Vice Regent）USA４勝，Nandi S
‐R，Ontario Lassie S‐R，ShadyWell S‐R，etc.

販売申込者・所有者： ㈲バンブー牧場＝浦河町野深 �0146-27-4211
生 産 牧 場： ㈲バンブー牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1103 クライフターン２０２１ 牡・黒鹿 ２／１９

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lucky Sophカリフォルニアクローム ラヴザチェイス Not For Love

��
��
�Love the ChaseUSA 栗 2011 Chase It Down

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�バンブーエール ＊レインボーウッドクライフターン ＊マリエンバード

��
��
�ルージュバンブー青 2013 トロピカルナイト

＊ウインドフレスカ 9f
Mr. Prospector S4×M4×S5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 クリールソレイユ（09栗 ＊フレンチデピュティ）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（14）〕
アスタークライ（14牡栗 ハーツクライ）入着３回，��11 勝，新春盃（Ｄ1800），

新春盃（Ｄ1800）２着
フジノカナリア（15牝栗 ゴールドアリュール）��２勝
スマイルヴィーナス（17牝黒鹿 ダノンシャンティ）�１勝
レーヌサージュ（19牝鹿 ネオユニヴァース）��入着２回�入着
ミシェラドラータ（20牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝

２代母 エアラグドール（96栗 Storm Cat）不出走
エアジンクス（01牝 スペシャルウィーク）出走

ベアフルート（09牝 サクラバクシンオー）１勝
クレイジーアクセル（15牝 ＊ロージズインメイ）��５勝�１勝�１勝�，
クイーン賞‐Jpn3，関東オークス‐Jpn2 ３着，東京湾Ｃ，ロジータ記
念２着，戸塚記念３着，etc.，ＮＡＲ優古牝

アサクササンジャ（02牡 ＊エルコンドルパサー）１勝，�１勝�３勝��入着
ビーチパトロール（05牡 ＊フレンチデピュティ）２勝
ラムタムタガー（06牡 ダンスインザダーク）２勝，五泉特別３着，�１勝��
エクストラセック（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，柏崎特別，白鳥大橋特別２着，三

国特別２着
マキャヴィティ（11牡 デュランダル）５勝，ジャニュアリーＳ‐OP，ダリア賞‐OP，

越後Ｓ，etc.，�入着���，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ２着，全日本２歳優
駿‐Jpn1 ４着

３代母 ＊ステラマドリッド（87 USA鹿 Alydar）USA６勝，エイコーンＳ‐G1，フリゼ
ットＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，Bridgework S，etc.
リファインメントRefinement（94 牝 Seattle Slew）USA出走

＊ライラックスアンドレース（08牝 Flower Alley）USA３勝，アシュランドＳ
‐G1，California Oaks‐L，Corte Madera S‐L ２着
ラッキーライラック（15牝 オルフェーヴル）７勝，大阪杯‐G1，エリザベ
ス女王杯‐G1（２回），阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1，etc.，HKG入
着，優２牝

販売申込者・所有者： ㈲丸村村下ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4259
生 産 牧 場： ㈲丸村村下ファーム
飼 養 者： ㈲丸村村下ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4259

1104 クリールソレイユ２０２１ �・黒鹿 ２／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandクリールソレイユ Storm Cat

��
��
�エアラグドール栗 2009 ＊ステラマドリッド

6a
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 スカイウォリアー（11鹿 テレグノシス）�２勝��１勝�２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
マルヒロワールド（19牡鹿 トゥザワールド）��１勝

２代母 カネショウダイヤ（93鹿 ＊ダイヤモンドショール）��４勝
チトセダイヤ（00牡 サクラチトセオー）�１勝�１勝��１勝	２勝�入着２回
ダイヤモンドカラー（01牡 ＊タイキブリザード）�２勝��１勝

マルカアムール（02牝 ＊テンビー）�３勝��２勝
セラフ（03牝 ＊ホワイトマズル）入着，��１勝

スイートメモリーズ（13牝 ブラックタイド）１勝
メルシーモンサン（05牡 アドマイヤベガ）障害２勝，中山グランドジャンプ‐JG1
ダイヤモンドハウス（08� ＊オペラハウス）�２勝
ムーンラビット（09牝 ＊ムーンバラッド）�３勝��３勝
ヘレンドビジュー（10牝 ゴールドヘイロー）�４勝��２勝

３代母 ウィスパーモア（86鹿 マルゼンスキー）出走
カネショウシャネル（95牝 ＊フェアジャッジメント）��２勝

カネショウハヤブサ（02牡 ＊パークリージエント）��１勝，鎌倉記念３着
マンボプリンス（11牡 スズカマンボ）入着２回，４勝，不来方賞３着

メルシータカオー（99� サクラユタカオー）１勝，障害３勝，中山大障害‐JG1，中
山グランドジャンプ‐JG1 ２着，東京ハイジャンプ‐JG2 ３着

デスバラード（03牡 トウカイテイオー）３勝，成田特別２着，鎌ケ谷特別３着

４代母 メルシーブルー（76鹿 ＊ダイアトム）入着
［子］ アドバンスモア（85牡 サクラシンゲキ）４勝，京王杯スプリングＣ‐Jpn2 ３

着，カブトヤマ記念‐Jpn3 ２着，京王杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，etc.
［孫］ ヴィッセル（95牝 ＊ナグルスキー）	３勝，ＲＫＣ杯２着

ホゲットゲニー（92牝 ＊フェアジャッジメント）３勝��入着３回，ひ
まわり賞３着

５代母 マミーブルー（70鹿 ＊ネヴアービート）５勝，京成杯３歳Ｓ，福島３歳Ｓ‐OP
［子］ メルシーアトラ（87牡 ＊サウスアトランテイツク）５勝，日経新春杯

‐Jpn2，京都新聞杯‐Jpn2 ３着，菊花賞‐Jpn1 ４着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石ファーム＝新ひだか町三石美野和 �080-5599-8691
生 産 牧 場： ㈲三石ファーム
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

1105 スカイウォリアー２０２１ 牡・栗 ４／１０

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�テレグノシス メイクアウイッシュスカイウォリアー ＊ダイヤモンドショール

��
��
�カネショウダイヤ鹿 2011 ウィスパーモア

＊リーガルローブ 1e
Secretariat S5×M5 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 スカラムーシュ（07栗 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（６）〕
チョリータ（14牝黒鹿 メイショウボーラー）��４勝
キタサンタイドー（15牡黒鹿 ブラックタイド）３勝，福島中央ＴＶ杯（Ｄ1700），大雪

Ｈ（Ｄ1700）２着，天満橋Ｓ（Ｄ1400）３着，奥羽Ｓ（Ｄ1700）３着，小倉城特別
（Ｄ1700）３着，２０１９ＷＡＳＪ第３戦（Ｄ1700）３着，大雪Ｈ（Ｄ1700）３着，���出走

ドリームオーソ（18牝栗 フリオーソ）��２勝��
アイアンレディ（19牝栗 エスポワールシチー）���入着２回

２代母 ＊プリンセスリーマ（84 USA栗 Affirmed）不出走
ペイミ－バック Pay Me Back（90牡 Master Willie）ITY20 勝，伊セントレジャー

‐G3，Coppa d'Oro di Milano‐L（２回），P. Principe Amedeo‐L，エ
リントン賞‐G2 ２着，エリントン賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬

＊メイショウドトウ（96牡 Bigstone）10勝，宝塚記念‐G1，日経賞‐Jpn2，オールカ
マー‐Jpn2，金鯱賞‐Jpn2，中京記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

＊ペイミーキャッシュ（97牝 Hamas）ITY１勝
ディビデンド（05牡 アグネスタキオン）１勝，揖斐川特別，筑後川特別２着，

蔵王特別３着，�１勝
ブルーリーマ Blue Reema（00牝 Bluebird）IRE１勝，Park Express S‐L ２着
プリンセスルシータ（02牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，納屋橋Ｓ，火の山特別，伊

万里特別，元町Ｓ３着，仲秋特別３着
トロフィーディール（03牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，東京競馬場グランドＯＰ記

念‐L ２着，琵琶湖特別，恋路ケ浜特別，箱根特別２着，ジューンＳ３着，etc.，
障害２勝

ロンズデーライト（08牡 ジャングルポケット）１勝

３代母 ファ－ストフリング First Fling（77 USA栗 Nijinsky）USA１勝
アファームドアフェアAffirmed Affair（83 牝 Affirmed）USA１勝

フレジーズ Fregy's（92 牡 Combsway）USA・ARG・CHI・PER10 勝，カル
ロスペジェグリーニ賞‐G1，ペルーＪＣ賞‐G1，ペルー共和国大統領賞
‐G2，etc.，種牡馬

ザイデコアフェア Zydeco Affair（00� Islefaxyou）USA８勝，El Joven S
‐L，Manila S‐L，Hopemont S‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲パカパカファーム＝新冠町新和 �01456-5-6333
生 産 牧 場： ㈲パカパカファーム
飼 養 者： ㈲パカパカファーム（厚賀分場）＝日高町字賀張 �01456-5-6333

1106 スカラムーシュ２０２１ 牡・栗 １／１２
＊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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファススカラムーシュ
＊ Affirmed

��
��
�プリンセスリーマ栗 2007 First Fling

4p
Northern Dancer S5×M5 Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



母 スクリーンデビュー（11黒鹿 スクリーンヒーロー）�８勝��入着８回
〔産駒馬名登録数：１〕
メイジョウサンダー（20牝黒鹿 ＊モンテロッソ）�地方未出走

２代母 ツクバノーブル（92鹿 ＊アサティス）６勝，パールＳ，茨城新聞杯２着，初凪
賞２着，サフラン賞２着
ツクバファースト（99牡 ウイニングチケット）１勝，��４勝
ツクバシャルマン（00牝 ＊ジェネラス）��１勝�３勝�２勝��
ツクバコンサート（01牝 ＊ウォーニング）２勝
サチノスカイライン（04牡 ＊ティンバーカントリー）入着，	９勝
サチノプレンティ（07牡 ザッツザプレンティ）	６勝��11 勝
マイネルメダリスト（08牡 ステイゴールド）６勝，目黒記念‐G2，サンシャインＳ，

グッドラックＨ，早苗賞，但馬Ｓ２着，etc.
ブリッサ（09牝 ＊ブラックホーク）入着２回，��１勝�
アナタナラドウスル（10牝 アドマイヤドン）�１勝
ディーエスノーブル（12
 ＊ロージズインメイ）��３勝�３勝�入着３回
コウザンティアラ（13牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝

３代母 ハンキダイヤ（76黒鹿 ＊ヴエンチア）２勝，郡山特別
タマモハツピー（83牝 ＊モーニングフローリツク）５勝，北九州記念‐Jpn3 ２着，

博多特別，瀬戸内海特別，etc.
タマモイナズマ（94牡 タマモクロス）６勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，万葉Ｓ

‐OP，天竜川特別，etc.
タマモヒビキ（96牡 ＊コマンダーインチーフ）７勝，小倉大賞典‐Jpn3，大阪城

Ｓ‐OP，尾張Ｓ，etc.
タマモモノノフ（87牡 ＊キヤタオラ）５勝，グリーンＳ，層雲峡特別，ストークＳ２

着，etc.，障害５勝

４代母 ホンマルクイン（66鹿 ＊ソロナウエー）１勝
［子］ ヤマノシラギク（79牝 ＊オーバーサーブ）７勝，京都大賞典‐Jpn2，京都

大賞典，小倉大賞典‐Jpn3，etc.
［孫］ ノースシャトル（84
 ＊マラケート）２勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，東ス

ポ杯‐OP ３着，佐倉特別，障害２勝

販売申込者・所有者： ㈲船越牧場＝日高町富川西 �01456-2-0931
生 産 牧 場： ㈲船越牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

1107 スクリーンデビュー２０２１ 牡・芦 ４／ ７
＊

＊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

＊グラスワンダー

�
�
�
�
�

��
��

�スクリーンヒーロー ランニングヒロインスクリーンデビュー ＊アサティス

��
��
�ツクバノーブル黒鹿 2011 ハンキダイヤ

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 スティルウォーター（13黒鹿 キングカメハメハ）３勝，鳴滝特別（芝 2400），高雄
特別（芝 2400）３着，�２勝
初仔

２代母 ソリッドプラチナム（03黒鹿 ステイゴールド）３勝，マーメイドＳ‐Jpn3，
マーメイドＳ‐G3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３着，白百合Ｓ‐OP ２着，オリオ
ンＳ２着，etc.
レジーナ（10牝 ジャングルポケット）１勝
ウスベニノキミ（15牝 エイシンフラッシュ）１勝，西海賞２着，日田特別２着，四

国新聞杯３着

３代母 リザーブシート（95鹿 ＊クリエイター）入着７回
アスクレピアス（02牝 ＊ヘクタープロテクター）入着

セラミックガール（10牝 ダイワメジャー）�１勝�１勝��，ジュニアＧＰ
タイソウ（18牡 モーリス）�３勝，プリンシパルＳ‐L ３着，白鷺特別，メ
ルボルンＴ

ヘイジームーン（11牝 アドマイヤムーン）４勝，スイートピーＳ‐LR ３着，葉
山特別，カーネーションＣ，etc.

エクセレントミスズ（13牡 ナカヤマフェスタ）３勝，兵庫特別，積丹特別，メ
ルボルンＴ２着，etc.

ハーマジェスティ（05牝 ＊ラムタラ）３勝，蔵王特別，西部スポニチ賞３着，天竜川
特別３着，etc.
ボードウォーク（15牝 オルフェーヴル）３勝，津軽海峡特別，釜山Ｓ２着，夏

至Ｓ３着
スマートリバティー（08牡 ステイゴールド）４勝，小牧特別，積丹特別，ムーンラ

イトＨ２着，etc.，障害２勝
アロンザモナ（14牝 ＊ストリートセンス）２勝，紅梅Ｓ‐OP

４代母 ＊インヴァイト（86 IRE 鹿 Be My Guest）GB２勝
［子］ ウインクリューガー（00牡 ＊タイキシャトル）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，

アーリントンＣ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，障害１勝，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433
生 産 牧 場： ㈲橋本牧場
飼 養 者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433

1108 スティルウォーター２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ４

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファススティルウォーター ステイゴールド

��
��
�ソリッドプラチナム黒鹿 2013 リザーブシート

＊インヴァイト 2f
Mr. Prospector M4×S5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ストーミーウェザー（02 USA黒鹿 Storm Cat）USA出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－４（11）〕
ドリームアーサー（08牡黒鹿 Eddington）�６勝
トーセンブリザード（09牡青鹿 ハーツクライ）�１勝
テイエムライオネス（10牝青鹿 フジキセキ）１勝
タケノローマン（11牝黒鹿 キングカメハメハ）���１勝・２勝

アナゴサン（18牡 ミッキーアイル）�２勝，白百合Ｓ‐L ２着，高湯温泉特別，
恋路ケ浜特別２着，名古屋日刊スポーツ杯２着，宇佐特別３着

トラストマヴィア（13牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
フォリオール（16�栗 オルフェーヴル）１勝，��入着３回	１勝
ビギドリ（20牝鹿 サトノダイヤモンド）�未出走

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
＊クロスウォーターⅡ（05牝 Storm Cat）USA１勝

フミノメモリー（10牡 Lemon Drop Kid）４勝，五条坂特別
ウォーターエデン（16牝 ＊ハービンジャー）４勝，下関Ｓ，ＨＴＢ杯２着，函館

日刊スポーツ杯２着，潮騒特別３着，仲春特別３着
ジャスパーイーグル（17牡 オルフェーヴル）�３勝，伊万里特別

デヴィルインディスガイズDevil in Disguise（09� Smarty Jones）USA・CAN
８勝，Chris Loseth H，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
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： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1109 ストーミーウェザー２０２１ �・黒鹿 ３／２６

＊

＊
＊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

＊

ストームキャット Storm Bird

�
�
�
�
�

��
��

�Storm Cat Terlinguaストーミーウェザー ベイハーバー ＊フォーティナイナー

��
��
�Bay Harbor黒鹿USA 2002 Harbor Springs

6a
Storm Cat M2×S4 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 スプリングスワン（09鹿 サクラローレル）�23 勝�，春望賞（Ｄ1400）３着
初仔

２代母 スプリングドキッチ（99鹿 ＊キンググローリアス）��入着２回��
スプリングシャラ（04牝 イシノサンデー）�４勝�１勝
スプリングナイル（06牡 ＊スターオブコジーン）�２勝	

スプリングヴォイス（07牡 ＊グラスワンダー）�２勝�１勝	
入着３回

３代母 タニイチパワー（81黒鹿 ＊ネヴアービート）１勝
イチノアミューズ（85牡 ＊コインドシルバー）５勝，宇多野特別，筑後川特別，睦月

賞２着，etc.
ワイルドエミュー（86牝 ＊ブレイヴエストローマン）２勝

シルクビート（01牡 ＊スピニングワールド）	
４勝，ハイセイコー記念，ニュ
ーイヤーＣ３着

サンヨウアロー（88牝 ミスターシービー）３勝
ウイングアロー（95牡 ＊アサティス）５勝，フェブラリーＳ‐Jpn1，ジャパンＣ

ダート‐Jpn1，etc.，�２勝�３勝	
１勝�入着３回，ブリーダーズＧ
Ｃ‐Jpn2（２回），etc.，優ダート（2回），ＤＧ優秀，種牡馬

ムゲン（96牝 ＊アジュディケーティング）入着４回
ロケットシュート（03牡 サクラローレル）２勝，指宿特別，聖護院特別３着
ロングプライド（04牡 サクラローレル）５勝，ユニコーンＳ‐Jpn3，トパー
ズＳ‐L，etc.，	
�入着２回，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，etc.

メイショウスミトモ（11牡 ゴールドアリュール）７勝，シリウスＳ‐G3，
ラジオ日本賞‐OP，etc.，�１勝	
�，名古屋ＧＰ‐Jpn2

ラストアロー（04牝 ＊アサティス）５勝，大沼Ｓ‐OP ３着，東大路Ｓ，福島放
送賞３着
サトノプライム（14牡 ＊ストリートセンス）５勝，上賀茂Ｓ，赤穂特別，etc.，
�	
２勝，金盃３着

ランクアップ（91牝 ＊ミルジヨージ）１勝
ハートランドロバリ（02牡 ＊ジェイドロバリー）�７勝，菊水賞２着，園田ダー

ビー３着
ユーセイトップラン（93牡 ＊ミルジヨージ）８勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，ダイヤモン

ドＳ‐Jpn3（２回），阪神大賞典‐Jpn2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 福田 米造＝鹿児島県いちき串木野市 �090-3463-2806
生 産 牧 場： 福田 米造
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1110 スプリングスワン２０２１ 牡・鹿 ４／１０
＊ 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

Rainbow Quest

�
�
�
�
�

��
��

�サクラローレル ＊ローラローラスプリングスワン ＊キンググローリアス

��
��
�スプリングドキッチ鹿 2009 タニイチパワー

＊マーシユメドウ 11f
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 スーパールミナル（12栗 ゼンノロブロイ）１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ドリーム（19牝黒鹿 サトノアラジン）�入着
ウルフヴェローチェ（20牡黒鹿 ＊バゴ）��出走

２代母 ＊ファストアズライト（99 USA鹿 ＊ヘネシー）５勝，壬生特別，鷹ケ峰特別，
耶馬渓特別，九重特別，別府特別２着，etc.

＊ラヴアズギフト（07牝 Tiznow）出走
ファストアズエバー（16牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，ルミエールオータ

ムダッシュ‐L ３着，飛翼特別，飛翔特別，邁進特別２着，閃光特別２着，etc.
グランマリアージュ（17牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，西部スポニチ

賞２着，大府特別３着，さわらび賞３着
アナザースカイAnother Sky（09牝 Songandaprayer）USA１勝
ファストアズソング（11牡 Curlin）入着，��３勝�
ルーチェミラコロ（14牡 ＊キンシャサノキセキ）��１勝
ライトストーリー（15牡 エイシンフラッシュ）�３勝，背振山賞
ラストライト（16� ＊ダンカーク）�１勝��

３代母 タフアズネイルズTough as Nails（84 USA鹿 Majestic Light）不出走
キャトレイル Catrail（90 牡 Storm Cat）GB・FR・USA６勝，英チャレンジＳ

‐G2，ダイアデムＳ‐G3，Hackwood S‐L，etc.，種牡馬
スワンリヴァー Swan River（98 牝 ＊ヘネシー）不出走

トラッケンジャム Trac N Jam（08牝 El Corredor）USA３勝，Indiana Do
wns Distaff S‐L

４代母 ハードライナーHardliner（74 USA黒鹿 Buckpasser）不出走
［子］ ジョンズゴールド John's Gold（79 牡 Bold Bidder）USA６勝，ロング

フェローＨ‐G2，フォートマーシーＨ‐G3，ペンシルヴァニアガヴァ
ナーズＣ‐G3，etc.，種牡馬

［孫］ ライフアトザトップ Life At the Top（86牝 Habitat）GB・USA４勝，
カンデラブラＳ‐G3，Sweet Solera S‐L，サンチャリオットＳ
‐G2 ２着

販売申込者・所有者： 福岡 駿弥＝新ひだか町静内田原 �0146-42-0074
生 産 牧 場： 福岡 駿弥
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

1111 スーパールミナル２０２１ 牡・栗 ４／ ８

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルスーパールミナル
＊

＊ヘネシー

��
��
�ファストアズライト栗 2012 Tough as Nails

2d
Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 スマッシュ（10黒鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７），地方－１（４）〕
モルフェオルフェ（15牝鹿 オルフェーヴル）４勝，立志Ｓ（芝 1600），��出走
スマッシュパワー（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��４勝
スマッシャー（18牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�３勝，ユニコーンＳ‐G3，

端午Ｓ‐OP（Ｄ1400）３着，��出走，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ４着
ダンツアクア（19牝栗 モーリス）�出走
スマッシュキング（20牡栗 エピファネイア）�未出走

２代母 ロフティーエイム（02鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ‐Jpn3，函
館記念‐Jpn3 ２着，檜原湖特別，野島崎特別２着，両国特別２着，etc.
ビーウィッチド（12牝 ＊ハービンジャー）１勝
エイムアンドエンド（15牡 エイシンフラッシュ）�３勝，共同通信杯‐G3 ３着，Ｔ

Ｖ山梨杯，幕張Ｓ２着，障害１勝
テキーラ（16牡 ＊ノヴェリスト）�２勝
ロフティーピーク（17牝 ＊ヘニーヒューズ）�２勝，知床特別２着
エイムトゥルー（18牡 エイシンフラッシュ）�１勝

３代母 ＊ウィッチフルシンキング（94 USA鹿 Lord Avie）USA12 勝，パカラップＳ
‐G2，イーゴンマイルＳ‐G3，ジャストアゲイムＨ‐G3，ニジャナＳ‐G3，Fir
st Lady S‐L，etc.
マンティスハント（01牝 Deputy Minister）入着３回

ゴーハンティング（08� フジキセキ）４勝，飯豊特別，葉山特別，石狩特別，etc.
クロスボウ（10牡 ゴールドアリュール）４勝，初茜賞，錦秋Ｓ２着，障害１勝
サングレーザー（14牡 ディープインパクト）７勝，札幌記念‐G2，マイラーズ

Ｃ‐G2，スワンＳ‐G2，etc.，種牡馬
バイマイサイド（15牡 ステイゴールド）３勝，鳴滝特別，グレイトフルＳ２着，

金山特別３着
メーデイア（08牝 キングヘイロー）４勝，��５勝�１勝，ＪＢＣＬクラシック

‐Jpn1，Ｌプレリュード‐Jpn2，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3（２回），etc.
ウィッチクラフト（16� ゴールドアリュール）�２勝，天満橋Ｓ３着，��１勝�入着

販売申込者・所有者： ㈲宮内牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1567
生 産 牧 場： ㈲宮内牧場
飼 養 者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776

1112 スマッシュ２０２１ 牡・鹿 ３／２９
＊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キズナ
＊ Storm Cat

��
��
�キャットクイル青鹿 2010 Pacific Princess

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファススマッシュ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロフティーエイム黒鹿 2010 ＊ウィッチフルシンキング

2b
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 クレヨンルージュ（03黒鹿 フジキセキ）３勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（７）〕
モラルタ（12牡鹿 ＊スニッツェル）��１勝�２勝
オーブルージュ（14牝鹿 ルーラーシップ）�１勝�
ラインアストリア（15牝鹿 ＊ワークフォース）１勝
キービジュアル（16牡鹿 ＊ワークフォース）��３勝
ショウナンアレス（18牡鹿 リオンディーズ）�３勝，岡崎特別（芝 1400）
クレヨンピロチャン（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走
ペリヴァロン（20牝鹿 ビッグアーサー）���出走

２代母 ＊マハーブ（95 USA黒鹿 Nureyev）GB・FR１勝
マレーシアMalaysia（01 牝 Quiet American）USA２勝，My Charmer S２着

バルマー Balmat（11 牡 Kitten's Joy）FR２勝，P. Ridgway‐L ３着
ドックスフォリーDox Folly（14	 Paddy O'Prado）�USA12 勝，Hoosie

r Breeders Sophomore S‐R ３着
ダイワモナーク（04牡 サクラバクシンオー）１勝，
３勝
マハーバリプラム（05牝 フジキセキ）６勝，室町Ｓ‐OP，ＢＳＮ賞‐OP，千葉Ｓ

‐OP ３着，岩室温泉特別，円山特別，etc.
デイトユアドリーム（06牝 ＊トワイニング）４勝，苗場特別，プラタナス賞，仲冬Ｓ

２着，ブラッドストーンＳ２着，立夏Ｓ２着，etc.
ユアマイラブ（13牡 ＊キンシャサノキセキ）４勝，��出走�８勝��入着，船

橋記念３着
タイセイドレフォン（19牡 ＊ドレフォン）�３勝，鳳雛Ｓ‐L ２着，弥富特別

マハーバーラタ（08牝 ディープインパクト）１勝
ヒンドゥタイムズ（16牡 ＊ハービンジャー）�５勝，大阪城Ｓ‐L，チャレンジＣ

‐G3 ３着，京成杯‐G3 ３着，下鴨Ｓ，フォーチュンＣ，etc.

３代母 パーソナルビジネス Personal Business（86 USA鹿 Private Account）US
A５勝，ジョンＡモリスＨ‐G1，ラフィアンＨ‐G1 ２着，Mom's Command S
‐LR ２着，アフェクショニトリーＨ‐G3 ３着
インコンフェレンス In Conference（92牝 Dayjur）USA４勝，ヒューマナディス

タフＨ‐G3，オナラブルミスＳ‐G3 ３着

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

1113 クレヨンルージュ２０２１ �・栗 ３／２７

＊

＊ 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

�
�
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�
�
� 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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサークレヨンルージュ
＊ Nureyev

��
��
�マハーブ黒鹿 2003 Personal Business

2s
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 セルプランタン（16芦 ロードカナロア）出走
初仔

２代母 マドモアゼルドパリ（01芦 ＊サンデーサイレンス）６勝，飛鳥Ｓ，外房特別，
早春賞，尾張特別２着
マキシマムドパリ（12牝 キングカメハメハ）６勝，マーメイドＳ‐G3，愛知杯‐G3，

秋華賞‐G1 ３着，フローラＳ‐G2 ３着，愛知杯‐G3 ３着，etc.
サトノエトワール（13牡 キングカメハメハ）３勝，箱根特別，サンシャインＳ２着，

兵庫特別２着，烏丸Ｓ３着，湾岸Ｓ３着
エトワールドパリ（15牝 ＊クロフネ）１勝
タイセイアーサー（18牡 キングカメハメハ）入着，���２勝

３代母 ＊アドマイス（92 FR芦 Highest Honor）FR・USA５勝，オークトリーターフ
Ｃｈ．Ｓ‐G1，Honey Fox H‐L，Matching H‐L，P. Edellic‐L，ダリ
アＨ‐G2 ３着，etc.
ブラックカフェ（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，カシオペアＳ‐L ２着，卯月Ｓ，

野島崎特別，etc.
アップルティー（02牝 ＊サンデーサイレンス）入着５回

キンショーユキヒメ（13牝 メイショウサムソン）６勝，福島牝馬Ｓ‐G3，ムー
ンライトＨ，シンガポールＴＣ賞，etc.

ランリーナ（15牝 エイシンフラッシュ）１勝，デイジー賞３着
ハイエストホワイト（05牝 アグネスタキオン）１勝

アオイクレアトール（17牡 キングカメハメハ）�４勝，キャピタルＳ‐L ３着，
紅葉Ｓ，セントポーリア賞２着，etc.

ハシッテホシーノ（06牝 アグネスタキオン）３勝，フローラＳ‐Jpn2 ３着，三面川
特別，信夫山特別２着
キャプテンドレイク（17牡 ロードカナロア）�３勝，淀屋橋Ｓ，周防灘特別，

�３勝
カピオラニパレス（08牡 アグネスタキオン）２勝，六波羅特別２着（２回），三年坂

特別２着，ＴＶ山梨杯３着，etc.

４代母 アドミラシヨン Admiration（78 FR鹿 Kashmir）FR４勝，P. Rieussec
‐L，P. Rieussec

販売申込者・所有者： 藤本ファーム＝日高町美原 �090-8908-2903
生 産 牧 場： 藤本ファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

1114 セルプランタン２０２１ 牡・鹿 ２／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムセルプランタン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マドモアゼルドパリ芦 2016 ＊アドマイス

5e
サンデーサイレンス S3×M3 Storm Cat S3×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 セーヌパリジャンヌ（08栗 ゴールドアリュール）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（６）〕
タニノホウザン（14牡栗 タイムパラドックス）��６勝
ニシノジャガーズ（15�鹿 リーチザクラウン）２勝
サイシュウテイリ（17牝鹿 ＊ベーカバド）���入着５回
セーヌウォーリア（20牝栗 ＊ベストウォーリア）�地方未出走

２代母 ビーバップ（87栗 アンバーシヤダイ）５勝，関屋記念‐Jpn3 ２着（２回），ク
イーンＳ‐Jpn3 ２着，パラダイスＳ‐OP，ニューイヤーＳ‐OP ２着，谷川岳Ｓ
‐OP ３着，etc.
アフタービート（94牝 ＊クリエイター）２勝，咲花特別２着，ビッグベン賞３着，富

里特別３着
バプティスタ（95牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，秋

華賞‐Jpn1 ５着，フローラＳ‐OP，いちょうＳ‐OP ３着，袖ケ浦特別，etc.
イースター（03牡 ＊エルコンドルパサー）４勝，ディセンバーＳ‐L，京王杯２歳

Ｓ‐Jpn2 ２着，ポートアイランドＳ‐L ２着，東京新聞杯‐G3 ３着，カ
シオペアＳ‐L ３着，etc.

デウスウルト（08� キングカメハメハ）４勝，中日新聞杯‐G3 ２着，チャレン
ジＣ‐G3 ２着，中山金杯‐G3 ３着，大原Ｓ，近江特別，etc.

バティスティーニ（13牡 キングカメハメハ）�７勝，ホープフルＳ‐G2 ３着，
コーラルＳ‐L ２着，コーラルＳ‐L ３着，ポラリスＳ‐OP，ギャラクシー
Ｓ‐OP，etc.

ヒートザビート（96牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝
ジュピターズジャズ（99牝 ＊サンデーサイレンス）出走

スズジュピター（05牡 タニノギムレット）４勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，
谷川岳Ｓ‐L ２着，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ５着，ダリア賞‐OP，
早春Ｓ，etc.，�１勝�

ジャズアップ（00牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，浦安特別，ジャニュアリーＳ２着，
ブラッドストーンＳ３着，岩室特別３着，�入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn3 ２着

アドマイヤスワット（05牡 ＊クロフネ）５勝，オアシスＳ‐L ２着，ブラジルＣ‐OP
３着，上賀茂Ｓ，梅田Ｓ，噴火湾特別

３代母 ビバールクイン（77鹿 ＊レイズアボーイ）出走

販売申込者・所有者： 前川 隆範＝新冠町東川 �0146-47-6099
生 産 牧 場： 前川 隆範
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

1115 セーヌパリジャンヌ２０２１ �・栗 ４／２２

＊

＊ 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 ＊ニキーヤセーヌパリジャンヌ アンバーシヤダイ

��
��
�ビーバップ栗 2008 ビバールクイン

＊ネヴアーキヤツチ 4c
Mr. Prospector S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ソットヴォーチェ（13鹿 ヴィクトワールピサ）�10 勝
本馬の他に産駒あり

２代母 トレアンサンブル（95鹿 ＊トニービン）出走
マルカラスカル（02牡 ＊グラスワンダー）３勝，加古川特別，障害７勝，中山グラン

ドジャンプ‐JG1，中山大障害‐JG1，中山大障害‐JG1 ３着，優障害
ミステリーチューン（03牝 スペシャルウィーク）�２勝�２勝�入着 13回，ル・プ

ランタン賞３着
トリビュートソング（05牡 ＊グラスワンダー）４勝，サンシャインＳ，南武特別，浦

佐特別，山吹賞２着，etc.，障害１勝，新潟ジャンプＳ‐JG3 ２着
ソウルフルヴォイス（07牝 キングカメハメハ）４勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ３着，エーデ

ルワイスＳ，ミモザ賞，スピカＳ２着，グレイトフルＳ２着，etc.
アンコールピース（09牝 ネオユニヴァース）１勝

シャドウセッション（16� ストロングリターン）２勝，恋路ケ浜特別２着，初
凪賞２着，�地方未出走

サトノエメラルド（15牡 キングカメハメハ）２勝，障害２勝，阪神ジャンプＳ‐JG3 ３着

３代母 ダイナアクトレス（83鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，京王杯スプリングＣ
‐Jpn2，スプリンターズＳ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優古牝（2回）
ステージチャンプ（90牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，日経賞‐Jpn2，ステイヤーズＳ

‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.
プライムステージ（92牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，札幌３

歳Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
アブソリュート（04� タニノギムレット）７勝，富士Ｓ‐G3，東京新聞杯‐G3，

マイルＣｈＳ‐G1 ５着，etc.
ランニングヒロイン（93牝 ＊サンデーサイレンス）出走

スクリーンヒーロー（04牡 ＊グラスワンダー）５勝，ジャパンＣ‐G1，ＡＲ共和
国杯‐Jpn2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，etc.，優古牡，種牡馬

ベストロケーション（05牝 ＊クロフネ）５勝，京都牝馬Ｓ‐G3 ２着，キーンランド
Ｃ‐G3 ３着，ラピスラズリＳ‐OP ２着，etc.
ベストアクター（14� ディープインパクト）６勝，阪急杯‐G3，雲雀Ｓ，神奈

川新聞杯，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ＭＫアセット＝東京都港区 �03-5786-7566
生 産 牧 場： ㈲びらとり牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

1116 ソットヴォーチェ２０２１ 牡・鹿 ４／１１
＊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

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ソットヴォーチェ ＊トニービン

��
��
�トレアンサンブル鹿 2013 ダイナアクトレス

＊マジツクゴデイス 1s
サンデーサイレンス S3×M4 Machiavellian S3×M4 トニービンM3×S4
Halo S4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 トウカイセレッソ（09青鹿 キングカメハメハ）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
ギンザモヒート（15牝黒鹿 ナカヤマフェスタ）�２勝��
フォルトゥーレ（16�芦 キャプテントゥーレ）���４勝�４勝
サンマルセレッソ（18牝鹿 ＊ヘニーハウンド）�１勝

２代母 トウカイティアラ（96黒鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，カーネーションＣ‐OP
２着，忘れな草賞‐OP ２着，飛鳥Ｓ，初夢賞，クリスマスキャロルＨ２着，etc.
トウカイフラッグ（02牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，九十九島特別２着
トウカイアワード（04牝 ＊コマンダーインチーフ）２勝，国東特別，夕月特別３着
トウカイポプリ（05牝 ＊タイキシャトル）２勝

トウカイパシオン（15牝 ＊ヨハネスブルグ）３勝，浦安特別３着
トウカイセレブ（06牝 キングカメハメハ）２勝

トウカイシュテルン（14牝 ＊ストリートセンス）２勝，春待月賞３着
トウカイレジーナ（07牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝，��２勝
トウカイベルタ（08牝 ＊ワイルドラッシュ）不出走

ハルクンノテソーロ（14牡 ＊ファスリエフ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，青竜
Ｓ‐OP ２着，鎌倉Ｓ２着（２回），銀蹄Ｓ２着，麦秋Ｓ３着，etc.，障害１勝

トウカイバイタル（10牡 キングカメハメハ）１勝，青島特別２着

３代母 トウカイナチユラル（82鹿 ＊ナイスダンサー）不出走
トウカイテイオー（88牡 シンボリルドルフ）９勝，ジャパンＣ‐G1，日本ダービー

‐Jpn1，有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，産經大阪杯‐Jpn2，etc.，年代表，
優３牡，優父内，特別賞，種牡馬

トウカイテネシー（94牝 シンボリルドルフ）２勝，陸奥湾特別，高山特別２着，臥
牛山特別２着
トウカイメガミ（03牝 ＊サンデーサイレンス）入着
ロバートソンキー（17牡 ルーラーシップ）�３勝，神戸新聞杯‐G2 ３着，
長久手特別，御堂筋Ｓ３着

トウカイオーザ（97牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，大阪―ハ
ンブルクＣ‐L，小倉記念‐Jpn3 ２着，etc.

トウカイエリート（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，日経新春杯‐G2 ２着，ステ
イヤーズＳ‐Jpn2 ３着，アンドロメダＳ‐L ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲びらとり牧場＝平取町荷負 �090-2070-2948
生 産 牧 場： ㈲びらとり牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1117 トウカイセレッソ２０２１ �・黒鹿 ４／ ４
＊ 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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファストウカイセレッソ ＊サンデーサイレンス

��
��
�トウカイティアラ青鹿 2009 トウカイナチユラル

＊星友 19b
Mr. Prospector S4×M4 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ダイシサンサン（13鹿 ＊アジュディケーティング）��入着７回
〔産駒馬名登録数：１〕
シュッシュ（19牡鹿 トゥザグローリー）���出走

２代母 アクティブサンサン（95鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
リスティアエナー（01牝 ＊アジュディケーティング）３勝

ドラマクイーン（12牝 ＊パイロ）�６勝�１勝�入着�，のじぎく賞３着
チャンスメイク（11牡 ＊パイロ）２勝

３代母 ポトマツクチエリー（81鹿 ＊ノーザンテースト）入着５回
ポトマックピット（87� ＊ピツトカーン）２勝，くすのき賞，しゃくなげＳ２着
レアシングチェリー（88牝 ＊ミシシツピアン）１勝

マーブルチーフ（00牡 ＊チーフベアハート）３勝，京都新聞杯‐Jpn2，ＡＲ共和
国杯‐Jpn2 ２着，日経新春杯‐Jpn2 ２着（２回），etc.

キャリイアウト（89牝 ＊ノーアテンシヨン）４勝，津軽海峡特別，ローズマリー賞，
中津川特別２着，etc.
サクセスストレイン（98牝 ＊ティッカネン）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，フェアリ

ーＳ‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，etc.
ゴールドストレイン（05� ゴールドアリュール）１勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3
３着

バリアントウイナー（90牡 ニホンピロウイナー）３勝，クリスタルＣ‐Jpn3 ２着，
ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ３着，アメジストＳ‐OP

ウインドスイープ（97牝 ニホンピロウイナー）１勝，さざんか賞３着
ネイティヴハート（98牡 ＊スターオブコジーン）４勝，オーシャンＳ‐Jpn3，オーシャ

ンＳ‐L，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ３着，etc.，	３勝���，ＮＡＲ優短距，種牡馬

４代母 ＊サンサン（69 USA黒鹿 Bald Eagle）FR・USA５勝，凱旋門賞，ヴェルメイ
ユ賞，P. de Psyche，ノネット賞２着，P. de la Calonne２着，etc.
［子］ ウインザーノツト（80牡 ＊パーソロン）７勝，函館記念‐Jpn3（２回），天

皇賞（秋）‐Jpn1 ２着，天皇賞（秋）‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬
スプライトパッサー（87牝 メイワパツサー）５勝，関屋記念‐Jpn3，報知
４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.

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： ㈲マリオステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

1118 ダイシサンサン２０２１ 牡・鹿 ４／１０
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

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�アジュディケーティング Resolverダイシサンサン ＊ブライアンズタイム

��
��
�アクティブサンサン鹿 2013 ポトマツクチエリー

＊サンサン 7c
Nureyev S4×S5 Northern Dancer M4×S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ダイワフェズブルー（07鹿 ネオユニヴァース）１勝，��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（８）〕
ヨコスカダンディー（16牡栗 ジャングルポケット）�出走，障害入着２回
シオジレア（17牡鹿 ＊ベーカバド）��８勝
マロンブリンク（19牝栗 ストロングリターン）��出走

２代母 ノンストップレディ（90鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，木曽川特別２着，アカ
シヤＳ２着
ラブフォーエバー（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，堀川特別，ゴールデンサドル

Ｔ２着，東山特別２着，あさがお賞２着，名鉄杯３着，etc.
ロールオブザダイス（05牡 ＊トワイニング）６勝，平安Ｓ‐G3，etc.，����

入着５回���，東京大賞典‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，
佐賀記念‐Jpn3 ２着，マーキュリーＣ‐Jpn3 ３着，etc.

ノンストップラブ（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，大森浜特別２着
ブレーヴドライバー（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，障害１勝
ノンスタンダード（00牡 ＊ラムタラ）３勝，生田特別２着
フレンチマリー（06牝 ＊フレンチデピュティ）�１勝��３勝�入着，オパールＣ２着
マルカロゼッタ（11牡 ゴールドアリュール）１勝，�１勝���	

３代母 ＊マガロ（80 USA黒鹿 Caro）USA４勝
クーラウィン Coolawin（86牝 Nodouble）USA９勝，オーキッドＨ‐G2，Ｑエリ

ザベス二世チャレンジＣ‐G2，ビウィッチＳ‐G3，etc.
シスタークリス Sister Chrys（87 牝 Fit to Fight）USA２勝

シルヴァーラプソディ Silver Rhapsody（95牝 Silver Hawk）GB・FR・GER
２勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，ヨークシャーオークス‐G1 ３着，英
ジョッキークラブＳ‐G2 ２着，etc.

タヤスツヨシ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー‐Jpn1，Ｒたんぱ杯
３歳Ｓ‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

マジカルサンデー（97牝 ＊サンデーサイレンス）出走
キューバンサンデイ Cuban Sunday（07
 Benicio）AUS５勝，MRCHeat

herlie H‐L，MRCGalilee Series Final‐L ３着
タイチマスター Taichi Master（08
 Testa Rossa）SIN・MAL７勝，Mal

aysia Coronation Cup‐L，Supreme Challenge Trophy‐L

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

1119 ダイワフェズブルー２０２１ �・栗 ４／ ３

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスダイワフェズブルー ＊ノーザンテースト

��
��
�ノンストップレディ鹿 2007 ＊マガロ

1r
Caro M4×S5

価格： 購買者：



母 デンコウブルー（06黒鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（31）〕
シゲルリュウザ（10牡鹿 アドマイヤコジーン）�４勝��３勝
ロアーズオブザシー（11牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�１勝�１勝�
ウインヴォルケーノ（13牡黒鹿 ＊ロージズインメイ）���１勝・16勝，仙酔峡賞
（Ｄ1750）２着，錦江湾賞（Ｄ1800）２着，すみれ賞（Ｄ1800）３着

カシノジェーン（14牝青鹿 ＊ブラックホーク）�２勝
エリーバラード（16牝黒鹿 ＊アルデバランⅡ）��２勝��
ベルボールドナイン（20牡鹿 ＊マクフィ）�未出走

２代母 プロミストーク（98黒鹿 ＊ジェイドロバリー）不出走
セイウンニムカウ（02牡 ＊カーネギー）２勝，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，アーリン

トンＣ‐Jpn3 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，朝日杯フューチュリティＳ
‐Jpn1 ５着，コスモス賞‐OP ３着，etc.

ナムラシャンティ（03牡 サクラバクシンオー）�１勝

３代母 マークプロミス（92栗 トウシヨウボーイ）２勝，桃花賞，うぐいす賞２着
マークターミー（97牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，オーロラ特別，洞海湾Ｓ３着，

	
１勝
エターナルシャイン（99牝 ＊ノーザンテースト）出走

シュウボンバー（05牡 スペシャルウィーク）２勝，高田城特別
ワイキキブリーズ（07牝 ＊フレンチデピュティ）２勝

ニシノレバンテ（19牡 イスラボニータ）�２勝，福島２歳Ｓ‐OP ２着，黒松賞
リヴァプール（02牝 ダンスインザダーク）５勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３着，グリ

ーンＳ，金峰山特別，etc.
アースザスリー（10牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，石打特別，秩父特別３着，

野島崎特別３着，etc.
リュウグウヒメ（16牝 ルーラーシップ）１勝，織姫賞３着，��出走

ツルマルヤマト（07牡 ダンスインザダーク）入着６回，�３勝��入着２回，北上
川大賞典２着

販売申込者・所有者： 本田 土寿＝熊本県熊本市 �090-8769-3133
生 産 牧 場： 本田 土寿
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1120 デンコウブルー２０２１ 牡・鹿 ３／３０

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスデンコウブルー ＊ジェイドロバリー

��
��
�プロミストーク黒鹿 2006 マークプロミス

＊ヘザーランズ 1l
Mr. Prospector M4×M4×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 チリペッパー（11鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（８）〕
リュウジン（16牡黒鹿 ＊モンテロッソ）��５勝�２勝��１勝�

２代母 ＊チリースタート（98 IRE 鹿 Caerleon）不出走
ジョワイユ（14牝 ＊パイロ）２勝

３代母 スノーブライド Snow Bride（86 USA栗 Blushing Groom）GB・FR５勝，
英オークス‐G1，ミュージドラＳ‐G3，プリンセスロイヤルＳ‐G3，Danepak
Bacon S‐L，ヴェルメイユ賞‐G1 ４着

＊ラムタラ（92牡 Nijinsky）GB・FR４勝，英ダービー‐G1，凱旋門賞‐G1，Ｋジョ
ージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，etc.，種牡馬

カムターラ Kammtarra（93 牡 Zilzal）GB・USA・UAE４勝，Sheikh Maktoum
Al Maktoum Challenge R3‐L，Sheikh Maktoum Al Maktoum Challenge R
1‐L，種牡馬

ハルターラ Haltarra（94 牡 Zilzal）GB・UAE４勝，Newmarket S‐L ２着
サイターラ Saytarra（96 牝 Seeking the Gold）GB・FR２勝，オマール賞‐G3
カイスQais（00 牡 Seeking the Gold）USA・UAE４勝，ゴドルフィンマイル‐G2

２着，Burj Nahaar‐L ３着，Coronado's Quest S‐R ３着，種牡馬
アビシェーカ Abhisheka（03牝 Sadler's Wells）GB・UAE３勝，Balanchine S

‐L ２着
イソップスフェイブルズ Aesop's Fables（09 牡 Distorted Humor）GB・FR

・UAE２勝，ジャンプラ賞‐G1，ギヨームドルナーノ賞‐G2 ２着，P.
Roland de Chambure‐L ２着，etc.

コンコルディアConcordia（06 牝 Pivotal）FR１勝
ポーラライゼイション Polarisation（12� Echo of Light）GB・AUS６勝，

ＡＴＣシドニーＣ‐G1

４代母 アワーシフ Awaasif（79 CAN鹿 Snow Knight）GB・FR・ITY・USA４勝，
ヨークシャーオークス‐G1，伊ジョッキークラブ大賞‐G1，凱旋門賞‐G1 ３着

販売申込者・所有者： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885
生 産 牧 場： 前川 義則
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

1121 チリペッパー２０２１ �・青鹿 ３／２６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジチリペッパー
＊ Caerleon

��
��
�チリースタート鹿 2011 Snow Bride

22b
サンデーサイレンスM3×S4 Nijinsky M4×S5

価格： 購買者：



母 ツインダイヤ（06栗 ゴールドアリュール）障害１勝，�３勝��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
コンジキノボス（15牡栗 ＊アメリカンボス）���４勝
ニュールック（16牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�６勝�入着３回�，飛燕

賞（Ｄ1400），カペラ賞（Ｄ1800），ロータスクラウン賞（Ｄ2000）３着
ビービーレガロ（17�鹿 シビルウォー）�１勝
ビービーグラーテス（20牡栗 ラブリーデイ）�未出走

２代母 ハリスンマリー（90鹿 ダイナガリバー）１勝
シロキタフラワー（97牝 ダイタクヘリオス）�１勝�
シュイベモア（98牡 ミホノブルボン）��８勝�２勝，報知オールスターＣ２着，

種牡馬
エフェクト（02牡 ＊チーフベアハート）	10 勝
入着
ウェイオブグローリ（03牡 ＊ウェイオブライト）��１勝	�

マケマケ（10牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝��５勝�３勝
バッターカネムラ（13牡 ミスキャスト）�１勝�６勝

３代母 レインボーホープ（84栗 ＊ホープフリーオン）３勝
テンザンカブト（98牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，白菊賞３着

４代母 イーデンブルース（74栗 ＊マツチウオン）１勝
［子］ レインボーアンバー（86牡 アンバーシヤダイ）３勝，弥生賞‐Jpn2，菊花

賞‐Jpn1 ２着，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，種牡馬
［孫］ トーホウエンペラー（96牡 ＊ブライアンズタイム）入着，	17 勝��１勝�１

勝�１勝�入着，東京大賞典‐Jpn1，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，名古
屋大賞典‐Jpn3，etc.，ＮＡＲ年代表（2回），ＮＡＲ優古馬（2回），種牡馬

レインボーリバティ（97� ＊リンドシェーバー）��６勝，ゴールドＣ
ストロングレオン（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，大島特別，三条特別
テイエムファイター（90牡 アンバーシヤダイ）３勝，松川浦特別，恵庭岳
特別２着，宗谷特別３着，etc.

リュウベンセル（91牡 アンバーシヤダイ）15 勝，鳥海大賞典２着
タイアップレディ（98牝 ベストタイアップ）�３勝�，金の鞍賞３着

販売申込者・所有者： ㈲ファーミングヤナキタ＝日高町緑町 �01456-2-6565
生 産 牧 場： ㈲ファーミングヤナキタ
飼 養 者： ＦＵＪＩＷＡＲＡ ＳＴＡＢＬＥ＝日高町平賀 �080-5595-6951

1122 ツインダイヤ２０２１ �・栗 ４／ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤツインダイヤ ダイナガリバー

��
��
�ハリスンマリー栗 2006 レインボーホープ

＊プロポンチス 4d
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 テンザンオトヒメ（03鹿 フジキセキ）１勝，�３勝�
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（８）〕
セローフォース（14牡鹿 ＊ワークフォース）１勝
シンモエ（16牝黒鹿 ＊ケープブランコ）�１勝�
タンバアンジェラ（17牝鹿 ＊アイルハヴアナザー）��１勝
メルジーナ（18牝鹿 エピファネイア）��６勝
サバンナモンキー（19牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝

２代母 ＊パパラッシオ（97 USA鹿 Nureyev）FR３勝
マイネルポポラーレ（02牡 Machiavellian）�１勝�15 勝�

３代母 ポピュレイションPopulation（86 IRE 黒鹿 General Assembly）IRE 入着３回
サラトガスプリングズ Saratoga Springs（95 牡 El Gran Senor）GB・FR・IRE・

USA・UAE５勝，レイシングポストトロフィ‐G1，ダンテＳ‐G2，ベレスフ
ォードＳ‐G3，etc.，種牡馬

サマークラッシュ Summer Crush（96牝 Summer Squall）USA出走
ブラックベリーボーイ Blackberry Boy（04牡 Desert Prince）IRE・SPA10 勝，

Lenebane S‐L ２着
アンチェックトUnchecked（98牝 Unbridled）USA出走

チェックユアソウル Check Your Soul（08 牡 Perfect Soul）USA・CAN４勝，
Wando S‐L，Plate Trial S‐R

サラトガヴィジョン Saratoga Vision（17牝 Court Vision）�USA・CAN２
勝，セリーニＳ‐G3 ２着，Catch A Glimpse S‐L ３着

ラシャンダンスRussian Dance（01牝 Nureyev）GB１勝
ダンスイーストDance East（07 牝 Shamardal）GB３勝
ダンスディーヴァDance Diva（15牝 Mayson）GB４勝，Eternal S
‐L，Empress S‐L，プリンセスマーガレットＳ‐G3 ２着，etc.

イシオマ Isioma（10牝 Shamardal）GER１勝，Dusseldorfer Stutenpreis
‐L ３着

エルラービEl Raabi（02 牝 Fusaichi Pegasus）USA１勝
アウスス Ausus（09 牝 Invasor）USA４勝，モデスティＨ‐G3，ビヴァリーデ

ィＳ‐G1 ３着，Marie G. Krantz Memorial H２着，etc.
ポピュリスト Populist（05 牝 Fusaichi Pegasus）USA５勝，St. George S

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

1123 テンザンオトヒメ２０２１ 牡・鹿 ４／ ６

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーテンザンオトヒメ
＊ Nureyev

��
��
�パパラッシオ鹿 2003 Population

21a
Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 テールバインダー（07鹿 ＊カコイーシーズ）�７勝��
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（13）〕
リュウワンゴーゴー（14牡黒鹿 スウィフトカレント）��１勝��入着６回
キングドンドルマ（15牡青鹿 ブラックタキシード）１勝，��３勝	入着２回
ピエールサンデー（16牝黒鹿 タニノギムレット）��１勝�入着２回
サンドジョーカー（17牡鹿 スマートファルコン）���２勝
６勝
パラティッシ（18牡鹿 タイムパラドックス）���入着３回
ルックアットユー（19牝鹿 アドマイヤムーン）��入着

２代母 ビーフレグラント（02鹿 ダイタクヘリオス）�１勝��
ピエールタイガー（08牡 ＊カコイーシーズ）�４勝��９勝�入着
，マイルＧＰ，マ

イルＧＰ２着，川崎マイラーズ２着，サンタアニタＴ２着，船橋記念３着，etc.
ハンドスター（09牝 ＊パラダイスクリーク）�１勝	１勝

カステヘルミ（16牝 ブラックタイド）２勝，ＳＴＶ杯２着
ピクトルテソーロ（18� ＊シンボリクリスエス）�２勝
スンヌンタイ（19牝 ストロングリターン）�１勝

３代母 コンサートダイナ（82栗 ＊ハンターコム）出走
コンサートボーイ（92牡 ＊カコイーシーズ）�３勝��８勝，帝王賞‐Jpn1，東京大

賞典‐Jpn1 ３着，かしわ記念‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬
ブルーダイナ（01牝 ＊カコイーシーズ）��２勝

タイムビヨンド（12牝 タイムパラドックス）入着，�９勝��１勝�入着２回，
クイーン賞‐Jpn3 ３着，道営記念，ノースクイーンＣ，etc.

ブルーウィザード（13牡 ＊トワイニング）��２勝�８勝��５勝	，園田ジュ
ニアＣ２着

４代母 ＊コンサーテイスト（71 GB栗 Supreme Sovereign）不出走

５代母 チャムボード Chambord（55 GB栗 Chamossaire）GB４勝，Newmarket O
aks，Royal Standard S，ヨークシャーオークス３着，パークヒルＳ２着
［子］ カロ Caro（67牡 ＊フオルテイノ）GB・FR６勝，仏２０００ギニー，イスパー

ン賞，ガネー賞，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲船越牧場＝日高町富川西 �01456-2-0931
生 産 牧 場： ㈲船越牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

1124 テールバインダー２０２１ 牡・鹿 ２／２６
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊ Alydar

�
�
�
�
�

��
��

�カコイーシーズ Careless Notionテールバインダー ダイタクヘリオス

��
��
�ビーフレグラント鹿 2007 コンサートダイナ

＊コンサーテイスト 3o
Raise a Native S4×M4 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 トリルビー（12鹿 デュランダル）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
ミツカネラブリー（19牡青鹿 ラブリーデイ）��出走

２代母 エイプリルドラマ（89鹿 サクラユタカオー）４勝，北洋特別，知床特別，松浜
特別，あざみ賞３着
ヒーロードラマ（96牡 ＊ノーザンテースト）１勝
ユメノドラマ（00牝 ジェニュイン）１勝
ロジック（03牡 アグネスタキオン）３勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，ＮＺトロフィー

‐Jpn2 ３着，アーリントンＣ‐Jpn3 ２着，シンザン記念‐Jpn3 ３着，日本
ダービー‐Jpn1 ５着，etc.

リーティラ（06牝 ＊クロフネ）１勝

３代母 フアインドラマ（74鹿 シンザン）４勝，愛知杯２着，ＨＴＢ賞，祇園特別
サンシードラマ（81牡 ＊サンシー）７勝，飛鳥特別，津軽海峡特別，樽前山特別，etc.
ハードドラマ（82牡 ＊ハーデイカヌート）２勝，エリカ賞
ヘルメスアンジエラ（83牝 ＊ヴアイスリーガル）５勝，忘れな草賞‐OP ２着，洛陽

特別２着，あずさ賞２着，etc.
シアトルドラゴン（90牡 ＊スルーザドラゴン）３勝，麒麟山特別，スカイブルー

Ｓ２着
ジャストアヒーロー（92牡 ＊アウザール）６勝，ブラジルＣ‐OP ２着，花園Ｓ，

北山Ｓ２着，etc.
フェミニンドラマ（84牝 ＊デイクタス）３勝，石清水特別２着，川西特別２着，比良

山特別３着，etc.
リアルドラマ（88牝 ＊リアルシヤダイ）出走

レイオブライト（96牝 ウイニングチケット）３勝
フェイズシフト（06牝 サクラバクシンオー）２勝，君子蘭賞２着
リュンヌ（07牝 ＊クロフネ）５勝，彦根Ｓ，福島中央ＴＶ杯，大濠特別，etc.
ラディアーレ（08牡 サクラバクシンオー）４勝，長篠Ｓ３着

４代母 スイートベリー（58黒鹿 トサミドリ）３勝，四歳抽籖馬特別‐OP，つくし賞
［孫］ ファインヘリオス（77牡 ヘリオス）３勝，中日新聞杯２着，菩提樹特別，

菜の花賞

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

1125 トリルビー２０２１ �・鹿 ４／１７

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセストリルビー サクラユタカオー

��
��
�エイプリルドラマ鹿 2012 フアインドラマ

＊スイートヘレン 2e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 スウィートピカンテ（12黒鹿 ＊パイロ）���１勝・３勝
初仔

２代母 マイルドスマイル（99栗 バブルガムフェロー）出走
デュークラウド（04牝 ＊コマンダーインチーフ）�５勝�
ダンツゼネラル（07牡 ジャングルポケット）��７勝
リンガスクリフ（08牡 ジャングルポケット）１勝
ラフィットオフ（10牝 キングヘイロー）�３勝�１勝�１勝�５勝
ヤンゴンYangon（11	 ＊バゴ）SIN１勝
ヒマラヤキンラン（13牝 ＊ベーカバド）入着，�２勝��
スコアリングマシン（14牡 ローエングリン）�１勝��

３代母 ＊ビバムール（92 IRE 黒鹿 Caerleon）２勝
ピースオブワールド（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，阪神ジュベナイルフィリー

ズ‐Jpn1，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝
モーニングコール（10牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，吾妻小富士賞３着，ＨＢ

Ｃ賞３着，かささぎ賞３着
ウォルフWolfe（15	 ＊ノヴェリスト）AUS６勝，ＭＲＣクーンジーＨ‐G3，A

TC Australia Day Cup‐L ２着，ATC January C‐L ２着，etc.
インコントラーレ（19牡 ＊マクフィ）
１勝，オキザリス賞２着

ピサノバーキン（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
トシギャングスター（07牡 ＊クロフネ）４勝，ファルコンＳ‐G3 ２着，薫風Ｓ，

ポインセチア賞，etc.
サトノデプロマット（10	 ＊ブライアンズタイム）４勝，船橋Ｓ，�３勝��入着

４代母 マフィティスMuffitys（82 IRE 鹿 Thatch）IRE３勝，Marble Hill S‐L
［子］ ＊ウェルシュマフィン（87牝 Caerleon）IRE・USA５勝，Phoenix 1000

Guineas Trial S‐L，Mint Julep H‐L ２着
［孫］ ＊タイキシャトル（94牡 Devil's Bag）10勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈ

Ｓ‐Jpn1（２回），etc.，FR１勝，ジャックルマロワ賞‐G1，優短距
（2回），年代表，優古牡，種牡馬

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

1126 スウィートピカンテ２０２１ �・栗 ２／１７

＊

＊ 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

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionスウィートピカンテ バブルガムフェロー

��
��
�マイルドスマイル黒鹿 2012 ＊ビバムール

4d
A.P. Indy S3×M4 Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 スギノフォルモーザ（97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－３（５），地方－７（24）〕
スギノバンディエラ（05牡黒鹿 タニノギムレット）�２勝
ミラクルシーカー（06牡栗 ＊フレンチデピュティ）入着，��３勝
ナンデヤネン（07牡青 ＊シンボリクリスエス）２勝，磐梯山特別（芝 2600）２着，千

葉日報杯（芝 1800）２着，新津特別（芝 2000）２着，石和特別（芝 1800）３着，館
山特別（芝 2000）３着，障害１勝

キングサイレンス（08�鹿 キングカメハメハ）��７勝�
レッドフォーチュン（10牝芦 ＊クロフネ）２勝
ナニスンネン（12牡栗 ＊クロフネ）１勝，�３勝��３勝�１勝�，兵庫ダービー
（Ｄ1870）３着

ナニシハルン（16牝栗 トーセンジョーダン）�２勝
ファッシネイター（18牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）���１勝�１勝
ミネヴィーノ（19牝栗 サンカルロ）���入着３回	１勝�入着２回

２代母 スカーレットローズ（87栗 ＊ノーザンテースト）２勝
クリムズンハウス（93牡 ＊キャロルハウス）５勝，館山特別，飯盛山特別，五頭連峰

特別２着，瀬波特別３着，八海山特別３着，etc.
スカーレットレディ（95牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ヴァーミリアン（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，フェブラリーＳ‐G1，ジャ
パンＣダート‐G1，etc.，��７勝�２勝�１勝，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1（３回），東京大賞典‐Jpn1，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1
（２回），名古屋ＧＰ‐Jpn2，ダイオライト記念‐Jpn2，彩の国浦和記念
‐Jpn2，etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

ハローサンライズ（98牝 ダンスインザダーク）２勝
ジュリアビコー（99牝 ＊ジェイドロバリー）１勝
ラバグルート（01牡 ダンスインザダーク）４勝，平尾台特別，豊前特別，日向特別

２着，響灘特別３着，早鞆特別３着，etc.
クリムゾンブーケ（06牝 ＊クロフネ）１勝

３代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走

販売申込者・所有者： ㈲三石ファーム＝新ひだか町三石美野和 �080-5599-8691
生 産 牧 場： ㈲三石ファーム
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

1127 スギノフォルモーザ２０２１ 牡・栗 ４／２６

＊

＊
＊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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellスギノフォルモーザ ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットローズ栗 1997 ＊スカーレツトインク

4d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 セシャト（13黒鹿 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
トラヴェラーズ（18牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�１勝

２代母 ＊アーキオロジー（02 USA鹿 Seeking the Gold）GB入着
アストロロジー（08牡 アグネスタキオン）２勝
アルキメデス（09牡 アドマイヤムーン）６勝，朝日ＣｈＣ‐G3，中山記念‐G2 ２着，

アーリントンＣ‐G3 ３着，プリンシパルＳ‐LR ３着，八坂Ｓ，etc.
ドラグーン（12� ＊パイロ）１勝，��１勝�３勝
プリヒストリー（15� ディープインパクト）１勝，�３勝��入着
クロニクル（19牡 ハーツクライ）�１勝

３代母 カレス Caress（91 USA黒鹿 Storm Cat）USA13 勝，アシーニアＨ‐G3，ボ
ーゲイＨ‐G3，ポーカーＳ‐G3，Just A Game H‐L，Just A Game S‐L，etc.
モンシルMonthir（99 牡 Gulch）USA１勝，ハッチソンＳ‐G2 ２着，ナシュアＳ

‐G3 ２着，ベイショアＳ‐G3 ３着，種牡馬
スカイメサ Sky Mesa（00牡 Pulpit）USA３勝，ホープフルＳ‐G1，ブリーダーズ

フュチュリティ‐G2，ハスケル招待Ｈ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ゴールデンヴェルヴェットGolden Velvet（03 牝 Seeking the Gold）FR・USA

・UAE４勝，セイビンＨ‐G3，シクスティセイルズＨ‐G3，オグデンフィップ
スＨ‐G1 ２着，etc.
イノヴェイティヴアイディア Innovative Idea（12牝 Bernardini）USA６勝，

グルーピドールＳ‐G3，Iowa Distaff S‐L，ローカストグローヴＳ
‐G3 ３着，etc.
マタレヤMatareya（19牝 Pioneerof the Nile）�USA５勝，エイコーン
Ｓ‐G1，エイトベルズＳ‐G2，ボーモントＳ‐G3，etc.

ルカラン Lucullan（14牡 ＊ハードスパン）USA・CAN６勝，ニッカボッカー
Ｓ‐G2，Lure S‐LR，ヒルプリンスＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

カレッシヴ Caressive（04 牝 A.P. Indy）USA１勝，ラカニャーダＳ‐G2 ３着
ヴェルヴェティVelvety（10 牝 Bernardini）GB１勝

マックスフィールドMaxfield（17 牡 ＊ストリートセンス）USA８勝，クラーク
Ｓ‐G1，ブリーダーズフュチュリティ‐G1，スティーヴンフォスターＳ
‐G2，etc.，種牡馬

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： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1128 セシャト２０２１ 牡・黒鹿 ５／３１
＊ 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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズセシャト
＊ Seeking the Gold

��
��
�アーキオロジー黒鹿 2013 Caress

1s
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M4×M5 Hail to Reason S5×S5
Northern Dancer S5×S5
価格： 購買者：



母 シンメトリック（13鹿 アドマイヤムーン）�１勝�４勝
〔産駒馬名登録数：１〕
エイワキャントレー（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）���出走

２代母 ＊ダイアゴネル（00 IRE 鹿 Darshaan）FR１勝
シアフォース（07牡 Motivator）１勝
クエルクス（08牝 フジキセキ）１勝

ローゼンクリーガー（16牝 ＊ノヴェリスト）２勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，ダ
リア賞‐OP ２着，秋明菊賞，りんどう賞２着，祇園特別３着

スタリア（09牝 ＊アルカセット）１勝
エオリア（14牝 ＊ストリートセンス）４勝，浜名湖特別，堺Ｓ２着，立志Ｓ２着，

伊勢佐木特別２着，舞鶴Ｓ３着，etc.
ハートウォーミング（16牝 ハーツクライ）１勝，胎内川特別

３代母 ダンスオヴリーヴズDance of Leaves（87 GB鹿 Sadler's Wells）不出走
チャーンウッドフォレスト Charnwood Forest（92 牡 ＊ウォーニング）GB・FR・

USA４勝，英チャレンジＳ‐G2，クイーンアンＳ‐G2，セントジェイムズパレ
スＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

メダーリーMedaaly（94 牡 Highest Honor）GB・UAE３勝，レイシングポストト
ロフィ‐G1，種牡馬

ディザイアドDesired（95牝 RainbowQuest）不出走
デシデラータムDesideratum（02牡 Darshaan）FR４勝，リス賞‐G3，P. d

e l'Avre‐L，パリ大賞‐G1 ２着，種牡馬
デュバイフォールDubai Fall（99 牝 Mr. Prospector）USA・UAE１勝，Seren

a's Song S２着
ダンスデコールDanse d'Ecole（01 牝 Daylami）FR・GER・AUS３勝，Derby

de l'Ouest‐L ２着
ガルフブリーズGulf Breeze（05牝 Dubai Destination）不出走

フレネー Fresnaye（14牝 WesternWinter）SAF６勝，ヴィクトレスＳ‐G3，
Stormsvlei Mile‐L，Winter Oaks‐L，etc.

４代母 フォールアスペン Fall Aspen（76 USA栗 Pretense）USA８勝，メイトロン
Ｓ‐G1，アスタリタＳ‐G3，Prioress S

販売申込者・所有者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345
生 産 牧 場： ㈲原口牧場
飼 養 者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345

1129 シンメトリック２０２１ 牡・鹿 ４／ ９

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズシンメトリック
＊ Darshaan

��
��
�ダイアゴネル鹿 2013 Dance of Leaves

4m
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 タキオンレディー（12栗 ＊クロフネ）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ネイキッド（20牡青鹿 ＊シャンハイボビー）�未出走

２代母 キョウエイタキオン（04栗 アグネスタキオン）２勝
マイネルバローネ（14牡 ＊シンボリクリスエス）��３勝�10 勝
ミヤギウイング（15牝 ＊エンパイアメーカー）２勝
サンエイキングダム（17牡 ＊マジェスティックウォリアー）��７勝
タナザウィング（19牝 エピファネイア）１勝，��出走

３代母 イエローウイング（98栗 ＊ジェイドロバリー）１勝

４代母 ＊ワンスウエド（84 USA栗 Blushing Groom）不出走
［子］ テイエムオペラオー（96牡 ＊オペラハウス）14勝，ジャパンＣ‐G1，有馬

記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，etc.，優３牡，年代表，優古牡，種牡馬
チャンネルフォー（88牝 ＊ノーザンディクテイター）４勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2
２着，阪急杯‐Jpn3 ３着，札幌日刊スポーツ杯‐OP ２着，etc.

タガノコウテイ（99牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，
�４勝�入着�

キャプテンクック（97牡 ＊デインヒル）４勝，室町特別，醍醐特別２着，
壬生特別３着

ビクトリーマッハ（89牝 バンブーアトラス）３勝，西海賞２着，都井岬特
別２着

［孫］ テイエムガルチオー（00牡 ＊サンダーガルチ）２勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，若
駒Ｓ‐OP ３着，etc.，�入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn3 ３着

メイショウシスタス（99牝 バブルガムフェロー）４勝，新涼特別
メイショウトンボ（03牡 ＊オペラハウス）２勝，唐津特別２着

［曾孫］ ステラウインド（09牡 ゼンノロブロイ）６勝，万葉Ｓ‐L，青葉賞‐G2 ３
着，七夕賞‐G3 ２着，etc.

メイショウソラーレ（10牡 メイショウサムソン）５勝，東大路Ｓ，日吉特
別，ＢＳイレブン賞３着，etc.，障害３勝

ビッグリバティ（09牡 ＊スタチューオブリバティ）５勝，妙見山Ｓ，夏至
Ｓ２着，麦秋Ｓ２着，etc.，�１勝	６勝

販売申込者・所有者： ㈲宮内牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1567
生 産 牧 場： ㈲宮内牧場
飼 養 者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776

1130 タキオンレディー２０２１ 牡・栗 ２／１３

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lucky Sophカリフォルニアクローム ラヴザチェイス Not For Love

��
��
�Love the ChaseUSA 栗 2011 Chase It Down

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュータキオンレディー アグネスタキオン

��
��
�キョウエイタキオン栗 2012 イエローウイング

＊ワンスウエド 4m
Mr. Prospector S4×S5×M5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 ダムガルヌンナ（14鹿 ＊ストリートセンス）�７勝
初仔

２代母 サンデーミッチー（97青 ＊サンデーサイレンス）２勝
ノボリデューク（05牡 ＊タイキシャトル）４勝，不知火特別，魚沼Ｓ３着，新春Ｓ３

着，朝日岳特別３着，六波羅特別３着，障害１勝
スウィングダンス（07牝 ＊クロフネ）�25 勝�，名古屋記念，秋桜賞２着，名港盃２

着，梅見月杯３着
ロッキーサンダー（17牡 ＊ダンカーク）�３勝，オークランドＴＲＴ３着，伊丹

Ｓ３着，摩耶Ｓ３着
ノボリドリーム（09牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，城崎特別，東大路Ｓ２着，桃山

Ｓ２着，愛宕特別２着
ノボリフジ（11牡 サクラバクシンオー）２勝，�10 勝
ノボリクリーン（12牡 ＊タイキシャトル）２勝，西部日刊スポーツ杯，�３勝
ノボリレーヴ（15牝 ロードカナロア）２勝，ラジオ福島賞３着

３代母 ＊プレザントソーサリス（89 USA黒鹿 Pleasant Colony）USA２勝
＊ゲイリーフェザント（95牝 Irish River）出走

ダブルパンチDouble Punch（05牝 Two Punch）USA出走
ロックトトワイス Rocked Twice（11� Rocky Bar）USA・CAN８勝，
Arizona Breeders' Futurity‐R ３着

トゥーザパンチ Two the Punch（13� Top Hit）�USA10 勝，Arizon
a Breeders' Futurity‐R ２着

４代母 ウィッチダンスWitch Dance（72 USA栗 Northern Dancer）USA１勝
［子］ ヴードゥーダンス Voo Doo Dance（80牝 Stage Door Johnny）USA

８勝，Grassland H‐L，Sweet Tooth H，Smart Deb H，etc.
ジョニーダンス Johnny Dance（78牡 Stage Door Johnny）USA３勝，
John R.Macomber H，West Virginia Derby，ロスマンズ
インターナショナル‐G1 ３着，etc.

［孫］ プレザントテンパー Pleasant Temper（94 牝 Storm Cat）USA12 勝，ボ
ールストンスパＨ‐G3，ジェニーワイリーＳ‐G3，Hillsborough S
‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲増本牧場＝新ひだか町静内浦和 �090-9512-5262
生 産 牧 場： ㈲増本牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1131 ダムガルヌンナ２０２１ 牡・青鹿 ４／ ５

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒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

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleダムガルヌンナ ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンデーミッチー鹿 2014 ＊プレザントソーサリス

16g
Mr. Prospector S4×S5×M5 Northern Dancer M5×M5 His Majesty M5×M5

価格： 購買者：



母 トーコーニーケ（11鹿 キングカメハメハ）�７勝�２勝��入着，関東オークス
‐Jpn2 ２着，園田金盃（Ｄ1870），のじぎく賞（Ｄ1700），東海クイーンＣ
（Ｄ1600），若草賞（Ｄ1400），etc.，ＮＡＲ優３牝
〔産駒馬名登録数：１〕
クラトス（19�鹿 イスラボニータ）�出走

２代母 ナリタフローラ（98黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
フェンウェイバード（05牝 ＊ボストンハーバー）�６勝�１勝�
マヤノマヤ（06牝 ＊タイキシャトル）３勝，若潮賞２着
メイショウヤマホコ（10牡 タニノギムレット）２勝，金山特別，知立特別３着（２回）
ハッピーウィルス（12牡 ＊タイキシャトル）２勝，高湯温泉特別，稲荷特別２着
アマノスペシャル（14牝 タニノギムレット）�３勝
シントーサクラ（15牝 ＊ワークフォース）��１勝
ファイトフラッシュ（16牝 エイシンフラッシュ）��５勝
ピスハンド（17牡 ＊ヘニーヒューズ）��10 勝，菊水賞２着，兵庫若駒賞２着

３代母 ナリタレッドバード（88鹿 マルゼンスキー）１勝
ナリタプロテクター（93牡 ＊ヘクタープロテクター）７勝，谷川岳Ｓ‐OP，ポートア

イランドＳ‐OP，札幌日経ＯＰ‐OP，etc.，	３勝
７勝
ナリタグレース（97牝 ＊トニービン）１勝

ショウナンカンムリ（09牡 ダイワメジャー）３勝，須磨特別，はなみずき賞，
春日特別２着，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］ ファイトガリバー（93牝 ダイナガリバー）３勝，桜花賞‐Jpn1，オークス

‐Jpn1 ２着，紅梅賞‐OP ２着，etc.
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

販売申込者・所有者： ㈱奥山ファーム＝日高町正和 �01456-8-3103
生 産 牧 場： 藤本 直弘
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

1132 トーコーニーケ２０２１ 牡・栗 ４／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファストーコーニーケ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ナリタフローラ鹿 2011 ナリタレッドバード

＊アストニシメント 7c
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 トップレイスター（06鹿 マヤノトップガン）��９勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ユーセイクインビー（19牝鹿 エスポワールシチー）��１勝

２代母 ウイニングリバー（93鹿 ＊ムーンマツドネス）�４勝
ロッコウパレス（98牡 ＊エブロス）��１勝
サカモトスキャン（99牝 ＊スキャン）�８勝
マイネルブルック（01牡 ＊スターオブコジーン）３勝，きさらぎ賞‐Jpn3，寒竹賞，

葉牡丹賞２着
ケイティラブ（04牝 ＊スキャン）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3，稲妻特別，Ｔ

Ｖユー福島賞３着，駿風Ｓ３着
マイネルエメ（15� ステイゴールド）１勝，こうやまき賞３着，��12 勝��

シュルヴィーヴル（05牝 ＊スターオブコジーン）入着，�４勝�５勝	入着
マイネルタイド（07牡 ＊マイネルラヴ）�６勝

３代母 ＊ビーマイフアイア（86 IRE 栗 Be My Guest）不出走
ビーマイナカヤマ（94牡 ＊エブロス）７勝，ガーネットＳ‐Jpn3（２回），etc.，
１

勝��１勝��２勝１勝�１勝�入着，とちぎマロニエＣ‐Jpn3，朱鷺大賞
典‐Jpn3，etc.，種牡馬

マーブルステラ（98牝 ＊ゴールデンフェザント）２勝，別府特別２着
マイネルフォーグ（04牡 ＊スターオブコジーン）２勝，谷川岳Ｓ‐L，ＮＺトロフィー

‐Jpn2 ２着，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.
ケイティローレル（06牝 サクラローレル）入着，�２勝

ケイティブレイブ（13牡 アドマイヤマックス）３勝，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，etc.，
�１勝��６勝	１勝�１勝，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，etc.

ケイティマドンナ（16牝 サクラプレジデント）入着３回，��２勝，ロジータ
記念３着

４代母 ファイアアンドアイス Fire and Ice（76 FR栗 Reliance）FR出走
［曾孫］ ホンコンレジェンド Hongkong Legend（05� Mull of Kintyre）SWE

・DEN８勝，Copenhagen GoldenMile‐L ２着

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

1133 トップレイスター２０２１ 牡・鹿 ４／ ６

＊

＊ 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

＊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トップレイスター ＊ムーンマツドネス

��
��
�ウイニングリバー鹿 2006 ＊ビーマイフアイア

1s
Roberto M4×S5 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 トパーズトウショウ（10栗 ＊フレンチデピュティ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ギラーミン（15�栗 ＊アポロキングダム）１勝，障害１勝，��１勝
パークシティ（17牝鹿 ワールドエース）��入着
バンクロール（19牡鹿 ディーマジェスティ）�出走

２代母 シリウストウショウ（04栗 スペシャルウィーク）出走
トウショウジュピタ（09牡 タニノギムレット）入着，��１勝
トウショウディスク（11牡 ジャングルポケット）�５勝�５勝	４勝
リップルトウショウ（13牝 ソングオブウインド）１勝
バトルクウ（14牝 ＊ケイムホーム）
６勝�入着
ミトノアミーゴ（15牡 ローエングリン）２勝，紫川特別２着，�４勝，ベイスプリ

ント２着

３代母 シスタートウショウ（88栗 トウシヨウボーイ）４勝，桜花賞‐Jpn1，オーク
ス‐Jpn1 ２着，中山記念‐Jpn2 ２着，安田記念‐Jpn1 ４着，チューリップ賞
‐OP，etc.，優３牝
トウショウアスロン（01牡 ＊カーネギー）３勝，飯盛山特別，桜木特別３着，飯盛山

特別３着
トウショウパワーズ（02牡 ダンスインザダーク）５勝，松籟Ｓ，花見小路特別，境

港特別２着，etc.

４代母 コーニストウシヨウ（77栗 ＊ダンデイルート）出走
［子］ トウショウオリオン（93牡 トウシヨウボーイ）６勝，北九州記念‐Jpn3，

福島民報杯‐OP ２着，パールＳ，etc.，種牡馬
［孫］ シーイズトウショウ（00牝 サクラバクシンオー）７勝，セントウルＳ

‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn3，etc.
スリーアベニュー（02牡 ＊アフリート）６勝，ガーネットＳ‐G3，ガーネ
ットＳ‐G3 ２着，カペラＳ‐Jpn3 ２着，etc.

トウショウカレッジ（02牡 ＊ラストタイクーン）８勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L，
米子Ｓ‐L，京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，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： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

1134 トパーズトウショウ２０２１ 牡・鹿 ３／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandトパーズトウショウ スペシャルウィーク

��
��
�シリウストウショウ栗 2010 シスタートウショウ

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ダイワサンルージュ（06鹿 ＊コロナドズクエスト）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（６）〕
グランプリブレイド（11牡黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝
コウエイラブリー（12牝鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝
ローザルージュ（13牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝，��１勝���入着３回
クールマドカ（14牝黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）�３勝�入着５回�
クールキッズ（15牝栗 ゴールドアリュール）�２勝

２代母 サンルージュ（92鹿 ＊シエイデイハイツ）不出走
ホーマンハンター（97牡 ＊ジェイドハンター）１勝，�１勝
デザートモーニング（02牡 ＊グラスワンダー）１勝，臥牛山特別３着
ダイワパッション（03牝 ＊フォーティナイナー）４勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，

フェアリーＳ‐Jpn3，黒松賞
エポカドーロ（15牡 オルフェーヴル）３勝，皐月賞‐G1，日本ダービー‐G1 ２

着，スプリングＳ‐G2 ２着，あすなろ賞，種牡馬
キングストンボーイ（18牡 ドゥラメンテ）�２勝，青葉賞‐G2 ２着，ベゴニア賞

マイネルヴルメリオ（04牡 バブルガムフェロー）１勝，和田岬特別３着，�２勝
ダンツミラション（07牝 キングカメハメハ）１勝

３代母 ＊チカノヴァ（83 USA鹿 Northern Dancer）不出走
ダロスDaros（89� ＊ダミスター）GB・FR・USA４勝，デルマーダービー‐G2，

Doncaster Mile‐L，オークトリー招待Ｓ‐G1 ３着，etc.

４代母 ケルンルージュ Cairn Rouge（77 IRE 鹿 ＊ピツトカーン）GB・FR・IRE・U
SA６勝，愛１０００ギニー‐G1，英チャンピオンＳ‐G1，コロネイションＳ‐G2，マ
ルカイＳ‐G3，英チャンピオンＳ‐G1 ２着，etc.
［孫］ バートベルトリヒアゲン Bad Bertrich Again（93 牡 ＊ドージング）FR・

GER・ITY・USA・SWI３勝，オイローパシャンピオナート‐G2
デインフェアDanefair（92 牝 ＊デインヒル）FR４勝，ミネルヴ賞‐G3，
P. des Tuileries‐L，P. Melisande‐L

プロリックス Prolix（95 牡 Kris）GB・FR・UAE・SAU16勝，スコテイ
ッシュクラシック‐G3，Dee S‐L，ロイヤルロッジＳ‐G2 ２着，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 久井牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2507
生 産 牧 場： 久井牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1135 ダイワサンルージュ２０２１ �・鹿 ４／１３

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�コロナドズクエスト Laughing Lookダイワサンルージュ ＊シエイデイハイツ

��
��
�サンルージュ鹿 2006 ＊チカノヴァ

1l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ダイヤインザラフ（14黒鹿 スマートファルコン）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 スーパーラヴァー（02黒鹿 Silver Deputy）入着
サマーコード（07牝 スターリングローズ）２勝，なずな賞３着

ハングリーベン（14牡 ＊ベーカバド）４勝，室町Ｓ‐OP ３着，花のみちＳ，な
でしこ賞，２０１７フェアウェルＳ２着，etc.，�入着��，兵庫ジュニアＧ
Ｐ‐Jpn2 ２着

ゲームチェンジャー（15牡 ロジユニヴァース）１勝
テイエムオードリー（19牝 シルバーステート）�１勝

ムーンアミュレット（08牝 ＊ムーンバラッド）�２勝
タキノイチバンボシ（09牡 レギュラーメンバー）��１勝�入着４回
ヒワノスーパー（11牡 ＊ルールオブロー）�２勝�５勝��，イノセントＣ３着
ヒワノランニング（12牡 ＊ファスリエフ）�２勝��４勝
ケイツーキナ（17牝 ロジユニヴァース）３勝，三陸特別
リトルカレン（19牝 カレンブラックヒル）��出走�１勝

３代母 ＊サウスオードリー（96 USA青鹿 Gulch）FR・USA１勝

４代母 マダムノースMadamNorth（88 CAN鹿 Halo）不出走
［孫］ リヴァークロッシング River Crossing（08� Caesour）SAF７勝，Ｊ＆

ＢステイヤーズＨ‐G2，ロンズデイルスティラップＣ‐G3，チェアマ
ンズＣ‐G3 ２着

［曾孫］ コールミーワイルド Call MeWild（03� Caller I. D.）USA７勝，D
anzig S‐R

５代母 レイズザスタンダードRaise the Standard（78 CAN鹿 Hoist the Flag）不出走
［孫］ クードジェニー Coup de Genie（91 牝 Mr. Prospector）GB・FR・USA

４勝，モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，カブール賞‐G3，etc.
マキアヴェリアンMachiavellian（87 牡 Mr. Prospector）GB・FR・IRE
４勝，モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，P. Djebel‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 樋渡 志尚＝新冠町明和 �0146-49-5158
生 産 牧 場： 樋渡 志尚
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1136 ダイヤインザラフ２０２１ �・栗 ３／２９

＊

＊
＊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

ゴールドアリュール

�
�
�
�
�

��
��

�スマートファルコン ケイシュウハーブダイヤインザラフ Silver Deputy

��
��
�スーパーラヴァー黒鹿 2014 ＊サウスオードリー

2d
Mr. Prospector S5×M5×M5 Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 ハイフィールド（06鹿 マーベラスサンデー）２勝，有明特別（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
エスケイフェスタ（14牡栗 タイムパラドックス）�３勝
アポロファントム（17牡鹿 ＊アポロキングダム）�入着２回
フォートレスヒル（18牡栗 ＊アポロキングダム）入着３回，��未出走��出走
ハイグッドエース（19牡黒鹿 ジャングルポケット）�入着
レジュークレール（20牝鹿 ＊シニスターミニスター）�未出走

２代母 レガシーフィールド（88鹿 ＊サウスアトランテイツク）６勝，阪急杯‐Jpn3，
北九州記念‐Jpn3 ２着，セントウルＳ‐Jpn3 ３着，上賀茂Ｓ，保津峡特別，etc.
レガシーラッシュ（96牡 ＊サンデーサイレンス）入着，英彦山特別３着，�５勝
レガシーアライブ（97牡 ＊ジェネラス）�３勝
レガシーミューズ（98牝 ＊ティッカネン）１勝，�２勝
レガシーパーパス（99牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

キョウエイストーム（05牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，中山金杯‐G3
２着，京成杯オータムＨ‐G3 ２着，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ３着，福島
民報杯‐L ３着，韓国馬事会杯，etc.

ハクサンレガシー（10牡 ＊ロージズインメイ）１勝，��１勝
マイネルツィール（13牡 ＊アグネスデジタル）１勝，熱田特別，壇之浦特別３着，

湯川特別３着，�２勝�１勝
レガシーコスモ（01牝 ＊ジェネラス）入着２回，�３勝
レガシーラベンダー（02牝 ＊フォーティナイナー）不出走

セイウンクロス（11牡 ＊アグネスデジタル）１勝，プラタナス賞２着
デヒアサウンド（03牝 ＊デヒア）１勝
デンコウカルド（05牡 マーベラスサンデー）�１勝�

３代母 ハマノサイクロン（80栗 ＊テユーダーペリオツド）入着
グッドフオルム（84牡 ＊マナード）３勝，飯坂特別２着，福島中央ＴＶ杯２着，八甲

田山特別３着
リファードフォルム（86牡 ＊モガミ）４勝，ＴＶｈ賞，オホーツクＨ２着，障害２勝
レガシークレスト（94牡 ＊プルラリズム）入着，障害４勝，阪神障害Ｓ（秋）

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

1137 ハイフィールド２０２１ 牡・黒鹿 ２／２６

＊

＊
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マーベラスサンデー モミジダンサーハイフィールド ＊サウスアトランテイツク

��
��
�レガシーフィールド鹿 2006 ハマノサイクロン

＊プロポンチス 4d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ハービンジャーラス（10 GB鹿 ThousandWords）GB１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（４）〕
メイショウコジョウ（17牡鹿 オルフェーヴル）�２勝，天白川特別（Ｄ1900）２着，

香嵐渓特別（Ｄ1900）３着
マハラジャゴールド（18牡鹿 オルフェーヴル）��４勝

２代母 ＊ペナンクライ（05 GB鹿 Barathea）不出走
アヴニュデシャンAvenue des Champs（12� Champs Elysees）GB５勝
アートシーArtsy（13 牝 Dutch Art）GB１勝
＊トーセンハーディ（15牝 Compton Place）FR２勝
トーセンソワレ（17牡 トーセンホマレボシ）��出走��１勝

３代母 ペナンパール Penang Pearl（96 FR鹿 Bering）GB・IRE３勝，October S‐L
＊ハービンジャー（06牡 Dansili）GB６勝，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，

ハードウィックＳ‐G2，ジョンポーターＳ‐G3，etc.，種牡馬

４代母 グアパGuapa（88 GB鹿 Shareef Dancer）GB２勝

５代母 ソースボート Sauceboat（72 GB鹿 Connaught）GB４勝，チャイルドＳ
‐G3，英ナッソーＳ‐G2 ２着（２回），サンチャリオットＳ‐G2 ３着，ダイオメ
ドＳ‐G3 ２着
［子］ カインドオヴハッシュ Kind of Hush（78牡 Welsh Pageant）GB３勝，

プリンスオヴウェイルズＳ‐G2，クレイヴァンＳ‐G3，ジョーマグ
ラスメモーリアルＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ダスティダラーDusty Dollar（83 牝 Kris）GB２勝，サンチャリオットＳ
‐G2，チャイルドＳ‐G3 ２着，Sceptre S‐L ２着

クライグリーン Kly Green（91牡 Green Desert）IRE２勝，レイルウェ
イＳ‐G3 ２着，Leopardstown 2000 Guineas Trial S‐L ２着，テ
トラークＳ‐G3 ３着

［曾孫］ ミスイロンデル（99牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，�１勝�入着��
��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着，兵庫Ｃｈ
Ｓ‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： 林 孝輝＝浦河町西幌別 �0146-28-1516
生 産 牧 場： 林 孝輝
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

1138 ハービンジャーラス２０２１ �・鹿 ３／ ３
＊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

＊

サウザンドワーズ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ThousandWords Verboseハービンジャーラス
＊ Barathea

��
��
�ペナンクライ鹿GB 2010 Penang Pearl

1k
ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ドレスコード（03黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，尾頭橋特別（芝 1800）３着，
二本松特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（８）〕
ミノディエール（10牝黒鹿 ＊アグネスデジタル）１勝
デグニティクローズ（11牡鹿 ＊ファスリエフ）３勝，松戸特別（Ｄ1800）２着，初凪

賞（Ｄ1800）３着
ウィックドクイーン（14牝青 アーネストリー）�３勝�入着�
シャインオン（15牝鹿 メイショウサムソン）�１勝�入着
フレイムフォース（18牡青 メイショウボーラー）��３勝�１勝
フォルハッシーナ（20牝青鹿 メイショウボーラー）��出走

２代母 ＊ハートリーフⅡ（96 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
バリアントパシャ（00牡 ＊デインヒル）入着，�７勝
セイユウキング（07牡 ノーリーズン）�２勝�７勝��入着２回
スナークスクリプト（10牡 ＊アグネスデジタル）�１勝

３代母 アイヴィ Ivy（81 USA鹿 Sir Ivor）USA入着２回
ロイヤルクライマー Royal Climber（86 牝 Kings Lake）IRE２勝，愛オークス

‐G1 ４着，Saval Beg S‐L ３着，Trigo S‐L ３着
イヴレア Ivrea（87牝 Sadler's Wells）GB・USA１勝，リブルズデイルＳ‐G2 ２

着，ランカシャーオークス‐G3 ３着，ミュージドラＳ‐G3 ３着
アイヴィアナ Ivyanna（89牝 Reference Point）FR・IRE・ITY３勝，伊オークス‐G1
イヴィーサ Iviza（90 牝 Sadler's Wells）GB・FR１勝，フィリーズマイル‐G1 ３

着，リブルズデイルＳ‐G2 ２着，ミュージドラＳ‐G3 ２着
イレクトロライザー Electrolyser（05	 Daylami）GB・FR・UAE４勝，Fu

rther Flight S‐L，Fenwolf S‐L，グッドウッドＣ‐G2 ２着，etc.，G
B障害１勝

フォーリングインラヴ Falling in Love（91牝 Sadler's Wells）IRE 出走
ゴールデンテンパーGolden Temper（96 牝 ＊フォーティナイナー）USA６勝，

ドグウッドＳ‐G3，Iowa Oaks‐L，ダヴォナデイルＳ‐G2 ２着，etc.
アイヴィリーフ Ivy Leaf（94 牝 Nureyev）IRE入着３回

ディスティンクションDistinction（99	 ＊デインヒル）GB・AUS８勝，グッ
ドウッドＣ‐G2，Esher S‐L，Fenwolf S‐L，etc.

販売申込者・所有者： �橋本牧場＝安平町早来守田 �0145-22-2123
生 産 牧 場： �橋本牧場
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

1139 ドレスコード２０２１ �・黒鹿 ２／２７
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellドレスコード
＊ Sadler's Wells

��
��
�ハートリーフⅡ黒鹿 2003 Ivy

1l
Halo M3×S4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 トロピカルスイーツ（07鹿 ＊フレンチデピュティ）�入着４回�
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（12）〕
ゴールドファーム（13牡栗 ゴールドアリュール）入着，��１勝��
テイルバック（14牡青鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝
ビバラエポボン（15牝黒鹿 スズカフェニックス）�３勝��２勝�，加賀友禅賞
（Ｄ1300）３着

セイヴァンキッシュ（17牡青鹿 ＊キンシャサノキセキ）	�４勝
２勝
トロピカルライト（20牝黒鹿 キズナ）	未出走

２代母 プチトマト（96鹿 ＊トニービン）不出走
サダムジュピター（02牡 バブルガムフェロー）��７勝
スズカダーク（03牡 ダンスインザダーク）３勝，赤倉特別，米沢特別，赤倉特別３着
シングルショット（05牡 ダンスインザダーク）１勝，美濃特別３着
ホーマンアクセル（08牡 ダンスインザダーク）�６勝

３代母 ＊ピンクトマト（88 CAN鹿 Vanlandingham）USA３勝，ハニービーＳ‐G3
３着，Magnolia S‐L ３着
タイガーキッズ（95牡 Pine Bluff）３勝，和布刈特別３着，�２勝

４代母 コーニッシュラナー Cornish Runner（76 USA黒鹿 Cornish Prince）USA
５勝，Rosetown S２着
［子］ カールドナスクラ Carr de Naskra（81 牡 Star de Naskra）USA７勝，

トラヴァーズＳ‐G1，ジムダンディＳ‐G2，Carry Back H‐L，etc.，
種牡馬

アンダーオーダーズUnder Orders（82 牡 State Dinner）USA11 勝，Gul
f Coast H，Louisiana H，Tenacious H，etc.，種牡馬

［孫］ パワーフルパッケジ Powerful Package（96牝 Star de Naskra）USA４
勝，Monmouth Beach S‐L ２着，Thirty Eight Go Go S‐L ２
着，Carousel S‐L ３着，etc.

［曾孫］ ダーウィンズスターDerwin's Star（07 牝 Wildcat Heir）USA・CAN８
勝，ベッドオーロージズＨ‐G3，Charles Town Oaks‐L，バレリ
ーナＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲槇本牧場＝日高町賀張 �01456-5-2295
生 産 牧 場： ㈲槇本牧場
飼 養 者： ㈲賀張共同育成センター＝日高町賀張 �090-8632-0949

1140 トロピカルスイーツ２０２１ �・青鹿 ３／ ８
＊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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandトロピカルスイーツ ＊トニービン

��
��
�プチトマト鹿 2007 ＊ピンクトマト

4
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 トーセンファースト（09芦 ＊クロフネ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
オーヴァル（17牡黒鹿 ヴィクトワールピサ）入着，���入着
ジョイガナール（18牡芦 トーセンモナーク）��１勝

２代母 ＊エスペラーダ（03 USA鹿 Fusaichi Pegasus）出走
トーセンアスリート（12牡 ＊フレンチデピュティ）入着３回，��１勝
ブレイドフォース（13牡 ヴィクトワールピサ）�２勝
エメラルドザオー（14牝 ディープブリランテ）�１勝��入着２回

３代母 ＊ゲルニカ（97 ARG栗 Luhuk）ARG６勝，ＣＥディスタフ‐G1，パレルモ賞
‐G1，ミルギニーズ‐G1，亜１０００ギニー‐G1，イネスＶロカ賞‐G3，etc.

＊オルティスローザ（04牝 Fusaichi Pegasus）不出走
サンライズクロンヌ（13牡 ヴィクトワールピサ）２勝，美濃特別，信濃川特別

２着，千両賞２着，etc.，��１勝
タペストリー（05牝 Fusaichi Pegasus）出走

サージェントバッジ（12� ステイゴールド）４勝，アンタレスＳ‐G3 ３着，ア
ルデバランＳ‐OP ３着，雅Ｓ，etc.，�	３勝����

レッドカーペット（13牡 ダノンシャンティ）３勝，もみじＳ‐OP ２着
レイナソフィア（06牝 スペシャルウィーク）２勝，春日山特別，浦佐特別２着

レイエスプランドル（15牡 ＊ハービンジャー）２勝，山吹賞，三田特別２着，白
川特別２着，etc.

エイシンオスマン（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）３勝，ＮＺトロフィー‐G2，Ｎ
ＨＫマイルＣ‐G1 ４着，障害２勝

４代母 グワーシュGouache（89 ARG栗 ＊サザンヘイロー）ARG９勝，ブエノスア
イレス市大賞‐G1，サトゥルニーノＪウンスエ大賞‐G1，カルロスカサレス賞
‐G2，フランシスコＢボッシュ将軍賞‐G3（２回），ビアモンテ将軍賞‐G3，etc.
［子］ パブリックスピーカー Public Speaker（05 牡 Distorted Humor）USA

８勝，Robert F. Carey Memorial H‐L，Sea O Erin H‐L，ファ
イアクラッカーＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ゴールデンライフGolden Life（04 牝 ＊コロナドズクエスト）FR３勝，
P. Isola Bella‐L

販売申込者・所有者： 幌村牧場＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2667
生 産 牧 場： 幌村牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1141 トーセンファースト２０２１ �・黒鹿 ２／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュートーセンファースト
＊ Fusaichi Pegasus

��
��
�エスペラーダ芦 2009 ＊ゲルニカ

9g
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊ドリーボンズレガシー（05 USA鹿 Proud Citizen）USA３勝，デビュターントＳ
‐G3 ２着，Bassinet S‐L ２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－４（15）〕
プラウドレガシー（11牝鹿 ダンスインザダーク）��１勝
ロジレガシー（12牡鹿 ダイワメジャー）��８勝
ソロダンサー（13牝鹿 ゴールドアリュール）３勝
デビルバローズ（17牡鹿 ゴールドアリュール）入着，��３勝��１勝
イーテーラー（18牝鹿 モーリス）��１勝��１勝

２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

＊グラッブユアハート（00牝 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.
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

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

３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
トリッキメイTricki Mae（93牝 Phone Trick）USA４勝

＊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.

ファーストマニー First Money（01牡 Lil's Lad）USA３勝，バシュフォード
マナーＳ‐G3 ２着，ケンタッキーＢＣＳ‐G3 ２着，種牡馬

エインジェルトランペット Angel Trumpet（02 牝 Cape Canaveral）USA５勝，
Pent Up Kiss H，Gowell S，スカイラヴィルＳ‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 本田 土寿＝熊本県熊本市 �090-8769-3133
生 産 牧 場： 本田 土寿
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

1142 ドリーボンズレガシー２０２１ �・栗 ４／１３
＊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

＊

プラウドシティズン GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Proud Citizen Drums Of Freedomドリーボンズレガシー ケリーアンバー Highland Park

��
��
�Kelly Amber鹿USA 2005 Pamela Kay

4r
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Raise a Native M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ナイスゴールド（09栗 ＊サウスヴィグラス）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（２）〕
クリノティファニー（17牝芦 ゴールドシップ）入着，��未出走��入着２回��
テンウォークライ（18牡栗 ＊ダンカーク）�２勝
シーモアドリーム（19牝栗 ディーマジェスティ）���未出走�１勝
レディースピーダー（20牝栗 スマートファルコン）��１勝

２代母 ナイスグリンベル（93栗 ＊クリスタルグリツターズ）３勝，大日岳特別，わら
び賞３着
バクシンスペシャル（99牡 サクラバクシンオー）３勝，下北半島特別２着，隅田川

特別３着，仁山特別３着
ジェイリーガー（00� ＊ジェイドロバリー）１勝
オリエンタルローズ（03牝 メジロライアン）１勝，水芭蕉特別２着
バラベルサイユ（07牝 ＊アグネスデジタル）１勝

ルグランシェクル（13牡 ＊パイロ）１勝，障害１勝
マイネルオスカル（15牡 エスポワールシチー）３勝，天ケ瀬特別，和布刈特別

３着，��１勝，黒潮マイルＣｈＳ３着
ウインアウォード（19牡 スクリーンヒーロー）�１勝

３代母 ミヤサンレデイ（80栗 ＊ラツキーソブリン）入着
ナイスパーワー（87牡 ＊アーテイアス）４勝，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，須賀川特別，

久慈川特別３着，	４勝
�
アラサンエーコー（92牝 ＊ブライアンズタイム）��入着３回

スピードアタック（05牡 ＊ジョリーズヘイロー）４勝，白川郷Ｓ２着

４代母 タケノアレグロ（73栗 ＊フアバージ）１勝
［子］ ロングレザー（81牝 ＊ダンサーズイメージ）４勝，ローズＳ‐Jpn2，桜花

賞‐Jpn1 ２着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.
サンヨーエース（86牡 ＊ダンサーズイメージ）３勝，祇園特別２着，加古
川特別３着，祇園特別３着

ロングハンター（84牡 ＊ハビトニー）１勝，ふきのとう特別３着，�９勝	�
［孫］ マイネオリーブ（93牝 サツカーボーイ）２勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，

ダリア賞‐OP

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

1143 ナイスゴールド２０２１ �・鹿 ３／３１
＊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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターナイスゴールド ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�ナイスグリンベル栗 2009 ミヤサンレデイ

＊フロリースカツプ 3l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ナイトオブドバイ（08 IRE 鹿 Lord of England）GER・ITY１勝，ディアナトラ
イアル‐G2 ３着，P. des Union Gestuts‐L ３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
レッドレイル（16�黒鹿 ディープインパクト）入着３回，磐梯山特別（芝 2600）２

着，萬代橋特別（芝 2400）２着
ヨルノトバリ（17牝鹿 スピルバーグ）�１勝
ナックドバイ（19牡鹿 スピルバーグ）出走，�地方未出走
ナイトオブバンド（20牡黒鹿 ＊シャンハイボビー）���１勝

２代母 ナイトウーマンNightWoman（98 GER芦 Monsun）GER４勝，Frankfu
rter Stutenpreis‐L ２着
ナイトプリンスNight Prince（05 牡 Dashing Blade）FR・GER４勝，Dallmay

r Prodomo‐Trophy‐L ２着
＊ナイトマジック（06牝 Sholokhov）FR・GER・ITY７勝，バーデン大賞‐G1，独オ

ークス‐G1，バーディシェンウンターネーメン大賞‐G2，ハウプトシュタット
レギオーン大賞‐G2，ユングハインリヒフォークリフト大賞‐G3，etc.
フォイヤーヴェルク（13� ディープインパクト）４勝，琵琶湖特別，萬代橋特別，

荒川峡特別，睦月賞２着，etc.，障害３勝，新潟ジャンプＳ‐JG3，etc.
ノチェブランカ（15牝 ディープインパクト）３勝，潮来特別，磐梯山特別，日

本海Ｓ２着，グリーンＳ３着，睦月賞３着
ブラックマジック（17牡 ディープインパクト）�４勝，迎春Ｓ，南武特別，新

緑賞，グレイトフルＳ３着
グレートマジシャン（18牡 ディープインパクト）�２勝，毎日杯‐G3 ２着，日

本ダービー‐G1 ４着，セントポーリア賞
ナイトウィッシュNightWish（10牡 Sholokhov）FR・GER・ITY５勝，ヴィシー

大賞‐G3，G.P. Aufgalopp‐L，オイロパ賞‐G1 ３着，バーデン大賞‐G1
３着，ゲルリンク賞‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ナイトミュージックNight Music（13 牝 Sea The Stars）FR・GER・ITY７勝，
ミラノ大賞‐G2，フェデリコテシオ賞‐G2，P. Paolo Mezzanotte‐L
（２回），伊ジョッキークラブ大賞‐G2 ３着

３代母 ノヴェーカNoveka（87 GER芦 Kalaglow）GER３勝

販売申込者・所有者： 松本牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9083-7194
生 産 牧 場： 松本牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

1144 ナイトオブドバイ２０２１ 牡・黒鹿 ２／ １

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Preachパイロ ワイルドヴィジョン Wild Again

��
��
�Wild VisionUSA 黒鹿 2005 Carol's Wonder

＊

ロードオヴイングランド Dashing Blade

�
�
�
�
�

��
��

�Lord of England Loveriaナイトオブドバイ ナイトウーマン Monsun

��
��
�NightWoman鹿IRE 2008 Noveka

4r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ストームイメージ（01鹿 ダンスインザダーク）入着，�１勝�
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－６（15）〕
ディアグリスター（10牡鹿 テレグノシス）３勝，松戸特別（Ｄ1800）３着，�４勝

�入着２回，中日杯（Ｄ2000）２着，金沢スプリントＣ（Ｄ1400）２着，白銀争
覇（Ｄ1400）３着

ポッドキャッツ（12牝鹿 ＊ブライアンズタイム）��３勝
ドウディ（14牡鹿 ＊コンデュイット）３勝，大日岳特別（芝 1200），ＳＴＶ杯
（芝 1200）２着，道新スポーツ杯（芝 1200）３着，��４勝���

サルース（16牝鹿 ＊ハービンジャー）�２勝�
ユーベルント（18牝黒鹿 ルーラーシップ）�出走，��１勝
コスモテンペスタ（19牝黒鹿 エピファネイア）�	１勝

２代母 ＊スーパードレス（94 USA青鹿 Storm Cat）２勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ３着，
ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，函館３歳Ｓ‐Jpn3 ３着，葵Ｓ‐OP ３着，山城Ｓ
エキゾーストタイム（00牝 ＊ブライアンズタイム）出走

ゴッドツェッペリン（09牡 ＊ファスリエフ）３勝，鶴ヶ城特別２着，	４勝�入着

ムゲンノカノウセイ（15牡 ヴァーミリアン）��３勝��４勝
，不来方賞３着

ゴールドブリック（02牡 ＊フォーティナイナー）USA６勝
シルクキャピタル（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）
７勝�３勝��

３代母 デコレイテドイメジDecorated Image（84 USA黒鹿 Well Decorated）U
SA１勝
デジグネイテドダンサーDesignated Dancer（88 牝 Gate Dancer）USA８勝，

Florida Oaks‐L，Judy's Red Shoes H‐L，Gloxinia S，etc.
イメジオヴオナー Image of Honor（01 牝 Honour and Glory）不出走

ブラッキーザブル Blacky the Bull（09 牡 Flashy Bull）USA１勝，Gold Ru
sh S‐L ３着

４代母 ジュリーズイメジ Julie's Image（72 USA黒鹿 ＊ダンサーズイメージ）USA
９勝，Vivacious H３着
［孫］ ダブルトークジョンDouble Talk John（91牡 Double Sonic）PAN４

勝，P. Dia del Trabajo‐LR，P. Luis H.Farrugia‐L，P. Felip
e E. Motta‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1145 ストームイメージ２０２１ 牡・鹿 ３／２１
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 ＊ダンシングキイストームイメージ
＊ Storm Cat

��
��
�スーパードレス鹿 2001 Decorated Image

23b
Nijinsky M4×S5 Nureyev S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 スフィンクス（09鹿 リンカーン）３勝，�２勝，栗駒賞（Ｄ1400），栗駒賞
（Ｄ1400）３着，白嶺賞（Ｄ1600）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４）〕
スペクタクル（18牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�４勝，江戸川Ｓ（Ｄ1200），妙見山Ｓ
（Ｄ1200）２着，オキザリス賞（Ｄ1400）３着

カイザーレオン（19牡鹿 ＊マクフィ）�入着

２代母 アレグリアス（02鹿 ＊フォーティナイナー）１勝
パリージョ（07牝 ＊タイキシャトル）入着，�２勝

アケルナルスター（19牡 トーセンラー）�１勝，稲城特別３着，早苗賞３着
クレバーパルマ（10牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
ボナフォルトゥーナ（12牡 ダイワメジャー）１勝

３代母 ＊インヴァイト（86 IRE 鹿 Be My Guest）GB２勝
タイムオヴトラブルTime of Trouble（92 牝 ＊ウォーニング）GB・FR・UAE３勝

マーアドゥールMa Adour（01 牡 In TheWings）FR・ITY２勝，P. Circo
Massimo‐L ３着

リザーブシート（95牝 ＊クリエイター）入着７回
アスクレピアス（02牝 ＊ヘクタープロテクター）入着
ヘイジームーン（11牝 アドマイヤムーン）４勝，スイートピーＳ‐LR ３着，
葉山特別，カーネーションＣ，etc.

ソリッドプラチナム（03牝 ステイゴールド）３勝，マーメイドＳ‐Jpn3，マー
メイドＳ‐G3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３着，etc.

ウインクリューガー（00牡 ＊タイキシャトル）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，アーリ
ントンＣ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，障害１勝，種牡馬

４代母 バークレアBurghclere（77 GB鹿 Busted）GB１勝
［子］ ＊ウインドインハーヘア（91牝 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカル

‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，etc.
［孫］ ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，

宝塚記念‐G1，日本ダービー‐Jpn1，etc.，年代表（2回），優３牡，
優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433
生 産 牧 場： ㈲橋本牧場
飼 養 者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433

1146 スフィンクス２０２１ 牡・鹿 ４／２９

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�リンカーン グレースアドマイヤスフィンクス ＊フォーティナイナー

��
��
�アレグリアス鹿 2009 ＊インヴァイト

2f
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ニュープロローグ（11鹿 キングカメハメハ）�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（14）〕
オルオル（16牝栗 バーディバーディ）���２勝�11 勝�
ディープシーテッド（18牝栗 フリオーソ）入着，���１勝
アピーリングライフ（19牝黒鹿 フリオーソ）��入着�

２代母 イストワール（01鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝
ホエイソースWhey Sauce（08牝 ＊クロフネ）GB・USA・CAN１勝，ミュージド

ラＳ‐G3 ３着
プライオリタイズ Prioritize（15� Tizway）�USA４勝，ウッドワードＨ‐G1

３着，ヒルプリンスＳ‐G2 ３着，Better Talk Now S‐R ３着
ナラトゥリス（15牝 ルーラーシップ）１勝，赤松賞３着
ビスタストリカ（16牝 ルーラーシップ）１勝，���出走�出走
ウェイヴァリー（17牡 ＊ノヴェリスト）１勝，�１勝
ビオグラフィア（18牡 ルーラーシップ）�１勝

３代母 ＊アピーリングストーリー（88 USA栗 Valid Appeal）不出走
＊ディアブロズストーリー（94牝 ＊ディアブロ）USA３勝，Natalma S‐L，Maz

arine S‐L ２着，Whas‐11 S‐L ２着，etc.
オープンストーリーOpen Story（99 牝 Open Forum）USA１勝，Three C

himneys Juvenile S‐L
スイーピングストーリー Sweeping Story（96 牝 ＊エンドスウィープ）USA５勝，Elli

s Park H‐L，Bourbonette S‐L，ケンタッキーオークス‐G1 ３着，etc.
ベイストーリー Bay Story（02� Kris S.）GB・AUS２勝，ＷＡＴＣパースＣ

‐G2 ２着
イクサイティングストーリー Exciting Story（97 牡 ＊ディアブロ）USA７勝，メト

ロポリタンＨ‐G1，ヴィジャルＨ‐G3，スインフォードＳ‐G3，etc.，種牡馬
アイヴォリーカラー（04牝 ＊クロフネ）２勝，呉竹賞

カラフルデイズ（08牝 フジキセキ）３勝，��１勝，関東オークス‐Jpn2，Ｔ
ＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

1147 ニュープロローグ２０２１ 牡・黒鹿 ４／２１
＊ Summer Squall

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� カリズマティック

�
�
�
�
�
�
�
�
� Bali Babeワンダーアキュート

＊ Pleasant Tap

��
��
�ワンダーヘリテージ鹿 2006 Casa Petrone

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスニュープロローグ ＊サンデーサイレンス

��
��
�イストワール鹿 2011 ＊アピーリングストーリー

9f
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ティアドーロ（14芦 ハーツクライ）入着２回，�３勝�
初仔

２代母 ソフィアルージュ（03芦 ＊クロフネ）入着
リバーロイヤル（08牡 オンファイア）１勝，�１勝�入着
キセキノハナ（09牝 ネオユニヴァース）３勝
トップエトワール（10牡 ダイワメジャー）１勝
タムロダイチ（12牡 ＊エンパイアメーカー）１勝
ジャルーズ（13牝 ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝
コラード（15牡 ネオユニヴァース）�２勝
ルージュフォンセ（16牝 ＊エンパイアメーカー）�２勝
グローエルディング（18牡 ＊クリエイターⅡ）１勝
コパノニコルソン（19牡 コパノリッキー）�２勝，ネモフィラ賞２着，わらび賞３着

３代母 ビツキーロイヤル（96鹿 ＊パラダイスクリーク）不出走
ウォーターヘンリー（02牡 フジキセキ）３勝，伊丹特別２着，つばき賞２着
トップヴィーナス（07牝 キングカメハメハ）�５勝

モズヘラクレス（16牡 グランプリボス）��11 勝�１勝���入着４回，大高
坂賞，土佐秋月賞

ロイヤルシフォン（09牝 ダイワメジャー）出走
トップロイヤル（17牡 メイショウサムソン）���２勝�11 勝，中日杯２着，

百万石賞３着
ミキノトロンボーン（12牡 フサイチコンコルド）２勝，早鞆特別３着

４代母 ニホンピロビツキー（82鹿 トウシヨウボーイ）３勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，
デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ２着，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn3 ２着，黄菊賞，優２牝
［孫］ ミキノバンジョー（07牡 ＊グラスワンダー）７勝，小倉日経ＯＰ‐LR，福

島ＴＶＯＰ‐L，七夕賞‐G3 ３着，etc.，種牡馬
テンペストシチー（97牡 ＊フオテイテン）２勝，シンザン記念‐Jpn3 ３着，
京都３歳Ｓ‐OP ３着，吹田特別２着，etc.，障害１勝

ヴィエントシチー（96牡 ＊シャーラスタニ）５勝，菩提樹Ｓ‐OP ２着，サ
マーＳ，ゴールデンスパーＴ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲宮内牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1567
生 産 牧 場： ㈲宮内牧場
飼 養 者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776

1148 ティアドーロ２０２１ 牡・栗 ４／ ８

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスティアドーロ ＊クロフネ

��
��
�ソフィアルージュ芦 2014 ビツキーロイヤル

＊カデンザゼセカンド 8f
Deputy Minister S4×M5

価格： 購買者：



母 パッショナルダンス（02青鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，山国川特別（芝 1800），
犬山特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－４（17）〕
ガリャルダ（10牡鹿 ＊フレンチデピュティ）��11 勝
ミヤジレイナ（11牝黒鹿 キングカメハメハ）�１勝
ウインクルサルーテ（13牝鹿 ＊ハービンジャー）５勝，フラワーＣ‐G3 ３着，中京２歳

Ｓ‐OP（芝 1600）３着，寿Ｓ（芝 2000），四国新聞杯（芝 2000），青島特別（芝 1700），
御室特別（芝 2000）３着，三年坂特別（芝 1600）３着，野分特別（芝 1800）３着

オオイリ（15牡鹿 ルーラーシップ）入着，��３勝
ナンヨーコウゼン（17牡青 エイシンフラッシュ）��２勝

２代母 ＊ランバダスタイル（88 IRE 黒鹿 ＊ダンシングブレーヴ）GB１勝
キングフィーバー（95牡 ＊リンドシェーバー）１勝，��７勝�４勝��，とちぎ大

賞典，太平記記念，ばん阿賞，ばん阿賞２着，カネユタカオー記念３着，etc.
アタラクシア（97牡 ＊デインヒル）３勝，日本ダービー‐Jpn1 ３着，すみれＳ‐OP，

あすなろ賞
トリッキーアイズ（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）２勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ３着
サンフラワーガール（00牝 ＊タイキシャトル）不出走

ウインスペンサー（04牡 マンハッタンカフェ）４勝，ムーンライトＨ，若戸特別
ダンツキッスイ（05牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，アーリントンＣ‐Jpn3，萩

Ｓ‐OP ２着，	入着，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着
ウインバンディエラ（06牡 キングカメハメハ）３勝，袖ケ浦特別，朝里川特別，

ハッピーエンドプレミアム２着，勝浦特別３着，須賀川特別３着，�２勝

アートフェスタ（11牡 ゼンノロブロイ）３勝，雄国沼特別，栗子特別３着

ライトニングウォー（01牡 ＊ウォーニング）１勝

３代母 サンタズシスタ－Santa's Sister（71 USA鹿 Middle Brother）GB４勝
マイシスタ－My Sister（78 牝 ＊ノノアルコ）IRE・USA１勝，マルカイＳ‐G3
プレイサークイーン Placer Queen（79牝 Habitat）GB・USA３勝，Tattling H
バリグ Baligh（87牡 Sadler's Wells）GB１勝，レイシングポストトロフィ‐G1 ２

着，種牡馬

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

1149 パッショナルダンス２０２１ �・黒鹿 ４／２３

＊

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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellパッショナルダンス
＊

＊ダンシングブレーヴ

��
��
�ランバダスタイル青鹿 2002 Santa's Sister

9h
Lyphard M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ハナオウギ（15 USA鹿 Super Saver）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊インターリム（10 IRE 鹿 Elusive City）IRE 出走
フェリスダージ（18牝 ＊ノヴェリスト）���１勝�入着４回

３代母 ＊ジョコンダⅡ（03 IRE 鹿 Rossini）IRE２勝，Silken Glider S‐L，キラヴラ
ンＳ‐G3 ３着

＊ジョリージョコンド（08牝 Marju）IRE１勝，タイロスＳ‐G3 ３着
ファストアプローチ（15� Dawn Approach）３勝，札幌２歳Ｓ‐G3 ２着，

芙蓉Ｓ‐LR ２着，多摩川Ｓ，etc.
シークレットアイズ（16牡 ディープインパクト）２勝，駒ケ岳特別
メリディアンローグ（17牡 ディープインパクト）�２勝，支笏湖特別２着，ひ

いらぎ賞３着
＊ライトニングパール（09牝 Marju）GB・IRE３勝，チヴァリーパークＳ‐G1，ラウ

ンドタワーＳ‐G3，愛デビュターントＳ‐G2 ３着
ライトニングクイック Lightening Quick（15 牝 Frankel）GB・IRE２勝，ア

サシＳ‐G3
マテンロウディーバ（17牝 ディープインパクト）２勝，紅梅Ｓ‐L ３着

サトノクラウン（12牡 Marju）６勝，宝塚記念‐G1，京都記念‐G2（２回），弥生賞
‐G2，etc.，UAE・HKG１勝，香港ヴァーズ‐G1，種牡馬

ポンデザール（15牝 ハーツクライ）５勝，札幌日経ＯＰ‐L，ステイヤーズＳ‐G2 ３
着，ダイヤモンドＳ‐G3 ３着，etc.

フィリオアレグロ（17牡 ディープインパクト）�３勝，青葉賞‐G2 ３着，共同通信
杯‐G3 ３着，潮来特別，etc.

４代母 ラジョコンド La Joconde（99 GB鹿 Vettori）不出走

５代母 ラスト Lust（94 GB栗 Pursuit of Love）不出走
［子］ スクルードライヴァー Screwdriver（02� ＊アントレプレナー）GB１勝，

Woodcote S‐L

販売申込者・所有者： ㈲ヒダカファーム＝浦河町荻伏町 �0146-25-2258
生 産 牧 場： ㈲ヒダカファーム
飼 養 者： ㈲ヒダカファーム＝浦河町荻伏町 �0146-25-2258

1150 ハナオウギ２０２１ 牡・鹿 ２／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

＊

スーパーセイヴァー Maria's Mon

�
�
�
�
�

��
��

�Super Saver Superchargerハナオウギ
＊ Elusive City

��
��
�インターリム鹿USA 2015 ＊ジョコンダⅡ

20c
Lyphard S5×S5 Touch of Greatness M5×M5

価格： 購買者：



母 バニラマカロン（12芦 ＊クロフネ）入着，�２勝�
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
メガミリオン（18牡鹿 ホッコータルマエ）���１勝

２代母 マカロンドナンシー（06黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
タイセイダンク（17牡 ＊ダンカーク）��１勝�１勝
メイショウホシアイ（18牝 モーリス）�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： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651

1151 バニラマカロン２０２１ �・芦 ２／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューバニラマカロン ダンスインザダーク

��
��
�マカロンドナンシー芦 2012 アドマイヤマカディ

＊ミセスマカディー 14b
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ハマギク（12黒鹿 Lawman）入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
クラシックタイム（19牡鹿 フリオーソ）���入着

２代母 ＊アンリーチャブルスター（04 GB栗 Halling）GB入着２回
トゥルースオアデア Truth Or Dare（11� Invincible Spirit）GB３勝，英オータ

ムＳ‐G3 ３着，Fairway S‐L ３着，Feilden S‐L ３着
ヒラボクプレミアム（15牡 ハーツクライ）入着，�４勝

３代母 スピニングザヤーン Spinning The Yarn（96 GB鹿 Barathea）GB出走
＊ネックレス（01牝 Darshaan）GB・FR・IRE・USA２勝，モイグレアスタッドＳ

‐G1，愛デビュターントＳ‐G3，ビヴァリーディＳ‐G1 ３着
ルビーネックレスRuby Necklace（08牝 Sadler's Wells）不出走
インペリアルルビー Imperial Ruby（16� Silvano）�SAF７勝，ゴール
ドボール‐G3，シーコテージＳ‐G3 ３着，Java H‐L ３着

リマーカブルストーリーRemarkable Story（02 牝 Mark of Esteem）GB出走
グレンディサーGrendisar（10 牡 Invincible Spirit）GB・TUR10 勝，ウィン

ターダービー‐G3，Winter Derby Trial S‐L（２回），Floodlit S‐L，etc.，
種牡馬

ピヴォッティングPivotting（06 牝 Pivotal）不出走
ハディーヤHadeeya（10牝 Oratorio）GB出走
ロウピゲスト Ropey Guest（17� Cable Bay）�GB２勝，ホーリスヒル
Ｓ‐G3 ２着，エイコムＳ‐G3 ３着，英オータムＳ‐G3 ３着，etc.

グッドオールドボーイラッキーGood Old Boy Lukey（11牡 Selkirk）GB・
HKG４勝，シュパーラティヴＳ‐G2

オークリーガールOakley Girl（12 牝 Sir Percy）GB・USA３勝，Conquer
or S‐L ２着，Hoppings S‐L ３着，Kentucky Downs Ladies Mar
athon S‐L ３着

４代母 カラースピン Colorspin（83 FR鹿 High Top）GB・IRE４勝，愛オークス
‐G1，Newbury S‐L，英オークス‐G1 ４着，ヨークシャーオークス‐G1 ４
着，ミュージドラＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲パカパカファーム＝新冠町新和 �01456-5-6333
生 産 牧 場： ㈲パカパカファーム
飼 養 者： ㈲パカパカファーム（厚賀分場）＝日高町字賀張 �01456-5-6333

1152 ハマギク２０２１ 牡・青鹿 ２／１９
＊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

ロウマン Invincible Spirit

�
�
�
�
�

��
��

�Lawman Laramieハマギク
＊ Halling

��
��
�アンリーチャブルスター黒鹿 2012 Spinning The Yarn

13e
Mr. Prospector S5×M5 Kris S5×M5 Shirley Heights S5×M5
Sharpen Up S5×M5
価格： 購買者：



母 パリスブルー（07黒鹿 ゼンノロブロイ）障害１勝，�２勝�
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
マーセッドマッハ（16牡鹿 フリオーソ）�３勝
ワイジーコマチ（19牝栗 ＊エスケンデレヤ）��入着２回

２代母 マーズプリンセス（97鹿 ＊デインヒル）出走
ブルーポラリス（03牝 ＊ウェイオブライト）２勝，障害１勝
ディーズメンフィス（04牝 マヤノトップガン）２勝，赤松賞
ディーズハイビガー（06牝 ＊アグネスデジタル）１勝

アセンダント（16牝 ダノンバラード）�２勝，浄土平特別，医王寺特別２着，
立待岬特別２着

ディープインアスク（08牝 ディープインパクト）入着
コロラトゥーレ（14牝 ＊タイキシャトル）�５勝，朱雀Ｓ，ＲＫＢ賞，２０１８ＷＡ

ＳＪ第１戦３着，ＨＴＢ杯３着，勝浦特別３着，etc.
ファンタジスト（16牡 ロードカナロア）３勝，京王杯２歳Ｓ‐G2，小倉２歳Ｓ

‐G3，セントウルＳ‐G2 ２着，スプリングＳ‐G2 ２着，朝日杯フューチ
ュリティＳ‐G1 ４着

ボンボヤージ（17牝 ロードカナロア）�４勝，マレーシアＣ，紫川特別，周防
灘特別２着

ブリリアントアスク（10牝 ネオユニヴァース）４勝，白井特別，春日山特別，デイ
ジー賞，松島特別３着

ジャジャウマガール（13牝 ハーツクライ）１勝

３代母 ＊ディアーミミ（87 USA黒鹿 Roberto）GB入着
フリートレイディ Fleet Lady（94牝 Avenue of Flags）USA10 勝，エルエンシノ

Ｓ‐G2，ラカニャーダＳ‐G2，B. Thoughtful S‐R，etc.
ファストクッキー Fast Cookie（00 牝 Deputy Minister）USA９勝，コティリ

オンＨ‐G2，アスタリタＳ‐G2 ２着，Endeavour S‐L ２着，etc.
フロステド Frosted（12牡 Tapit）USA・UAE６勝，ウッドメモリアルＳ
‐G1，メトロポリタンＨ‐G1，ホイットニーＳ‐G1，etc.，種牡馬

ミッドシップマンMidshipman（06牡 Unbridled's Song）USA・UAE５勝，
ＢＣジュヴェナイル‐G1，デルマーフュチュリティ‐G1，ノーフォークＳ
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

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： ㈲マリオステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

1153 パリスブルー２０２１ 牡・鹿 ４／１１

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahモンテロッソ ポルトロカ Barathea

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルパリスブルー ＊デインヒル

��
��
�マーズプリンセス黒鹿 2007 ＊ディアーミミ

16g
Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ヒアデス（16黒鹿 ＊モンテロッソ）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
バジガクマナムスメ（19牝鹿 オウケンブルースリ）���出走

２代母 ノヴェンバースカイ（11鹿 ディープスカイ）不出走
ウィシュアポナスタ（19牝 ＊ラニ）���１勝

３代母 ＊ノベンバースルー（97 USA黒鹿 Seattle Slew）USA３勝，ソレントＳ‐G2 ２着
イーグルアイランドEagle Island（04牝 Fusaichi Pegasus）USA１勝

エズモッシュ Ezmosh（15� Tizway）�USA５勝，アーリントンクラシック‐G3
ヒラボクワイルド（06牡 ＊ワイルドラッシュ）７勝，ポラリスＳ‐L，ギャラクシーＳ

‐LR，薫風Ｓ，etc.
タイセイワイルド（07牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，ひかり賞

３着，桃山Ｓ３着，etc.
ヒラボクテイオー（12牡 ＊ワイルドラッシュ）１勝，愛宕特別３着，�１勝
マーチャンスルー（16牝 ＊ワイルドラッシュ）��１勝�１勝�３勝，ユングフラウ

賞３着

４代母 ノヴェンバースノーNovember Snow（89 USA鹿 Storm Cat）USA８勝，
アラバマＳ‐G1，テストＳ‐G1，レアパフュームＳ‐G2，Boca Raton S‐L，
MyDear S‐L，etc.
［孫］ イクスプレストレイン Express Train（17 牡 Union Rags）�USA７勝，

サンタアニタＨ‐G1，サンパスカルＳ‐G2（２回），サンアントニオ
Ｓ‐G2，etc.

モーニングラインMorning Line（07牡 Tiznow）USA５勝，カーターＨ
‐G1，マーヴィンリロイＨ‐G2，ペンシルヴァニアダービー‐G2，etc.，
種牡馬

クロシオ Kuroshio（10 牡 Exceed And Excel）AUS３勝，ＭＶＲＣイア
ンマッキウェントロフィ‐G2，ＭＲＣＢダイアモンドプレリュードＣ
＆Ｇ‐G3，VRCMaribyrnong Trial S‐L，etc.，種牡馬

ビリーヴェンサクシード Believe'N'succeed（05牝 Exceed And Excel）A
US２勝，ＭＲＣブルーダイアモンドプレリュードＦ‐G3，VRCMoom
ba Plate‐L ３着，MRCBlue Diamond Preview F‐L ３着

販売申込者・所有者： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885
生 産 牧 場： 前川 義則
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

1154 ヒアデス２０２１ 牡・鹿 ２／１９
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

＊ Dubawi

�
�
�
�
�

��
��

�モンテロッソ Porto Rocaヒアデス ディープスカイ

��
��
�ノヴェンバースカイ黒鹿 2016 ＊ノベンバースルー

16c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ハルノアシオト（13黒鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ハジヲシレ（18牝黒鹿 リオンディーズ）�１勝�入着
ボルドサタン（19牡黒鹿 ゼンノロブロイ）���入着
ヒロピアーナ（20牡鹿 リアルインパクト）�出走

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

ハルノメザメ（11牡 ＊ヨハネスブルグ）��４勝
ハルロック（16牝 ヴァーミリアン）�１勝��入着２回
ジョーグラフェン（17牡 エピファネイア）��１勝
ナツハヨル（18牝 キズナ）���２勝�２勝

３代母 ホリワカ（93黒鹿 ホリスキー）�２勝
キリンジ（05牡 ワカオライデン）�３勝��１勝，九州ジュニアＣｈ３着

４代母 ダスシエーネ（85鹿 ＊ボールドリツク）出走
［子］ ベルランス（92牡 ＊ベルマン）	７勝，新潟ジュニアＣ３着

５代母 イチワカ（78栗 ＊コントライト）入着
［子］ キオイドリーム（86牝 ＊マグニテユード）６勝，スプリンターズＳ‐Jpn1

５着，キャピタルＳ‐OP，札幌日刊スポーツ杯‐OP，etc.
［孫］ ドリーミーオペラ（02牡 ＊オペラハウス）５勝，卯月Ｓ，松島特別，秋嶺

Ｓ３着
サンライズテースト（98
 ＊ノーザンテースト）６勝，なにわＳ，橿原Ｓ
２着，門松Ｓ２着，etc.

［曾孫］ ウィンガールハート（05牝 ニューイングランド）��１勝，ローレル賞３着
パワースラッガー（11牡 ウインラディウス）４勝，富里特別，古作特別，
黄梅賞，etc.

ヤマノレオ（10
 ＊グラスワンダー）４勝，芦屋川特別，芦屋川特別２着，
フィリピンＴ３着，�３勝

販売申込者・所有者： 三村 卓也＝新冠町新栄 �090-3891-0019
生 産 牧 場： 三村 卓也
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

1155 ハルノアシオト２０２１ 牡・黒鹿 ３／２６
＊

＊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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudハルノアシオト ワカオライデン

��
��
�ハルワカ黒鹿 2013 ホリワカ

＊星若 3
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ハルノヒダマリ（14鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
サマーサンシャイン（19牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）��１勝
ホッカイメルケル（20牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�地方未出走

２代母 カワカミプリンセス（03鹿 キングヘイロー）５勝，オークス‐Jpn1，秋華賞
‐Jpn1，スイートピーＳ‐L，エリザベス女王杯‐G1 ２着，産経大阪杯‐G2 ３着，etc.，
優３牝，優父内
ミンナノプリンセス（12牝 ＊コマンズ）２勝
ミュゲプリンセス（13牝 ＊エンパイアメーカー）入着２回，�１勝
カズアピアーニ（15� ＊ヘニーヒューズ）��入着�１勝�１勝�２勝�４勝
グランプリアルザン（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
ジョージバローズ（18� ダイワメジャー）��１勝�	入着

３代母 ＊タカノセクレタリー（96 USA鹿 Seattle Slew）出走
メイショウホンマル（07牡 キングヘイロー）１勝，京都２歳Ｓ‐L ２着

４代母 サマーセクレタリー Summer Secretary（85 USA栗 Secretariat）USA11 勝，
ボーゲイＨ‐G3（２回），Atlantic City H‐L，マッチメイカーＳ‐G2 ３着，
ボーゲイＨ‐G3 ２着，バックラムオークＨ‐G3 ２着，etc.
［子］ デイジョブDayjob（94� Dayjur）USA９勝，Bob Feller S‐L，Io

wa Sprint H‐L，Prairie Express S，etc.
［孫］ アイテマイズ Itemise（00 牝 Kris S.）GB・AUS２勝，ATCWinter C

‐L，ＡＴＣメトロポリタンＨ‐G1 ２着，Wyong RCWyong Gol
d Cup‐L ３着，etc.

マイスイートヴァラーMy Sweet Valor（05 牝 Vindication）USA３勝，
Ponca City S，Prima Donna S２着，La Fiesta H３着

ファミリービジネス Family Business（01 牝 Saint Ballado）USA３勝，
Truly Bound H２着，アンアランデルＳ‐G3 ３着

［曾孫］ タリー Tally（12� Street Cry）AUS10 勝，ＭＲＣコールフィールドオー
タムクラシック‐G2，ＭＶＲＣアリスタークラークＳ‐G2，ＡＴＣＪ
ＲＡプレイト‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-9517-4750

1156 ハルノヒダマリ２０２１ �・黒鹿 ２／ ９

＊

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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudハルノヒダマリ キングヘイロー

��
��
�カワカミプリンセス鹿 2014 ＊タカノセクレタリー

4m
Seattle Slew S4×M4 Secretariat S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ハギノウィッシュ（09鹿 アグネスタキオン）１勝，美濃特別（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６）〕
ハギノベルエキプ（16牝鹿 ＊ハービンジャー）１勝，城崎特別（芝 1800）３着
ハギノリュクス（17牝黒鹿 ルーラーシップ）�４勝，トルマリンＳ（Ｄ1800），夏

至Ｓ（Ｄ1600）２着，栞Ｓ（Ｄ1900）３着
ハギノロマネスク（18牝鹿 エピファネイア）１勝

２代母 ＊アヴェニューズレディ（01 USA黒鹿 Avenue of Flags）USA１勝
レイディドワイルドキャット Lady d'Wildcat（05 牝 D'Wildcat）USA・CAN６勝，

South Ocean S‐R ２着，Eternal Search S‐R ３着，Victorian Qu
een S‐R ３着

ミュゼストリート（11牡 ゴールドアリュール）１勝
フォルテミノル（13牡 ＊ワークフォース）１勝

３代母 レイディソースボート Lady Sauce Boat（80 USA鹿 Sauce Boat）USA２勝
ソーシーゲイロード Saucy Gaylord（85 牝 Lord Gaylord）USA８勝，Park Hei

ghts H‐L ２着，Francis Scott Key H３着
ソーシーレイディゲイロード Saucyladygaylord（89 牝 Lord Gaylord）USA７勝

＊ワンフォーローズ（99牝 Tejano Run）USA・CAN15勝，シーグラムＣ‐G3，
メイプルリーフＳ‐G3（２回），Ontario Matron H‐L（２回），etc.
レディアルバローザ（07牝 キングカメハメハ）５勝，中山牝馬Ｓ‐G3（２回），
ヴィクトリアマイル‐G1 ３着，フィリーズレビュー‐G2 ３着，etc.

キャトルフィーユ（09牝 ディープインパクト）４勝，クイーンＳ‐G3，愛
知杯‐G3 ２着（２回），福島牝馬Ｓ‐G3 ２着，etc.

エンジェルフェイス（13牝 キングカメハメハ）３勝，フラワーＣ‐G3，新春Ｓ
シンプリーソーシー Simply Saucy（93牝 Lord Avie）USA１勝

アンバーズウェイ Amber's Way（98牝 Forest Wildcat）USA３勝，Klass
y Briefcase S，Klassy Briefcase S３着

シーズシンプリースイート She's Simply Sweet（05 牝 Mazel Trick）USA７勝
ゴーントゥースーンGone too Soon（12� Belong to Me）�USA11 勝，
Cardinal H‐R ２着，Best of Ohio Endurance S‐R ３着

販売申込者・所有者： 松本 信行＝新冠町美宇 �0146-47-5356
生 産 牧 場： 松本 信行
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

1157 ハギノウィッシュ２０２１ 牡・栗 ４／１４

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラハギノウィッシュ
＊ Avenue of Flags

��
��
�アヴェニューズレディ鹿 2009 Lady Sauce Boat

12d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ボムガール（08鹿 アグネスタキオン）�３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（４）〕
ペイシャボム（14牡鹿 ＊アグネスデジタル）２勝
マイネルショック（15牡黒鹿 ＊アグネスデジタル）���２勝�２勝�
シゲルリジ（18牝鹿 ＊シニスターミニスター）�２勝
ルミマルヤ（19牝鹿 ベルシャザール）���入着２回

２代母 ポニーガール（98黒鹿 Seattle Slew）１勝
レソナル（03牡 ＊グラスワンダー）４勝，もちの木賞，出石特別３着，�１勝
プロミスフェアー（04牡 スペシャルウィーク）２勝
ボムクイーン（05牝 ＊アフリート）�２勝��
テイエムカルメン（06牝 ＊タイキシャトル）３勝，蒲郡特別
プリムール（07牝 キングカメハメハ）１勝，大森浜特別２着
ギンガ（12牡 ハーツクライ）１勝
アンゲルス（14牝 ダイワメジャー）�１勝
ゴルヴァ（16牡 ゴールドアリュール）１勝，なでしこ賞２着

３代母 ＊ルーズブルーマーズ（93 USA鹿 Deputy Minister）USA入着
ルースリンド（01牡 ＊エルコンドルパサー）入着２回，��14 勝，浦和記念‐Jpn2

２着，彩の国浦和記念‐Jpn2 ２着，東京大賞典‐Jpn1 ４着，etc.，種牡馬
フルブラッサム（02牡 スペシャルウィーク）４勝，津軽海峡特別２着，内外タイム

ス杯３着

４代母 レイトブルーマー Late Bloomer（74 USA鹿 Stage Door Johnny）USA11
勝，ベルダムＳ‐G1，ラフィアンＨ‐G1，デラウェアＨ‐G1，ブラックヘレンＨ
‐G2，シープスヘッドベイＨ‐G2，etc.
［子］ エンズウェル EndsWell（81 牡 Lyphard）USA10 勝，ユナイテドネイシ

ョンズＨ‐G1，ホーソンゴールドＣ‐G2，ミシガンマイルアンドワン
エイスＨ‐G2，etc.，種牡馬

フレッドアステア Fred Astaire（83 牡 Nijinsky）USA５勝，ラトガーズ
Ｈ‐G2，ＢＣマイル‐G1 ３着，マンノウォーＳ‐G1 ４着，種牡馬

［孫］ フィリーエイス Philly Ace（08� Smart Strike）USA７勝，トロピカルター
フＨ‐G3，Alphabet Soup H‐R，レッドスミスＨ‐G2 ３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

1158 ボムガール２０２１ �・鹿 ２／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラボムガール Seattle Slew

��
��
�ポニーガール鹿 2008 ＊ルーズブルーマーズ

3d
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ハロウィンパレード（07黒鹿 ＊アグネスデジタル）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
ハッピーハロウィン（13牡鹿 ヴァーミリアン）��１勝
アテンフェアリー（16牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝
コラゾンデオロ（17牡栃栗 エスポワールシチー）����１勝・６勝
キクノディーン（18牡鹿 リオンディーズ）��入着�１勝
アテンハピネス（19牡青 リーチザクラウン）�出走
メグ（20牝黒鹿 ラブリーデイ）�未出走

２代母 ＊ドーンズヘイロー（86 USA鹿 Halo）USA出走
アファームドヘイローAffirmed Halo（91牝 Affirmed）USA２勝

＊マルターズオリジン（05牝 Swain）３勝，菜の花賞‐OP ３着，ジュニアＣ‐OP
３着，浅草特別，赤松賞３着

ナリタキングオー（92牡 Wild Again）５勝，京都新聞杯‐Jpn2，スプリングＳ
‐Jpn2，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ２着，Ｒたんぱ
杯３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.

ブライトドーン（95牝 ＊ポリッシュネイビー）１勝
クローストゥユー（99牝 ＊コマンダーインチーフ）出走

ビヨンドマックス（06牡 ＊アフリート）４勝，中京スポニチ賞，天白川特別，障
害１勝

サテライトキャノン（01牡 ＊アフリート）５勝，白川郷Ｓ，タイランドＣ，アクアル
ミナスＳ３着，由布院特別３着，桜島特別３着，etc.

３代母 イースタンドーン Eastern Dawn（81 USA鹿 Damascus）FR・USA５勝，オ
マール賞‐G3，BayMeadows Debutante H，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着
ドッピオエスプレッソDoppio Espresso（92牝 Java Gold）USA１勝，アストリ

アＳ‐G3 ２着
＊モーニングタイド（94牝 Seeking the Gold）USA１勝

マイネルモルゲン（00牡 Mt. Livermore）７勝，京成杯オータムＨ‐Jpn3
（２回），ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，ポートアイランドＳ‐L，etc.

ヒーローズトリビュート Hero's Tribute（98 牡 Sea Hero）USA８勝，ガルフスト
リームパークＨ‐G2，ピーターパンＳ‐G2，Black Tie Affair H‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲本桐牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026
生 産 牧 場： ㈲本桐牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

1159 ハロウィンパレード２０２１ 牡・栗 ４／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawハロウィンパレード
＊ Halo

��
��
�ドーンズヘイロー黒鹿 2007 Eastern Dawn

5g
Halo M3×S4 Hail to Reason M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ハンドスター（09鹿 ＊パラダイスクリーク）�１勝�１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－２（４）〕
オールプレリー（15牝鹿 スマートファルコン）�１勝
カステヘルミ（16牝黒鹿 ブラックタイド）２勝，ＳＴＶ杯（芝 1200）２着
プロフーモ（17牝黒鹿 ジャングルポケット）��２勝�１勝
ピクトルテソーロ（18�黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝
スンヌンタイ（19牝鹿 ストロングリターン）�１勝
トレンディスター（20牝鹿 ファインニードル）�未出走

２代母 ビーフレグラント（02鹿 ダイタクヘリオス）�１勝��
テールバインダー（07牝 ＊カコイーシーズ）�７勝��

キングドンドルマ（15牡 ブラックタキシード）１勝，�	３勝�入着２回
ピエールタイガー（08牡 ＊カコイーシーズ）�４勝��９勝
入着�，マイルＧＰ，マ

イルＧＰ２着，川崎マイラーズ２着，サンタアニタＴ２着，船橋記念３着，etc.

３代母 コンサートダイナ（82栗 ＊ハンターコム）出走
コンサートボーイ（92牡 ＊カコイーシーズ）�３勝��８勝，帝王賞‐Jpn1，東京大

賞典‐Jpn1 ３着，かしわ記念‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬
ブルーダイナ（01牝 ＊カコイーシーズ）��２勝

タイムビヨンド（12牝 タイムパラドックス）入着，�９勝��１勝
入着２回，
クイーン賞‐Jpn3 ３着，道営記念，ノースクイーンＣ，etc.

ブルーウィザード（13牡 ＊トワイニング）�
２勝�８勝��５勝�，園田ジュ
ニアＣ２着

４代母 ＊コンサーテイスト（71 GB栗 Supreme Sovereign）不出走

５代母 チャムボード Chambord（55 GB栗 Chamossaire）GB４勝，Newmarket O
aks，Royal Standard S，ヨークシャーオークス３着，パークヒルＳ２着
［子］ カロ Caro（67牡 ＊フオルテイノ）GB・FR６勝，仏２０００ギニー，イスパー

ン賞，ガネー賞，etc.，種牡馬
［孫］ ディクティナDictina（81牝 ＊デイクタス）USA４勝，パカラップＳ‐G3，

Grassland H‐L，マッチメイカーＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲船越牧場＝日高町富川西 �01456-2-0931
生 産 牧 場： ㈲船越牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

1160 ハンドスター２０２１ �・鹿 ３／１１
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

＊ Irish River

�
�
�
�
�

��
��

�パラダイスクリーク North of Edenハンドスター ダイタクヘリオス

��
��
�ビーフレグラント鹿 2009 コンサートダイナ

＊コンサーテイスト 3o
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 パーカッショニスト（07栗 アグネスタキオン）入着，�１勝��３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ドラムスティック（14牝栗 ＊ロージズインメイ）��２勝
スタジアムロック（17牡栗 ＊カジノドライヴ）�２勝
サウスワールド（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝��１勝，ゴールドジュニア
（Ｄ1400）３着

フユノソラ（20牝栗 ＊シニスターミニスター）�地方未出走

２代母 マクリス（97栗 ＊グルームダンサー）３勝，稲村ヶ崎特別，あさがお賞，かも
め島特別２着，野島崎特別３着，洞爺湖特別３着，etc.
マイディアサン（04牡 ＊グラスワンダー）５勝，アレキサンドライトＳ，シャングリ

ラ賞，サンタクロースＳ２着，伊勢特別２着
ティーマックス（05牝 アグネスタキオン）１勝

クインオブザナイト（12牝 ＊ストーミングホーム）�３勝�２勝，ひまわり賞３着
ハーレムライン（15牝 マンハッタンカフェ）４勝，谷川岳Ｓ‐L，アネモネＳ‐LR

３代母 マツクホープ（83栗 ＊ノーザンテースト）５勝，フクニチ新聞杯，浜名湖特別，
天草Ｓ３着
マッチポイント（90牝 ＊リアルシヤダイ）入着５回

トウカイポイント（96� トウカイテイオー）６勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，中山
記念‐Jpn2，etc.，�１勝，HKG入着，香港マイル‐G1 ３着，優父内

パープルエビス（97牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，スプリングＳ‐Jpn2 ２着，
アーリントンＣ‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐OP，etc.

デライトポイント（03牝 トウカイテイオー）出走
オツウ（10牝 ハーツクライ）５勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ３着，ターコイズＳ
（重賞）‐L ３着，ポートアイランドＳ‐L ３着，etc.

ボンヌシャンス（92牝 ＊リアルシヤダイ）１勝
インテレット（03牡 アドマイヤベガ）２勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ２着，毎日杯

‐Jpn3 ２着
トランスワープ（05� ＊ファルブラヴ）７勝，新潟記念‐G3，函館記念‐G3，Ａ

ＪＣＣ‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱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

1161 パーカッショニスト２０２１ 牡・栗 ４／３０
＊ Wild Again

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Rose Parkトランセンド ＊トニービン

��
��
�シネマスコープ鹿 2006 ブルーハワイ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラパーカッショニスト ＊グルームダンサー

��
��
�マクリス栗 2007 マツクホープ

＊パロクサイド 8f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ピカバ（15鹿 トーセンホマレボシ）入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
カヴァコ（20牝鹿 グランプリボス）��出走

２代母 ライヴリーデイズ（05鹿 ＊ブライアンズタイム）�２勝
テーオーイージス（11牡 ゴールドアリュール）２勝
マーチン（13牝 デュランダル）入着，�１勝��

３代母 ＊トランクイルデイズ（93 USA鹿 Easy Goer）不出走
テーオーレジェンド（09牡 アドマイヤムーン）１勝，春日山特別２着，唐戸特別２

着，足立山特別３着
メイショウオオゼキ（10� ハーツクライ）２勝，両津湾特別，壇之浦特別２着，etc.，

��２勝�５勝	入着���
�，オグリキャップ記念２着，etc.

４代母 キソグラムガールKissogram Girl（87 USA黒鹿 Danzig）GB・USA２勝

５代母 フォーリンクーリア Foreign Courier（79 USA鹿 Sir Ivor）不出走
［子］ グリーンデザートGreen Desert（83 牡 Danzig）GB・FR・IRE・USA

５勝，ジュライＣ‐G1，ヘイドックスプリントＣ‐G2，フライイング
チルダーズＳ‐G2，etc.，種牡馬

ユーセフィア Yousefia（89 牝 Danzig）GB・USA４勝，Great Lady M.
H‐L，Morvich H‐L ２着，Autumn Days H‐L ３着

［孫］ ミシカルガールMythical Girl（96 牝 GoneWest）GB・IRE３勝，プリ
ンセスマーガレットＳ‐G3

イートンフォレヴァー Eton Forever（07� Oratorio）GB６勝，King
Richard the Third S‐L，Haydock Spring Trophy‐L，Guisbo
rough S‐L，etc.

ワードWerd（04� Hussonet）AUS10 勝，WATC Australia Day S
‐L，ＷＡＴＣカーネルリーヴズＳ‐G3 ２着（２回），WATC Summ
er Scorcher‐L ２着（２回），etc.

ナンズジョイNans Joy（04牝 In TheWings）GB・IRE・GER・USA
４勝，Stuten‐Meile Der Frankfurter Volksbank‐L，Eternal S
‐L ２着，Reluctant Guest S２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ファーミングヤナキタ＝日高町緑町 �01456-2-6565
生 産 牧 場： ㈲ファーミングヤナキタ
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1162 ピカバ２０２１ �・鹿 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

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�トーセンホマレボシ エヴリウィスパーピカバ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ライヴリーデイズ鹿 2015 ＊トランクイルデイズ

A4
Caro S4×S5 ノーザンテースト S4×M4 サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 ブライトエピローグ（14栗 ダイワメジャー）入着２回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
グレートビーナス（19牝鹿 ストロングリターン）��１勝
パガファンタス（20牡鹿 ルーラーシップ）�未出走

２代母 ＊ダークエンディング（98 USA栗 ＊エンドスウィープ）USA４勝，セリーニＳ
‐G1，O.B.S. Sprint S‐R，Jersey Jumper S，Go for Wand S‐L ３着，
Star Shoot S‐L ３着
コードテレグラム（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，��３勝
ダークセクター（06牡 ＊シンボリクリスエス）入着３回，��４勝�２勝
ピカンチラヴ（07牝 ネオユニヴァース）３勝
ラヴィアンクレール（08牡 マンハッタンカフェ）５勝，京葉Ｓ‐LR ３着，ヒヤシン

スＳ‐OP，ブラッドストーンＳ，河口湖特別２着，etc.，���入着２回，兵
庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着

ダークアイリス（09牝 ゴールドアリュール）入着，��１勝�
マイネルルークス（10牡 デュランダル）１勝，�４勝��４勝�入着��
イントロダクション（11牝 デュランダル）３勝，木更津特別，白嶺Ｓ２着，北総Ｓ２着
ケンベストカフェ（12牡 マンハッタンカフェ）５勝，内房Ｓ，チバテレ杯，伊勢佐

木特別２着

３代母 ダークシャンペインDark Champagne（91 USA鹿 Hooched）USA３勝，
Cameo S３着
シャンペインエンディング Champagne Ending（02牝 ＊プリサイスエンド）USA

３勝，New York Stallion Perfect Arc S‐R，フランセスＡジェンターＳ‐G3
２着，Niagara S‐R ３着

４代母 ダークインプDark Imp（75 USA鹿 Solo Landing）USA９勝，Susan B.
Anthony S
［子］ ダークブルーDark Brew（88� Hooched）USA３勝，Swynford S

‐L，Spectacular Bid S‐L ２着
［孫］ アウトオヴシャンペインOut of Champagne（97牡 Out of Place）US

A９勝，Carterista H‐L，Primal H３着

販売申込者・所有者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848
生 産 牧 場： ㈱ハシモトファーム
飼 養 者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848

1163 ブライトエピローグ２０２１ �・黒鹿 １／２３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケブライトエピローグ
＊

＊エンドスウィープ

��
��
�ダークエンディング栗 2014 Dark Champagne

16d
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ホウヨウジーナス（15黒鹿 トランセンド）�２勝�入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
アンモチャン（20牝黒鹿 ミッキーロケット）��入着

２代母 マイディアダーリン（05黒鹿 フジキセキ）�１勝�１勝
ビクターウィナー（13牡 ソングオブウインド）�10 勝

３代母 タニノダーリン（95鹿 ＊アレミロード）５勝，城崎特別
マイネルセグメント（09牡 ＊アグネスデジタル）�７勝��入着２回�，東海ダービ

ー，新緑賞，ライデンリーダー記念

４代母 ＊アングシヤスフレンド（86 USA栗 Mr. Prospector）USA３勝
［子］ ブルーソックス（07牡 アドマイヤドン）４勝，飯坂温泉特別，樅の木賞，

早鞆特別２着，etc.
トーホウライデン（02牡 ＊ブライアンズタイム）�20 勝��１勝	，青藍
賞，岩鷲賞

タニノアトラテック（91牝 ＊サウスアトランテイツク）３勝，播磨特別２
着，火の山特別２着，伊丹特別３着

［孫］ タニノディキディキ（03牡 ＊オペラハウス）４勝，明石特別，高山特別，
但馬Ｓ２着，etc.

［曾孫］ レッドペリグリン（11牡 ＊ボストンハーバー）�13 勝，エトワール賞，グ
ランシャリオ門別スプリント２着，エトワール賞３着

５代母 リーヴミーアローン Leave Me Alone（73 USA栗 Northern Dancer）US
A８勝，クリサンシマムＨ‐G3 ２着，ロングアイランドＨ‐G3 ２着，Queen C
harlotte H２着，ロングアイランドＨ‐G3 ３着，Flower Bowl H３着
［子］ リーチザゴールド Reach the Gold（90牡 Slew o' Gold）USA２勝，

Swynford S‐L，Marine S‐L ２着，Coronation Futurity‐R
２着，etc.，種牡馬

［孫］ ウィニングチャンスWinning Chance（99牝 Alphabet Soup）USA７
勝，Belle Mahone S‐L，Ontario Matron H‐L，メイプルリー
フＳ‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲豊洋牧場＝日高町豊田 �01456-5-2607
生 産 牧 場： ㈲豊洋牧場
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

1164 ホウヨウジーナス２０２１ 牡・栗 ５／ １

＊

＊ 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

＊ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�

��
��

�トランセンド シネマスコープホウヨウジーナス フジキセキ

��
��
�マイディアダーリン黒鹿 2015 タニノダーリン

＊アングシヤスフレンド 21a
Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ピンクブリザード（14鹿 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ブラックテイルズ（19牝鹿 メイショウボーラー）出走，�地方未出走
ハシッテマウデ（20牡鹿 メイショウボーラー）���入着

２代母 ピンクリップス（01鹿 ＊エンドスウィープ）１勝
ネオアレクサンドラ（09牝 アグネスタキオン）２勝，�２勝
ネオヴィクトリア（10牝 ディープインパクト）２勝
ジュンヴァルカン（13牡 ネオユニヴァース）５勝，阿蘇Ｓ‐OP ３着，桃山Ｓ，松籟

Ｓ，三田特別，あずさ賞，etc.

３代母 ＊マリスターⅡ（91 USA鹿 Baldski）USA５勝，Sweetest Chant S‐L，P
atricia S，デルマーオークス‐G1 ２着，ハニムーンＨ‐G3 ２着，リンダヴィス
タＨ‐G3 ２着，etc.
ディアアドマイヤ（97牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ワイルドラズベリー（07牝 ＊ファルブラヴ）３勝，ローズＳ‐G2 ２着，秋華賞
‐G1 ４着，白百合Ｓ‐OP，etc.
ミッキーワイルド（15牡 ロードカナロア）５勝，プロキオンＳ‐G3 ２着，
霜月Ｓ‐OP，欅Ｓ‐OP ２着，etc.，��１勝

ラズベリームース（19牝 ルーラーシップ）�１勝，アネモネＳ‐L ２着
ピンクパピヨン（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，スイートピーＳ‐OP ３着，カ

ーネーション特別，衣笠特別３着，etc.
カフナ（08牡 キングカメハメハ）６勝，メトロポリタンＳ‐L，目黒記念‐G2 ３

着，小倉大賞典‐G3 ２着，etc.
マルロス（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，ダリア賞‐OP
サイバーキングダム（03牡 スペシャルウィーク）１勝，ベンジャミンＳ‐OP ２着
ベッラレイア（04牝 ナリタトップロード）３勝，フローラＳ‐Jpn2，オークス

‐Jpn1 ２着，エリザベス女王杯‐G1 ３着，etc.
ベッラレジーナ（11牝 ネオユニヴァース）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着
ベッラノーヴァ（18牝 エピファネイア）�２勝，フェアリーＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： フクオカファーム＝浦河町東栄 �0146-25-2309
生 産 牧 場： フクオカファーム
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

1165 ピンクブリザード２０２１ �・鹿 ２／１４

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケピンクブリザード ＊エンドスウィープ

��
��
�ピンクリップス鹿 2014 ＊マリスターⅡ

3o
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ビクトワールイゾレ（08栗 ダンスインザダーク）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（11）〕
ユッセ（13牝栗 ＊グラスワンダー）１勝，�２勝�２勝
サバイバルルージュ（16牝鹿 エイシンフラッシュ）��４勝
ベストトウマ（17牡鹿 ＊ハービンジャー）��入着�３勝
オデンシタ（20牡栗 ワールドエース）���入着

２代母 エアシビュラ（96鹿 ＊トニービン）入着３回
フジヤマビュティー（01牡 ＊エンドスウィープ）２勝，巌流島特別，�２勝�入着２回	
ホーリーオラクル（02
 バブルガムフェロー）１勝，�２勝�１勝�
バブルスプリングス（03牡 バブルガムフェロー）２勝，太宰府特別，�５勝
ゲイルカフェ（05牡 ＊トワイニング）３勝
フラムスティード（11
 ゼンノロブロイ）��２勝�１勝

３代母 アイシーゴーグル（87栗 ＊ロイヤルスキー）３勝，アベリア賞３着
エアジハード（95牡 サクラユタカオー）７勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ

‐Jpn1，富士Ｓ‐Jpn3，etc.，優短距，優父内，種牡馬
アイシーサイレンス（97牝 ＊サンデーサイレンス）出走

アペリティフ（03
 ＊エルコンドルパサー）３勝，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，清
滝特別，府中Ｓ２着，etc.，障害２勝

ノーリプライ（04
 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，御影Ｓ２着，鎌倉Ｓ
３着，サンタクロースＳ３着

ビーインラプチャー（10牝 ＊アフリート）１勝，��11 勝，しらさぎ賞３着
レッドサバス（12牡 キングカメハメハ）４勝，晩秋Ｓ２着，丹沢Ｓ３着，晩秋

Ｓ３着，etc.
ラピュセル（00牝 ＊エリシオ）入着

カレイジャスミン（05牝 タヤスツヨシ）３勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，ターコ
イズＳ‐L ２着，豊栄特別，etc.

４代母 シヤダイアイバー（79鹿 ＊ノーザンテースト）３勝，オークス，カーネーションＣ
［孫］ ペインテドブラック（96牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，ステイヤーズＳ

‐Jpn2，青葉賞‐Jpn3，若草Ｓ‐OP ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝浦河町西幌別 �090-9083-2713
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1166 ビクトワールイゾレ２０２１ �・栗 ２／２４
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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイビクトワールイゾレ ＊トニービン

��
��
�エアシビュラ栗 2008 アイシーゴーグル

＊サワーオレンジ 8g
サンデーサイレンスM3×S4 Caro S4×S5 ノーザンテースト S4×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊ビッグザム（05 GB鹿 Zamindar）FR４勝，P. des Tourelles‐L
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
グリントフラッター（18牡鹿 ＊ケープブランコ）��出走��１勝

２代母 イントルムモルシャーン IntrumMorshaan（97 IRE 黒鹿 Darshaan）GB１勝
ペキンビューティPeking Beauty（02 牝 Kendor）FR２勝
ゼッドキャンディZed Candy（03� Medicean）GB４勝，GB障害３勝
プリンスジークフリート Prince Siegfried（06� Royal Applause）GB・FR７勝，ウ

ィンターヒルＳ‐G3，Doonside C‐L，クリテリヨムアンテルナシヨナル‐G1
２着，ウジェーヌアダム賞‐G2 ３着，Gala S‐L ２着，etc.，GB障害１勝

アルバイダーAl Baidaa（09牝 Exceed And Excel）GB１勝
リバータリアン Libertarian（10牡 New Approach）GB・IRE２勝，ダンテＳ‐G2，

英ダービー‐G1 ２着，種牡馬

３代母 アーンティモーリーンAuntie Maureen（92 IRE 鹿 Roi Danzig）IRE２勝
コーニーキティ Coney Kitty（98 牝 Lycius）GB・IRE・USA７勝，ヒルズバラＳ

‐G3，Entrepreneur S‐L，Omnibus S，etc.

４代母 ミッドナイトチャイルドMidnight Child（82 IRE 黒鹿 ＊マナード）IRE・US
A１勝，BBA Sprint S‐L ３着

５代母 カモギーCamogie（69 GB栗 ＊セルテイツクアツシユ）不出走
［子］ ネヴァーアレイディNever a Lady（74牝 Pontifex）GB・IRE４勝，John

of Gaunt S２着，Herbert Lodge H２着，Goff's S２着
［孫］ ダンスマシーンDance Machine（82牝 Green Dancer）GB・FR・ITY

２勝，Sweet Solera S‐L，ノネット賞‐G3 ４着，Sir Charles Cl
ore Memorial S‐L ３着

［曾孫］ ハリング Halling（91 牡 Diesis）GB・FR・USA・UAE12 勝，ヨークイン
ターナショナルＳ‐G1（２回），エクリプスＳ‐G1（２回），イスパーン
賞‐G1，etc.，種牡馬

グレイジアGrazia（95 牝 Sharpo）GB・FR・IRE２勝，Hackwood S
‐L，フィーニクススプリントＳ‐G3 ２着，Hackwood S‐L ３着

販売申込者・所有者： 堀川 洋之＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2381
生 産 牧 場： 堀川 洋之
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

1167 ビッグザム２０２１ 牡・栗 ４／ ９
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

＊

ザミンダール GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Zamindar Zaizafonビッグザム イントルムモルシャーン Darshaan

��
��
�IntrumMorshaan鹿GB 2005 Auntie Maureen

10c
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 パーソナルビリーフ（16栗 ヴィクトワールピサ）�１勝
初仔

２代母 ＊パーソナルレジェンド（00 USA栗 Awesome Again）USA６勝，ターンバッ
クジアラームＨ‐G3，Stage Door Betty H‐L，パーソナルエンサインＳ‐G1
２着，デルマーオークス‐G1 ３着，エルエンシノＳ‐G2 ２着，etc.
ミラクルレジェンド（07牝 フジキセキ）５勝，レパードＳ（重賞）‐L，関越Ｓ‐L，etc.，

��７勝�，エンプレス杯‐Jpn2，マリーンＣ‐Jpn3，クイーン賞‐Jpn3，etc.
グレートタイム（15牡 キングカメハメハ）�５勝，仁川Ｓ‐L，ブラジルＣ‐L，

ユニコーンＳ‐G3 ２着，ブラジルＣ‐L ２着，etc.，��入着，ジャパン
Ｄダービー‐Jpn1 ３着

ローマンレジェンド（08牡 スペシャルウィーク）９勝，エルムＳ‐G3（２回），みや
こＳ‐G3，チャンピオンズＣ‐G1 ３着，etc.，��１勝，東京大賞典‐G1，か
しわ記念‐Jpn1 ３着，etc.

アムールレジェンド（09牝 ディープインパクト）１勝
アーバンレジェンド（10牝 アグネスタキオン）４勝，蹴上特別

タイセイアゲイン（18牡 ＊パイロ）�３勝，天草特別，プラタナス賞，豊前Ｓ３
着，���出走，全日本２歳優駿‐Jpn1 ４着

セラミックロード（11牡 ディープインパクト）�２勝
オーサムレジェンド（12� ゼンノロブロイ）３勝，中京スポニチ賞３着
プリマレジェンド（13牝 ヴィクトワールピサ）��２勝
アリストレジェンド（14牡 ヴィクトワールピサ）入着，��４勝��４勝
レジェンディスト（15牝 ＊エンパイアメーカー）２勝
ヒロイックテイル（17牡 スクリーンヒーロー）�５勝，ブリリアントＳ‐L，仁川Ｓ

‐L ３着，カノープスＳ‐OP ３着，晩秋Ｓ，昇仙峡特別，etc.
ワセダハーツ（18牡 ハーツクライ）�２勝

３代母 ハイランドレジェンド Highland Legend（91 USA栗 Storm Bird）GB２勝，
Lupe S‐L ２着

４代母 サンテーラ Santella（82 USA栗 Coastal）不出走
［子］ ファイナルサンライズ Final Sunrise（90� ＊アフリート）USA９勝，

Memorial Day H

販売申込者・所有者： ㈱ティーズファーム＝神奈川県横浜市 �045-342-8927
生 産 牧 場： ㈲まるとみ冨岡牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

1168 パーソナルビリーフ２０２１ 牡・鹿 ３／１０

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Preachパイロ ワイルドヴィジョン Wild Again

��
��
�Wild VisionUSA 黒鹿 2005 Carol's Wonder

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パーソナルビリーフ
＊ Awesome Again

��
��
�パーソナルレジェンド栗 2016 Highland Legend

20
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ハリウッドセレブ（11黒鹿 ジャングルポケット）�入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ケンデューク（16牡黒鹿 ＊ノヴェリスト）１勝
ピクトグラム（17牝青鹿 エイシンフラッシュ）��入着８回
マスカレード（18牝鹿 スピルバーグ）��１勝
マチウマイウマナリ（20牝青鹿 ヴィクトワールピサ）��出走

２代母 マンハッタンセレブ（03青鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
シャインセレブ（07牝 ＊クロフネ）出走

シャインヴィットゥ（14牡 ＊ファスリエフ）５勝，２０１８フェアウェルＳ，���
１勝�入着，サマーＣｈ‐Jpn3 ３着

シャインカメリア（15牝 ＊アポロキングダム）２勝，ダリア賞‐OP ２着，エス
ペランサ賞３着，��２勝�

サトノグロリアス（09牡 ジャングルポケット）１勝
セレブリティモデル（10牝 キングカメハメハ）２勝，忘れな草賞‐OP
ブルックデイル（12牝 キングカメハメハ）４勝，山中湖特別，湯川特別，土湯温泉

特別，粟島特別２着
ロスカボス（13� キングカメハメハ）２勝，野路菊Ｓ‐OP，すみれＳ‐OP ３着，青

梅特別３着，障害１勝
セイハロートゥユー（18牡 キングカメハメハ）�１勝

３代母 ＊サトルチェンジ（88 IRE 黒鹿 Law Society）GB・IRE３勝，Giolla Mear R
ace‐L，Lingfield Oaks Trial S‐L ３着

＊エアスマップ（95牡 ＊デインヒル）７勝，オールカマー‐Jpn2，エプソムＣ‐Jpn3
２着，新潟記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

マンハッタンカフェ（98牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，有馬記念‐Jpn1，菊花賞
‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，etc.，優古牡，種牡馬

マンハッタンフィズ（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
アプリコットフィズ（07牝 ジャングルポケット）４勝，クイーンＳ‐G3，クイ

ーンＣ‐G3，キャピタルＳ‐L，etc.
クレスコグランド（08牡 タニノギムレット）３勝，京都新聞杯‐G2，大阪―ハ

ンブルクＣ‐L ３着，日本ダービー‐G1 ５着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643

1169 ハリウッドセレブ２０２１ �・青鹿 ３／１１

＊

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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーハリウッドセレブ ＊サンデーサイレンス

��
��
�マンハッタンセレブ黒鹿 2011 ＊サトルチェンジ

16c
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ビーキュート（09鹿 マヤノトップガン）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
ブロンドキュート（15牝栗 ＊フレンチデピュティ）入着，�２勝
ハーベストタイム（16牝栗 ＊プリサイスエンド）��２勝�２勝
ダイナレーヴ（17牝鹿 ＊パイロ）��入着８回
キュートラン（18牝鹿 ＊ディスクリートキャット）入着５回，��２勝

２代母 ビーサイレント（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ジェイケイテイオー（98� トウカイテイオー）４勝，磐梯山特別，万代特別，障害１勝
プリサイスマシーン（99牡 マヤノトップガン）９勝，スワンＳ‐Jpn2，阪急杯‐G3，

中日新聞杯‐Jpn3（２回），カシオペアＳ‐L，etc.，��５勝��	
�入着
４回�，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ２着，etc.

マイクロス（00牝 タマモクロス）不出走
マルモセーラ（08牝 ＊クロフネ）２勝，ファンタジーＳ‐G3
マルモレイナ（14牝 ＊エンパイアメーカー）３勝，ききょうＳ‐OP ２着，
合馬特別，タイランドＣ３着

キープクワイエット（01牝 エアジハード）５勝，木更津特別，御在所特別２着
カルマート（08牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，紫苑Ｓ‐LR
タガノスカイハイ（15牡 ルーラーシップ）３勝，由比ヶ浜特別，二本松特別２

着，豊明Ｓ３着，脊振山特別３着
レティセントガール（05牝 ＊フォーティナイナー）３勝
インフィニットエア（06� ＊シンボリクリスエス）４勝，伊勢佐木特別，
２勝

３代母 グローバルダイナ（80鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3，小倉大賞典‐Jpn3，宝塚記念‐Jpn1 ３着，エリザ
ベス女王杯３着，etc.，優古牝（2回）
アドマイヤジャック（98牡 ＊フォーティナイナー）６勝，霜月Ｓ‐OP ３着，大雪Ｈ，

えりも特別，etc.

４代母 グローブターフ（66鹿 ＊パーソロン）６勝，愛知杯，クイーンＳ２着，３歳牝
馬Ｓ‐OP，中日賞，サルビヤ賞
［孫］ メインキャスター（86牝 ＊ノーザンテースト）８勝，サンスポ阪神牝馬特

別‐Jpn3，函館記念‐Jpn3 ２着，小倉大賞典‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538
生 産 牧 場： ㈲前野牧場
飼 養 者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538

1170 ビーキュート２０２１ 牡・栗 ４／２１

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

�
�
�
�
�
�
�
�
� Height of Fashionバゴ ムーンライツボックス Nureyev

��
��
�Moonlight's BoxFR 黒鹿 2001 Coup de Genie

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�マヤノトップガン ＊アルプミープリーズビーキュート ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビーサイレント鹿 2009 グローバルダイナ

＊ロイヤルアグリーメント 12f
Blushing Groom S3×M4 Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 ピースフルデイズ（15青鹿 ディープインパクト）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
クロカン（19牡黒鹿 ＊アジアエクスプレス）��入着２回

２代母 ＊ストーミーウェザー（02 USA黒鹿 Storm Cat）USA出走
ドリームアーサー（08牡 Eddington）�６勝
トーセンブリザード（09牡 ハーツクライ）�１勝
テイエムライオネス（10牝 フジキセキ）１勝
タケノローマン（11牝 キングカメハメハ）��３勝

アナゴサン（18牡 ミッキーアイル）�２勝，白百合Ｓ‐L ２着，高湯温泉特別，
恋路ケ浜特別２着，名古屋日刊スポーツ杯２着，宇佐特別３着

トラストマヴィア（13牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
フォリオール（16� オルフェーヴル）１勝，��入着３回	１勝

３代母 ベイハーバーBay Harbor（95 USA栗 ＊フォーティナイナー）USA２勝
エルニーニョ El Nino（03牡 Storm Cat）USA３勝，アムステルダムＳ‐G2 ３着，

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，etc.，
種牡馬

４代母 ハーバースプリングズ Harbor Springs（89 USA栗 Vice Regent）USA７勝，
WishingWell S‐L，Holiday Inaugural S‐L ２着
［子］ ＊ボストンハーバー（94牡 Capote）USA６勝，ＢＣジュヴェナイル‐G1，

ブリーダーズフュチュリティ‐G2，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 Gr
as S

［孫］ ミスティックアイズMystic Eyes（19 牝 Maclean's Music）�USA２勝，
Stewart Manor S，Ainsworth S２着，メイトロンＳ‐G3
３着

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1171 ピースフルデイズ２０２１ 牡・黒鹿 ２／２５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアピースフルデイズ
＊ Storm Cat

��
��
�ストーミーウェザー青鹿 2015 Bay Harbor

6a
Storm Cat M3×S4 フォーティナイナー S4×M4

価格： 購買者：



母 セレナータ（14栗 ＊ストーミングホーム）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊アドニータ（04 GB青 Singspiel）GB・FR２勝
ティップトップ（11牝 Dubawi）３勝

インテンスフレイム（18牡 ＊パイロ）�１勝，角島特別２着
ラッシュアワー（13牡 ＊ストーミングホーム）１勝，荒川峡特別２着
モンテグロッソ（15牡 ＊モンテロッソ）３勝，江の島Ｓ３着，むらさき賞３着，��１勝
モダスオペランディ（16牡 ダイワメジャー）�２勝，弥富特別，茨木Ｓ２着，灘Ｓ

３着，��１勝

３代母 ＊アンナパラリーヴァ（95 IRE 栗 Caerleon）FR２勝，オマール賞‐G3
アドヴァイス Advice（01� Seeking the Gold）FR・UAE５勝，G.P. de Compiegn

e‐L，G.P. Anjou Bretagne‐L，G.P. de Bordeaux‐L，etc.
アネモメーターAnemometer（03 牝 ＊サンデーサイレンス）GB入着

デュバイジーナDubai Gina（08牝 Dubai Destination）SAF４勝，Sun Cl
assique H‐L，ウーラヴィントン２０００‐G1 ３着，Ｊ＆ＢステイヤーズＨ
‐G2 ２着，etc.

イグアスフォールズ Iguazu Falls（05� Pivotal）GB・GER・USA・UAE７勝，
Surrey S‐L，アルファヒディフォート‐G2 ３着，サマーヴィルタタソール
Ｓ‐G3 ２着，etc.

エインジェルフォールズAngel Falls（06 牝 Kingmambo）不出走
ナシヨナルデファンスNational Defense（14 牡 Invincible Spirit）FR２勝，

ジャンリュクラガルデール賞‐G1，ジェベル賞‐G3 ２着，シェーヌ賞
‐G3 ３着，種牡馬

アナサライ Anna Salai（07 牝 Dubawi）GB・FR・IRE１勝，グロット賞‐G3，愛
１０００ギニー‐G1 ２着，Conqueror S‐L ２着
アダヤール Adayar（18 牡 Frankel）�GB・FR３勝，英ダービー‐G1，Ｋジョ

ージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，サンダウンクラシックトライアルＳ‐G3
２着，etc.

シーニオリティ Seniority（14� Dubawi）�GB・UAE５勝，アブダビチャンピオ
ンシップ‐G3 ２着，National Day Cup‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345
生 産 牧 場： ㈲原口牧場
飼 養 者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345

1172 セレナータ２０２１ �・栗 ３／１７
＊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

＊ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�ストーミングホーム Try to Catch Meセレナータ
＊ Singspiel

��
��
�アドニータ栗 2014 ＊アンナパラリーヴァ

7f
Mr. Prospector M4×S5×M5 Halo S5×M5×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ヒワラニ（13鹿 ディープインパクト）１勝
初仔

２代母 ブリスクウェザー（03鹿 ＊クロフネ）１勝
フェリシダーデス（12牝 ディープインパクト）�６勝�９勝
レランパゴ（14牡 ＊ハービンジャー）�３勝
ハイオソラール（16牡 ルーラーシップ）�１勝
ルミエールイリゼ（17牝 オルフェーヴル）��２勝

３代母 ＊ビーモル（91 USA栗 Lyphard）FR２勝
カデンツァ（99牝 ＊サンデーサイレンス）３勝

インプロヴァイズ（10牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ３
着，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，韓国馬事会杯，etc.

ツルマルヨカニセ（00牡 ダンスインザダーク）７勝，小倉日経ＯＰ‐L，北九州記念
‐Jpn3 ２着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，etc.

エクスペディション（07牡 ステイゴールド）６勝，小倉記念‐G3，新潟記念‐G3 ２
着，鳴尾記念‐G3 ２着，etc.

４代母 ビーミスハイツ Bemis Heights（75 USA鹿 Herbager）USA５勝，ルースレス
Ｓ‐G3，Busanda S，Rosetown S２着，リトルシルヴァーＨ‐G3 ３着
［子］ ビーミスト Bemissed（80牝 Nijinsky）USA５勝，セリマＳ‐G1，ミスグ

リジョＳ‐G3，Japan Racing Association H‐LR，etc.
デザ－トティ－ムDesert Team（90牡 Blushing Groom）GB・IRE２勝，
プリンセスオヴウェイルズＳ‐G2，Feilden S‐L ２着，Eyref
ield 2‐Y‐ORace‐L ２着，etc.，種牡馬

ハイリーイクスクルーシヴ Highly Exclusive（82 牝 Exclusive Native）
USA１勝，Hibiscus S２着

［孫］ ジェットスキ－レイディ Jet Ski Lady（88牝 Vaguely Noble）GB・FR
・IRE４勝，英オークス‐G1，Ballysax Race‐L，愛オークス‐G1
２着，etc.

［曾孫］ ノーティNaughty（96 牝 River Special）USA８勝，Merry Time S
‐R，Rose Debartolo Memorial S‐R，Queen City Oaks‐R，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： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

1173 ヒワラニ２０２１ 牡・鹿 ３／２５

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアヒワラニ ＊クロフネ

��
��
�ブリスクウェザー鹿 2013 ＊ビーモル

2f
Mr. Prospector S4×S5 Lyphard M4×M5

価格： 購買者：



母 ファブラノヴァ（11青 ＊コマンズ）入着，�１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
リサウッドテール（19牝鹿 ＊ウォーターリーグ）��入着

２代母 ＊トゥルーファンタジー（98 USA鹿 Seeking the Gold）GB出走
ライヴマジック（08牝 Shamardal）入着２回

ポッドガイ（13牡 ＊パイロ）��６勝�入着４回�，鎌倉記念
ヴェリテ（12� ディープスカイ）１勝，�17 勝�６勝�，ウインター争覇２着，名

古屋記念２着，梅見月杯３着（２回）
クラウンエンジニア（15牡 ＊ハードスパン）１勝，��５勝��入着５回�

３代母 ジュード Jood（89 USA鹿 Nijinsky）GB入着２回
ワニスWanice（95 牝 Mr. Prospector）FR１勝

ゼンブZembu（99牝 フジキセキ）AUS１勝
ユアソング Your Song（09牡 Fastnet Rock）AUS３勝，ＢＲＣＢＴＣカ
ップ‐G1，ＡＴＣローマンコンサルＳ‐G2 ３着，ＡＴＣラントゥザロ
ーズＳ‐G3 ２着，種牡馬

アニーズ Anees（14 牡 Harlan's Holiday）ARG４勝，P. Antartida Argentin
a‐L，P. Manuel Anasagasti‐L

＊ファンタスティックライト（96牡 Rahy）入着，GB・FR・IRE・USA・UAE・HK
G12勝，ＢＣターフ‐G1，マンノウォーＳ‐G1，愛チャンピオンＳ‐G1，プリ
ンスオヴウェイルズＳ‐G1，タタソールズゴールドＣ‐G1，香港カップ‐G1，
グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，etc.，欧年度代表馬，種牡馬

ハイデュバイ Hi Dubai（00 牝 Rahy）GB・FR・USA１勝，Pretty Polly S‐L，
サンタラリ賞‐G1 ２着，ＥＰテイラーＳ‐G1 ３着

ダーネットアルドゥーニャDaanet Al Dunya（03牝 Rahy）GB出走
タークイン Tarquin（12� ＊ハードスパン）AUS６勝，ＡＴＣパゴパゴＳ‐G2，

ＡＴＣシャンペインＳ‐G1 ３着，Morn RCMornington C‐L ２着，etc.
シヤサ Siyasa（05牝 Rahy）GB入着３回

ドーンデリヴァーズDawn Delivers（15 牝 Dawn Approach）IRE１勝，シ
ルヴァーフラッシュＳ‐G3 ３着

ハウサ Hawsa（06牝 Rahy）FR・GER３勝，Herbst Stuten Steher Preis‐L ３着

販売申込者・所有者： 藤川ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2307
生 産 牧 場： 藤川ファーム
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

1174 ファブラノヴァ２０２１ 牡・黒鹿 ３／２４
＊

＊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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�コマンズ Cotehele Houseファブラノヴァ
＊ Seeking the Gold

��
��
�トゥルーファンタジー青 2011 Jood

14c
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ファーマペニー（08鹿 ジャングルポケット）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
スターフラッシュ（14�栗 スクリーンヒーロー）２勝
ファーマプリン（17牝栗 アンライバルド）��１勝�入着２回
デザートスター（19牡鹿 サトノアラジン）�入着２回

２代母 ミスチバスペニー（03栗 テイエムオペラオー）�３勝
ソングライダー（09牡 ソングオブウインド）�６勝
ファーマファイバー（15牝 オウケンブルースリ）�１勝�１勝�入着４回

３代母 ＊ペニーアップ（91 USA青 Halo）不出走
フサイチドラゴン（96牡 ＊オペラハウス）５勝，ノベンバーＳ，東雲賞（２回），霊山

特別，etc.
サンデーブレーヴ（99牝 ＊ダンシングブレーヴ）入着

トーセンクラウン（04牡 ＊オペラハウス）６勝，中山記念‐G2，日経賞‐G2 ３
着，福島記念‐G3 ３着，etc.

ミサトペニー（04牝 ＊オペラハウス）出走
サンデームーティエ（14� タニノギムレット）３勝，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，

稲城特別，箱根特別２着，etc.

４代母 ウィッシングウェルWishingWell（75 USA鹿 Understanding）USA12 勝，
ゲイムリーＨ‐G2，ウィルシャーＨ‐G3，Las Cienegas H，Convenienc
e S（２回），Autumn Days H，etc.
［子］ ＊サンデーサイレンス（86牡 Halo）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，

プリークネスＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，etc.，種牡馬
［孫］ パワーブリッツ Power Blitz（05� Fusaichi Pegasus）USA・SIN５勝，

New Year Cup‐L ３着
［曾孫］ セイカプレスト（06牡 ＊イーグルカフェ）４勝，札幌日経ＯＰ‐LR，丹頂

Ｓ‐OP ３着，ＳＴＶ賞，etc.
セイントソフィア Saint Sophia（10 牝 Dynasty）SAF３勝，Sun Class
ique H‐L

ココロチラリ（09牝 エアジハード）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着

販売申込者・所有者： ㈲細川牧場＝日高町賀張 �090-5987-6093
生 産 牧 場： ㈲細川牧場
飼 養 者： ㈱エイトステーブル＝日高町富川北 �090-7650-4680

1175 ファーマペニー２０２１ 牡・鹿 ４／ ４

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lucky Sophカリフォルニアクローム ラヴザチェイス Not For Love

��
��
�Love the ChaseUSA 栗 2011 Chase It Down

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーファーマペニー テイエムオペラオー

��
��
�ミスチバスペニー鹿 2008 ＊ペニーアップ

3e
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 フィールザライト（08黒鹿 ＊ファンタスティックライト）入着，�２勝�入着４回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（５）〕
ショパンラブ（16牝黒鹿 ベルシャザール）�３勝
エムティリンド（17牝黒鹿 フェノーメノ）��１勝�１勝
アズユーフィール（18牡黒鹿 ベルシャザール）�３勝
フラッシュドロー（20牝鹿 ＊アポロキングダム）�地方未出走

２代母 ＊フィールザビュウ（00 USA鹿 Distant View）３勝
フィールザファン（07牝 デュランダル）１勝
フィールザラブ（09牝 デュランダル）３勝，大雪Ｈ，初霞賞３着
フィールザロマンス（10牝 ブラックタイド）１勝

サンロアノーク（16牡 ＊シニスターミニスター）入着４回，��２勝��６勝�
入着�，東海桜花賞２着，兵庫ウインターＣ３着

フィールザスマート（11牡 ブラックタイド）５勝，栗東Ｓ‐L ３着，総武Ｓ‐OP，ポ
ルックスＳ‐OP ３着，etc.，���入着３回��，ジャパンＤダービー‐Jpn1
３着，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

フィールザプリティ（12牝 ブラックタイド）４勝，チバテレ杯，韓国馬事会杯３着
フィールザファラオ（15牡 ブラックタイド）�３勝，ＴＶ静岡賞２着，桶狭間Ｓ３

着，銀蹄Ｓ３着，西湖特別３着
フィールザワールド（18牡 ブラックタイド）�２勝，大島特別２着

３代母 フィールザカポーティ Feel the Capote（93 USA黒鹿 Capote）不出走
＊クイックコンシエロ（97牡 Conquistador Cielo）３勝，阿武隈特別２着，咲花特別

２着，黒竹賞２着
＊プリティコンシエロ（99牝 Conquistador Cielo）３勝，尾張特別，古町特別，相川

特別２着，etc.

４代母 フィールザビート Feel the Beat（85 USA黒鹿 Shimatoree）USA14 勝，バ
レリーナＳ‐G1，インタバラＨ‐G3（２回），メドーランズＢＣＨ‐G3，Cicada
S‐L，Charming Story S，etc.
［孫］ キャントビートイト Can't Beat It（03	 Atticus）USA・CAN６勝，コ

ールダーダービー‐G3，Pete Axthelm S‐L，Hallandale Beach
S，etc.

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

1176 フィールザライト２０２１ 牡・鹿 ５／ ４

＊

＊ 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

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodフィールザライト
＊ Distant View

��
��
�フィールザビュウ黒鹿 2008 Feel the Capote

7
Seattle Slew S4×M5 Mr. Prospector M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 フェスティヴレディ（07栗 ＊ブライアンズタイム）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（３）〕
メイショウユリシス（17牝黒鹿 メイショウサムソン）�２勝，千種川特別
（芝 1200）３着

ミヤマガール（18牝栗 メイショウボーラー）��３勝

２代母 グリーンオリーヴ（97鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
メイショウスザンナ（09牝 ＊アグネスデジタル）５勝，クイーンＳ‐G3，フラワーＣ‐G3

２着，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，福島牝馬Ｓ‐G3 ３着，ターコイズＳ‐L ３着，etc.
ブライトオリーヴ（10牡 ＊シンボリクリスエス）�２勝
グリーンモネ（11牝 メイショウサムソン）不出走

リッチクレマチス（17牝 ローレルゲレイロ）２勝，かささぎ賞３着
ラブオリーブ（12牝 ＊アグネスデジタル）�１勝
キタノヴィジョン（17牡 メイショウボーラー）�４勝，ブリリアントＳ‐L ３着，晩

秋Ｓ，香取特別，金蹄Ｓ２着，伊勢佐木特別２着，etc.

３代母 メイシヨウスキー（81鹿 マルゼンスキー）１勝
エスケーローズ（87牝 カツラギエース）２勝，フェニックス賞‐OP ３着，初雛賞３着
メイショウホムラ（88牡 ＊ブレイヴエストローマン）10勝，フェブラリーＨ‐Jpn3，

神無月Ｓ‐OP，武蔵野Ｓ‐OP，etc.，優ダート，種牡馬
リアルヴィジョン（95牡 サクラユタカオー）６勝，ＴＶ静岡賞，むらさき賞，霞ケ

浦特別，etc.
ローレルヴェロッサ（00牝 ＊ブライアンズタイム）入着，�１勝��

コスモイフリート（07牡 ＊アフリート）３勝，わらび賞３着，�４勝�４勝��

４代母 ＊フエアリーテイル（61 BEL鹿 Sicambre）不出走
［子］ ホクセーミドリ（76牝 ＊ヴエンチア）４勝，Ｒたんぱ賞，オークス３着，

阪神４歳牝馬特別２着，etc.
［曾孫］ アインブライド（95牝 ＊コマンダーインチーフ）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ

‐Jpn1，チューリップ賞‐Jpn3 ３着，野路菊Ｓ‐OP，優２牝
ハスラー（99牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，エイプリルＳ‐L ２着，ディ
センバーＳ‐L ２着，晩春Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲北星村田牧場＝新冠町北星町 �0146-47-2161
生 産 牧 場： ㈲北星村田牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

1177 フェスティヴレディ２０２１ 牡・栗 ４／１４

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayフェスティヴレディ ＊サンデーサイレンス

��
��
�グリーンオリーヴ栗 2007 メイシヨウスキー

＊フエアリーテイル 4j
Hail to Reason M4×M5

価格： 購買者：



母 ボストンサクラ（09黒鹿 ダイワメジャー）３勝，つわぶき賞（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
セレッソフレイム（18牝栗 ＊パイロ）�１勝，フェニックス賞‐OP（芝 1200）２着

２代母 イサミサクラ（92黒鹿 アイネスフウジン）６勝，函館スプリントＳ‐Jpn3 ３着，
小倉日経ＯＰ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP，葵Ｓ‐OP，淀短距離Ｓ‐OP ２着，etc.
イサミペガサス（00牡 ＊フォーティナイナー）２勝，フェニックス賞‐OP
イサミミラクル（01牡 ＊ピルサドスキー）�３勝�４勝
イサミサクラサクラ（03牝 スペシャルウィーク）１勝，つわぶき賞２着

カイカセンゲン（08牝 ＊チーフベアハート）�４勝�３勝�３勝��
フォーミュラーワン（04牡 ＊フォーティナイナー）２勝
ボストンエンペラー（08牡 キングカメハメハ）５勝，南総Ｓ，さくらんぼ特別，西

部日刊スポーツ杯，浜松Ｓ２着，みちのくＳ２着，etc.
ボストンビリーヴ（10牝 アグネスタキオン）２勝
ヴァッフシュテルケ（11牡 ダイワメジャー）３勝，フィリピンＴ２着，小樽特別２

着，潮騒特別３着，筑紫特別３着，�８勝�

３代母 ハマナジユビー（82黒鹿 ＊ラツキーソブリン）入着
ビワジュビー（88牝 タイテエム）１勝
リワードプランダー（90牡 ＊クリスタルグリツターズ）４勝，小倉大賞典‐Jpn3 ２

着，新潟記念‐Jpn3 ３着，ゴールデンホイップＴ，etc.
リワードコパン（93牝 リードワンダー）４勝，長万部特別，春望Ｓ３着，臥牛山特

別３着

４代母 ジユピツク（67栗 Tropique）３勝，オークス，神戸盃２着，桜花賞５着
［孫］ ネーハイアンサー（80牡 ＊ノーザンアンサー）５勝，小倉大賞典‐Jpn3 ２

着，阪急杯‐Jpn3 ２着，小倉日経賞‐OP，etc.，種牡馬
タハラジュピック（90牝 ハツピープログレス）１勝，ひまわり賞‐OP
ユメノセテコウユー（95牡 ＊マークオブディスティンクション）４勝，北
九州短距離Ｓ‐OP ３着，皆生特別，メルボルンＴ，etc.，種牡馬

モガミエチュード（87牝 ＊モガミ）１勝，アベリア賞２着

５代母 ＊ジユデラ（53 FR栗 Niccolo Dell'Arca）FR１勝，フィユドレール賞３着

販売申込者・所有者： ㈲宮内牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1567
生 産 牧 場： ㈲宮内牧場
飼 養 者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776

1178 ボストンサクラ２０２１ �・栗 ４／１５

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

�
�
�
�
�
�
�
�
� Accessoriesサンダースノー イースタンジョイ Dubai Destination

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケボストンサクラ アイネスフウジン

��
��
�イサミサクラ黒鹿 2009 ハマナジユビー

＊ジユデラ 21a
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 フライア（16栗 ヴィクトワールピサ）�２勝�
初仔

２代母 モーニングムーン（10栗 アドマイヤムーン）１勝，飛翼特別２着
モーニングレイン（17牝 エピファネイア）�３勝�

３代母 ＊モーニングタイド（94 USA鹿 Seeking the Gold）USA１勝
マイネルモルゲン（00牡 Mt. Livermore）７勝，京成杯オータムＨ‐Jpn3（２回），

ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，ポートアイランドＳ‐L，etc.
シンメイレグルス（02牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，関越Ｓ‐L ２着，昇竜Ｓ‐OP，etc.，

��２勝��，スパーキングサマーＣ２着
テイエムジョウネツ（12牝 ステイゴールド）３勝，北國新聞杯，甲南Ｓ３着，大倉

山特別３着
ケルベロス（13牡 ディープインパクト）１勝，下北半島特別，相馬特別２着

４代母 イースタンドーン Eastern Dawn（81 USA鹿 Damascus）FR・USA５勝，オ
マール賞‐G3，BayMeadows Debutante H，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着
［子］ ヒーローズトリビュート Hero's Tribute（98 牡 Sea Hero）USA８勝，

ガルフストリームパークＨ‐G2，ピーターパンＳ‐G2，Black Tie A
ffair H‐L，etc.，種牡馬

ドッピオエスプレッソDoppio Espresso（92牝 Java Gold）USA１勝，
アストリアＳ‐G3 ２着

［孫］ ナリタキングオー（92牡 Wild Again）５勝，京都新聞杯‐Jpn2，スプリ
ングＳ‐Jpn2，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3，etc.

レスプレンデンシー Resplendency（01牝 Tale of the Cat）USA５勝，
Monrovia H‐L，Pine Tree Lane S‐R，サンタモニカＨ‐G1
３着，etc.

キングストリート（06� キングカメハメハ）６勝，東京新聞杯‐G3 ２着，
ファイナルＳ‐L ３着，小倉日経ＯＰ‐L ３着，etc.，�１勝

＊ブラッドバローズ（01牡 Singspiel）３勝，アーリントンＣ‐Jpn3 ３着，
遠州灘特別，九州スポーツ杯２着，etc.

［曾孫］ ニッキーザヴェストNicky the Vest（18 牡 Runhappy）�USA２勝，
Gander S‐R

販売申込者・所有者： ㈲ファーミングヤナキタ＝日高町緑町 �01456-2-6565
生 産 牧 場： ㈲ファーミングヤナキタ
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1179 フライア２０２１ 牡・栗 ３／２７

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

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フライア アドマイヤムーン

��
��
�モーニングムーン栗 2016 ＊モーニングタイド

5g
フォーティナイナー S4×M5 サンデーサイレンスM4×M5
Mr. Prospector S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 フラワータッチ（09鹿 バブルガムフェロー）�１勝�１勝�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ミッツヒメ（18牝鹿 トーセンホマレボシ）��２勝

２代母 アクセスイオウ（89鹿 ＊スイフトスワロー）��８勝，しもつけオークス３着
オリオンファイヤー（95牡 ＊アロングオール）�	３勝
ピンクオブハート（97牝 ＊アロングオール）�	１勝
カネミスワロー（98牝 ＊ノーリユート）�２勝
パッションキャリー（00牝 ヤマニンゼファー）１勝，石狩特別，香取特別３着，�

１勝�	２勝，ニューイヤーＣ
ミワクノコドウ（02牡 ニホンピロウイナー）�	４勝
レモドール（04牝 ゴールドヘッド）�３勝�	２勝�入着２回
スターゲイズ（05牡 ゴールドヘッド）�１勝�	２勝
セビリア（07牡 ＊エアエミネム）�１勝
ブラックソルジャー（08牡 ブラックタキシード）
２勝�入着

３代母 ネイチヤガール（80鹿 ＊フアラモンド）�出走
シャーリー（97牝 ＊ソヴィエトスター）１勝，遊楽部特別２着，函館日刊スポーツ杯

３着，�３勝�	１勝

４代母 カブラヤヒメ（71鹿 ヒロイサミ）１勝，�６勝

５代母 カブラヤ（65黒鹿 ＊ダラノーア）５勝，江差特別（２回），障害１勝
［子］ カブラヤオー（72牡 ＊フアラモンド）11勝，日本ダービー，皐月賞，ＮＨ

Ｋ杯，etc.，年代表，優３牡，種牡馬
ミスカブラヤ（76牝 ＊フアラモンド）３勝，エリザベス女王杯，金杯２着，
４歳牝馬Ｓ‐OP

マイホース（75牡 ＊モニター）４勝，４歳Ｓ‐OP，アカシヤＳ，五稜郭特別
シルバーカブラヤ（78牝 ＊シルバーシヤーク）３勝，伊達特別

［孫］ イシノスイング（95牝 ＊リズム）４勝，札幌日刊スポーツ杯‐OP ２着，Ｈ
ＴＢ杯，江差特別，etc.

［曾孫］ スイングロウ（04牝 ダンスインザダーク）３勝，クローバー賞‐L ３着
メイスンカイカ（98牡 ベストタイアップ）５勝，鹿島特別

販売申込者・所有者： 原田 新治＝平取町荷菜 �01457-2-2585
生 産 牧 場： 原田 新治
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

1180 フラワータッチ２０２１ �・鹿 ４／ ９
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーフラワータッチ ＊スイフトスワロー

��
��
�アクセスイオウ鹿 2009 ネイチヤガール

＊スタイルパツチ 8g
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 プラージュ（06鹿 スペシャルウィーク）３勝，赤倉特別（芝 2000）２着，外房特別
（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３）〕
リーヴル（16牡栗 ＊ノヴェリスト）�３勝，青嵐賞（芝 2400）

２代母 ティティス（00鹿 ＊エリシオ）１勝
アドマイヤスキップ（08牡 ネオユニヴァース）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
サマーベイブ（97牝 ＊トニービン）２勝，スイートピーＳ‐OP ２着，赤松賞

シーサイドブリーズ（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
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，etc.

キセキノショウリ（11牝 フジキセキ）��１勝
アークヴィグラス（16牝 ＊サウスヴィグラス）�４勝��２勝�１勝�，エー
デルワイス賞‐Jpn3，東京２歳優駿牝馬，ローレル賞，etc.，ＮＡＲ優２牝

販売申込者・所有者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848
生 産 牧 場： ㈱ハシモトファーム
飼 養 者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848

1181 プラージュ２０２１ 牡・鹿 ４／ ８

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

�
�
�
�
�
�
�
�
� Accessoriesサンダースノー イースタンジョイ Dubai Destination

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールプラージュ ＊エリシオ

��
��
�ティティス鹿 2006 ダイナフエアリー

＊フアンシミン 9f
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 プリンセス（14黒鹿 ＊キングズベスト）�入着
〔産駒馬名登録数：１〕
シンライクレイヴ（20牝芦 ＊ラニ）�地方未出走

２代母 ソリッドプラチナム（03黒鹿 ステイゴールド）３勝，マーメイドＳ‐Jpn3，
マーメイドＳ‐G3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３着，白百合Ｓ‐OP ２着，オリオ
ンＳ２着，etc.
レジーナ（10牝 ジャングルポケット）１勝
スティルウォーター（13牝 キングカメハメハ）３勝，鳴滝特別，高雄特別３着，�２勝
ウスベニノキミ（15牝 エイシンフラッシュ）１勝，西海賞２着，日田特別２着，四

国新聞杯３着

３代母 リザーブシート（95鹿 ＊クリエイター）入着７回
アスクレピアス（02牝 ＊ヘクタープロテクター）入着

セラミックガール（10牝 ダイワメジャー）�１勝�１勝��，ジュニアＧＰ
タイソウ（18牡 モーリス）�３勝，プリンシパルＳ‐L ３着，白鷺特別，メ
ルボルンＴ

ヘイジームーン（11牝 アドマイヤムーン）４勝，スイートピーＳ‐LR ３着，葉
山特別，カーネーションＣ，etc.

エクセレントミスズ（13牡 ナカヤマフェスタ）３勝，兵庫特別，積丹特別，メ
ルボルンＴ２着，etc.

ハーマジェスティ（05牝 ＊ラムタラ）３勝，蔵王特別，西部スポニチ賞３着，天竜川
特別３着，etc.
ボードウォーク（15牝 オルフェーヴル）３勝，津軽海峡特別，釜山Ｓ２着，夏

至Ｓ３着
スマートリバティー（08牡 ステイゴールド）４勝，小牧特別，積丹特別，ムーンラ

イトＨ２着，etc.，障害２勝
アロンザモナ（14牝 ＊ストリートセンス）２勝，紅梅Ｓ‐OP

４代母 ＊インヴァイト（86 IRE 鹿 Be My Guest）GB２勝
［子］ ウインクリューガー（00牡 ＊タイキシャトル）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，

アーリントンＣ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，障害１勝，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433
生 産 牧 場： ㈲橋本牧場
飼 養 者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433

1182 プリンセス２０２１ 牡・鹿 ５／ ５

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaプリンセス ステイゴールド

��
��
�ソリッドプラチナム黒鹿 2014 リザーブシート

＊インヴァイト 2f
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 フレンチトウショウ（09栗 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（14）〕
ゴールデンタバサ（14牝栗 ＊フォーティナイナーズサン）�１勝�２勝��入着
タイセイフィクサー（16牡鹿 ブラックタイド）�４勝��２勝
ロードバイファル（18牡栗 ＊シニスターミニスター）��５勝�
フレンチギフト（19牝栗 ＊シニスターミニスター）�入着

２代母 バージントウショウ（99黒鹿 フジキセキ）不出走
ネイヴルトウショウ（05牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
トウショウデザート（06牡 ＊デザートキング）３勝，鹿野山特別，九十九里特別２着，

信濃川特別２着，府中Ｓ３着，東雲賞３着，etc.
トウショウカズン（07牡 ＊クロフネ）６勝，根岸Ｓ‐G3 ２着，ギャラクシーＳ‐LR

２着，栗東Ｓ‐L ２着，etc.，�����入着４回	，さきたま杯‐Jpn2 ３着，
黒船賞‐Jpn3 ２着，etc.

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

３代母 タバサトウショウ（93鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
スイープトウショウ（01牝 ＊エンドスウィープ）８勝，宝塚記念‐G1，秋華賞

‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1，京都大賞典‐G2，etc.，優古牝
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
トウショウフリーク（07牡 キングカメハメハ）７勝，関越Ｓ‐L，etc.，�１勝	

���入着４回，川崎記念‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
スウェアトウショウ（08牝 ディープインパクト）出走

アドマイヤハダル（18牡 ロードカナロア）�３勝，若葉Ｓ‐L，中山記念‐G2 ３
着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.

４代母 サマンサトウショウ（85黒鹿 トウシヨウボーイ）７勝，エプソムＣ‐Jpn3，
マイルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，京都牝馬特別‐Jpn3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３
着，朱雀Ｓ，etc.
［孫］ トウショウドラフタ（13牡 アンライバルド）５勝，ファルコンＳ‐G3，谷

川岳Ｓ‐L ３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，etc.，��４勝

販売申込者・所有者： ㈲広田牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3330
生 産 牧 場： ㈲広田牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

1183 フレンチトウショウ２０２１ 牡・栗 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandフレンチトウショウ フジキセキ

��
��
�バージントウショウ栗 2009 タバサトウショウ

＊セヴアイン 5j
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 フィアマロッサ（14栗 ＊アイルハヴアナザー）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 フィロンルージュ（06栗 ＊フレンチデピュティ）１勝
プレシャスルージュ（12� キングカメハメハ）４勝，飛梅賞，桶狭間Ｓ３着，越後

Ｓ３着
ダノンサーガ（13牡 ＊ハービンジャー）入着，��２勝�３勝�
アスカリ（16� キングカメハメハ）２勝，���１勝
トラモント（17� ＊アイルハヴアナザー）�３勝

３代母 スカーレットレディ（95黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
サカラート（00牡 ＊アフリート）６勝，東海Ｓ‐Jpn2，etc.，�１勝��１勝�１勝

�	入着３回
，日本ＴＶ盃‐Jpn2，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，etc.
スカーレットベル（01牝 ＊エリシオ）５勝，大津特別，八坂特別，花背特別２着，etc.

ガムラン（08� ＊シンボリクリスエス）３勝，市原特別３着，鋸山特別３着，etc.，
��出走，全日本２歳優駿‐Jpn1 ４着

スカーレットリング（09牝 ＊シンボリクリスエス）入着３回
ハートオヴグレイス Heart of Grace（15牝 ハーツクライ）GB・FR・AU
S３勝，ＳＡＪＣロードレイムズＳ‐G3 ３着

ダノンリバティDanon Liberty（12 牡 キングカメハメハ）３勝，六甲Ｓ‐LR，
ＢＳＮ賞‐L，関屋記念‐G3 ２着，etc.，種牡馬

ヴァーミリアン（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，フェブラリーＳ‐G1，ジャパンＣダ
ート‐G1，etc.，��７勝�２勝�１勝，ＪＢＣクラシック‐Jpn1（３回），東京大
賞典‐Jpn1，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1（２回），名古屋ＧＰ‐Jpn2，ダイオ
ライト記念‐Jpn2，彩の国浦和記念‐Jpn2，etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

キングスエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）６勝，シリウスＳ‐G3，シリウスＳ
‐G3 ２着，みやこＳ‐G3 ２着，etc.，
入着���

ソリタリーキング（07牡 キングカメハメハ）７勝，東海Ｓ‐G2，etc.，��１勝�
１勝	
�入着５回，日本ＴＶ盃‐Jpn2，マーキュリーＣ‐Jpn3，etc.

カーマイン（08牡 キングカメハメハ）３勝，燧ヶ岳特別，成田特別２着，グッドラ
ックＨ３着

販売申込者・所有者： フクオカファーム＝浦河町東栄 �0146-25-2309
生 産 牧 場： フクオカファーム
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

1184 フィアマロッサ２０２１ 牡・鹿 ５／２５

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊ Flower Alley

�
�
�
�
�

��
��

�アイルハヴアナザー Arch's Gal Edithフィアマロッサ ＊フレンチデピュティ

��
��
�フィロンルージュ栗 2014 スカーレットレディ

＊スカーレツトインク 4d
Deputy Minister S4×M4

価格： 購買者：



母 プロフュージョン（01鹿 ＊ジョリーズヘイロー）入着２回，��５勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－６（22）〕
ハードデイズナイト（10牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝��４勝�１勝�，アフ

ター５スター賞（Ｄ1200），優駿スプリント（Ｄ1200），留守杯日高賞（Ｄ1600）
グランドファイヤー（11牡鹿 ＊セイントアレックス）�２勝��２勝
マイネルヴェッケン（12牡鹿 スズカマンボ）１勝
ミスユー（13牝黒鹿 スズカマンボ）入着，�２勝��１勝�入着２回
ブリージー（14牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）��１勝�２勝�入着�
キャッチザウェーブ（16�鹿 ロジユニヴァース）�３勝�２勝��入着３回�
カネトシケッソク（19牝黒鹿 ＊ヴィットリオドーロ）	��１勝

２代母 ＊ウエイアウト（91 USA鹿 The Minstrel）１勝
スズカツヨシ（98牡 タヤスツヨシ）５勝，初凪賞，甲南Ｓ２着，えりも特別３着
ジャズカーニバル（00牝 マヤノトップガン）３勝
ゴールドアラン（04� ＊スキャターザゴールド）１勝，�７勝
ザデイ（06牝 ＊シンボリクリスエス）２勝，菜の花賞３着

ディーズプラネット（13牝 ＊クロフネ）４勝，端午Ｓ‐OP，バレンタインＳ‐OP
３着，新涼特別，ＴＶ静岡賞２着，etc.，�入着��，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ３着

レイキッシュボーイ（10牡 スマートボーイ）１勝，�６勝

３代母 ファガーズグロ－リ－Fager's Glory（76 USA芦 Mr. Prospector）不出走
ラハームRahaam（87牝 ＊セクレト）GB１勝

カサンドラゴー Cassandra Go（96牝 Indian Ridge）GB・IRE６勝，キングズス
タンドＳ‐G2，テンプルＳ‐G2，グッドウッドキングジョージＳ‐G3，etc.
ハーフウェイトゥヘヴン Halfway To Heaven（05牝 Pivotal）GB・FR
・IRE・USA４勝，愛１０００ギニー‐G1，英ナッソーＳ‐G1，サンチャリ
オットＳ‐G1，etc.

＊ファーガーズプロスペクト（90牝 Chief's Crown）USA１勝
オメガスピリット（01牝 ＊スピニングワールド）３勝，有田特別，医王寺特別，

別府特別３着
ヌーヴォレコルト（11牝 ハーツクライ）５勝，オークス‐G1，中山記念
‐G2，ローズＳ‐G2，etc.，USA・HKG１勝

販売申込者・所有者： ㈲ＰＲＩＤＥ ＲＯＣＫ＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲ＰＲＩＤＥ ＲＯＣＫ
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

1185 プロフュージョン２０２１ 牡・鹿 ３／３１
ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormスズカコーズウェイ

＊
＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチリヴィエラ栗 2004 Actinella

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�ジョリーズヘイロー Jolie Jolieプロフュージョン
＊ The Minstrel

��
��
�ウエイアウト鹿 2001 Fager's Glory

3d
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 フラワーハート（11鹿 サムライハート）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ハートフルシーン（17牝栗 タイムパラドックス）�２勝
レオフューチャー（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）��３勝
テイエムビシャモン（19牡黒鹿 エピファネイア）�入着４回

２代母 フェアリーバニヤン（03青鹿 Honour and Glory）��２勝
マクロバニヤン（09牡 ゴールドアリュール）�３勝��４勝
カゼノサファイア（10牝 スパイキュール）２勝，��１勝��入着２回
シャンパンサーベル（12牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝
ロンドンタウン（13牡 カネヒキリ）５勝，エルムＳ‐G3，マーチＳ‐G3 ２着，etc.，

�１勝��入着�，佐賀記念‐Jpn3，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ２着，etc.，KOR
２勝，Korea Cup‐L（２回），種牡馬

ケンパラドックス（14牡 タイムパラドックス）��２勝
ロンリーハート（15牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，��入着２回
グレートバニヤン（16牡 ダイワメジャー）２勝
カシノアンバー（17牝 ＊タートルボウル）�３勝
トラストドーベル（18牝 オルフェーヴル）�	６勝

３代母 ＊キャタラクト（99 USA黒鹿 Storm Cat）USA出走
ミヤジエルビス（10牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，アクアラインＳ，ドンカスター

Ｃ，鹿島特別，etc.

４代母 クイーンタッタQueen Tutta（92 USA栗 Kris S.）USA５勝，Pebbles S
‐L，トップフライトＨ‐G1 ２着，ランパートＨ‐G2 ２着，ジョーネイマスＨ
‐G3 ２着，Turnback the Alarm H‐L ２着，etc.

５代母 タッタTutta（88 USA栗 In Reality）不出走
［孫］ ランウィズジョイ RunWith Joy（04牝 Ghazi）USA４勝，Frances G

enter S‐R，Minnesota Oaks‐R，Northern Lights Debutante
S‐R ２着

［曾孫］ ジャンツェズファンシーフレンド Jantzesfancyfriend（10
 Friends Lake）
USA１勝，Minnesota Derby‐R ３着

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1186 フラワーハート２０２１ �・鹿 ３／１４
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

�
�
�
�
�

��
��

�サムライハート エアグルーヴフラワーハート Honour and Glory

��
��
�フェアリーバニヤン鹿 2011 ＊キャタラクト

13c
Mr. Prospector S4×S5 Kris S. S4×M5

価格： 購買者：



母 ハルワカ（03鹿 ワカオライデン）��２勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－５（15）〕
ハルサンサン（08牝鹿 ＊サウスヴィグラス）���１勝・４勝，ＴＣＫ女王盃

‐Jpn3，東京シンデレラマイル（Ｄ1600）２着，ロジータ記念（Ｄ2100）２着，
戸塚記念（Ｄ2100）３着

ハルノメザメ（11牡黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）��４勝
ハルロック（16牝黒鹿 ヴァーミリアン）�１勝��入着２回
ジョーグラフェン（17牡鹿 エピファネイア）��１勝
ナツハヨル（18牝鹿 キズナ）���２勝�２勝
デトネイター（20牝鹿 ＊デクラレーションオブウォー）�未出走

２代母 ホリワカ（93黒鹿 ホリスキー）�２勝
ライデンエミリー（99牝 ワカオライデン）�２勝
イタンジ（04牡 ワカオライデン）�１勝��１勝	
キリンジ（05牡 ワカオライデン）�３勝��１勝，九州ジュニアＣｈ３着

３代母 ダスシエーネ（85鹿 ＊ボールドリツク）出走
ベルランス（92牡 ＊ベルマン）
７勝，新潟ジュニアＣ３着

４代母 イチワカ（78栗 ＊コントライト）入着
［子］ キオイドリーム（86牝 ＊マグニテユード）６勝，スプリンターズＳ‐Jpn1

５着，キャピタルＳ‐OP，札幌日刊スポーツ杯‐OP，etc.
［孫］ ドリーミーオペラ（02牡 ＊オペラハウス）５勝，卯月Ｓ，松島特別，秋嶺

Ｓ３着
サンライズテースト（98� ＊ノーザンテースト）６勝，なにわＳ，橿原Ｓ
２着，門松Ｓ２着，etc.

［曾孫］ ウィンガールハート（05牝 ニューイングランド）��１勝，ローレル賞３着
パワースラッガー（11牡 ウインラディウス）４勝，富里特別，古作特別，
黄梅賞，etc.

ヤマノレオ（10� ＊グラスワンダー）４勝，芦屋川特別，芦屋川特別２着，
フィリピンＴ３着，�３勝

マッシヴカイザー（04牡 ＊デザートキング）入着７回，荒川峡特別２着，
桑名特別３着

販売申込者・所有者： 三村 卓也＝新冠町新栄 �090-3891-0019
生 産 牧 場： 三村 卓也
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

1187 ハルワカ２０２１ 牡・栗 ４／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

＊ロイヤルスキー

�
�
�
�
�

��
��

�ワカオライデン オキワカハルワカ ホリスキー

��
��
�ホリワカ鹿 2003 ダスシエーネ

＊星若 3
Halo S4×S5 ワカクモM4×M5

価格： 購買者：



母 ベリーベリータイム（11栗 ＊ブライアンズタイム）入着，�２勝��入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
アンファスエシャペ（18牝栗 ＊カジノドライヴ）���１勝�２勝�
エムエスサンサン（19牝栗 ＊キングズベスト）�地方未出走
リグレイアー（20牝黒鹿 ＊タリスマニック）�未出走

２代母 ワイルドベリー（06黒鹿 フジキセキ）出走
アシドベリー（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，�３勝��１勝，ブロッ

サムＣ３着
ダズリングベリー（13牝 ＊パイロ）��３勝�
ビュレットベリー（16牡 ビービーガルダン）��２勝�７勝��１勝�

３代母 アグネスミネルバ（94栗 ＊トニービン）４勝，壬生特別，北摂特別，かささぎ
賞２着
アグネスラズベリ（01牝 エアジハード）７勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，阪神牝馬

Ｓ‐G2 ２着，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，�１勝
レッドオルバース（12牡 ダイワメジャー）３勝，錦秋Ｓ２着，安達太良Ｓ２着，

夏至Ｓ２着，etc.
ブリリアントクロス（03牝 ＊エルコンドルパサー）１勝

サクラディソール（10牝 ダイワメジャー）３勝，アネモネＳ‐LR ３着，犬山特
別，菜の花賞，etc.

ラヴファンタジスタ（05牡 ＊ファルブラヴ）２勝，有明特別３着
テムジン（09牡 ディープインパクト）４勝，富嶽賞，藤森Ｓ２着，etc.，��４勝，

サンタアニタＴ２着

４代母 ＊ベリアーニ（85 USA鹿 Nureyev）GB・USA２勝
［子］ スターバレリーナ（90牝 Risen Star）４勝，ローズＳ‐Jpn2，高松宮杯

‐Jpn2 ２着，毎日王冠‐Jpn2 ３着，etc.
［孫］ アンドゥオール（99牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ‐Jpn2，マー

チＳ‐Jpn3，ベテルギウスＳ‐L ２着，etc.，��出走
グランパドドゥ（97牝 フジキセキ）３勝，中日新聞杯‐Jpn3，オークス
‐Jpn1 ５着，秋華賞‐Jpn1 ５着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲槇本牧場＝日高町賀張 �01456-5-2295
生 産 牧 場： ㈲槇本牧場
飼 養 者： ㈲賀張共同育成センター＝日高町賀張 �090-8632-0949

1188 ベリーベリータイム２０２１ 牡・栗 ３／２３

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� Trolley Songダンカーク シークレットステイタス A.P. Indy

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayベリーベリータイム フジキセキ

��
��
�ワイルドベリー栗 2011 アグネスミネルバ

＊ベリアーニ 8k
Le Fabuleux S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ペルサントクリール（04 USA栗 Point Given）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－５（11），地方－１（３）〕
シャンパンルージュ（10牝鹿 ＊ファスリエフ）２勝

アトラクティーボ（19牡 ワンアンドオンリー）�１勝，もちの木賞３着
グッドタイムロール（11牝栗 ＊アグネスデジタル）１勝
フィエルテ（12牝鹿 キングヘイロー）３勝，障害１勝
ローランドアイ（14牝栗 トランセンド）�３勝
メイショウイサナ（15牡栗 メイショウボーラー）２勝，柏崎特別（芝 1600）２着
メイショウマンサク（18牝鹿 メイショウサムソン）�３勝
アマートカヴァロ（20牡黒鹿 サトノクラウン）�未出走

２代母 トラインスー Try N Sue（95 USA鹿 Sir Harry Lewis）USA７勝，Niag
ara S‐R，Yaddo H‐R，Proud Puppy H２着，Bouwerie S‐R ２着，
New York Oaks‐R ２着，etc.
ソールポゼッション Soul Possession（02牝 Belong to Me）USA２勝

イングリッシュソウル English Soul（15 牝 English Channel）USA４勝，E
ast View S‐R，Fleet Indian S‐R，Bouwerie S‐R ２着，カーデ
ィナルＳ‐G3 ３着，New York Oaks‐R ３着

ライオンキングダム Lion Kingdom（06� Lion Heart）USA４勝
リーガリーベイ Legally Bay（10牝 Read the Footnotes）USA３勝
ユーコールミーアレックスUCall Me Alex（12� Afleet Alex）�USA13 勝

３代母 ファイナルアコード Final Accord（89 USA栗 D'Accord）USA１勝
ウィンタードリームズWinter Dreams（97牝 Distinctive Pro）USA３勝，Bouw

erie S‐R，East View S‐R ３着，Maid of the Mist S‐R ３着
ハッグズキャッスル Haggs Castle（98� Husband）USA５勝，Cormorant S

‐R，Ashley T. Cole H‐R ２着，Mohawk H‐R ３着
＊バイザスポーツ（00牝 Devil's Bag）GB・ITY・USA３勝，ガゼルＨ‐G1，Inter

national Trial S‐L，ベルダムＳ‐G1 ３着
ロードジャスティス Lord Justice（06 牡 A.P. Indy）USA・CAN４勝，Big

Brown S，Spend A Buck S，種牡馬
クリムゾングローリー Crimson Glory（07 牝 Ghostzapper）USA・CAN４勝，

Ernie Samuel Memorial S‐R ２着

販売申込者・所有者： �橋本牧場＝安平町早来守田 �0145-22-2123
生 産 牧 場： �橋本牧場
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

1189 ペルサントクリール２０２１ �・鹿 ３／１４
＊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

＊

ポイントギヴン ＊サンダーガルチ

�
�
�
�
�

��
��

�Point Given Turko's Turnペルサントクリール トラインスー Sir Harry Lewis

��
��
�Try N Sue栗USA 2004 Final Accord

31
Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ベルメール（12鹿 ハーツクライ）１勝，�１勝�
〔産駒馬名登録数：１〕
コッコローネ（20牡黒鹿 エイシンフラッシュ）�地方未出走

２代母 エンドレスウェルズ（01鹿 ＊エンドスウィープ）不出走
バブルガムエンド（05牝 バブルガムフェロー）入着，�３勝��
ゲシュタルト（07牡 マンハッタンカフェ）２勝，京都新聞杯‐G2，オールカマー

‐G2 ２着，スプリングＳ‐G2 ２着，ＡＪＣＣ‐G2 ３着，中日新聞杯‐G3 ２
着，etc.，�１勝

パトリオット（09牝 デュランダル）入着，��１勝

３代母 フサイチカツラ（91鹿 Sadler's Wells）４勝，メイＳ‐OP ２着，ＴＶ愛知Ｏ
Ｐ‐OP ３着，難波Ｓ，睦月賞，兵庫特別２着，etc.
タイムウィルテル（00牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，タ

ーコイズＳ‐L ２着，紫苑Ｓ‐L ２着，etc.
パッシフローラ（09牝 ディープインパクト）２勝，横津岳特別，三春駒特別３着
マジックタイム（11牝 ハーツクライ）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，ターコイ

ズＳ（重賞）‐L，府中牝馬Ｓ‐G2 ２着，etc.
クロノメーター（17牡 ゴールドシップ）�３勝，鷹巣山特別，黄梅賞，芦ノ湖

特別２着

４代母 ＊クリスザレディー（84 IRE 鹿 Kris）ITY４勝，P. Verziere‐L，P. Archida
mia‐L ２着，P. Mottalciata‐L ２着，ナターレディローマ賞‐G3 ４着
［子］ クリスザブレイヴ（94牡 ＊ノーザンテースト）９勝，富士Ｓ‐Jpn3，京成

杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，関屋記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
ムーンバレイ（01牡 ＊フォーティナイナー）１勝，�21 勝�入着���，名
古屋大賞典‐Jpn3 ２着，サマーＣｈ‐Jpn3 ３着，名古屋記念，etc.

パシャシー（93牡 ＊ノーザンテースト）３勝，日田特別
［孫］ オースミスパーク（05牡 アドマイヤベガ）６勝，小倉大賞典‐G3，大阪城

Ｓ‐L ３着，リゲルＳ‐OP ３着，etc.
ナリタスパーク（04牡 ナリタトップロード）１勝，合馬特別２着，九重特
別２着

販売申込者・所有者： 細川農場＝新冠町西泊津 �0146-47-2261
生 産 牧 場： 細川農場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1190 ベルメール２０２１ �・鹿 ２／２４
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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスベルメール ＊エンドスウィープ

��
��
�エンドレスウェルズ鹿 2012 フサイチカツラ

＊クリスザレディー 13e
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 マリスステラ（17鹿 ＊シニスターミニスター）出走
初仔

２代母 バージントウショウ（99黒鹿 フジキセキ）不出走
デコトウショウ（04牝 サクラバクシンオー）�１勝
ネイヴルトウショウ（05牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
トウショウデザート（06牡 ＊デザートキング）３勝，鹿野山特別，九十九里特別２着，

信濃川特別２着，府中Ｓ３着，東雲賞３着，etc.
トウショウカズン（07牡 ＊クロフネ）６勝，根岸Ｓ‐G3 ２着，ギャラクシーＳ‐LR

２着，栗東Ｓ‐L ２着，etc.，�����入着４回�，さきたま杯‐Jpn2 ３着，
黒船賞‐Jpn3 ２着，etc.

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

クリスタトウショウ（10牝 ＊グラスワンダー）�３勝

３代母 タバサトウショウ（93鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
スイープトウショウ（01牝 ＊エンドスウィープ）８勝，宝塚記念‐G1，秋華賞

‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1，京都大賞典‐G2，etc.，優古牝
スイーズドリームス（14牡 ディープインパクト）４勝，ストークＳ，岡崎特別，

タイランドＣ，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
トウショウフリーク（07牡 キングカメハメハ）７勝，関越Ｓ‐L，etc.，�１勝�

���入着４回，川崎記念‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
スウェアトウショウ（08牝 ディープインパクト）出走

アドマイヤハダル（18牡 ロードカナロア）	３勝，若葉Ｓ‐L，中山記念‐G2 ３
着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.

４代母 サマンサトウショウ（85黒鹿 トウシヨウボーイ）７勝，エプソムＣ‐Jpn3，
マイルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，京都牝馬特別‐Jpn3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３
着，朱雀Ｓ，etc.
［孫］ トウショウドラフタ（13牡 アンライバルド）５勝，ファルコンＳ‐G3，谷

川岳Ｓ‐L ３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，etc.，	�４勝

販売申込者・所有者： 前田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-42-0846
生 産 牧 場： 前田牧場
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

1191 マリスステラ２０２１ 牡・鹿 ４／１１
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

＊ Old Trieste

�
�
�
�
�

��
��

�シニスターミニスター Sweet Ministerマリスステラ フジキセキ

��
��
�バージントウショウ鹿 2017 タバサトウショウ

＊セヴアイン 5j
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 マイネマリアンヌ（09鹿 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（12）〕
コスモトリコロール（14牡黒鹿 ＊タートルボウル）�１勝�１勝��入着３回�
ボルドープラージュ（16牝栗 ＊アイルハヴアナザー）��５勝�１勝�４勝��入

着５回，ラブミーチャン記念（Ｄ1600），加賀友禅賞（Ｄ1400）２着，留守杯日
高賞（Ｄ1600）２着，あやめ賞（Ｄ1400）２着，園田ユースＣ（Ｄ1400）２着，ラ
イデンリーダー記念（Ｄ1600）２着

スズカトップバゴ（18牡栗 ＊バゴ）�３勝，中京スポニチ賞（芝 1600），鞍ケ池特別
（芝 1600）３着

スワニーテソーロ（19牝鹿 ＊ベーカバド）��入着

２代母 エアリバティー（94鹿 ＊トニービン）３勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，ファン
タジーＳ‐Jpn3 ３着，秋華賞‐Jpn1 ５着，西海賞，石打特別，etc.
リバティープリント（05牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，呉竹賞

テキスタイルアート（12	 ＊ロージズインメイ）２勝，妙高特別３着，
�３勝
ダイワドレッサー（13牝 ネオユニヴァース）１勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3

２着，フェアリーＳ‐G3 ２着，福島記念‐G3 ３着，木更津特別３着
ライゴッド（15牝 スマートファルコン）１勝，�
�６勝，しらさぎ賞３着

ネネット（06牝 ＊ホワイトマズル）
�１勝�１勝�１勝
リアルフリーダム（07牡 ネオユニヴァース）２勝，�２勝
マイネリベルタス（11牝 ＊コンデュイット）２勝，君子蘭賞３着

３代母 ＊ジョイアスピルエット（83 USA鹿 Nureyev）IRE・USA１勝，Ballycorus
S‐L ３着
ワイルドリージョイアスWildly Joyous（91	 Wild Again）USA７勝，ベンアリ

Ｓ‐G3，Governor's H‐L，Thistledown B C H‐L，etc.
エアピース（97牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，呉竹賞，
�入着，関東オークス

‐Jpn3 ２着
ピースデザイン（02牡 ＊エリシオ）３勝，福島ＴＶＯＰ‐L ３着，漁火Ｓ２着，

甲南Ｓ３着，�１勝
サトノプライマシー（09	 ネオユニヴァース）５勝，オアシスＳ‐L ２着，薫風

Ｓ，横手特別，etc.
エアジラソーレ（98牡 ＊トニービン）３勝，陸奥湾特別，湯川特別，立川特別２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲真歌田中牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-1031
生 産 牧 場： ㈲真歌田中牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

1192 マイネマリアンヌ２０２１ 牡・栗 ４／ ８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケマイネマリアンヌ ＊トニービン

��
��
�エアリバティー鹿 2009 ＊ジョイアスピルエット

9c
Lyphard S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 マミーフィンガー（16黒鹿 ルーラーシップ）出走
初仔

２代母 スターリットラヴ（06鹿 スペシャルウィーク）出走
ジャーアルタミラ（11� ＊ファルブラヴ）�１勝
ドリームマジック（14牝 ルーラーシップ）１勝
スピリットサント（19牡 ビッグアーサー）��２勝

３代母 ＊マリスターⅡ（91 USA鹿 Baldski）USA５勝，Sweetest Chant S‐L，P
atricia S，デルマーオークス‐G1 ２着，ハニムーンＨ‐G3 ２着，リンダヴィス
タＨ‐G3 ２着，etc.
ディアアドマイヤ（97牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ワイルドラズベリー（07牝 ＊ファルブラヴ）３勝，ローズＳ‐G2 ２着，秋華賞
‐G1 ４着，白百合Ｓ‐OP，etc.
ミッキーワイルド（15牡 ロードカナロア）５勝，プロキオンＳ‐G3 ２着，
霜月Ｓ‐OP，欅Ｓ‐OP ２着，etc.，��１勝

ラズベリームース（19牝 ルーラーシップ）�１勝，アネモネＳ‐L ２着
ピンクパピヨン（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，スイートピーＳ‐OP ３着，カ

ーネーション特別，衣笠特別３着，etc.
カフナ（08牡 キングカメハメハ）６勝，メトロポリタンＳ‐L，目黒記念‐G2 ３

着，小倉大賞典‐G3 ２着，etc.
マルロス（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，ダリア賞‐OP
サイバーキングダム（03牡 スペシャルウィーク）１勝，ベンジャミンＳ‐OP ２着
ベッラレイア（04牝 ナリタトップロード）３勝，フローラＳ‐Jpn2，オークス

‐Jpn1 ２着，エリザベス女王杯‐G1 ３着，etc.
ベッラレジーナ（11牝 ネオユニヴァース）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着
ベッラノーヴァ（18牝 エピファネイア）�２勝，フェアリーＳ‐G3 ３着

４代母 ピンクダヴPink Dove（84 USA栗 Argument）USA１勝
［子］ ムーンシャインホールMoonshine Hall（00� ＊スピニングワールド）U

SA・CAN・BAR８勝，Charlie Barley S‐L，Storm Cat S‐L
２着，トロントＣ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲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

1193 マミーフィンガー２０２１ 牡・鹿 ３／２９
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴマミーフィンガー スペシャルウィーク

��
��
�スターリットラヴ黒鹿 2016 ＊マリスターⅡ

3o
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ミシシッピコースト（16 USA栗 Super Saver）USA１勝
初仔

２代母 ルーマーズアーフライイングRumors Are Flying（96 USA栗 Kris S.）USA出走
バッジオヴトルース Badge of Truth（03 牡 Silver Deputy）USA・CAN８勝，サ

マーＳ‐G2 ２着，グレイＳ‐G3 ２着，種牡馬
ノーユーズディナイイングNo Use Denying（05牝 Maria's Mon）USA・CAN４

勝，JohnW. RooneyMemorial S，Allen LacombeMemorial H２着，
Daily Racing Form Distaff S‐L ３着，Marie G. Krantz Memorial H３着，
Suncoast S３着
ノーブルソートNoble Thought（13� Harlan's Holiday）�USA・CAN13

勝，スカイクラシックＳ‐G2 ２着
パーフェクトアリバイ Perfect Alibi（17 牝 Sky Mesa）USA３勝，スピナウェ

イＳ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，アルシバイアディズＳ‐G1 ２着，
Astoria S２着，Weber City Miss S３着

ハッピーチョイス Happy Choice（08 牝 Broken Vow）USA１勝，Hatoof S
２着
ハッピーメサ Happy Mesa（14牝 Sky Mesa）USA３勝，Hilltop S，S

elima S，Kentucky Downs Ladies Sprint S‐L ２着，Sanibel Islan
d S‐L ２着，Surfer Girl S‐L ２着

インスペクターエディ Inspector Eddie（16� Mineshaft）�USA４勝，Lo
uisiana Legends Cheval S‐R ３着

＊グレイトタイミング（10牝 Raven's Pass）GB２勝
ライトオンキュー（15牡 Shamardal）�６勝，京阪杯‐G3，シルクロードＳ‐G3

２着，キーンランドＣ‐G3 ２着，ＵＨＢ賞‐OP，ＵＨＢ賞‐OP ２着，etc.

３代母 ミストザウェディングMissed theWedding（85 USA鹿 Blushing Groom）
USA出走
ミストザストームMissed the Storm（90牝 Storm Cat）USA６勝，テストＳ‐G1，

アスタリタＳ‐G2，Personal Ensign S‐L，etc.
グリーンミーンズゴーGreen Means Go（92牡 Green Dancer）USA９勝，ヒル

プリンスＳ‐G3，ベルモントレキシントンＳ‐G3，バーナードバルークＨ‐G2
２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲浜本牧場＝日高町豊田 �01456-5-2466
生 産 牧 場： ㈲浜本牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1194 ミシシッピコースト２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ７
クオリティロード Elusive Quality

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Quality Road

�
�
�
�
�
�
�
�
� Koblaシティオヴライト

City of Light パリノーション ＊デヒア

��
��
�Paris NotionUSA 鹿 2014 Fabulous Notion

＊

スーパーセイヴァー Maria's Mon

�
�
�
�
�

��
��

�Super Saver Superchargerミシシッピコースト ルーマーズアーフライイング Kris S.

��
��
�Rumors Are Flying栗USA 2016 Missed theWedding

23b
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ミルキークォーツ（14黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回
本馬の他に産駒あり

２代母 ケイティーズジェム（08鹿 ディープインパクト）２勝，白菊賞２着
ヴィッテルスバッハ（16牡 ルーラーシップ）�３勝，ＮＺトロフィー‐G2 ３着，武

庫川Ｓ２着，節分Ｓ３着

３代母 ＊ケイティーズファースト（87 USA鹿 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du
Cercle‐L，Remembrance Day S‐L
ゴーステディ（97牡 ＊トニービン）６勝，中山金杯‐Jpn3 ３着，白富士Ｓ‐OP ２着，

日本海Ｓ，etc.
マイケイティーズ（98牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

アドマイヤムーン（03牡 ＊エンドスウィープ）９勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，etc.，UAE・HKG１勝，ドバイデューティフリー‐G1，etc.，年代
表，優古牡，種牡馬

プレイ（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）１勝，弥生賞‐G2 ２着，京都２歳Ｓ
‐L ２着，京成杯‐G3 ３着，etc.

トールハンマー（00牡 ＊エリシオ）６勝，ＵＨＢ杯‐L ２着，札幌日刊スポーツ杯‐L
２着，尾張Ｓ‐OP ２着，etc.

ケイティーズギフト（02牝 ＊フレンチデピュティ）１勝
ケイティープライド（10牡 ディープインパクト）５勝，函館記念‐G3 ２着，チ

ャレンジＣ‐G3 ３着，ＴＶｈ賞，etc.
ダディーズビビッド（18牡 キズナ）�３勝，橘Ｓ‐L，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： ㈲松田牧場＝浦河町西幌別 �090-9083-2713
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1195 ミルキークォーツ２０２１ �・鹿 ３／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayミルキークォーツ ディープインパクト

��
��
�ケイティーズジェム黒鹿 2014 ＊ケイティーズファースト

7f
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ミエノプリンプリン（12黒鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ルミリンナ（17牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�４勝��
プリンアラモード（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）��入着

２代母 クラウンプリンセス（04鹿 スペシャルウィーク）７勝，ポートアイランドＳ‐L，
米子Ｓ‐L，小倉記念‐G3 ３着，ゴールデンホイップＴ，ＨＢＣ賞，etc.
ミューラルクラウン（11牝 ＊ホワイトマズル）１勝
マイレリーフ（17牝 ルーラーシップ）１勝
デルマセイシ（18牝 エイシンフラッシュ）�２勝
クロンヌドラレーヌ（19牝 ロードカナロア）�１勝

３代母 クラウンピース（97鹿 Seattle Slew）１勝
リーチザクラウン（06牡 スペシャルウィーク）４勝，マイラーズＣ‐G2，きさらぎ

賞‐G3，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
シンシアズブレス（13牝 ダイワメジャー）１勝，羊ヶ丘特別２着，御在所特別３着

４代母 ＊クラシッククラウン（85 USA鹿 Mr. Prospector）USA４勝，フリゼットＳ
‐G1，ガゼルＨ‐G1，ベルダムＳ‐G1 ２着，ラフィアンＨ‐G1 ２着，テストＳ
‐G1 ３着，etc.
［子］ ＊ファイナルキス（96牝 Danzig）１勝，フローラＳ‐OP ２着，りんどう賞

３着，�１勝
＊ルールオブライト（95牡 Kris S.）３勝，立春賞，香取特別３着

［孫］ ＊エーシンジーライン（05牡 Giant's Causeway）６勝，小倉大賞典‐G3，
朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，etc.，障害３勝，�入着，名古屋大賞典‐Jpn3
３着，種牡馬

＊エーシンエフダンズ（04牡 Forestry）５勝，オーシャンＳ‐G3 ２着，船
橋Ｓ，江差特別，etc.，�１勝�２勝�１勝�入着６回�

タマモグランプリ（07	 ＊グランデラ）２勝，琵琶湖特別，香住特別２着，
淡路特別３着，etc.

スナークハーバー（04	 ＊ボストンハーバー）入着，舞子特別２着，�５
勝�１勝

フルオブスターズ（13牝 ＊エンパイアメーカー）１勝，郡山特別３着

販売申込者・所有者： ㈲船越牧場＝日高町富川西 �01456-2-0931
生 産 牧 場： ㈲船越牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

1196 ミエノプリンプリン２０２１ �・鹿 ４／ ４

＊

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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlミエノプリンプリン スペシャルウィーク

��
��
�クラウンプリンセス黒鹿 2012 クラウンピース

＊クラシッククラウン 23b
デインヒル S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ベティボルテクス（02鹿 ジェニュイン）�入着２回
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：地方－８（29）〕
アンジュールラブ（07牝栗 ＊グリーンアプローズ）�７勝�入着２回
カラカル（08牝鹿 ＊グリーンアプローズ）入着，りんどう賞（芝 1400）２着，�２勝

��１勝�
カルロッタ（09牝栗 ＊シベリアンホーク）�２勝��
ニュートリノビーム（11牡鹿 ＊パーソナルラッシュ）�２勝��５勝
ヘイゲル（12牝鹿 テレグノシス）�２勝�２勝���入着 12回
オウシュウソング（14牡栗 フリオーソ）�３勝�
ライマ（15牝栗 ブラックタキシード）�１勝�１勝
カバロスウィフト（18牡青鹿 ヴァンセンヌ）��１勝
ベティフロンティア（19牝栗 オウケンブルースリ）�地方未出走

２代母 ＊ワラダー（81 USA鹿 Northern Dancer）GB入着３回
ユニオンワラダー（92牝 ＊クリスタルグリツターズ）１勝

シーホアン（04牝 ＊デザートストーリー）�１勝��２勝�，東京プリンセス賞
２着，ロジータ記念３着

３代母 ビティガール Bitty Girl（71 GB鹿 Habitat）GB・USA８勝，クイーンメアリ
ーＳ‐G2，ローザーＳ‐G3，モールコームＳ‐G3，キングズスタンドＳ‐G1 ２着
ボードレール Beaudelaire（80 牡 Nijinsky）GB・FR・IRE４勝，モーリスドゲース

ト賞‐G2，Beeswing S‐L，Try My Best S，etc.，種牡馬
サイズシックス Size Six（85 牝 Caerleon）不出走

ベイビーシックス Babysix（99 牝 With Approval）BRZ４勝，P. Primavera
‐L ２着
ホットシックス Hot Six（05	 Burooj）FR・GER・BRZ・UAE・SWE３
勝，南米ジョッキーＪＣ＆競馬場協会大賞‐G1，サンパウロ大賞‐G1
２着，ダービーパウリスタ大賞‐G1 ２着，etc.

スーウォーナー SueWarner（88 牝 Forli）不出走
ナジェカムNajecam（93牝 Trempolino）USA６勝，プリンセスＳ‐G2 ２着，

サンクレメンテＨ‐G2 ３着，ハニムーンＨ‐G3 ３着，etc.
アクションジスデイ Action This Day（01牡 Kris S.）USA２勝，ＢＣジ
ュヴェナイル‐G1，種牡馬

販売申込者・所有者： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885
生 産 牧 場： 前川 義則
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

1197 ベティボルテクス２０２１ 牡・栗 ４／ ７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ジェニュイン ＊クルーピアレディーベティボルテクス
＊ Northern Dancer

��
��
�ワラダー鹿 2002 Bitty Girl

1n
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ホウヨウバルキリー（15芦 スターリングローズ）�１勝��１勝�入着
本馬の他に産駒あり

２代母 カラーガード（02芦 スペシャルウィーク）１勝
カガビジン（08牝 ＊イーグルカフェ）�２勝�２勝，プリンセスＣ２着
デトネイション（10牡 ＊サウスヴィグラス）��６勝
ウソブキアリク（11牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
カラーマーメイド（12牝 ＊ケイムホーム）�３勝��１勝

３代母 ダンシングルーラー（88芦 ＊ノーザンディクテイター）１勝，朱竹賞３着
ダイジュセルシオ（94牡 ＊テユーター）�15 勝，栄冠賞，エトワール賞３着，ジュニ

アＣ３着
ユタカカガヤキ（95牡 バンブーアトラス）４勝，カブトヤマ記念‐Jpn3 ３着，蓬莱

峡特別，不知火特別２着，etc.
ホウヨウターニング（03牝 メジロマックイーン）�19 勝

４代母 ホウヨウシルバア（73芦 ＊グレートホワイトウエー）３勝，フラワーＣ‐OP，
桃花賞
［子］ ホワイトジョーク（85牝 ＊ダンサーズイメージ）７勝，サンライズＳ，奥

多摩Ｓ，霞ケ浦特別，etc.
キングオブホウヨウ（83牡 ＊キングオブダービー）３勝，高尾特別２着，
錦秋特別３着，利根川特別３着

［孫］ ゴオカイキング（98牡 ＊オジジアン）�６勝，春霞賞，北斗盃３着
テンノフブキ（02牝 エイシンサンディ）�10 勝，サラブレッド大賞典２着
ホウヨウダンサー（95牝 ＊スラヴィック）�８勝，北斗盃３着

［曾孫］ カキツバタクイーン（05牝 エイシンサンディ）�１勝�入着２回��，ジ
ュニアクラウン２着，サラ・プリンセス特別３着

５代母 メイジザクラ（64芦 ＊テイエポロ）入着４回
［孫］ サチノフレンド（77牡 ＊バツクマスター）���10 勝，報知ＧＰ・Ｃ２着
［曾孫］ ブルックリンガイ（97牡 ＊グロウ）�１勝�２勝�11 勝	，東海ゴールド

Ｃ２着，サマーＣ（２回），スプリント，etc.
マックスキング（90牡 ＊マグニテユード）
�16 勝，オールスターＣ２着

販売申込者・所有者： ㈲豊洋牧場＝日高町豊田 �01456-5-2607
生 産 牧 場： ㈲豊洋牧場
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

1198 ホウヨウバルキリー２０２１ 牡・鹿 １／２９
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

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�スターリングローズ ＊コマーズホウヨウバルキリー スペシャルウィーク

��
��
�カラーガード芦 2015 ダンシングルーラー

＊フラストレート 1b
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ホクセーメジャー（09鹿 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（７）〕
ヘニーオーザ（16牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）入着３回，��４勝
ケイティディライト（17牝鹿 トゥザワールド）１勝，��出走�２勝��
キタノドンポートロ（18牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）��入着��１勝
スマイルメビウス（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）��入着

２代母 ＊マイアミガルチ（91 USA鹿 Gulch）USA２勝
ユキノサンロイヤル（97牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，日経賞‐Jpn2，ＡＪＣＣ

‐Jpn2 ３着（２回），キャピタルＳ‐L ２着，ディセンバーＳ‐L ２着，白富士
Ｓ‐L ３着，etc.，障害１勝

ナスケンエアスト（98牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，�４勝
アルタネート（00牡 ＊カーネギー）２勝，��１勝
マルタカタキオン（03牡 アグネスタキオン）３勝，障害１勝
ビッグクィーン（04牝 ＊ブライアンズタイム）��１勝

クロスクリーガー（12牡 アドマイヤオーラ）４勝，レパードＳ‐G3，ヒヤシン
スＳ‐LR ３着，伏竜Ｓ‐OP，etc.，�１勝��入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，
ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着

ビルボードクィーン（18牝 ルーラーシップ）１勝，��入着５回�１勝���，
石川ダービー２着

３代母 ラージャズディライト Raja's Delight（78 USA栗 Raja Baba）USA４勝，
デルマーデビュタントＳ‐G2，Four Winds H２着，Kentucky Cardinal H
２着，Sorrento S２着，Cleopatra H３着，etc.
ルーペルト Rupperto（84 牡 Roberto）USA３勝，フラミンゴＳ‐G1 ４着，種牡馬
イヴニングディライトEvening Delight（88 牝 Conquistador Cielo）USA１勝

エンカレタオ Encaletao（95牡 Slewbop）VEN５勝，P. Gobernador del Dis
trito Federal‐L ２着

スーパーダービー Super Derby（98牝 Le Voyageur）VEN７勝，P. Dia de la
Armada‐L，P. Gustavo Avila‐L，P. Lady andMe‐L

スライスマイル Sly Smile（94 牝 Crafty Prospector）USA１勝
デインヒルスマイルDanehill Smile（04 牝 Danehill Dancer）AUS３勝，

ATC Canonbury S‐L

販売申込者・所有者： ㈲北星村田牧場＝新冠町北星町 �0146-47-2161
生 産 牧 場： ㈲北星村田牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

1199 ホクセーメジャー２０２１ 牡・黒鹿 ３／２２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
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�
� 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ホクセーメジャー
＊ Gulch

��
��
�マイアミガルチ鹿 2009 Raja's Delight

22b
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ホワイトフローラ（13芦 スズカフェニックス）�８勝
初仔

２代母 ホワイトクルーザー（06芦 ＊クロフネ）２勝
スズカホワイト（14� ブラックタイド）１勝，大寒桜賞３着，障害１勝
クレディブル（15牡 スズカマンボ）２勝
ハヤブサナンデクン（16牡 ゴールドアリュール）�５勝，ブリリアントＳ‐L ２着，

鳳雛Ｓ‐L ３着，三宮Ｓ‐OP，瀬戸Ｓ，香嵐渓特別，etc.

３代母 ホワイトカーニバル（00芦 ＊ミシル）２勝，フェアリーＳ‐Jpn3，クイーンＣ
‐Jpn3 ３着，�入着��，エーデルワイス賞‐Jpn3 ２着
サンビスタ（09牝 スズカマンボ）６勝，チャンピオンズＣ‐G1，etc.，��３勝�

１勝�１勝，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1，Ｌプレリュード‐Jpn2，etc.
ジレトール（19牡 ロードカナロア）�３勝，端午Ｓ‐OP ２着，昇竜Ｓ‐OP ２着

４代母 イエローブルーム（89栗 ＊パークリージエント）２勝，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2 ２着，樅の木賞２着，寒桜賞３着
［子］ インターアプローズ（97牡 ＊トニービン）５勝，神鍋特別，伊丹特別，洲

本特別２着，etc.
テイエムミシルオー（99牡 ＊ミシル）３勝，摩周湖特別２着，ポプラ特別３着

［孫］ スマートアヴァロン（12牡 ＊サウスヴィグラス）７勝，コーラルＳ‐L，す
ばるＳ‐L，根岸Ｓ‐G3 ３着，etc.，��２勝�

ピンクドッグウッド（14牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��１勝	２勝，
エーデルワイス賞‐Jpn3 ３着，東京２歳優駿牝馬，京浜盃２着，etc.，
ＮＡＲ優２牝

メイショウダッサイ（13牡 スズカマンボ）�１勝，障害９勝，中山グラン
ドジャンプ‐JG1，中山大障害‐JG1，阪神スプリングジャンプ‐JG2，etc.，
優障害

テイエムシシオー（09牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，
５勝，新涼賞，耶
馬溪賞２着，カンナ賞２着

販売申込者・所有者： ㈲宮内牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1567
生 産 牧 場： ㈲宮内牧場
飼 養 者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776

1200 ホワイトフローラ２０２１ �・芦 ３／３０
＊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キズナ
＊ Storm Cat

��
��
�キャットクイル青鹿 2010 Pacific Princess

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
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��

�スズカフェニックス ＊ローズオブスズカホワイトフローラ ＊クロフネ

��
��
�ホワイトクルーザー芦 2013 ホワイトカーニバル

＊エリモルーシー 16h
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 マイオール（13鹿 ＊フレンチデピュティ）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 アンソレイユ（93黒鹿 ＊リズム）出走
グラスポジション（99牡 ＊リアルシヤダイ）６勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，ホ

ープフルＳ‐OP ２着，ニューマーケットＣ，青嵐賞，陣馬特別，etc.
ミハタバルゴウ（00牝 ジェニュイン）��４勝�１勝��入着２回，ひまわり賞，

北関東オークス，ビューティフルＴ３着
モエレラグジー（03牝 ダンスインザダーク）�１勝�１勝�
グラスゾーン（04牡 タニノギムレット）�１勝
ダブルダンス（05牡 ダンスインザダーク）�５勝�１勝
コンカオルデール（07牝 タニノギムレット）�２勝��
オサキニシツレイ（09牝 タヤスツヨシ）��１勝��入着５回	

３代母 アンフイニイ（82黒鹿 マルゼンスキー）３勝，エイプリルＳ‐OP ３着，上総
特別，里見特別，仲春賞２着，隅田川特別２着，etc.
マイヨジョンヌ（90牡 ＊リヴリア）７勝，新潟大賞典‐Jpn3（２回），福島記念

‐Jpn3，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬
スノーフレーク（91牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，ひいらぎ賞３着

コスモヴァシュラン（04牡 ＊マイネルラヴ）入着，��２勝�３勝，ＯＲＯＣ，
せきれい賞（２回），ＯＲＯＣ３着，etc.

ユーワケリガン（92牝 ＊カコイーシーズ）４勝，カーネーションＣ‐OP ２着，晩秋
特別，グローバルＣ，etc.
ハツカリ（04牡 ＊ホワイトマズル）１勝，夕張特別，障害１勝，��１勝�入着

２回

メイショウデンゲキ（94牡 ＊リヴリア）４勝，石清水Ｓ，春菜賞，こぶし賞３着
レディフューチャー（96牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回

ロードキャニオン（04� ＊アフリート）４勝，古都Ｓ，赤倉特別，etc.，	��
入着３回，報知オールスターＣ２着

ロードオブザリング（07牡 ＊ホワイトマズル）５勝，札幌日経ＯＰ‐LR ２着，
アンドロメダＳ‐L ３着，垂水Ｓ，etc.

シャワーパーティー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，京都３歳Ｓ‐OP，六甲アイ
ランドＳ，黄菊賞，etc.，�４勝���

販売申込者・所有者： ㈲碧雲牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2270
生 産 牧 場： ㈲碧雲牧場
飼 養 者： ㈲碧雲牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2270

1201 マイオール２０２１ �・鹿 ４／ ９
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲
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� シンボリクリスエス
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�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandマイオール ＊リズム

��
��
�アンソレイユ鹿 2013 アンフイニイ

＊フオルカー 13c
Mr. Prospector S4×M4 Nijinsky S4×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 マイネクイーン（08鹿 アグネスタキオン）２勝，スイートピーＳ‐LR（芝 1800）３
着，カーネーションＣ（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（11）〕
クイントゥープル（14牝栗 ＊アイルハヴアナザー）１勝，デイジー賞（芝 1800）２着，

��４勝，姫山菊花賞（Ｄ1700）３着
アナザークイーン（16牝黒鹿 ＊アイルハヴアナザー）入着４回，����１勝・１勝
ケンシ（17牡鹿 ＊ロージズインメイ）��４勝�１勝
ノブノビスケッツ（20牡栗 ＊マインドユアビスケッツ）��入着

２代母 ＊ファストルック（99 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
ケイアイブランコ（05牝 ＊タイキシャトル）	７勝�入着，サラ・クイーンＣ２着
ケイアイカミノアシ（07牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

キタサンガンバ（13牡 ＊キンシャサノキセキ）４勝，浦安特別，彦星賞，立川特
別２着，天王寺特別２着，大島特別２着，etc.

３代母 ローピングアロング Loping Along（93 USA鹿 Easy Goer）USA１勝
ナイスキャンターNice Canter（00 牝 Seeking the Gold）USA１勝

ウィンWynn（10牝 ＊ヨハネスブルグ）PER３勝
イッツァマラ Itzamara（17牝 Class Leader）�PER２勝，P. Estados U
nidos de America‐L ２着

デッドエイムDead Aim（02牝 Silver Deputy）不出走
クワイエトテンパーQuiet Temper（07 牝 Quiet American）USA４勝，フェ

アグラウンズオークス‐G2，デルタプリンセスＳ‐G3，シルヴァーブレッ
トデイＳ‐G3 ２着
コラボレイト Collaborate（18 牡 Into Mischief）�USA３勝，Sir Shac
kleton S２着，Roar S３着

ブライテイマニアBliteymania（07 牝 Pure Prize）CHI２勝
ヘイジュード Hey Jude（14牝 Lookin At Lucky）CHI２勝，カルロスカンピ

ノ賞‐G2 ３着，P. Jorge Baraona Puelma‐L ３着
バヒアリンダ Bahia Linda（16牝 Lookin At Lucky）�CHI４勝，カルロス

カンピノ賞‐G2，チリオークス‐G1 ３着，フランシスコバエサソトマヨ
ル賞‐G2 ２着，etc.

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

1202 マイネクイーン２０２１ 牡・青鹿 ４／ ３

＊

デヴィルヒズデュー Devil's Bag

体高
胸囲
管囲
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� Devil His Due
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�
�
� Plenty O'Tooleロージズインメイ テルアシークレット Speak John

��
��
�Tell a SecretUSA 青鹿 2000 Secret Retreat

＊サンデーサイレンス
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�
�
�
�
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��

�アグネスタキオン アグネスフローラマイネクイーン
＊ Seeking the Gold

��
��
�ファストルック鹿 2008 Loping Along

20b
Halo S4×M4 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊マウンテンウーマン（08 IRE 鹿 Montjeu）IRE 入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（９）〕
マイネルクライマー（17牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）１勝，��７勝�１勝�
ハクアイローレル（18牡鹿 ＊ダンカーク）�１勝
キタノワースアド（19牝黒鹿 トーセンラー）��入着

２代母 プレセリ Preseli（97 IRE 鹿 Caerleon）IRE・USA４勝，モイグレアスタッ
ドＳ‐G1，Derrinstown Stud 1000 Guineas Trial‐L，Debutante Fillies S
‐L，愛プリティポリーＳ‐G2 ２着，Waya S‐L ２着
アリゾナジョンArizona John（05� Rahy）GB・IRE10 勝
プレセリズプルピットPreseli's Pulpit（12 牝 Pulpit）USA１勝

ティヴィス Tivis（18 牝 Tale of Ekati）�USA６勝，First Lady S‐R，S
outhern Park S‐R，Cheryl S. White Memorial S３着

アウトフォファンOut for Fun（19牝 CityWeekend）�USA２勝，Emeral
d Necklace S‐R，Joshua Radosevich Memorial S‐R ３着

テイルオヴプレセリTale of Preseli（13 牝 Tale of Ekati）USA２勝
プリティキティPretty Kitty（16 牝 Tale of Ekati）�USA１勝

３代母 ヒルオヴスノーHill of Snow（92 GB鹿 Reference Point）IRE１勝
スノーファイア Snowfire（99 牝 Machiavellian）GB・USA１勝，英１０００ギニー

‐G1 ２着，Oh So Sharp S‐L ２着
モデルModel（04 牝 Giant's Causeway）USA４勝，Its In the Air S，スピ

ンスターＳ‐G1 ２着，サンタマリアＨ‐G1 ２着，etc.
コング Kong（02� Sadler's Wells）GB・USA１勝，リングフィールドダービー

トライアルＳ‐G3
マウントキリマンジャロMount Kilimanjaro（03 牡 Sadler's Wells）GB２勝，

Further Flight S‐L

４代母 ホワイトスタ－ラインWhite Star Line（75 USA鹿 Northern Dancer）US
A９勝，ケンタッキーオークス‐G1，アラバマＳ‐G1，デラウェアオークス‐G1，
テストＳ‐G3，La Troienne S，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-9517-4750

1203 マウンテンウーマン２０２１ 牡・鹿 ３／ ４

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊

モンジュー Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Montjeu Floripedesマウンテンウーマン プレセリ Caerleon

��
��
�Preseli鹿IRE 2008 Hill of Snow

4m
Northern Dancer S4×M4×M5×M5 Nijinsky M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊マジェスティックブライト（07 GB栗 Pivotal）GB・IRE１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
ブライトメモリー（14牝黒鹿 ネオユニヴァース）入着，�２勝��
ヒートアップ（15牝黒鹿 ネオユニヴァース）��２勝�４勝��入着３回�	
マイディスティニー（16牝鹿 ヴィクトワールピサ）�３勝��
セザムウーヴルトワ（19牝鹿 サトノアラジン）��入着
スプレマシー（20牡栗 ＊パイロ）��出走

２代母 ラフェールモニック L'Affaire Monique（99 GB鹿 Machiavellian）GB・IR
E１勝
ボンシュピール Bon Spiel（04
 Singspiel）GB・GER・ITY・UAE・BEL10 勝，

Quebec S‐L ３着
ショートアフェアー Short Affair（05 牝 Singspiel）GB・ITY２勝，ドルメーロ賞

‐G3 ２着，P. Repubbliche Marinare‐L ２着
ロダバーヨ Rodaballo（17 牡 Lope de Vega）�FR・GER・SPA６勝，エッ

ティンゲンレネン‐G2，P. Millkom‐L ３着
＊リトルリスキー（09牝 Authorized）�２勝
グレイトホールGreat Hall（10
 Halling）�GB・UAE８勝，Silver Cup‐L

３着（２回），GB障害１勝

３代母 マッチトゥーリスキーMuch Too Risky（82 GB栗 Bustino）GB２勝
＊ホワイトウォーターアフェア（93牝 Machiavellian）GB・FR・IRE４勝，ポモーヌ

賞‐G2，ジョンポーターＳ‐G3，Lupe S‐L，etc.
＊アサクサデンエン（99牡 Singspiel）８勝，安田記念‐G1，京王杯スプリングＣ

‐G2，安田記念‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ヴィクトワールピサ（07牡 ネオユニヴァース）７勝，有馬記念‐G1，皐月賞‐G1，etc.，

FR・UAE１勝，ドバイワールドＣ‐G1，優３牡，優古牡，種牡馬
＊リッチアフェアー（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

販売申込者・所有者： ㈱ミリオンファーム＝浦河町上向別 �0146-22-8688
生 産 牧 場： ㈱ミリオンファーム
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1204 マジェスティックブライト２０２１ �・栗 ３／２５

＊

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

＊

ピヴォタル Polar Falcon

�
�
�
�
�

��
��

�Pivotal Fearless Revivalマジェスティックブライト ラフェールモニック Machiavellian

��
��
�L'Affaire Monique栗GB 2007 Much Too Risky

8d
Mr. Prospector M4×S5 Bustino M4×M5 Northern Dancer S5×M5
Ride the Trails S5×M5
価格： 購買者：



母 マーケットレイズン（14芦 フサイチリシャール）�３勝�５勝
初仔

２代母 トミノラブラドール（97鹿 ＊ハンティングホーク）１勝，�１勝��入着２回
フィールオブフリー（02牡 ＊コロニアルアッフェアー）�１勝
トミノホームズ（03牡 ＊ティッカネン）��２勝
トミノドリーム（04牝 ＊ディアブロ）２勝，疾風特別，札幌日刊スポーツ杯２着，さ

くらんぼ特別２着，さくらんぼ特別３着，�１勝
トミノベガ（05牝 エイシンサンディ）�１勝��１勝
ヒデサンアタッカー（06牡 レオリュウホウ）�１勝�１勝
カンタベリーメール（08牝 ロサード）�１勝��１勝
カンタベリーナイト（09牡 スパイキュール）３勝，皿倉山特別，呼子特別，霊山特

別２着，江坂特別３着，�２勝��入着２回，宝満山賞３着，etc.
カンタベリーヒメ（12牝 ショウナンカンプ）�７勝��
カンタベリーマイン（13� ＊ケイムホーム）２勝，	�３勝��１勝�
マインキング（15� フサイチリシャール）
３勝�１勝��３勝

３代母 ジョリフィーユ（92鹿 マルゼンスキー）不出走
ハウプトローレ（02牝 ＊スキャターザゴールド）�９勝�９勝�入着，ビューチフル

・ドリーマーＣ３着

４代母 トミアルコ（83栗 ＊ノノアルコ）���６勝，ダービーＧＰ，東京盃２着，東
京３歳優駿牝馬
［子］ タイトスクイーズ（95牡 ＊タイトスポット）４勝，西湖特別，原町特別，

狭山湖特別，etc.，��１勝�入着
ゴールデンアックス（98牡 タマモクロス）４勝，松島特別，米沢特別
アクイローネ（93牡 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，美浦特別，九十九里特
別２着，寺泊特別２着，etc.，�１勝

アレグレッツァ（00牝 ＊シャンハイ）３勝，郡山特別２着，驀進特別２着
リズムコーダ（96牝 ＊リズム）３勝，桃花賞３着

［孫］ シゲルカガ（11牡 ＊パイロ）５勝，葵Ｓ‐LR ２着，etc.，�１勝�８勝
��入着��，北海道スプリントＣ‐Jpn3，東京スプリント‐Jpn3
２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 藤吉牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2159
生 産 牧 場： 藤吉牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

1205 マーケットレイズン２０２１ 牡・芦 ５／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアレスバローズ ＊トニービン

��
��
�タイセイエトワール黒鹿 2012 エンスラーリング

＊クロフネ

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチリシャール フサイチエアデールマーケットレイズン ＊ハンティングホーク

��
��
�トミノラブラドール芦 2014 ジョリフィーユ

＊カゾースクヰーン 9
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 アクティフ（12鹿 ＊ファスリエフ）��４勝，優駿スプリント（Ｄ1200）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
ランプロン（20牡鹿 ＊ベストウォーリア）�地方未出走

２代母 ヒバリエクスプレス（07黒鹿 ＊アグネスデジタル）�３勝
ジューンジェラート（14牝 カネヒキリ）��１勝
アザワク（17牝 カレンブラックヒル）��８勝���入着２回�，エーデルワイス

賞‐Jpn3 ２着，道営スプリント，笠松ＧＰ３着，道営スプリント３着，グラ
ンシャリオ門別スプリント（２回），etc.

ソロユニット（18牝 ＊アジアエクスプレス）�６勝�１勝��，エーデルワイス賞
‐Jpn3，ハヤテスプリント，リリーＣ，北斗盃３着，ＮＡＲ優２牝

マラッカフレイバー（19牡 リアルインパクト）���１勝

３代母 コスモグローリ（91黒鹿 セントシーザー）４勝，オパールＳ‐OP ３着，耶馬
渓特別，足立山特別，有明特別２着，ゆうすげＳ２着，etc.
ケイウンバクシン（01牡 サクラバクシンオー）４勝，醍醐特別，飛竜特別２着，疾

風特別３着

４代母 ゴールドパーシア（82鹿 ＊ネプテユーヌス）１勝
［子］ サンターナズソング（99牝 サクラバクシンオー）２勝，アネモネＳ‐OP，

赤松賞３着

５代母 ゴールドハーフ（75青 ＊ヴエンチア）不出走
［子］ ワカサバロン（94牡 ＊マークオブディスティンクション）５勝，バレンタ

インＳ，ブリティッシュＣ，むらさき賞２着，etc.
ゴールドルーチェー（85牡 トウシヨウルチエー）５勝，伊丹特別，摂津特
別２着，�１勝

ワカサテイオー（90牡 ＊ペルセポリスⅡ）２勝，岩谷特別，長岡特別３着
ワカサライジン（88牡 ＊ミルフオード）２勝，鈴鹿特別２着，大日岳特別３着
ワカサアイネス（92牡 アイネスフウジン）３勝，恵那特別３着，�３勝，
スプリンター争覇２着

［孫］ ワカサウルフ（94牡 シンウルフ）３勝，ＴＶｈ賞２着，小野川湖特別２着，
洞海特別２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲平野牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2277
生 産 牧 場： ㈲平野牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

1206 アクティフ２０２１ �・鹿 ２／２４

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessアクティフ ＊アグネスデジタル

��
��
�ヒバリエクスプレス鹿 2012 コスモグローリ

＊ヴイキユニア 16b
Mr. Prospector M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ミサトサウス（07芦 ＊サウスヴィグラス）入着，すずらん賞‐OP（芝 1200）３着，
�１勝���１勝・５勝，リリーＣ（Ｄ1000）２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
タマモエース（19牡栗 ワールドエース）�１勝
ディーディーデイ（20牝芦 スピルバーグ）��１勝

２代母 ミサトユニオン（94芦 ＊デュラブ）��５勝
ミサトルナ（03牝 シンボリルドルフ）�７勝��１勝�
ミサトシャーディー（04牡 ＊シャーディー）�２勝��３勝
ミサトタイム（08牝 タイムパラドックス）�10 勝��入着
ミサトヴィグラス（10牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝��入着２回

３代母 ユニバーサルスター（77芦 ＊シーホーク）不出走

４代母 ヤマニンウエー（60黒鹿 ＊ソロナウエー）３勝
［子］ パツシングゴール（66牡 ＊ヴイミー）10勝，関屋記念，新潟記念，天皇賞

（秋）２着，etc.，種牡馬
ロイヤルプリンス（68牡 ＊サウンドトラツク）２勝，短距離特別，�11 勝，
ゴールドＣ

５代母 クリフエン（46栗 月友）２勝
［子］ ヤマニン（55牡 トサミドリ）７勝，宝塚杯，京都記念（春）２着，金鯱賞‐OP

アームラン（56牡 ハタカゼ）６勝，中日盃‐OP
レオポン（61牡 ＊ヒンドスタン）５勝，パールＳ，なにわ特別，四歳中距
離特別

ライジングオー（54牡 ＊ライジングフレーム）６勝，特ハン，多摩特別，
短距離Ｈ

ミスヤマニン（57牝 ＊ヒンドスタン）６勝，ＣＢＣ賞，愛知特別
［孫］ タマモヒカリ（72牡 ＊ハードリドン）４勝，毎日杯２着，マーガレットＳ‐OP
［曾孫］ ヤマニンゴロー（74牡 ＊セントクレスピン）６勝，高松宮杯，豊明特別，

メイＳ，etc.
ヤマニンキャスター（86牝 ヤマニンスキー）３勝，小倉記念‐Jpn3 ３着，
筑後川特別，日田特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲北光牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0622
生 産 牧 場： ㈲北光牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1207 ミサトサウス２０２１ �・芦 ５／ ６
＊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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターミサトサウス ＊デュラブ

��
��
�ミサトユニオン芦 2007 ユニバーサルスター

＊サンダービー 8k
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ミコノキセキ（16鹿 ＊キンシャサノキセキ）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
スマイルマハロ（20牡芦 ＊ラニ）���出走

２代母 ナムラカエデジョウ（03鹿 ＊フォーティナイナー）出走
ナムラプルート（08牡 サクラバクシンオー）入着，��２勝
ナムラメイビ（09牝 アドマイヤマックス）１勝
ナムライットウセイ（10牡 ヤマニンセラフィム）１勝，�３勝��
ナムラハンベエ（12� サムライハート）入着２回，�２勝�１勝�８勝��
ナムラモミジ（13牝 ＊アグネスデジタル）�１勝	
ナムラヘラクレス（14牡 カネヒキリ）２勝，天草特別３着，リボン賞３着，��２

勝�２勝�入着，白鷺賞２着，新春賞２着
エキストラライト（17牝 スマートファルコン）���２勝
ナムラアイガー（18牡 リオンディーズ）�１勝

３代母 サクラマツリ（90鹿 ＊ラシアンルーブル）３勝，朝日岳特別３着
ナムラマイカ（97牝 サクラバクシンオー）５勝，淀短距離Ｓ‐L ３着，オーシャンＳ

‐OP ２着，アンドロメダＳ‐OP ３着，etc.
スペシャルランナー（98牝 タヤスツヨシ）
１勝��１勝�２勝３勝，九州クイ

ーン賞２着
サクライナセ（01� サクラバクシンオー）４勝，須磨特別，ＴＶ山梨杯２着，飯豊

特別２着，etc.

４代母 サクラユウホー（78鹿 ＊ダンデイルート）５勝，金北山特別，仲春賞，越路特別
［子］ サクラコミナ（87牝 サクラシヨウリ）２勝，襟裳特別
［孫］ ナムラクレセント（05牡 ヤマニンセラフィム）７勝，阪神大賞典‐G2，ア

ンドロメダＳ‐L，天皇賞（春）‐G1 ３着，etc.，�２勝��
ナムラアーガス（06牡 ニューイングランド）２勝，駒ケ岳特別，胎内川特
別３着，知床特別３着，etc.

ナムラローレライ（02牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）４勝�１勝�入着
��	，ル・プランタン賞，荒炎賞３着

ナムラブーム（03牡 ＊テンビー）２勝，豊橋特別２着，伏拝特別２着，寒
桜賞２着，etc.

販売申込者・所有者： 松木 加代＝新冠町万世 �0146-49-5221
生 産 牧 場： 松木 加代
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

1208 ミコノキセキ２０２１ �・鹿 ４／１８
＊ Wild Again

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Rose Parkトランセンド ＊トニービン

��
��
�シネマスコープ鹿 2006 ブルーハワイ

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンミコノキセキ ＊フォーティナイナー

��
��
�ナムラカエデジョウ鹿 2016 サクラマツリ

＊スワンズウツドグローヴ 16a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 モリトシラギク（14芦 ＊クロフネ）入着
〔産駒馬名登録数：１〕
チエチャン（20牝栗 ＊デクラレーションオブウォー）�地方未出走

２代母 アズマサンダース（01鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，桜
花賞‐Jpn1 ２着，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，京都
金杯‐Jpn3 ３着
ダノンビーナス（10牝 キングカメハメハ）１勝
アドマイヤサクセス（12牡 キングカメハメハ）�５勝�４勝���入着５回
グリエルマ（15牝 ロードカナロア）１勝，紅梅Ｓ‐LR ３着

３代母 オースミシャイン（90栗 シンボリルドルフ）３勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，
スプリンターズＳ‐Jpn1 ４着，フローラＳ‐OP，チューリップ賞‐OP ３着，ユ
ートピアＳ
ベストクローン（08牝 ディープインパクト）３勝，シンガポールＴＣ賞，ニセコ特別

４代母 コランデアガール（80栃栗 ＊ネヴアービート）不出走
［子］ マジックキス（92牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，北九州記念‐Jpn3，サンス

ポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ２着，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ３着，etc.
オートラディア（88牡 ＊パドスール）４勝，阿賀野川特別，木曽川特別，
中京スポーツ杯２着，etc.

ミスディファレンス（89牝 ＊モガミ）４勝，是政特別，胎内川特別，別府
特別２着，etc.

トニージャスティ（95牡 ＊トニービン）３勝，青島特別，鳳来寺山特別，
北大路特別２着，etc.

マックスハンター（86牡 ＊ラツキーソブリン）３勝，露草賞，節分賞２着，
弥彦特別３着，�２勝

［孫］ ヒラボクマジック（08牡 ＊アグネスデジタル）５勝，ポルックスＳ‐OP ３
着，総武Ｓ，初日の出賞，etc.

ウィザードブラスト（05牡 ＊クロフネ）入着４回，�	２勝�11 勝，福永
洋一記念２着，高知県知事賞３着

［曾孫］ シェルビー（09牡 サクラバクシンオー）６勝，キャピタルＳ‐L，朱雀Ｓ，
アプローズ賞，etc.

販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

1209 モリトシラギク２０２１ �・芦 ２／２５

＊

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューモリトシラギク ＊サンデーサイレンス

��
��
�アズマサンダース芦 2014 オースミシャイン

＊コランデイア 9e
Deputy Minister S4×M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 マドリガルスコア（07黒鹿 ダンスインザダーク）入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），海外－１（６），地方－２（３）〕
カゲムシャ（13�黒鹿 ＊コンデュイット）��１勝
スタージャック Star Jack（14 牡黒鹿 ジャングルポケット）�２勝，サファイア賞
（芝 2400）２着，はまなす賞（芝 1600）２着，オパールＣ（芝 1700）３着，�SIN
６勝，El Dorado Classic‐L ２着

ユイノシンドバッド（15牡青鹿 ＊モンテロッソ）２勝，障害１勝
テイエムケントオー（19牡鹿 ＊マクフィ）�入着

２代母 フサイチワールド（96黒鹿 ＊ラストタイクーン）１勝
プリムローズヒル（03牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，れんげ賞
メイショウキヨマサ（04牡 フジキセキ）�１勝
アヴェニーレ（09牡 ネオユニヴァース）�１勝�入着２回
スペリオル（10牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，�４勝

３代母 ロイヤルコスマー（82鹿 ＊ロイヤルスキー）３勝，桜花賞‐Jpn1 ２着，報知
４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，トパーズＳ‐OP，オパールＳ
‐OP ３着，etc.
ロイヤルタイム（88牝 ＊ナグルスキー）１勝

ワンモアマイライン（98牡 サツカーボーイ）４勝，東海Ｓ‐Jpn2 ２着，マーチ
Ｓ‐Jpn3 ２着，アンタレスＳ‐Jpn3 ３着，etc.

レディコスマー（90牝 ＊ノーザンテースト）２勝，桧山特別３着
シャドウビンテージ（00牡 ＊コマンダーインチーフ）４勝，メトロポリタンＳ‐L，

南武特別，迎春Ｓ２着，etc.
ロイヤルティアラ（91牝 ＊ノーザンテースト）５勝，初凪賞，ミモザ賞２着，きんせ

んか賞３着
シアトルユー（00牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，昇竜Ｓ‐OP ２着，ホープフ

ルＳ‐OP ３着，安達太良Ｓ，etc.
グレイスティアラ（03牝 フジキセキ）１勝，�１勝��１勝	１勝，全日本２

歳優駿‐Jpn1，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，エーデルワイス賞‐Jpn3，etc.
タヤスマッキンリー（94牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，臥牛山特別，奥尻特別２着
フサイチユーキャン（97牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，サンスポ４歳牝馬特別

‐Jpn2 ３着，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，新春Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 北海道静内農業高等学校＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2101
生 産 牧 場： 北海道静内農業高等学校
飼 養 者： 北海道静内農業高等学校＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2101

1210 マドリガルスコア２０２１ 牡・鹿 ４／１９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイマドリガルスコア ＊ラストタイクーン

��
��
�フサイチワールド黒鹿 2007 ロイヤルコスマー

＊マツチレスネイテイヴ 2d
Lyphard S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 マミモナ（07青 ダンスインザダーク）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－４（９）〕
メイショウミツボシ（12牡鹿 メイショウサムソン）３勝，北野特別（芝 2000）３着，

��入着�３勝�入着�
メイショウオルソ（13牡黒鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝，�３勝
メイショウナスカ（15牝鹿 メイショウサムソン）�１勝，八幡特別（芝 1200）２着，

八代特別（芝 1200）３着
メイショウオウギ（16牝芦 ＊ダンカーク）�入着３回，�２勝�入着
ウインバシリス（18牝黒鹿 ルーラーシップ）��出走�１勝

２代母 マイミッシェル（00鹿 ＊タイキシャトル）１勝，塩屋埼特別３着
マッハヴェロシティ（06牡 マンハッタンカフェ）３勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，新潟大

賞典‐G3 ２着，すみれＳ‐OP ３着，逆瀬川Ｓ，弥彦特別，etc.

３代母 ＊ナイスレイズ（94 USA黒鹿 Storm Cat）USA１勝
メイショウボーラー（01牡 ＊タイキシャトル）７勝，フェブラリーＳ‐Jpn1，デイリ

ー杯２歳Ｓ‐Jpn2，根岸Ｓ‐Jpn3，etc.，��入着２回�	�，種牡馬
メイショウトッパー（03牡 テイエムオペラオー）５勝，春雷Ｓ‐L ３着，北九州短距

離Ｓ，水無月特別，etc.
メイショウキトリ（04牝 ＊マリエンバード）４勝，洛陽Ｓ，尾瀬特別，郡山特別，�２勝
メイショウアツヒメ（06牝 ＊タイキシャトル）３勝，夙川特別，つわぶき賞，岩室温

泉特別２着，etc.
メイショウヤタロウ（08牡 アグネスタキオン）５勝，小倉日経ＯＰ‐LR，谷川岳Ｓ

‐L ２着，米子Ｓ‐L ３着，etc.

４代母 ナイストラディションNice Tradition（79 ARG鹿 Search Tradition）USA
・ARG７勝，クリアドレス大賞‐G1，フェデリコデアルベアル賞‐G2，フアンシ
ョウ賞‐G2，エンリケアセバル賞‐G1 ２着
［子］ ナイスサーヴNice Serve（87牝 Nodouble）USA５勝，Arlington Bre

eders' Cup H‐L，Locust Grove H‐L
［孫］ トゥーマンススレント TwoMonths Rent（09
 Purim）USA３勝，ホ

ーソーンダービー‐G3，フェアグラウンズＳ‐G3 ３着，ケントＳ
‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲日の出牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1574
生 産 牧 場： ㈲日の出牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

1211 マミモナ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１１

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Weekend Surpriseマジェスティックウォリアー ドリームスプリーム Seeking the Gold

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイマミモナ ＊タイキシャトル

��
��
�マイミッシェル青 2007 ＊ナイスレイズ

10
Secretariat S4×S5 Halo M4×M5 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ミフユ（05鹿 ＊ティンバーカントリー）入着，��１勝�１勝�入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
セリガチ（19牡栗 ジャングルポケット）��出走

２代母 サニーエーデル（97鹿 ＊スリルシヨー）��入着３回
レプリゼント（03牡 ＊タイキブリザード）�１勝�入着３回

３代母 サニーバース（75鹿 ワイルドモア）３勝，ノベンバーＨ，白藤賞，�	５勝，
南部駒賞２着

４代母 サニールビー（68鹿 ＊インデイアナ）３勝，紅梅賞
［子］ レツドジヤガー（77牡 ＊ホーント）３勝，毎日杯，ＮＨＫ杯２着，ひいら

ぎ賞，�２勝
［孫］ マルブツマサル（93牡 ＊リヴリア）１勝，湯川特別２着

５代母 ガーネツト（55鹿 トサミドリ）14勝，有馬記念，天皇賞（秋），目黒記念（秋）３
着，東京盃２着，金杯３着，etc.，優古牝
［子］ ウメノダイヤ（67牡 ＊ゲイタイム）４勝，阪神３歳Ｓ２着，デイリー杯３

歳Ｓ３着，弥生賞２着，etc.
コロネート（63牡 ＊テイエポロ）５勝，府中特別，
�３勝，種牡馬

［孫］ アサクサスケール（82牝 ＊パーソロン）５勝，クイーンＳ‐Jpn3，エリザ
ベス女王杯‐Jpn1 ２着，ターコイズＳ‐OP，etc.

モガミエール（84牡 マルゼンスキー）１勝，金杯‐Jpn3 ２着，ディセン
バーＳ‐OP ２着，ウェルカムＳ２着，��５勝	４勝

［曾孫］ エイシンウイザード（86牝 ＊ノーザリー）７勝，スワンＳ‐Jpn2 ３着，サ
ンスポ阪神牝馬特別‐Jpn3 ２着（２回），中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.

ノーザンプリンセス（91牝 ＊ノーザンテースト）３勝，七夕賞‐Jpn3 ３着，
キャピタルＳ‐OP，フローラＳ‐OP，etc.

マイネルジェム（99牡 マヤノトップガン）４勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，
ＨＢＣ賞，松島特別２着，etc.

ミナミノフェザント（94牡 ＊ゴールデンフェザント）２勝，京都４歳特別
‐Jpn3 ３着，道新スポーツ賞２着，阿寒湖特別２着，etc.

シルキークイン（90牝 サクラユタカオー）２勝，クイーンＣ‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲ファーミングヤナキタ＝日高町緑町 �01456-2-6565
生 産 牧 場： ㈲ファーミングヤナキタ
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1212 ミフユ２０２１ 牡・青鹿 ４／２０

＊

＊ 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

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenミフユ ＊スリルシヨー

��
��
�サニーエーデル鹿 2005 サニーバース

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ミラクルベリー（08黒鹿 ＊ファルブラヴ）１勝，志摩特別（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（８）〕
アルスラーン（15牡黒鹿 ヴィクトワールピサ）入着６回，春日山特別（芝 2000）２

着，�３勝
メイデンボヤージュ（16牝芦 ＊クロフネ）�４勝��１勝
グランレイ（17牡鹿 ルーラーシップ）�３勝，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３

着，耶馬渓特別（芝 1200）２着，巌流島Ｓ（芝 1200）３着
クラーロイメル（18牝青鹿 ドゥラメンテ）１勝，���入着�
プレミアムベリー（19牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�入着２回
ユキノソックス（20牝栗 ＊ダンカーク）�未出走

２代母 ミラクルワウ（03栗 フジキセキ）入着
ダノンミシガン（11牡 ＊チチカステナンゴ）３勝，�４勝
チラリ（12牝 ＊チチカステナンゴ）�入着５回

ソウルトレイン（17牡 レッドスパーダ）�３勝，札幌道新スポーツ賞，白梅賞，
心斎橋Ｓ２着，長篠Ｓ２着，千両賞２着，etc.

３代母 ＊トリプルワウ（83 CAN鹿 Coastal）USA14 勝，ネクストムーヴＨ‐G3，D
urham C‐L，Maple Leaf S‐LR，Ontario Matron H‐LR，Woodbine
BC S‐L，etc.
アリワウ Alywow（91牝 Alysheba）USA７勝，ニジャナＳ‐G3，Canadian H

‐L，Lady Dean S‐L，etc.
ヒドンキャット Hidden Cat（97 牝 Storm Cat）USA４勝，Twixtslusive H‐L
センチュリーシティ Century City（99 牡 Danzig）GB・IRE・USA６勝，アルカ

ディアＨ‐G2，愛インターナショナルＳ‐G2，テトラークＳ‐G3，etc.，種牡馬
ダブルワウDoubleWow（92牝 With Approval）USA３勝

ラペルーズ La Perouse（03 牝 El Prado）USA４勝，Likely Exchange S
ワウミーフリーWowMe Free（04牝 Menifee）USA・CAN５勝，ネクスト

ムーヴＨ‐G3，Ladies H‐L，シュヴィーＨ‐G2 ３着，etc.
トリプレックス（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，フィリピンＴ，英彦山特別，国

東特別，etc.
ダイワキャグニー（14� キングカメハメハ）�８勝，エプソムＣ‐G3，キャピ

タルＳ‐L，プリンシパルＳ‐LR，etc.

販売申込者・所有者： ㈲浜本牧場＝日高町豊田 �01456-5-2466
生 産 牧 場： ㈲浜本牧場
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

1213 ミラクルベリー２０２１ �・鹿 ４／ ８
＊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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightミラクルベリー フジキセキ

��
��
�ミラクルワウ黒鹿 2008 ＊トリプルワウ

7
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 プリムラジュリアン（15鹿 ＊セイントアレックス）�５勝��１勝�入着�，留守
杯日高賞（Ｄ1600）３着
初仔

２代母 バンローズ（09鹿 ローエングリン）�２勝��２勝
バンローズキングス（16牡 アサクサキングス）��７勝���入着３回，兵庫Ｃｈ

Ｓ‐Jpn2 ３着，兵庫ダービー，ダービーＧＰ３着，園田オータムＴ２着，Ｍ
ＲＯ金賞３着

３代母 バンバンイケ（00鹿 ＊アフリート）�７勝�４勝，ノースクイーンＣ２着
バンマリー（08牝 ロサード）�２勝�１勝

４代母 ヒガシリーズン（95黒鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
［子］ シルクタイタン（06牡 ステイゴールド）２勝，瓢湖特別３着，�12 勝

ウェディングコパ（05牝 ＊ムーンバラッド）入着２回，	８勝
ケイコラブズ（01牝 ＊ラムタラ）
３勝

［孫］ エルサント（08牡 ＊ルゼル）入着，�２勝	

５代母 ＊ヒガシタイクーン（91 IRE 鹿 ＊ラストタイクーン）不出走
［子］ ユキノアラシ（04牡 エアジハード）�７勝��，兵庫ダービー，菊水賞

ジャガーサンデー（03牝 エイシンサンディ）�４勝
ユメノトップレディ（01牝 ＊カーネギー）�１勝
ヒガシマイベスト（96牝 ＊ジェイドロバリー）��１勝

［孫］ カオリジョリー（00牡 ＊ジョリーズヘイロー）１勝

販売申込者・所有者： 福山牧場＝日高町富浜 �01456-2-0454
生 産 牧 場： 福山牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

1214 プリムラジュリアン２０２１ �・鹿 ４／２１
＊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

＊ Afleet Alex

�
�
�
�
�

��
��

�セイントアレックス フェスティバルプリムラジュリアン ローエングリン

��
��
�バンローズ鹿 2015 バンバンイケ

＊ヒガシタイクーン 6b
Mr. Prospector S4×M5 アフリートM4×M5

価格： 購買者：



母 ポンテペルレ（02鹿 Green Desert）２勝，新発田城特別（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－３（14）〕
ヴェルデルーチェ（09牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）��２勝��
ジャストザオネスト（10牡黒鹿 ダイワメジャー）１勝，�２勝�３勝�入着���
ネーラペルレ（11牝黒鹿 キングカメハメハ）１勝
ジュアン（17牡鹿 アドマイヤムーン）��７勝
テイエムハヤテオー（18牡栗 エスポワールシチー）�１勝
トキメキナイト（19牡青鹿 カレンブラックヒル）�入着５回
オリオンザキング（20牡黒鹿 カレンブラックヒル）�地方未出走

２代母 ＊ファーザ（95 USA栗 Mr. Prospector）不出走
フジサワ Fujisawa（01牝 Green Desert）GB・AUS・NZ２勝

ルパン Lupin（10 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）SAF４勝，Lady's Bracelet S
‐L ２着

ナリタベガ（03牡 アドマイヤベガ）１勝，	１勝
１勝�９勝
フリオーソ（04牡 ＊ブライアンズタイム）入着，��11 勝��，帝王賞‐Jpn1（２回），

川崎記念‐Jpn1，かしわ記念‐Jpn1，ジャパンＤダービー‐Jpn1，全日本
２歳優駿‐Jpn1，日本ＴＶ盃‐Jpn2，ダイオライト記念‐Jpn2（２回），etc.，
ＮＡＲ優２歳，ＮＡＲ年代表（4回），ＮＡＲ優３歳，ＮＡＲ優古馬（3回），ＮＡ
Ｒ優古牡（2回），種牡馬

トーセンルーチェ（06牡 ＊マリエンバード）３勝，是政特別２着，��６勝�，ダイ
オライト記念‐Jpn2 ３着，金盃（２回），大井記念，報知オールスターＣ３着

エルヴィスバローズ（08牡 ディープインパクト）３勝，出雲崎特別２着，国東特別２着
ルナフォンターナ（09牝 アドマイヤムーン）６勝，オパールＳ‐LR ３着，鞍馬Ｓ

‐OP，淀屋橋Ｓ，乙訓特別，祇園特別２着
ファーザモア（10牡 アグネスタキオン）１勝

３代母 バヤ Baya（90 USA栗 Nureyev）FR２勝，グロット賞‐G3，仏オークス
‐G1 ２着，ラクープドメゾンラフィット‐G3 ２着，ノネット賞‐G3 ２着
バースストーン Birthstone（02牝 Machiavellian）FR２勝，オマール賞‐G3
ソングクラフト Songcraft（08� Singspiel）GB・FR・UAE８勝，Grand Cup S

‐L，ドバイシティオヴゴールド‐G2 ２着，ドバイシティオヴゴールド‐G2
３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848
生 産 牧 場： ㈱ハシモトファーム
飼 養 者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848

1215 ポンテペルレ２０２１ �・黒鹿 ３／１７

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahモンテロッソ ポルトロカ Barathea

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

グリーンデザート Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�Green Desert Foreign Courierポンテペルレ
＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ鹿 2002 Baya

4n
Mr. Prospector M3×S5 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ホマレエイカン（08栗 ステイゴールド）�２勝�４勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（８）〕
ハッピードータア（15牝栗 オウケンブルースリ）��２勝���
ハイワールド（16牡栗 タイムパラドックス）�３勝�
トゥーゲント（17牝鹿 ＊ロージズインメイ）��１勝
アップメイヒメ（18牝栗 フリオーソ）��２勝，梅桜賞（Ｄ1800）３着
ハイグッドフォルテ（19牝栗 ＊ケープブランコ）��入着
メビウス（20牝栗 ＊ラニ）��出走

２代母 レガシークラウド（96栗 ＊アーミジャー）出走
レガシーエンプレス（01牝 ＊パラダイスクリーク）２勝，門司特別，インディアＴ３着

ハッピーストーリー（09牡 ゴールドアリュール）１勝，�２勝�１勝
マジックワン（05牡 ＊スクワートルスクワート）KOR２勝
ハイタフネス（06牡 ＊ムタファーウエク）�６勝	

ナシュワンヒーロー（07牡 ＊バゴ）４勝，雲雀Ｓ，若潮賞，修学院Ｓ２着，エクセレ

ントＪＳＴ２着

３代母 レガシーウェーブ（91栗 ＊サウスアトランテイツク）３勝，天の川Ｓ，べにば
な賞，ガーベラ賞３着
レガシーウィンド（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，鈴鹿特別２着，医王寺特別２

着，高山特別３着，�１勝�入着

４代母 ドンナリデイア（83栗 ＊ジムフレンチ）不出走
［子］ レガシーワールド（89� ＊モガミ）７勝，ジャパンＣ‐G1，セントライト

記念‐Jpn2，有馬記念‐Jpn1 ２着，etc.
レガシーアンサー（97牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，梅花賞，耶馬渓特
別２着，保津峡特別２着，etc.

レガシージャパン（94牡 ＊モガミ）３勝，会津特別，阿寒湖特別２着，洞
爺湖特別２着，障害１勝

レガシーハード（88牝 ＊プルラリズム）２勝，妙高特別，新津特別２着，
すいれん賞３着

レガシーアドニス（98牡 ＊フォーティナイナー）３勝，小樽特別２着

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

1216 ホマレエイカン２０２１ �・黒鹿 ２／１９

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

�
�
�
�
�
�
�
�
� Primal Forceダノンレジェンド

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュホマレエイカン ＊アーミジャー

��
��
�レガシークラウド栗 2008 レガシーウェーブ

＊プロポンチス 4d
Blushing Groom S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ムーンライトペスカ（07黒鹿 キングカメハメハ）�入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（12）〕
スズヨサムソン（12牝黒鹿 メイショウサムソン）�10 勝
ムーンライトベガ（18牝青鹿 フェノーメノ）��２勝
イルモンド（19牝黒鹿 シルバーステート）�入着４回

２代母 アベルクイーン（92黒鹿 Star de Naskra）５勝，アンドロメダＳ‐OP ２着，
小倉日経ＯＰ‐OP ３着，橿原Ｓ，安芸Ｓ，伊丹特別，etc.
アタゴパラダイス（99牝 ＊ジェイドロバリー）１勝

ショウリノホホエミ（07牝 マンハッタンカフェ）１勝
サウスザスナイパー（14牡 ＊サウスヴィグラス）３勝，花見山特別，伊達特別

マルカクラージュ（00牡 ＊タイキシャトル）入着，�４勝
ビッグジェム（01牡 ＊エルコンドルパサー）６勝，鳴門Ｓ，高砂特別，なにわＳ２着，

山城Ｓ２着，かささぎ賞３着
ネスポラ（04牝 ＊クロフネ）��１勝
ペプチドアベル（08牡 アグネスタキオン）�３勝
タニセンダイナスト（10牡 キングカメハメハ）１勝

３代母 ＊ブライダルディナー（86 USA鹿 Slew o' Gold）USA１勝，アストリアＳ
‐G3 ４着
ラッキーリニージ Lucky Lineage（91牝 Storm Cat）USA２勝

サービク Saabiq（03 牝 Grand Slam）GB１勝，Spring C‐L ２着，Dic
k Poole Fillies' S‐L ２着

レディージーニアス（93牝 ＊エブロス）１勝
ウェイトアンドシー（11� オレハマッテルゼ）３勝，��５勝�１勝	入着，

スパーキングサマーＣ，川崎マイラーズ，プラチナＣ２着，etc.
ブラックアルタイル（02� アドマイヤベガ）５勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，札幌日経

ＯＰ‐L ２着，クリスマスＣ，etc.

４代母 カヴォート Cavort（78 USA栗 Foolish Pleasure）USA３勝，Colleen S
２着，Marlboro Nursery S２着，Blue Hen S３着
［孫］ リキアイタイカン（98牡 ＊アフリート）６勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2，マイルＣ

ｈＳ‐Jpn1 ３着，高松宮記念‐Jpn1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： マルシチ牧場＝青森県三戸郡五戸町 �0178-62-2580
生 産 牧 場： マルシチ牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1217 ムーンライトペスカ２０２１ 牡・鹿 ３／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスムーンライトペスカ Star de Naskra

��
��
�アベルクイーン黒鹿 2007 ＊ブライダルディナー

11g
Nureyev S5×M5

価格： 購買者：



母 ミワノロマンス（10芦 サムライハート）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ダンツコンフォート（15牡鹿 キングヘイロー）入着，�２勝
リッターヴォルト（18牡黒鹿 ストロングリターン）入着，��入着４回�入着��
エスプリバズ（19牡芦 ＊ベーカバド）���入着
エスプリタンバ（20牡芦 ＊バゴ）���出走

２代母 サクラササヤキ（88芦 ＊ノーアテンシヨン）出走
クロードスキー（92牝 サクラセダンスキー）�１勝�１勝
ヤスノムテキ（93� ＊スルーザドラゴン）�２勝
ミサトリュウジン（94牡 ＊ノーザンディクテイター）��１勝�	
ミサトテンリュウ（95牡 ＊ノーザンディクテイター）�６勝
３勝�入着４回
レジェンドウインド（96牝 レジエンドテイオー）�７勝�入着
トーホウドリーム（97牡 メジロライアン）６勝，産経大阪杯‐Jpn2，北九州記念

‐Jpn3 ３着，福島民友Ｃ‐OP，白嶺Ｓ，稲荷特別，etc.
トーホウハクタカ（00� メジロマックイーン）１勝，�３勝
トーホウジュノー（01牝 メジロライアン）�５勝
クイーンカリン（06牝 キングヘイロー）１勝，福山プリンセスＣ２着
チャハヤ（07牝 ザッツザプレンティ）�２勝�４勝���入着７回
グレイゴースト（11牡 アドマイヤドン）�４勝

３代母 シルバーナイキ（78芦 ＊ドン）出走
ワイドセイコー（82牡 ハイセイコー）２勝，嵯峨野特別，尾張特別２着，etc.，�

�	
18 勝，東海桜花賞
エイシンウイザード（86牝 ＊ノーザリー）７勝，スワンＳ‐Jpn2 ３着，サンスポ阪

神牝馬特別‐Jpn3 ２着（２回），中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
シルバーガーネット（87牝 ＊プルラリズム）１勝

サマーシャドウ（96牡 ＊ダミスター）��３勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３
着，スーパーＣｈＳ２着，羽田盃３着

カノヤロマン（92牝 マルゼンスキー）３勝
カノヤバトルクロス（99牡 タマモクロス）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，

マーガレットＳ‐OP ２着，立冬特別，etc.

販売申込者・所有者： 三輪 幸子＝日高町賀張 �01456-5-6415
生 産 牧 場： 三輪 幸子
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

1218 ミワノロマンス２０２１ �・鹿 ２／２６
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サムライハート エアグルーヴミワノロマンス ＊ノーアテンシヨン

��
��
�サクラササヤキ芦 2010 シルバーナイキ

＊フロリースカツプ 3l
ノーザンテースト S4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ミラクルロンド（05黒鹿 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（16）〕
カプリチオーソ（12牡栗 ＊チチカステナンゴ）１勝，�７勝��
ロンドジョワイユ（14牝鹿 ＊タートルボウル）�４勝
ラララ（17牝黒鹿 ＊タートルボウル）�１勝�３勝�入着３回��
ダンスウィズロンド（18牝鹿 ＊キングズベスト）��１勝�入着２回
ダンスデミルリトン（19牡青鹿 ＊パイロ）�出走

２代母 ＊ダンスーズデトワール（99 FR芦 Highest Honor）FR１勝，マルセルブサッ
ク賞‐G1 ２着，P. Isola Bella‐L ２着，P. Yacowlef‐L ３着
ステージプレゼンス（07牡 アグネスタキオン）２勝，きさらぎ賞‐G3 ３着，糸魚川

特別，石和特別２着，信濃川特別２着，水仙賞３着，�４勝	
ルルーシュ（08牡 ゼンノロブロイ）６勝，ＡＲ共和国杯‐G2，札幌日経ＯＰ‐LR，

目黒記念‐G2 ２着，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，巴賞‐LR ２着，etc.
オメガホームラン（09
 ダイワメジャー）３勝，クローバー賞‐LR ３着，ジュニア

Ｃ‐OP，六社特別２着
ガムザッティ（10牝 ハーツクライ）１勝
レッドシルヴィ（13牝 ヴィクトワールピサ）４勝，雄国沼特別２着
レッドミラベル（14牝 ステイゴールド）１勝

３代母 ラティフォーリア Latifolia（91 GB鹿 ＊ダンシングブレーヴ）GB入着２回
ウォッチアウトWatch Out（06 牝 ＊ロックオブジブラルタル）FR２勝

イプシャンダ Ipshanda（12牝 Siyouni）不出走
イザリズ Isalys（16 牝 Panis）FR３勝，Criterium du Bequet‐L ２着

４代母 ＊ラストカマー（83 USA栗 Kris）GB・ITY４勝，P. Giovanni Falck‐L，P
. Mottalciata‐L，ローマヴェッキア賞‐G3 ２着，P. Fausta‐L ２着
［子］ マーブルメイデンMarble Maiden（89牝 Lead on Time）FR・USA５

勝，オールアロングＳ‐G2，ブエナヴィスタＨ‐G3，サンドリンガム
賞‐G3，etc.

バックトラック Backtrack（93 牡 Caerleon）ITY５勝，P. Carlo Porta
‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲船越牧場＝日高町富川西 �01456-2-0931
生 産 牧 場： ㈲船越牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

1219 ミラクルロンド２０２１ 牡・鹿 ３／１１

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーミラクルロンド
＊ Highest Honor

��
��
�ダンスーズデトワール黒鹿 2005 Latifolia

13b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 メイクユアデイ（13青鹿 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ラブヴァケーション（19牝鹿 ＊ダンカーク）�出走

２代母 スワン（05鹿 High Chaparral）３勝，鷹ケ峰特別，こでまり賞，仲秋特別３着
エイシンデネブ（15牝 ロードカナロア）４勝，オパールＳ‐L ２着，佐世保Ｓ，由布

院特別
プチルミエール（17牝 ＊ヘニーヒューズ）�３勝

３代母 ＊コンシステンシー（99 IRE 黒鹿 Polar Falcon）不出走

４代母 インパーペテュアティ In Perpetuity（82 IRE 鹿 Great Nephew）GB２勝
［子］ ラヴエヴァーラスティング Love Everlasting（98 牝 Pursuit of Love）G

B６勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，Chalice S‐L（２回），Harv
est S‐L，etc.

バロンフェルディナンド Baron Ferdinand（90� ＊ファーディナンド）G
B・FR・GER５勝，スコテイッシュクラシック‐G3，Goodwood F
estival S‐L，ラクープ‐G3 ２着，etc.

［孫］ ロイヤルディセント Royal Descent（03 牝 Bishop Northcraft）USA２
勝，Pearl Necklace S‐R

サティンシルヴァー Satin Silver（07 牝 ＊コマンズ）SAF２勝，Sun Cla
ssique H‐L ２着

アクエインテド Acquainted（07牝 Shamardal）GB１勝，Cheshire O
aks‐L ２着

［曾孫］ フルリオン Furrion（15� Camelot）�AUS８勝，WRCWarrnambo
ol C‐L，ＭＲＣイースターＣ‐G3 ２着，VRCWinter Champion
ship‐L ２着，etc.

ヨーロピアナ Europeana（18牝 Gimmethegreenlight）�SAF２勝，F
airview Breeders Guineas‐L，East Cape Fillies Nursery‐L ３着

スイートプロミス Sweet Promise（16 牝 Intello）GB・FR２勝，P. de
Liancourt‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲北星村田牧場＝新冠町北星町 �0146-47-2161
生 産 牧 場： ㈲北星村田牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

1220 メイクユアデイ２０２１ �・鹿 ２／２６

＊

＊
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールメイクユアデイ High Chaparral

��
��
�スワン青鹿 2013 ＊コンシステンシー

1l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 メイショウガザニア（08鹿 キングヘイロー）�５勝�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（10）〕
ディセントファミリ（15牡青鹿 エイシンフラッシュ）��２勝�２勝�６勝�
メイショウハナグシ（16牝鹿 ブラックタイド）１勝
デクラーク（18牡鹿 トーセンラー）入着４回，��出走�入着２回�

２代母 メイショウモモカ（02栗 ＊グラスワンダー）出走
メイショウマンボ（10牝 スズカマンボ）６勝，オークス‐G1，秋華賞‐G1，エリザベス

女王杯‐G1，フィリーズレビュー‐G2，ヴィクトリアマイル‐G1 ２着，etc.，優３牝
メイショウイチヒメ（18牝 メイショウボーラー）１勝

３代母 メイショウアヤメ（95鹿 ＊ジェイドロバリー）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２
着，葵Ｓ‐OP，フェニックス賞‐OP，小倉日経ＯＰ‐OP ２着，ユートピアＳ２着，etc.
メイショウスコール（05牝 メイショウオウドウ）�入着

メイショウユウダチ（10牝 メイショウボーラー）１勝
メイショウコゴミ（15牝 ＊クロフネ）３勝，高砂特別，麦秋Ｓ３着，尾頭橋
特別３着

４代母 ウイルムーン（87鹿 ＊ミルジヨージ）１勝
［子］ ハーディス（01牡 ジェニュイン）	３勝，ウイナーＣ２着，オパールＣ２着

５代母 ダイアンベンチヤ（78鹿 ＊ヴエンチア）
�１勝
［孫］ ホシノプレゼント（00牡 ＊ラムタラ）４勝，白井特別，不知火特別２着，

西郷特別２着，etc.
［曾孫］ マイネレーツェル（05牝 ステイゴールド）４勝，ローズＳ‐Jpn2，フィリ

ーズレビュー‐Jpn2，愛知杯‐G3 ３着，etc.
メイショウミカワ（18牡 ミッキーアイル）�３勝，吹田特別，濃尾特別３着
フューチャースター（11牡 アッミラーレ）�５勝��，兼六園ジュニアＣ，
百万石ジュニアＣ３着

ティーポイズン（11牡 キングカメハメハ）４勝，松戸特別２着，��出走
�４勝

イチゴミルフィーユ（16牝 ＊ヨハネスブルグ）２勝，くるみ賞２着
ロイヤルロード（06牡 ロイヤルタッチ）１勝，郡山特別２着

販売申込者・所有者： �プログレスファーム＝新冠町高江 �0146-47-2453
生 産 牧 場： �プログレスファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

1221 メイショウガザニア２０２１ �・黒鹿 ３／１０

＊

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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローメイショウガザニア ＊グラスワンダー

��
��
�メイショウモモカ鹿 2008 メイショウアヤメ

＊ダイアンケー 9c
Mr. Prospector S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウボナール（06鹿 ＊ホワイトマズル）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（６）〕
メイショウワカクサ（14牝鹿 ＊サマーバード）��１勝
タイセイフルーヴ（16牡黒鹿 エイシンフラッシュ）�４勝
メイショウキソコマ（17牡栗 メイショウボーラー）��１勝
メイショウミカワ（18牡栗 ミッキーアイル）�３勝，吹田特別（Ｄ1800），濃尾特

別（Ｄ1800）３着
ラスブリサス（20牡栗 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 ダイアナスキー（91鹿 マルゼンスキー）不出走
ケイアイベール（96牝 サクラユタカオー）不出走

マイネレーツェル（05牝 ステイゴールド）４勝，ローズＳ‐Jpn2，フィリーズ
レビュー‐Jpn2，愛知杯‐G3 ３着，フェアリーＳ‐Jpn3 ３着，小倉２歳
Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.
マイネルネーベル（12牡 キングカメハメハ）５勝，ムーンライトＨ，マレ
ーシアＣ３着，�４勝��

マイネルエニグマ（18牡 ＊グラスワンダー）�１勝，八雲特別２着
マウントケニア（97� ＊トニービン）�１勝
ホシノビッグアイ（99牡 ＊サンデーサイレンス）	
５勝
ホシノメガミ（00牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ティーポイズン（11牡 キングカメハメハ）４勝，松戸特別２着，��出走�４勝
イチゴミルフィーユ（16牝 ＊ヨハネスブルグ）２勝，くるみ賞２着

ゼンノカルネバーレ（02牡 ＊エリシオ）�５勝�入着��
レッドミラクル（07牝 ミラクルアドマイヤ）不出走

フューチャースター（11牡 アッミラーレ）５勝��，兼六園ジュニアＣ，百
万石ジュニアＣ３着

３代母 ダイアンベンチヤ（78鹿 ＊ヴエンチア）	
１勝
ウイルムーン（87牝 ＊ミルジヨージ）１勝

メイショウアヤメ（95牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2
２着，葵Ｓ‐OP，フェニックス賞‐OP，etc.

販売申込者・所有者： 林 孝輝＝浦河町西幌別 �0146-28-1516
生 産 牧 場： 林 孝輝
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

1222 メイショウボナール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サトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeメイショウボナール マルゼンスキー

��
��
�ダイアナスキー鹿 2006 ダイアンベンチヤ

＊ダイアンケー 9c
Lyphard M4×S5 Nijinsky M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 メディナ（16黒鹿 ロードカナロア）�入着４回�
初仔

２代母 エアジュリアード（07鹿 スペシャルウィーク）出走
ロードグロワール（12牡 キングカメハメハ）�１勝����入着３回
アルセナーレ（13牝 ＊クロフネ）２勝，中ノ岳特別２着，チバテレ杯２着，��入着，

関東オークス‐Jpn2 ３着
ロードエフェクト（14牡 ＊ハービンジャー）�２勝��１勝

３代母 ＊ジャズキャット（97 USA鹿 Storm Cat）USA出走
ロードフュージョン（01牡 Woodman）１勝，八幡特別２着，�１勝
ロードマジェスティ（02牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，都大路Ｓ‐L，ニューイヤー

Ｓ‐L，ジュニアＣ‐OP，etc.
ロードパンサー（06牡 ダンスインザダーク）２勝，くちなし賞，夏木立賞３着，新

緑賞３着，etc.
ロードランパート（08牡 ディープインパクト）２勝，英彦山特別，嵯峨野特別２着，

美作特別３着，�４勝��入着２回
キャットガール（10牝 マンハッタンカフェ）不出走

ラージヒル（16牡 ＊キングズベスト）３勝，下総Ｓ２着，	地方未出走
ロードヴォルケーノ（11牡 キングカメハメハ）３勝，大山崎特別，銀嶺Ｓ３着，高

砂特別３着，�２勝�２勝
ロードヴァンドール（13牡 ダイワメジャー）４勝，日経新春杯‐G2 ２着，金鯱賞

‐G2 ２着，阪神大賞典‐G2 ３着，etc.，	��１勝�入着

４代母 バービキューソース Barbicue Sauce（83 USA鹿 Sauce Boat）USA７勝，
Monmouth Park Breeders' Cup H‐L ２着，Convenience S２着
［子］ ＊タバスコキャット（91牡 Storm Cat）USA８勝，ベルモントＳ‐G1，プ

リークネスＳ‐G1，サンラファエルＳ‐G2，etc.，種牡馬
［曾孫］ フィアットルクス（15牡 ゴールドアリュール）	�未出走��14 勝，ブリ

リアントＣ，大井記念２着，東京記念３着
ヒルノマゼラン（13
 マンハッタンカフェ）４勝，乙訓特別，こぶし賞，
賢島特別２着，etc.，障害１勝

販売申込者・所有者： 松本牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9083-7194
生 産 牧 場： 松本牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

1223 メディナ２０２１ 牡・鹿 ４／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムメディナ スペシャルウィーク

��
��
�エアジュリアード黒鹿 2016 ＊ジャズキャット

12d
サンデーサイレンス S3×M4 Storm Cat M4×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 モアマイガール（01鹿 フジキセキ）３勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－８（27）〕
ドンウイング（08牡栗 タニノギムレット）�３勝��１勝
ドナメデューサ（09牝黒鹿 サクラバクシンオー）１勝，あやめ賞（芝 1200）３着，

�１勝�１勝
ドントタッチミー（10牡鹿 サクラバクシンオー）入着，�１勝�４勝，師走賞
（Ｄ1400）２着，久住山賞（Ｄ1400）２着，英彦山賞（Ｄ1400）２着，耶馬溪賞
（Ｄ1400）２着，長月賞（Ｄ1400）３着

ドナエテルニテ（11牝鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，�３勝，ヴィーナススプリ
ント（Ｄ1300）２着

ジオコロナ（13牝青 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�入着
ラッキーチャンス（15牝鹿 メイショウボーラー）入着，���３勝
メイショウカクミチ（16牡鹿 メイショウボーラー）�４勝��入着２回��
キセキタイム（17牝鹿 フリオーソ）��５勝�
クリノユキツバキ（19牝栗 フリオーソ）��入着２回

２代母 ＊フォーフリーダムス（95 FR鹿 Green Desert）FR入着
トップフリーダム（06牡 マーベラスサンデー）１勝，障害１勝，新潟ジャンプＳ

‐JG3 ２着
フェイスフルラバー（08牝 ジャングルポケット）１勝
メイショウジビュス（09牝 フジキセキ）２勝
メイショウヒコボシ（11牡 メイショウボーラー）５勝，赤富士Ｓ，米沢特別，天王

寺特別２着，鈴鹿特別２着，オークランドＲＣＴ３着，etc.

３代母 シャイニングアイズ Shining Eyes（85 USA鹿 Mr. Prospector）不出走
サイモンズイン Symonds Inn（94牡 In TheWings）GB１勝，Silver Tankard

S‐L ３着，GB障害４勝
アゴグ Agog（99牡 Singspiel）FR４勝，P. Vulcain‐L，P. de l'Avre‐L ２着
シャイニンググローリー Shining Glory（03 牝 Singspiel）不出走

ムーンウォークインパリMoonwalk in Paris（08	 Oratorio）FR・UAE５勝，
ファイアーブレイクＳ‐G3，エドモンブラン賞‐G3，ゴドルフィンマイ
ル‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 長谷川 一男＝日高町豊郷 �01456-2-6101
生 産 牧 場： 長谷川 一男
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

1224 モアマイガール２０２１ 牡・栗 ３／１６
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーモアマイガール
＊ Green Desert

��
��
�フォーフリーダムス鹿 2001 Shining Eyes

6b
Halo S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 モダンハート（14黒鹿 ヴィクトワールピサ）入着２回
初仔

２代母 ＊ティファニータッチ（02 USA鹿 Deputy Minister）USA５勝
サンライズメジャー（09牡 ダイワメジャー）８勝，キャピタルＳ‐L，米子Ｓ‐L，京

王杯スプリングＣ‐G2 ２着，マイラーズＣ‐G2 ２着，スワンＳ‐G2 ２着，etc.，
�入着

フィフスセント（10牝 ディープインパクト）入着，�２勝
タイセイシャトル（16� ダイワメジャー）１勝，��２勝��１勝
レペット（17牝 オルフェーヴル）入着，�１勝���入着３回

３代母 ケアレスエアレス Careless Heiress（93 USA鹿 Runaway Groom）USA８
勝，ボーゲイＨ‐G3，ボイリングスプリングズＨ‐G3，Sweetest Chant S‐L，
Twin Lights S‐L，Colleen S‐L，etc.
シャツェリ Schatzeli（98 牝 Crafty Prospector）USA２勝，Dearly Precious S

‐L ２着
プリティプリティPretty Pretty（01 牝 Silver Deputy）不出走

メイクザモーメントMake the Moment（10 牝 Indygo Shiner）USA６勝，
Dancin Renee S‐R ２着，North Broadway S‐R ３着，Union
Avenue S‐R ３着

ユーゴーウェストガール You GoWest Girl（04 牝 Mr. Greeley）USA10 勝，T
iconderoga S‐R（２回），John Hettinger S‐R，Hey Baba Lulu S‐R，etc.
シカゴスタイル Chicago Style（13� Kitten's Joy）USA６勝，ハリウッドタ

ーフカップ‐G2，ハリウッドターフカップ‐G2 ２着，ジョンＢコナリー
ターフカップＳ‐G3 ３着

４代母 デューティフリーDuty Free（85 USA鹿 L'Emigrant）USA１勝
［孫］ ワンアンドトウェンティOne and Twenty（00 牝 Honour and Glory）

USA２勝，ナタルマＳ‐G3，Miss Grillo S‐L ３着
コードオヴイシクス Code of Ethics（01 牝 Honour and Glory）USA
４勝，Summertime Promise S，Hatoof S２着，Pago Hop
S２着

販売申込者・所有者： 藤春 修二＝浦河町野深 �0146-27-4135
生 産 牧 場： 藤春 修二
飼 養 者： 藤春 修二＝浦河町野深 �0146-27-4135

1225 モダンハート２０２１ �・鹿 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

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モダンハート
＊ Deputy Minister

��
��
�ティファニータッチ黒鹿 2014 Careless Heiress

19c
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ユリカチャン（06鹿 ゴールドアリュール）入着，�８勝��
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（７）〕
コリンズストリート（13牡黒鹿 ＊ファルブラヴ）�２勝
セイントブレーブ（15牡栗 フリオーソ）��１勝
プログラマー（17牡青 ＊パイロ）��１勝
トモノエリザベス（19牝鹿 フリオーソ）���１勝
マカゼ（20牝黒鹿 フリオーソ）���２勝

２代母 ＊オージーカンパニー（96 AUS鹿 Catrail）不出走
サザンシーラ（02牝 ＊サザンヘイロー）３勝

クラウディーハート（09牝 ＊クロフネ）１勝
アルジャーノン（15牡 スクリーンヒーロー）２勝，橘Ｓ‐LR ２着，岡崎特
別３着，���出走�１勝

カシノボルト（11牡 ＊ボストンハーバー）１勝，�３勝，英彦山賞，すみれ賞２
着，サイネリア賞２着

コスモダンスナイト（03牝 ダンスインザダーク）３勝，ＳＴＶ杯，奥尻特別，イン
ディアＴ２着
マイネルアクロス（09牡 ＊ブライアンズタイム）１勝，香住特別２着
ウインソワレ（12牝 ＊ロージズインメイ）５勝，ファンタジーＳ‐G3 ３着，山

城Ｓ，十日町特別
ウインハートビート（13牡 ＊グラスワンダー）３勝，八幡特別，蒲郡特別，�１

勝�１勝
ヒシオフェンス（05牡 ゴールドアリュール）４勝，春望Ｓ，円山特別３着
スカイランナー（11牝 ディープスカイ）１勝
スカルバン（14牡 ＊タイキシャトル）３勝，クロッカスＳ‐OP ３着，羊ヶ丘特別，

道新スポーツ賞２着，	５勝

３代母 アイリッシュカンパニー Irish Company（86 USA栗 Irish River）不出走
＊アケボノⅡ（91牡 Bellotto）AUS・NZ９勝，SAJC Lord Mayors Mile‐L ２着，

SA Tatt's RC Tattersall's C‐L ３着，SAJC R A Lee S‐L ３着（２回），etc.，
種牡馬

＊プレジオ（98
 Caerleon）４勝，共同通信杯‐Jpn3 ２着，ディセンバーＳ‐OP ２
着，市川Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲パカパカファーム＝新冠町新和 �01456-5-6333
生 産 牧 場： ㈲パカパカファーム
飼 養 者： ㈲パカパカファーム（厚賀分場）＝日高町字賀張 �01456-5-6333

1226 ユリカチャン２０２１ 牡・栗 ２／１７
＊

＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤユリカチャン
＊ Catrail

��
��
�オージーカンパニー鹿 2006 Irish Company

1b
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ＊ユーブゴットイット（11 GB鹿 Sea The Stars）IRE 入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
＊チャリオット（16 IRE 牝芦 Dark Angel）１勝

２代母 ソング Song（06 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
ソングアンドダンスマン Song And Dance Man（10� Danehill Dancer）GB１勝
ブロックチェーンBlockchain（15 牡 Dubawi）UAE１勝
フィフスフリート Fifth Fleet（17 牡 American Pharoah）�IRE・BHR２勝

３代母 ジュード Jude（94 GB鹿 Darshaan）GB出走
クオータームーンQuarter Moon（99牝 Sadler's Wells）GB・FR・IRE１勝，モ

イグレアスタッドＳ‐G1，英オークス‐G1 ２着，愛オークス‐G1 ２着，etc.
ダイアモンドサンドルビーズDiamondsandrubies（12 牝 Fastnet Rock）GB

・FR・IRE３勝，愛プリティポリーＳ‐G1，Cheshire Oaks‐L，Sal
sabil S‐L ３着

イエスタデイ Yesterday（00牝 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・USA３勝，愛１００
０ギニー‐G1，Eyrefield S‐L，英オークス‐G1 ２着，etc.

マジカルミステリーツアーMagicalmysterytour（03� Sadler's Wells）GB・IRE
５勝，Silver Cup‐L ３着

＊オールマイラヴィング（04牝 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・USA１勝，英オーク
ス‐G1 ３着，愛オークス‐G1 ３着，パークヒルＳ‐G2 ２着，etc.
トーマスチッペンデイル Thomas Chippendale（09 牡 Dansili）GB４勝，ハ

ードウィックＳ‐G2，キングエドワード七世Ｓ‐G2，ゴードンリチャーズ
Ｓ‐G3 ２着，etc.

＊ホールドミーラヴミー（05牝 Sadler's Wells）GB・FR・IRE１勝，パークヒルＳ
‐G2 ３着，Ballycullen S‐L ２着
リニュー Renew（10� Dansili）GB・IRE・AUS・UAE５勝，MRC Sando

wn C‐L，Godolphin S‐L，ＳＡＪＣアデレイドＣ‐G2 ３着，AUS
障害４勝

ラヴイズオールユーニード Loveisallyouneed（07牝 Sadler's Wells）不出走
デマルシェリエDemarchelier（16 牡 Dubawi）USA３勝，ペナインリッジＳ‐G3

ベターベターベター Betterbetterbetter（09 牝 Galileo）GB・IRE１勝，ノーブレス
Ｓ‐G3 ２着，Cheshire Oaks‐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

1227 ユーブゴットイット２０２１ 牡・鹿 ５／ ７
ガリレオ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Galileo

�
�
�
�
�
�
�
�
� Urban Seaグレンイーグルズ

Gleneagles ユアーソースリリング Storm Cat

��
��
�You'resothrillingIRE 鹿 2012 Mariah's Storm

＊

シーザスターズ Cape Cross

�
�
�
�
�

��
��

�Sea The Stars Urban Seaユーブゴットイット ソング Sadler's Wells

��
��
�Song鹿GB 2011 Jude

9c
Sadler's Wells S3×M3 Urban Sea S3×M3 Northern Dancer S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ライアンシャーク（10鹿 ＊タイキシャトル）�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ビジネスチャンス（15牝黒鹿 ゴールドヘイロー）�１勝�１勝�
ボクラノユメ（17牝鹿 スマートファルコン）��１勝��１勝
クリノインスパイア（18牡鹿 スマートファルコン）出走，�地方未出走
ドリームグロウ（19牝鹿 ストロングリターン）��入着２回�

２代母 オプトライアン（94鹿 メジロライアン）�16 勝��１勝
ロッキーダブリン（01牡 エアダブリン）��７勝
クリノビスケット（03牝 ＊パラダイスクリーク）４勝，長万部特別，ストークＳ３着

クリノクーニング（15牡 オルフェーヴル）�１勝
カイヅシチー（04牡 ウイニングチケット）��２勝�１勝
クリノビリオネア（06牝 ＊ディアブロ）３勝，真駒内特別

クリノスーアンコー（12牡 デュランダル）１勝，相馬特別３着，八代特別３着
クリノサンレオ（13牡 キングヘイロー）�４勝，高砂特別，陽春Ｓ２着，橿原

Ｓ３着
クリノカサット（15牝 ゴールドアリュール）�１勝，�２勝
クリノガウディー（16牡 スクリーンヒーロー）�３勝，安土城Ｓ‐L，朝日杯フ

ューチュリティＳ‐G1 ２着，セントウルＳ‐G2 ３着，中京記念‐G3 ２
着，東京新聞杯‐G3 ３着，etc.

クリノイマジン（07牡 フサイチコンコルド）�１勝
クリノハッチャン（11牝 ステイゴールド）２勝，２０１６ＷＡＳＪ第３戦，野島崎特別３

着，木更津特別３着，�２勝

３代母 テンザンミズホ（88黒鹿 ＊ノーザンディクテイター）１勝
ハッピーファミリー（93牝 ミスターシクレノン）��１勝，関東オークス３着

４代母 サンワベンチヤ（78黒鹿 ＊ヴエンチア）不出走
［子］ メローホリデー（90牝 ＊ノーザンディクテイター）３勝，長篠特別，香春

岳特別２着，土湯特別２着，etc.
ハギノシンセイオー（86牡 ＊ターゴワイス）１勝，岩谷特別２着

［孫］ トウカイサイレンス（89	 ＊イルドブルボン）８勝，新潟記念‐Jpn3 ２着，
小倉大賞典‐Jpn3 ３着，北九州記念‐Jpn3 ３着，etc.，�１勝

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

1228 ライアンシャーク２０２１ 牡・栗 ２／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンライアンシャーク メジロライアン

��
��
�オプトライアン鹿 2010 テンザンミズホ

＊アストニシメント 7c
Halo S4×M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ライラックラブ（05栃栗 アグネスタキオン）入着３回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
リオヴェラ（11�栗 ＊ファルブラヴ）入着，�３勝
アオイスター（17牝栗 ＊エスケンデレヤ）�１勝
ウインアミティエ（18牡鹿 ミッキーアイル）��１勝

２代母 ヴァイオレットラブ（97栗 ＊ドクターデヴィアス）出走
ヴァインドレッサー（02牝 ＊エンドスウィープ）１勝

タイセイサミット（13牡 ダイワメジャー）５勝，米子Ｓ‐L ２着，谷川岳Ｓ‐L
２着，東風Ｓ‐L ２着，毎日杯‐G3 ３着，メイＳ‐OP，etc.

コイウタ（03牝 フジキセキ）５勝，ヴィクトリアマイル‐Jpn1，クイーンＣ‐Jpn3，
桜花賞‐Jpn1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ２
着，etc.，優古牝
ミッキーラブソング（11牡 キングカメハメハ）７勝，京都金杯‐G3 ３着，タン

ザナイトＳ‐OP，安土城Ｓ‐OP，鞍馬Ｓ‐OP ２着，タンザナイトＳ‐OP
２着，etc.

ユラノト（14牡 キングカメハメハ）６勝，フェブラリーＳ‐G1 ３着，根岸Ｓ
‐G3 ２着，マリーンＳ‐OP，ギャラクシーＳ‐OP ２着，麦秋Ｓ，etc.

ラヴソレイユ（07牝 フジキセキ）出走
タガノグルナ（14牡 ルーラーシップ）４勝，鳥取特別，早鞆特別，甲南Ｓ２着，

障害１勝
マチノアカリ（08牡 フジキセキ）１勝
ベールドインパクト（09牡 ディープインパクト）３勝，ディセンバーＳ‐L，京都記念

‐G2 ２着，京都新聞杯‐G2 ２着，きさらぎ賞‐G3 ３着，菊花賞‐G1 ４着，etc.
アンヴェイルド（11牡 ディープインパクト）３勝
フナウタ（14牝 ダイワメジャー）３勝，飯坂温泉特別，蒲郡特別２着

３代母 ＊ヴアインゴールド（79 USA鹿 Mr. Prospector）USA３勝，ガーデニアＳ
‐G3，デムワゼルＳ‐G1 ３着
ファントムジェット Phantom Jet（84 牡 Tri Jet）USA13 勝，タンパベイダービー

‐G3，ウッドローンＳ‐G3，Heritage S‐L，etc.，種牡馬
ビハインドザマスク（96牝 ＊ホワイトマズル）10勝，スワンＳ‐Jpn2，京都牝馬Ｓ

‐Jpn3，セントウルＳ‐Jpn3，etc.

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1229 ライラックラブ２０２１ �・鹿 ４／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラライラックラブ ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ヴァイオレットラブ栃栗 2005 ＊ヴアインゴールド

4r
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ラインステッチ（04 USA栗 Fusaichi Pegasus）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（10）〕
クロスステッチ（11牡栗 フジキセキ）��１勝
エリモグレイス（13牡鹿 ゼンノロブロイ）１勝，��入着６回��１勝・１勝�入

着���
ファルコンフィート（17	栗 スマートファルコン）�
６勝
カーロデスティーノ（19牝栗 ストロングリターン）��１勝��入着，ブロッサム

Ｃ（Ｄ1700）２着
ワンダーウイン（20牝栗 ストロングリターン）��出走

２代母 ラインオヴサンダー Line of Thunder（87 USA鹿 Storm Bird）GB・USA
３勝，チヴァリーパークＳ‐G1 ２着，Sceptre S‐L ２着

＊サンダーガルチ（92牡 Gulch）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，ベルモント
Ｓ‐G1，トラヴァーズＳ‐G1，フロリダダービー‐G1，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，プロキオンＳ‐Jpn3，etc.，
��１勝
１勝�入着，全日本サラブレッドＣ‐Jpn3，かしわ記念
‐Jpn3，帝王賞‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

＊アグネスベローナ（95牝 Trempolino）出走
アグネスラブ（99牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，もみじＳ‐OP ２着，かえで賞

２着，おおぞら特別３着
アグネスボゾン（01牡 ＊エンドスウィープ）４勝，天王山特別２着，千種特別３着

＊アグネスビンテージ（96牡 A.P. Indy）２勝，唐津特別
＊ムーディーサンダー（97牝 Gulch）１勝

シャドウストライプ（04牡 サクラバクシンオー）３勝，バイオレットＳ‐OP，
北斗賞２着，猪苗代特別３着，
１勝

＊ソリッドエビデンス（01牡 Gulch）３勝，清里特別３着
＊サンダーペガサス（02牡 Fusaichi Pegasus）２勝
＊サトノサンダー（07	 Smarty Jones）１勝，�９勝

３代母 シュートアライン Shoot a Line（77 GB鹿 High Line）GB・IRE・GER・U
SA７勝，愛オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，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： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538
生 産 牧 場： ㈲前野牧場
飼 養 者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538

1230 ラインステッチ２０２１ 牡・栗 ２／１８
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊

フサイチペガサス Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Fusaichi Pegasus Angel Feverラインステッチ ラインオヴサンダー Storm Bird

��
��
�Line of Thunder栗USA 2004 Shoot a Line

11d
Mr. Prospector S3×M3 Northern Dancer M4×S5×M5 Nashua S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ラヴトワイス（14栗 ＊ファルブラヴ）入着，��３勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ラルティスタ（07黒鹿 ＊マイネルラヴ）３勝，雷光特別
ロージズラヴ（15牝 ＊ロージズインメイ）�３勝��５勝
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
シャウト（18牝 ＊マクフィ）���１勝�３勝�入着３回

３代母 セクシーココナッツ（01栗 ダンスインザダーク）１勝
パシオンルージュ（08牝 ＊ボストンハーバー）３勝，閃光特別，郡山特別３着，五色

沼特別３着，etc.
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，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，etc.
ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3
リファインド（11牝 ＊オペラハウス）出走

アイルビーゼア（18牝 ＊サウスヴィグラス）���１勝�１勝�１勝�，園田プ
リンセスＣ２着，兵庫若駒賞３着

４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
［子］ 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.
パシオンノーブル（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，柏崎特別，塩沢特
別２着，鳥海山特別２着，etc.

［孫］ カシノピストン（07牡 ＊イーグルカフェ）１勝，ひまわり賞‐OP ２着，�
１勝��入着４回

ブルーハワイアン（15牝 ハーツクライ）２勝，古作特別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

1231 ラヴトワイス２０２１ �・鹿 ４／３０

＊

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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightラヴトワイス ＊マイネルラヴ

��
��
�ラルティスタ栗 2014 セクシーココナッツ

＊ココパシオン 4r
Northern Dancer M4×S5 Mr. Prospector S5×M5 Special S5×M5

価格： 購買者：



母 ラクリモーサ（09青鹿 ＊ウォーエンブレム）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ラウダーテ（17牝黒鹿 ジャングルポケット）��１勝�２勝�入着４回
バララララララ（20牝青鹿 ジャングルポケット）�地方未出走

２代母 マニフィカート（02黒鹿 スペシャルウィーク）出走
シースナイプ（07牝 ＊グラスワンダー）５勝，パールＳ，聖護院特別，高雄特別，難

波Ｓ２着，三宮特別２着，etc.
フレンチボウ（08牝 ＊ホワイトマズル）２勝
キマモリ（10牡 ＊ヘクタープロテクター）１勝

３代母 ＊ミュンシー（92 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR３勝，サンタラリ賞‐G1，ペネロ
ープ賞‐G3
マヌーヴァー（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，恵庭岳特別
ストラタジェム（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，天皇賞（春）‐Jpn1 ３着，日経

賞‐Jpn2 ２着，日経新春杯‐Jpn2 ３着，etc.
モンスターミュンシーMonster Munchie（08 牝 ディープインパクト）GB２勝

クリサフスクイーン Crisaff's Queen（16牝 Zoffany）ITY１勝，P. Alessan
dro Perrone‐L，P. Repubbliche Marinare‐L ２着，Criterium Fe
mminile‐L ３着

カムイミンタラ（10牡 マンハッタンカフェ）１勝，長良川特別２着，稲城特別３着，
胎内川特別３着，etc.

４代母 マーティンゲイルMartingale（75 GB鹿 Luthier）GB２勝
［子］ マージーMersey（82牝 ＊クリスタルパレス）FR・USA５勝，ロイヤルオ

ーク賞‐G1，フォワ賞‐G3，ロワイヤリュー賞‐G3，etc.
［孫］ サトルパワー Subtle Power（97 牡 Sadler's Wells）GB・USA４勝，ガ

ルフストリームパークＢＣＨ‐G1，キングエドワード七世Ｓ‐G2，パ
ンアメリカンＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

モルコーテMorcote（91 牝 Magical Wonder）IRE２勝，愛パークＳ
‐G3，Round Tower S‐L

販売申込者・所有者： ヒサイファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2532
生 産 牧 場： ヒサイファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

1232 ラクリモーサ２０２１ �・青鹿 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊ Our Emblem

�
�
�
�
�

��
��

�ウォーエンブレム Sweetest Ladyラクリモーサ スペシャルウィーク

��
��
�マニフィカート青鹿 2009 ＊ミュンシー

1p
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ラブインザミスト（10黒鹿 ＊ルールオブロー）�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
ブラーミスト（16牝黒鹿 スマイルジャック）�３勝�入着
セキトバ（17牝鹿 エスポワールシチー）�２勝
ナンヨーノワール（18牡鹿 グランプリボス）��５勝��

２代母 スノーインサマー（93鹿 ＊ダンシングブレーヴ）２勝，燕特別２着，尾頭橋特
別３着，三国特別３着
レフトシート（00牡 ＊スキャン）１勝，�１勝��入着
ファインオーラ（01牝 ＊ジェイドロバリー）	１勝

フジノチーター（10牝 アドマイヤジャパン）
４勝��１勝	入着，ひまわり
賞３着

ヴァケイション（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝
テントゥワン（03牡 ステイゴールド）２勝，西郷特別２着，豊明特別３着
コットンフラワー（05牝 ＊スキャターザゴールド）入着，�１勝��

３代母 サニーレーザー（83鹿 アローエクスプレス）入着，尖閣湾特別３着
スーパーレーザー（94牡 スーパークリーク）１勝，桑折特別２着

４代母 チヨダクイン（70栗 ＊ネヴアービート）入着
［子］ キヨウエイプロミス（77牡 ＊ボールドリツク）７勝，天皇賞（秋），毎日王

冠，ダイヤモンドＳ，etc.，優古牡，種牡馬
インターストレッチ（85牡 ＊ターゴワイス）５勝，ダービー卿ＣｈＴ
‐Jpn3 ３着，札幌日経賞‐OP ３着，安房特別，etc.

シルクニシキ（82牡 ＊フアバージ）２勝，箕面特別
インターライジング（84牡 マルゼンスキー）２勝，胎内川特別３着，両津
湾特別３着

［孫］ リンガスブレーヴ（93牡 ＊ダンシングブレーヴ）２勝，新津特別，��１勝

５代母 ＊ヴアーヴ（55 GB鹿 Nearco）GB２勝
［子］ トレンタム（67牡 Tudor Melody）７勝，東京新聞杯，カブトヤマ記念，

日本短波賞３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲三好牧場＝浦河町姉茶 �0146-25-2342
生 産 牧 場： ㈲三好牧場
飼 養 者： 三好 悠太＝浦河町姉茶 �090-7655-4081

1233 ラブインザミスト２０２１ 牡・鹿 ２／２６

＊

＊
＊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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�ルールオブロー Crystal Crossingラブインザミスト ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�スノーインサマー黒鹿 2010 サニーレーザー

＊ヴアーヴ 16a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ラベルベート（15栗 ＊ハードスパン）�入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
ナットシーワン（20牝栗 ＊バトルプラン）�地方未出走

２代母 マダムルコント（05栗 メジロライアン）�１勝��２勝，東京２歳優駿牝馬，
ローレル賞
ラダムドー（11牝 ゴールドアリュール）入着２回，��１勝

ナットビーワン（17牡 ＊バトルプラン）��４勝�１勝，兵庫若駒賞３着
マダムハート（16牝 アドマイヤムーン）�１勝
ブラントン（18牡 フリオーソ）��１勝��入着４回

３代母 フルーリール（99栗 ＊アフリート）��１勝
ユミ（04牝 ＊カコイーシーズ）入着，��８勝�

４代母 マダムラビユーラ（85鹿 ＊デイクタス）入着４回
［子］ ルーセントカップ（90牡 ＊スーパールーセント）４勝，初蛍賞，外房Ｓ２

着，天の川Ｓ２着，etc.
スルーオダンディ（92牡 スルーオダイナ）１勝
アンセスター（03牡 ＊リンドシェーバー）�16 勝�入着
エンジェルキャッツ（93牝 スルーオダイナ）�３勝	１勝�２勝
入着
グランホーク（01牡 ＊ラストタイクーン）��２勝
フェアリーダンス（94牝 ＊クリミナルタイプ）��１勝�入着２回

５代母 ＊ラビユーラ（66 USA鹿 Never Bend）USA１勝
［子］ ニチドウタロー（76牡 ＊エルセンタウロ）５勝，天皇賞（春），中京３歳Ｓ

‐OP，もみじ賞，種牡馬
［孫］ ストロングチャンプ（91牡 ＊オウインスパイアリング）４勝，日南特別，

医王寺特別，西部日刊スポーツ杯２着，�１勝
センテンマリオン（89牝 ＊グリーンマウント）２勝，鶴見特別２着，播磨
特別２着，浄土平特別２着，etc.，�５勝

［曾孫］ ツキフクオー（92牡 イナリワン）��５勝�11 勝��，東京王冠賞，アフ
ター５スター賞，東京大賞典３着

ハッピースマイル（98牝 ＊ジェイドロバリー）１勝，グラジオラス賞，�１勝

販売申込者・所有者： 藤吉牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2159
生 産 牧 場： 藤吉牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

1234 ラベルベート２０２１ �・鹿 ４／２１
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystラベルベート メジロライアン

��
��
�マダムルコント栗 2015 フルーリール

＊ラビユーラ 2s
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 エリーティアラ（12青鹿 ＊ケイムホーム）４勝，吾妻小富士賞（芝 1200），芦屋川
特別（芝 1200），郡山特別（芝 1200），雪うさぎ賞（芝 1200）２着，醍醐Ｓ（芝 1400）
３着，etc.，�１勝
初仔

２代母 ペイルローズ（01栗 フジキセキ）１勝
ヴェルテュ（09牝 ＊ファスリエフ）１勝

パルトネール（14牝 ＊カジノドライヴ）１勝
テイエムトップガン（10牡 マヤノトップガン）�１勝
クアトロマエストロ（11牡 ＊ケイムホーム）�３勝
ベルウッドスワロー（15牡 ＊バトルプラン）���２勝�２勝
シゲルキャッツアイ（16牝 フリオーソ）�３勝
ロサロッサーナ（19牝 ＊ザファクター）�１勝

３代母 オレンジカラー（93栗 サクラユタカオー）１勝
ライトハートリー（99牝 ＊パラダイスクリーク）１勝

キクノルア（14	 カネヒキリ）５勝，招福Ｓ，姫路特別，瀬戸特別２着
トーセンヤマト（10牡 デュランダル）２勝，葉牡丹賞，百日草特別３着，��２勝

４代母 ノーザンハマナス（84鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ マヤノデンプシー（92牡 サクラユタカオー）７勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ３

着，陽春Ｓ‐OP ３着，北九州短距離Ｓ‐OP ３着，etc.
デジタルホース（97牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，相模特別２着
ノーザンスター（01牝 ＊カーネギー）３勝，長岡特別３着，白河特別３着，
勝浦特別３着

［孫］ シゲルファンノユメ（19牡 ディーマジェスティ）�２勝，カンナＳ‐OP
２着，朱竹賞２着，黒松賞３着

プレイザゲーム（13牡 ＊パイロ）�１勝��１勝�，東京ダービー２着，
クラウンＣ２着，東京湾Ｃ３着，etc.

マリーズケイ（11牝 アッミラーレ）２勝，隅田川特別２着，古作特別２着
アモール（01牝 ＊ティンバーカントリー）��３勝�入着，ひまわり賞２着

［曾孫］ ミキノモナコ（04牝 ＊ディアブロ）３勝，苗場特別２着，呉竹賞２着

販売申込者・所有者： 谷川 正純＝神奈川県横浜市 �045-744-1410
生 産 牧 場： ㈲真歌田中牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

1235 エリーティアラ２０２１ 牡・青 ２／２０
＊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

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayエリーティアラ フジキセキ

��
��
�ペイルローズ青鹿 2012 オレンジカラー

＊ハマナスⅡ 17b
サンデーサイレンス S4×M4 ノーザンテースト S5×M5

価格： 購買者：



母 ランデブー（08栗 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（15）〕
パンテラ（15牝栗 ＊ヘニーヒューズ）入着，��１勝�１勝�
カンゲキ（16牡栗 ＊ヨハネスブルグ）��４勝�
ベルウッドアサヒ（17牡鹿 ルーラーシップ）���４勝�３勝
アジェナ（18牝栗 ＊アイルハヴアナザー）��出走	２勝
ヴェルーリヤ（19牝青鹿 ルーラーシップ）�出走

２代母 ＊モーニングタイド（94 USA鹿 Seeking the Gold）USA１勝
マイネルモルゲン（00牡 Mt. Livermore）７勝，京成杯オータムＨ‐Jpn3（２回），

ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，ポートアイランドＳ‐L，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３
着，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，etc.

シンメイレグルス（02牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，関越Ｓ‐L ２着，昇竜Ｓ‐OP，
樟葉特別，黒竹賞，��２勝��，スパーキングサマーＣ２着

モーニングムーン（10牝 アドマイヤムーン）１勝，飛翼特別２着
テイエムジョウネツ（12牝 ステイゴールド）３勝，北國新聞杯，甲南Ｓ３着，大倉

山特別３着
ケルベロス（13牡 ディープインパクト）１勝，下北半島特別，相馬特別２着

３代母 イースタンドーン Eastern Dawn（81 USA鹿 Damascus）FR・USA５勝，オ
マール賞‐G3，BayMeadows Debutante H，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着

＊ドーンズヘイロー（86牝 Halo）USA出走
ナリタキングオー（92牡 Wild Again）５勝，京都新聞杯‐Jpn2，スプリング

Ｓ‐Jpn2，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3，etc.
ドッピオエスプレッソDoppio Espresso（92牝 Java Gold）USA１勝，アストリ

アＳ‐G3 ２着
レスプレンデンシー Resplendency（01牝 Tale of the Cat）USA５勝，Monr

ovia H‐L，Pine Tree Lane S‐R，サンタモニカＨ‐G1 ３着，etc.
ヒーローズトリビュート Hero's Tribute（98 牡 Sea Hero）USA８勝，ガルフスト

リームパークＨ‐G2，ピーターパンＳ‐G2，Black Tie Affair H‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1236 ランデブー２０２１ �・栗 ３／２９

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスランデブー
＊ Seeking the Gold

��
��
�モーニングタイド栗 2008 Eastern Dawn

5g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アポロフィオリーナ（08鹿 ＊スニッツェル）３勝，初風特別（芝 1200）
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
アポロヴィクトリア（17牝鹿 カレンブラックヒル）１勝
アークフィオリーナ（18牝鹿 ディープブリランテ）��未出走�１勝

２代母 ベルビオラ（01黒鹿 ＊ウォーニング）入着２回
アポロサニーナ（07牝 ＊サウスヴィグラス）入着２回，�１勝
アポロアリーナ（09牝 ＊アポロキングダム）２勝
アポロオラクル（10牡 ＊アポロキングダム）２勝，くるみ賞３着，��１勝

３代母 フリーウィル（89黒鹿 ＊スリルシヨー）１勝
アイラジオーネ（96牡 ＊アサティス）３勝，多治見特別，香嵐渓特別３着
ボンジュールカミノ（99牡 サクラローレル）２勝，松前特別３着，�１勝

４代母 アサクサスケール（82鹿 ＊パーソロン）５勝，クイーンＳ‐Jpn3，エリザベス
女王杯‐Jpn1 ２着，ターコイズＳ‐OP，エーデルワイスＳ，あざみ賞

５代母 エール（72芦 ＊フオルテイノ）１勝
［子］ モガミエール（84牡 マルゼンスキー）１勝，金杯‐Jpn3 ２着，ディセン

バーＳ‐OP ２着，ウェルカムＳ２着，��５勝�４勝
ヒダカツエール（86牝 ＊ノーアテンシヨン）３勝，妙高特別，石和特別２
着，是政特別３着，etc.

ウイルプリンセス（83牝 ＊サンプリンス）１勝，相馬特別３着
［孫］ ノーザンプリンセス（91牝 ＊ノーザンテースト）３勝，七夕賞‐Jpn3 ３着，

キャピタルＳ‐OP，フローラＳ‐OP，etc.
マイネルミレニアム（98牡 サクラチトセオー）３勝，清洲特別，マラヤン
ＲＡＴ２着

グレーアテンション（86牡 ＊ノーアテンシヨン）３勝，恵庭岳特別２着，
奥尻特別３着（２回）

アイアイスリラー（00牡 シンボリルドルフ）�４勝��５勝，北海優駿３着
［曾孫］ メイショウサムソン（03牡 ＊オペラハウス）９勝，天皇賞（秋）‐G1，天皇

賞（春）‐G1，日本ダービー‐Jpn1，etc.，優３牡，特別賞，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲平野牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2277
生 産 牧 場： ㈲平野牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

1237 アポロフィオリーナ２０２１ �・栗 ３／１７
＊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

＊ Redoute's Choice

�
�
�
�
�

��
��

�スニッツェル Snippets' Lassアポロフィオリーナ ＊ウォーニング

��
��
�ベルビオラ鹿 2008 フリーウィル

＊フロリースカツプ 3l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アペラシオン（09黒鹿 アドマイヤムーン）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（８）〕
バルコラベーロ（14牡栗 ＊クロフネ）２勝，���出走��１勝�
マセラシオン（15牝黒鹿 ルーラーシップ）１勝，���１勝
テイエムファルコン（17牡栗 スマートファルコン）�１勝
ペイシャシオン（18牡栗 ストロングリターン）��６勝
レジーナヌーボ（20牝黒鹿 ルーラーシップ）�出走

２代母 アンブロワーズ（02鹿 ＊フレンチデピュティ）４勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，ファ
イナルＳ‐L，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，ポートアイランドＳ‐L
２着，アネモネＳ‐L ３着，etc.
コナブリュワーズ（10牝 キングカメハメハ）４勝，うずしおＳ，おおぞら特別，長

万部特別，六甲アイランドＳ３着
カイルアコナ（17牝 ＊キンシャサノキセキ）２勝，福島２歳Ｓ‐OP ２着，万両

賞２着
テオドール（13� ＊ハービンジャー）５勝，美浦Ｓ，三木特別，鹿野山特別，ＴＶｈ

賞２着
ロシュフォール（15牡 キングカメハメハ）４勝，新潟大賞典‐G3 ３着，アメジスト

Ｓ，ｔｖｋ賞，三年坂特別２着
マジストラル（16牡 ＊ハービンジャー）１勝，���１勝
エレアイム（19牝 ルーラーシップ）�１勝

３代母 フサイチミニヨン（96鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
アンナヴァン（01牝 ＊エンドスウィープ）１勝

サトノネプチューン（10牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，ホープフルＳ‐LR，韓
国馬事会杯２着，南総Ｓ３着

４代母 ＊バレークイーン（88 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
［子］ アンライバルド（06牡 ネオユニヴァース）４勝，皐月賞‐Jpn1，スプリン

グＳ‐Jpn2，京都２歳Ｓ‐L ３着，etc.，種牡馬
フサイチコンコルド（93牡 Caerleon）３勝，日本ダービー‐Jpn1，菊花
賞‐Jpn1 ３着，すみれＳ‐OP，etc.，種牡馬

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

1238 アペラシオン２０２１ �・黒鹿 ２／１５
＊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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズアペラシオン ＊フレンチデピュティ

��
��
�アンブロワーズ黒鹿 2009 フサイチミニヨン

＊バレークイーン 1l
サンデーサイレンス S3×M4×M4 Halo S4×S5×M5×M5 Kris S4×M5
Mr. Prospector S4×M5
価格： 購買者：



母 リクエストアワー（11栗 ネオユニヴァース）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
オールミラージュ（16牡栗 ＊タートルボウル）�１勝
ラスティネイル（18牝芦 ＊ダンカーク）入着，���入着２回

２代母 ハッピーリクエスト（97栗 ＊トニービン）６勝，ターコイズＳ‐OP，北野特別，
野分特別，対馬特別，下鴨Ｓ２着，etc.
ミリオンディスク（04牡 ＊アフリート）６勝，カペラＳ‐G3，栗東Ｓ‐L，etc.，�２

勝�１勝�����入着７回，北海道スプリントＣ‐Jpn3，ＪＢＣスプリント
‐Jpn1 ３着，東京盃‐Jpn2 ３着，etc.，種牡馬

ハッピープレゼント（05牝 アグネスタキオン）２勝，豊中特別，八幡特別２着，西
部日刊スポーツ杯２着，カーネーションＣ３着
ミルグラシアス（14牡 ＊クロフネ）��２勝�１勝��７勝�，ブリーダーズゴ

ールドジュニアＣ３着
リクエストソング（06牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，きさらぎ賞‐G3 ２着，カシ

オペアＳ‐L ２着，小倉記念‐G3 ３着，尼崎Ｓ，五頭連峰特別，etc.
マカリオス（07牡 ネオユニヴァース）２勝，日豊特別３着，川内特別３着
アムールポエジー（10牝 ネオユニヴァース）２勝，��１勝，関東オークス‐Jpn2

ポップフランセ（16牡 ＊フレンチデピュティ）�２勝，成田特別３着

３代母 ＊エイプリルソネット（81 USA黒鹿 Dike）USA11 勝，MyDear Girl S‐R，
Lisa S，Bristol H‐L ２着，Florida Oaks‐L ２着，Susan's Girl S
２着，etc.
エルレイナ（90牝 Slew o' Gold）３勝，りんどう賞，八女特別２着

モノポール（99牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，巴賞‐L，富士Ｓ‐G3 ２着，巴
賞‐L ２着，etc.

クイーンソネット（92牝 ＊ノーザンテースト）５勝，新潟記念‐Jpn3 ２着，六甲Ｓ
‐OP ２着，ターコイズＳ‐OP ３着，etc.
ワイドサファイア（06牝 アグネスタキオン）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，エ

ルフィンＳ‐OP ２着
ワイドファラオ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，ＮＺトロフィー‐G2，ユニ
コーンＳ‐G3，���１勝���，かしわ記念‐Jpn1，etc.

販売申込者・所有者： ㈲浜本牧場＝日高町豊田 �01456-5-2466
生 産 牧 場： ㈲浜本牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1239 リクエストアワー２０２１ 牡・鹿 ５／ ８

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Weekend Surpriseマジェスティックウォリアー ドリームスプリーム Seeking the Gold

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスリクエストアワー ＊トニービン

��
��
�ハッピーリクエスト栗 2011 ＊エイプリルソネット

12
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊リッジローズ（04 GB鹿 Sadler's Wells）GB出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
イロジカケ（12牝鹿 ＊クロフネ）入着２回

イロゴトシ（17牡 ヴァンセンヌ）�３勝，ひまわり賞‐OP，揖斐川特別，博多
Ｓ３着，安城特別３着

ヴィットリオ（13牡鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，��６勝

２代母 フィグトリードライヴ Fig Tree Drive（94 USA鹿 Miswaki）GB１勝
サブリミティ Sublimity（00 牡 Selkirk）GB・IRE４勝，Alleged S‐L，Donc

aster Mile‐L，Saval Beg S‐L ３着，Stubbs S‐L ３着，GB・IRE障
害５勝

マルブシュMarbush（01牡 Linamix）GB・UAE５勝，ブルジナハール‐G3，種牡馬
エステイトEstate（02� Montjeu）GB・IRE３勝，GB障害３勝
パンドーロデラーゴPandoro de Lago（08牝 Encosta De Lago）GB・AUS１勝

ポイズドトゥストライク Poised To Strike（15� Akeed Mofeed）AUS・H
KG４勝，ＭＲＣマンフレッドＳ‐G3 ３着

３代母 ローズオライリーRose O'Riley（81 USA鹿 Nijinsky）FR１勝
パーシモンヒルPersimmon Hill（88 牝 Conquistador Cielo）USA４勝

パーシモンハニー Persimmon Honey（96牝 ＊コロニアルアッフェアー）USA
２勝，Cimarron S３着

ワンスアラウンドOnce Around（99牝 You and I）USA２勝，Junior Cha
mpion S‐L，Revidere S，Twin Lights S２着
モローコーヴMorrow Cove（09牝 Yes It's True）USA４勝，Serena's So
ng S‐L，Raging Fever S‐R，Sarcastic S‐L ２着，etc.

＊デックドアウト（13牝 Street Boss）USA３勝，アメリカンオークス‐G1，
プロヴィデンシアＳ‐G3，デルマーオークス‐G1 ２着，etc.

ヴァネッタヒルVanetta Hill（01 牝 Crown Attorney）不出走
ケイノウェスト KeinoWest（06� Kissin Kris）CAN２勝，Elgin S
‐R ２着

オデュセウスOdysseus（07牡 Malibu Moon）USA３勝，タンパベイダービー‐G3
デイトンフライアーDayton Flyer（98 牡 Honour and Glory）USA６勝，ピータ

ーパンＳ‐G2 ３着，ウェストチェスターＨ‐G3 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 前川 隆範＝新冠町東川 �0146-47-6099
生 産 牧 場： 前川 隆範
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

1240 リッジローズ２０２１ �・栗 ３／３０

＊

＊
＊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

＊

サドラーズウェルズ Northern Dancer

�
�
�
�
�

��
��

�Sadler's Wells Fairy Bridgeリッジローズ フィグトリードライヴ Miswaki

��
��
�Fig Tree Drive鹿GB 2004 Rose O'Riley

26
Northern Dancer M3×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 リベラルタイプ（16青鹿 ＊ノヴェリスト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
アシモトヨシ（20牝黒鹿 ＊マインドユアビスケッツ）�地方未出走

２代母 ステレオタイプ（02鹿 ＊サンデーサイレンス）入着５回，�２勝
ロゴタイプ（10牡 ローエングリン）６勝，皐月賞‐G1，安田記念‐G1，朝日杯フューチ

ュリティＳ‐G1，スプリングＳ‐G2，安田記念‐G1 ２着，etc.，優２牡，種牡馬
ナイトインブラック（13牡 ローエングリン）１勝，�６勝��入着３回
アスクチャーチル（18牡 ロードカナロア）�出走，�１勝

３代母 スターバレリーナ（90鹿 Risen Star）４勝，ローズＳ‐Jpn2，高松宮杯‐Jpn2
２着，毎日王冠‐Jpn2 ３着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，京阪杯‐Jpn3 ２着，etc.
グランパドドゥ（97牝 フジキセキ）３勝，中日新聞杯‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ５

着，秋華賞‐Jpn1 ５着，etc.
クラシックチュチュ（06牝 キングカメハメハ）出走
サンライズサーカス（13牡 ＊シンボリクリスエス）入着９回，小倉城特別３
着，��出走�２勝�３勝���

ノーブルシルエット（18牝 ＊シニスターミニスター）�３勝，浦佐特別，上
総Ｓ２着，市川Ｓ２着，etc.

パドトロワ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）９勝，函館スプリントＳ‐G3，
キーンランドＣ‐G3，アイビスサマーダッシュ‐G3，etc.，種牡馬

キングドラゴン（13� ＊シンボリクリスエス）２勝，両津湾特別３着
スパルタクス（98牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，飯坂特別，周防灘特別，都井岬特

別，etc.
アンドゥオール（99牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ‐Jpn2，マーチＳ

‐Jpn3，ベテルギウスＳ‐L ２着，etc.，��出走
パドカトル（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，門司特別，対馬特別２着，南港特別３着
フレンチウォリアー（03牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，	１勝��入着３回，北海

道２歳優駿‐Jpn3 ３着，サンライズＣ３着

４代母 ＊ベリアーニ（85 USA鹿 Nureyev）GB・USA２勝
［孫］ アグネスラズベリ（01牝 エアジハード）７勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，

阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，�１勝

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝浦河町西幌別 �090-9083-2713
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1241 リベラルタイプ２０２１ 牡・青鹿 ３／２８

＊

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

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonリベラルタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ青鹿 2016 スターバレリーナ

＊ベリアーニ 8k
Mr. Prospector S4×S5 Nureyev S5×M5

価格： 購買者：



母 リラックススマイル（06鹿 Dubai Destination）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－１（１）〕
マローブルー（11牝鹿 ディープインパクト）４勝，稲村ヶ崎特別（芝 2000），秩父

特別（芝 2000），ユートピアＳ（芝 1600）２着，レインボーＳ（芝 2000）２着，マ
レーシアＣ（芝 2000）２着，佐渡Ｓ（芝 2000）３着，初音Ｓ（芝 1800）３着，カー
ネーションＣ（芝 1800）３着

マウントハレアカラ（12牡鹿 カネヒキリ）３勝，初日の出賞（Ｄ1800），甲南Ｓ
（Ｄ2000）２着，インディアＴ（Ｄ1900）２着，浜名湖特別（Ｄ1800）２着，梅田
Ｓ（Ｄ1800）３着，���１勝

ピスコサワー（13牡黒鹿 ＊クロフネ）１勝

２代母 ＊ヴェルヴェットクイーン（01 GB鹿 Singspiel）FR１勝
デボネア（08牡 アグネスタキオン）１勝，弥生賞‐G2 ３着，京成杯‐G3 ２着，皐

月賞‐G1 ４着
リージェンシー（10牝 タニノギムレット）２勝
チャーマー（11牡 ＊ストーミングホーム）１勝
リリックドラマ（14牝 ステイゴールド）４勝，トルマリンＳ，北斗特別，土湯温泉

特別，２０１９ＷＡＳＪ第２戦２着，高田城特別２着，etc.

３代母 ヴェルヴェットムーン Velvet Moon（91 IRE 鹿 ＊シャーディー）GB・FR４
勝，ローザーＳ‐G2，James Seymour S‐L
シリア Syria（98 牝 Halling）不出走

ターキッシュディライトTurkish Delight（03 牝 Doyoun）TUR１勝
バシュカンネクシア Baskan Nexia（09 牡 Strike the Gold）TUR８勝，
Gazi Derby‐L ３着

ミスアレイナMiss Aleyna（11牝 Sabirli）TUR１勝，I.Inonu S‐L ２着
セディッフィ Seddifi（12 牝 Bekmezbey）TUR８勝，Disi Tay Deneme
One Thousand Guineas‐L ２着

＊ムーンバラッド（99牡 Singspiel）GB・IRE・USA・UAE５勝，ドバイワールドＣ
‐G1，ダンテＳ‐G2，マクトゥームチャレンジＲ２‐G3，etc.，種牡馬

ヴェルエットVelouette（00 牝 Darshaan）不出走
テレスコープ Telescope（10牡 Galileo）GB・USA５勝，ハードウィックＳ‐G2，

グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，Aston Park S‐L，etc.，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

1242 リラックススマイル２０２１ �・鹿 ４／１８
＊ 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

ドバイデスティネイション Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�Dubai Destination Mysterialリラックススマイル
＊ Singspiel

��
��
�ヴェルヴェットクイーン鹿 2006 Velvet Moon

4k
Halo S3×M5

価格： 購買者：



母 リルティングソング（05栗 スペシャルウィーク）２勝，小千谷特別（芝 1200）２着，
河北新報杯（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ナチュラルキラー（14牡栗 ＊カジノドライヴ）�２勝�３勝��
エンタクノキシ（19牡鹿 ビッグアーサー）���１勝

２代母 エッコ（95黒鹿 ＊リズム）３勝，久慈川特別２着
クラウニングワーク（02牡 ＊ラムタラ）１勝，東雲賞３着，�１勝��１勝�入着�
スカイヴォイジャー（03牡 マヤノトップガン）�13 勝�
バルバロッサ（06牡 ＊アグネスデジタル）入着４回，�３勝
ユキドケ（07牝 ジャングルポケット）�２勝�

３代母 サクラユタカヒメ（86青鹿 ＊ジユニアス）２勝

４代母 アンジエリカ（70黒鹿 ＊ネヴアービート）２勝，九重特別
［子］ サクラユタカオー（82牡 ＊テスコボーイ）６勝，天皇賞（秋）‐Jpn1，毎日

王冠‐Jpn2，サンケイ大阪杯‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬
サクラシンゲキ（77牡 ＊ドン）９勝，京王杯オータムＨ（２回），スプリン
ターズＳ，函館３歳Ｓ，etc.，優短距，種牡馬

サクラスマイル（78牝 ＊インターメゾ）４勝，エリザベス女王杯３着，京
都牝馬特別３着，Ｒたんぱ賞３着，etc.

サクラカナリヤ（79牝 ＊ドン）４勝，オークス５着，潮来特別，さわらび賞
［孫］ サクラスターオー（84牡 サクラシヨウリ）４勝，皐月賞‐Jpn1，菊花賞

‐Jpn1，弥生賞‐Jpn2，年代表，優３牡
シゲルデッドクロス（88牡 タイテエム）１勝，障害２勝，阪神障害Ｓ（春）
サクラスズカオー（87牡 ＊ノーザンテースト）４勝，道新杯‐OP ２着，ア
イビーＳ‐OP ２着，芙蓉Ｓ‐OP ２着，etc.，障害３勝

シゲルモンテ（86牡 モンテプリンス）４勝，恋路ケ浜特別，天竜川特別２
着，淡路特別３着，etc.

シゲルユートピア（84牝 ヤマニンスキー）３勝，襟裳特別
エアサンタムール（01牡 ＊ティンバーカントリー）２勝，檜山特別２着，
美唄特別２着，津軽海峡特別３着，etc.，	１勝��１勝

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

1243 リルティングソング２０２１ 牡・栗 ４／ ７
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 キャンペンガールリルティングソング ＊リズム

��
��
�エッコ栗 2005 サクラユタカヒメ

＊クレイグダーロツチ 11c
アンジエリカS4×M4 Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 リージェンツパーク（14黒鹿 ＊キングズベスト）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ロックハンドパーク（20牝黒鹿 ＊バゴ）�地方未出走

２代母 ロージーミスト（97黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ミステリーゲスト（02牡 メジロライアン）３勝，九十九島特別，新涼特別２着，由

布院特別３着
ミスティフォレスト（05牝 ジャングルポケット）１勝
グランプリボス（08牡 サクラバクシンオー）６勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，朝日杯フ

ューチュリティＳ‐G1，マイラーズＣ‐G2，スワンＳ‐G2，京王杯２歳Ｓ‐G2，etc.，
GB・HKG入着，優２牡，種牡馬

アドマイヤキュート（09牝 キングカメハメハ）３勝
スペシャルドラマ（18牡 エピファネイア）�３勝，秩父特別

キスオブザビーナス（11牝 メイショウサムソン）�１勝
グランプリアクセル（13牡 ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝�入着

３代母 ＊ビューティフルベーシック（89 USA栗 Secretariat）USA入着２回
ウインディグニティ（01牡 スペシャルウィーク）５勝，甲斐駒特別，ＴＶ山梨杯，

南港特別，etc.

４代母 ナーヴァスピローNervous Pillow（75 USA栗 Nervous Energy）USA２勝，
Special Goddess S
［子］ ファインスピリット Fine Spirit（82 牝 Secretariat）USA４勝，Casca

pedia H‐L，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着
アートオヴリヴィング Art of Living（90 牡 Alydar）USA３勝，Santa
Catalina S‐R，West Twelve Ranch H２着，種牡馬

ストームアトナイト Storm At Night（88� Storm Bird）GB・USA７勝，
Sirenia S‐L ３着

［曾孫］ ザナッツ The Nutz（04� Chester House）USA13 勝，Gus Fonner S
‐L，Omaha S２着（２回）

ファニーミーティング Funny Meeting（99 牡 General Meeting）USA
８勝，Bill Thomas Memorial H，Downs At Albuquerque H
‐L ２着，Camino Real Mile H２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433
生 産 牧 場： ㈲橋本牧場
飼 養 者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433

1244 リージェンツパーク２０２１ 牡・鹿 ２／２６

＊

＊ 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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaリージェンツパーク ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロージーミスト黒鹿 2014 ＊ビューティフルベーシック

8c
Mr. Prospector M4×S5×S5 Secretariat M4×S5

価格： 購買者：



母 ルヴェソンヴェール（11栗 ＊クロフネ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３）〕
ファンタスティック（16牡栗 オルフェーヴル）２勝，開成山特別（芝 2600）２着
ディヴァインゲート（18牡鹿 ブラックタイド）１勝，�地方未出走
コスモエクスプレス（19牡芦 エイシンヒカリ）�入着２回

２代母 フェートデュヴァン（00鹿 メジロマックイーン）３勝，富良野特別，阿寒湖特
別３着
ピノブラン（07牝 ＊クロフネ）２勝

リープフラウミルヒ（15牝 ステイゴールド）３勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ２着，藻岩
山特別，石打特別２着，美浦Ｓ３着，浄土平特別３着，etc.

マイネルアルザス（19牡 ラブリーデイ）�１勝
フェイトフルウォー（08牡 ステイゴールド）３勝，セントライト記念‐G2，京成杯

‐G3，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，ホープフルＳ‐L ３着
テイエムオリンピア（18牝 フェノーメノ）��１勝

３代母 ＊マーサズヴィンヤード（92 USA鹿 Nijinsky）USA１勝

４代母 クルーニングウォーターCrooningWater（82 USA鹿 Riva Ridge）USA３勝

５代母 グライディングバイGliding By（75 USA鹿 Tom Rolfe）USA１勝
［子］ クレアブリッジ Clare Bridge（81牝 Little Current）GB・FR・IRE・IT

Y２勝，ギルタウンスタッドＳ‐G3，マルレ賞‐G2 ２着
［孫］ シルヴァーペイトリアーク Silver Patriarch（94牡 Saddlers' Hall）GB

・FR・IRE・ITY・HKG８勝，英セントレジャー‐G1，コロネイショ
ンＣ‐G1，伊ジョッキークラブ大賞‐G1，etc.，種牡馬

パピノー Papineau（00牡 Singspiel）GB・FR５勝，アスコットゴールド
Ｃ‐G1，ヘンリー二世Ｓ‐G2，P. de l'Avre‐L，種牡馬

バヤモ Bayamo（99� Valanour）FR・USA４勝，アメリカンＨ‐G2，
チャールズホイッティンガムメモリアルＨ‐G1 ２着，エディリード
Ｈ‐G1 ２着

販売申込者・所有者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848
生 産 牧 場： ㈱ハシモトファーム
飼 養 者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848

1245 ルヴェソンヴェール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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュールヴェソンヴェール メジロマックイーン

��
��
�フェートデュヴァン栗 2011 ＊マーサズヴィンヤード

2n
Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ルッセカッテル（13栗 ＊ロイヤルウエスト）�９勝�
初仔

２代母 サンデーマイレディ（00鹿 サンデーブランチ）��２勝
ソウブチャンス（09牝 ＊アジュディケーティング）��３勝
ソウブブランチ（11牡 ＊ロイヤルウエスト）��１勝
アマトリチャーナ（15牝 フリオーソ）�１勝

３代母 ヒンドシルキー（86鹿 ＊ダンサーズイメージ）出走

４代母 ミチノクルビー（78鹿 ＊ボールドリツク）３勝
［孫］ ナショナルスパイ（94牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，��３勝�入着，

川崎記念‐Jpn1 ２着，彩の国浦和記念‐Jpn2 ３着，黒船賞‐Jpn3
２着，etc.

［曾孫］ シルクエレメント（01牡 ＊キンググローリアス）３勝，�１勝，吉野ヶ里
記念３着

５代母 ヒンドバース（68鹿 ＊ヒンドスタン）２勝
［孫］ ロングレザー（81牝 ＊ダンサーズイメージ）４勝，ローズＳ‐Jpn2，桜花

賞‐Jpn1 ２着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.
マイネルブラウ（97牡 アンバーシヤダイ）５勝，小倉大賞典‐Jpn3，中日
新聞杯‐Jpn3 ２着，愛知杯‐Jpn3 ２着，etc.

ヤマノスキー（81牡 マルゼンスキー）７勝，阪神３歳Ｓ２着，京都大賞典
‐Jpn2 ３着，デイリー杯３歳Ｓ３着，etc.，�３勝，種牡馬

マイネルガーベ（92牡 ＊イブンベイ）３勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2 ２着，オーシ
ャンＳ‐OP，芙蓉Ｓ‐OP，etc.，�８勝��

［曾孫］ マイネルブライアン（97牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，シリウスＳ
‐Jpn3，etc.，�１勝�	１勝�入着２回
�����，群馬記念
‐Jpn3，グランシャリオＣ‐Jpn3，etc.，種牡馬

○マイネルビンテージ（97� ＊スターオブコジーン）２勝，京成杯‐Jpn3，
京都３歳Ｓ‐OP ２着，エリカ賞２着，�７勝�４勝��

ナイスパーワー（87牡 ＊アーテイアス）４勝，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，
須賀川特別，久慈川特別３着，�４勝�	

販売申込者・所有者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345
生 産 牧 場： ㈲原口牧場
飼 養 者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345

1246 ルッセカッテル２０２１ 牡・鹿 ３／２８

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahモンテロッソ ポルトロカ Barathea

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ロイヤルウエスト Danse Royaleルッセカッテル サンデーブランチ

��
��
�サンデーマイレディ栗 2013 ヒンドシルキー

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector M4×S5 Secretariat M5×M5

価格： 購買者：



母 ルーマードダイヤ（09鹿 ＊シーキングザダイヤ）�入着５回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
グローリアスマリン（15牝黒鹿 フリオーソ）�１勝��２勝
グローリアスライブ（16牝鹿 ゴールドヘイロー）���１勝�１勝�１勝，留守杯

日高賞（Ｄ1600），ハヤテスプリント（Ｄ1200）２着
エクメディダイヤ（19牡黒鹿 トーセンラー）��２勝
テイコク（20牡鹿 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 ルーマードベイビー（01黒鹿 ＊エルコンドルパサー）��１勝

３代母 ＊チッキーズディスコ（96 GB黒鹿 Shirley Heights）不出走
ダイアナバローズ（06牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，紫苑Ｓ‐L，ＨＴＢ杯２着

ウィリアムバローズ（18牡 ミッキーアイル）�５勝，卯月Ｓ‐OP，韓国馬事会
杯，摩耶Ｓ２着

イチブン（07牡 フジキセキ）３勝，道新スポーツ賞，プロミネントＪＳＴ２着，冬
至特別２着，etc.

４代母 アフリカンダンス African Dance（88 USA鹿 El Gran Senor）IRE 入着２
回，Silver Flash S‐L ２着
［孫］ ハーマンマンスター Herman Munster（04� Traditionally）NZ７勝，

Taumarunui Cup‐L，マートンメトリックマイル‐G3 ３着
ジュークボックスジョニー Jukebox Johnny（01� Marju）AUS７勝，
ＭＲＣサンダウンクラシック‐G2 ２着，ＭＶＲＣムーニーヴァリー
ＧＣ‐G2 ３着，MRC Victoria Gold Cup‐L ２着

５代母 フルールロワイヤル Fleur Royale（83 IRE 鹿 Mill Reef）IRE２勝，愛プリ
ティポリーＳ‐G2，愛オークス‐G1 ２着
［孫］ ミーズナハMeeznah（07牝 Dynaformer）GB・IRE・USA３勝，パークヒ

ルＳ‐G2，リリーラングトリーＳ‐G3，パークヒルＳ‐G2 ３着，etc.
ワゾーラールOiseau Rare（02 牝 ＊キングズベスト）FR４勝，ロワイヤリュ
ー賞‐G2，ミネルヴ賞‐G3，P. Madame Jean Couturie‐L ３着

スティールプリンセス Steel Princess（01 牝 ＊デインヒル）FR・USA３
勝，クレオパトル賞‐G3

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

1247 ルーマードダイヤ２０２１ 牡・鹿 ４／ ９

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�シーキングザダイヤ ＊シーキングザパールルーマードダイヤ ＊エルコンドルパサー

��
��
�ルーマードベイビー鹿 2009 ＊チッキーズディスコ

1k
Storm Cat M3×S4 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ウィローパドック（06黒鹿 ＊クロフネ）�３勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（12）〕
ヤマカゲ（11�栗 フジキセキ）入着，�４勝�１勝
ビーハグ（12�黒鹿 ゼンノロブロイ）入着３回，障害１勝，��１勝��３勝
カヴァロディーオ（15牡栗 ハーツクライ）�１勝�１勝	入着
ハッピールーラ（17�鹿 ルーラーシップ）入着２回，��１勝�
�
テイエムタツマキ（18牡青鹿 キズナ）�１勝，障害１勝
ドゥラヴォーグ（19牝黒鹿 ドゥラメンテ）��入着
スズノキャスター（20牝鹿 サトノダイヤモンド）��出走

２代母 ＊ラスリングカプス（93 USA黒鹿 Woodman）３勝
ウインドヴェイン（00牝 ＊エリシオ）４勝，羊ヶ丘特別，キーンランドＣ２着，大倉

山特別２着，小樽特別３着
リーフィーウッド（02牝 ＊ホワイトマズル）１勝

クライスマイル（11牡 スクリーンヒーロー）４勝，レパードＳ‐G3 ２着，白嶺
Ｓ，青梅特別，アレキサンドライトＳ２着，赤富士Ｓ２着，etc.

クレスコワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）２勝，佐渡金銀山特別２着，古町特別３着
アストンマーチャン（04牝 アドマイヤコジーン）５勝，スプリンターズＳ‐G1，フ

ィリーズレビュー‐Jpn2，ファンタジーＳ‐Jpn3，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，阪神
ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着

フィールドドリーム（07牡 ＊ファルブラヴ）３勝
ジャジャマーチャン（08牝 アドマイヤコジーン）不出走

トゥラヴェスーラ（15牡 ドリームジャーニー）�４勝，淀短距離Ｓ‐L，京王杯
スプリングＣ‐G2 ２着，阪急杯‐G3 ２着，葵Ｓ（重賞）‐L ２着，高松宮
記念‐G1 ４着（２回），etc.

トオヤリトセイト（16牡 ドリームジャーニー）�３勝，アーリントンＣ‐G3 ３
着，斑鳩Ｓ２着，御池特別２着，六波羅特別２着，瀬戸内海特別２着，etc.

オコレマルーナ（09牡 ディープインパクト）４勝，市川Ｓ２着，湘南Ｓ２着，紅葉
Ｓ２着，ＴＶ山梨杯２着，ベゴニア賞２着，etc.

３代母 ＊フィールディ（83 IRE 鹿 Northfields）FR・USA19 勝，ボーゲイＨ‐G3，レ
イディカンタベリーＨ‐G3，スワニーリヴァーＨ‐G3（２回），Joe Namath H
‐L，River Downs BC H‐L，etc.

販売申込者・所有者： 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

1248 ウィローパドック２０２１ 牡・鹿 ４／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューウィローパドック
＊ Woodman

��
��
�ラスリングカプス黒鹿 2006 ＊フィールディ

2n
Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 ウインサクヤヒメ（15鹿 ステイゴールド）入着２回
初仔

２代母 ハナノメガミ（94栗 サクラユタカオー）４勝，大島特別，金峰山特別，清澄特
別２着，立冬特別２着，うぐいす賞２着，etc.
アトラスリッジ（02牡 フジキセキ）１勝
コーナーストーン（04牡 ダンスインザダーク）４勝，ホープフルＳ‐L ３着，飛鳥Ｓ，

幕張特別，難波Ｓ２着，ＨＴＢ賞２着，etc.
ドリームガイア（07牡 ＊ロージズインメイ）�11 勝
コスモフローラ（08牝 ＊ロージズインメイ）入着２回

コスモエルドール（12牡 ステイゴールド）�９勝，サファイア賞３着
マイネルオリンポス（10牡 ディープインパクト）１勝
ウインフルブルーム（11牡 スペシャルウィーク）５勝，京都金杯‐G3，福島ＴＶＯＰ‐L，

カシオペアＳ‐L，皐月賞‐G1 ３着，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３着，etc.
ウインクロノス（13牡 ステイゴールド）�１勝�１勝
ウインフルスター（16牡 トーセンホマレボシ）�３勝

３代母 ダイナソシエ（82鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
ヤマノトウショウ（92牝 トウシヨウボーイ）不出走

サンライズジェガー（98牡 ＊リアルシヤダイ）６勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，天皇
賞（春）‐Jpn1 ２着，鳴滝特別，etc.

クレバートウショウ（06牡 フジキセキ）５勝，マイラーズＣ‐G2 ２着，安田記
念‐G1 ４着，六甲Ｓ‐OP ２着，etc.

スギノプリンセス（93牝 マルゼンスキー）不出走
クレバースプリント（07牝 サクラバクシンオー）不出走
インビジブルレイズ（14牡 ハーツクライ）�６勝，白富士Ｓ‐L，サンタク
ロースＳ，丹波特別，etc.，障害１勝

オリジナルステップ（00牡 ＊ブラックタイアフェアー）��１勝�39 勝�５勝，珊瑚
冠賞，黒潮菊花賞，珊瑚冠賞３着

４代母 シヤダイアグリー（76鹿 ＊エルセンタウロ）不出走
［孫］ スプリングドリュー（00牝 ＊ミシル）７勝，福島牝馬Ｓ‐G3，ニューマー

ケットＣ，三面川特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石ファーム＝新ひだか町三石美野和 �080-5599-8691
生 産 牧 場： ㈲三石ファーム
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

1249 ウインサクヤヒメ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１６

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュウインサクヤヒメ サクラユタカオー

��
��
�ハナノメガミ鹿 2015 ダイナソシエ

12f
ノーザンテーストM4×M5 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ワンズガーホッド（06芦 ＊マイネルラヴ）３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
プルマブランカ（14牝芦 ゴールドアリュール）�４勝�３勝
ホワイトブレス（17牝芦 ベルシャザール）入着，���入着２回�１勝
デルマカミーラ（19牝芦 ミッキーアイル）�出走

２代母 ＊エールノコイビト（92 IRE 芦 Caerleon）２勝，木古内特別２着
キョウワノホコリ（98� ＊エルハーブ）２勝，九重特別，�１勝��入着４回
キョウワノコイビト（99牝 ＊トニービン）１勝，フィリーズレビュー‐Jpn2 ２着，

スイートピーＳ‐OP ３着，紅梅Ｓ‐OP ３着，文月特別２着，耶馬渓特別３着
キョウワグレイス（00牝 ＊ブライアンズタイム）不出走

シャインモーメント（05牡 キングヘイロー）５勝，アメジストＳ，立春賞
チェリーメドゥーサ（09牝 シックスセンス）３勝，秋華賞‐G1 ５着，白井特別，

ひいらぎ賞，美浦Ｓ３着，江の島特別３着
キョウワジェイド（01牝 ＊オペラハウス）�３勝

キョウワシャドー（07牡 マーベラスサンデー）�２勝�１勝	，オータムＣ３
着，兵庫大賞典３着

ミスチフ（04牝 ＊クロフネ）１勝，�３勝���

３代母 ＊グレンビーサマー（86 IRE 芦 General Assembly）GB・IRE２勝
キョウワプラチナ（93牝 Sadler's Wells）１勝

キョウワマグナム（07牡 キングカメハメハ）５勝，春雷Ｓ‐L ２着，京洛Ｓ‐OP
２着，北九州短距離Ｓ，etc.

４代母 ホワットアサマーWhat a Summer（73 USA芦 What Luck）USA18 勝，
マスケットＨ‐G2，フォールハイウエイトＨ‐G2（２回），ブラックアイドスーザ
ンＳ‐G2，ディスタフＨ‐G3，First Flight H，etc.
［孫］ ピュアークラン Pure Clan（05牝 Pure Prize）USA８勝，フラワーボー

ルＳ‐G1，アメリカンオークス‐G1，ゴールデンロッドＳ‐G2，etc.
グレイターグッドGreater Good（02� Intidab）USA６勝，ケンタッキ
ージョッキークラブＳ‐G2，レベルＳ‐G3，ケンタッキーＣジュヴェ
ナイルＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300
生 産 牧 場： ㈲三石軽種馬共同育成センター
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

1250 ワンズガーホッド２０２１ �・黒鹿 ４／３０
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 シニスターミニスター

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Ministerインカンテーション

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyワンズガーホッド
＊ Caerleon

��
��
�エールノコイビト芦 2006 ＊グレンビーサマー

17b
Mr. Prospector S4×M4 Secretariat M5×M5

価格： 購買者：



母 レディーメグネイト（09鹿 ＊ファスリエフ）２勝，りんどう賞（芝 1400）
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（６）〕
カズマデプレシャン（14牡黒鹿 ＊アイルハヴアナザー）入着２回，���２勝�１勝
メイショウラビエ（15牝鹿 ネオユニヴァース）�３勝
ノーブルペガサス（16牝鹿 ＊アイルハヴアナザー）�１勝�入着�
リュウノロー（17牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）���１勝�１勝�入着２回
ユリシーズ（19�芦 ゴールドシップ）�出走
ギガボルト（20牡鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 フラワーホーラー（98鹿 ＊トニービン）５勝，小倉日経ＯＰ‐L ２着，西日本ス
ポーツ杯，鈴鹿特別，西海賞２着，伏見特別３着，etc.
フライトハーン（07牡 アグネスフライト）１勝
ジャミールカズマ（12牡 ＊スタチューオブリバティ）１勝
ギンセイゴウ（13牡 ＊ファスリエフ）��１勝
セカンドショット（16牝 ＊ベーカバド）�	２勝�１勝

３代母 ＊ジヨニカズダーリング（90 USA鹿 Nijinsky）USA１勝
ウエスタンノボミー（97牝 ＊アフリート）１勝

ウエスタンビーバー（04牡 ＊オース）１勝，フルーツラインＣ２着，��３勝

４代母 ジョニカ Johnica（81 USA栗 Stage Door Johnny）USA６勝，ビヴァリー
ヒルズＨ‐G2，ウィルシャーＨ‐G2，Ciencia S‐R，サンタマルガリータＨ
‐G1 ２着，ゲイムリーＨ‐G1 ２着，etc.
［孫］ イターナルヴィジランス Eternal Vigilance（94� Half a Year）USA４

勝，Wearin 'O the Green H
ベヤビルマイ Beyavirmay（95牝 Slewbop）VEN13勝，P. Burlesco
‐L，P. Dia de la Armada‐L，P. Fetrahipica‐L，etc.

［曾孫］ エルクマネス El Cumanes（08 牡 Water Poet）VEN４勝，P. Hipocri
te‐L，P. Juan Vicente Tovar‐L，Copa Polo Grounds‐L ２
着，etc.

モンティキアリMontichiari（04 牝 Louis Quatorze）VEN６勝，P. La
vandera‐L

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-9517-4750

1251 レディーメグネイト２０２１ 牡・鹿 ２／ ２

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Weekend Surpriseマジェスティックウォリアー ドリームスプリーム Seeking the Gold

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessレディーメグネイト ＊トニービン

��
��
�フラワーホーラー鹿 2009 ＊ジヨニカズダーリング

1p
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M4×S5×M5
Buckpasser S5×S5
価格： 購買者：



母 レヴリ（02黒鹿 ＊ホワイトマズル）４勝，羊ヶ丘特別（芝 1200），ニセコ特別
（芝 1200），まりも特別（芝 1200），ＴＶユー福島賞（芝 1200）２着，美利河特別
（芝 1200）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（28）〕
カンスタントリー（11牡鹿 ＊バゴ）�１勝�15 勝��４勝�，長月賞（Ｄ1750），新

涼賞（Ｄ1400）
ソナータ（13牝鹿 ゴールドアリュール）��１勝
スターファイター（17牡鹿 トゥザグローリー）１勝，��４勝
トリプルミリオン（18牝芦 エイシンヒカリ）���１勝�２勝
ジュンダッシュ（19牝青鹿 ＊クリエイターⅡ）�出走

２代母 トーヨーラクーン（88黒鹿 Green Desert）３勝，甲東特別３着，足立山特別３着
ブラックシャドウ（03牡 アドマイヤボス）４勝，御宿特別，貴船Ｓ２着，陽春Ｓ３

着，鳴門Ｓ３着
ラードロチェキラ（04牝 キングヘイロー）出走

コンドルダンス（12牡 アドマイヤオーラ）�２勝��５勝�入着４回�，サン
タアニタＴ２着，マイルＧＰ２着，平和賞２着，園田金盃３着，京成盃グ
ランドマイラーズ３着，etc.

チェキラ（16牡 キャプテントゥーレ）��４勝��６勝，佐賀オータムスプリ
ント２着

３代母 ＊ラクーン（81 USA青鹿 Seattle Slew）GB２勝
グレンジョーダンGlen Jordan（86牡 Shareef Dancer）ITY10 勝，ナターレディ

ローマ賞‐G3，キウスーラ賞‐G3，P. Cascine‐L，etc.，種牡馬
ロゾリーダ Rosolida（87牝 Niniski）ITY４勝，P. Novella‐L

ロゾロー Rosolaw（97牡 Law Society）GER・ITY５勝，P. der Firma Erpo
‐L，ドイツ統一賞‐G3 ２着，Oettingen‐Wallerstein‐Memorial
‐L ３着

４代母 リアンガ Lianga（71 USA芦 ＊ダンサーズイメージ）GB・FR11 勝，ジャック
ルマロワ賞‐G1，ロベールパパン賞‐G1，ジュライＣ‐G2，ヘイドックスプリン
トＣ‐G2，アベイドロンシャン賞‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �090-9082-6145
生 産 牧 場： ㈲マリオステーブル
飼 養 者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �090-9082-6145

1252 レヴリ２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeレヴリ Green Desert

��
��
�トーヨーラクーン黒鹿 2002 ＊ラクーン

22b
Danzig S4×M4 Lyphard M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 レスタンノール（08鹿 ステイゴールド）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（11）〕
シェッドラスター（14牝鹿 ＊タートルボウル）�１勝�
スーパーノーマル（15牝黒鹿 ロードカナロア）入着２回，郡山特別（芝 1200）３着，

�２勝
ジョーノベリスタ（16牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）��出走�２勝��３勝
カリーナチャム（18牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��３勝
コスモフロイデ（19牡栗 コパノリッキー）�１勝

２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，日本ダービー‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ルカ（17牡 キングカメハメハ）１勝

３代母 シーポート Sea Port（80 GB黒鹿 Averof）GB・IRE出走
シーオヴダイアモンズ Sea of Diamonds（87牝 Glenstal）不出走

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

モアダイアモンズMore Diamonds（98牝 Straight Strike）AUS２勝
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.

インディジェナス Indigenous（93	 Marju）入着，GB・IRE・UAE・HKG・SIN
・MAL16 勝，香港国際ヴァーズ‐G2，Hong Kong Gold Cup‐L（２回），
Sha Tin Trophy‐L，etc.

エラカッシーニEla Cassini（97 牝 Ela‐Mana‐Mou）不出走
カッシーニコンテスト Cassini Contest（06 牝 Danehill Dancer）AUS１勝，

SAJC Oaklands Plate‐L ３着

販売申込者・所有者： 本田 土寿＝熊本県熊本市 �090-8769-3133
生 産 牧 場： 本田 土寿
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1253 レスタンノール２０２１ 牡・栗 ５／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュレスタンノール
＊

＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ鹿 2008 Sea Port

11d
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 レッドアンジェリカ（08鹿 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
メドウスイート（16牝鹿 ＊タイキシャトル）�１勝��
ツクバフタツボシ（17牝鹿 ヴァーミリアン）���１勝

２代母 アイシーサイレンス（97栗 ＊サンデーサイレンス）出走
アペリティフ（03� ＊エルコンドルパサー）３勝，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，清滝特

別，府中Ｓ２着，飛鳥Ｓ３着，etc.，障害２勝，京都ハイジャンプ‐JG2 ３着
ノーリプライ（04� ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，御影Ｓ２着，鎌倉Ｓ３着，

サンタクロースＳ３着
アイソトープ（05牡 ＊フレンチデピュティ）３勝
オメガブルーグラス（07� ＊グラスワンダー）１勝，��２勝�
オメガロードショー（09� ＊シンボリクリスエス）	５勝�
入着４回
ビーインラプチャー（10牝 ＊アフリート）１勝，��11 勝，しらさぎ賞３着
アイソレーション（11牡 ＊シンボリクリスエス）２勝
レッドサバス（12牡 キングカメハメハ）４勝，晩秋Ｓ２着，丹沢Ｓ３着，晩秋Ｓ３

着，金蹄Ｓ３着

３代母 アイシーゴーグル（87栗 ＊ロイヤルスキー）３勝，アベリア賞３着
エアジハード（95牡 サクラユタカオー）７勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ

‐Jpn1，富士Ｓ‐Jpn3，etc.，優短距，優父内，種牡馬
エアシビュラ（96牝 ＊トニービン）入着３回

フジヤマビュティー（01牡 ＊エンドスウィープ）２勝，巌流島特別，	２勝�入
着２回�

バブルスプリングス（03牡 バブルガムフェロー）２勝，太宰府特別，�５勝
ラピュセル（00牝 ＊エリシオ）入着

カレイジャスミン（05牝 タヤスツヨシ）３勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，ターコ
イズＳ‐L ２着，豊栄特別，etc.

４代母 シヤダイアイバー（79鹿 ＊ノーザンテースト）３勝，オークス，カーネーションＣ
［孫］ ペインテドブラック（96牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，ステイヤーズＳ

‐Jpn2，青葉賞‐Jpn3，若草Ｓ‐OP ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲浜口牧場＝新冠町朝日 �090-7050-3282
生 産 牧 場： ㈲浜口牧場
飼 養 者： ㈲浜口牧場＝新冠町朝日 �090-7050-3282

1254 レッドアンジェリカ２０２１ �・鹿 ３／１６

＊

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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモレッドアンジェリカ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アイシーサイレンス鹿 2008 アイシーゴーグル

＊サワーオレンジ 8g
Northern Dancer S4×M5 ノーザンテーストM4×M5 Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 レッドミュール（13黒鹿 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
リゾルート（18牝黒鹿 ラブリーデイ）��４勝�２勝�

２代母 ＊フィックルベリー（05 USA鹿 Cryptoclearance）２勝，小樽特別２着，石狩
特別２着，宗谷特別２着，利尻特別２着，石狩特別３着
アプリコットベリー（12牝 ステイゴールド）２勝，都井岬特別３着
ヒルノローザンヌ（19牝 キズナ）�１勝

３代母 ＊フィックルフレンズ（96 USA栗 Demons Begone）USA７勝，アシーニアＨ
‐G3 ２着，ヴァイオレットＨ‐G3 ３着
リライト Rewrite（03 牝 Editor's Note）USA９勝，Gaily Gaily S‐L，Dyna

mic Lisa S‐R，Irish Actress S‐R（２回），etc.

４代母 プロムナイトProm Knight（92 USA鹿 Sir Harry Lewis）USA出走
［子］ ヴォルポーニ Volponi（98 牡 Cryptoclearance）USA７勝，ＢＣクラシ

ック‐G1，ペガサスＨ‐G2，ポーカーＨ‐G3，etc.，種牡馬
プロムパーティ Prom Party（04 牝 Pulpit）USA２勝，Denise Rhudy
Memorial S‐L ３着

［孫］ ピンチパイ Pinch Pie（08 牝 Victory Gallop）USA４勝，Desert Vixe
n S，アラバマＳ‐G1 ３着，ヴァイオレットＳ‐G3 ２着

ジョーンジボーイ Jonesy Boy（09� Smarty Jones）USA４勝，Que
ens County S，Sam's Town S‐R ２着，Evening Attire S‐L
３着，etc.

ローグヴィクトリー Rogue Victory（05 牡 Victory Gallop）USA６勝，
Memorial Day H‐L ３着

ワンインアロンプOne in a Romp（04牝 Cryptoclearance）USA４勝，
Sabellina S‐R ３着

トゥルグトルエフェソス Turgutlu Efesi（18 牡 After Market）�TUR３
勝，Buyuk Taarruz S‐L ３着，Mimar Sinan S‐L ３着，Tu
rkish St. Leger‐L ３着

［曾孫］ ラフエルサ La Fuerza（16 牡 Flatter）USA４勝，Aspirant S‐R，
Notebook S‐R，Rockville Centre S‐R，etc.

販売申込者・所有者： ㈲まるとみ冨岡牧場＝浦河町杵臼 �090-1641-1197
生 産 牧 場： ㈲まるとみ冨岡牧場
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

1255 レッドミュール２０２１ �・青鹿 ３／２７

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Weekend Surpriseマジェスティックウォリアー ドリームスプリーム Seeking the Gold

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケレッドミュール
＊ Cryptoclearance

��
��
�フィックルベリー黒鹿 2013 ＊フィックルフレンズ

16f
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 レースドール（04芦 ＊クロフネ）２勝，ひいらぎ賞（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
マウロア（12牝栗 キングカメハメハ）�３勝
ブライトクォーツ（14牡鹿 ＊ワークフォース）入着６回，呼子特別（芝 2600）２着，

萬代橋特別（芝 2400）２着，障害１勝，中山大障害‐JG1（4100）２着，京都ジャ
ンプＳ‐JG3（3140）２着，中山グランドジャンプ‐JG1（4250）３着

ショウナンマリブ（15牡芦 ＊シンボリクリスエス）１勝

２代母 ビスクドール（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着
アイスドール（03牝 ＊キャプテンスティーヴ）６勝，エニフＳ‐L，オアシスＳ‐L ３

着，紫苑Ｓ‐L ３着，花園Ｓ，etc.，��入着，クイーン賞‐Jpn3 ３着
アイスジャイアント（19牡 ＊ダンカーク）�１勝，�１勝���，ＪＢＣ２歳優駿‐Jpn3

ドリームローズ（05牝 サクラバクシンオー）１勝，矢車賞３着
ジュモー（06牝 タニノギムレット）３勝

プロフェット（13� ＊ハービンジャー）２勝，京成杯‐G3，札幌２歳Ｓ‐G3 ２
着，白富士Ｓ‐L ３着，ＴＶｈ賞２着，関門橋Ｓ２着，etc.

クラージュゲリエ（16牡 キングカメハメハ）２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２
歳Ｓ‐G3，日経新春杯‐G2 ３着，アンドロメダＳ‐L ２着，共同通信杯
‐G3 ３着，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，etc.

バトードール（07牡 ＊クロフネ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，端午Ｓ‐OP，etc.，
��２勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，報知ＧＰＣ，報知オールスタ
ーＣ２着，etc.

オウケンビリーヴ（13牝 ＊クロフネ）５勝，陽春Ｓ，大山崎特別，etc.，�１勝��
入着２回，クラスターＣ‐Jpn3，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3 ２着，スパーキ
ングＬＣ‐Jpn3 ２着

３代母 ＊フェアリードール（91 USA栗 Nureyev）GB出走
トゥザヴィクトリー（96牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，

サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，UAE入着，優古牝

４代母 ドリームディールDream Deal（86 USA栗 Sharpen Up）USA４勝，モンマ
スオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ２着，アラバマＳ‐G1 ３着，Revidere S２着

販売申込者・所有者： 春木ファーム＝日高町清畠 �090-8895-9805
生 産 牧 場： 春木ファーム
飼 養 者： 春木ファーム＝日高町清畠 �090-8895-9805

1256 レースドール２０２１ �・鹿 ３／２１
＊ Wild Again

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Rose Parkトランセンド ＊トニービン

��
��
�シネマスコープ鹿 2006 ブルーハワイ

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューレースドール ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビスクドール芦 2004 ＊フェアリードール

9f
Icecapade S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊リトルリスキー（09 GB鹿 Authorized）�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ヒルノオークランド（15牡鹿 ダイワメジャー）��入着 12回�入着
エトゥープ（17牝鹿 フリオーソ）�３勝

２代母 ラフェールモニック L'Affaire Monique（99 GB鹿 Machiavellian）GB・IR
E１勝
ボンシュピール Bon Spiel（04� Singspiel）GB・GER・ITY・UAE・BEL10 勝，

Quebec S‐L ３着
ショートアフェアー Short Affair（05 牝 Singspiel）GB・ITY２勝，ドルメーロ賞

‐G3 ２着，P. Repubbliche Marinare‐L ２着
ロダバーヨ Rodaballo（17 牡 Lope de Vega）�FR・GER・SPA６勝，エッ

ティンゲンレネン‐G2，P. Millkom‐L ３着
グレイトホールGreat Hall（10� Halling）�GB・UAE８勝，Silver Cup‐L

３着（２回），GB障害１勝

３代母 マッチトゥーリスキーMuch Too Risky（82 GB栗 Bustino）GB２勝
＊ホワイトウォーターアフェア（93牝 Machiavellian）GB・FR・IRE４勝，ポモーヌ

賞‐G2，ジョンポーターＳ‐G3，Lupe S‐L，etc.
＊アサクサデンエン（99牡 Singspiel）８勝，安田記念‐G1，京王杯スプリングＣ

‐G2，安田記念‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ヴィクトワールピサ（07牡 ネオユニヴァース）７勝，有馬記念‐G1，皐月賞‐G1，etc.，

FR・UAE１勝，ドバイワールドＣ‐G1，優３牡，優古牡，種牡馬
リトルロック Little Rock（96牡 ＊ウォーニング）GB・FR・IRE・GER・ITY６勝，

プリンセスオヴウェイルズＳ‐G2，ゴードンリチャーズＳ‐G3，James Se
ymour S‐L，etc.，種牡馬

＊リッチアフェアー（00牝 Machiavellian）GB１勝，Lady Godiva Fillies S‐L ３着
プチノワール（05牝 Singspiel）不出走
ローブティサージュ（10牝 ＊ウォーエンブレム）３勝，阪神ジュベナイルフ
ィリーズ‐G1，キーンランドＣ‐G3，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，etc.，優２牝

ショートスカート Short Skirt（03 牝 ＊ディクタット）GB・FR・ITY４勝，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： 林 孝輝＝浦河町西幌別 �0146-28-1516
生 産 牧 場： 林 孝輝
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1257 リトルリスキー２０２１ 牡・鹿 ３／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊

オーソライズド Montjeu

�
�
�
�
�

��
��

�Authorized Funsieリトルリスキー ラフェールモニック Machiavellian

��
��
�L'Affaire Monique鹿GB 2009 Much Too Risky

8d
Halo S4×M5 Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アーリー（17栗 ハーツクライ）不出走
初仔

２代母 アーリーアメリカン（06鹿 El Corredor）４勝，苗場特別，浦安特別２着，桜
草特別２着
イーグルフェザー（13� ネオユニヴァース）５勝，ＴＶ静岡賞，三峰山特別，薫風

Ｓ２着，銀蹄Ｓ２着，白嶺Ｓ２着，etc.，障害１勝，��入着２回
コロニアルスタイル（14牝 ゴールドアリュール）３勝
カーヴィー（16牝 ハーツクライ）入着，��２勝��
ペダンクルアーチ（18� ダイワメジャー）入着２回，���３勝

３代母 ＊アメリカンマンボ（97 USA鹿 Kingmambo）不出走
リアリーアメリカン Really American（01牝 Real Quiet）USA５勝，Little Silv

er S２着
アメリカンボーダー American Border（04 牝 Boundary）USA10 勝，ヴァイオレ

ットＳ‐G3，Miss Liberty S，Matchmaker S‐L ３着

４代母 アメリカンロワイヤル American Royale（89 USA黒鹿 American Standard）
USA６勝，プライオレスＳ‐G2，アディロンダックＳ‐G2，Blue Norther S
‐L，Family Style S‐L，Colleen S‐L
［曾孫］ ケイジャンソング Cajun Song（06牝 Rossini）USA入着５回，Illinois

Sales Graduate S‐R ３着

５代母 ロイヤルアドヴォケイターRoyal Advocator（81 USA黒鹿 Majestic Prince）
不出走
［孫］ ステラージェイン Stellar Jayne（01牝 ＊ワイルドラッシュ）USA９勝，

マザーグースＳ‐G1，ガゼルＨ‐G1，ラフィアンＨ‐G1，etc.
スタラー Starrer（98 牝 Dynaformer）USA６勝，サンタマルガリータＨ
‐G1，サンタマリアＨ‐G1，ハリウッドバヤコアＨ‐G2（２回），etc.

ザシニック The Cynic（95� Leo Castelli）USA３勝，Gateway To
Glory S‐L

［曾孫］ スタービリング Star Billing（08牝 Dynaformer）USA３勝，メイトリアーク
Ｓ‐G1，セニョリータＳ‐G3，クレメントＬハーシュＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲長谷川牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6121
生 産 牧 場： ㈲長谷川牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

1258 アーリー２０２１ 牡・栗 ４／２７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスアーリー El Corredor

��
��
�アーリーアメリカン栗 2017 ＊アメリカンマンボ

4r
Silver Deputy S3×M5 Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector S5×M5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 ロンギングシャネル（10鹿 ネオユニヴァース）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（３）〕
ゴールゲッター（16牝黒鹿 ＊クロフネ）�１勝��入着
アイスナイン（17�鹿 ＊ヘニーヒューズ）１勝，��未出走�２勝
ロンギングバース（18牡鹿 ラブリーデイ）�２勝，朱竹賞（芝 1200）
セイグッドバイ（19牝鹿 ビッグアーサー）�出走

２代母 ＊セメイユドゥヴォン（01 USA鹿 Sadler's Wells）GB１勝
ワールドロレックス（06牡 ＊ロックオブジブラルタル）１勝
グッドスピリッツ（11� デュランダル）４勝，嵯峨野特別，京橋特別，北野特別３着
アドマイヤムテキ（13牡 ヴァーミリアン）２勝，�	11 勝，笠松ＧＰ２着，名古屋

記念（２回），ゴールド争覇２着，ベイスプリント３着

３代母 ヘイレマンディ Heeremandi（95 IRE 鹿 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GB・FR・
IRE２勝，Silver Flash S‐L，モルニー賞‐G1 ３着
シャトービーチChateau Beach（00牝 ＊デインヒル）GB・USA１勝

アパーシュ Apache（11� Ad Valorem）IND６勝，R. N. Kanga Gold Trop
hy‐LR，Maharaja Sir Harisinghji Trophy‐L ２着

エメラルドキャット Emerald Cat（02 牡 Storm Cat）IRE１勝，テトラークＳ‐G3
２着，種牡馬

コモンチャンネルCommon Channel（05 牝 ＊エンパイアメーカー）USA１勝
サバドアレグレ Sabado Alegre（12 牡 Any Given Saturday）USA・CAN・

CHI５勝，John Longden 6000 H３着
ラカンドンガ La Candonga（17牝 Verrazano）�CHI５勝，カルロスＡナバロ賞

‐G3，アラスデチリ賞‐G2 ２着，フェルナンドＣレイエス賞‐G2 ３着，etc.

４代母 ラダームデュラック La Dame du Lac（73 USA鹿 Round Table）不出走
［孫］ フローレスリー Flawlessly（88 牝 Affirmed）USA16 勝，ビヴァリーディ

Ｓ‐G1，メイトリアークＳ‐G1（３回），ラモナＨ‐G1（３回），etc.
ナディアNadia（98 牝 Nashwan）FR・USA２勝，サンタラリ賞‐G1，
仏オークス‐G1 ２着，ペネロープ賞‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 細川農場＝新冠町西泊津 �0146-47-2261
生 産 牧 場： 細川農場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1259 ロンギングシャネル２０２１ �・鹿 ３／２１

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormエスケンデレヤ アルデバランライト Seattle Slew

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスロンギングシャネル
＊ Sadler's Wells

��
��
�セメイユドゥヴォン鹿 2010 Heeremandi

2d
Northern Dancer M4×S5×S5 Crimson Saint S5×M5 CosmahM5×M5

価格： 購買者：



母 ロマンスリップ（09鹿 ネオユニヴァース）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
シャムゴッド（15牝栗 ＊アイルハヴアナザー）�５勝
オルヴィエート（16牝黒鹿 レッドスパーダ）���入着７回
クリノグリゴロス（18牡栗 ＊バトルプラン）�３勝
ケイツーリタス（19牝黒鹿 エイシンフラッシュ）��出走

２代母 マヤノクリオネ（97栗 サクラユタカオー）出走
ラルムール（02牡 ＊アラジ）�１勝��３勝
フェイクフェイス（03牡 ＊スターオブコジーン）２勝，すずらん賞‐OP，�１勝
サンタドレス（04牝 キングヘイロー）３勝
パッションローズ（05牝 ＊アフリート）４勝，驀進特別，邁進特別，萌黄賞，白菊賞

２着，ＳＴＶ賞３着
ウォーターサルーン（13牡 ステイゴールド）�１勝�11 勝，黒潮マイルＣｈＳ２着

ナイヤンビーチ（06牝 ＊キッケンクリス）�３勝	７勝
フィドルプレイヤー（07牝 ＊ストラヴィンスキー）１勝

３代母 レディコスマー（90栗 ＊ノーザンテースト）２勝，桧山特別３着
シャドウビンテージ（00牡 ＊コマンダーインチーフ）４勝，メトロポリタンＳ‐L，南

武特別，迎春Ｓ２着，etc.

４代母 ロイヤルコスマー（82鹿 ＊ロイヤルスキー）３勝，桜花賞‐Jpn1 ２着，報知
４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，トパーズＳ‐OP，オパールＳ
‐OP ３着，etc.
［子］ フサイチユーキャン（97牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，サンスポ４歳牝

馬特別‐Jpn2 ３着，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，新春Ｓ，etc.
［孫］ グレイスティアラ（03牝 フジキセキ）１勝，�１勝��１勝�１勝，全日本

２歳優駿‐Jpn1，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，エーデルワイス賞‐Jpn3，etc.
ワンモアマイライン（98牡 サツカーボーイ）４勝，東海Ｓ‐Jpn2 ２着，
マーチＳ‐Jpn3 ２着，アンタレスＳ‐Jpn3 ３着，etc.

［曾孫］ スタージャック Star Jack（14 牡 ジャングルポケット）�２勝，サファイ
ア賞２着，はまなす賞２着，etc.，�SIN６勝，El Dorado Classic
‐L ２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

1260 ロマンスリップ２０２１ 牡・栗 ４／ ８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスロマンスリップ サクラユタカオー

��
��
�マヤノクリオネ鹿 2009 レディコスマー

＊マツチレスネイテイヴ 2d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 レディーファースト（05青 ダンスインザダーク）入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－４（13）〕
ハイランドエース（11牡青鹿 ＊ブライアンズタイム）�２勝
ダイリンボーイ（12牡黒鹿 ＊バゴ）�１勝
ヴィラバドラ（15牡黒鹿 ジャングルポケット）���６勝
ラシックアンレーヴ（17牝青 エイシンフラッシュ）�４勝���
クリノツッチャン（19牡鹿 ミッキーアイル）出走，�地方未出走
ストリートジャガー（20牡青鹿 ＊シャンハイボビー）�未出走

２代母 エリモシック（93青鹿 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，
秋華賞‐Jpn1 ２着，札幌記念‐Jpn2 ２着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３
着，札幌日経ＯＰ‐OP ３着，etc.
サイレンスゴールド（01� ＊サンデーサイレンス）３勝，タイランドＣ，青島特別，

山国川特別２着，名古屋日刊スポーツ杯３着
ファストパス（04牝 ＊タイキシャトル）１勝
ダノンエリモトップ（06牡 キングカメハメハ）４勝，上総Ｓ，咲花特別，江戸川特

別２着，��１勝�
サトノフェニックス（10牡 ＊シンボリクリスエス）�１勝	４勝��入着�，摂津盃２着

３代母 エリモシユーテング（84黒鹿 ＊テスコボーイ）２勝，忘れな草賞‐OP
エリモピクシー（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，ファイナルＳ‐L，京都牝馬Ｓ

‐Jpn3 ３着，愛知杯‐Jpn3 ３着，etc.
リディル（07牡 アグネスタキオン）５勝，スワンＳ‐G2，デイリー杯２歳Ｓ

‐Jpn2，米子Ｓ‐L，etc.
クラレント（09牡 ダンスインザダーク）７勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，京成杯

オータムＨ‐G3，関屋記念‐G3，etc.
レッドアリオン（10� アグネスタキオン）７勝，マイラーズＣ‐G2，関屋記念

‐G3，ニューイヤーＳ‐L，etc.
サトノルパン（11牡 ディープインパクト）５勝，京阪杯‐G3，スワンＳ‐G2 ２

着，ファルコンＳ‐G3 ２着，etc.
ディーエスハリアー（02牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，プリンシパルＳ‐L ３着，

新緑賞，ライラック賞２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

1261 レディーファースト２０２１ 牡・青鹿 ４／１１
＊

＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイレディーファースト ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�エリモシック青 2005 エリモシユーテング

＊デプグリーフ 9f
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ワイルドダンス（04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（13）〕
ベニノラブリー（11牝青鹿 ＊パイロ）��８勝
トキノヴァンクール（15牡鹿 ＊モンテロッソ）�３勝��１勝
ベニノフェアリー（18牝栗 ＊ノボジャック）入着，���１勝
ノリノリアオイ（19牝青鹿 ＊ダノンレジェンド）���出走

２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，毎日王冠‐Jpn2 ２着，フェブラリーＳ‐Jpn2 ２
着，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
ゴッドセンド（02牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，日向特別，由布院特別２着，etc.，

��１勝�４勝�２勝，赤レンガ記念，高知県知事賞，星雲賞，etc.
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，寒桜賞３着
トーヨーサンバ（98牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，���入着２回，関東オーク

ス‐Jpn3 ２着，北海道３歳優駿‐Jpn3 ３着
トーヨーサイレンス（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

３代母 ミスターピーズガールMr. P.'s Girl（78 USA黒鹿 Mr. Prospector）USA２勝
アーントパールAunt Pearl（89 牝 Seattle Slew）USA２勝

パールオヴラヴ Pearl of Love（01牡 ＊パントレセレブル）GB・FR・IRE・IT
Y・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

４代母 ネイティヴストリートNative Street（63 USA芦 Native Dancer）USA10
勝，ソロリティＳ，ケンタッキーオークス，ベッツィーロスＨ，インタバラＨ，ジ
ャスミンＳ，etc.

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： ㈲マリオステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

1262 ワイルドダンス２０２１ �・栗 ５／ １

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイワイルドダンス
＊ Lyphard

��
��
�サンダードーム鹿 2004 Mr. P.'s Girl

3d
Northern Dancer S4×M4×M5 Mr. Prospector S4×M4 Nearctic S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ワキノドライバー（04芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－４（17）〕
ワキノハクリュウ（11牝芦 デュランダル）入着，�１勝
ワキノアタリ（13牝鹿 キャプテントゥーレ）２勝，火打山特別（Ｄ1200）２着，�４勝
ワキノスウィフト（14牡鹿 キャプテントゥーレ）�９勝
ローガンテソーロ（16牡黒鹿 ベルシャザール）�３勝
ゴールデンアワー（19牝鹿 エピファネイア）�１勝

２代母 カツラドライバー（98鹿 ニホンピロウイナー）入着
フジヤマサクラ（03牝 ＊クロフネ）入着２回，�４勝�

ミサイルマン（14� カネヒキリ）��６勝�	３勝�，ハイセイコー記念，だ
るま夕日賞，二十四万石賞３着，高知県知事賞３着

ロフティネス（16牡 スクリーンヒーロー）２勝，インディアＴ３着
エフティマイア（05牝 フジキセキ）３勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２

着，桜花賞‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ５着，マリーゴールド賞‐OP，etc.
エフティスパークル（13牡 ＊ハービンジャー）３勝，石和特別２着，調布特別２

着，三春駒特別２着，両国特別３着
エフティイーリス（16牝 ルーラーシップ）２勝，富里特別３着

オースミドライバー（08牡 ＊スニッツェル）１勝
デバイスドライバー（12牡 ハーツクライ）２勝，岩船特別，瓢湖特別２着
アドマイヤモラール（13牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ２着
ロジブリランテ（14牡 ディープブリランテ）１勝

３代母 ノーザンマイア（90鹿 ＊ノーザンテースト）４勝，山城特別２着，潮騒特別３
着，オーロラ特別３着，羊蹄山特別３着，桧原湖特別３着，etc.
ウシュアイア（00牝 バブルガムフェロー）５勝，阿蘇Ｓ‐OP ３着，由布院特別，香

嵐渓特別，etc.

４代母 ＊マイア（72 ARG鹿 Cipol）USA・ARG８勝，サンイシドロ大賞‐G1，亜オー
クス‐G1，エリセオラミレス賞‐G2，アントニオリベロ賞‐G3，チリ賞‐G3，etc.
［孫］ セイリューオー（94牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，

中山金杯‐Jpn3 ２着，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.，
１勝

販売申込者・所有者： ㈲広田牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3330
生 産 牧 場： ㈲広田牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

1263 ワキノドライバー２０２１ �・芦 ５／ １

＊

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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceワキノドライバー ニホンピロウイナー

��
��
�カツラドライバー芦 2004 ノーザンマイア

＊マイア 4k
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴァンジェーロ（17栗 ＊アイルハヴアナザー）不出走
初仔

２代母 マイネカトレア（10栗 アグネスタキオン）出走
コスモレリア（15牡 ＊アイルハヴアナザー）１勝，胎内川特別３着，飯盛山特別３着，

唐戸特別３着

３代母 タカラカンナ（93栗 サツカーボーイ）５勝，初凪賞２着，鎌ケ谷特別３着，�
２勝��
マイネルキッツ（03牡 ＊チーフベアハート）８勝，天皇賞（春）‐G1，ステイヤーズＳ

‐G2，日経賞‐G2，etc.
マイネカンナ（04牝 アグネスタキオン）４勝，福島牝馬Ｓ‐G3，中山牝馬Ｓ‐G3 ２

着，昇仙峡特別，etc.
マイネルズイーガー（14牡 ＊アイルハヴアナザー）４勝，洞爺湖特別，北野特別

２着，南相馬特別２着，etc.，���出走�２勝�入着
コスモハート（06牝 ＊マイネルラヴ）１勝

ロングファイナリー（16� トーセンジョーダン）�１勝，�３勝
マイネルマーク（08牡 ＊ロージズインメイ）３勝，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，本栖湖

特別，タイランドＣ，etc.，障害１勝
マイネカメリア（09牝 ディープインパクト）入着２回

コスモグラトナス（15牡 ＊アイルハヴアナザー）１勝，��５勝

４代母 ＊クリムゾンラトラー（79 USA栗 Crimson Satan）USA２勝
［子］ ランスオブスリル（89牡 ＊スリルシヨー）４勝，青葉賞‐OP ３着，インデ

ィアＴ，鷹ケ峰特別，etc.
［孫］ マチカネモエギ（01牡 ＊コロニアルアッフェアー）４勝，バイオレットＳ

‐OP ３着，�１勝�	�入着３回
，オッズパークＧＰ２着，姫山
菊花賞３着，etc.

モリユウストーム（92牡 ＊リーフアーマツドネス）入着８回，潮来特別２
着，立春賞２着，etc.，�５勝�８勝
�，九州サラブレッド王冠

キーホーク（99牡 ＊アルカング）��９勝�１勝，姫路ＣｈＣ
リュートリプル（90牝 ＊ノーリユート）２勝，宗谷特別３着，十勝岳特別３着
メイショウマシーン（97牡 サツカーボーイ）１勝，能勢特別３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

1264 ヴァンジェーロ２０２１ 牡・栗 ５／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤ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

＊ Flower Alley

�
�
�
�
�

��
��

�アイルハヴアナザー Arch's Gal Edithヴァンジェーロ アグネスタキオン

��
��
�マイネカトレア栗 2017 タカラカンナ

＊クリムゾンラトラー 10e
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 アドヴァンテージ（13鹿 タニノギムレット）��出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ヤマショウハスキー（18牡黒鹿 ＊バトルプラン）��出走
エスプリウッディ（19牡鹿 シルバーステート）���１勝
エスプリアカボシ（20牡鹿 ゴールドアクター）���入着

２代母 サクラササヤキ（88芦 ＊ノーアテンシヨン）出走
クロードスキー（92牝 サクラセダンスキー）�１勝�１勝
ヤスノムテキ（93� ＊スルーザドラゴン）�２勝
ミサトリュウジン（94牡 ＊ノーザンディクテイター）��１勝��
ミサトテンリュウ（95牡 ＊ノーザンディクテイター）�６勝	３勝
入着４回
レジェンドウインド（96牝 レジエンドテイオー）�７勝�入着
トーホウドリーム（97牡 メジロライアン）６勝，産経大阪杯‐Jpn2，北九州記念

‐Jpn3 ３着，福島民友Ｃ‐OP，白嶺Ｓ，稲荷特別，etc.
トーホウハクタカ（00� メジロマックイーン）１勝，�３勝
トーホウジュノー（01牝 メジロライアン）
５勝
クイーンカリン（06牝 キングヘイロー）１勝，福山プリンセスＣ２着
チャハヤ（07牝 ザッツザプレンティ）�２勝�４勝�
�入着７回
グレイゴースト（11牡 アドマイヤドン）�４勝

３代母 シルバーナイキ（78芦 ＊ドン）出走
ワイドセイコー（82牡 ハイセイコー）２勝，嵯峨野特別，尾張特別２着，etc.，


��	18 勝，東海桜花賞
エイシンウイザード（86牝 ＊ノーザリー）７勝，スワンＳ‐Jpn2 ３着，サンスポ阪

神牝馬特別‐Jpn3 ２着（２回），中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
エイシンウインザー（94牡 ＊トニービン）３勝，初茜賞，アザレア賞２着，ふき

のとう特別２着，etc.
シルバーガーネット（87牝 ＊プルラリズム）１勝

サマーシャドウ（96牡 ＊ダミスター）��３勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３
着，スーパーＣｈＳ２着，羽田盃３着

カノヤロマン（92牝 マルゼンスキー）３勝
カノヤバトルクロス（99牡 タマモクロス）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，

マーガレットＳ‐OP ２着，立冬特別，etc.

販売申込者・所有者： 三輪 幸子＝日高町賀張 �01456-5-6415
生 産 牧 場： 三輪 幸子
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

1265 アドヴァンテージ２０２１ �・黒鹿 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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルアドヴァンテージ ＊ノーアテンシヨン

��
��
�サクラササヤキ鹿 2013 シルバーナイキ

＊フロリースカツプ 3l
Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 アイアムラヴィング（05鹿 ＊ファルブラヴ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－５（11），地方－３（６）〕
ラヴネヴァーダイズ（10牝鹿 ネオユニヴァース）１勝，�３勝�
マリオーロ（12牡鹿 ダイワメジャー）４勝，マーガレットＳ‐LR（芝 1400）２着，神

奈川新聞杯（芝 1400），幕張Ｓ（芝 1600）３着，国立特別（芝 1400）３着，有松特
別（芝 1600）３着，江の島特別（芝 1600）３着

ワンショットキラー（13牡青鹿 ヴィクトワールピサ）２勝，�２勝�
レローヴ（14牝鹿 ヴィクトワールピサ）１勝
イノセントミューズ（16牝鹿 ヴィクトワールピサ）３勝，太宰府特別（芝 2000），

湯川特別（芝 2000）
ラヴアンドゲーム（17牝鹿 ダイワメジャー）入着，���１勝
テイケイレジーナ（19牝鹿 スピルバーグ）��入着

２代母 ＊プラウドウイングス（96 GER鹿 Dashing Blade）１勝，GB・FR・GER・IT
Y・HKG９勝，ファルマスＳ‐G2，ミュゲ賞‐G2，セルジオクマニ賞‐G3，P. P
ietro Bessero‐L，アスタルテ賞‐G2 ３着，etc.
ヴェルトマイスター（04牡 マンハッタンカフェ）２勝，北海Ｈ２着，障害１勝
フライバイワイヤー（06牡 キングカメハメハ）３勝，出雲崎特別
プラウドメアリー（07牝 スペシャルウィーク）�５勝
プラウドイーグル（08牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
メジャーコード（09牝 ダイワメジャー）�２勝
ダイワダーウィン（12牡 ダンスインザダーク）１勝
トリックスター（16牡 スクリーンヒーロー）入着，�１勝

３代母 ペラヤPeraja（77 FR鹿 Kaiseradler）GER５勝

４代母 ペレットPerette（70 FR鹿 ＊ハイハツト）FR１勝
［曾孫］ プラウディンスキー Proudinsky（03牡 Silvano）GER・USA７勝，マー

ヴィンＨムニスメモリアルＨ‐G2（２回），サンガブリエルＨ‐G2
（２回），ベイメドーズダービー‐G3，etc.，種牡馬

プラウダンス Proudance（02牡 Tannenkonig）FR・GER・ITY・UAE
４勝，ヴェットアナーメンスプリンガーマイレ‐G3，P. des Casino
Baden‐Baden‐L ２着

販売申込者・所有者： 三村 卓也＝新冠町新栄 �090-3891-0019
生 産 牧 場： 三村 卓也
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

1266 アイアムラヴィング２０２１ 牡・黒鹿 ３／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightアイアムラヴィング
＊ Dashing Blade

��
��
�プラウドウイングス鹿 2005 Peraja

8i
Halo S4×S5 Northern Dancer M4×S5 Special S5×M5

価格： 購買者：



母 アイノフシギ（12栗 ＊グラスワンダー）�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
リンクスターツ（19牡鹿 ＊ディスクリートキャット）��５勝�入着３回，新緑賞
（Ｄ1600）

２代母 マルカアイチャン（03栗 ＊フレンチデピュティ）２勝，つわぶき賞，りんどう
賞２着，あけび賞３着
シルバーウエイブ（09牡 ジャングルポケット）２勝，水仙賞
セトノフラッパー（10牝 ＊タイキシャトル）３勝，西郷特別，瀬戸内海特別２着，太

宰府特別２着，粟島特別２着，久多特別３着，etc.
シャドウアプローチ（13牡 ジャングルポケット）２勝，朝日杯フューチュリティＳ

‐G1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，ききょうＳ‐OP
ナタンドラ（17牝 ジャングルポケット）��出走�５勝
フィリア（18牝 スクリーンヒーロー）��１勝

３代母 マルカコマチ（95鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，京都牝馬特別‐Jpn3，京阪
杯‐Jpn3 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，小倉大賞
典‐Jpn3 ３着，etc.
アスクデピュティ（04牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，白富士Ｓ‐L ３着，紫苑Ｓ‐L

３着，ウェルカムＳ，etc.
ミュゼスルタン（12牡 キングカメハメハ）３勝，新潟２歳Ｓ‐G3，ＮＨＫマイ

ルＣ‐G1 ３着，青梅特別，種牡馬

４代母 ナショナルフラッグ（86栗 ＊デイクタス）４勝，阿寒湖特別，積丹特別，青葉
城特別，知床特別２着，十勝岳特別２着，etc.
［子］ インターフラッグ（93牡 ＊ノーザンテースト）８勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2，

札幌日経ＯＰ‐OP，嵐山Ｓ‐OP，etc.，�１勝�２勝�１勝，種牡馬
ダイワジアン（96牡 ＊ノーザンテースト）６勝，中山記念‐Jpn2 ３着，福
島ＴＶＯＰ‐OP ２着，白秋Ｓ，etc.

フラッグシップ（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ２着，
織姫賞，西郷特別２着，etc.

ラバンディエーラ（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，摂津特別
ナショナルホリデー（04牝 ダンスインザダーク）３勝，鳥屋野特別

販売申込者・所有者： ㈲ファーミングヤナキタ＝日高町緑町 �01456-2-6565
生 産 牧 場： ㈲ファーミングヤナキタ
飼 養 者： ＦＵＪＩＷＡＲＡ ＳＴＡＢＬＥ＝日高町平賀 �080-5595-6951

1267 アイノフシギ２０２１ �・栗 ２／２４
＊

＊カンパラ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� トニービン

�
�
�
�
�
�
�
�
� Severn Bridgeジャングルポケット

＊ Nureyev

��
��
�ダンスチャーマー鹿 1998 Skillful Joy

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraアイノフシギ ＊フレンチデピュティ

��
��
�マルカアイチャン栗 2012 マルカコマチ

＊ハニードリーマー 23b
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 アサヒライジング（03鹿 ロイヤルタッチ）４勝，クイーンＳ‐Jpn3，アネモネＳ
‐L（芝 1600），秋華賞‐Jpn1 ２着，ヴィクトリアマイル‐Jpn1 ２着，etc.，USA
入着，アメリカンオークス‐G1 ２着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（12）〕
コウヨウミラクル（10牡鹿 タニノギムレット）�１勝
ライジングトライ（12�鹿 ＊エンパイアメーカー）��４勝
ライジングティアラ（13牝鹿 ＊エンパイアメーカー）�１勝�５勝�１勝
リインフォース（17牡黒鹿 ＊キングズベスト）１勝，��出走
ヒロノアステロイド（19牡栗 ＊アジアエクスプレス）�入着

２代母 アサヒマーキュリー（91栗 ミナガワマンナ）１勝
アサヒウイニング（96牡 ＊スキャン）２勝，檜原湖特別，鎌ケ谷特別２着
アサヒフォンテーヌ（97牝 ＊カーネギー）１勝，織姫賞２着
アサヒヴィーナス（01牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝
アサヒバロン（04牡 ＊テンビー）３勝，松島特別，青函Ｓ２着，江の島特別３着
コウヨウレジェンド（08� ロイヤルタッチ）３勝，白井特別
コウヨウルビー（10牝 バブルガムフェロー）入着３回

キタイ（16牝 ＊ダンカーク）�４勝，カンナＳ‐OP ３着，長篠Ｓ
ウエストンバート（18牡 ＊マジェスティックウォリアー）�３勝，八代特別，知

床特別

３代母 タニワーデン（78栗 ＊ボンモー）不出走
アサヒソルジヤー（82牡 ＊サドンソー）２勝，湯川特別，�１勝	
アサヒジュピター（90牡 ミナガワマンナ）５勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ３着，サンシ

ャインＳ，信濃川特別，etc.
アサヒウィンロード（96� ＊スマコバクリーク）２勝，万代特別，江の島特別２着，

鮎掛賞３着

４代母 アサヒタマナー（68栗 ＊タマナー）入着
［子］ アサヒテイオー（79牡 シンザン）５勝，日経賞，卯月賞，北総特別，
�

��６勝
アサヒダイオー（75牡 シンザン）４勝，カブトヤマ記念，天皇賞（秋）３着，
ＡＲ共和国杯２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

1268 アサヒライジング２０２１ �・黒鹿 ２／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ロイヤルタッチ パワフルレデイアサヒライジング ミナガワマンナ

��
��
�アサヒマーキュリー鹿 2003 タニワーデン

＊ジエツタ 1p
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 アドマイヤジョイ（16芦 ルーラーシップ）出走
初仔

２代母 アドマイヤマリン（07芦 ＊クロフネ）２勝
アドマイヤスター（12牡 ディープインパクト）１勝，松浜特別３着
アドマイヤダイオウ（13牡 ディープインパクト）３勝，若葉Ｓ‐LR，梅花賞
アドマイヤロブソン Admire Robson（14牡 ディープインパクト）４勝，但馬Ｓ，

あずさ賞，松籟Ｓ２着，アザレア賞２着
アドマイヤグリーゼ（19牝 ハーツクライ）�１勝

３代母 ＊ベルベットローブ（00 USA栗 GoneWest）３勝，久留米特別
アドマイヤサガス（08牡 フジキセキ）６勝，エニフＳ‐L，コーラルＳ‐L，etc.，�

１勝��入着３回�，北海道スプリントＣ‐Jpn3，etc.
チェスナットバロン（09牡 フジキセキ）４勝，蹴上特別２着
ライジングゴールド（10牡 ステイゴールド）１勝，アザレア賞３着
ローブデソワ（11牝 スペシャルウィーク）４勝，大和Ｓ‐OP ２着，昇竜Ｓ‐OP ３

着，御影Ｓ，etc.
バレーロ（14� ヴィクトワールピサ）２勝，ドンカスターＣ２着，���出走
シャインガーネット（17牝 オルフェーヴル）�３勝，ファルコンＳ‐G3，シルクロ

ードＳ‐G3 ２着，オーロＣ‐L ３着，etc.

４代母 ヴァーバスル Verbasle（88 USA黒鹿 Slewpy）USA４勝，メイトロンＳ
‐G1 ２着，ボイリングスプリングズＨ‐G3 ３着，ニジャナＳ‐G3 ３着，Squ
ander S‐L ３着
［子］ ハイフライ High Fly（02 牡 Atticus）USA５勝，フロリダダービー‐G1，

ファウンテンオヴユースＳ‐G2，Aventura S.‐L，etc.，種牡馬
エスティムラール Estimraar（97� Holy Bull）UAE７勝，マハブアルシ
マール‐G3，マクトゥームチャレンジＲ１‐G3，Al Shindagha Spri
nt‐L，etc.

スモーキーミラージュ Smokey Mirage（96牝 Holy Bull）USA４勝，
Prairie Gold Lassie S

［孫］ モンスーンレインMonsoon Rain（02� Old Trieste）GB・USA・CA
N11勝，Assiniboia Gold Cup S

販売申込者・所有者： ㈲ＰＲＩＤＥ ＲＯＣＫ＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲ＰＲＩＤＥ ＲＯＣＫ
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

1269 アドマイヤジョイ２０２１ �・芦 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リアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴアドマイヤジョイ ＊クロフネ

��
��
�アドマイヤマリン芦 2016 ＊ベルベットローブ

1g
Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 アドマイヤプルート（04鹿 アドマイヤコジーン）３勝，こでまり賞（芝 1200），播
磨特別（芝 1400）２着，鳥羽特別（芝 1200）３着，仲春特別（芝 1400）３着，下北半
島特別（芝 1200）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（５），地方－５（28）〕
レモンティー（11牝黒鹿 ＊タイキシャトル）１勝，�７勝��３勝�
ストレッチ（13牡黒鹿 ネオユニヴァース）�４勝
スマートダフネ（14牝栗 スマートファルコン）１勝
フェンドオフ（15牡芦 ＊クロフネ）２勝，��２勝��３勝
アッシャムス（16牝鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝�
グランコージー（17牡黒鹿 ベルシャザール）��６勝��２勝，シアンモア記念
（Ｄ1600）２着，ダービーＧＰ（Ｄ2000）３着，ダイヤモンドＣ（Ｄ1600），寒菊賞
（Ｄ1600），若駒賞（Ｄ1600），イーハトーブマイル（Ｄ1600）３着，不来方賞
（Ｄ2000）３着

ガムタンク（19牡黒鹿 シルバーステート）���入着３回

２代母 スプリングハーレー（99青鹿 ＊キンググローリアス）１勝
アドマイヤスパーズ（10牡 アドマイヤコジーン）２勝

３代母 テンザンヒムカ（83黒鹿 トウシヨウボーイ）３勝，西脇特別２着，桜島特別２
着，あすなろ賞２着
プリンセスヒムカ（92牝 ＊プリンスオブバーズ）３勝，クローバー賞‐OP ２着，オ

ホーツクＨ，etc.，�５勝，スプリンター争覇
オースミハリケーン（00牡 ＊オペラハウス）２勝，わらび賞３着，�15 勝�

ダイナミックウイン（96牡 ＊オペラハウス）４勝，コスモス賞‐OP ２着，睦月賞，
かいどう賞２着，etc.

４代母 シルバーホマレ（69青 ＊ネヴアービート）出走
［孫］ カツノシグナル（88牡 サンシヤインボーイ）１勝，	
13 勝�１勝�，開

設記念，高崎大賞典２着，高崎大賞典３着，etc.

販売申込者・所有者： マルシチ牧場＝青森県三戸郡五戸町 �0178-62-2580
生 産 牧 場： マルシチ牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1270 アドマイヤプルート２０２１ 牡・青鹿 ４／２７
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

Cozzene

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤコジーン アドマイヤマカディアドマイヤプルート ＊キンググローリアス

��
��
�スプリングハーレー鹿 2004 テンザンヒムカ

＊シルバーバツトン 4g
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アイムヒアー（08鹿 ＊プリサイスエンド）３勝，三年坂特別（芝 1600），九州スポ
ーツ杯（芝 1200）２着，賢島特別（芝 1400）２着，まりも特別（芝 1200）２着，仲秋
Ｓ（芝 1400）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 イケイケモンチッチ（97鹿 ＊デインヒル）不出走
フェアリーダイヤ（02牝 ＊オース）��５勝

３代母 ＊モンチッチ（88 IRE 鹿 Montelimar）４勝，安房特別，安達太良Ｓ２着，福島
ＴＶ杯２着，新津特別２着
ゼンノソロモン（98牡 ＊ラムタラ）入着５回，八甲田山特別３着，�１勝�３勝

４代母 セイフヘイヴン Safe Haven（74 GB鹿 Blakeney）FR出走
［子］ ルガーナビーチ Lugana Beach（86牡 TumbleWind）GB・FR・ITY６

勝，デュークオヴヨークＳ‐G3，プティクヴェール賞‐G3，Bentin
ck S‐L，etc.，種牡馬

［孫］ ザタトリング The Tatling（97� ＊ペルジノ）GB・FR・IRE・HKG18勝，
キングズスタンドＳ‐G2，ニューベリーワールドトロフィ‐G3
（２回），グッドウッドキングジョージＳ‐G3，etc.

アメイジングドリーム Amazing Dream（96牝 Thatching）GB・IRE３
勝，St. Hugh's S‐L，モールコームＳ‐G3 ２着

ジャストドゥイットジョーイ Just Do It Joey（91牝 Glenstal）SAF７勝，
Syd Laird Memorial H‐L，Joseph DorfmanMemorial H‐L
３着

［曾孫］ クルスティ Coulsty（11 牡 Kodiac）GB・FR５勝，モートリー賞‐G3，
King Richard the Third S‐L，King Charles II S‐L，etc.，種牡馬

ビリーアレン Billy Allen（01牡 Night Shift）GB・FR・GER・ITY・U
SA・UAE・TUR・SWE・AUT・SCG・YUG17勝，Turf Paradis
e H‐L，G.P. de la Riviera Cote d'Azur‐L，G.P. del Circo Massi
mo‐L，etc.，種牡馬

フラッシュマクガホン Flash McGahon（04� Namid）GB・IRE１勝，
Tipperary S‐L，Woodlands S‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-9517-4750

1271 アイムヒアー２０２１ �・黒鹿 ２／ ８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyアイムヒアー ＊デインヒル

��
��
�イケイケモンチッチ鹿 2008 ＊モンチッチ

1k
Mr. Prospector S4×M5 Blakeney S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊アビシーナ（09 IRE 栗 Pivotal）GB１勝，Montrose Fillies S‐L ２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（３）〕
ヤマニンルネッタ（15牝鹿 アドマイヤムーン）１勝
アポロモーリアン（16牝鹿 ＊モンテロッソ）１勝，���入着�２勝
レイディガンナー（19牝栗 エスポワールシチー）���１勝

２代母 マッソマーMassomah（00 USA鹿 Seeking the Gold）GB１勝
シャドータイム Shadowtime（05� Singspiel）GB９勝
アルシャルードAl Sharood（08牝 Shamardal）GB・FR・UAE４勝

３代母 ケレンザKerenza（93 GB栗 ＊シアトルダンサーⅡ）FR１勝
ジョマナ Jomana（98牝 Darshaan）FR７勝，コリーダ賞‐G3，エクスビュリ賞

‐G3，P. Belle de Nuit‐L ２着，etc.
ジョリファイ Jollify（13 牝 Manduro）FR２勝，P. Belle de Nuit‐L ２着
レッドケリー Red Kelly（17� Manduro）�IRE・AUS２勝，Yeats S‐L

３着
＊ゼレンカ（01牡 Seeking the Gold）��10 勝，東京湾Ｃ２着

４代母 ホームラヴHome Love（76 USA鹿 Vaguely Noble）不出走
［子］ ローカルタレント Local Talent（86 牡 Northern Dancer）FR３勝，ジ

ャンプラ賞‐G1，ラロシェット賞‐G3，仏グランクリテリヨム‐G1
４着，etc.，種牡馬

ローカルスーター Local Suitor（82 牡 Blushing Groom）GB２勝，ミル
リーフＳ‐G2，デューハーストＳ‐G1 ３着，クレイヴァンＳ‐G3 ４
着，種牡馬

ソイビーントレイダー Soybean Trader（81 牡 Soy Numero Uno）US
A５勝，Lafayette S‐L ３着

［孫］ マークオヴエスティームMark of Esteem（93牡 Darshaan）GB・USA
４勝，英２０００ギニー‐G1，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，種牡馬

チューズデイズスペシャル Tuesday's Special（90 牡 Irish River）FR・
USA６勝，エクスビュリ賞‐G3，アルクール賞‐G2 ３着，種牡馬

［曾孫］ リナウィング Renowing（06牡 Halling）ITY３勝，P. Botticelli‐L

販売申込者・所有者： 松本 信行＝新冠町美宇 �0146-47-5356
生 産 牧 場： 松本 信行
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

1272 アビシーナ２０２１ 牡・黒鹿 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シルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊

ピヴォタル Polar Falcon

�
�
�
�
�

��
��

�Pivotal Fearless Revivalアビシーナ マッソマー Seeking the Gold

��
��
�Massomah栗IRE 2009 Kerenza

17b
Hail to Reason S5×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 アポロレレ（11鹿 ディープスカイ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
アポロエレノア（15牝栗 ＊アポロキングダム）�１勝
スーパーバンタム（19牝栗 ＊アポロソニック）��８勝，石川ダービー（Ｄ2000），

北日本新聞杯（Ｄ1700），ノトキリシマ賞（Ｄ1500）

２代母 ＊チョウノヨウニマイ（04 USA鹿 Broad Brush）３勝
アポロセイバー（12牡 ハーツクライ）�４勝
スティールジェンヌ（16牝 ＊アポロキングダム）�２勝��入着５回
ジャポネスク（17牝 キズナ）��３勝��入着

３代母 ゴールドプリンセスGold Princess（95 USA黒鹿 Prospector's Halo）USA
７勝，ヴェイグランシーＨ‐G3，ジェニュインリスクＨ‐G2 ２着，ジェニュイン
リスクＨ‐G2 ３着，オノラブルミスＨ‐G3 ２着，Light Hearted S‐L ２着
レインフォーレストReignforest（03 牡 Forestry）USA１勝
マストビージョーキングMust Be Joking（05� Distorted Humor）USA４勝
プリンセスミーアPrincess Mia（08牝 Silver Train）USA１勝
ピテルスキーシルクPitersky Cirk（09 牡 Bluegrass Cat）RUS２勝
ミッドナイトスキャンダルMidnight Scandal（12 牡 Midnight Lute）RUS２勝
ヴェンセドールVencedor（14 牡 Dialed In）USA３勝
デュエッロDuello（16 牡 Flat Out）�TUR13 勝

４代母 ニードルズレイディNeedles Lady（83 USA鹿 On to Glory）USA３勝，
Convenience S３着

５代母 エイプロンストリングズApron Strings（66 USA鹿 Needles）USA１勝
［子］ グローリーストリングズGlory Strings（79 牝 On to Glory）USA11 勝，

Ruffian Visitation S，Florida Breeder's Futurity Fillies‐R，
Pepsi Challenge S３着

ジャクソンカーティス Jackson Curtis（81 牡 Great Above）USA５勝，
Royal Vale H３着

［孫］ マンディジーMandy G（97牝 L'Enjoleur）USA12 勝，Brent's Princes
s S‐R ３着

販売申込者・所有者： ホースガーデンしらおい＝白老町社台 �090-9519-6332
生 産 牧 場： ホースガーデンしらおい
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

1273 アポロレレ２０２１ �・鹿 ４／１６

＊

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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビアポロレレ
＊ Broad Brush

��
��
�チョウノヨウニマイ鹿 2011 Gold Princess

2h
Danzig S3×M5 Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 アルマニンファ（12芦 スペシャルウィーク）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
ラインストリーム（17牡栗 トーセンジョーダン）入着２回，���２勝
ガンバルベルシャ（18牝鹿 ベルシャザール）���出走�１勝
クレスコペガサス（19牡芦 トーセンラー）�出走
エムエスドン（20牡栗 ラブリーデイ）��１勝

２代母 ＊シャルマンダー（98 USA芦 ＊デヒア）USA２勝
フォレヴァーヴァウ Forever Vow（07牝 Broken Vow）USA５勝

セヴンセンツ Seven Scents（16� Goldencents）�USA７勝，Pulse Powe
r Turf Sprint S，Barretts Juvenile S‐R ２着，JimMcKay Turf Sprin
t S‐L ３着

ラインアンジュ（08牝 Rockport Harbor）３勝，あじさいＳ，こでまり賞，ＵＨＢ
杯２着，ＳＴＶ杯３着

ディープランマ（09牝 ダイワメジャー）１勝，�９勝

３代母 イクスプレッシヴダンス Expressive Dance（78 USA芦 Riva Ridge）USA
12 勝，バレリーナＳ‐G3，ビウィッチＳ‐G3，カムリーＳ‐G3，Poinciana H，
アルシバイアディズＳ‐G2 ２着，etc.
チ－フホンチョ Chief Honcho（87牡 Chief's Crown）USA10 勝，ブルックリンＨ

‐G1，イクセルシアＨ‐G2，ジムダンディＳ‐G2，etc.，種牡馬
ブライトティアラBright Tiara（89 牝 Chief's Crown）USA１勝

＊ゴールドティアラ（96牝 Seeking the Gold）７勝，プロキオンＳ‐Jpn3，etc.，
�１勝�１勝��入着，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，かきつばた記念
‐Jpn3，etc.

ポーエツヴォイス Poet's Voice（07 牡 Dubawi）GB・FR・UAE４勝，クイー
ンエリザベス二世Ｓ‐G1，セレブレイションマイル‐G2，英シャンペイン
Ｓ‐G2，etc.，種牡馬

ダンストゥドーンDance to Dawn（99牝 Louis Quatorze）USA１勝
ダンストゥブリストルDance to Bristol（09 牝 Speightstown）USA10 勝，バレ

リーナＳ‐G1，オノラブルミスＨ‐G2，ベッドオーロージズＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

1274 アルマニンファ２０２１ �・鹿 ４／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールアルマニンファ
＊

＊デヒア

��
��
�シャルマンダー芦 2012 Expressive Dance

10a
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 アンケセナーメン（10栗 ＊ブライアンズタイム）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（３）〕
テンブン（16牝栗 ＊タイキシャトル）１勝
スリーピート（17牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，高砂特別（Ｄ1200）２着，彦星賞
（Ｄ1150）２着，噴火湾特別（Ｄ1000）２着

メジャータイム（18牡鹿 カレンブラックヒル）��１勝��２勝
ヴィニュロン（19牡栗 トゥザワールド）出走，�地方未出走
マテキ（20牝鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 ミヤビトップレディ（99栗 ダンスインザダーク）�３勝�６勝��１勝
ブルーベリー（06牝 ＊ブライアンズタイム）�８勝�入着，ジュニアクラウン，ゴー

ルドジュニア２着，サラ・プリンセス特別２着，東海クイーンＣ３着，クイー
ンＣ３着，etc.

シナトラソング（08牡 ＊アグネスデジタル）１勝
アイキャンドウ（11牝 ＊タイキシャトル）�１勝	２勝
ヘイロード（13牡 キングヘイロー）��２勝

３代母 エプソムジョーオー（88鹿 ニホンピロウイナー）４勝，松島特別，茨城新聞杯
３着，背振山特別３着
イアラジーニアス（95牡 ヤマニンスキー）２勝，福寿草特別
ユーワクイーン（96牝 フジキセキ）３勝，銚子特別

ミヤビアミュレット（09牡 ＊ロージズインメイ）１勝，ホープフルＳ‐LR ２着，

１勝��入着２回

フウランジョー（01牡 ＊アフリート）３勝，メイヂヒカリメモリアル２着，�２勝

４代母 エプソムガール（78黒鹿 アローエクスプレス）３勝，４歳牝馬Ｓ‐OP
［子］ ツルマルガイセン（94牡 ヤマニンスキー）５勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，

中日新聞杯‐Jpn3，中日新聞杯‐Jpn3 ２着，etc.
ツルマルガール（91牝 サツカーボーイ）５勝，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，中日ス
ポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3 ３着，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ４着，etc.

［孫］ ツルマルボーイ（98牡 ダンスインザダーク）７勝，安田記念‐G1，金鯱賞
‐Jpn2，中京記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲北星村田牧場＝新冠町北星町 �0146-47-2161
生 産 牧 場： ㈲北星村田牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

1275 アンケセナーメン２０２１ �・栗 ４／２６
＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayアンケセナーメン ダンスインザダーク

��
��
�ミヤビトップレディ栗 2010 エプソムジョーオー

＊エスサーデイー 6a
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊アンドモアアゲイン（04 USA鹿 Distorted Humor）GB・USA２勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－５（13）〕
ケイアイエイト（10牡鹿 Big Brown）１勝，�２勝�１勝
クインズラピス（12牡黒鹿 ステイゴールド）１勝，�１勝��
クインズクオーツ（13牡栗 デュランダル）１勝
クインズスプリング（14牝芦 ＊クロフネ）�１勝�１勝
ケイアイスープラ（15牡鹿 ドリームジャーニー）入着，���３勝
クインズシナモン（16牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝�３勝
ケイアイマヌカ（18牡青鹿 マツリダゴッホ）��入着
クインズコスモス（19牝栗 ロゴタイプ）�出走

２代母 イッツパ－ソナル It's Personal（90 USA黒鹿 Personal Flag）USA６勝，
ギャロレットＨ‐G3，ヴァイオレットＨ‐G3，デラウェアＨ‐G2 ３着，Yaddo
H‐R ２着，Mohawk S‐R ３着

＊シゲルカミナリ（98牡 Gulch）２勝，指宿特別２着，�１勝
イッツノージョーク It's No Joke（02牡 Distorted Humor）USA７勝，ホーソン

ゴールドＣ‐G2，チャーチルダウンズアクアクＨ‐G3，Bet On Sunshine H，
ガルフストリームパークＨ‐G2 ３着，ターフウェイフォールＣｈ‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

＊ビッグポパイ（03牡 Forest Wildcat）４勝，多摩川特別２着，	入着３回��，白
銀争覇３着

キープラフィング Keep Laughing（05牡 Distorted Humor）USA４勝，Lafay
ette S‐L，Teddy Drone S‐L ２着，種牡馬

マイルドリーオフェンシヴMildly Offensive（08 牝 Sharp Humor）USA４勝，
Santa Paula S‐L，Big Bambu S‐R，Pentelis S‐L ２着，Interboro
ugh S２着，Louis R. Rowan S‐R ２着，etc.
ディーンズリストDean's List（19 牡 Speightstown）�USA２勝，ゴーサムＳ

‐G3 ２着，Long Branch S２着
ウィルフルウェイズWillful Ways（09牝 Sharp Humor）USA出走

コインシデンタリー Coincidentally（14
 Super Saver）�USA６勝，Ho
ward B. Noonan S‐R，Best of Ohio Sprint S‐R ２着

３代母 ダンスホ－ルガ－ルDance Hall Girl（67 USA黒鹿 Guerrero）USA２勝

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

1276 アンドモアアゲイン２０２１ 牡・鹿 ２／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアレス
＊

＊デインヒル

��
��
�サトノアマゾネス黒鹿 2014 Prawn Cocktail

＊

ディストーテドヒューマー ＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�Distorted Humor Danzig's Beautyアンドモアアゲイン イッツパ－ソナル Personal Flag

��
��
�It's Personal鹿USA 2004 Dance Hall Girl

21a
Danzig S4×M4

価格： 購買者：



母 アンナヴァン（01栗 ＊エンドスウィープ）１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－５（10），地方－２（５）〕
サトノネプチューン（10牡鹿 ＊シンボリクリスエス）３勝，ホープフルＳ‐LR
（芝 2000），韓国馬事会杯（芝 1600）２着，南総Ｓ（芝 1600）３着

アナザーバージョン（11�鹿 ＊クロフネ）３勝，青竜Ｓ‐OP（Ｄ1600）２着，清里特
別（Ｄ1400）２着，富嶽賞（Ｄ1400）２着，瀬波温泉特別（Ｄ1800）２着，彦星賞
（Ｄ1700）２着，鹿島特別（Ｄ1200）３着，香嵐渓特別（Ｄ1400）３着，立川特別
（Ｄ1400）３着，大島特別（Ｄ1400）３着

ランデックギブリ（12牝鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝
サンキューゴッド（14�鹿 ＊ハービンジャー）�３勝
グリッサード（16牡鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
エールオンレール（17牝栗 エピファネイア）１勝
ミユキアイラブユー（19牡鹿 ルーラーシップ）�２勝
ロケッツアン（20牡鹿 ミッキーロケット）�未出走

２代母 フサイチミニヨン（96鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
アンブロワーズ（02牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，ファイナル

Ｓ‐L，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，ポートアイランドＳ‐L ２着，
アネモネＳ‐L ３着，etc.
ロシュフォール（15牡 キングカメハメハ）４勝，新潟大賞典‐G3 ３着，アメジ

ストＳ，ｔｖｋ賞，三年坂特別２着
ビアンコカンドーレ（11牝 ＊チチカステナンゴ）１勝，基坂特別２着
ハムレット（14牡 ＊シンボリクリスエス）１勝

３代母 ＊バレークイーン（88 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
フサイチコンコルド（93牡 Caerleon）３勝，日本ダービー‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1

３着，すみれＳ‐OP，etc.，種牡馬
アンライバルド（06牡 ネオユニヴァース）４勝，皐月賞‐Jpn1，スプリングＳ

‐Jpn2，京都２歳Ｓ‐L ３着，etc.，種牡馬

４代母 サンプリンセス Sun Princess（80 IRE 鹿 ＊イングリツシユプリンス）GB・F
R３勝，英セントレジャー‐G1，英オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，凱
旋門賞‐G1 ２着，コロネイションＣ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 的場牧場＝新冠町新和 �090-6212-1763
生 産 牧 場： 的場牧場
飼 養 者： ㈱PYRAMID TRAINING＝新冠町西泊津 �080-6092-3040

1277 アンナヴァン２０２１ 牡・栗 ３／ ６

＊

＊
＊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

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceアンナヴァン ＊サンデーサイレンス

��
��
�フサイチミニヨン栗 2001 ＊バレークイーン

1l
フォーティナイナーM3×S4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 アールヌーヴォー（04栗 ＊ブライアンズタイム）２勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（７）〕
タイセイエナジー（12牡栗 ゼンノロブロイ）入着２回，��２勝�入着�
エスポワールママン（14牝栗 ゼンノロブロイ）入着，�４勝
ヌーヴェプレジール（15牝栗 ゼンノロブロイ）�１勝
ウォーロード（18牡黒鹿 ヴァンセンヌ）�２勝，中ノ岳特別（Ｄ1800）２着
ホーリーキャット（19牡鹿 ＊ダノンレジェンド）���入着４回

２代母 ビューチフルドラマ（93栗 ＊ヘクタープロテクター）１勝
セイコーサンデー（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，目黒記念‐Jpn2 ３着，エイ

プリルＳ‐OP ２着，スピカＳ，南武特別，利尻特別，etc.
テンタシオン（00牝 ＊エリシオ）不出走

ビューティファイン（06牝 サツカーボーイ）２勝，織姫賞
ライジングサン（08牡 アドマイヤジャパン）３勝，伊勢特別，咲花特別，鳴海

特別３着，花見山特別３着，菅名岳特別３着
グラスドラマ（01牡 ＊エリシオ）１勝
ジョウテンロマン（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，�１勝，岩鷲賞３着
ドットコム（05牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ホープフルＳ‐L ３着，美浦Ｓ，習

志野特別，山藤賞，上越Ｓ２着，etc.
モデルウォーク（08牝 キングカメハメハ）出走

ナンヨーオボロヅキ（16牝 ＊キンシャサノキセキ）���１勝�８勝�入着２回
�	，黒潮菊花賞，高知優駿，土佐春花賞，佐賀ヴィーナスＣ２着，ル・
プランタン賞２着，etc.

ミッキーマーチ（09
 フジキセキ）１勝，中ノ岳特別２着，�２勝�入着３回��

３代母 ビューチフルロマン（86鹿 ＊ノノアルコ）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，関越Ｓ
‐OP，秋嶺Ｓ，東雲賞，本栖湖特別，etc.
ロマンスプレゼント（97牝 ＊ティンバーカントリー）不出走

カチューシャ（09牝 ＊ケイムホーム）６勝，オアシスＳ‐L，etc.，��入着２回，
Ｌプレリュード‐Jpn2 ３着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

４代母 ビクトリアクラウン（79栗 ＊フアバージ）６勝，エリザベス女王杯，クイーン
Ｓ，クイーンＣ，新潟３歳Ｓ，牝馬東タイ杯２着，etc.，優２牝，優３牝

販売申込者・所有者： �橋本牧場＝安平町早来守田 �0145-22-2123
生 産 牧 場： �橋本牧場
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

1278 アールヌーヴォー２０２１ 牡・栃栗 ２／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

��
��
�チャールストンハーバー黒鹿 2009 Penny's Valentine

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayアールヌーヴォー ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ビューチフルドラマ栗 2004 ビューチフルロマン

＊ビユーチフルドリーマー 12
Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 アルフィルク（09栗 アグネスタキオン）入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（８）〕
マックスハート（14牡栗 オウケンブルースリ）��６勝
ドラゴンハート（15牡栗 オウケンブルースリ）１勝，�１勝��
プレイングラン（16牡栗 オウケンブルースリ）１勝
アルシャイン（18牡黒鹿 ホッコータルマエ）���１勝
ジュンフシナ（20牡黒鹿 エピファネイア）�未出走

２代母 タイキポーラ（96栃栗 トウカイテイオー）７勝，マーメイドＳ‐Jpn3，エル
フィンＳ‐OP ２着，道頓堀Ｓ，飛鳥Ｓ，不知火特別，etc.
タイキフーガ（03� ＊グラスワンダー）�３勝�１勝
キャサリンアイドル（05牝 バブルガムフェロー）�２勝

カンパニリズモ（14� ジャングルポケット）入着，���７勝
レディボロニヤ（15牝 ＊サウスヴィグラス）�	５勝��１勝
クリスリターン（17� ストロングリターン）���４勝

ポーラシークエンス（06牝 ＊アグネスデジタル）
１勝�６勝�入着
ネオポラリス（07� ネオユニヴァース）２勝，ムーニーバレーレーシングクラブ賞，

	２勝
ポーラメソッド（11牡 ＊チチカステナンゴ）２勝
エルブルース（12牝 ＊チチカステナンゴ）��６勝
マージーサイド（13� ヴァーミリアン）��１勝
グランディール（16牡 ルーラーシップ）�
３勝���

３代母 ＊スターオブザノース（86 IRE 栃栗 Chief Singer）IRE１勝
タイキルドルフ（91� シンボリルドルフ）３勝，織姫賞３着，松島特別３着
タイキテンペスト（92牡 ＊キャロルハウス）１勝，咲花特別２着
タイキアルタイル（95� ＊ダンスオブライフ）
１勝�

４代母 ノーザンシーンNorthern Scene（79 IRE 栗 Habitat）GB１勝
［子］ ロクトンノースRocton North（88� Ballad Rock）GB・GER３勝

トカチTokachi（89 牡 ＊ダンスオブライフ）IRE・SWE２勝
アンダーウォータースキューバディヴァUndawaterscubadiva（92� Keen）
GB１勝

販売申込者・所有者： ㈲平野牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2277
生 産 牧 場： ㈲平野牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

1279 アルフィルク２０２１ 牡・栗 ３／２９
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラアルフィルク トウカイテイオー

��
��
�タイキポーラ栗 2009 ＊スターオブザノース

1l
サンデーサイレンス S3×M3 ノーザンテースト S4×S5 リマンド S5×M5

価格： 購買者：



母 エメラルドチャーム（09鹿 フジキセキ）�入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
ダイヤモンドホース（14牡鹿 カンパニー）�３勝
チャームリング（15牝青鹿 ＊ヨハネスブルグ）入着，��１勝
トキノブルース（16牡芦 ＊ダンカーク）��出走�１勝��２勝

２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，あすなろ賞３着，�１勝
モビーディック（99� ＊サンデーサイレンス）１勝，白藤賞２着，あやめ賞２着，君

子蘭賞２着，十勝岳特別３着，あずさ賞３着，etc.
ジェダイト（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，忘れな草賞‐OP，エルフィンＳ‐OP

２着，赤松賞
オージャイト（13牝 キングカメハメハ）３勝，ポプラ特別３着（２回），�入着，

ブリーダーズＧＣ‐Jpn3 ３着
レーヌヴェルト（03牝 ＊フレンチデピュティ）入着

ガイヤースヴェルト（10牡 ダイワメジャー）１勝，毎日杯‐G3 ２着，ＮＨＫマ
イルＣ‐G1 ５着，由比ヶ浜特別２着，武庫川Ｓ３着

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，再度山特別３着

３代母 アイリッシュヴァリー Irish Valley（82 USA栗 Irish River）FR出走
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，ロンポワン賞‐G2，英
シャンペインＳ‐G2，etc.，種牡馬

ゼラールDhelaal（02 牝 Green Desert）不出走
＊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

販売申込者・所有者： ㈲真歌田中牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-1031
生 産 牧 場： ㈲真歌田中牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

1280 エメラルドチャーム２０２１ �・鹿 ３／１０

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

�
�
�
�
�
�
�
�
� Height of Fashionバゴ ムーンライツボックス Nureyev

��
��
�Moonlight's BoxFR 黒鹿 2001 Coup de Genie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーエメラルドチャーム
＊ Nijinsky

��
��
�グリーンポーラ鹿 2009 Irish Valley

16c
Northern Dancer S4×M4 Halo M4×S5 Wild Risk S5×M5

価格： 購買者：



母 イチリンソウ（15栗 スマートファルコン）��３勝
初仔

２代母 ＊ヴィーナスコロニー（98 USA栗 Nureyev）FR１勝
マヤノプディーナ（05牝 アグネスタキオン）�３勝
マヤノカピオラニ（06牝 キングカメハメハ）１勝
トツゼンノハピネス（08牝 ネオユニヴァース）１勝
プロトコル（11牡 スクリーンヒーロー）５勝，霜月Ｓ‐L ２着，欅Ｓ‐L ３着，錦秋

Ｓ，小金井特別，立川特別，etc.
ワンサイドストーリ（12� ＊タイキシャトル）�３勝�入着４回
エニグマ（14牡 ＊ロージズインメイ）４勝，鎌倉Ｓ２着，キャンドルライト賞２着，

立夏Ｓ３着
アストロロジー（19牡 ゴールドシップ）��２勝

３代母 マグナオヴイルージョンズMagna of Illusions（87 USA栗 Roberto）USA１勝

４代母 ノルミアNormia（81 GB芦 Northfields）FR１勝，P. de la Calonne‐L
３着
［子］ ＊メタモルフォース（88牝 Lord Avie）FR・USA３勝，ゲイムリーＨ‐G1，

P. Coronation‐L，ボーゲイＨ‐G3 ２着，etc.
ノルマNorma（89牝 Procida）FR・USA９勝，Medusa S２着，
Cleveland Oaks３着

［孫］ スラマニ Sulamani（99 牡 Hernando）GB・FR・USA・UAE９勝，仏ダ
ービー‐G1，アーリントンミリオンＳ‐G1，ヨークインターナショナ
ルＳ‐G1，etc.，種牡馬

＊ドリームウェル（95牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・USA４勝，仏ダ
ービー‐G1，愛ダービー‐G1，ゴントービロン賞‐G3，etc.，欧年度
代表馬，種牡馬

［曾孫］ ガンダーラ（06牡 ＊オペラハウス）６勝，小倉日経ＯＰ‐LR，六甲Ｓ‐OP
３着，錦Ｓ，etc.

グッドバイノーマジーンGoodbye Norma Jean（04牝 Tale of the Cat）
USA10 勝，First Lady H（２回），Bold Ego H，Dr. O. G. Fisc
her Memorial H，etc.

販売申込者・所有者： 松本牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9083-7194
生 産 牧 場： 松本牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1281 イチリンソウ２０２１ �・鹿 ４／ ３
＊ 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

ゴールドアリュール

�
�
�
�
�

��
��

�スマートファルコン ケイシュウハーブイチリンソウ
＊ Nureyev

��
��
�ヴィーナスコロニー栗 2015 Magna of Illusions

16c
Nureyev M3×M5 Roberto S4×M4 Northern Dancer M4×S5
Vaguely Noble S5×M5
価格： 購買者：



母 ヴィオラ（14黒鹿 ＊ストリートセンス）入着３回
初仔

２代母 ＊シンバルⅡ（05 IRE 鹿 Singspiel）FR・GER４勝，Nereide‐Rennen‐L，
G.P. du Lion d'Angers‐L ２着
ライル Layl（10 牡 Street Cry）GB・UAE３勝，アルマクトゥームチャレンジＲ１

‐G2 ２着，ブルジナハール‐G3 ３着，Dubai Creek Mile‐L ３着
パーカーズミル（11牝 Street Cry）入着

ラッキーライズ（19牝 コパノリッキー）��１勝�，のじぎく賞３着，兵庫ク
イーンセレクション３着

シゲルシチフクジン（12牝 ＊ストーミングホーム）１勝，��８勝��１勝
ダイム（19牝 オルフェーヴル）�１勝，恵山特別２着

３代母 ヴァルダラ Valdara（91 GB鹿 Darshaan）FR１勝，レゼルヴォワール賞
‐G3 ３着
ヴァレリアValleria（96 牝 Sadler's Wells）IRE 入着

ハッカル Hakkar（07 牡 Halling）TUR５勝，Celal Bayar‐L，Jockey Cl
ub of Turkey C‐L，Turkish St. Leger‐L，etc.，種牡馬

ガリパンGaliphan（11牡 Halling）TUR８勝，Fetih S‐L，Ismet Inonu
S‐L ２着，Buyuk Taarruz S‐L ２着，etc.

ムーシャメールMusha Merr（98 牡 Sadler's Wells）GB・FR・UAE・SAU２勝，
Michael Seely Memorial Glasgow S‐L，Al Rashidiya‐L，種牡馬

クイーンズカラーズQueen's Colours（99 牝 RainbowQuest）FR・IRE２勝
シリンダービーチ Cylinder Beach（12� Showcasing）AUS６勝，ＢＲＣガ

ンシンドクラシック‐G3，BRC Bernborough H‐L，Tatts QLD Rec
ognition S‐L，etc.

ヴィクトリーエイト Victory Eight（13� Nadeem）�AUS11 勝，SCTCW
ayneWilson S‐L

オファーOffer（09� Montjeu）IRE・AUS８勝，ＡＴＣシドニーＣ‐G1，ＡＴＣ
チェアマンズＨ‐G2，ＢＪＣベンディゴＣ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲細川牧場＝日高町賀張 �090-5987-6093
生 産 牧 場： ㈲細川牧場
飼 養 者： ㈲細川牧場＝日高町賀張 �090-5987-6093

1282 ヴィオラ２０２１ 牡・鹿 ４／ ３
＊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

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleヴィオラ
＊ Singspiel

��
��
�シンバルⅡ黒鹿 2014 Valdara

5h
Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ウインドストリーム（10鹿 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
エアーレジーナ（18牝鹿 ルーラーシップ）�１勝
マガーリ（19牝鹿 オルフェーヴル）入着，�地方未出走

２代母 ＊ベユーズラッシー（03 USA黒鹿 Outflanker）USA９勝，チャーチルディス
タフターフマイルＳ‐G3，ステイジドアベティＨ‐G3，フランセスＡジェンター
Ｓ‐G3，Calder Oaks‐L，Tampa Bay Turf Distaff S‐R，etc.
スヴァラッシー（11牝 ディープインパクト）１勝

シュルルヴァン（17牝 エピファネイア）�１勝
シンパセティック（18牝 ルーラーシップ）��１勝�１勝

３代母 バイユープランズ Bayou Plans（91 USA鹿 Bayou Hebert）USA９勝，Colf
ax Maid S‐R，Illinois Breeders' Debutante S‐R，Illinois Silent Beauty S‐R，
Windy City S‐R，Rolling Meadows S‐L ２着，etc.
スワンピー Swampy（98� Mountain Cat）USA・DOM２勝
マイダスアイズMidas Eyes（00 牡 Touch Gold）USA５勝，フォアゴーＨ‐G1，

ダービートライアルＳ‐G3，スウェイルＳ‐G3，etc.，種牡馬
バーボネンブルーズ Bourbon N Blues（01 牡 Lycius）USA５勝，Prank Call S

，Naked Greed S２着，Pasco S３着，種牡馬
アルジール Al Zir（07 牡 Medaglia d'Oro）GB２勝，レイシングポストトロフィ

‐G1 ３着
オーサムベル Awesome Belle（09 牝 Awesome of Course）USA７勝，Mairz

y Doates S，Crystal Rail S，Frances A. Genter S，etc.
ベストプランイェット Best Plan Yet（11 牡 Hear No Evil）USA４勝，Forty N

iner S，Foolish Pleasure S，In Reality S‐R，etc.

４代母 ベタープランズBetter Plans（85 USA黒鹿 Architect）USA６勝

５代母 ファクトオアファンシー Fact Or Fancy（77 USA鹿 In Reality）不出走
［子］ オールザットザズAll That Zazz（94 牝 Runaway Groom）USA６勝

ファルール Fa' Leur（87 牝 L'Enjoleur）USA４勝
ファクツファウンド Facts Found（98� Discover）USA２勝

販売申込者・所有者： ㈲長谷川牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6121
生 産 牧 場： ㈲長谷川牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

1283 ウインドストリーム２０２１ 牡・青鹿 ４／１３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラウインドストリーム
＊ Outflanker

��
��
�ベユーズラッシー鹿 2010 Bayou Plans

A4
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ウィンナワルツ（04鹿 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
ダノンアイドル（13牡鹿 ＊ワークフォース）�４勝��入着
デルマサンブッカ（15牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）��６勝��
デルマカンペール（16牡鹿 ＊タートルボウル）��２勝
オープンリーチ（18牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）���入着

２代母 ＊ダンシングキイ（83 USA鹿 Nijinsky）不出走
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，日本ダービー‐Jpn1 ２着，菊花賞‐Jpn1 ３着，etc.，
種牡馬

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，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
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，東京ウェルカムプレミアム，鎌ケ谷特別，
��１勝�１勝，種牡馬

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，日本ダービー‐Jpn1 ２着，きさらぎ賞‐Jpn3 ２着，etc.，
優３牡，種牡馬

エアギャングスター（96� ＊サンデーサイレンス）４勝，札幌記念‐Jpn2 ２着，函
館記念‐Jpn3 ３着，巴賞‐OP，いちょうＳ‐OP，ＵＨＢ杯‐OP ２着，etc.

ダンシングサンデー（97牝 ＊サンデーサイレンス）FR入着３回
ダンスオンザルーフ（09牝 ＊シンボリクリスエス）入着２回
レッドガラン（15牡 ロードカナロア）�７勝，新潟大賞典‐G3，中山金杯‐G3，
大阪城Ｓ‐L，リゲルＳ‐L ３着（２回），ポートアイランドＳ‐L ３着，etc.

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，フラワーＣ‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐G1 ２着（２回），etc.，
USA・HKG１勝，キャッシュコールＳ‐G3，etc.，優３牝，優古牝
ダンスファンタジア（08牝 ＊ファルブラヴ）３勝，フェアリーＳ‐G3，ポートア

イランドＳ‐L ３着，赤松賞，長岡Ｓ２着，湘南Ｓ２着，etc.

３代母 キーパートナーKey Partner（76 USA黒鹿 Key to the Mint）USA２勝

販売申込者・所有者： ㈱ＭＫアセット＝東京都港区 �03-5786-7566
生 産 牧 場： 宝寄山 拓樹
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

1284 ウィンナワルツ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１６
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラウィンナワルツ
＊ Nijinsky

��
��
�ダンシングキイ鹿 2004 Key Partner

7
ダンシングキイM2×S3 サンデーサイレンス S3×M3
Northern Dancer M4×S5×S5
価格： 購買者：



母 エイコオレクレール（13鹿 ゴールドアリュール）�３勝��４勝
初仔

２代母 ホクトブルーバード（96鹿 ＊アサティス）４勝，昇仙峡特別２着，清里特別２
着，�２勝��
エスケーカントリー（04牡 ＊ティンバーカントリー）６勝，仁川Ｓ‐L，ブリリアント

Ｓ‐L，金蹄Ｓ，甲斐路特別２着，松戸特別３着
エイコオレジェンド（07牡 マーベラスサンデー）入着２回，�２勝��入着２回
エイコオウイング（08牝 ＊アフリート）４勝，富嶽賞３着

ツウカイウイング（15牡 ネオユニヴァース）３勝，���入着�
エイコオムーン（10牝 アドマイヤムーン）入着，��１勝
ツウカイステラ（16牝 ＊アイルハヴアナザー）��４勝��１勝�１勝
ツウカイエオス（17牝 ＊シニスターミニスター）�５勝

３代母 ホクトフローラ（87鹿 ＊テユデナム）��６勝�入着３回，東京３歳優駿牝馬，
平和賞２着，東京シティ盃３着，浦和記念３着，トゥインクルレディ賞３着

４代母 アローマーメイド（80黒鹿 アローエクスプレス）不出走
［子］ バーンアウト（92牡 モンテプリンス）３勝，秋川特別，江の島特別２着

５代母 ミモザ（74鹿 ＊アザーストーンウツド）１勝
［子］ エンドレスアロー（86牡 アローエクスプレス）４勝，欅Ｓ，��１勝�６勝�

ブルーパール（84牝 ＊ステイールハート）４勝，彦星賞，角田山特別，加
治川特別２着，etc.

アローハツピネス（83牝 アローエクスプレス）３勝，相馬特別，郡山特別
３着，文知摺特別３着

アローロマネスク（81牡 アローエクスプレス）入着，銀蹄賞３着，��６勝
パストラルボーイ（88牡 サンシヤインボーイ）１勝，秋元湖特別３着，�
４勝�

［孫］ ブルーパラディン（95牡 ＊コタシャーン）３勝，胎内川特別，多摩川特別
２着，障害１勝

［曾孫］ ナスダックパワー（98牡 タヤスツヨシ）４勝，ユニコーンＳ‐Jpn3，昇竜
Ｓ‐OP，�２勝，種牡馬

販売申込者・所有者： 萩澤 泰博＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2274
生 産 牧 場： 萩澤 泰博
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

1285 エイコオレクレール２０２１ 牡・栗 ４／ ５

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤエイコオレクレール ＊アサティス

��
��
�ホクトブルーバード鹿 2013 ホクトフローラ

＊リケサ 4h
Deputy Minister S4×S5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンコアー（11鹿 エイシンデピュティ）入着，�３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
エイシンアルゴス（17牡鹿 エーシンモアオバー）��４勝�２勝��入着２回

２代母 エーシンマーメイド（04黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
エーシンスイアブ（09牝 ＊サウスヴィグラス）�５勝�１勝��	
エイシンアルマイト（12牡 ＊エンパイアメーカー）�３勝�入着４回
エイシンヘラクレス（15
 ＊エイシンプレストン）�１勝

３代母 ＊エイシンモンテレー（93 USA芦 Darn That Alarm）入着
エイシンファンシー（98牝 ＊テンビー）２勝，�２勝

フェブスカイ（07牡 ＊トワイニング）２勝，かえで賞２着
エイシンキンプサン（00
 ＊ペンタイア）１勝，千両賞２着，くすのき賞３着
エーシンサンダー（07牡 ＊ワイルドラッシュ）�30 勝，東海ゴールドＣ，尾張名古屋

杯２着

４代母 レスリーズタイグレス Lesley's Tigress（87 USA鹿 Arctic Tern）USA出走
［子］ ピューマ Puma（97牡 Pentelicus）USA10 勝，Rocket Man S‐L

チータースピード Cheetah Speed（01
 Wagon Limit）USA３勝，
Ocala Breeders' Sale Championship S‐R ３着

［孫］ ボブズディラン Bob's Dylan（05牝 David）USA16 勝，Susan B.Anth
ony H‐R

５代母 フルタイグレス Full Tigress（77 USA鹿 El Tigre Grande）USA10 勝，E
gret H，Alma North S，RainbowMiss S‐R ２着，Grey Flight H３着
［子］ オーヴァオールOver All（85 牝 Mr. Prospector）USA６勝，メイトロ

ンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，etc.
リプリーション Repletion（89牡 Alydar）USA11 勝，クイーンズカウン
ティＨ‐G3，William Henry Harrison S‐R，Holiday Cheer S
‐L ３着，etc.，種牡馬

［孫］ フォーオールウイノー For All We Know（02牝 Stephen Got Even）
USA４勝，レイヴンランＳ‐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： ホーシィコーヒーハウス
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

1286 エイシンコアー２０２１ 牡・芦 ３／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンデピュティ ＊エイシンマッカレンエイシンコアー ダンスインザダーク

��
��
�エーシンマーメイド鹿 2011 ＊エイシンモンテレー

8h
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 エカポールパンダ（11黒鹿 ダンスインザダーク）��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
パンダノポケット（17牝黒鹿 ジャングルポケット）１勝，��出走��出走
インサニティ（19牝鹿 ＊マクフィ）�出走
ワガママナビジン（20牝黒鹿 ＊パイロ）���入着

２代母 ＊レムリア（96 USA鹿 Theatrical）IRE・USA２勝，Mitsubishi Diamond V
ision S‐L
ラブグランデー（07牝 ＊グランデラ）１勝，ききょうＳ‐OP ３着，合馬特別２着，

小月特別２着，女池特別２着，湯沢特別２着，etc.
テイエムブシドー（10� ＊シンボリクリスエス）１勝，南相馬特別３着

３代母 ルロワ Reloy（83 USA鹿 Liloy）FR・USA４勝，サンタバルバラＨ‐G1，サ
ンタアナＨ‐G1，ロワイヨモン賞‐G3，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，ゲイムリーＨ
‐G1 ２着，etc.
ペリスコーピクPeriscopic（90 牝 ＊セクレト）USA１勝

＊メモリーベイツ（95牡 Bates Motel）１勝，�11 勝�，かきつばた記念‐Jpn3
３着，東海桜花賞，名港盃，etc.

ロイアライズ Loyalize（92 牝 Nureyev）GB３勝，Firth of Clyde S‐L，Sireni
a S‐L ２着

ディマクヤDimakya（93牝 Dayjur）GB・FR１勝
ムプマランガMpumalanga（04牝 Observatory）FR・USA１勝，カルヴァド

ス賞‐G3 ３着
レリクエリー Reliquary（94� Zilzal）GB・UAE１勝，Rockingham S‐L ３着
レリッシュ Relish（99 牝 Sadler's Wells）IRE・USA１勝，Denny Cordell Lava

rack Memorial S‐L ３着
＊シヤボナ（05牝 Kingmambo）GB入着４回

ビッグアーサー（11牡 サクラバクシンオー）８勝，高松宮記念‐G1，セン
トウルＳ‐G2，オパールＳ‐LR，etc.，種牡馬

４代母 ルスクース Rescousse（69 FR鹿 Emerson）FR４勝，仏オークス，ノネット
賞，ペネロープ賞，凱旋門賞２着，P. des Yearlings２着，etc.

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： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1287 エカポールパンダ２０２１ 牡・黒鹿 ３／１９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイエカポールパンダ
＊ Theatrical

��
��
�レムリア黒鹿 2011 Reloy

10e
Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 エニシノイト（10芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－１（３）〕
シンボリティアラ（15牝芦 スクリーンヒーロー）２勝
タケマルグランプリ（17牝鹿 グランプリボス）��３勝
スイートフィル（18牝芦 グランプリボス）�２勝
カンザシ（19牝芦 ディーマジェスティ）�１勝

２代母 ユウワンチョイス（97黒鹿 フジキセキ）出走
ドリームパラソル（03牝 キングヘイロー）１勝

レイモニ（09牝 サムライハート）�２勝��入着４回�，ユングフラウ賞２着，
リリーＣ

オールフォーミー（05牝 フサイチコンコルド）２勝，障害１勝
クリノビートイット（07牝 フサイチコンコルド）�２勝
タイセイメテオ（12牡 アドマイヤコジーン）入着３回，�１勝�２勝��，ＯＲＯター

フスプリント２着，桂樹杯２着，すずらん賞３着，早池峰スーパースプリント３着
サツマ（13牝 アドマイヤコジーン）�１勝
ミスギオンデジタル（15牝 ＊アグネスデジタル）�６勝�

３代母 トライハーベスト（93鹿 ＊スリルシヨー）不出走

４代母 チヨダマサコ（77鹿 ＊ラバージヨン）１勝
［子］ ニツポーテイオー（83牡 ＊リイフオー）８勝，安田記念‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1，etc.，優短距（2回），優古牡，種牡馬
タレンテイドガール（84牝 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，
オークス‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，etc.

スリードーター（82牝 ＊サンプリンス）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，タ
ーコイズＳ‐OP ２着，初富士賞，etc.

［孫］ ベストクルーズ（07牝 ＊クロフネ）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ
‐Jpn1 ３着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，京都牝馬Ｓ‐G3 ３着，etc.

［曾孫］ エーシンホワイティ（07牡 サクラバクシンオー）５勝，ファルコンＳ‐G3，
春雷Ｓ‐L，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ２着，etc.，障害６勝

販売申込者・所有者： 増本 良孝＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2156
生 産 牧 場： 増本 良孝
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

1288 エニシノイト２０２１ 牡・芦 ５／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアトーセンラー
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア黒鹿 2008 Dance Image

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceエニシノイト フジキセキ

��
��
�ユウワンチョイス芦 2010 トライハーベスト

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 エリーフェアリー（11鹿 ＊アルデバランⅡ）３勝，白馬岳特別（Ｄ1800），障害１勝
初仔

２代母 キセキスティール（00青鹿 フジキセキ）不出走
キセキノナルシスト（10牡 ＊ケイムホーム）�４勝�入着��
スティールブルグ（12牡 ＊ヨハネスブルグ）�３勝

３代母 シンワスティール（91鹿 ＊クリスタルグリツターズ）�６勝
マヤフェアリー（99牝 ミホノブルボン）�３勝��入着３回
パラダイスラブリー（02牝 サマーサスピション）�１勝

４代母 ベストステイール（81鹿 ＊ステイールハート）��６勝，南部駒賞２着
［子］ シンワコウジ（89牡 ミルコウジ）入着２回，フェブラリーＨ‐Jpn3 ２着，etc.，

�11 勝�，岐阜王冠賞，東海ダービー２着，etc.
シンワミスターワン（93牡 ＊ワツスル）１勝
チーフダンス（94牝 ＊ルション）��４勝

５代母 エチゼンシプリア（72鹿 ＊シプリアニ）３勝
［子］ ベストトウシヨウ（80牝 トウシヨウボーイ）１勝，�３勝

ビクターホマレ（92牝 ＊パレスダンサー）�10 勝
ゼンフアイト（78牝 ＊バツクストツパー）�５勝
タマノテンホー（85牝 ＊フロステイエスキモー）�３勝
コスモヒシヨウ（84牡 ダイタクチカラ）入着，	
３勝�入着
チアブルガール（83牝 ＊ウエスタンウインド）��３勝
パレスヒラリ（91牝 ＊パレスダンサー）��１勝
マルトヨシプリア（90牡 ヨシノスキー）	
１勝
キャロラーン（88牝 モンテプリンス）１勝�

販売申込者・所有者： 谷川 正純＝神奈川県横浜市 �045-744-1410
生 産 牧 場： ㈲真歌田中牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

1289 エリーフェアリー２０２１ 牡・黒鹿 ２／１９
＊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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アルデバランⅡ Chimes of Freedomエリーフェアリー フジキセキ

��
��
�キセキスティール鹿 2011 シンワスティール

＊エナモールド 2h
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ＊エーシンベタラネリ（06 USA鹿 Elusive Quality）�出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－３（22）〕
エイシンサブウェイ（12牡鹿 マンハッタンカフェ）１勝，�３勝��入着２回
エイシンセドリック（15牡黒鹿 エイシンデピュティ）�１勝�７勝����
メディクス（16牡栗 ゴールドアリュール）４勝，西部日刊スポーツ杯（Ｄ1000），

高田城特別（Ｄ1200）２着，彦星賞（Ｄ1150）２着，���出走
エイシンハルニレ（17牡鹿 ＊エイシンアポロン）��５勝�１勝�５勝��，ハヤ

テスプリント（Ｄ1200），オパールＣ（Ｄ1600），新緑賞（Ｄ1600），駿蹄賞
（Ｄ1800）２着，若駒賞（Ｄ1600）２着，ウイナーＣ（Ｄ1400）３着

ブルーバード（18牝鹿 リーチザクラウン）２勝，ダリア賞‐OP（芝 1400）
コパノモンテカルロ（20牡鹿 コパノリッキー）�未出走

２代母 ＊バーモントガール（97 USA鹿 ＊ミシエロ）１勝
＊エイシンヴァイデン（02牡 Touch Gold）３勝，野路菊Ｓ‐OP，フェニックス賞

‐OP，松戸特別２着，瀬波温泉特別３着，etc.，障害１勝，�入着��，ウイ
ンター争覇２着

＊エーシンベロシティ（05牝 Lemon Drop Kid）�３勝	９勝��１勝
メイショウテッコン（15牡 マンハッタンカフェ）５勝，日経賞‐G2，ラジオＮ

ＩＫＫＥＩ賞‐G3，白百合Ｓ‐LR，神戸新聞杯‐G2 ３着，梅花賞
＊エーシンテュポーン（07牡 Dynaformer）１勝，指宿特別３着，�１勝�１勝
エーシンバリントン（08牡 Awesome Again）３勝，梅田Ｓ２着，甲南Ｓ２着，御

嶽特別２着，わらび賞２着，桃山Ｓ３着，	１勝�入着６回
エーシンヘディング（10牡 タニノギムレット）３勝
エイシンイースト（11牡 マンハッタンカフェ）１勝，�４勝�入着，摂津盃２着
エイシンウィキ（13牝 キングカメハメハ）�入着

エイシンピストン（18牡 ＊エーシンスピーダー）��６勝�１勝�２勝，二十四
万石賞３着

３代母 レイジングアパラチーRaging Apalachee（88 USA黒鹿 Apalachee）不出走
アールタクス Artax（95牡 Marquetry）USA７勝，ＢＣスプリント‐G1，カーター

Ｈ‐G1，ヴォスバーグＳ‐G1，サンフェリペＳ‐G2，フォレストヒルズＨ‐G2，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 水丸牧場＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2814
生 産 牧 場： 水丸牧場
飼 養 者： セールスプレップサービス＝新ひだか町三石美野和 �090-6995-3324

1290 エーシンベタラネリ２０２１ 牡・鹿 ２／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスベルシャザール ＊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

＊

イルーシヴクォリティ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Elusive Quality Touch of Greatnessエーシンベタラネリ
＊

＊ミシエロ

��
��
�バーモントガール鹿USA 2006 Raging Apalachee

14a
Mr. Prospector S4×M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 オアシスムーン（10栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
アオシマビーチ（15牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�１勝
ムーンダイアローグ（17牡栗 ジャングルポケット）入着２回，��２勝
ネイチャーラブリー（18牡鹿 ラブリーデイ）����１勝
オゼイユ（19牝栗 ラブリーデイ）�入着
スカイレイジング（20牡栗 ディープブリランテ）�未出走

２代母 テンザンデザート（98鹿 Green Desert）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2
３着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，菜の花賞‐OP，ラベンダー賞‐OP，ＵＨＢ杯
‐OP ２着，etc.
タイキサハラ（05牡 ＊タイキシャトル）１勝
デセール（06牝 アグネスタキオン）１勝，こぶし賞２着
ドルチェリア（13� ＊エンパイアメーカー）�２勝，瀬戸特別２着，和布刈特別２着，

小倉城特別３着，早鞆特別３着，瀬戸特別３着

３代母 ＊スプリンターキャット（92 USA栗 Storm Cat）GB１勝
タガノラフレシア（00牝 ＊エリシオ）３勝，アイビーＳ‐OP，マリーゴールド賞‐OP，

カンナＳ‐OP ２着，etc.
スマートブレード（01牡 ＊エリシオ）４勝，ＮＳＴ賞‐OP ２着，川中島Ｓ，etc.，�

１勝	１勝
入着�，オッズパークＧＰ２着，etc.
ワイルドキャット（04牡 ＊マリエンバード）１勝，��５勝�１勝，岩鷲賞３着，み

ちのく大賞典３着
オッキオディガット（06牡 キングカメハメハ）３勝，大雪Ｈ
メジャーアスリート（09牡 ダイワメジャー）３勝，橘Ｓ‐OP ２着，斑鳩Ｓ，���

入着９回，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

４代母 マイシェリアムールMy Cherie Amour（85 USA黒鹿 Sham）FR・USA４勝
［子］ アウチッラ Aucilla（91 牝 Relaunch）USA９勝，ギャロレットＨ‐G3，

Drumtop S‐L，ボーゲイＨ‐G3 ３着，etc.
［孫］ パッシングショット Passing Shot（99 牝 A.P. Indy）USA６勝，パーソ

ナルエンサインＨ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，ラフィアンＨ
‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415
生 産 牧 場： ㈲藤原牧場
飼 養 者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415

1291 オアシスムーン２０２１ �・栗 ５／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラオアシスムーン Green Desert

��
��
�テンザンデザート栗 2010 ＊スプリンターキャット

16a
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 オフェーリアシチー（11芦 アドマイヤコジーン）１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
コロンバイン（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�入着

２代母 ツーソックス（05鹿 ＊ファルブラヴ）�３勝
ミコサン（15牝 ディープブリランテ）�２勝��１勝

３代母 ＊ダンジグウィズウルヴス（97 USA鹿 Danzig）GB出走
ダイアモンドヘッド（03� ＊サンデーサイレンス）１勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2

２着，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ５着，晩春Ｓ３着，��１勝
ウインヴェロシティ（06牡 ダンスインザダーク）３勝，香住特別
ゲイシャギャルGeisha Gal（09 牝 アグネスタキオン）USA２勝

ウーラギャルOola Gal（15 牝 Quality Road）USA３勝，Barely Even S
‐R ２着

４代母 ストラティージクマヌーヴァー Strategic Maneuver（91 USA鹿 Cryptoclearance）
USA５勝，メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，デムワゼルＳ‐G2，スカイ
ラヴィルＳ‐G2，Florida Oaks‐L ３着
［子］ キャットファイター Cat Fighter（00 牝 Storm Cat）USA３勝，ラカニャー

ダＳ‐G2，エルエンシノＳ‐G2 ３着，ルイヴィルＢＣＨ‐G2 ３着，etc.
イシグル Ishiguru（98牡 Danzig）GB・FR・IRE３勝，フライイングフ
ァイヴＳ‐G3，Belgrave S‐L，Richard H. Faught Memorial S
‐L ２着，種牡馬

［孫］ シュムース Shumoos（09牝 Distorted Humor）GB・USA３勝，サイレ
ニアＳ‐G3，クイーンメアリーＳ‐G2 ２着，チェリーヒントンＳ
‐G2 ３着，etc.

ジェニファーライネット Jennifer Lynnette（13 牝 Elusive Quality）US
A・CAN４勝，ロイヤルノースＳ‐G3，Star Shoot S‐L ２着，
Zadracarta S‐R ２着，etc.

グッドラックガスGood Luck Gus（12� Lookin At Lucky）USA５勝，
Haynesfield S‐R，Albany S‐R，Damon Runyon S‐R，etc.

［曾孫］ テキサスロングボウ Texas Long Bow（15� Crossbow）�USA６勝，
Wayne Hanks Memorial S‐R

販売申込者・所有者： ㈲パカパカファーム＝新冠町新和 �01456-5-6333
生 産 牧 場： ㈲パカパカファーム
飼 養 者： ㈲パカパカファーム（厚賀分場）＝日高町字賀張 �01456-5-6333

1292 オフェーリアシチー２０２１ 牡・芦 ３／２３

＊

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

Cozzene

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤコジーン アドマイヤマカディオフェーリアシチー ＊ファルブラヴ

��
��
�ツーソックス芦 2011 ＊ダンジグウィズウルヴス

4g
Danzig S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5×M5×M5
Fairy Bridge S5×M5
価格： 購買者：



母 オルフィーク（12青鹿 ヴァーミリアン）３勝，噴火湾特別（Ｄ1000）２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
キャッツミュー（18牝黒鹿 ＊ディスクリートキャット）�１勝��
オーブラック（19牡青鹿 アドマイヤムーン）�入着５回
マルティネーテ（20牝青鹿 ラブリーデイ）�出走

２代母 バディ（07鹿 ＊ワイルドラッシュ）不出走

３代母 ＊ウエストバイノースウエスト（95 USA栗 GoneWest）不出走
スパイシークラウン（00牝 ＊タバスコキャット）３勝，岡崎特別，長岡特別２着

ジルコニア（07牝 ＊タイキシャトル）３勝，千葉日報杯，房総特別３着
レオンビスティー（09牡 サクラバクシンオー）４勝，ファルコンＳ‐G3 ２着，

クリスマスローズＳ‐OP，ＵＨＢ賞‐OP ２着，etc.，�１勝
ウエストワード（03牝 ＊タイキシャトル）入着，�５勝

ノーブルダイヤ（14牝 アドマイヤマックス）�10 勝，飛燕賞３着

４代母 スターインザノース Star in the North（71 USA鹿 Northern Dancer）GB
２勝，ミュージドラＳ‐G3 ３着
［子］ クール Cool（81 牡 Bold Bidder）FR・USA６勝，マンハッタンＨ‐G1，ア

ップルトンＨ‐G3，ユナイテドネイションズＨ‐G1 ３着，etc.，種牡馬
マウンテンキングダムMountain Kingdom（84牡 Exceller）GB・FR・
USA・UAE６勝，ヨークシャーＣ‐G2，オーモンドＳ‐G3，Chest
er S‐L，etc.，GB障害３勝

ヘヴンアンドアース Heaven and Earth（88 牡 Stop the Music）USA
４勝，Wiley Post H

［孫］ ビューティブラッシュ Beauty Brush（95牝 Broad Brush）USA５勝，
Cicero H‐L，Spinning World S‐L ２着，WishingWell S
‐L ２着，etc.

ウィニングポイントWinning Point（04 牝 Point Given）USA４勝，
AmCapable S‐R，ブラックアイドスーザンＳ‐G2 ２着，カムリー
Ｓ‐G2 ２着，etc.

センスオヴデューティ Sense of Duty（96� Meadowlake）USA９勝，
Turfway Park Forego S

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

1293 オルフィーク２０２１ 牡・鹿 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊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オルフィーク ＊ワイルドラッシュ

��
��
�バディ青鹿 2012 ＊ウエストバイノースウエスト

1s
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5
Mr. Prospector M5×M5
価格： 購買者：
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