
母 ニイガッタメール（05鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－５（９），地方－２（２）〕
キープレイヤー（11牝青鹿 メイショウボーラー）４勝，浦安特別（Ｄ1200）
エンセラダス（14�黒鹿 メイショウボーラー）１勝，��１勝
エリーナハーラー（15牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝
ストラトフォード（16牝鹿 ゼンノロブロイ）２勝，��１勝
スワンダフル（18牝鹿 ジャスタウェイ）��入着６回
ソールズベリー（19牝青鹿 ダイワメジャー）�１勝

２代母 ロイヤルティアラ（91栗 ＊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
グローリーティアラ（97牝 ＊アフリート）５勝，湯之谷特別，魚沼特別，水上特別３着

スペシャルピース（08牝 スペシャルウィーク）２勝，足立山特別
エレガントシチー（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，函館日刊スポーツ杯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，鎌倉特別，西湖特別，etc.
ポライトストーン（02牝 ＊アフリート）３勝，西湖特別３着，オーロラ特別３着
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，関東オークス
‐Jpn2 ２着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着，etc.
ダノンバトゥーラ（11牡 キングカメハメハ）４勝，韓国馬事会杯，花背特別，

オークランドＲＣＴ２着，丹沢Ｓ２着
ダノンロイヤル（15牡 ＊エンパイアメーカー）３勝，北國新聞杯

レコンキスタ（14牡 ゴールドアリュール）３勝，釧路湿原特別３着，���１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.
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.

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： ㈲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： 武田 修一
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

397 ニイガッタメール２０２１ 牡・鹿 ５／２８
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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayニイガッタメール ＊ノーザンテースト

��
��
�ロイヤルティアラ鹿 2005 ロイヤルコスマー

＊マツチレスネイテイヴ 2d
ノーザンテーストM3×S4 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ニシノリアン（10栗 ハーツクライ）�５勝�１勝�
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ピコリーヌ（17牝鹿 エピファネイア）�１勝�
マイリトルガール（20牝鹿 スピルバーグ）�地方未出走

２代母 ＊ナドラ（91 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB入着
ナドラシャーンNadrashaan（96牝 Darshaan）FR入着７回

ティッケリーTickery（05 牝 Anabaa Blue）不出走
シギラリア Sigillaria（14 牝 Silent Times）BRZ２勝，ジョゼＢＣノゲイ
ラ会長大賞‐G2

クリアーコースト Clear Coast（07 牝 Lando）FR５勝，P. Joubert‐L ３着
アルダンパシヨン Ardent Passion（97牡 Bering）FR・ITY８勝，P. Saraca‐L

３着
マスターデイヴィドMaster David（01 牡 Grand Slam）GB・USA２勝，Sham

S‐L，ウッドメモリアルＳ‐G1 ２着，レムゼンＳ‐G2 ２着，ピーターパン
Ｓ‐G2 ３着，サンタカタリーナＳ‐G2 ３着

ニシノアルバトロス（04牡 アグネスタキオン）１勝
ニシノエモーション（05牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，山吹賞
ニシノメルモ（07牝 スペシャルウィーク）２勝，十勝岳特別２着
ニシノキミヨ（08牝 ＊バゴ）１勝

３代母 ビントパシャ Bint Pasha（84 USA栗 Affirmed）GB・FR・IRE・USA４勝，
ヴェルメイユ賞‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，愛プリティポリーＳ‐G2，
英オークス‐G1 ４着，コロネイションＣ‐G1 ４着，etc.
リヴィア Revere（90 牡 ＊ダンシングブレーヴ）GB・FR・IRE・ITY７勝，ナポリ市

大賞‐G3，Gala S‐L，Goodwood Foundation S‐L，etc.，種牡馬
ザフォニウム Zafonium（97牡 Zafonic）GB１勝，キングエドワード七世Ｓ‐G2

２着，種牡馬
アーミンシー Ermine Sea（03� RainbowQuest）GB・FR１勝，クイーンズヴァ

ーズ‐G3 ３着

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

398 ニシノリアン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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスニシノリアン
＊ Sadler's Wells

��
��
�ナドラ栗 2010 Bint Pasha

16c
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 ノンストップ（16黒鹿 オルフェーヴル）入着３回，�１勝
初仔

２代母 ＊メイビーフォーエヴァー（99 GB青鹿 Zafonic）FR２勝，サンジョルジュ賞
‐G3，グロシェーヌ賞‐G2 ２着，P. Servanne‐L ２着，P. de la Vallee d'A
uge‐L ２着
ミシズモーグMrs Mogg（07牝 Green Desert）GB１勝
エクセルシオール（09� Exceed And Excel）３勝，福島２歳Ｓ‐OP，すずらん賞

‐OP ３着，アクアラインＳ
プレイズエターナル（10牡 アドマイヤムーン）５勝，春雷Ｓ‐L ３着，葵Ｓ‐LR ３

着，京洛Ｓ‐OP ２着，ラピスラズリＳ‐OP ３着，駿風Ｓ，etc.
エターナルスカイ（12牝 ディープスカイ）入着，��２勝
アーヴィンド（17� キズナ）１勝，��入着３回
エテルナメンテ（19牝 ＊アメリカンペイトリオット）�２勝，郡山特別３着

３代母 イージーオプション Easy Option（92 IRE 栗 Prince Sabo）GB・FR・UAE
３勝，St. Hugh's S‐L，グロシェーヌ賞‐G2 ２着，Bentinck S‐L ３着
コートマスターピース Court Masterpiece（00 牡 Polish Precedent）GB・FR・UAE

・HKG７勝，サセックスＳ‐G1，フォレ賞‐G1，レノックスＳ‐G2，etc.，種牡馬
＊ジェネラスオプション（02牝 Cadeaux Genereux）GB２勝

ホープタウン（11牡 ＊コマンズ）３勝，マカオＪＣＴ，西部日刊スポーツ杯３着
プリディカメント（15牝 ＊ハードスパン）３勝，福島ＴＶＯＰ‐OP ２着，山城

Ｓ，小樽特別，etc.，�２勝

４代母 ブレイゼンフェイストBrazen Faced（75 GB栗 ＊ボールドアンドフリー）G
B１勝
［孫］ クラシックパーク Classic Park（94 牝 Robellino）GB・FR・IRE３勝，

愛１０００ギニー‐G1，Leopardstown 1000 Guineas Trial‐L，Ro
und Tower S‐L ２着，etc.

ランピパンピー Rumpipumpy（93牝 Shirley Heights）GB・USA６勝，
ダイアナＨ‐G2，スワニーリヴァーＨ‐G3 ２着，Hialeah H‐L
２着，etc.

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

399 ノンストップ２０２１ 牡・青鹿 ３／ ３

＊

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

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�オルフェーヴル オリエンタルアートノンストップ
＊ Zafonic

��
��
�メイビーフォーエヴァー黒鹿 2016 Easy Option

1u
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×S5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ノーブルルシファー（16鹿 シビルウォー）��入着２回
初仔

２代母 ＊ムレイニー（99 CAN鹿 Star de Naskra）USA４勝，ダッチェスＳ‐G3，
La Lorgnette S‐L，セリーニＳ‐G1 ３着，マザリーンＳ‐G1 ３着，Algoma
S‐R ２着，etc.

＊ジュアンレパン（07牝 Dynaformer）出走
マイティーワークス（15牝 ＊キンシャサノキセキ）２勝，豊栄特別３着，くるみ

賞３着
＊シンボリストーム（08牡 Stormy Atlantic）１勝
シンボリエクレール（09� GoneWest）１勝，��４勝��入着２回
カフジスター（11牡 ネオユニヴァース）２勝，�１勝
カンムル（14牡 ＊サマーバード）１勝，��３勝��３勝，埼玉新聞栄冠賞，戸塚記

念，黒潮盃２着，ニューイヤーＣ３着

３代母 マルベイMalbay（88 CAN黒鹿 Apalachee）USA１勝，Natalma S‐L
２着，Princess Elizabeth S‐LR ２着
シルヴァリーベイ Silvery Bay（97牝 Silver Deputy）USA１勝，Candy Eclair S

‐R ３着
マルベイスルーMalbay Slew（02牝 French Parliament）不出走

トラブルルールズ Trouble Rules（08� Tribal Rule）USA４勝，Sunray P
ark & Casino H２着

ワインシーフWine Thief（09 牝 Benchmark）USA・CAN８勝，Zia Park
Distaff S，El Diario H３着，Bold Ego H３着

ルルレ Le Relais（04 牝 ＊コロナドズクエスト）不出走
ソルダ Soldat（08 牡 War Front）USA４勝，ファウンテンオヴユースＳ‐G2，

ウィズアンティシペイションＳ‐G3，ＢＣジュヴェナイルターフ‐G2
２着，etc.，種牡馬

マイセレクションMy Selection（09牝 Badge of Silver）USA２勝，Bever
ly J. Lewis S２着

ホリデイハニーHoliday Honey（05牝 Harlan's Holiday）USA１勝
ロックズプリンセス Roc's Princess（18 牝 Ride On Curlin）�USA１勝，

Anchorage Overnight S２着，Songbird S３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： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

400 ノーブルルシファー２０２１ �・鹿 １／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

＊ウォーエンブレム

�
�
�
�
�

��
��

�シビルウォー ＊チケットトゥダンスノーブルルシファー
＊ Star de Naskra

��
��
�ムレイニー鹿 2016 Malbay

2n
Sadler's Wells S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5 Riverman S5×M5

価格： 購買者：



母 バアゼルローズ（00鹿 ＊サンダーガルチ）２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－１（７）〕
ムードティアラ（10牝鹿 ゴールドヘイロー）３勝
オールデフィート（11牡鹿 ブラックタイド）１勝，障害１勝
エグランティエ（12牝栗 アドマイヤジャパン）２勝
ファイヤーローズ（14牝鹿 アドマイヤムーン）�７勝
ホウオウバリスタ（19牡黒鹿 ジョーカプチーノ）�１勝
キンショーローズ（20牝鹿 オーシャンブルー）�地方未出走

２代母 スターセレッソ（92鹿 ミスターシービー）６勝，灘Ｓ‐OP ２着，関越Ｓ‐OP
３着，サンタクロースＨ，etc.，��入着２回，エンプレス杯‐Jpn2 ２着，マリ
ーンＣ‐Jpn3 ２着

３代母 ユニバーサルダイナ（82栗 ＊ノーザンテースト）４勝，蓬莱峡特別２着，西海
賞２着，花園特別３着，ひよどり越特別３着，日南特別３着
イシヤクモンド（94牡 ＊アレミロード）５勝，桃山特別２着，太秦Ｓ３着，姫路特別

３着，etc.

４代母 ＊リンデンプリンセス（72 USA栗 Prince John）USA２勝
［子］ サクラステルス（84牡 ＊ノーザンテースト）４勝，香取特別，白井特別２

着，��２勝
［孫］ ハヤテサカエオー（90牡 ＊アレミロード）�27 勝�入着���，百万石賞

２着，スプリングＣ２着

５代母 リンデンハイツ Linden Heights（65 USA鹿 Great One）USA１勝
［孫］ キラニンズラス Killanin's Lass（79 牝 Olympiad King）GB・USA11 勝，

Santa Lucia H‐LR
レセパセ Laissez Passer（73 牡 Northern Dancer）USA６勝，Cana
dian Derby‐R，Marine S，Carleton S，etc.

タクウィラ Tukwila（86 牝 Coastal）USA８勝，Castle Forbes S，
Essex County S，Middlesex County S，etc.

販売申込者・所有者： 酒井 亨＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2573
生 産 牧 場： 酒井 亨
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

401 バアゼルローズ２０２１ �・黒鹿 ４／２９
＊ 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

＊ Gulch

�
�
�
�
�

��
��

�サンダーガルチ Line of Thunderバアゼルローズ ミスターシービー

��
��
�スターセレッソ鹿 2000 ユニバーサルダイナ

＊リンデンプリンセス A11
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ハギノアップラウゾ（08黒鹿 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（８）〕
マスタークロス（13牡黒鹿 ドリームスプレッド）��３勝
ワタリエミネント（15牝鹿 エスポワールシチー）��４勝��１勝�
ネイチャーワン（19牡鹿 サンカルロ）���入着２回
マリンモンシェリ（20牡栗 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 ハギノフェリーチェ（02黒鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
ハギノコメント（09牡 ＊ファルブラヴ）３勝，小倉２歳Ｓ‐G3 ３着，福島放送賞３

着，もちの木賞３着
ヴィンテージパール（15牝 アーネストリー）��６勝

３代母 ＊フランカ（97 USA黒鹿 Seeking the Gold）IRE 出走
マジックアワー（03� ＊サンデーサイレンス）３勝，愛宕特別，オークランドＲＣＴ

３着，はなみずき賞３着
ハギノルチェーレ（04牝 ダンスインザダーク）２勝，フィリーズレビュー‐Jpn2 ３

着，エルフィンＳ‐OP ３着，りんどう賞，etc.
リフレクトタイムズ Reflect Times（05 牡 ＊フレンチデピュティ）USA５勝，ロバ

ートＢルイスＳ‐G2 ３着，種牡馬

４代母 フランコーワ Frankova（89 USA鹿 Nureyev）FR入着２回
［子］ ファーストフリート First Fleet（98 牝 Woodman）FR３勝，La Coup

e des Pouliches‐L，P. Occitanie‐L ２着
［孫］ ベッカテイラー Becca Taylor（18 牝 Old Topper）�USA９勝，グレイ

トレイディエムＳ‐G2，デザートストーマーＳ‐G3，Spring Fever
S‐R，etc.

フレンチネイヴィ French Navy（08牡 Shamardal）GB・FR11 勝，アールオ
ヴセフトンＳ‐G3，ダイオメドＳ‐G3，セレクトＳ‐G3，etc.，種牡馬

シーロード Sea Lord（07� Cape Cross）GB・IRE・UAE７勝，ソヴ
リンＳ‐G3，GB障害７勝

［曾孫］ レッドバロン Red Baron（09� Ad Valorem）IND５勝，Bangalore
Derby‐LR

販売申込者・所有者： 高藤 茂＝日高町広富 �01456-7-2166
生 産 牧 場： 高藤 茂
飼 養 者： 高藤 茂＝日高町広富 �01456-7-2166

402 ハギノアップラウゾ２０２１ 牡・栗 ５／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハギノアップラウゾ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ハギノフェリーチェ黒鹿 2008 ＊フランカ

1s
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×M5×M5 Mr. Prospector M4×M5
Hail to Reason S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 パシャ（07鹿 デュランダル）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（31）〕
ネスター（13牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝��８勝�入着３回，イノセ

ントＣ（Ｄ1200）２着
ドリームアロー（14牡鹿 トランセンド）１勝，��10 勝��入着
ライド（16牝鹿 ＊タイキシャトル）��11 勝
ゴールドタイタン（18�青鹿 ＊ロージズインメイ）��入着�入着４回
パシャディーバ（19牝栗 ポアゾンブラック）�	１勝

２代母 ＊シータ（97 GB鹿 Machiavellian）不出走
メインバンク（03牡 Giant's Causeway）１勝，��11 勝
バーガンディミック（08牡 タニノギムレット）１勝
ゴールデンポケット（09牝 ジャングルポケット）１勝

３代母 ビーミスト Bemissed（80 USA栗 Nijinsky）USA５勝，セリマＳ‐G1，ミス
グリジョＳ‐G3，Japan Racing Association H‐LR，Natalma S，ケンタ
ッキーオークス‐G1 ３着，etc.

＊レディービミズド（86牝 Sir Ivor）USA１勝，Hilltop S‐L ３着
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.
レガーヤ Legaya（94牝 Shirley Heights）IRE１勝
リーガルアプローチ Legal Approach（99牡 Zafonic）GB・UAE４勝，
Arc Trial‐L

ディスミストDismissed（93牡 Dayjur）GB・ITY・USA１勝，ソラリオＳ‐G3
３着，種牡馬

スピニングミス Spinning Miss（99 牝 ＊スピニングワールド）USA出走
スピリットライン Spirit Line（05 牝 Indian Charlie）USA３勝
サッシーキテン Sassy Kitten（10牝 Kitten's Joy）USA５勝，River Citi
es S‐L，West Virginia Senate President's S‐L，Firecracker S
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

403 パシャ２０２１ �・栗 ３／２２
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

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセスパシャ
＊ Machiavellian

��
��
�シータ鹿 2007 Bemissed

2f
Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ハッピーウェーブ（09栗 ゴールドアリュール）�５勝��10 勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ハッピーストリート（17牡鹿 ＊シニスターミニスター）���３勝
エクメディレーザー（19牝栗 ミッキーアイル）��２勝
サーフズアップ（20牝鹿 ＊ドレフォン）���１勝

２代母 ゴシップクイーン（04栗 ＊フレンチデピュティ）入着２回，�１勝
ハネムーンゴシップ（08牝 フジキセキ）入着，��３勝�２勝�入着２回
セルリアンサーロス（10牡 ＊ロージズインメイ）３勝，��２勝�３勝
フィリグラーナ（11牡 ステイゴールド）入着，障害１勝，��２勝�１勝
ゴシップローズ（13牝 ＊ロージズインメイ）��１勝
セルリアンアラシ（14牡 スズカフェニックス）３勝
ウインゼノビア（16牝 スクリーンヒーロー）２勝，クローバー賞‐OP
キクノキング（17牡 トゥザワールド）�	５勝�入着３回

３代母 レディゴシップ（86黒鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，中山記念‐Jpn2 ２着，クイ
ーンＳ‐Jpn3 ２着，新潟大賞典‐Jpn3 ３着，ＵＨＢ杯‐OP，札幌日経賞‐OP，etc.
ファーストゴシップ（93牝 ＊アレミロード）出走

アグネススポーツ（99牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，シドニーＴ３着
ウルトラエナジー（05牝 マヤノトップガン）
８勝�，クイーンＣ，福山ダー

ビー２着，ヤングＣｈ２着
インサイドレポート（94牝 ＊リアルシヤダイ）３勝

ユウターマライア（01牝 ダンスインザダーク）出走
ユウターグローバル（06牡 フサイチコンコルド）３勝，日吉特別２着，咲
花特別３着

ノブタイザン（13牡 ディープスカイ）�８勝�入着��，六甲盃，兵庫ダ
ービー，園田ジュニアＣ，etc.

ハイオン（04牡 ＊ホワイトマズル）４勝，松戸特別，鎌ケ谷特別，平城京Ｓ３着，etc.

４代母 ＊レデイフランダーズ（69 USA黒鹿 Chieftain）不出走
［曾孫］ クィーンスプマンテ（04牝 ジャングルポケット）６勝，エリザベス女王杯

‐G1，みなみ北海道Ｓ‐L，八甲田山特別，etc.

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

404 ハッピーウェーブ２０２１ 牡・栗 ５／１２

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲
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�
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�
� Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤハッピーウェーブ ＊フレンチデピュティ

��
��
�ゴシップクイーン栗 2009 レディゴシップ

＊レデイフランダーズ 4r
Deputy Minister M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ハッピーチャート（10芦 ＊クロフネ）１勝，�２勝��
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ハッピーパワポケ（17牡鹿 ＊シニスターミニスター）���４勝

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

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

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

杯‐G3 ２着
サイレントソニック（08牝 ディープインパクト）５勝，オパールＳ‐OP ２着，ダリ

ア賞‐OP ２着，北九州短距離Ｓ，房総特別，火打山特別２着，etc.
サラドリーム（15牝 ロードカナロア）３勝，驀進特別，邁進特別２着，稲妻Ｓ３着

キングビート（09牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
ケンタッキーミント（11牝 ゼンノロブロイ）１勝
コスモフットライト（12牝 ネオユニヴァース）��11 勝
カグヤリベルテ（14牝 マンハッタンカフェ）�５勝�１勝�入着２回	
ムーンライトクーラ（15牝 オルフェーヴル）�３勝
ムーンリバー（18牝 ディープブリランテ）�
５勝

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲桜井牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2065
生 産 牧 場： 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

405 ハッピーチャート２０２１ 牡・鹿 ５／２８

＊

＊
＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューハッピーチャート
＊ Unbridled's Song

��
��
�ムーンライトガーデンズ芦 2010 Bee My Vision

1g
Hold Your Peace S5×M5 Mr. Prospector S5×M5 Caro S5×M5
Fappiano S5×M5
価格： 購買者：



母 バトルジェジェジェ（11鹿 ステイゴールド）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
バトルアメージング（18牝青鹿 リーチザクラウン）�１勝

２代母 ジェイドストリーク（98鹿 ＊ジェイドロバリー）出走
ビクターハロン（03牡 アブクマポーロ）�10 勝�入着６回
イーグルショウ（04牡 スエヒロコマンダー）��11 勝�２勝，川崎マイラーズ，報知

ＧＰＣ２着，東京スプリング盃３着，オーバルスプリント３着，開聞岳賞，etc.
キングスパーク（05牡 ＊ムタファーウエク）２勝，東雲賞，美浦Ｓ３着，�３勝�
ストロングヒロイン（06牝 ＊リンドシェーバー）�５勝��，のじぎく賞２着，兵庫

若駒賞２着
トリニティノット（18牡 ヒルノダムール）��８勝，園田オータムＴ２着

ラヴパフューム（08牝 ＊ムーンバラッド）��７勝

３代母 ＊シゴネーラ（84 USA栗 Nureyev）FR２勝
サンライトガッツ（94牡 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，津軽海峡特別３着，青梅

特別３着，昇仙峡特別３着，etc.
ホーマンライブリ（96牡 ヤマニンゼファー）５勝，平尾台特別２着，賢島特別２着，

鳴門Ｓ３着

４代母 アイオニアンラジャ Ionian Raja（78 USA鹿 Raja Baba）FR２勝，P. de
Bagatelle，仏１０００ギニー‐G1 ３着，オマール賞‐G3 ２着，グロット賞‐G3
３着，パース賞‐G3 ３着
［子］ ザキントス Zakinthos（89 牡 Reference Point）GB・CZE３勝，Che

koslovenske Derby‐L ２着

５代母 アイオニアンアイドル Ionian Idol（71 USA栗 Prince John）USA３勝
［孫］ フォーンザディーヴァ Phone the Diva（00牝 Phone Trick）USA14 勝，

Shakopee S，Minnesota H. B. P. A. Mile S３着
トキオドリーム（91牝 ＊ノーザンテースト）３勝，胎内川特別，八瀬特別
２着，ルスツ特別２着，etc.

トウカイジャスパー（93牝 ＊ノーザンテースト）２勝，矢車賞
＊ゲストマインド（89牡 Sir Ivor）入着，巌流島特別２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

406 バトルジェジェジェ２０２１ 牡・青鹿 ５／１２
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュバトルジェジェジェ ＊ジェイドロバリー

��
��
�ジェイドストリーク鹿 2011 ＊シゴネーラ

4m
サンデーサイレンスM3×S4 ノーザンテースト S5×M5 Northern Dancer S5×M5
Special M5×M5
価格： 購買者：



母 バリュアットリスク（02鹿 ＊エルコンドルパサー）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－７（25）〕
ジャイロプレーン（09牝栗 ネオユニヴァース）�６勝
リジカーレ（10牡栗 ゴールドアリュール）�10 勝�入着５回��
グランドバリュー（11牝黒鹿 マンハッタンカフェ）��１勝�

グランフォロミー（18牡 ストロングリターン）	�入着４回�１勝�入着��，
東北優駿２着，金杯２着，寒菊賞２着，スプリングＣ３着

アバオアクー（12
鹿 ゴールドアリュール）３勝，成田特別（Ｄ2400）３着，伊勢
佐木特別（Ｄ2100）３着

コウエイスズラン（13牝鹿 ゴールドアリュール）�１勝�１勝
ウインシェフィン（16牝鹿 グランプリボス）�４勝
シュンビバーチェ（17牝鹿 ＊バトルプラン）	�１勝��入着
レベルクリア（19牡栗 ＊ラニ）	��１勝

２代母 ディスコホール（89栗 ＊ノーザンテースト）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，
ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3 ２着，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，
阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ５着
ビンラシッドビン（94牡 ＊トニービン）２勝，かきつばた賞２着，すいれん賞２着，

新緑賞２着
イサオヒート（98牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，関越Ｓ‐L，ブリリアントＳ‐L ２

着，師走Ｓ‐OP ２着，丹沢Ｓ，鳥栖特別，etc.
マルカパール（99牝 ＊サンデーサイレンス）２勝

トウシンボルト（07牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，障害１勝，京都ハイジャン
プ‐JG2 ３着，東京ジャンプＳ‐JG3 ３着

テラノコブラ（08牡 ジャングルポケット）２勝，松戸特別３着
フジマサクラウン（11牡 メイショウサムソン）３勝，月岡温泉特別２着

スマートエンブレム（03牡 アグネスタキオン）入着３回，�２勝��２勝，種牡馬
スマートソロモン（06牡 マンハッタンカフェ）�９勝�入着
ディスコナイト（09牝 ゴールドアリュール）�１勝��１勝�３勝

３代母 ＊ダンスカントリー（79 USA鹿 Big Spruce）ARG４勝，マルコスレバージェ賞‐G2
ゼニガタショウリ（96牡 ＊ノーザンテースト）１勝，紫川特別３着

販売申込者・所有者： 桑嶋 峰雄＝新ひだか町静内豊畑 �090-3390-8127
生 産 牧 場： 桑嶋 峰雄
飼 養 者： 桑嶋 峰雄＝新ひだか町静内豊畑 �090-3390-8127

407 バリュアットリスク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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�エルコンドルパサー ＊サドラーズギャルバリュアットリスク ＊ノーザンテースト

��
��
�ディスコホール鹿 2002 ＊ダンスカントリー

12c
Nureyev S4×M5 Sadler's Wells S4×M4 Northern Dancer M4×S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ハーモニーフェア（10黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，�５勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
モメントグスタール（18�鹿 ＊ハービンジャー）�１勝，アスター賞（芝 1600）３着

２代母 ファーストチェア（04黒鹿 ジャングルポケット）入着
ヴァフラーム（12牝 ＊ハービンジャー）５勝，ムーンライトＨ，西海賞，三田特別２

着，テレ玉杯２着，四国新聞杯２着，etc.
チーフコンダクター（13牡 メイショウサムソン）�１勝
コンダクトレス（15牝 ＊ホワイトマズル）３勝，桑折特別，猪苗代特別２着，土湯温

泉特別２着，美濃Ｓ３着，テレ玉杯３着
サピアウォーフ（16牝 ＊クロフネ）１勝
フルデプスリーダー（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�５勝，マリーンＳ‐OP，ポラリスＳ

‐OP ２着，霜月Ｓ‐OP ２着，錦秋Ｓ，大雪山特別，etc.
ウーヴァラーラ（18牝 ＊アジアエクスプレス）��２勝�１勝
ロジハービン（19牡 ＊ハービンジャー）�１勝，京成杯‐G3 ２着

３代母 マイケイティーズ（98黒鹿 ＊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・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.

４代母 ＊ケイティーズファースト（87 USA鹿 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du
Cercle‐L，Remembrance Day S‐L
［子］ トールハンマー（00牡 ＊エリシオ）６勝，ＵＨＢ杯‐L ２着，札幌日刊スポ

ーツ杯‐L ２着，尾張Ｓ‐OP ２着，etc.
ゴーステディ（97牡 ＊トニービン）６勝，中山金杯‐Jpn3 ３着，白富士Ｓ
‐OP ２着，日本海Ｓ，etc.

［孫］ エフフォーリア（18牡 エピファネイア）�６勝，有馬記念‐G1，皐月賞
‐G1，天皇賞（秋）‐G1，etc.，年代表，優３牡

ダディーズビビッド（18牡 キズナ）�３勝，橘Ｓ‐L，安土城Ｓ‐L ２着，
淀短距離Ｓ‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 蔵内 優子＝千葉県市原市 �070-8410-6480
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

408 ハーモニーフェア２０２１ �・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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayハーモニーフェア ジャングルポケット

��
��
�ファーストチェア黒鹿 2010 マイケイティーズ

＊ケイティーズファースト 7f
Roberto M4×S5

価格： 購買者：



母 ハートランドスノー（09芦 スペシャルウィーク）�７勝�，園田クイーンセレク
ション（Ｄ1400）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ゼンダンラット（18牡芦 タイムパラドックス）��１勝��入着４回
クローズユアアイズ（19牝芦 ＊プリサイスエンド）�１勝

２代母 ＊ベルベットスマイル（95 USA芦 Dixieland Band）３勝，伏拝特別２着，魚
沼特別２着，狭山湖特別２着，芦ノ湖特別３着
ハクバドウジ（05牡 ＊アフリート）４勝，花見山特別
カーティスバローズ（10牡 マンハッタンカフェ）５勝，鎌倉Ｓ，エアグルーヴＣ，

河原町Ｓ２着，木古内特別２着

３代母 ヴェルヴェットタッチVelvet Touch（77 USA芦 Restless Native）USA出走
ベアウィズミー BareWith Me（82牡 High Echelon）USA７勝，Vancouver S

peed H，Clarendon S‐LR ２着，Vandal S‐LR ２着，etc.
グリーシャンタッチGrecian Touch（83牝 Euclid）USA４勝，Fanfreluche S

‐LR，Ontario Lassie S‐LR，Glorious Song S‐R，etc.
スルーアネイティヴ Slew a Native（86 牝 Slewpy）USA４勝，Anne Arundel H

‐L ３着
デヴィリッシュタッチDevilish Touch（88牝 Devil's Bag）USA８勝，アスタリ

タＳ‐G2，Anne Arundel H‐L，Luvinheriseasy S，etc.
ジュープ Joop（92牝 Zilzal）USA１勝

ジューピードゥーピー Joopy Doopy（97� Gilded Time）USA４勝，Sun
ny Slope S‐L，サンヴィセンテＳ‐G2 ２着，Barretts Juvenile S‐R
２着，etc.

レディングコリアリー Redding Colliery（06 牡 Mineshaft）GB・USA・UAE
７勝，ホーソンゴールドＣ‐G2，ローンスターパークＨ‐G3，Evening
Attire S，etc.，種牡馬

デヴィルズタッチDevil's Touch（93� Devil's Bag）USA10 勝，Stanton S‐L
３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

409 ハートランドスノー２０２１ �・青鹿 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

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールハートランドスノー
＊ Dixieland Band

��
��
�ベルベットスマイル芦 2009 Velvet Touch

12c
Northern Dancer S4×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ナパ（06黒鹿 スペシャルウィーク）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（１）〕
ジーンノワール（12牝黒鹿 ＊ファルブラヴ）�１勝�入着
コスモイグナーツ（15牡青鹿 エイシンフラッシュ）３勝，アイビーＳ‐OP
（芝 1800），武庫川Ｓ（芝 1600）

タイセイサンダー（20牡黒鹿 エイシンフラッシュ）�入着２回

２代母 ラヴァーズチェイス（98黒鹿 Peaks and Valleys）１勝，ダリア賞‐OP ３着，
赤松賞３着
リミットブレーカー（04牡 アドマイヤコジーン）２勝，熱田特別，古町特別２着，

熊野特別３着
ステディーラブ（05牡 ＊クロフネ）２勝
キッズチェイサー（08牝 アグネスタキオン）２勝
ピースチェイサー（09牝 アグネスタキオン）�２勝
サングブルー（10牡 ＊チチカステナンゴ）１勝
ブレイズゴールド（11牡 ステイゴールド）�６勝
ステファンバローズ（13牡 ヴィクトワールピサ）２勝，�５勝�

３代母 ＊パルフェアムール（90 URU鹿 Link）ARG・URU６勝，ＣＥジュヴェナイル
フィリーズ‐G1，エリセオラミレス大賞‐G1，ホルヘデアトゥーチャ大賞‐G1，
サトゥルニーノＪウンスエ大賞‐G1
ベア（99牝 ＊サンデーサイレンス）入着４回

グリンアンドベアーイトGrin and Bear It（04 牝 Distorted Humor）USA１勝
ガビオGabio（11牝 Officer）USA６勝，Pretty Jenny S‐R ３着

バコパ（09牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，立川特別２着
ロマンダムール（01牝 ＊サンデーサイレンス）入着

ヘイハチキング（07牡 ＊アフリート）１勝，合馬特別，�７勝�２勝�入着２回�	
リスキーアフェア（02牡 ＊エルコンドルパサー）４勝，富里特別，麦秋Ｓ３着，�	２勝
ダンディーズケア（03牡 ＊エルコンドルパサー）４勝，白河特別，納屋橋Ｓ２着，セ

プテンバーＳ３着，etc.
カシャッサ（08牝 フジキセキ）�１勝�入着，金の鞍賞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

410 ナパ２０２１ �・黒鹿 ２／２６

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールナパ Peaks and Valleys

��
��
�ラヴァーズチェイス黒鹿 2006 ＊パルフェアムール

12d
Blushing Groom S4×M5

価格： 購買者：



母 ニシノゼノビア（17栗 ＊エスケンデレヤ）出走
初仔

２代母 ニシノブルームーン（04鹿 タニノギムレット）６勝，中山牝馬Ｓ‐G3，ヴィク
トリアマイル‐G1 ３着，マーメイドＳ‐G3 ２着，府中Ｓ，鎌ケ谷特別
ニシノリコルディ（12牝 ハーツクライ）出走

ニシノスピカ（19牝 ＊ダンカーク）�１勝
ニシノエアレス（14牝 ヴィクトワールピサ）１勝
ニシノバシャール（18牡 ナカヤマフェスタ）�１勝

３代母 ＊カプリッチョーサ（88 IRE 鹿 Alzao）GB・IRE・USA４勝，チヴァリーパー
クＳ‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，愛デビュターントＳ‐G3
ブランドキャリー（94牝 サクラユタカオー）４勝，萩特別，淀屋橋Ｓ２着，精進湖

特別２着，etc.
ニシノエルハーブ（96牝 ＊エルハーブ）３勝，岳特別２着

クルンプホルツ（05牝 ＊シンボリクリスエス）２勝，五泉特別３着
スターストラック（14牡 トーセンホマレボシ）３勝，檜山特別

オープンシャッセ（07牝 ダンスインザダーク）入着３回
リュードマン（17牡 フリオーソ）�２勝，印西特別２着，香取特別２着

４代母 クランジングルClanjingle（80 GB鹿 TumbleWind）GB・IRE出走
［子］ ポーリッシュリズム Polish Rhythm（93牝 ＊ポリッシュパトリオット）G

B１勝，Joel S‐L ３着
［孫］ コールミービッグ Call me Big（98 牡 Big Shuffle）GER・HKG４勝，

ベナツェットレネン‐G3，Silberne Peitsche‐L，Dortmunder
Flieger Preis‐L，etc.，種牡馬

ラセルヴェサ La Cerveza（95牝 Lycius）ITY３勝，P. Buontalenta
‐L ２着

コールミーイーグル Call me Eagle（97 牡 Dashing Blade）GER３勝，
Oppenheim‐Rennen‐L 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

411 ニシノゼノビア２０２１ �・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 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

＊ Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�エスケンデレヤ Aldebaran Lightニシノゼノビア タニノギムレット

��
��
�ニシノブルームーン栗 2017 ＊カプリッチョーサ

14c
Halo S4×S5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 ニシノカーリー（08鹿 Shamardal）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ガロ（14牝鹿 リーチザクラウン）��２勝��１勝
ドリームノーティス（16牝鹿 ヒルノダムール）�２勝��入着２回
ダイバキャッツアイ（17牝鹿 ネオユニヴァース）���入着５回
チハヤブルラン（20牝鹿 コパノリッキー）���入着

２代母 ＊オンリーザロンリー（98 FR栗 Bering）FR・IRE１勝
ニシノライト（13牡 ディープスカイ）�１勝��７勝
ニシノマッハ（14牡 ショウナンカンプ）入着２回，���１勝�３勝
マインナナ（16牝 グランプリボス）�３勝�入着�

３代母 スペシフィシティ Specificity（88 USA鹿 Alleged）GB・FR２勝，Georg
e Stubbs S‐L，P. Belle de Nuit‐L ３着
スペシフィカリー Specifically（94 牝 Sky Classic）USA１勝

メイジャーリズムMajor Rhythm（99	 ＊リズム）USA・CAN13勝，スターズ
＆ストライプスターフＨ‐G3，Remington Green S‐L，Debartolo S
r. Memorial Breeders' Cup H‐L，etc.

スペシオサ Speciosa（03 牝 Danehill Dancer）GB・IRE４勝，英１０００ギニー
‐G1，ロックフェルＳ‐G2，ネルグウィンＳ‐G3，etc.

サライ Sarai（14 牝 Nathaniel）GER入着
ゼリー Zellie（19 牝 Wootton Bassett）�GB・FR４勝，マルセルブサッ
ク賞‐G1，P. Roland de Chambure‐L，アンプリュダンス賞‐G3 ２
着，etc.

プライド Pride（00 牝 ＊パントレセレブル）GB・FR・HKG９勝，英チャンピオンＳ
‐G1，サンクルー大賞‐G1，香港カップ‐G1，コリーダ賞‐G2，フォワ賞‐G2，
ジャンロマネ賞‐G2，コンセイユドパリ賞‐G2，etc.
ワンフットインヘヴンOne Foot In Heaven（12	 Fastnet Rock）�GB・F

R・AUS・HKG７勝，シャンティー大賞‐G2，コンセイユドパリ賞‐G2，
エドゥヴィル賞‐G3，etc.

フェイト Fate（09 牝 Teofilo）FR３勝，フロール賞‐G3，ガネー賞‐G1 ３着，コ
リーダ賞‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �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

412 ニシノカーリー２０２１ �・鹿 ５／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

シャマルダル Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Shamardal Helsinkiニシノカーリー
＊ Bering

��
��
�オンリーザロンリー鹿 2008 Specificity

8d
Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 ノーザンスター（01鹿 ＊カーネギー）３勝，長岡特別（芝 1200）３着，白河特別
（芝 1200）３着，勝浦特別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－４（15）〕
アイサイティアラ（10牝鹿 ＊ファスリエフ）��９勝
ミナミウラワ（11牡鹿 リンカーン）��３勝
プレイザゲーム（13牡鹿 ＊パイロ）�１勝��１勝�，東京ダービー（Ｄ2000）２着，

クラウンＣ（Ｄ1600）２着，東京湾Ｃ（Ｄ1700）３着，栄冠賞（Ｄ1200）３着
ディアジラソル（15牝鹿 アッミラーレ）２勝
レディジョイ（17牝鹿 ＊モンテロッソ）��１勝
シゲルファンノユメ（19牡鹿 ディーマジェスティ）�２勝，カンナＳ‐OP（芝 1200）

２着，潮騒特別（芝 1200）２着，朱竹賞（芝 1200）２着，黒松賞（芝 1200）３着

２代母 ノーザンハマナス（84鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
ノーザンマリリン（90牝 ニホンピロウイナー）３勝
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，サマーＳ，斑鳩Ｓ，etc.
オレンジカラー（93牝 サクラユタカオー）１勝

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
ミナミノディザイア（94牡 サクラユタカオー）２勝
ナチュラルカラー（95牝 サクラユタカオー）入着２回

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
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
ロマニスタ（00牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝
マリーズスマイル（02牝 メジロライアン）出走

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

３代母 ＊ハマナスⅡ（75 USA鹿 Lt. Stevens）不出走
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.

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

413 ノーザンスター２０２１ �・鹿 ４／ ９

＊

＊ 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

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�カーネギー Detroitノーザンスター ＊ノーザンテースト

��
��
�ノーザンハマナス鹿 2001 ＊ハマナスⅡ

17b
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer M4×M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ピアッジーネ（11栗 サクラバクシンオー）�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
サラサ（17牝鹿 リーチザクラウン）�１勝�１勝�１勝
カサマツノライトオ（19牡鹿 カルストンライトオ）��入着

２代母 テンザンアモーレ（02青鹿 ＊タイキシャトル）２勝
アギャント（10牝 ＊フレンチデピュティ）入着２回，�２勝�１勝�入着
マナマナ（14牝 ＊タートルボウル）��８勝
シガーヲスウオトコ（15牡 ＊アグネスデジタル）���12 勝
アビゲイル（16牝 トーセンジョーダン）��12 勝�２勝

３代母 ＊テンザンストーム（94 USA鹿 Storm Cat）４勝，菩提樹Ｓ‐OP，宇治川特別，
あやめ賞，メルボルンＴ２着，鳥羽特別２着
エアラホーヤ（03牝 ＊ボストンハーバー）１勝

マジェスティハーツ（10牡 ハーツクライ）３勝，神戸新聞杯‐G2 ２着，関屋記
念‐G3 ２着，鳴尾記念‐G3 ２着，etc.，障害１勝

ラホーヤビーチ（12牝 ＊タイキシャトル）３勝，河北新報杯，潮騒特別２着，Ｕ
ＨＢ杯２着

ラプタス（16� ディープブリランテ）�５勝，	１勝�２勝�１勝�入着２回��，
サマーＣｈ‐Jpn3，かきつばた記念‐Jpn3（２回），黒船賞‐Jpn3，etc.

メイショウボンハオ（05牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，伊丹Ｓ２着，河原町Ｓ２着，
シャングリラ賞２着，etc.

ストームツイスター（06牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝
センショウユウト（15牡 ＊キンシャサノキセキ）４勝，アクアマリンＳ，五色沼

特別，みちのくＳ２着，etc.
シシャモオージ（11牡 ＊タイキシャトル）１勝，すずらん賞‐OP ３着
メイショウボノム（12牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，西部日刊スポーツ杯２着

４代母 リズミカル Rythmical（85 USA鹿 Fappiano）USA５勝，Newtown S‐R
［子］ カポーティベル Capote Belle（93 牝 Capote）USA９勝，テストＳ‐G1，

プライオレスＳ‐G2，ヒューマナディスタフＨ‐G3，etc.
［孫］ ザッパーベル Zapper Belle（09 牝 Ghostzapper）USA３勝，Pago Ho

p S，ヴァリーヴューＳ‐G3 ３着，Hatoof S３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

414 ピアッジーネ２０２１ 牡・栗 ４／２９
＊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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモピアッジーネ ＊タイキシャトル

��
��
�テンザンアモーレ栗 2011 ＊テンザンストーム

13c
タイキシャトル S3×M3 Storm Cat S4×M4 テスコボーイM4×S5

価格： 購買者：



母 ヒノクニノオンナ（16鹿 ＊ヘニーヒューズ）��１勝
初仔

２代母 ホシニイノリヲ（09鹿 ＊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 ＊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
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，etc.

４代母 ブレスユー Bless You（85 USA黒鹿 Halo）USA５勝，Geisha H‐LR
３着
［孫］ 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

オーサムギャンブラー Awesome Gambler（04 牡 ＊コロナドズクエスト）
USA２勝，Alydar S‐L，Gateway To Glory S２着，種牡馬

オリーヴィンOlivine（04 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）USA２勝，Bush
er S，Sugar Plum Time S３着

５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
［子］ デピュテイションDeputation（89牝 Deputy Minister）USA８勝，テン

プテドＳ‐G3，Pimlico Distaff H‐L，MarylandMillion Oaks
‐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

415 ヒノクニノオンナ２０２１ 牡・黒鹿 ２／１６
＊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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerヒノクニノオンナ ＊シンボリクリスエス

��
��
�ホシニイノリヲ鹿 2016 ＊コンキスタドレス

1s
Roberto S5×M5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ピュアリーソリッド（12 USA鹿 Bluegrass Cat）２勝，飛竜特別（芝 1000）
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
パパノオウマサン（20牝黒鹿 ＊パイロ）��１勝

２代母 ＊サウスヒューマー（04 USA鹿 Distorted Humor）３勝，秋元湖特別
＊サウスシュネル（14牡 Scat Daddy）�８勝�
＊サウスブルーグラス（16� Point of Entry）１勝，��４勝�
＊ユイガドクソン（17牡 Point of Entry）�１勝��１勝	１勝
入着３回

３代母 トルチェラ Torchera（93 USA黒鹿 Pirate's Bounty）USA３勝，BayMe
adowsMatron H‐R ３着，Fleet Treat S‐R ３着
インシュージアスティクEnthusiastic（99 牝 Unbridled）不出走

オノラブルレイディ Honorable Lady（07牝 Petionville）CAN９勝，Assin
iboia Oaks２着，Winnipeg Futurity２着

ダタラDa' Tara（05牡 Tiznow）USA２勝，ベルモントＳ‐G1，Pimlico Barba
ro S‐L ２着，種牡馬

４代母 ケイラムホー Kaylem Ho（78 USA栗 Salem）USA９勝，Azalea S，
Begonia S，Office Queen S，Miramar S，Doylestown H２着，etc.
［子］ プライヴェトパスエイジョン Private Persuasion（91牝 Pirate's Bounty）

USA８勝，ヴァニティＨ‐G1，Santa Clara H‐L，Ken Arnold
Ranch H，etc.

ウィッシュフルスプレンダーWishful Splendor（99 牝 Smart Strike）U
SA５勝，Suwannee River H‐L，アフェクショネトリーＨ‐G3 ２
着，Rare Treat H‐L ３着

サウンドウィズダム SoundWisdom（92牝 Pirate's Bounty）USA３勝，
Fleet Treat S‐R，California Breeders' Champion S‐R ２着，
Boo la Boo S‐R ３着，etc.

［孫］ フアニータ Juanita（08 牝 Mineshaft）USA・CAN６勝，ラトロワンヌ
Ｓ‐G2，インディアナオークス‐G2，Marie G. Krantz Memorial H
‐L ２着，etc.

シームシーカー Seam Seeker（03 牝 Bertrando）USA３勝，Burlinga
me H‐L，Piedmont S２着，Eire Go Brach S３着

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

416 ピュアリーソリッド２０２１ 牡・鹿 １／２３

＊

＊
＊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

＊

ブルーグラスキャット Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Bluegrass Cat She's aWinnerピュアリーソリッド
＊ Distorted Humor

��
��
�サウスヒューマー鹿USA 2012 Torchera

5i
Storm Cat M3×S4 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ビューティブロンド（04栗 ＊タイキシャトル）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－１（６），地方－６（27）〕
アクロスザシーAcross the Sea（12牡鹿 ブラックタイド）SIN６勝
アロヒ（13牡栗 カネヒキリ）１勝，��１勝
キリンタイム（14牡鹿 ヴァーミリアン）�10 勝��
エイシンレディバグ（15牝鹿 ヴァーミリアン）�２勝�
レーヴプランセス（16牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）��８勝
シェナオセロ（17牝鹿 ベルシャザール）��１勝�４勝�，黒潮ジュニアＣｈＳ
（Ｄ1400）２着

バキューン（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）��１勝
サザンエキスプレス（19牡栗 ＊アジアエクスプレス）���出走
グーディッシュ（20牝黒鹿 シルバーステート）�出走

２代母 テイクザレインズ（95黒鹿 ＊ブライアンズタイム）３勝
サンデーストリーム（01	 ＊サンデーサイレンス）５勝，シャングリラ賞，新・函館

市誕生記念，立春賞，麦秋Ｓ２着（２回），早春Ｓ３着，etc.
テイエムカイブツ（02	 ＊サンデーサイレンス）入着７回，
３勝
クロスブレイク（03牡 スペシャルウィーク）�２勝
ヒラボクシャトル（05牡 ＊タイキシャトル）２勝，いわき特別２着
ストロングロビン（06牡 ＊タイキシャトル）４勝，帆柱山特別，大日岳特別２着，尾

瀬特別２着，飯豊特別２着，長岡特別２着，etc.
ドラゴンアルテマ（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，鋸山特別２着
アルマリンピア（08牝 ＊タイキシャトル）５勝，京洛Ｓ‐OP ２着，彦根Ｓ，御池特

別，淀屋橋Ｓ２着，長篠Ｓ２着，etc.
ストロングシャリオ（09	 ゼンノロブロイ）入着，��３勝�
ゴールドレインズ（11牡 ステイゴールド）��７勝

３代母 クラシックダンサー（87栗 ＊ノーザンテースト）５勝，白秋Ｓ，阿賀野川特別，
秋川特別，冬至Ｓ２着，サンシャインＳ３着，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： 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

417 ビューティブロンド２０２１ 牡・栗 ４／ 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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンビューティブロンド ＊ブライアンズタイム

��
��
�テイクザレインズ栗 2004 クラシックダンサー

＊ビユーチフルドリーマー 12
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ビーコンファイヤー（15青鹿 ＊キンシャサノキセキ）�３勝
初仔

２代母 クリノトップレディ（97鹿 Salt Lake）３勝，若菜賞，鈴鹿特別２着，火の山
特別２着，祇園特別３着，仲春賞３着
セゾンシチー（05牡 アグネスタキオン）１勝
アプローチミー（07牡 マンハッタンカフェ）１勝，�２勝，サマーＣ２着，白銀争

覇３着
ダイナミックウオー（10牡 フジキセキ）２勝，天の川賞２着，吹田特別２着，ＴＶ

Ｑ杯２着，横手特別２着，西尾特別３着，etc.，�１勝
エネルムサシ（13牡 ＊キンシャサノキセキ）３勝，��２勝�４勝�３勝��
ビップソルダー（14牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝

３代母 ＊ビーバップアルー（86 USA鹿 Mr. Prospector）USA１勝
フォーキャップ Four Cap（96牝 Capote）USA出走

テクサンティップ Texan Tip（02牝 Water Poet）VEN２勝，P. Starship M
iss‐L ３着
ファストティップ Fast Tip（08 牡 Fast as a Cat）VEN７勝，P. Jib Da
ncer‐L ２着

レイディアレイダ Lady Aleida（03牝 Seek Smartly）不出走
フランクロス Frank Ross（07 牡 Water Poet）VEN７勝，P. Burlesco
‐L，P. Iraqui‐L，Copa Remarkable News‐L ２着，etc.

エノロゴ Enologo（07牡 Water Poet）VEN４勝，P. Internacional del Cari
be‐L ３着

テンシノキセキ（98牝 フジキセキ）９勝，セントウルＳ‐Jpn3，フェアリーＳ
‐Jpn3，小倉日経ＯＰ‐L，etc.
マチャプチャレ（13牝 ＊ヨハネスブルグ）入着
ベルウッドブラボー（19牡 シルバーステート）�２勝，ジュニアＣ‐L ２着，
ダリア賞‐OP

４代母 ニューチャンスレイディNewchance Lady（74 USA鹿 Roi Dagobert）不出走
［子］ ストライクゴールド Strike Gold（80牡 Mr. Prospector）USA４勝，ベ

イショアＳ‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲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

418 ビーコンファイヤー２０２１ 牡・黒鹿 ４／１５

＊

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

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンビーコンファイヤー Salt Lake

��
��
�クリノトップレディ青鹿 2015 ＊ビーバップアルー

A5
Mr. Prospector M4×S5 Le Fabuleux S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ピースバーグ（10 FR黒鹿 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，アサシＳ‐G3 ２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：海外－１（２），地方－１（７）〕
ノーウォーNoWar（16 USA牝黒鹿 War Front）FR２勝
＊ピースフルタイム（17 GB牡黒鹿 ＊デクラレーションオブウォー）�７勝

２代母 ピーストークPeace Talk（96 FR鹿 Sadler's Wells）不出走
ピースフォニックPeace Fonic（02 牝 Zafonic）FR１勝

ピースオヴオアシス Peace of Oasis（08 牝 Oasis Dream）FR３勝，P. Ros
e deMai‐L

ピースドリーム Peace Dream（04牝 Linamix）FR４勝，P. Occitanie‐L ３着
ルーサムトリプルイーズ Rootham Triple E's（10 牝 WeatherWarning）CAN

３勝，Star Shoot S‐L，Ballade S‐R ２着，Lady Angela S‐R ２
着，Passing Mood S‐R ２着，Fanfreluche S‐R ２着

シルヴァーマウンテン Silver Mountain（06� Linamix）FR５勝
ピースタッチPeace Touch（09牝 Muhtathir）FR１勝，FR障害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

＊パルムドールⅡ（94牝 Sadler's Wells）FR・USA３勝，フロール賞‐G3，P. Joub
ert‐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，
Ozdemir 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，etc.

４代母 ケンディエ Kendie（63 FR鹿 Klairon）FR２勝，P. de Beauvais

販売申込者・所有者： ㈲社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 �0144-82-2136
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

419 ピースバーグ２０２１ 牡・鹿 １／２１
＊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

＊

サージュブール ＊ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�

��
��

�Sageburg Sage Et Jolieピースバーグ ピーストーク Sadler's Wells

��
��
�Peace Talk黒鹿FR 2010 Pampa Bella

9e
Storm Cat S3×M5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ビーフィットウォー（10青鹿 ＊ウォーエンブレム）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
パカラッチ（18牝青鹿 ＊ダノンレジェンド）���１勝�入着

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

マルモネオフォース（16牝 ＊ワークフォース）�２勝，北國新聞杯２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
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，木曽川特別２着，福島放送賞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，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： 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

420 ビーフィットウォー２０２１ 牡・黒鹿 ４／１４
＊ 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

＊ Our Emblem

�
�
�
�
�

��
��

�ウォーエンブレム Sweetest Ladyビーフィットウォー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビーサイレント青鹿 2010 グローバルダイナ

＊ロイヤルアグリーメント 12f
Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ハワイアンシェーナ（06鹿 キングカメハメハ）�４勝�３勝���
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ダイヤモンドセーラ（15牡鹿 メイショウサムソン）�２勝�２勝
ウクレレ（19牡鹿 ワールドエース）�	
出走

２代母 ＊メス（90 NZ鹿 St. Hilarion）AUS・NZ５勝，ＳＡＪＣセントレジャー‐G3，
ＮＺチャンピオンシップＳ‐G1 ２着，ニュージーランドオークス‐G1 ３着，
ＳＡＪＣオーストラレシアンオークス‐G1 ３着
リンリンベル（99牝 メジロライアン）�１勝�入着２回
アドマイヤソニック（00牡 フサイチコンコルド）入着２回，美利河特別３着，�１勝

３代母 ベスBess（80 NZ栗 Bellissimo）NZ８勝
コワブンガ Kowabunga（91� Straight Strike）NZ６勝，ＮＺエクリプスＳ‐G3 ３着

４代母 シントル Syntol（66 NZ栗 Syntax）NZ３勝
［子］ ゴールドスポットGold Spot（76 牝 Shahram）NZ４勝，Wairarapa

Thoroughbred Breeders' S，マナワツブリーダーズＳ‐G3 ２着，
ローランドＳ‐G3 ３着

バシュフルラッド Bashful Lad（84� Three Legs）NZ６勝，Terrac
e Regency Hotel H‐L ２着

［孫］ ボールルームレイディ Ballroom Lady（93牝 Oregon）AUS・NZ３勝，
ＮＺチャンピオンシップＳ‐G2 ２着

［曾孫］ ノーミーンシティNoMean City（95� Star Board）AUS・NZ６勝，
オタキマオリ馬齢Ｓ‐G1

リコール Recall（96� Kaapstad）AUS５勝，ATCWinter Quality Cu
p‐L，ATC Frank Underwood Quality C‐L ２着，ATC Lord
Mayors Quality Cup‐L ２着，etc.

シリオ Sirrio（07� Captain Rio）NZ・HKG２勝，Matamata Slipper
S‐L ２着，Counties Challenge S‐L ２着

ナウイズジアワーNow Is the Hour（94 牝 Iades）AUS・NZ１勝，
Otaki Ryder S‐L ２着

販売申込者・所有者： 武田 寛治＝新冠町高江 �0146-47-2756
生 産 牧 場： 武田 寛治
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

421 ハワイアンシェーナ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハワイアンシェーナ
＊ St. Hilarion

��
��
�メス鹿 2006 Bess

22b
キングカメハメハ S2×M2 Nureyev S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ファビラスタイム（09鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，�２勝�入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－６（26）〕
テイケイラフイン（14牝青鹿 ＊キンシャサノキセキ）�10 勝
ビッグスコール（16牡鹿 ダイワメジャー）�出走，�３勝�入着
ニシノアクシス（17牡鹿 ロードカナロア）入着２回，���２勝
ランリョウオー（18牡鹿 ＊パイロ）���９勝，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着，大井

記念（Ｄ2000），雲取賞（Ｄ1800），ハイセイコー記念（Ｄ1600）２着，羽田盃
（Ｄ1800）３着

マウイフレイバー（19牡鹿 ロードカナロア）���１勝
アンジュルミエール（20牝鹿 ビッグアーサー）���１勝

２代母 ＊ファビラスラフイン（93 FR芦 Fabulous Dancer）４勝，秋華賞‐Jpn1，Ｎ
Ｚトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，ジャパンＣ‐G1 ２着，さわらび賞，優３牝
ファビラスキャット（99牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，忘れな草賞‐OP ２着，舞

子特別３着
シュペリユール（00牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，橘Ｓ‐OP ３着，宝ケ池特別，

別府特別，桶狭間特別２着，会津特別２着，etc.
ナリタハリケーン（09牡 キングカメハメハ）５勝，札幌記念‐G2 ２着，巴賞

‐LR ３着，ブリリアントＳ‐L ３着，桃山Ｓ，天ケ瀬特別３着，etc.
ラブリネスオブパリ（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，�１勝�

シフルマン（16牡 ＊ハービンジャー）�５勝，都大路Ｓ‐L，若葉Ｓ‐L ３着，関
門橋Ｓ‐OP ２着，関ケ原Ｓ，京橋特別，etc.

ファビラスボーイ（05牡 ジャングルポケット）３勝，セントポーリア賞，江の島特
別２着，燕特別２着

ミッドタウンレディ（07牝 ゼンノロブロイ）３勝
ギュスターヴクライ（08牡 ハーツクライ）５勝，阪神大賞典‐G2，京都大賞典‐G2 ３

着，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，天皇賞（春）‐G1 ５着，白百合Ｓ‐OP ３着，etc.

３代母 メルカルMercalle（86 FR芦 Kaldoun）GB・FR８勝，カドラン賞‐G1，
P. Caravelle‐L，P. Panacee‐L，G.P. Inter‐Regional des 3ans‐L ２着，
P. des Federations Regionales‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲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

422 ファビラスタイム２０２１ �・鹿 ４／１８
＊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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayファビラスタイム
＊ Fabulous Dancer

��
��
�ファビラスラフイン鹿 2009 Mercalle

3e
ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ファンタビュラス（09鹿 アグネスタキオン）入着２回，�５勝�
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊エフィシェントフロンティア（97 USA鹿 Mt. Livermore）USA５勝，Col
onial Downs Oakley S‐R，Brookmeade S‐R ２着，ボーゲイＨ‐G3 ３着，
Auld Lang Syne S３着
エフィシェントエッジEfficient Edge（06� The Cliff's Edge）USA２勝
ウインブシドウ（07牡 More Than Ready）３勝，オホーツク特別，渡島特別２着，

薩摩Ｓ３着，東京ゴールデンプレミアム３着，羊蹄山特別３着
ローレルラシーム（11牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
ベルウッドクラルテ（12牡 ゼンノロブロイ）１勝

３代母 セイリングミンストレル Sailing Minstrel（89 USA黒鹿 The Minstrel）US
A３勝，Office Wife S３着
ナヴェシンクNavesink（98� Irish River）USA７勝，ジャマイカＨ‐G2，ケント

ＢＣＳ‐G3，Daniel Van Clief S‐R ２着，etc.
ラワ RahWa（04牝 Rahy）不出走

レイシングアヘッド Racing Ahead（10� Shamardal）IND９勝，Deccan
Derby‐LR ３着

アーティククライ Artic Cry（05� Rahy）FR・IRE・USA・CAN４勝，アップル
トンＳ‐G3 ２着

４代母 ガルズクライGulls Cry（71 USA黒鹿 Sea Bird）USA８勝，ヴァインラン
ドＨ‐G2，コロンビアナＨ‐G3，ギャロレットＨ‐G3，パジャントＨ‐G3 ２着，
Parlo Turf H２着，etc.
［子］ ネマインNemain（82牡 Alleged）GB・FR・IRE３勝，ブランドフォー

ドＳ‐G2（２回），英セントレジャー‐G1 ４着，ロジャーズゴールド
Ｃ‐G2 ２着，etc.

アークティクエクリプス Arctic Eclipse（84 牝 Northern Dancer）FR・
ITY３勝，P. Le Fabuleux‐L，P. Contessina‐L ２着

［孫］ フライラヴ Fly Love（91牝 Rahy）USA２勝，Debutante S‐L，C
lipsetta S‐L ３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： 髙橋 直人＝池田町利別東町 �015-572-3507

423 ファンタビュラス２０２１ �・黒鹿 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラファンタビュラス
＊ Mt. Livermore

��
��
�エフィシェントフロンティア鹿 2009 Sailing Minstrel

1c
Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 フェリーチェシチー（11鹿 マンハッタンカフェ）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ディマンチ（98 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
サーデューク Sir Duke（04� ＊デインヒル）GB７勝
グランディマンシュGrand Dimanche（06� Grand Slam）USA４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.

ラズマタズ Razzmatazz（14 牝 Monsieur Bond）GB１勝，Scarbroug
h S‐L ２着

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
＊クルナコーヴァ（99牝 Sadler's Wells）GB・FR・IRE２勝，Denny Cordell Lavarac

k Memorial S‐L，マルセルブサック賞‐G1 ３着，Athasi S‐L ２着
パドゥドゥーPas de Deux（05牝 Sadler's Wells）不出走

チムボラー Chimboraa（13� Congrats）AUS・HKG入着４回，ＡＴＣシャ
ンペインＳ‐G1 ２着，ＡＴＣパゴパゴＳ‐G2 ２着

ブラヴォータンゴ Bravo Tango（14� Congrats）AUS６勝，VRC Poseid
on S‐L ２着

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

424 フェリーチェシチー２０２１ 牡・鹿 ４／１３
＊

＊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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジフェリーチェシチー
＊ Sadler's Wells

��
��
�ディマンチ鹿 2011 Bermuda Classic

14c
Northern Dancer S4×M4 Special S4×M5

価格： 購買者：



母 プラセール（98栗 ＊ヘクタープロテクター）２勝，衣笠特別（芝 1800），やまもも
賞（芝 1200），�１勝�１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（14）〕
メロディメーカー（08牝栗 ゴールドアリュール）�１勝��
キボウノチカラ（09牡鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�５勝
ハナズウェポン（11牡栗 オレハマッテルゼ）入着２回，�３勝
クールホタルビ（12牝栗 マツリダゴッホ）２勝，ファンタジーＳ‐G3，フェニック

ス賞‐OP（芝 1200）２着
トゥープロト（15牡栗 キングヘイロー）��１勝
アドラブルリリー（17牝栗 トランセンド）��未出走�３勝�
キネンビ（19牝栗 タイセイレジェンド）��入着６回
リュウノストレラ（20牝鹿 ミッキーロケット）��出走

２代母 リープ（91鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
リーピンスイーパー（02牡 ＊エンドスウィープ）４勝，栂尾特別，五条坂特別２着
ナリタトパーズ（04牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝
ビリーヴマイン（08牡 リンカーン）１勝

３代母 ＊ルスルー（81 USA鹿 Seattle Slew）USA10 勝，ヴェイグランシーＨ‐G3，
B. Thoughtful H‐LR，Doylestown H‐L，バレリーナＳ‐G2 ２着，ファー
ストフライトＨ‐G3 ２着，etc.
ルスルーヒメ（97牝 ＊アルカング）不出走

モエレプット（05牝 ゴールドヘイロー）�１勝��１勝，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ２着，リリーＣ３着

４代母 ルムーラン Le Moulin（72 USA鹿 Hawaii）USA４勝，Brentwood S２
着，Convenience S３着，San Juan Bautista H３着
［孫］ ミスジョシュMiss Josh（86牝 Nasty and Bold）USA14 勝，ゲイムリ

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

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

425 プラセール２０２１ �・栗 ５／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアスピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ヘクタープロテクター Korveyaプラセール ＊ノーザンテースト

��
��
�リープ栗 1998 ＊ルスルー

14f
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M4×S5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 フィメールモナーク（17鹿 ルーラーシップ）不出走
初仔

２代母 ウェルノーテッド（13黒鹿 ドリームジャーニー）入着
スズカマジェスタ（19牡 ＊マジェスティックウォリアー）�１勝

３代母 ティックルピンク（06栗 ＊フレンチデピュティ）１勝
ティックルゴールド（11牝 ステイゴールド）３勝，八ヶ岳特別２着
アキトクレッセント（12牡 ＊ウォーエンブレム）６勝，欅Ｓ‐L ２着，武蔵野Ｓ‐G3

３着，霜月Ｓ‐L ３着，etc.，�１勝��
アンジュデジール（14牝 ディープインパクト）３勝，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1，etc.，

��３勝，エンプレス杯‐Jpn2，マリーンＣ‐Jpn3，etc.
アルドーレ（15牡 オルフェーヴル）�６勝，ブリリアントＳ‐L，仁川Ｓ‐L ２着，ジ

ュライＳ‐L ３着，etc.

４代母 ＊ブラッシングプリンセス（96 USA栗 Crafty Prospector）USA出走
［子］ オールブラッシュ（12牡 ＊ウォーエンブレム）５勝，��３勝��，川崎記

念‐Jpn1，浦和記念‐Jpn2，かしわ記念‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
ファーストブラッシュ First Blush（00牡 ＊フレンチデピュティ）USA７勝，
スペクタキュラービッドＳ‐G3，ボールドルーラーＨ‐G3 ３着，
Francis "Jock" Labelle Memorial S‐L ３着，etc.，種牡馬

５代母 プリンセスライカ Princess Laika（80 USA栗 Blushing Groom）USA入着４回
［子］ クールゴールドムード Cool Gold Mood（87牡 Premier Ministre）US

A・MEX16 勝，Harvest H‐L，C.B.Afflerbaugh S‐R，サンル
イスオビスポＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ヘルシーアディクション Healthy Addiction（01牝 ＊ボストンハーバー）
USA10 勝，サンタマルガリータＨ‐G1，クレメントＬハーシュＨ‐G2，
レイディズシークレットＨ‐G2（２回），etc.

マーレンズメドーMaren's Meadow（05牝 Meadowlake）USA５勝，
ブルボネットオークス‐G3，モンマスオークス‐G3，Monmouth B
each S，etc.

販売申込者・所有者： ㈲様似共栄牧場＝様似町岡田 �0146-36-4676
生 産 牧 場： ㈲様似共栄牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

426 フィメールモナーク２０２１ �・黒鹿 ６／ 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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴフィメールモナーク ドリームジャーニー

��
��
�ウェルノーテッド鹿 2017 ティックルピンク

＊ブラッシングプリンセス 2n
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊プリモウェイ（05 USA栗 Giant's Causeway）USA入着２回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－２（９）〕
＊キャバーン（10 USA牡栗 Any Given Saturday）入着，��８勝�
ハヤブサプリプリ（13牝鹿 キングカメハメハ）２勝
タイトロープウィン（16牝栗 ＊サウスヴィグラス）�２勝，ポプラ特別（Ｄ1700）３着
プリンサン（17牝鹿 ＊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牡栗 エスポワールシチー）��１勝

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.

＊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）��６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.

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： ㈱ハクレイファーム＝新冠町緑丘 �0146-47-1051
生 産 牧 場： ㈱さとう
飼 養 者： ㈱ハクレイファーム＝日高町庫富 �0146-47-1051

427 プリモウェイ２０２１ 牡・栗 ４／１７

＊

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

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Giant's Causeway Mariah's Stormプリモウェイ ＊アフリート

��
��
�プリエミネンス栗USA 2005 アジテーション

＊ランザリスク 5d
Deputy Minister S4×S5 Rahy S4×M4 Mr. Prospector M4×S5
Roberto S5×M5
価格： 購買者：



母 ファンディータ（11黒鹿 ＊パイロ）１勝，�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ケイティレインボー（19牡青鹿 サトノアラジン）�１勝
ケイティベガ（20牝青鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�出走

２代母 クルミ（02鹿 アドマイヤベガ）不出走
プレミアムストーン（07牡 ＊キャプテンスティーヴ）１勝，ラベンダー賞‐OP ３着
カーラノーチェ（09牝 ＊フォーティナイナーズサン）入着，�２勝�１勝
トモジャストリーク（14牡 ＊ストリートセンス）�２勝�

３代母 ＊ギブス（97 USA鹿 Boundary）USA２勝
ゴールデンリング（05牡 ＊トワイニング）３勝，マリーゴールド賞‐OP ２着，飛翔

特別，飛翔特別２着，etc.

４代母 ケリー Kelly（86 USA鹿 Secretariat）USA３勝，ハリウッドオークス‐G1
２着，ヴァニティＨ‐G1 ３着，ミレイディＨ‐G1 ３着，プリンセスＳ‐G2 ２着，
エルエンシノＳ‐G2 ３着，etc.
［孫］ サマーズピース Summers Peace（06牝 Orientate）USA６勝，Wash

ington State Legislators H，Golden Poppy S‐L ２着，Swee
pida S３着

［曾孫］ アランサ Alanza（10牝 Privately Held）PER８勝，パンプローナ賞‐G1，
アウグストＭバレラ賞‐G3，P. Frau Astrid‐L，etc.

スーエレン Sue Ellen（12牝 Minister's Joy）PER２勝，ミゲルＦマゴト
賞‐G3，オスカルＢパソス賞‐G3

５代母 シリア Syria（78 USA黒鹿 Damascus）USA５勝，Mistletoe H，Gle
naris S２着，プリンセスＳ‐G3 ３着
［子］ アンカー Anchor（90 牡 ＊ポリッシュネイビー）USA８勝，Mardi Gras H

‐L，Fleet Host H‐L，Golden Eagle Farm H‐R，etc.
エイジャ Asia（87� Danzig）USA６勝，El Cajon S‐LR

［孫］ ランプライト Lamplight（92 牝 Spectacular Bid）USA４勝，Mount
Vernon H‐R

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

428 ファンディータ２０２１ �・黒鹿 ４／３０

＊

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ファンディータ アドマイヤベガ

��
��
�クルミ黒鹿 2011 ＊ギブス

1j
Mr. Prospector S4×M5 Danzig S4×M5 Northern Dancer S5×S5
Halo S5×M5
価格： 購買者：



母 ベイルリ（06鹿 スペシャルウィーク）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（４）〕
オーシャンケリー（14牝鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝��入着２回
ルリベル（17牝鹿 オウケンブルースリ）��１勝
ルリフラワー（18牝鹿 ブリーズフレイバー）��１勝
アブポーラ（19牝黒鹿 メイショウボーラー）�１勝
ウィマンボ（20牝鹿 インカンテーション）��入着�

２代母 ＊アミティエ（93 GB鹿 Sadler's Wells）入着
ロードホーリー（07牡 シックスセンス）１勝

３代母 チャーミングライフCharming Life（79 IRE 鹿 Habitat）GB１勝
ランアンドガン Run and Gun（88� Lomond）FR６勝，プティクヴェール賞‐G3，

P. du Haras de la Huderie‐L ３着
＊ペシェミョン（91牝 Sadler's Wells）入着３回，医王寺特別３着

チェックザラック（98牡 ＊アフリート）６勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ３着，淀屋橋Ｓ，
壇之浦特別，etc.

エンブレイス（04牝 ＊アフリート）１勝
エングローサー（15牡 トランセンド）２勝，ユニコーンＳ‐G3 ３着，小豆
島特別２着，ベゴニア賞２着，etc.

エドワーディアンエラEdwardian Era（99牝 Bering）GB出走
ペドラポンパス Pedra Pompas（04牡 Mark of Esteem）FR・ITY13 勝，P.

Memorial Francesco Faraci‐L，P. U.N.I.R.E.‐L，P. Regione Tos
cana‐L（２回），etc.

シーユースーン Cusoon（02� Dansili）GB・USA・CAN11勝，Winter Derby
Trial S‐L

４代母 ファイティング Fighting（68 GB鹿 Aggressor）GB１勝
［孫］ ブラーシー Braashee（86牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・AUS６勝，

ロイヤルオーク賞‐G1，ヨークシャーＣ‐G2，オーモンドＳ‐G3，etc.，
種牡馬

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

429 ベイルリ２０２１ �・栗 ３／ ８
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールベイルリ
＊ Sadler's Wells

��
��
�アミティエ鹿 2006 Charming Life

4k
Halo S4×M4 Northern Dancer M4×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ベルアンブル（17鹿 ロードカナロア）出走
初仔

２代母 ダノンベルベール（06栗 アグネスタキオン）２勝，阪神ジュベナイルフィリー
ズ‐Jpn1 ２着，クイーンＣ‐G3 ２着，芙蓉Ｓ‐OP ２着，赤松賞

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

サヴァーレ（09牝 ローエングリン）１勝
ベルフォーラヴ（10牝 ＊バトルライン）�１勝��３勝，栄冠賞３着
ハウエバー（14牡 ローエングリン）３勝，日高特別，ＨＴＢ賞３着（２回），洞

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

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

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

習志野特別，etc.
フィールフリーリー（10牝 アグネスタキオン）１勝

フィールオーケー（16牡 エイシンフラッシュ）２勝，���２勝

４代母 ミスアフリックMiss Afrique（87 FR鹿 African Song）FR５勝，P. Casi
mir‐Delamarre‐L，P. de la Calonne‐L，P. Edellic‐L，P. La Camarg
o‐L，レゼルヴォワール賞‐G3 ２着，etc.
［子］ ミスエベーヌMiss Ebene（93牝 Lead on Time）FR・USA１勝，P.

Zeddaan‐L ２着

５代母 ディクチュミサスDictumisas（76 FR鹿 ＊デイクタス）FR１勝，P. Joubert
２着，FR障害３勝

販売申込者・所有者： ㈲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

430 ベルアンブル２０２１ 牡・鹿 ４／１０
＊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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムベルアンブル アグネスタキオン

��
��
�ダノンベルベール鹿 2017 ＊ミスベルベール

3n
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ベルモントレーヌ（10芦 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（10）〕
ネイチャータイム（15牡鹿 タニノギムレット）入着，�１勝�１勝
ダンジグオーザ（16牡芦 ＊ヘニーヒューズ）�２勝
インパクロ（17牡鹿 トーセンホマレボシ）��入着３回�２勝�１勝�入着��
フジクラウン（19牡芦 リーチザクラウン）��３勝，東北優駿（Ｄ2000）２着，イ

ーハトーブマイル（Ｄ1600）

２代母 ＊ミスダンジグ（92 USA鹿 Danzig）１勝
ユーワテンザン（00牡 ＊ジェイドロバリー）１勝
ベルモントサンダー（01牡 ＊アフリート）４勝，初春賞２着，etc.，��３勝，東京

盃‐Jpn2 ３着，スパーキングサマーＣ，アフター５スター賞，京成盃グラン
ドマイラーズ２着

ベルモントエルメス（06牝 ＊ティンバーカントリー）１勝
オンザロックス（13牡 サムライハート）３勝，夙川特別，鞍ケ池特別，八海山

Ｓ２着，和布刈特別２着，三浦特別２着，etc.，���出走�１勝

３代母 イジプシャンローズEgyptian Rose（79 USA鹿 Sir Ivor）不出走
ローズリュッスRose Russe（84 牝 Nijinsky）FR・USA２勝

シーインスカイ Seainsky（99� Sea Hero）USA７勝，アーリントンクラシッ
ク‐G2 ３着，Maxxam Gold Cup‐L ２着，Woodchopper H‐L
２着，etc.

ニージズグランドガールNiji's Grand Girl（08 牝 Candy Ride）USA２勝，
フェアグラウンズオークス‐G2 ３着，デルタダウンズプリンセスＳ‐G3
２着，Florida Oaks‐L ３着

オレゴールドローズOregold Rose（85牝 Topsider）不出走
シャフライアー Sha Flyer（98 牝 Velcro Fly）VEN８勝，P. Gelinotte‐L，

P. Guia Hipica‐L，P. La Fusta‐L ２着，etc.
マジカルストライクMagical Strike（86 牡 Danzig）GB・USA４勝，City of Yor

k S‐L，Heron S‐L，種牡馬
コックスウォールド Coxwold（88牝 Cox's Ridge）FR・USA３勝，ベルダムＳ

‐G1 ３着

販売申込者・所有者： 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

431 ベルモントレーヌ２０２１ 牡・鹿 ３／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

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

��
��
�ヒガシリンクス黒鹿 2010 ビッグラブリー

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューベルモントレーヌ
＊ Danzig

��
��
�ミスダンジグ芦 2010 Egyptian Rose

26
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ホッコータピタン（15栗 ＊サウスヴィグラス）１勝
初仔

２代母 ＊カネトシパリッシュ（10 ARG芦 Tapit）出走
パリッシュブルー（16牝 ゴールドアリュール）入着，�２勝�５勝
ラブリーマカロン（18牝 ラブリーデイ）��３勝

３代母 インヴァーメイ Invermay（05 USA黒鹿 Dynaformer）CAN出走
インカメイ Inca May（12牝 Sebi Halo）ARG２勝
インヴァーパーク Inver Park（13 牡 Exchange Rate）ARG２勝

４代母 バレトメインBalletomane（88 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB１勝
［子］ シリック Silic（95 牡 Sillery）FR・USA８勝，ＢＣマイル‐G1，シューメ

イカーマイルＳ‐G1，シューメイカーマイルＳ‐G2，etc.，種牡馬
ハッピールームHappy Room（10� Bradbury's Luck）AUS７勝
リヴィングエンド Living End（96� Exit to Nowhere）AUS４勝
バンコBanco（94� ＊ロイヤルアカデミーⅡ）FR４勝
ブルードナウBlue Danube（93� Tirol）FR２勝

［孫］ アワースワンレイクOur Swan Lake（16牝 Epaulette）AUS２勝

５代母 フランコニア Franconia（76 AUS黒鹿 ＊ラインゴールド）AUS３勝，ＡＴＣ
オーストラリアンオークス‐G1 ２着
［子］ ラクシーベイ Laxey Bay（87牡 Caerleon）GB・USA４勝，Spence B

ay S‐R ２着，Zetland S‐L ３着，Johnny's Image H‐R ３
着，種牡馬

ユアンダイアモンドYuan Diamond（94牡 ＊デインヒル）NZ７勝
スパニッシュヘッド Spanish Head（86牡 Sadler's Wells）IRE・ITY４
勝，種牡馬

［孫］ ゾーディアクミス Zodiac Miss（89牝 Ahonoora）USA・AUS３勝，ニュー
カースル２歳クラシック‐G3，MVRCGreat Western Champagne S
‐L，Gold Coast Magic Millions 2yo Classic‐L ２着，etc.

［曾孫］＊アゼリ（98牝 ＊ジェイドハンター）USA17 勝，ＢＣディスタフ‐G1，アップ
ルブラッサムＨ‐G1（３回），スピンスターＳ‐G1，etc.，米年度代表馬

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

432 ホッコータピタン２０２１ 牡・黒鹿 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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターホッコータピタン
＊ Tapit

��
��
�カネトシパリッシュ栗 2015 Invermay

1l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ホーマンビジュー（13鹿 キングカメハメハ）入着２回，�２勝�入着３回
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ゴレラ（02 FR栗 Grape Tree Road）FR・USA７勝，ビヴァリーディＳ
‐G1，ファーストレイディＳ‐G2，ジャストアゲイムＨ‐G2，サンドリンガム賞
‐G2，ムーランドロンシャン賞‐G1 ２着，etc.
クーリドフレイズ（08牝 Giant's Causeway）出走

ブラックダンサー（16牝 ブラックタイド）３勝，大倉山特別，鶴見特別２着
フラゴリーネ（09牝 ディープインパクト）１勝
ネオウィズダム（10牡 ネオユニヴァース）５勝，フリーウェイＳ，浜松Ｓ，国立特

別，からまつ賞
エルゴレア（11牝 ゼンノロブロイ）２勝，白秋Ｓ２着，道新スポーツ賞２着，神奈

川新聞杯３着，�２勝
プルガステル（12牡 ネオユニヴァース）１勝
ゴルコンダ（17� ヴィクトワールピサ）１勝

３代母 イクサイティングタイムズExciting Times（97 FR栗 Jeune Homme）FR入
着２回
ポルトサント Porto Santo（03牡 Kingsalsa）FR・USA５勝，P. OmniumⅡ‐L，

クリテリヨムアンテルナシヨナル‐G1 ３着，マーヴィンリロイＨ‐G2 ２着，etc.，
種牡馬

サンクスアゲイン Thanks Again（05 牝 Anabaa Blue）FR入着２回，P. Amand
ine‐L ３着

パレスオヴウィンズPalace ofWinds（10 牝 Monsun）IRE１勝
マスターウィンMasterwin（17牡 Mastercraftsman）�ITY４勝，G.P. d'Ital

ia‐L，P. Emanuele Filiberto‐L，伊ダービー‐G2 ３着，etc.
スターズオーヴァーザシー Stars Over the Sea（11牡 Sea The Stars）GB・IRE

６勝，ラフブラウンＳ‐G3 ２着，GB・IRE障害２勝
ロイヤルインターヴェンション Royal Intervention（16牝 Exceed And Excel）

�GB・GER・SAU３勝，ゴルデネパイチェ‐G2，ヨークサマーＳ‐G3，E
mpress S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 坪田 晃宜＝日高町豊郷 �090-8636-8749
生 産 牧 場： 坪田 晃宜
飼 養 者： 春木ファーム＝日高町清畠 �090-8895-9805

433 ホーマンビジュー２０２１ 牡・鹿 ３／１９
＊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ダノンシャーク
＊ Caerleon

��
��
�カーラパワー鹿 2008 Jabali

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスホーマンビジュー
＊ Grape Tree Road

��
��
�ゴレラ鹿 2013 Exciting Times

9e
Caerleon S3×M4 Nureyev M5×M5

価格： 購買者：



母 マコトブリジャール（10鹿 ＊ストーミングホーム）７勝，クイーンＳ‐G3，福島牝
馬Ｓ‐G3，カシオペアＳ‐L（芝 1800）３着，福島ＴＶＯＰ‐L（芝 1800）３着，垂水
Ｓ（芝 1800），etc.
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
マコトオテギネ（18牝黒鹿 キズナ）�１勝
マコトヤマドリゲ（19牝鹿 スピルバーグ）���１勝
マコトヴェリーキー（20牡鹿 オルフェーヴル）�未出走

２代母 マコトコーラン（94鹿 ＊ブライアンズタイム）２勝
マコトエンペラー（00牡 タマモクロス）２勝，若駒Ｓ‐OP ２着，中京２歳Ｓ‐OP

２着，揖斐川特別，福寿草特別２着
マコトエンジェルス（01牝 ＊コマンダーインチーフ）�２勝�２勝

マコトタンホイザー（10牡 ＊ゼンノエルシド）１勝，�２勝��，球磨川賞，師走賞
マコトジョワイユー（02牝 フジキセキ）１勝，桑折特別，桑折特別２着，御室特別

３着，檜原湖特別３着，�２勝
マコトタリスマン（14牡 ＊シニスターミニスター）１勝，��未出走�４勝��

１勝，白鷺賞３着
マコトハインケル（15牡 マコトスパルビエロ）���６勝�１勝�３勝�２勝，

オパールＣ２着
マコトネネキリマル（16牡 マコトスパルビエロ）���未出走�11 勝�，オグ

リキャップ記念３着，東海ダービー２着
マコトバンクウ（06牡 ＊シルバーチャーム）１勝，�４勝��	，尾張名古屋杯，尾

張名古屋杯３着
マコトヴォイジャー（07牡 マンハッタンカフェ）２勝，若葉Ｓ‐L ３着，六波羅特別

２着，日田特別２着，宇佐特別３着，足立山特別３着
マコトガラハッド（13
 スズカマンボ）３勝，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，奥の細道特

別，燧ヶ岳特別，六社Ｓ３着，��２勝�２勝���入着３回

３代母 ＊ビットオブフェイス（88 USA鹿 Affirmed）IRE・USA入着

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

434 マコトブリジャール２０２１ 牡・黒鹿 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

＊ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�ストーミングホーム Try to Catch Meマコトブリジャール ＊ブライアンズタイム

��
��
�マコトコーラン鹿 2010 ＊ビットオブフェイス

22b
Northern Dancer S4×M5×M5 Mr. Prospector M4×S5×M5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ピュアフライト（17鹿 ＊プリサイスエンド）出走
初仔

２代母 エスフライト（99黒鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
アクアブルーハート（12牝 ＊エンパイアメーカー）入着

ショウナンマリオ（17牡 ＊トビーズコーナー）�３勝，中ノ岳特別，わらび賞，
尾瀬特別２着，麒麟山特別２着，浦佐特別２着，etc.

タガノマニカ（14牝 ＊アイルハヴアナザー）１勝
グロリアフライト（15牝 ＊ヨハネスブルグ）１勝
ハッピーフライト（16牝 ＊アイルハヴアナザー）�１勝�２勝�１勝，梅桜賞２着，

金沢ヤングＣｈ２着

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
フェルメールブルー（97牝 ＊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，etc.

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

435 ピュアフライト２０２１ �・青鹿 ４／１３

＊

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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyピュアフライト ＊サンデーサイレンス

��
��
�エスフライト鹿 2017 ノースフライト

＊フオーワードフライト 12c
Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 フランチェスカ（00鹿 ＊ブラックタイアフェアー）入着
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８），地方－６（34）〕
ボニータシチー（06牝栗 アッミラーレ）入着，�17 勝��１勝�入着，新春盃
（Ｄ1400）３着

カルロスバローズ（07牡黒鹿 ＊ホワイトマズル）１勝
ハピシン（08牝黒鹿 ＊ルールオブロー）２勝，鞍手特別（芝 1200），かささぎ賞
（芝 1200）３着，白菊賞（芝 1600）３着，りんどう賞（芝 1400）３着

ピッチニーニ（09牝鹿 ＊ホワイトマズル）�１勝
クリノリーチソク（12牝栗 ＊パイロ）�８勝�
スズカフリオーソ（14牡栗 フリオーソ）４勝，西日本スポーツ杯（Ｄ1700），指宿

特別（Ｄ1700），梅田Ｓ（Ｄ1800）２着，摩耶Ｓ（Ｄ1800）２着
イルルーメ（15牡黒鹿 エイシンフラッシュ）１勝，��２勝
ムーンライトリバー（17牝鹿 アドマイヤムーン）	２勝
プレイイットラウド（18
栃栗 フリオーソ）��３勝�入着
ピキプア（19牝鹿 シルバーステート）�	入着�入着

２代母 ローマステーション（87黒鹿 Law Society）１勝
ターフメビュース（93牝 ＊エブロス）３勝
ショーザランニング（94牡 ランフォーエバー）５勝，オーシャンＳ‐OP ３着，山城

Ｓ，乗鞍特別，室町特別，新春Ｓ２着，etc.
ニシオセーラム（96牝 ＊ホワイトマズル）６勝，福島民友Ｃ‐OP，小倉日経ＯＰ‐OP

３着，やまなみＳ，飛騨Ｓ，火の山特別，etc.
スカイジャンプ（97牡 ＊ポリッシュパトリオット）２勝，秋元湖特別２着
ローマンエンパイア（99牡 サクラローレル）４勝，京成杯‐Jpn3，大阪城Ｓ‐L，弥生賞

‐Jpn2 ２着，エプソムＣ‐Jpn3 ２着，大阪城Ｓ‐L ２着，etc.，�１勝，種牡馬
メイショウユウゼン（01牝 ＊タイキシャトル）不出走

シラヤマヒメ（09牝 サクラローレル）�１勝��１勝，関東オークス‐Jpn2 ３
着，戸塚記念２着

カッパツハッチ（15牝 ＊キンシャサノキセキ）３勝，アイビスサマーダッシュ
‐G3 ２着，ルミエールオータムダッシュ‐L ２着，ＵＨＢ賞‐OP ２着，
韋駄天Ｓ‐OP ２着，千葉日報杯，etc.

３代母 ＊アルパインスウイフト（83 USA黒鹿 Storm Bird）IRE 出走

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

436 フランチェスカ２０２１ �・栃栗 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

＊ Miswaki

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイアフェアー Hat Tab Girlフランチェスカ Law Society

��
��
�ローマステーション鹿 2000 ＊アルパインスウイフト

2d
Mr. Prospector M4×S5 Storm Bird M4×S5

価格： 購買者：



母 プライムウィッシュ（06青鹿 ＊シンボリクリスエス）入着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－４（23）〕
ジュガンティーヤ（11牡青 ＊サウスヴィグラス）２勝，桑園特別（Ｄ1700）３着，

���１勝�入着２回
スールキートス（12牝黒鹿 キングヘイロー）２勝
シエロアスール（13牝青鹿 メイショウボーラー）�８勝�７勝
ブルーアワー（16牝青鹿 ＊プリサイスエンド）���４勝
ノーブルウルフ（17牡鹿 キングヘイロー）入着，��３勝�入着４回��
トクシースタローン（19牡黒鹿 ホッコータルマエ）�１勝

２代母 ＊プライムオブユース（99 USA鹿 Deputy Minister）１勝
サンライトムーン（08牝 キングカメハメハ）１勝
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： ㈲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

437 プライムウィッシュ２０２１ 牡・鹿 ３／２４
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プライムウィッシュ
＊ Deputy Minister

��
��
�プライムオブユース青鹿 2006 Miss Ra He Ra

1c
Blushing Groom S5×M5

価格： 購買者：



母 フェイスマーク（15鹿 ローエングリン）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
キンプウ（19牝鹿 ＊マクフィ）�出走
コパノモントレー（20牝鹿 モーリス）�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
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： 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

438 フェイスマーク２０２１ 牡・鹿 ４／１７

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

�ローエングリン ＊カーリングフェイスマーク ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ鹿 2015 スターバレリーナ

＊ベリアーニ 8k
Halo M4×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ホームウォード（04 USA栗 Giant's Causeway）USA出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－２（５）〕
ポーラーシェーン（10牝鹿 Rock Hard Ten）��１勝�
カネトシビバーチェ（11牝鹿 キングカメハメハ）４勝，大阪スポーツ杯（Ｄ1400）

２着（２回），高瀬川Ｓ（Ｄ1400）２着，貴船Ｓ（Ｄ1400）２着，洲本特別
（Ｄ1400）２着，貴船Ｓ（Ｄ1400）３着（２回），河原町Ｓ（Ｄ1400）３着，銀嶺Ｓ
（Ｄ1400）３着，安芸Ｓ（Ｄ1400）３着，藤森Ｓ（Ｄ1200）３着

カネトシクレスト（13牡鹿 ＊ファスリエフ）１勝
レイテストバード（14牝栗 ＊サマーバード）１勝
ホームカミング（18牝栗 ヴィクトワールピサ）�３勝��１勝

２代母 ヘイローリヴァー Halo River（95 USA栗 Irish River）USA３勝，Appala
chian S‐L，Gold Digger S‐L，Lieutenant Governor S‐L ２着
カルサヴィーナKarsavina（00牝 Theatrical）USA入着

ティッピータップ Tippie Tap（09牝 Pleasant Tap）USA７勝，Rosenna S
２着

オールドフォレスターOld Forester（01 牡 Forestry）USA・CAN６勝，クリフハ
ンガーＳ‐G3，Canadian Turf H‐L，Santa Claus S‐R，ファイアクラ
ッカーＨ‐G2 ２着，マイアミマイルＨ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

リーナルー Lenarue（02牝 GoneWest）USA１勝
レアンドリーハ Leandrinha（06牝 Bernstein）ARG５勝
レオンアメリカーノ Leon Americano（18牡 Zensational）�ARG３勝，
P. Islas Malvinas‐L，P. Jose M. Boquin‐L ３着

アナッサル Anazzar（11 牡 Silver Train）PAN８勝，P. Jorge Ameglio‐L
３着

ムンタシブMuntasib（08 牡 Mr. Greeley）GB２勝
＊キャッチアグリムス（13牝 City Zip）USA・CAN８勝，ベルモントオークス‐G1，

ＢＣジュヴェナイルフィリーズターフ‐G1，ナタルマＳ‐G2，ペンマイルＳ
‐G3，エッジウッドＳ‐G3，etc.

３代母 ＊オールハローズ（89 USA鹿 Halo）USA１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

439 ホームウォード２０２１ �・栗 ３／１３
＊ 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

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Giant's Causeway Mariah's Stormホームウォード ヘイローリヴァー Irish River

��
��
�Halo River栗USA 2004 ＊オールハローズ

2n
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 マグナカルタ（11黒鹿 ＊ルールオブロー）�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
ガッサンノリュウ（16牡栗 フリオーソ）���２勝�１勝
マグナジャパン（17牝黒鹿 アドマイヤジャパン）�１勝�
アサキ（18牡鹿 パドトロワ）���１勝
スターオブキッド（20牡青鹿 パドトロワ）���出走

２代母 ＊ライフストーリー（01 USA鹿 Capote）不出走
タマノリテラシー（07牝 ＊マリエンバード）２勝
タイソンバローズ（08牡 ＊ファンタスティックライト）１勝
クイーンズライフ（09牝 キングヘイロー）入着，��２勝�３勝，佐賀皐月賞３着
ショートストーリー（13牡 アドマイヤムーン）４勝，福島放送賞，木古内特別，花の

みちＳ２着，花見山特別２着，etc.，�４勝��入着２回��，白鷺賞３着，etc.
デスティネイション（14� ＊ストリートセンス）１勝，��３勝

３代母 アウトスタンディングリーOutstandingly（82 USA鹿 Exclusive Native）
USA10 勝，ハリウッドスターレットＳ‐G1，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1，
ラスパルマスＨ‐G2，ウィルシャーＨ‐G2，エイグリームＨ‐G3，etc.

＊アウトラスティング（88牝 Seattle Slew）USA２勝，ボニーミスＳ‐G2 ３着
フォーティチュード Fortitude（93牡 Cure the Blues）USA５勝，ベルモント

ＢＣＨ‐G3，ホールオヴフェイムＳ‐G2 ２着，フォートマーシーＨ‐G3
２着，etc.，種牡馬

＊センセーション（93牝 ＊ソヴィエトスター）GB・FR・ITY・USA４勝，ファルマス
Ｓ‐G2，サンドリンガム賞‐G3，P. de Bagatelle‐L
システマティック Systematic（99 牡 RainbowQuest）GB・GER８勝，オーモ

ンドＳ‐G3，カンバーランドロッジＳ‐G3，Troy S‐L，etc.，種牡馬
スピリオリティ Superiority（96� ＊アラジ）GB・IRE・USA・UAE11 勝，Natio

nal Day Cup‐L，ジェベルハッタ‐G3 ３着
ザーフィラZaafira（99 牝 A.P. Indy）USA入着

サファリカラマリ Safari Calamari（12 牝 Half Ours）USA７勝，Delta Do
wns Magnolia S‐R ２着，Louisiana Cup Distaff S‐R ２着，Red
Camelia S‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： 渋谷牧場＝新冠町大狩部 �080-5599-2534
生 産 牧 場： 渋谷牧場
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

440 マグナカルタ２０２１ �・黒鹿 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フェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�ルールオブロー Crystal Crossingマグナカルタ
＊ Capote

��
��
�ライフストーリー黒鹿 2011 Outstandingly

1s
Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



母 マダムアグライア（11鹿 ＊ケイムホーム）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
デンプシーロール（18牡鹿 ワールドエース）入着７回，��３勝�入着
タイセイプロシード（19牡黒鹿 ストロングリターン）�出走
エーデルシュタイン（20牝黒鹿 ダノンバラード）�未出走

２代母 マリスカ（05鹿 アグネスタキオン）出走
ショウナンラクティ（12牡 ＊エンパイアメーカー）入着２回，�３勝
サンカーメル（14牝 ＊アルデバランⅡ）���６勝
ノースジラソーレ（19牝 ストロングリターン）���入着�１勝

３代母 ＊マチカネレダ（94 IRE 鹿 ＊デインヒル）３勝，中ノ岳特別２着
ホクレレ（04牝 フサイチコンコルド）１勝，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，野島崎特別２

着，上総特別２着，etc.

４代母 スパニッシュハビット Spanish Habit（79 IRE 鹿 Habitat）不出走
［子］ ＊ラスメニナス（91牝 Glenstal）GB・FR・IRE・USA２勝，英１０００ギニー

‐G1，Silver Flash S‐L，愛１０００ギニー‐G1 ２着，etc.
スパニッシュラン Spanish Run（87牡 Commanche Run）NOR・SWE
・DEN９勝，Pokallob‐L，Danish St.Leger‐L

ヘッドオヴジアビー Head of the Abbey（85� Glenstal）IRE・USA７
勝，Tyros S‐L ３着

［孫］ シアーヴァイキング Sheer Viking（96� ＊デインヒル）GB・SIN３勝，
フライイングチルダーズＳ‐G2，英ノーフォークＳ‐G3 ２着

ジャーナリスト Journalist（97 牝 Night Shift）GB１勝，プリンセスマー
ガレットＳ‐G3 ２着

［曾孫］ キングズゲイトネイティヴ Kingsgate Native（05� Mujadil）GB・FR
・IRE・HKG８勝，ナンソープＳ‐G1，ゴールデンジュビリーＳ‐G1，
テンプルＳ‐G2（２回），etc.

シニョーラカベッロ Signora Cabello（16 牝 Camacho）GB・FR４勝，
ロベールパパン賞‐G2，クイーンメアリーＳ‐G2，Marygate S‐L，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

441 マダムアグライア２０２１ �・栗 ４／２０
＊ 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

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayマダムアグライア アグネスタキオン

��
��
�マリスカ鹿 2011 ＊マチカネレダ

1t
Mr. Prospector S3×M4 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 マツリダワルツ（04栗 ＊チーフベアハート）�７勝，ひまわり賞（Ｄ1900），ビュ
ーチフル・ドリーマーＣ（Ｄ1900）２着，不来方賞（Ｄ2000）２着，岩手ダービーダ
イヤモンドＣ（Ｄ2000）２着，留守杯日高賞（Ｄ1600）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－４（８）〕
マツリダノブ（11牡鹿 マツリダゴッホ）�４勝
ビップヘラクレス（12牡栗 ＊フォーティナイナーズサン）入着，��１勝
ロードクエスト（13牡鹿 マツリダゴッホ）４勝，スワンＳ‐G2，京成杯オータムＨ

‐G3，新潟２歳Ｓ‐G3，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，ホープフルＳ‐G2 ２着，
スプリングＳ‐G2 ３着，パラダイスＳ‐L（芝 1400）２着，カーバンクルＳ‐OP
（芝 1200）３着，���出走�２勝，ＯＲＯＣ（芝 1700），せきれい賞（芝 2400）

ヴァルツァー（14牝栗 ジャングルポケット）１勝
ロードトレジャー（15牡鹿 ＊プリサイスエンド）１勝
スティルネス（16牝鹿 ゴールドヘイロー）１勝，新潟２歳Ｓ‐G3 ３着
ウィスク（18牝黒鹿 マツリダゴッホ）�１勝

２代母 ユキノワルツ（93鹿 ＊リアルシヤダイ）��５勝
フェルマータ（99牝 ＊テンビー）１勝，コスモス賞‐OP ３着
ヨシキンハマユリ（00牝 トウカイテイオー）�１勝
アイシャルレガシー（01牡 ＊トワイニング）１勝

３代母 ダイナクレアー（83黒鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
ゲンパチミラクル（99牡 ＊ウォーニング）３勝，喜多方特別，知多特別，清洲特別２

着，etc.

４代母 ＊クレアーブリツジ（67 USA鹿 Quadrangle）USA入着４回
［孫］ サクラチトセオー（90牡 ＊トニービン）９勝，天皇賞（秋）‐Jpn1，ＡＪＣ

Ｃ‐Jpn2，中山記念‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬
サクラキャンドル（92牝 サクラユタカオー）５勝，エリザベス女王杯
‐Jpn1，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＳ‐Jpn3，etc.

［曾孫］ サクラメガワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）７勝，金鯱賞‐G2，鳴尾記
念‐G3，鳴尾記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

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： ㈲様似堀牧場＝様似町緑町 �0146-36-3037
生 産 牧 場： ㈲様似堀牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

442 マツリダワルツ２０２１ �・栗 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

＊ Chief's Crown

�
�
�
�
�

��
��

�チーフベアハート Amelia Bearhartマツリダワルツ ＊リアルシヤダイ

��
��
�ユキノワルツ栗 2004 ダイナクレアー

＊クレアーブリツジ 13c
Roberto M4×S5 Secretariat S5×M5 Mr. Prospector S5×S5
Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 マミーフェスト（10鹿 エイシンサンディ）�２勝��１勝�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ライジングサミット（18牡鹿 エスポワールシチー）���４勝
キタノブルーアレツ（19牝鹿 フリオーソ）出走，�地方未出走
リンリン（20牝栗 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 ハドリセンプー（88栗 トウシヨウボーイ）��２勝�
エイティセンプー（94牡 ＊プルラリズム）�１勝�９勝�３勝�入着
エイティフドー（95牡 ロングニュートリノ）�４勝
エイティテツオウ（96牡 ロングニュートリノ）入着，�10 勝�
エイティグリー（97牝 アスワン）�１勝�入着
エイティダーツ（00牡 ダイナガリバー）�４勝
エイティフロー（01牡 ダイナガリバー）３勝，恋路ケ浜特別２着
エイティサンデイ（02牡 エイシンサンディ）�３勝
エイティジャガー（03牡 エイシンサンディ）�５勝��，北海道２歳優駿‐Jpn3，

全日本２歳優駿‐Jpn1 ５着
ユウターストライプ（04牡 キングヘイロー）１勝
バトルアイ（05牝 ＊バトルライン）�３勝
ユウターセンプー（06牡 ＊ムタファーウエク）�１勝
エイティスパシーバ（07牝 ネオユニヴァース）�１勝�６勝
ナカモトクリスタル（08牝 アドマイヤジャパン）�１勝	４勝

３代母 キヤロンランバー（72栗 ＊ラークスパー）不出走
ニラサキランバー（76牝 アローエクスプレス）１勝

リンドエクスプレス（84牡 ＊リアルム）２勝，フェアウェルＳ，加治川特別，
��６勝

ヒカルランバー（93牝 ＊アレミロード）不出走
ヒカルチャンプ（98
 メジロライアン）１勝，蔵王特別３着，湯浜特別３
着，��１勝�

アサカグランディ（87牡 ＊グランデイ）１勝，スイートピー賞３着

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

443 マミーフェスト２０２１ �・鹿 ４／２０
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンサンディ エイシンウイザードマミーフェスト トウシヨウボーイ

��
��
�ハドリセンプー鹿 2010 キヤロンランバー

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 マヤノブリッツ（11栗 サムライハート）�８勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
カナザワクリステル（18牝鹿 ＊ベーカバド）��３勝
アクアカルロ（19牡栗 サンカルロ）���出走
ミタケヤマブシ（20牡栗 トゥザワールド）�地方未出走

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

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

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

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

か賞３着
サンデーイチオー（97牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，矢車賞２着

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

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

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

別２着
フサイチディコルサ（97牝 ＊サンデーサイレンス）出走

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

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

444 マヤノブリッツ２０２１ �・栗 ５／１５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerヘニーハウンド ビューティフルモーメント Crusader Sword

��
��
�Beautiful MomentUSA 栗 2008 Proud Minstrel

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サムライハート エアグルーヴマヤノブリッツ フサイチコンコルド

��
��
�マヤノプリヤ栗 2011 タイシンリリイ

＊シルヴアーフアー 1w
Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 マンハッタンガール（14鹿 マンハッタンカフェ）�２勝�３勝
初仔

２代母 ＊フローレンスガール（03 USA鹿 El Corredor）２勝
ミヤジタイガ（10牡 ネオユニヴァース）４勝，カシオペアＳ‐L，弥生賞‐G2 ２着，

初夢Ｓ，アスター賞，etc.，障害４勝，京都ジャンプＳ‐JG3 ２着
クロフネフリート（11牡 ＊クロフネ）３勝，障害１勝
フローレンスオーロ（12牡 ゴールドアリュール）入着，�１勝�２勝
セシャルマン（13牝 ＊ワークフォース）１勝
クラシーヴァ（15牝 ヴィクトワールピサ）�２勝
ビバヴィットーリオ（17牡 ヴィクトワールピサ）�１勝，南相馬特別３着，国分寺

特別３着

３代母 ローンチサイト Launch Site（96 USA鹿 Relaunch）USA出走
ヴィジラントサイト Vigilant Site（00� Diplomatic Jet）USA８勝，Turf Para

dise Breeder's Cup H‐L ２着，Coyote H３着
フェアウェイロード Fairway Road（07牝 Cuvee）USA５勝，Bustles and Bows S

ジャストグレイズドミー Just Grazed Me（15牝 Grazen）USA７勝，セナタ
ーケンマディＳ‐G3，California Distaff H‐R（２回），Fleet Treat S
‐R，etc.

ローンチコマンダー Launch Commander（09 牡 Master Command）USA６勝，
Toccet S‐L ２着

アイムクラッシーアンドサッシー I'mclassyandsassy（10 牝 Master Command）
USA２勝，Sorority S‐L ２着
ファミリービズ Family Biz（16� Fed Biz）�USA７勝，Jerome S‐L ３着
ビッグアンドクラッシー Big and Classy（19 牡 The Big Beast）�USA１勝，

Affirmed S‐R ３着

４代母 インサイトトゥコープ Insight to Cope（90 USA黒鹿 Copelan）USA11 勝，
Burn's Return H‐L，Miss Dade H‐L，American Beauty Breeders' Cup S，
ファーストレイディＨ‐G3 ２着（２回），Coral Gables H‐L 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

445 マンハッタンガール２０２１ �・鹿 ３／２３
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジマンハッタンガール
＊ El Corredor

��
��
�フローレンスガール鹿 2014 Launch Site

11g
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 メヌエットシチー（05黒鹿 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（20）〕
ウルトラトップ（11牝鹿 フサイチホウオー）�２勝
ベリーフレイバー（12牝青鹿 ＊ホワイトマズル）��２勝
ディーズメヌエット（13牝黒鹿 オレハマッテルゼ）�２勝�１勝�１勝
ミミ（14牝黒鹿 タイムパラドックス）�１勝��２勝�
セイスケルツォ（17牡黒鹿 トゥザグローリー）��５勝	３勝��１勝
ヤシロヴィッキー（18牝鹿 トゥザグローリー）��出走�出走
ロスタム（19牡鹿 ディープスカイ）���入着２回

２代母 アミダラ（97青 ＊キンググローリアス）４勝，鹿島特別
アミスターデ（04牝 ＊マリエンバード）�１勝
４勝�１勝�入着３回
ブライトシチー（09牡 オレハマッテルゼ）１勝
シゲルビッチュウ（11� スクリーンヒーロー）１勝
ヒラケゴマ（13牝 ゴールドヘイロー）�３勝�入着

３代母 ミスアミツト（81黒鹿 ＊ラデイガ）６勝，ガーネットＳ，江戸川特別
アズマコスモ（89牝 ＊ランズダーン）３勝，金華山特別２着，高湯特別２着，雄国沼

特別３着，etc.
シンコウセイバー（90牡 ミスターシービー）１勝，府中３歳Ｓ‐OP ３着，グラジオ

ラス賞２着，ほおずき賞３着，etc.
アズマロビン（91牝 ＊アレミロード）入着

ヒシアオバ（98牝 ＊ハートレイク）３勝，岩室特別２着，妙高特別３着

４代母 ＊アリツトルロビン（70 USA黒鹿 Cornish Prince）USA３勝，Coquette H
，アシュランドＳ‐G3 ３着
［子］ ジェネラルバーネットGeneral Barnett（86� General Holme）USA11

勝，Best of Ohio Sprint Championship H‐LR，Ohio Senior S
‐R，Brent's Prince H‐R，etc.

ファーストコティリオン First Cotillion（87 牝 General Holme）USA２
勝，Primonetta S‐R 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： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

446 メヌエットシチー２０２１ �・鹿 ４／ ６

＊

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 サクラハゴロモメヌエットシチー ＊キンググローリアス

��
��
�アミダラ黒鹿 2005 ミスアミツト

＊アリツトルロビン 24
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ヨシノファルコン（15黒鹿 ビービーガルダン）�３勝�１勝��，天山賞（Ｄ1400）
初仔

２代母 ＊ブリイジースズカ（97 USA鹿 Danzig）入着４回，会津特別３着，�１勝�
スズカフローラ（03牝 ＊フレンチデピュティ）１勝

スズカフューラー（14牡 スズカフェニックス）４勝，蓬莱峡特別，シンガポー
ルＴＣ賞３着，伊達特別３着，障害２勝

サンレイファイト（16牡 スズカフェニックス）３勝，吹田特別２着，��入着
ブリリアントスズカ（04牝 ＊タイキシャトル）�２勝
スズカランデブー（05牝 ラスカルスズカ）入着，�７勝
スズカブリザード（06牡 ラスカルスズカ）２勝
スズカブルボン（08� スズカマンボ）�３勝
スズカヴァンガード（11� スズカフェニックス）３勝，悠久山特別，迎春Ｓ２着，

阿寒湖特別３着，支笏湖特別３着
スズカブレーン（12牡 スズカフェニックス）入着４回，朱竹賞３着，�３勝�
レイホーフロリスト（13牝 スズカフェニックス）�１勝���

３代母 シーブリーザー Sea Breezer（92 USA鹿 Gulch）USA２勝，スピナウェイ
Ｓ‐G1 ２着，Kentucky C Juvenile Fillies S‐L ２着
ショーアブリーズ Shore Breeze（98牡 Danzig）USA４勝，Gallant Serenade S

‐R，Zwaanendael S‐L ２着，Appointment S３着，種牡馬
＊ハギノベルテンポ（00牡 Mt. Livermore）７勝，灘Ｓ‐OP，しらかばＳ‐OP ２着，

韓国馬事会杯，etc.
バンシーガールBanshee Girl（04 牝 Deputy Minister）USA出走

モーニングライトMorning Light（11 牝 Dynasty）SAF３勝，Jamaica H
‐L ２着

４代母 レイクヴィルミス Lakeville Miss（75 USA黒鹿 Rainy Lake）USA７勝，Ｃ
ＣＡオークス‐G1，フリゼットＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1，セリマＳ‐G1，アス
タリタＳ‐G3，etc.
［子］ ＊モガンボ（83牡 Mr. Prospector）USA４勝，米シャンペインＳ‐G1，ゴ

ーサムＳ‐G2，ウッドメモリアルＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

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

447 ヨシノファルコン２０２１ �・黒鹿 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

＊チーフベアハート

�
�
�
�
�

��
��

�ビービーガルダン ＊オールザチャットヨシノファルコン
＊ Danzig

��
��
�ブリイジースズカ黒鹿 2015 Sea Breezer

9c
Danzig M3×M5 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ミスサハラ（15青 スウィフトカレント）�１勝���１勝・２勝
初仔

２代母 カミモリローマン（98栗 ＊ブライアンズタイム）�２勝�５勝
ナンヨーオウトー（08牡 リンカーン）１勝

３代母 ＊イティサール（87 GB青鹿 Caerleon）GB入着３回
カフハル Kafhar（93 牡 In TheWings）ITY３勝，P. Botticelli‐L，グイドベ

ラルデリ賞‐G2 ３着，種牡馬
ベルティサールBeltisaal（94 牝 Belmez）FR出走

ベルアルティスト Belle Artiste（02 牝 Namid）IRE２勝，デリンズタウンスタ
ッド１０００ギニーＴＲ‐G3

スイータースティル Sweeter Still（05 牝 ＊ロックオブジブラルタル）IRE・US
A・CAN５勝，セニョリータＳ‐G3，Sandy Blue H‐L，China Doll
S‐L，etc.
カメコ Kameko（17牡 Kitten's Joy）GB・USA４勝，英２０００ギニー‐G1，
フューチュリティトロフィＳ‐G1，ジョーエルＳ‐G2，etc.，種牡馬

キングズバーンズ Kingsbarns（10 牡 Galileo）GB・FR・IRE２勝，レイシン
グポストトロフィ‐G1，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G1 ３着，ロイヤル
ホイップＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

オンアイスOn Ice（14牝 Galileo）不出走
ガレリアボルゲーゼGalleria Borghese（19 牝 Caravaggio）�IRE２勝，
Naas Oaks Trial‐L

エリザベスオヴアラゴン Elizabethofaragon（17牝 Galileo）GB・IRE２勝，
River Eden Fillies' S‐L ２着，Trigo S‐L ３着

トーホウビーナス（97牝 Woodman）１勝
トーホウチェイサー（07牡 ゴールドアリュール）６勝，ＮＳＴ賞‐L，すばるＳ

‐L ３着，千葉Ｓ‐OP ３着，etc.，�２勝

４代母 ハウスタイHouse Tie（75 IRE 鹿 Be Friendly）IRE１勝
［孫］ デイニシュDanish（91 牝 ＊デインヒル）FR・IRE・ITY・USA６勝，Ｑ

エリザベス二世チャレンジＣ‐G1，サラトガＢＣＨ‐G3，My Char
mer H‐L，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： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

448 ミスサハラ２０２１ �・栗 ３／ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スウィフトカレント ＊ホワイトウォーターアフェアミスサハラ ＊ブライアンズタイム

��
��
�カミモリローマン青 2015 ＊イティサール

10c
Roberto M4×S5 Mr. Prospector S5×S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ミスマリーン（11鹿 マヤノトップガン）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
アローイアロイ（18牡黒鹿 トゥザワールド）��３勝
ネーレウス（19牡黒鹿 トーセンジョーダン）���入着３回

２代母 ピンポイントクロス（01鹿 マーベラスサンデー）出走
ブラックシップ（06牝 ＊クロフネ）�４勝��８勝

ウインベッスル（16牡 カネヒキリ）�１勝
クロスカサブランカ（07牝 タニノギムレット）�２勝�入着
ヤマチョウスパーク（09� ＊ケイムホーム）�３勝
シャトーブリアン（12牝 ＊クロフネ）入着，�３勝��

３代母 フラッシュシャワー（88黒鹿 アイノセントスキー）３勝，フラワーＣ‐Jpn3，
ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，きんせんか賞
ハートフルシャワー（98牝 ＊ハートレイク）�	２勝

クロスマシェリ（04牝 ＊ヘクタープロテクター）�３勝
セイザ（06牝 ＊コロナドズクエスト）出走
スクリーンヒロイン（12牝 スクリーンヒーロー）
２勝
タイムスリップ（15牝 ダノンシャンティ）�２勝��１勝

キングオブサンダー（08牡 マヤノトップガン）�１勝
ミストラルシャワー（10牝 ブラックタイド）�７勝

フォーナインクロス（00牡 ＊フォーティナイナー）２勝
オンリーワンクロス（02牡 マヤノトップガン）４勝，佐渡特別，天の川Ｓ３着
インスパイアクロス（04牡 メジロライアン）�１勝�４勝
ロックフェラー（05牡 マンハッタンカフェ）�３勝��入着４回

４代母 フトウベンチヤ（75鹿 ＊ヴエンチア）１勝

５代母 ＊サマーモーニング（66 FR鹿 Sayajirao）GB入着２回
［孫］ ロングセフティ（85牡 ロングエース）５勝，灘Ｓ，高瀬川特別，白川特別，etc.，

障害１勝
ゴールデンクロス（98牡 ウイニングチケット）３勝，米沢特別３着，美唄
特別３着，�１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

449 ミスマリーン２０２１ �・黒鹿 ４／ ６

＊

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

＊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ミスマリーン マーベラスサンデー

��
��
�ピンポイントクロス鹿 2011 フラッシュシャワー

＊サマーモーニング 1w
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 ミラクルピッチ（09黒鹿 ＊マイネルラヴ）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
サーカスキャッチ（17�鹿 トーセンホマレボシ）��２勝
アブソルートピッチ（19牝黒鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�出走
サルフトピッチ（20牝黒鹿 メイショウボーラー）�入着

２代母 ＊ラウドヴォイス（91 GB鹿 Nashwan）２勝，東山特別３着，湯殿山特別３着，
白根特別３着，筑紫特別３着
ランウェイ（98牡 ニホンピロウイナー）２勝
センチメンタル（01牝 ＊ゼネラリスト）１勝
スーパーヴァイザー（04牡 ＊マリエンバード）１勝，障害１勝
ティアップゼウス（08牡 ノーリーズン）１勝

３代母 スイートリー Sweetly（75 FR鹿 Lyphard）GB・USA３勝
コモングラウンズ Common Grounds（85 牡 Kris）GB・FR２勝，サラマンドル賞

‐G1，P. Yacowlef‐L，モルニー賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ライトニングファイア Lightning Fire（86 牝 Kris）FR・USA２勝，P. Impruden

ce‐L，ヴァントー賞‐G3 ２着，アランベール賞‐G3 ２着，etc.
ベイルート Beyrouth（92牝 Alleged）FR・USA４勝，オールアロングＳ‐G2，

ロングアイランドＨ‐G2 ３着，Castle Forbes S２着，etc.
フレイムヴァリー Flame Valley（93 牝 Gulch）GB・USA２勝，JohnMusker

S‐L，ＥＰテイラーＳ‐G2 ２着，サンチャリオットＳ‐G2 ３着，etc.
ソーロングボーイズ So Long Boys（87 牝 Beldale Flutter）GB・ITY入着３回，

P.dell'Avvenire‐L ２着
スイートソロウ Sweet Sorrow（95牝 Lahib）GB・FR２勝，Magnolia S

‐L ２着，Galtres S‐L ３着
エインジェルインマイハート Angel in My Heart（92 牝 RainbowQuest）FR・

USA３勝，プシュケ賞‐G3，メイトリアークＳ‐G1 ２着，サンタアナＨ‐G1
２着，etc.
クリスキン Kris Kin（00 牡 Kris S.）GB・FR３勝，英ダービー‐G1，ディーＳ

‐G3，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬
ブラヴォディノ Bravodino（10牡 Dynaformer）FR・USA３勝，グレフュー

ル賞‐G2 ２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

450 ミラクルピッチ２０２１ �・黒鹿 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シルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyミラクルピッチ
＊ Nashwan

��
��
�ラウドヴォイス黒鹿 2009 Sweetly

7a
Lyphard M4×S5×M5 Hail to Reason S5×S5 Highclere S5×M5

価格： 購買者：



母 ミアフィリア（16栗 ゴールドアリュール）�１勝
初仔

２代母 サトノラミア（09栗 ＊ブライアンズタイム）入着
ピッパ（15牝 ハーツクライ）１勝
サトノバシリス（17牝 ジャスタウェイ）�１勝�３勝
レオパルドミノル（18� エピファネイア）�１勝，�２勝
タシット（19牡 ブラックタイド）�１勝

３代母 ＊ホームスイートホーム（99 USA鹿 Seeking the Gold）USA出走
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，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，etc.

４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
［子］ 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.

［孫］ 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

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.

ボカグランデ Boca Grande（04牝 A.P. Indy）USA４勝，カムリーＳ
‐G2，デムワゼルＳ‐G2，テストＳ‐G1 ２着，etc.

ヴァケイション Vacation（05牡 Dynaformer）USA・CAN４勝，ハン
シンＣ‐G3，サラナクＳ‐G3 ２着，Pass the Tab S２着，etc.，
種牡馬

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

451 ミアフィリア２０２１ 牡・栗 ４／ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤミアフィリア ＊ブライアンズタイム

��
��
�サトノラミア栗 2016 ＊ホームスイートホーム

1g
Seeking the Gold S4×M4 Roberto M4×S5 Mr. Prospector S5×S5×M5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 ホーチャム（12鹿 ステイゴールド）�４勝�２勝��入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ボルドーラドール（19牡鹿 メイショウサムソン）���入着２回�１勝
パドドゥファイン（20牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�地方未出走

２代母 ラプターセイハート（08鹿 ＊トワイニング）１勝
ディックウイン（13牝 ゴールドアリュール）�３勝
トワイライトライフ（14牝 ゴールドアリュール）４勝，周防灘特別
アリア（15牝 ダイワメジャー）３勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着，ＳＴＶ杯，なずな賞，

ＨＢＣ賞２着，潮騒特別２着，etc.
エヌワイパフューム（16牝 ジャスタウェイ）１勝
イトシキオモイ（17牝 ハーツクライ）入着，���１勝

３代母 リリウム（05芦 ＊クロフネ）不出走
アイスフォーリス（09牝 ステイゴールド）３勝，オークス‐G1 ３着，フローラＳ

‐G2 ２着，中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，etc.
カイザースクルーン（16� ルーラーシップ）１勝，芙蓉Ｓ‐OP ３着，荒川峡特

別３着
フリティラリア（10牝 アドマイヤムーン）１勝

ファルヴォーレ（18牡 ドゥラメンテ）�２勝，雲仙特別２着
バレリオ（15� ステイゴールド）４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，丹頂Ｓ‐OP ２

着，オリオンＳ，etc.

４代母 ＊ベゴニア（83 USA鹿 Plugged Nickle）USA出走
［子］ フサイチシンイチ（93牡 ＊ノーザンテースト）４勝，目黒記念‐Jpn2 ３着，

陣馬特別，白藤Ｓ，etc.
リトルトゥ－マッチ Little Too Much（90� Storm Bird）GB・FR・G
ER・USA３勝，オステルマンポカール‐G3 ３着

オースミジャイアン（94牡 ＊ノーザンテースト）３勝，八瀬特別，佐渡Ｓ
２着，鳴滝特別２着，etc.

スターマーケット（01牡 ＊ブロッコ）４勝，恵山特別，深秋特別３着
フサイチジハード（97牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，障害２勝，東京オー
タムジャンプ‐JG3 ３着

販売申込者・所有者： 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： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

452 ホーチャム２０２１ �・鹿 ２／ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュホーチャム ＊トワイニング

��
��
�ラプターセイハート鹿 2012 リリウム

＊ベゴニア 13c
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 モーニングムーン（10栗 アドマイヤムーン）１勝，飛翼特別（芝 1000）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
フライア（16牝栗 ヴィクトワールピサ）�２勝�
モーニングレイン（17牝栗 エピファネイア）�３勝�
ビギニング（18牝栗 ＊アイルハヴアナザー）出走，�地方未出走
リュカイオス（19牡栗 ＊ハービンジャー）��１勝��
ツキミズヒカリ（20牝栗 ミッキーアイル）�未出走

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

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

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

オープンザゲート（04牡 ＊ボストンハーバー）３勝，	１勝
テイエムジョウネツ（12牝 ステイゴールド）３勝，北國新聞杯，甲南Ｓ３着，大倉

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

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

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

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

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

ovia H‐L，Pine Tree Lane S‐R，サンタモニカＨ‐G1 ３着，etc.
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： 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

453 モーニングムーン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 マイケイティーズモーニングムーン
＊ Seeking the Gold

��
��
�モーニングタイド栗 2010 Eastern Dawn

5g
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 ヤマショウラッキー（15鹿 ＊エンパイアメーカー）�１勝
初仔

２代母 ラブポエット（01黒鹿 Daylami）入着，��１勝
ハイマウンテン（10牝 ＊アルデバランⅡ）２勝，八幡特別，小郡特別２着，別府特別

３着，伊万里特別３着，合馬特別３着，etc.，�１勝
キーコード（11牝 ＊プリサイスエンド）�２勝��２勝
ハイマウンテンラブ（13牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝��入着
ウェルカム（14� アドマイヤムーン）�１勝��入着 10回

３代母 ＊ラブバティータ（93 IRE 青鹿 Caerleon）GB入着

４代母 マリーノエルMarie Noelle（78 FR鹿 Brigadier Gerard）FR・USA４勝，
グロット賞‐G3 ２着，レゼルヴォワール賞‐G3 ２着
［子］ ＊メアリーリノア（86牝 L'Emigrant）FR３勝，マルセルブサック賞‐G1，

オマール賞‐G3，カルヴァドス賞‐G3 ３着
ミンダイナスティMing Dynasty（91� Sadler's Wells）FR11 勝，P.
Louis Desboudet‐L，グラディアトゥール賞‐G3 ３着

タピルージュ Tapis Rouge（89� Irish River）GB４勝，リングフィー
ルドダービートライアルＳ‐G3 ２着

［孫］ マラストMarrast（93 牡 ＊グルームダンサー）FR９勝，P. de Boulogne
‐L（２回），P. de Boulogne‐L ２着，P. Le Fabuleux‐L ２
着，etc.，種牡馬

ポリウィリーン Polliwilline（03 牝 Mull of Kintyre）GB・NOR・SWE
３勝，Scandinavia Cup‐L，Morten Og Torvald Klaveness Mi
nnelop‐L ２着

［曾孫］ ヒルノダムール（07牡 マンハッタンカフェ）４勝，天皇賞（春）‐G1，産経
大阪杯‐G2，皐月賞‐G1 ２着，etc.，FR入着，種牡馬

ジェネラルズダイナスティGeneral's Dynasty（01 牝 General Nediym）
AUS４勝，ＳＡＪＣナショナルＳ‐G3

トランスシルヴァニア Transsylvania（11 牝 Le Havre）NOR・SWE・
DEN２勝，Lanwades Stud S‐L

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

454 ヤマショウラッキー２０２１ �・鹿 ５／２２
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudヤマショウラッキー Daylami

��
��
�ラブポエット鹿 2015 ＊ラブバティータ

4i
Caerleon S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ユアザイオン（12黒鹿 メイショウサムソン）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ミラキュラスシティ（17牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）���２勝
フェスティヴグッド（18牡鹿 パドトロワ）入着，��１勝�入着
ディープトラスト（20牝鹿 サトノダイヤモンド）�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
フィールドメジャー（10牝 ダイワメジャー）２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： アイズスタッド㈱＝日高町清畠 �01456-5-2022
生 産 牧 場： 中川 欽一
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

455 ユアザイオン２０２１ �・鹿 ５／１０
＊ 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

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアンユアザイオン ＊ブライアンズタイム

��
��
�ギャラリートーク黒鹿 2012 ＊ヒットザスポット

8h
Hail to Reason S4×M5

価格： 購買者：



母 ラインキャメロン（09黒鹿 キングカメハメハ）１勝，��１勝�入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
スティールノーヴァ（19牝青鹿 ＊ヘニーヒューズ）��１勝�入着，園田プリンセ

スＣ（Ｄ1400）２着
タッカーカムカム（20牝鹿 ＊ドレフォン）�未出走

２代母 オートサンデー（95栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
アルファグリン（01牝 ＊エルコンドルパサー）��１勝��	
バトルエアーカット（02牝 ＊エルコンドルパサー）１勝，�１勝�
シゲルユウボウカブ（03牝 ＊グラスワンダー）１勝
ラインストーム（04牡 ＊クロフネ）４勝，ヒヤシンスＳ‐OP ３着，皆生特別２着，

青梅特別３着
ラインウインド（05牡 ＊メイショウドトウ）入着２回，��２勝
ラインレグルス（08牡 ＊クロフネ）３勝，障害１勝
ダイメイクイーン（10牝 ＊シンボリクリスエス）出走

トップレベル（17牝 フリオーソ）
４勝��，九州ダービー栄城賞，佐賀皐月
賞２着，ル・プランタン賞２着，花吹雪賞２着，カペラ賞３着，etc.

クラウンデピュティ（11牡 ＊クロフネ）１勝，障害１勝
ナイスガイラバー（13� キングカメハメハ）��９勝�

３代母 ヤマヒサエオリア（88黒鹿 スズカコバン）３勝，スイートピーＳ‐OP，ＵＨＢ
杯‐OP ２着
マチカネスサノオ（94牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，吹田特別２着，障害１勝，�１勝

�入着
アサヒミネルバ（97牡 フジキセキ）�３勝��１勝６勝	３勝，二十四万石賞，

中京盃，駿蹄賞３着，etc.

４代母 トツプメイジⅡ（79栗 トウシヨウボーイ）	入着５回
［子］ ディープグローリー（86牡 ＊デイープダイバー）７勝，栗東Ｓ‐OP，仁川

Ｓ‐OP ３着，銀嶺Ｓ‐OP ３着，etc.
フミヒサ（87牡 ＊ペール）入着４回，内外タイムス杯２着，師走Ｓ２着，etc.，
��６勝，青雲賞３着

［孫］ タマノハルカ（03牝 エイシンサンディ）
１勝��，花吹雪賞３着

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

456 ラインキャメロン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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスラインキャメロン ＊サンデーサイレンス

��
��
�オートサンデー黒鹿 2009 ヤマヒサエオリア

＊エナモールド 2h
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ＊ラックスフィールドロード（13 USA鹿 Quality Road）GB・USA１勝，Bolto
n Landing S３着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
スラップショット（18�鹿 Air Force Blue）�２勝

２代母 カトリKatori（04 USA黒鹿 Dixie Union）USA入着３回
トゥビーディターミンドTo Be Determined（12牝 Elusive Quality）GB・USA１勝
ザッテル Zatter（15� Midnight Lute）�USA７勝，デルマーフュチュリティ‐G1

２着
バルバロニBarbaroni（17� Super Saver）�USA１勝
グッドラックチャームGood Luck Charm（18牡 Quality Road）�USA１勝

３代母 ハムバHamba（92 USA鹿 Easy Goer）USA２勝
＊ハギノアップデイト（99牡 Mt. Livermore）１勝，飛竜特別２着
ギジマGijima（01牝 Red Ransom）USA１勝，Denise RhudyMemorial S‐L

２着
モンバMonba（05牡 Maria's Mon）USA３勝，ブルーグラスＳ‐G1，ベンアリＳ

‐G3 ３着，サンダーロードＨ‐G3 ３着，種牡馬
サーカムスペクトCircumspect（09 牝 ＊ディスクリートキャット）不出走

アスペクト Aspect（16 牡 Astrology）�USA７勝，Strike Your Colors S３着
オートノマス Autonomous（17牝 Quality Road）USA１勝，BlueMounta

in Juvenile Fillies S‐R ３着

４代母 チャオ Ciao（74 USA黒鹿 Silent Screen）USA５勝，Pocahontas S，
ゴールデンロッドＳ‐G3 ３着
［子］ シークレットヘロー Secret Hello（87 牡 Private Account）USA６勝，

アーリントンＷフュチュリティ‐G1，セントポールダービー‐G2，カ
ンタベリーＣ‐G3，etc.，種牡馬

サイレントアカウント Silent Account（83 牝 Private Account）USA10
勝，アルシバイアディズＳ‐G2，Baton Twirler S‐L，セリマＳ
‐G1 ２着，etc.

ハディフ Hadif（86 牡 Clever Trick）GB・USA８勝，コーンウォリスＳ
‐G3，Nearctic H‐L，Phoenix H‐L，etc.，種牡馬

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

457 ラックスフィールドロード２０２１ �・鹿 ５／ ５

＊

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

＊

クオリティロード Elusive Quality

�
�
�
�
�

��
��

�Quality Road Koblaラックスフィールドロード カトリ Dixie Union

��
��
�Katori鹿USA 2013 Hamba

8g
Northern Dancer S4×M5 Alydar M5×M5

価格： 購買者：



母 リアクションレート（07鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�入着，フロー
ラルＣ（Ｄ1700）２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（14）〕
ハイテルカイト（14牡鹿 カネヒキリ）��６勝，勝島王冠（Ｄ1800）３着
ニコルハイウェイ（15牡鹿 ブラックタイド）１勝，ひまわり賞‐OP（芝 1200）３着
ボルドープリュネ（17牝鹿 ワールドエース）��１勝�６勝�，クイーンＣ
（Ｄ1600），ライデンリーダー記念（Ｄ1600）３着

ササキンローズ（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）���１勝�入着，プリンセ
スＣ（Ｄ1400）２着

ボルドーブルゴス（20牡鹿 トゥザワールド）��入着

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

イオーメモリアル２着，東雲賞２着，臥牛山特別２着，etc.
ステラリード（07牝 スペシャルウィーク）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3
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

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

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

３代母 ウェルシュラヴWelsh Love（86 IRE 鹿 Ela‐Mana‐Mou）IRE１勝，Dia
mond S‐L ２着
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

販売申込者・所有者： シグラップファーム＝日高町賀張 �090-8707-9113
生 産 牧 場： シグラップファーム
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

458 リアクションレート２０２１ 牡・鹿 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�カタリスト鹿 2007 Welsh Love

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



母 リアハッピー（10黒鹿 ＊サウスヴィグラス）���１勝・８勝
〔産駒馬名登録数：３〕
オオエアクティブ（20牡鹿 リアルインパクト）�地方未出走

２代母 ミホダイリン（98鹿 ＊ラストタイクーン）出走
ララバイ（04牝 ナリタトップロード）�１勝
キフジン（05牝 メジロマックイーン）�４勝�入着
タコ（06牡 ＊プリサイスエンド）２勝，平尾台特別２着，唐津特別２着，西脇特別３

着，�２勝
シゲルウジサト（07牡 ＊ワイルドラッシュ）�５勝
ドラゴンカントリー（09牡 ＊ティンバーカントリー）��８勝
ブラックメイプル（11牡 アドマイヤマックス）入着２回，	５勝�入着２回���
ブルブルブル（14牡 メイショウボーラー）�２勝��１勝�

３代母 ＊テスラ（86 USA鹿 Glint of Gold）GB・FR・USA３勝，フィリーズマイル
‐G2，メイヒルＳ‐G3，コロネイションＳ‐G1 ４着，英ナッソーＳ‐G2 ３着，
ロワイヨモン賞‐G3 ２着，etc.
デヴィルズドリーム（92牝 ＊カコイーシーズ）出走

マイネルトイフェル（02牡 ＊タバスコキャット）３勝，土湯温泉特別
ディアジョンレター（93牝 ＊リズム）不出走

マツリダブロッコ（01牡 ＊ブロッコ）	21 勝，阿久利黒賞，不来方賞２着，ダイ
ヤモンドＣ２着，etc.

ロイヤルブレンド（99牡 ＊ダンシングブレーヴ）入着２回，
�10 勝�２勝�11 勝，
北國王冠３着

ミラクルチャージ（01牡 フジキセキ）１勝，�１勝�
クリールバレット（04牡 サクラバクシンオー）３勝，知立特別，須賀川特別２着，

会津特別３着

４代母 チェリータChellita（77 IRE 鹿 Habitat）GB出走
［孫］ サグレド Sagredo（04牡 Diesis）GB・FR４勝，Chester H‐L ３着，

GB障害２勝
［曾孫］ ブメラング Bumerang（16牝 Toruk Macto）�TUR９勝，Internatio

nal Istanbul Trophy‐L 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

459 リアハッピー２０２１ �・栗 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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターリアハッピー ＊ラストタイクーン

��
��
�ミホダイリン黒鹿 2010 ＊テスラ

2f
Mill Reef M5×M5

価格： 購買者：



母 リュウキンカ（13栗 ステイゴールド）入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ハルヒコ（18牡鹿 ストロングリターン）��２勝
ヒメリュウキンカ（19牝栗 ＊バゴ）��１勝

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
サトノネネ（10牝 ディープインパクト）１勝，筑紫特別２着，タイランドＣ３着（２回）
レッドベリンダ（12牝 ハーツクライ）１勝，湯浜特別，�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
［子］ フォースマジュール Force Majeure（98� Monsun）FR・GER４勝

ミスターフィンチMr. Finch（94� El Prado）FR・GER４勝
［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： 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

460 リュウキンカ２０２１ �・栗 ５／３０

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュリュウキンカ
＊ Monsun

��
��
�フローリオット栗 2013 Fureau

5i
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 リンノストーン（15青鹿 スマートロビン）�３勝��１勝，平和賞（Ｄ1600）
初仔

２代母 サンマルフェアー（08黒鹿 アドマイヤドン）入着
サンマルアルティマ（14牡 ＊ロードアルティマ）入着，�１勝�１勝
フェアースカイ（16牝 グランプリボス）�３勝

３代母 ＊シアトルフェアー（91 USA黒鹿 Capote）２勝，ききょうＳ‐OP
シアトルフレーム（97牡 ＊ポリッシュネイビー）３勝，アイビーＳ‐OP，灘Ｓ‐OP

３着，大原Ｓ
ステラクィーン（98牝 ダンスインザダーク）�４勝��２勝

シゲルハスラット（05牡 ＊グラスワンダー）５勝，ジュライＳ，須磨特別，雪割
草特別，etc.

アドバンスウェイ（06牡 ネオユニヴァース）７勝，すばるＳ‐L，マリーンＳ‐LR ２
着，ギャラクシーＳ‐LR ２着，etc.

４代母 フランプトンダンサー Frampton Dancer（70 USA黒鹿 Jig Time）USA１勝
［子］ ディスタントローズDistant Rose（76牝 Distant Day）USA10 勝，M

arica H，Miss Mommy H，Cinderella S３着
ディスタントダンサーDistant Dancer（75 牡 Distant Day）USA11 勝，
Florida Breeder's Futurity‐R

プラムタイム Plum Time（82牝 Plum Bold）USA２勝，Minnesotan
S‐R ３着

［孫］ ベンアリズルーラー Ben Ali's Rullah（89牡 Clever Trick）USA９勝，
SecondWind S‐R ２着

アシエンダデルマル Hacienda Del Mar（00 牝 Jumron）USA４勝，C
zaria H２着

［曾孫］＊エコルプレイス（00牡 Grindstone）４勝，欅Ｓ‐L，シリウスＳ‐Jpn3 ２
着，etc.，�１勝��，グランシャリオＣ‐Jpn3

＊トロピカルライト（04牡 Mizzen Mast）３勝，欅Ｓ‐L ２着，etc.，�１
勝���入着２回，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1
２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

461 リンノストーン２０２１ �・鹿 ３／１５

＊

＊
＊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

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�スマートロビン ＊キーブギーリンノストーン アドマイヤドン

��
��
�サンマルフェアー青鹿 2015 ＊シアトルフェアー

1o
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ルドラ（05 FR鹿 Cape Cross）FR１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），海外－１（３），地方－５（15）〕
ミッキールドラ（10牡栗 ダイワメジャー）入着２回，���１勝�３勝�入着
ミッキーナイト（11牡栗 キングカメハメハ）入着３回，�３勝�
ミッキージョイMikki Joy（12 牡鹿 ディープインパクト）５勝，市川Ｓ（芝 1600），

江の島特別（芝 1600），秩父特別（芝 1600），鎌ケ谷特別（芝 1600）２着，SIN３勝
ショーコーズ（15牝栗 オルフェーヴル）�３勝
ベルレガッタ（16牝鹿 ロードカナロア）入着，��２勝��
ボンヌシャンス（17牝黒鹿 ジャスタウェイ）�３勝
ダンツキタイ（19牝黒鹿 キズナ）�入着
シルバーダイヤ（20牝黒鹿 シルバーステート）�出走

２代母 リモートロマンスRemote Romance（97 USA栗 Irish River）FR２勝
サビア Sabia（02 牝 Sadler's Wells）FR出走

リジーラムール Lizzie l'Amour（12 牝 Zabeel）AUS・NZ７勝，ＮＺインター
ナショナルＳ‐G1，セカンドセンチュリーＳ‐G1，レイディノリーＳ‐G2，
ワイカトＣ‐G3，ギャラクシーＳ‐G1 ２着（２回），etc.

サデックス Saddex（03牡 Sadler's Wells）FR・GER・ITY７勝，伊共和国大統領
賞‐G1，ラインラントポカル‐G1，シャンティー大賞‐G2，ゲルリンク賞‐G2，
Bremen Derby Trial‐L，etc.，種牡馬

ケイオティックカーニヴァルChaotic Carnival（11	 Montjeu）FR３勝
ベイオヴアイランズBay of Islands（12 牝 Dubawi）不出走

バラニスター Bharani Star（17 牝 Sea The Stars）�GB２勝，Rothesay S‐L

３代母 エイヴィアンス Aviance（82 IRE 栗 Northfields）GB・IRE２勝，フィーニ
クスＳ‐G1
チャイムズオヴフリーダム Chimes of Freedom（87牝 Private Account）GB・F

R・IRE６勝，コロネイションＳ‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，チャイル
ドＳ‐G2，etc.

デノンDenon（98牡 Pleasant Colony）FR・USA・HKG６勝，ハリウッドダー
ビー‐G1，マンハッタンＨ‐G1，ターフクラシック招待Ｓ‐G1，チャールズホ
イッティンガムＨ‐G1，etc.，種牡馬

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

462 ルドラ２０２１ �・栗 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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊

ケイプクロス Green Desert

�
�
�
�
�

��
��

�Cape Cross Park Appealルドラ リモートロマンス Irish River

��
��
�Remote Romance鹿FR 2005 Aviance

8f
Northern Dancer S5×M5×M5 Sir Ivor M5×M5

価格： 購買者：



母 ラペーシュ（16栗 ＊バゴ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
モモナ（20牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）��出走

２代母 イイデエース（06鹿 スペシャルウィーク）３勝

３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，etc.

４代母 シネジタ Cinegita（77 USA鹿 Secretariat）USA３勝，レイルバードＳ‐G3，
Senorita S３着
［子］ 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
＊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.
［孫］ 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
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.

ドッジDodge（88牡 Mr. Prospector）USA３勝，ベストターンＳ‐G3，
リヴァリッジＳ‐G3 ３着，種牡馬

キャプテンスターバック Captain Starbuck（87� Cure the Blues）US
A６勝，Hawthorne Juvenile S‐L，Royal Glint S‐L

ストーミーテンパー Stormy Temper（94 牝 Conquistador Cielo）USA
９勝，Ready Jet Go S，Just Smashing S，Half Moon S２
着，etc.

［曾孫］ 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.

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： 中村 弘昭
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

463 ラペーシュ２０２１ 牡・栗 ３／１４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxラペーシュ スペシャルウィーク

��
��
�イイデエース栗 2016 ＊ウージャ

25
Mr. Prospector S4×M5×M5 Blushing GroomM4×S5 Nureyev M4×S5

価格： 購買者：



母 リオファンク（14鹿 トランセンド）１勝
初仔

２代母 シルクロザリオ（05栗 ダンスインザダーク）出走
バトルジャングル（11牝 マヤノトップガン）�１勝�１勝
オールマイタイム（12牡 ＊ブライアンズタイム）�１勝�１勝
タニマサベーカ（15牡 ＊ベーカバド）入着，��１勝�２勝
タイムリメンバード（16牝 ＊プリサイスエンド）１勝
マーシテイクオン（19牡 メイショウサムソン）���２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.
ピンクジュエル（01牝 ＊ジェイドロバリー）�２勝

イケノナイン（06牝 ＊ジェリ）入着，�５勝��３勝�，平和賞２着，リリーＣ２着
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： 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

464 リオファンク２０２１ 牡・黒鹿 ５／ 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

＊ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�

��
��

�トランセンド シネマスコープリオファンク ダンスインザダーク

��
��
�シルクロザリオ鹿 2014 ＊リーガルウェイズ

5f
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 レッドアモーレ（10鹿 ダイワメジャー）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ネイチャーアモーレ（17牝鹿 ＊アイルハヴアナザー）��１勝�入着２回��
キミノナハ（18牝黒鹿 ローエングリン）���入着４回
ダンツクルーガー（19牡栗 ＊クロフネ）��４勝
クウークン（20牡栗 フリオーソ）�地方未出走

２代母 ＊グレースアンドグローリー（93 GB黒鹿 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，桜花賞‐Jpn1 ２着，ジャパンＣ‐G1 ３着，etc.，USA・
UAE１勝，アルマクトゥームチャレンジＲ３‐G2，etc.

キミノナハセンター（11� ディープインパクト）３勝，ＴＶ山梨杯，丹波特別
２着，八ヶ岳特別２着，昇仙峡特別３着

オースミマコ（05牝 ＊フレンチデピュティ）２勝
アセント（08� ＊ロージズインメイ）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

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
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： 竹中牧場＝新冠町美宇 �0146-47-5331
生 産 牧 場： 竹中牧場
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

465 レッドアモーレ２０２１ �・青鹿 ４／１８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケレッドアモーレ
＊ Sadler's Wells

��
��
�グレースアンドグローリー鹿 2010 Grace Note

16b
Halo S4×M4 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 レディー（10鹿 ゴールドヘイロー）２勝，すずらん賞‐OP（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：２〕
リファーブル（18牝鹿 ＊ロードアルティマ）���入着２回
オフェーリア（20牝黒鹿 ＊ロードアルティマ）�出走

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

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

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

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

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

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

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

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

466 レディー２０２１ 牡・鹿 ５／ ３

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

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

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドレディー ＊ノーザンテースト

��
��
�イブキピンクレディ鹿 2010 ＊アトラクト

1s
Northern Dancer M4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊レディスウィフト（08 USA黒鹿 Ghostzapper）入着３回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（13）〕
オロマップレディ（14牝黒鹿 ＊ケイムホーム）��12 勝
ヘイセイラスト（16牝鹿 ＊アイルハヴアナザー）２勝
ラピラータ（18牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��入着
カシノリカバリー（19牝黒鹿 ストロングリターン）���１勝

２代母 クイックテンパーQuick Temper（01 USA黒鹿 A.P. Indy）USA・CAN４
勝，シルヴァーブレットデイＳ‐G2 ２着，アーリントンメイトロンＨ‐G3 ２着，
メイプルリーフＳ‐G3 ２着，Autumn Leaves S‐L ３着
クイックブリーズQuick Breeze（07 牝 Ghostzapper）USA２勝

ビートルブーツBeatle Boots（12� Noble Causeway）USA３勝
シティサイレンCity Siren（13牝 City Zip）USA２勝
ダナズビューティDana's Beauty（18 牝 Not This Time）�USA４勝
クルーグKrug（19� Not This Time）�USA４勝

クイックポイントQuick Point（16 牝 Point of Entry）�USA４勝
クイックインディアンQuick Indian（11� Indian Charlie）USA５勝
ミズショートフューズMs. Short Fuze（13牝 Zensational）USA１勝

テイクハーテンプTake Her Temp（18牝 Uncaptured）�USA１勝
クラウドコンピューティング Cloud Computing（14牡 Maclean's Music）USA２

勝，プリークネスＳ‐G1，ウッドメモリアルＳ‐G2 ３着，ゴーサムＳ‐G3 ２
着，種牡馬

トムTom（16� Maclean's Music）�USA１勝

３代母 ヘイローアメリカ Halo America（90 USA芦 Waquoit）USA15 勝，アップ
ルブラッサムＨ‐G1，ルイヴィルＢＣＨ‐G2，モリーピッチャーＨ‐G2，フォー
ルズシティＨ‐G3，Oaklawn Breeders' Cup H‐L（２回），etc.
マリーノマリーニMarino Marini（00 牡 Storm Cat）GB・IRE・USA３勝，Mar

ble Hill S‐L，フィーニクスＳ‐G1 ２着，マリブＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ミスターオールアメリカンMr All American（06� Unbridled's Song）USA４勝
ファルマスベイ Falmouth Bay（08牡 Elusive Quality）GB・SWE14勝
バーンスターBernster（09 牡 Storm Cat）USA１勝，種牡馬
ルーシーブルーアイズRuthie Blue Eyes（10 牝 Stormy Atlantic）USA２勝

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

467 レディスウィフト２０２１ 牡・黒鹿 ３／２９

＊

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

＊

ゴーストザッパー Awesome Again

�
�
�
�
�

��
��

�Ghostzapper Baby Zipレディスウィフト クイックテンパー A.P. Indy

��
��
�Quick Temper黒鹿USA 2008 Halo America

8g
Primal Force S3×M4 Relaunch M4×S5×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 レディマスグレイヴ（12鹿 ＊コマンズ）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
シントーミリアン（16牡黒鹿 ＊モンテロッソ）��２勝
モダンライフ（17牝鹿 ＊モンテロッソ）��３勝
アンペアブレーカー（19牡黒鹿 ＊パイロ）���入着３回

２代母 ＊ロシャーニ（97 IRE 鹿 Kris）GB２勝
ザインゼン Zayn Zen（02牝 Singspiel）GB３勝，Fleur de Lys S‐L，プリンセ

スエリザベスＳ‐G3 ３着
エンナード Ennaadd（13牡 ＊キングズベスト）GB４勝，Kempton Hyde S

‐L，Paradise S‐L ２着
ハーサイHersigh（14牝 Poet's Voice）GB２勝
マイホイスパーMyWhisper（18 牝 Frankel）�AUS４勝，ＳＡＪＣオー
ラリアＳ‐G3，ＳＡＪＣオーストラレシアンオークス‐G1 ３着

ザーフラン Zaafran（03牝 Singspiel）GB・UAE３勝，Cape Verdi S‐L ３着
ザフィーズプライド Zaffy's Pride（18 牝 Pride Of Dubai）�GB・IRE２勝，

Star Appeal S‐L，アサシＳ‐G3 ２着，キラヴランＳ‐G3 ２着
ロハインRohain（05 牝 Singspiel）不出走

オージーレインズ Aussie Reigns（10� Aussie Rules）GB・IRE・UAE４勝，
Wild Flower S‐L，ヘンリー二世Ｓ‐G3 ３着，ウィンターダービー
‐G3 ３着，Floodlit S‐L ３着，IRE障害１勝

アイサレジョウズ（10牝 Refuse to Bend）１勝
グランツ（11牡 ＊コマンズ）１勝

３代母 マラトーナMaratona（79 GB鹿 Be My Guest）FR出走
エンプロイフォース Employ Force（84 牝 Alleged）GB・ITY入着，P. Fausta

‐L ３着
バックルBuckle（96 牝 Common Grounds）GB・FR２勝

ウォーターウェイズWaterways（03 牝 Alhaarth）GB・IRE３勝，Marble H
ill S‐L，Swordlestown Stud Sprint S‐L ２着，Tipperary S‐L
２着，etc.

販売申込者・所有者： 佐竹 学＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1585
生 産 牧 場： 佐竹 学
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

468 レディマスグレイヴ２０２１ �・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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�コマンズ Cotehele Houseレディマスグレイヴ
＊ Kris

��
��
�ロシャーニ鹿 2012 Maratona

9c
Kris M3×S4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 レンレン（14栗 ＊トビーズコーナー）２勝，�１勝�
初仔

２代母 ボーアンドベッグ（08鹿 ゴールドアリュール）不出走
タイガーブレイブ（16牡 ＊トビーズコーナー）入着，��２勝�２勝
マロンドクイーン（17牝 ＊トビーズコーナー）��５勝�入着２回�

３代母 モンタファイン（95鹿 ＊コマンダーインチーフ）入着３回
モンタキセキオー（00� フジキセキ）��１勝�入着２回
ジルブラヴォ（04牡 バブルガムフェロー）	
５勝
ミライキング（06牡 ゴールドアリュール）�２勝�１勝	
４勝

４代母 ジムモンタ（79栗 ＊ジムフレンチ）３勝，中山牝馬Ｓ３着，４歳牝馬Ｓ‐OP
［子］ モンタミール（88牡 ＊ヴアリイフオージユ）６勝，函館記念‐Jpn3 ２着，

福島記念‐Jpn3 ３着，福島民報杯‐OP，etc.
モンタサーベル（85牡 トウシヨウルチエー）	
３勝

［孫］ ブイゾーン（04牡 ＊ヴィクトリースピーチ）	
10 勝
ワイエスランナー（95牡 ＊アジュディケーティング）�７勝	
１勝
モンタメロディー（02牝 ローゼンカバリー）	
２勝

５代母 キームスモンタ（66栗 ＊モンタヴアル）不出走
［子］ サムボーイ（73牡 ＊スーパーサム）３勝，乗鞍特別

タケシユンライ（74牝 ＊ハーケン）２勝，紅梅賞
ファニーキング（78牡 ＊ロンバード）１勝

［孫］ テニスギャル（90牝 ＊パークリージエント）２勝�４勝，上山王冠賞，
こまくさ賞２着

バンダムショット（91牡 ＊リーフアーマツドネス）７勝�１勝，新潟皐月賞
ケイアテンション（85牝 ＊ノーアテンシヨン）３勝，初茜賞３着，伊達特
別３着

タケリマンド（82牝 ＊リマンド）１勝
［曾孫］ タハラウィング（95牝 ホクトフラツグ）入着，ひまわり賞‐OP ２着，�

１勝���
ヤマトエンペラー（99牡 ＊ヒシマサル）��３勝	
，二歳優駿２着

販売申込者・所有者： 徳本 幸雄＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2246
生 産 牧 場： 徳本 幸雄
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

469 レンレン２０２１ �・栗 ５／１７

＊

＊
＊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

＊ Bellamy Road

�
�
�
�
�

��
��

�トビーズコーナー Brandon's Rideレンレン ゴールドアリュール

��
��
�ボーアンドベッグ栗 2014 モンタファイン

＊ビユーチフルドリーマー 12
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 レーヌビクトリア（15栗 スターリングローズ）入着，��２勝�
初仔

２代母 アモーレペガサス（99鹿 メジロライアン）１勝
グローリーソング（04牡 ＊カコイーシーズ）�２勝�１勝��３勝，東京湾Ｃ２着，

若駒賞
ペガサスビーム（05牝 ＊アグネスデジタル）�２勝�４勝
コウギョウダグラス（07牡 スターリングローズ）��13 勝�１勝�，フジノウェー

ブ記念３着，大淀川賞２着，水無月賞２着，遠賀川賞２着，鏡山賞２着，etc.
ヨハネジュニア（08牡 ＊デビッドジュニア）�４勝
シルバーペガサス（10牡 ＊グラスワンダー）�10 勝
クロスクランチ（11牡 ＊サウスヴィグラス）��５勝
ムーンエクスプレス（12牝 アドマイヤムーン）５勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着，阪

神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ４着，石清水Ｓ，猪名川特別，サンクフルＨ，etc.
ハヤブサヴィーナス（16牝 アドマイヤムーン）�１勝
エコロペガサス（18牝 アドマイヤムーン）��１勝�１勝�１勝�

３代母 ＊ロビースレインボウ（91 GB鹿 RainbowQuest）GB１勝
コスモサンビーム（01牡 ＊ザグレブ）５勝，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1，スワ

ンＳ‐Jpn2，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優２牡
エイシンイチリン（04牝 フジキセキ）２勝，君子蘭賞，雪割草特別２着
デジタルキャッシュ（05牡 ＊アグネスデジタル）４勝，姫路特別

４代母 メアリーマーティンMary Martin（83 IRE 栗 Be My Guest）不出走
［子］ マリーナパークMarina Park（90 牝 Local Suitor）GB・FR・IRE・US

A・HKG８勝，ラスシエネガスＨ‐G3，プリンセスマーガレットＳ
‐G3，Pine Tree Lane H‐L，etc.

［孫］ ナリームNareem（94牝 Polar Falcon）SAF３勝，Eastern Province B
reeders' S‐L ２着

５代母 センターピースCentre Piece（70 IRE 鹿 ＊トンピオン）IRE出走
［孫］ フィトナ Fitnah（82牝 Kris）GB・FR６勝，サンタラリ賞‐G1，プラン

スドランジュ賞‐G3，ノネット賞‐G3，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

470 レーヌビクトリア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

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�スターリングローズ ＊コマーズレーヌビクトリア メジロライアン

��
��
�アモーレペガサス栗 2015 ＊ロビースレインボウ

1h
ノーザンテースト S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ロックドクトリン（08黒鹿 ＊ロックオブジブラルタル）２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（10）〕
プラチナバローズ（15牡青鹿 ゴールドアリュール）���６勝�２勝
ハナギリ（16牝鹿 ＊アイルハヴアナザー）�２勝
ラルジュール（17牡鹿 ＊ダンカーク）��出走
リリーボーラー（20牡青 メイショウボーラー）�未出走

２代母 ＊タイキパンドラ（98 USA黒鹿 Gulch）出走
センティード（04牡 ＊デザートキング）入着，�１勝�入着３回
マルサンチーフ（05牡 レギュラーメンバー）入着２回，�１勝�９勝�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： ㈲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

471 ロックドクトリン２０２１ 牡・青鹿 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シルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�ロックオブジブラルタル Offshore Boomロックドクトリン
＊ Gulch

��
��
�タイキパンドラ黒鹿 2008 Certain Secret

2d
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ロイヤルフレア（13鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ヘヴンリークルーズ（05黒鹿 ＊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
レッドファーレン（12牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
レッドヴォヤージ（14牝 ジャングルポケット）�４勝
グットクルサマー（15� キングカメハメハ）１勝，��１勝�４勝��
ノーチカルチャート（16牡 ジャスタウェイ）２勝，安房特別，淡路特別２着，江坂

特別２着，淡路特別３着，グッドラックＨ３着，��未出走	１勝�入着��
ナンヨーショウエイ（17牝 オルフェーヴル）入着２回，��１勝
パルデンス（18牡 ディープブリランテ）�２勝

３代母 タックスシェルター（98黒鹿 フジキセキ）１勝，赤松賞２着
ツルマルスピリット（07牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，北國新聞杯２着，和布刈特

別２着，灘Ｓ３着，etc.
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.

イーストオブザサン（13牡 キングカメハメハ）４勝，加古川特別，中ノ岳特別，御
陵Ｓ２着，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

４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
［子］ 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
ルミナスハーバー（04牝 アグネスタキオン）４勝，マーガレットＳ‐L，阪
神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ３着，飯豊特別，etc.

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＝日高町庫富 �0146-47-1051

472 ロイヤルフレア２０２１ 牡・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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandロイヤルフレア ＊ファルブラヴ

��
��
�ヘヴンリークルーズ鹿 2013 タックスシェルター

＊タックスペイヤーズフォリー A1
サンデーサイレンス S3×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 モエルア（12黒鹿 ＊エンパイアメーカー）�６勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊リリーポンド（01 USA鹿 Grand Slam）不出走
ピエナリリー（06牝 タニノギムレット）１勝
ビービーボンド（09牡 デュランダル）��３勝
ベルウッドテラス（10� ステイゴールド）４勝，オーロラ特別，門司Ｓ３着，丹沢

Ｓ３着，招福Ｓ３着，�８勝
シガリロ（13牝 ナカヤマフェスタ）入着，��２勝
ドストライク（15牡 ディープブリランテ）入着３回，�２勝���

３代母 ハッシュトグッドバイ Hushed Goodbye（94 USA黒鹿 Secret Hello）US
A８勝，Sugar & Spice H‐R，Merrillville H‐R ２着，Sugar & Spice H
‐R ３着
リプローリアスRiproarious（03� High Yield）USA９勝
ヘイナウHey Now（05� Forestry）USA・CAN23勝

４代母 アワクラウドOur Crowd（83 USA芦 Al Hattab）USA１勝

５代母 アワダックリングOur Duckling（76 USA鹿 Quack）USA出走
［子］ スワジガール Swazi Girl（80 牝 Hatchet Man）USA８勝，Fairway Fun

S，Jeanne d'Arc S‐L ２着，Cleopatra H２着，etc.
ダックリングパークDuckling Park（85 牝 Highland Park）FR・USA３
勝，仏１０００ギニー‐G1 ２着，P. Imprudence‐L ２着

［孫］ スワジズモーメント Swazi's Moment（90 牝 Moment of Hope）USA４
勝，Palo Alto H‐L，Gowell S‐L，プリンセスＳ‐G2 ２着

ビークリーク Bee Creek（89� Darby Creek Road）USA12 勝，Clev
eland Kindergarten S‐R ３着，Ohio Heritage S‐R ３着

［曾孫］ カフワイン Kafwain（00 牡 Cherokee Run）USA４勝，ノーフォークＳ
‐G2，サンヴィセンテＳ‐G2，ベストパルＳ‐G3，etc.，種牡馬

アルケン Al Ken（04牡 Kendor）FR13 勝，P. Delahante‐L
シャンティヒルロード Shanty Hill Road（02� Friendly Lover）USA
１勝，Illinois Sales Graduate S‐R ３着

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

473 モエルア２０２１ 牡・黒鹿 ４／１８

＊

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モエルア
＊ Grand Slam

��
��
�リリーポンド黒鹿 2012 Hushed Goodbye

4d
El Gran Senor M4×M5 Al Hattab S5×M5 Mr. Prospector S5×M5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊レディストレイツ（03 IRE 鹿 Montjeu）�２勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：地方－４（15）〕
シェイプリー（09牝鹿 ジャングルポケット）入着２回，�２勝�１勝���，フェ

アリーＣ（Ｄ1800）
ルーメア（10牝栗 デュランダル）�２勝�２勝���
デルグレネ（15牝鹿 ヴァーミリアン）	１勝�５勝���
ネオファルコン（16牝鹿 スマートファルコン）入着２回，
���１勝・１勝
レイドフルール（18牝鹿 ＊アジアエクスプレス）
�入着
サルセル（19牝栗 エスポワールシチー）
出走
カナデル（20牝鹿 ＊ベストウォーリア）
	出走

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

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

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

３代母 キンバリージューン Kimberley June（70 CAN黒鹿 Good Old Mort）USA
５勝，Seaway S２着，Belle Mahone S２着，Nassau S２着，Mapl
e Leaf S３着，Nettie H３着，etc.
ザーレイン Zarrain（78 牡 Glossary）USA入着４回，Yearling Sales S‐R ２着
コンストラクション Construction（80� Sinister Purpose）USA21 勝，Mardi G

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

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

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

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

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

474 レディストレイツ２０２１ 牡・鹿 ６／１３

＊

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

＊

モンジュー Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

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

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

10c
Northern Dancer M4×S5 Literat S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊ワンオリーブ（09 USA黒鹿 Bernstein）�１勝
〔産駒馬名登録数：４〕
フクトナス（20牡黒鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 プランタン Printemps（97 CHI 栗 Hussonet）USA・CHI８勝，ミルギニー
ズ‐G1，アルベルトＳマグナスコ賞‐G1，タンテオデポトランカス‐G1，ホーソ
ーンＨ‐G2，インデペンデンシア賞‐G2，etc.
ティズホエンTizwhen（06牡 Tiznow）USA２勝
グーグリーGoogly（08� Include）USA２勝
エロヒオーサElogiosa（11牝 English Channel）CHI・PER８勝
クラシックスプリングClassic Spring（15 牝 Sky Classic）USA１勝
ハンプトンスプリングHampton Spring（17 牝 Hampton Court）�USA３勝

３代母 リストWrist（91 CHI 鹿 Worldwatch）CHI２勝
レテ L'Ete（01 牝 Hussonet）USA・CHI３勝，ミルギニーズ‐G1 ３着，セレクシ

オンデポトランカス‐G3 ２着，フアンＣメジャ賞‐G3 ３着
ザターニングポイント The Turning Point（13 牡 Hurricane Cat）FR・BEL

３勝，Criterium du Bequet‐L，FR障害１勝
リヴェール L'Hiver（02 牝 Hussonet）CHI２勝

ソレイユデュノール Soleil Du Nord（11牡 Strong Contender）BRZ３勝，
P. Alo Ticoulat Guimaraes‐L

４代母 パクタダPactada（81 CHI 鹿 Parbury）不出走
［孫］ ティアメリアム Tia Meriam（02牝 Columbus Day）CHI３勝，インデ

ペンデンシア賞‐G2 ２着
［曾孫］ ポルケ Porque（07牝 Ocean Terrace）CHI２勝，チリ１０００ギニー‐G1，

アルトゥロリオンペニャ賞‐G1 ２着，エルエンサヨ‐G1 ３着
ノーテニエグエスNo Te Niegues（02 牡 Hussonet）CHI３勝，ビクト
ルＭフェルナンデス賞‐G3 ３着

５代母 アコンカグアAconcagua（66 CHI 栗 All Serene）不出走
［孫］ コロレアード Coloreado（98� Mashaallah）USA・CHI20 勝，メルク

リウス杯‐G3，P. Espana‐L ２着

販売申込者・所有者： シグラップファーム＝日高町賀張 �090-8707-9113
生 産 牧 場： シグラップファーム
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

475 ワンオリーブ２０２１ �・鹿 ４／ ９
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

＊

バーンスタイン Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Bernstein La Affirmedワンオリーブ プランタン Hussonet

��
��
�Printemps黒鹿USA 2009 Wrist

2f
Mr. Prospector S4×M4 Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ロゴマーク（11青鹿 ＊チチカステナンゴ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
プレミアムクイーン（19牝黒鹿 ローエングリン）�１勝
ジャパンガール（20牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�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
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： 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

476 ロゴマーク２０２１ 牡・黒鹿 ５／ ４

＊

＊ 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

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラロゴマーク ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ青鹿 2011 スターバレリーナ

＊ベリアーニ 8k
Northern Dancer S5×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 ロフティードリーム（14鹿 ＊キングズベスト）�３勝
初仔

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

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

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

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

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

ステイウェル（10牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，仲春特別２着，祇園特別２着
ピエールドリュヌ（11牝 キングカメハメハ）２勝，鶴橋特別，有松特別２着，若戸

大橋特別３着
エミーズレシピ（13牝 ＊エンパイアメーカー）２勝，遊楽部特別３着

ビーストアタック（19牝 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
クリスタルアイ（17牝 ルーラーシップ）�１勝�

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

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

沼Ｓ，etc.

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

（春），etc.，年代表，優３牡，種牡馬
タケフブキ（69牝 ＊パーソロン）３勝，オークス，サンスポ４歳牝馬特別
２着，京成杯３歳Ｓ３着，etc.

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

477 ロフティードリーム２０２１ �・黒鹿 ２／１８

＊

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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaロフティードリーム ダンスインザダーク

��
��
�ムーンザドリーム鹿 2014 ミヨシチェリー

＊ビユーチフルドリーマー 12
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ワンモアミイチュー（01鹿 ＊エンドスウィープ）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－５（20）〕
ミラクルミイクン（09牡鹿 ＊ブラックホーク）入着５回，���１勝・２勝
エールドランジュ（10牝鹿 メイショウボーラー）�１勝��８勝�
チアフルミイチャン（11牝鹿 リンカーン）�２勝
ロードゼフィール（13牡鹿 ブラックタイド）１勝
プロトイチバンボシ（16牡栗 キングヘイロー）２勝，��４勝��
ワンモアエフォート（17牡栗 カレンブラックヒル）１勝，���２勝

２代母 グリドルボーン（94鹿 ＊ジェイドロバリー）３勝，��１勝	入着
ギオンガムフェロー（03牡 バブルガムフェロー）
２勝
シルクマンハッタン（05牡 マンハッタンカフェ）２勝，悠久山特別
ルピナスブルー（06牝 ネオユニヴァース）�１勝�

３代母 エンゼルスキー（83鹿 マルゼンスキー）��５勝，こまくさ賞
ツキノイチバン（89牡 ＊ミルジヨージ）��11 勝，アフター５スター賞，金盃
エンゼルプリンセス（91牝 ＊ロイヤルスキー）�７勝��１勝，いで湯賞

ダンストーンタイム（99牝 サニーブライアン）�３勝�入着�
ダンストンリアル（04牡 ＊ジョリーズヘイロー）�19 勝�入着，岩鷲賞，桐
花賞３着

ブルーホーク（04牡 ＊ブラックホーク）��12 勝，サンタアニタＴ
プリンセスビジュー（06牝 ＊ホワイトマズル）�６勝��
ポピュラーソング（17牝 アンライバルド）���２勝�入着���，ユン
グフラウ賞３着，ジュニアＧＰ３着

プリンセスプライド（09牝 マンハッタンカフェ）��３勝
プリンスリターン（17牡 ストロングリターン）�５勝，キャピタルＳ‐L，
ポートアイランドＳ‐L，シンザン記念‐G3 ２着，etc.

４代母 ミスカイリユウ（68鹿 ＊マロツト）不出走
［子］ マルホミンシオ（77牡 ＊ミンシオ）４勝，４歳抽せん馬特別‐OP，節分賞，

椿賞，��	１勝
［孫］ ワンモアマイハート（85牝 ニチドウアラシ）４勝，石和特別，北海Ｈ３着

ポールシッター（88牡 ＊ノーザンアンサー）３勝，シドニーＴ３着，�１勝�

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

478 ワンモアミイチュー２０２１ �・鹿 ６／ 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

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceワンモアミイチュー ＊ジェイドロバリー

��
��
�グリドルボーン鹿 2001 エンゼルスキー

＊フリヂデイテイー 9d
Mr. Prospector S4×M4×M4 Nijinsky S4×M5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ラインラピット（15栗 ＊ヨハネスブルグ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
レディブロンド（20牝栗 スピルバーグ）��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
エルヴィエント（08牝 ＊ワイルドラッシュ）��５勝
ネオヴァンクル（09牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，ききょうＳ‐OP
ワイルドソウル（11牡 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��３勝�入着，知床賞２着
カジュアルスタイル（12牝 ＊ロージズインメイ）��１勝
スチルマン（19牡 ＊ヘニーハウンド）���入着２回�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： 土井牧場＝新冠町新和 �0146-47-5261
生 産 牧 場： 土井牧場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

479 ラインラピット２０２１ 牡・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 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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythラインラピット ＊ティンバーカントリー

��
��
�ユアライフスタイル栗 2015 ＊マイライフスタイル

3e
Halo S4×M4 WishingWell S4×M4 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 レモンティー（11黒鹿 ＊タイキシャトル）１勝，�７勝��３勝�
初仔

２代母 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，播磨特別
２着，鳥羽特別３着，仲春特別３着，下北半島特別３着，etc.
ストレッチ（13牡 ネオユニヴァース）�４勝
スマートダフネ（14牝 スマートファルコン）１勝
フェンドオフ（15牡 ＊クロフネ）２勝，��２勝��３勝
アッシャムス（16牝 ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝�
グランコージー（17牡 ベルシャザール）��６勝��２勝，シアンモア記念２着，

ダービーＧＰ３着，ダイヤモンドＣ，寒菊賞，若駒賞，etc.

３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

４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
［子］ 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
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.

スーパーブレーブ（00牡 ＊ダンシングブレーヴ）３勝
ドラマチックライフ（93牡 ＊クリスタルグリツターズ）２勝，�１勝�３勝
エーピーゴンタ（02牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，��１勝
ダイナミックスター（97牡 ＊グルームダンサー）１勝，�１勝	

［孫］ 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

モリトブイコール（08� オンファイア）２勝

［曾孫］ サラノロクサボード（06牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，�８勝

�入着３回

５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： 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： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

480 レモンティー２０２１ �・青 ２／１４

＊

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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンレモンティー アドマイヤコジーン

��
��
�アドマイヤプルート黒鹿 2011 スプリングハーレー

＊シルバーバツトン 4g
Cozzene M4×S5

価格： 購買者：



母 アイスグレー（14芦 フリオーソ）入着，�３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
レアマカナ（20牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�未出走

２代母 ママズディッシュ（07芦 ＊クロフネ）入着２回
カスミポップコーン（13牡 ＊ベーカバド）�７勝���
ムーンアンドスター（15牡 アドマイヤコジーン）�１勝
ママズコフィ（18牝 ＊カジノドライヴ）���１勝�３勝

３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，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，etc.

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
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）�６勝，函館記念‐G3，レパードＳ‐G3，
ブラジルＣ‐L，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： 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

481 アイスグレー２０２１ �・栗 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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�フリオーソ ＊ファーザアイスグレー ＊クロフネ

��
��
�ママズディッシュ芦 2014 シラユキヒメ

＊ウェイブウインド 2w
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 アップサージ（17鹿 ＊パイロ）出走
初仔

２代母 ＊ウェイヴランナー（10 GB栗 Raven's Pass）GB１勝
テリングブロウ（15牡 Teofilo）�１勝�３勝�
ロイヤルヨット（16牡 ＊キングズベスト）入着，���２勝
ウェイヴアナリシス（18牝 ＊ディスクリートキャット）��２勝��

３代母 ダヌータDanuta（00 USA鹿 ＊サンデーサイレンス）USA・UAE３勝
＊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
レディマクベス（16牝 ハーツクライ）１勝，赤松賞３着
バルトリ（17牝 ディープインパクト）�３勝，神奈川新聞杯，バーデンバ
ーデンＣ２着，ＳＴＶ賞２着

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
インフレクションポイント Inflection Point（16� Invincible Spirit）�GB・IRE

４勝，Belgrave S‐L ３着

４代母 ＊ポリッシュスタイル（89 USA鹿 Danzig）FR・ITY・USA２勝，P. Hampt
on‐L，P. de Bagatelle‐L ２着，P. Petite Etoile‐L ２着，ロイヤルメア
ズ賞‐G3 ３着
［子］ フォーク Folk（04 牝 Quiet American）USA・UAE３勝，UAE Oaks‐L，

UAE One Thousand Guineas‐L，ＣＣＡオークス‐G1 ３着
ポーリシュパナシュ Polish Panache（97牡 GoneWest）IRE・UAE１
勝，愛フュチュリティＳ‐G3 ３着

［孫］ キャプティヴェイティングラス Captivating Lass（09 牝 A.P. Indy）US
A２勝，Busanda S‐L，ダヴォナデイルＳ‐G2 ３着

販売申込者・所有者： 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

482 アップサージ２０２１ 牡・栗 ３／２２
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionアップサージ
＊ Raven's Pass

��
��
�ウェイヴランナー鹿 2017 Danuta

8c
Mr. Prospector S3×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 アデュラリア（06芦 ＊クロフネ）４勝，與杼特別（Ｄ1400）２着，京都オータムプ
レミアム（Ｄ1400）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（11）〕
アデュラレッセンス（14牡栗 ディープブリランテ）�１勝
チャンダナ（16牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，��入着３回�１勝
ネーロルチェンテ（17牝青鹿 ベルシャザール）��９勝��，ノースクイーンＣ
（Ｄ1800），ブロッサムＣ（Ｄ1700），ノースクイーンＣ（Ｄ1800）２着，フロー
ラルＣ（Ｄ1600）２着

アイヴォリーアイ（18牝芦 エイシンヒカリ）�１勝
チームケミストリー（19牡芦 サトノアラジン）出走，�地方未出走

２代母 クロッサンドラ（97黒鹿 フジキセキ）５勝，欅Ｓ‐OP ２着，フェアウェルＳ，
韓国馬事会杯，立夏Ｓ２着（２回），ブラッドストーンＳ２着，etc.
ステイドリーム（05牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，岩室温泉特別，三陸特別，鎌倉Ｓ３着
レインボーデイズ（08牝 ジャングルポケット）入着，�２勝�入着２回
ジャスティシア（09牝 キングカメハメハ）２勝
ハーデス（10� ＊シンボリクリスエス）１勝
シャルドン（12牝 キングカメハメハ）�１勝

３代母 シクレノンビオス（84栗 ＊ノーザンテースト）２勝
アサクサゴーフル（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，ＳＴＶ賞，高尾特別，種牡馬
アサクサコルベール（93牝 サクラユタカオー）１勝
プレーミオ（03牝 ＊グラスワンダー）出走

アイヅラブリー（11牝 ハイアーゲーム）１勝，�５勝
スマートイマージュ（04牝 マンハッタンカフェ）１勝

４代母 フアーザークイン（73黒鹿 ＊フアーザーズイメージ）３勝，障害２勝
［子］ トライトン（81牡 ダイコーター）６勝，七夕賞‐Jpn3 ３着，中津川特別，

麦秋特別，etc.
マサノダンデイ（80牝 ＊ダンデイルート）２勝，山藤賞，障害１勝

５代母 ＊キルグレイ（62 IRE 鹿 French Beige）GB１勝
［子］ ミヤギノチドリ（72牝 ＊ダラノーア）４勝，猪苗代特別

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

483 アデュラリア２０２１ 牡・栗 ３／ ８

＊

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アデュラリア フジキセキ

��
��
�クロッサンドラ芦 2006 シクレノンビオス

＊キルグレイ 19
Deputy Minister S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 アドマイヤビアン（04鹿 アドマイヤコジーン）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－４（７）〕
メガモンスター（10牡鹿 アドマイヤムーン）入着，�２勝
スズカマイゲスト（14牡鹿 ルーラーシップ）１勝，障害１勝
スズカビレッジ（15牡栗 ヴィクトワールピサ）入着，�２勝
ルンタ（16牝鹿 ＊ワークフォース）�１勝��
メイショウシンタケ（18牡鹿 ワールドエース）�３勝，摂津特別（芝 1400），甲東

特別（芝 1600）２着
ノブクンブラック（19牡栗 カレンブラックヒル）��１勝�１勝

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： ㈲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

484 アドマイヤビアン２０２１ �・黒鹿 ６／ 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

Cozzene

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤコジーン アドマイヤマカディアドマイヤビアン
＊ Be My Guest

��
��
�アドマイヤラピス鹿 2004 Elevate

1l
Northern Dancer M4×M5 Ela‐Mana‐MouM4×S5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 アナザーガール（10栗 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－２（９）〕
イマジンピース（15牡鹿 ＊シンボリクリスエス）��５勝�１勝�
リヴォルバー（16牝鹿 ＊ハービンジャー）入着，��１勝�２勝
ピースアンドリンゴ（18牡鹿 ルーラーシップ）入着２回，��出走�入着３回
オモイソメル（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）�入着２回
ハンデンリリー（20牝鹿 ミッキーロケット）�１勝

２代母 クリアーチャンス（89栗 ＊デイクタス）３勝，恵庭岳特別３着
クリアーベース（96� ＊サンデーサイレンス）�４勝�15 勝�	４勝，九州王冠
マッキーロイヤル（99牝 フジキセキ）�８勝

ホワイトアルバム（08牝 ＊クロフネ）２勝
クリスティ（17牝 キズナ）�５勝，六甲Ｓ‐L，アイビーＳ‐L ２着，トルマ
リンＳ，ブエナビスタＣ，�	入着�，関東オークス‐Jpn2 ３着

ハニードント（11牝 ＊クロフネ）４勝，夙川特別２着，リボン賞３着
マッキーマックス（00牡 ダンスインザダーク）３勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，産経

大阪杯‐G2 ２着，シンザン記念‐Jpn3 ２着，きさらぎ賞‐Jpn3 ３着，万葉
Ｓ‐L ３着，etc.

マッキーアイドル（02牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）出走
アイウォントユー（07牡 ダンスインザダーク）４勝，春日特別，西郷特別，菅

名岳特別２着，ムーニーバレーレーシングクラブ賞２着，エリカ賞３着
マッキーエルメス（04牡 ダンスインザダーク）２勝

３代母 ノーザンクリアー（83栗 ＊ノーザンテースト）不出走
クリアースター（92牝 ＊トニービン）２勝，石打特別２着，奥只見特別２着

ダイワオンディーヌ（03牝 ＊クロフネ）４勝，立川特別２着，舞浜特別３着，
�	入着，ＴＣＫディスタフ２着
ケツァルテナンゴ（12牡 ＊チチカステナンゴ）４勝，白富士Ｓ‐L，プリンシ
パルＳ‐LR ２着，中京２歳Ｓ‐OP，etc.

４代母 シヤダイクリアー（72栗 ＊ガーサント）�	２勝
［孫］ ダイナマイトダディ（88牡 サクラユタカオー）６勝，京王杯スプリングＣ

‐Jpn2，中山記念‐Jpn2，京成杯‐Jpn3，etc.，種牡馬

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： 静内ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2256

485 アナザーガール２０２１ �・栗 ５／１１

＊

＊
＊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アナザーガール ＊デイクタス

��
��
�クリアーチャンス栗 2010 ノーザンクリアー

＊クヰツクランチ 4r
ノーザンテーストM4×M4

価格： 購買者：



母 カボスチャン（12黒鹿 タニノギムレット）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 マルカパール（99黒鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝
シャドウタウン（04牡 ＊フレンチデピュティ）�１勝�
パールグレイピアス（05牝 ＊シンボリクリスエス）２勝
トウシンボルト（07牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，障害１勝，京都ハイジャンプ

‐JG2 ３着，東京ジャンプＳ‐JG3 ３着
テラノコブラ（08牡 ジャングルポケット）２勝，松戸特別３着
ブラックリバイバル（09牡 ＊ホワイトマズル）��12 勝�１勝
フジマサクラウン（11牡 メイショウサムソン）３勝，月岡温泉特別２着
ヤマノグラップル（15牡 ＊ワークフォース）１勝

３代母 ディスコホール（89栗 ＊ノーザンテースト）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，
ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3 ２着，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，
阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ５着
ビンラシッドビン（94牡 ＊トニービン）２勝，かきつばた賞２着，すいれん賞２着，

新緑賞２着
イサオヒート（98牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，関越Ｓ‐L，ブリリアントＳ‐L ２

着，師走Ｓ‐OP ２着，etc.
バリュアットリスク（02牝 ＊エルコンドルパサー）１勝

グランドバリュー（11牝 マンハッタンカフェ）��１勝�
グランフォロミー（18牡 ストロングリターン）��入着４回�１勝�入着
��，東北優駿２着，金杯２着，寒菊賞２着，etc.

アバオアクー（12� ゴールドアリュール）３勝，成田特別３着，伊勢佐木特別３着

４代母 ＊ダンスカントリー（79 USA鹿 Big Spruce）ARG４勝，マルコスレバージェ賞‐G2
［子］ ゼニガタショウリ（96牡 ＊ノーザンテースト）１勝，紫川特別３着
［孫］ セントマシーン（94牡 ＊シェリフズスター）	18 勝��１勝�入着，上山

ＧＰ山形記念３着

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

486 カボスチャン２０２１ �・黒鹿 ５／ 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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルカボスチャン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカパール黒鹿 2012 ディスコホール

＊ダンスカントリー 12c
サンデーサイレンス S3×M3 Roberto M4×S5 Hail to Reason S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 アナタゴノミ（01鹿 ＊デヒア）入着２回
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－５（11），地方－７（15）〕
サアドウゾ（06牝栗 ゴールドアリュール）３勝，驀進特別（芝 1000），飛翔特別
（芝 1000），熊本城特別（芝 1200）２着

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

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

１勝，大分川賞（Ｄ1800）
コリャコリャ（11牝鹿 ゼンノロブロイ）１勝
ワラッチャオ（12牝青鹿 ハーツクライ）１勝，閃光特別（芝 1000）２着
カートニイレル（13牝栗 ゴールドアリュール）�４勝�入着４回
ハハハ（16牝黒鹿 トゥザグローリー）�３勝
アキラクン（17牡栗 トゥザグローリー）��１勝�入着２回
カリビアンパール（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）���入着４回
オレゴノミ（20牡青 フェノーメノ）�出走

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

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

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

山賞２着，カンナ賞２着，サイネリア賞３着，etc.

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

着，ＢＳＮ杯‐OP，石和特別，etc.

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �090-3118-6091
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

487 アナタゴノミ２０２１ 牡・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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�デヒア Sister Dotアナタゴノミ ＊リアルシヤダイ

��
��
�アララットサン鹿 2001 ダイナフエザー

＊パロクサイド 8f
ノーザンテースト S4×M4 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 アニー（08鹿 ＊ファンタスティックライト）�２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（15）〕
トゥモローアンセム（15�栗 ヤマニンセラフィム）���12 勝�２勝
サダムゲンヤ（16牡鹿 サダムパテック）�１勝
ウォーバックス（18牡鹿 ベルシャザール）���１勝
レヴォルト（19牡黒鹿 トウケイヘイロー）�入着
ピュラー（20牝栗 ネロ）�地方未出走

２代母 アニーブラウン（91芦 ＊ノーザンテースト）出走
クリノヨリリン（96牝 ＊ジェイドロバリー）入着２回

ナムラベンケイ（03牡 ＊ブラックホーク）�３勝�14 勝�	，福山菊花賞，福山
桜花賞，椿賞，福山大賞典，ファイナルＧＰ２着，etc.

プロテクトレス（97牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝，岡崎特別２着
ホーリーブラウン（98牝 フジキセキ）３勝，春菜賞２着，栃尾特別３着，湯之谷特

別３着，妙高特別３着
セイクリッドバレー（06牡 タニノギムレット）４勝，新潟大賞典‐G3，セント

ライト記念‐Jpn2 ２着，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，関屋記念‐G3 ２着，
新潟大賞典‐G3 ２着，etc.

コーラルプリンセス（14牝 ＊クロフネ）４勝，大島特別，赤松賞，頌春賞２着
ヘカティー（99牝 ＊ジェイドロバリー）１勝，障害１勝

＊サザンギャラクシー（05牡 アドマイヤベガ）４勝，衣笠特別，葉山特別，赤湯
特別２着，西宮Ｓ３着，清滝特別３着，etc.

トーセンザオー（00牡 バブルガムフェロー）７勝，ギャラクシーＳ‐L ３着，尾張Ｓ
‐OP，飛騨Ｓ，愛・地球博開催記念，秋元湖特別，etc.

マイティーキラー（03牡 ＊タバスコキャット）２勝，	１勝�入着
トーセンピングス（06牡 マンハッタンカフェ）４勝，深草Ｓ３着，��３勝，京成

盃グランドマイラーズ２着

３代母 ＊アルズアニー（79 USA芦 Al Hattab）USA９勝，Glassboro H‐LR，
Northfield H‐R（２回），Atlantic City H‐R ２着，Lodi H２着，Alma
North H‐L ３着，etc.
オーディン（89牡 ＊ノーザンテースト）入着，平安Ｓ‐Jpn3 ２着，
10 勝�入着，

南部杯２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： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �090-9082-6145

488 アニー２０２１ 牡・鹿 ４／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodアニー ＊ノーザンテースト

��
��
�アニーブラウン鹿 2008 ＊アルズアニー

21a
Halo S4×M5 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 アプリコットチャン（16栗 ＊フレンチデピュティ）�出走
本馬の他に産駒あり

２代母 レモンチャン（10栗 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，��５勝��

３代母 コールミースーン（95鹿 ＊リファーズウィッシュ）３勝
ハーレムスウィング（06牝 マンハッタンカフェ）１勝，��３勝

シンデン（14牡 ＊コンデュイット）１勝
ピノッキオ（17牡 ＊タートルボウル）入着，��２勝�入着３回

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
トーセンターボ（08牡 サクラバクシンオー）１勝，��１勝
トーセンコールミー（09牡 シックスセンス）�２勝
カムヒア（12牝 スウィフトカレント）�９勝
ファイナルコール（13� メイショウボーラー）１勝，��入着７回��１勝	２勝
コールオンミー（14牝 デュランダル）��２勝
９勝

４代母 コールミーネイム（89鹿 ＊アレミロード）３勝
［子］ 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，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

［孫］ 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

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�

５代母 ＊ミステイコール（79 USA栗 What a Pleasure）USA１勝
［孫］ マイネルブーバリス（03牡 ＊チーフベアハート）１勝，ひめさゆり賞３着
［曾孫］ タテヤマ（14牡 ＊パイロ）６勝，天王山Ｓ‐OP，室町Ｓ‐OP ２着，西陣Ｓ，etc.，

���出走�出走
マンテンハット（02牝 トウカイテイオー）３勝，壬生特別，九重特別，ス
トークＳ２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： 髙橋 直人＝池田町利別東町 �015-572-3507

489 アプリコットチャン２０２１ �・栗 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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandアプリコットチャン デュランダル

��
��
�レモンチャン栗 2016 コールミースーン

＊ミステイコール 5j
Bold Ruler S5×M5

価格： 購買者：



母 アムールレジェンド（09黒鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ティヴォリオベーネ（15牝鹿 ローエングリン）�１勝
リュクスレジェンド（17牝鹿 ＊クロフネ）�２勝
ヨシノレジェンド（20牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）�未出走

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
パーソナルビリーフ（16牝 ヴィクトワールピサ）�１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

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

490 アムールレジェンド２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ２
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アムールレジェンド
＊ Awesome Again

��
��
�パーソナルレジェンド黒鹿 2009 Highland Legend

20
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アラモアナワヒネ（13栗 ＊グラスワンダー）１勝，くるみ賞（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
ミニイ（20牝栗 ＊アジアエクスプレス）��出走

２代母 プリティタヤス（03栗 マーベラスサンデー）３勝，鳥羽特別２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
ラウレアワヒネ（12牝 ＊グラスワンダー）�３勝
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
アリイタヤス（15牡 ＊ベーカバド）入着２回，�３勝
プリティフラッシュ（17牝 エイシンフラッシュ）�１勝
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

３代母 ＊ライトシップ（83 USA栗 Majestic Light）不出走

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.

［曾孫］ 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
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

５代母 ブサンダ Busanda（47 USA青 War Admiral）USA10 勝，サバーバンＨ，
アラバマＳ，トップフライトＨ，ニューキャッスルＨ，ダイアナＨ，etc.
［子］ バックパサー Buckpasser（63 牡 Tom Fool）USA25 勝，トラヴァーズＳ，

ジョッキークラブゴールドＣ，メトロポリタンＨ，etc.，種牡馬
ビューパーズ Bupers（61 牡 Double Jay）USA７勝，米フュチュリティ
Ｓ，ハイビスカスＳ，米シャンペインＳ３着，etc.，種牡馬

ビューロクラシー Bureaucracy（54� Polynesian）USA11 勝，ドゥワイ
アＨ，Providence S，National Stallion S，etc.

販売申込者・所有者： 対馬 正＝新冠町若園 �0146-49-5477
生 産 牧 場： 対馬 正
飼 養 者： 対馬 正＝新冠町若園 �0146-49-5477

491 アラモアナワヒネ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

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraアラモアナワヒネ マーベラスサンデー

��
��
�プリティタヤス栗 2013 ＊ライトシップ

1s
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 アルマバテーム（14鹿 ＊エンパイアメーカー）�入着
〔産駒馬名登録数：１〕
フクノラヴァル（19牡黒鹿 サトノアラジン）�入着３回

２代母 ティコティコタック（97栗 サツカーボーイ）４勝，秋華賞‐Jpn1，エリザベ
ス女王杯‐Jpn1 ３着，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ３着，中山牝馬Ｓ‐Jpn3
２着，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
バンブーファルカン（04牡 ＊アフリート）１勝
クリスタルバンブー（06牝 ＊クロフネ）不出走

リンノメサイア（12牝 ＊キンシャサノキセキ）�４勝��４勝�２勝��入着８
回，長月賞３着

コモノドラゴン（08牡 アグネスタキオン）２勝，壇之浦特別，横津岳特別，恋路ケ
浜特別２着，名鉄杯２着，初咲賞２着，etc.，�２勝

ヴィカバンブー（11牝 アドマイヤムーン）�１勝
スーパージンガ（16牝 バンブーエール）�11 勝�入着３回�	，ロータスクラウン

賞，佐賀王冠賞，九州ダービー栄城賞，佐賀皐月賞，ル・プランタン賞，etc.
ミスズダンディー（12牡 アドマイヤムーン）１勝，富良野特別，二王子特別２着，

日高特別３着，二王子特別３着，�４勝
マーズアタック（13牝 ＊タイキシャトル）�３勝��
ケイティーアカオギ（16
 ＊タイキシャトル）��１勝

３代母 ワンアイドバンブー（91黒鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
バンブーラグタイム（95牡 バンブーメモリー）１勝
バンブーズルド（06牝 ＊エアエミネム）�２勝

エコーズスリー（15牝 ＊セイントアレックス）�１勝��入着�，九州ジュニア
Ｃｈ３着

キネオピューマ（09牡 アドマイヤムーン）３勝，木津川特別２着，中京スポーツ杯
２着，庄内川特別２着，etc.

４代母 ドロレスバンブー（84青鹿 ＊ジヨンテイオンブル）４勝，帆柱山特別，浄土平
特別，帆柱山特別２着，秋元湖特別２着，土湯特別３着
［子］ メイリーバンブー（92牝 バンブーアトラス）３勝，五泉特別，燕特別，真

野湾特別２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

492 アルマバテーム２０２１ �・栗 ５／ ３
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudアルマバテーム サツカーボーイ

��
��
�ティコティコタック鹿 2014 ワンアイドバンブー

＊シルバーバツトン 4g
ノーザンテースト S4×M5 Mr. Prospector S4×M5
Northern Dancer S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 アースリーチャンス（16栗 ネオユニヴァース）不出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊パーフェクトチャンス（05 USA栗 Unbridled's Song）不出走
ワイルドカード（14牡 ＊ストリートセンス）６勝，ベテルギウスＳ‐L，錦秋Ｓ，天の

川賞，姫路特別，柳都Ｓ２着，etc.
タフチョイス（15牡 ＊ハードスパン）２勝，��２勝��２勝�入着

３代母 ウィンクラフティレイディWin Crafty Lady（88 USA栗 Crafty Prospector）
USA８勝，インタバラＨ‐G3，Dearly Precious S，Terlingua S，Corr
ection H‐L ２着，Busanda S‐L ２着，etc.
グレイムホールGraeme Hall（97 牡 ＊デヒア）USA７勝，エクリプスＨ‐G2，アー

カンソーダービー‐G2，ジムダンディＳ‐G2，etc.，種牡馬
ハーモニーロッジ Harmony Lodge（98牝 ＊ヘネシー）USA10 勝，バレリーナＨ

‐G1，ギャラントブルームＨ‐G2，ファーストレイディＨ‐G3（２回），etc.
ストラトフォードヒル Stratford Hill（07 牡 A.P. Indy）USA４勝，シェイカー

タウンＳ‐G3，種牡馬
ウィンズフェアレイディWin's Fair Lady（99牝 ＊デヒア）USA４勝，Bimini Fl

yer S，Wayward Lass S，Calder B C H‐L ２着
ファーストパッセジ First Passage（06牝 Giant's Causeway）GB・USA５勝，ア

ゼイリャＳ‐G3，Leave Me Alone S‐L，U Can do It H，etc.
ジャイアントウィンGiantWin（11牝 Giant's Causeway）USA出走
パインハースト Pinehurst（19 牡 Twirling Candy）�USA・UAE・SAU
３勝，デルマーフュチュリティ‐G1，サウジダービー‐G3，サンヴィセ
ンテＳ‐G2 ２着

ウィンマクールWinMcCool（03 牝 Giant's Causeway）USA３勝，フローラルパー
クＨ‐G3，ファーストフライトＨ‐G2 ２着，ナッソーカウンティＢＣＳ‐G2 ２着
ダズリングソングDazzling Song（08牝 Unbridled's Song）不出走
マグナムムーンMagnumMoon（15牡 Malibu Moon）USA４勝，アー
カンソーダービー‐G1，レベルＳ‐G2

ローレライケイ Lorelei K（06牝 Storm Cat）不出走
スパーキーヴィル Sparky Ville（16� Candy Ride）�USA４勝，サンヴィセ

ンテＳ‐G2，ベストパルＳ‐G2 ２着，デイトナＳ‐G3 ２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

493 アースリーチャンス２０２１ �・栗 ５／ ７
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 ＊ポインテッドパスアースリーチャンス
＊ Unbridled's Song

��
��
�パーフェクトチャンス栗 2016 Win Crafty Lady

16g
サンデーサイレンスM3×S4 Caro S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 イスルギ（11黒鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ツインプライム（20牡黒鹿 ダノンバラード）���入着

２代母 エレガンスクイーン（02黒鹿 スペシャルウィーク）不出走
エクスレジェーラ（09牝 ＊クロフネ）�２勝�入着２回
キングアンドクイン（12牝 キングカメハメハ）１勝

３代母 コランディアクイン（92鹿 ＊リアルシヤダイ）３勝，かもめ島特別３着，火の
山特別３着
センシュアス（00牝 ダンスインザダーク）１勝

ドナフュージョン（05牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
ドンリッチ（14牡 ディープブリランテ）１勝，早苗賞２着
ドンアルゴス（15牡 ドリームジャーニー）�３勝，比良山特別，オホーツ
クＳ２着，千里山特別２着，etc.

４代母 ルイジアナピット（85鹿 ＊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，武庫川Ｓ，白藤賞，etc.，
優古牝
［子］ リトルハーモニー（95牝 ＊コマンダーインチーフ）３勝，甲武特別２着，

大津特別３着
ショウナンラヴァー（04牡 マンハッタンカフェ）２勝，開成山特別２着

［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

イネオレオ（06牡 ダンスインザダーク）２勝，白百合Ｓ‐OP ３着，ゆき
やなぎ賞，江坂特別３着

サザンツイスター（00牡 ダンスインザダーク）６勝，烏丸Ｓ，兵庫特別，
三田特別，etc.

フィールドミューズ（03牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，フィリピンＴ２
着，鶴橋特別３着，熱田特別３着

［曾孫］ ラブフール（07牝 ゼンノロブロイ）４勝，クイーンＳ‐G3 ２着，野島崎
特別，日田特別，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

494 イスルギ２０２１ �・青鹿 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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスイスルギ スペシャルウィーク

��
��
�エレガンスクイーン黒鹿 2011 コランディアクイン

＊コランデイア 9e
サンデーサイレンス S2×M4

価格： 購買者：



母 イセノラヴィソン（10黒鹿 ＊ファスリエフ）��13 勝，船橋記念（Ｄ1000）
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ハイガーデン（18牝黒鹿 ドゥラメンテ）���５勝
スノーショコラ（19牝芦 ＊クロフネ）���１勝
エスケイキャット（20牝黒鹿 フリオーソ）�地方未出走

２代母 ＊スワンプキャット（91 USA黒鹿 Storm Cat）USA５勝
シンワインザダーク（00牡 ダンスインザダーク）３勝，桜木特別，福寿草特別，石

和特別２着，障害１勝
シンワロバリー（01牝 ＊ジェイドロバリー）�11 勝

シンワクイーン（09牝 フサイチコンコルド）３勝，閃光特別２着
カレイドスコープ（15牝 エスポワールシチー）２勝，日吉特別３着，��１勝

タイセイロバリー（10牡 ＊プリサイスエンド）１勝
ヴァーサス（12牡 ＊サウスヴィグラス）�10 勝��４勝

シンワハーツクライ（08牡 ハーツクライ）入着３回，��１勝�入着
ブラックキャット（09牝 フジキセキ）�１勝��

３代母 ヴォーグフォークス Vogue Folks（77 USA黒鹿 Reverse）USA４勝，アー
リントンワシントンラッシーＳ‐G2 ３着，Pollyanna S２着
モアウッズMorewoods（84� Northern Jove）GB・IRE・USA13 勝，Grantville S

，J. Rine Strohecker Memorial S，愛ナショナルＳ‐G1 ４着，etc.

４代母 プレイフォーキープス Play for Keeps（71 USA黒鹿 Run For Nurse）US
A３勝，Patricia A. S２着，Jet's Charm S３着
［子］ プレイフェロー Play Fellow（80牡 On the Sly）USA９勝，トラヴァー

ズＳ‐G1，アメリカンダービー‐G1，アーリントンクラシック‐G1，etc.，
種牡馬

ノーデターントNo Detente（76 牡 Sadair）USA18 勝，Latonia Inaug
ural S２着

［孫］ ベルゲーヌ Bairgaine（97 牝 Cardoun）FR８勝，P. Miss Satamixa‐L
キャピトルヴュー Capitol View（95牝 Sports View）USA12 勝，Pow
erless S‐R，Isaac Murphy H‐R，Sherie A. S，etc.

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

495 イセノラヴィソン２０２１ 牡・鹿 ５／ ７

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessイセノラヴィソン
＊ Storm Cat

��
��
�スワンプキャット黒鹿 2010 Vogue Folks

5e
Mr. Prospector S4×M4×S5 Northern Dancer M4×S5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 エイシンバーサス（12鹿 ＊ファルブラヴ）�２勝�
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
マントゥノン（18牝黒鹿 ヴァンセンヌ）���出走
ロードオルデン（19牡鹿 リオンディーズ）�１勝
タケウチリッキー（20牝鹿 コパノリッキー）�未出走

２代母 ＊カンザスガール（98 USA栗 ＊サンダーガルチ）２勝，葛飾特別
エーシンヴァーゴウ（07牝 ＊ファルブラヴ）７勝，セントウルＳ‐G2，アイビスサマ

ーダッシュ‐G3，スプリンターズＳ‐G1 ３着，アイビスサマーダッシュ‐G3
３着，北九州記念‐G3 ３着，etc.

エーシンジョイフル（08牝 ＊オペラハウス）１勝
エイシンエンジョイ（15牡 ＊サウスヴィグラス）��入着２回�３勝��２勝�

７勝�３勝	，笠松ＧＰ，兵庫ゴールドＣ，園田ＦＣスプリント，白銀争
覇，園田ＣｈＣ，etc.

ナッジ（19牡 フェノーメノ）���入着２回�４勝，ＪＢＣ２歳優駿‐Jpn3 ２
着，雲取賞２着，京浜盃３着，サンライズＣ，ＮＡＲ優２牡

アルマドラーゴ（10牡 フサイチリシャール）１勝

３代母 スピークストレイト Speak Straight（87 USA栗 In Reality）不出走
サイレントグリーティング Silent Greeting（93 牝 Secret Hello）USA７勝，マー

サワシントンＳ‐G3，Hilltop S‐L，Bensalem S，etc.
ナイトブリーズNight Breeze（99 牝 Two Punch）USA３勝，MarylandM

illion Lassie S‐R，Toddler S
トロフィコレクター Trophy Collector（06 牝 Strong Hope）USA４勝，C

olonial Downs Oakley S‐R，HBPA Jefferson County Municipalities S
２着，ミスプリークネスＳ‐G3 ３着

マイアミドリームズMiami Dreams（95牝 Secret Hello）USA２勝
マイアミデコーMiami Deco（07
 Limehouse）USA・CAN３勝，Breed

ers' S‐R，シカモアＳ‐G3 ３着，ケンタッキーＣターフＳ‐G3 ３着
イフティタン Iftitan（99牝 ＊サザンヘイロー）不出走

ファレス Fares（04
 Mark of Esteem）GB・ITY・UAE・OMN５勝，Int
ernational Trial S‐L

販売申込者・所有者： ㈲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

496 エイシンバーサス２０２１ �・鹿 ４／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ 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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightエイシンバーサス
＊

＊サンダーガルチ

��
��
�カンザスガール鹿 2012 Speak Straight

4c
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 エイシンヴィーヴォ（13栗 ＊サウスヴィグラス）�９勝
初仔

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

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

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

室町Ｓ‐OP ３着，陽春Ｓ，夙川特別，etc.
エイシンブリオン（14牝 ＊アグネスデジタル）�１勝	１勝�３勝
エイシンコトダマ（16牝 ＊バゴ）
�出走�３勝
スマートメイス（17牡 ＊サウスヴィグラス）
�８勝

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

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

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

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

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

New York Stallion S‐R ２着

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

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

販売申込者・所有者： 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

497 エイシンヴィーヴォ２０２１ �・鹿 ５／１０
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊
＊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イシンヴィーヴォ
＊ Peaks and Valleys

��
��
�バーリンスワン栗 2013 Cozumel Kitty

14a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ヴァージャー（14黒鹿 タニノギムレット）入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ゼットソード（19牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）���３勝

２代母 スプリングレイン（02黒鹿 Dubai Millennium）FR出走
スプリングシーズン（08牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，舞鶴特別２着，瀬戸特別２着
ヴァンガード（09� アグネスタキオン）４勝，総武Ｓ２着
フォンス（13牡 ステイゴールド）２勝，�８勝�
ギベルティ（17牡 オルフェーヴル）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.
キューミュラスCumulus（04 牝 Kingmambo）FR出走

ザラストロマンス The Last Romance（16牝 Tizway）�TUR８勝，Gazi
Derby‐L，Turkish Oaks‐L，I.Inonu S‐L，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： ㈱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

498 ヴァージャー２０２１ �・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リアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルヴァージャー Dubai Millennium

��
��
�スプリングレイン黒鹿 2014 ＊ストームソング

1o
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴェルサイユパーク（11鹿 ＊チチカステナンゴ）�６勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（３）〕
レディオスカル（16牝黒鹿 ゼンノロブロイ）入着，�２勝
ラーラクロリ（17牝鹿 サムライハート）１勝，�１勝�
ラマルセイエーズ（18牝鹿 ストロングリターン）１勝
プレストベガ（19牝鹿 ロゴタイプ）���出走

２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，
ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ２着，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ２着，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，天皇賞（春）‐G1 ４着，大沼Ｓ‐OP，etc.，��２勝�入着�，
名古屋ＧＰ‐Jpn2 ２着，etc.

ヴェリイブライト（10牡 メジロベイリー）��３勝�６勝�４勝�，ハイセイ
コー記念２着，くろゆり賞，すずらん賞，くろゆり賞２着（２回），不来方
賞２着，etc.

サクセスアルデンテ（01牝 ＊エルコンドルパサー）１勝
サクセスビスケット（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
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，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3，黒船賞‐Jpn3，etc.

テイエムナデシコ（10牝 ゼンノロブロイ）１勝

３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.
パナマカナル Panama Canal（94 牝 Gulch）USA４勝，ネクストムーヴＨ‐G3

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

499 ヴェルサイユパーク２０２１ 牡・鹿 ３／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラヴェルサイユパーク
＊ Deputy Minister

��
��
�アワーミスレッグス鹿 2011 Colonial Waters

4r
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ウェーブピアサー（07栗 ゼンノロブロイ）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
サンエイインパクト（12牡鹿 ＊ハービンジャー）�４勝
クリムゾンメテオ（19牝芦 ジョーカプチーノ）��２勝
アトカラツイテクル（20牝鹿 パドトロワ）���２勝

２代母 ティークリッパー（95栗 ＊トニービン）４勝，瀬波特別，ＴＵＦ杯２着，北総
Ｓ２着，パールＳ３着，太秦Ｓ３着
フレンチティー（02牝 ＊フレンチデピュティ）�２勝
アルゴ（03牡 ＊サンデーサイレンス）入着２回，�１勝�４勝
キャッスルトン（04牝 ダンスインザダーク）１勝，桑折特別３着

サマーローズ（12牝 ＊ハービンジャー）２勝，川俣特別，能勢特別２着，西海賞
２着，日田特別２着，若戸大橋特別３着，etc.

ロイヤルクリッパー（06牝 アグネスタキオン）１勝
クリッパークラス（16牝 スクリーンヒーロー）２勝，横手特別，�２勝
サラコナン（18牡 シビルウォー）��６勝�３勝，兵庫ユースＣ

サイドアタック（08牡 スペシャルウィーク）３勝，筑後川特別，脊振山特別
ランデックセブン（11牡 ＊ファスリエフ）�１勝
ワイルドテイスト（12牡 ＊ワイルドラッシュ）入着，�６勝��入着
サンドクリッパー（13牝 ＊ワイルドラッシュ）��２勝��入着６回
アンフィーサ（15牝 ゴールドアリュール）�３勝���

３代母 テイーブレーク（85栗 ＊ノーザンテースト）出走
アッサムヒル（92牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，筑前特別，茨城新聞杯３着，浦安

特別３着，etc.
アグネスサンデー（93牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，中京スポーツ杯，なにわＳ２

着，福寿草特別２着，etc.
マルタラヴ（02牡 ＊マイネルラヴ）１勝，立待岬特別２着，�３勝

４代母 ＊リセス（79 USA鹿 Stop the Music）USA２勝
［子］ リストレーション（86牝 ＊ノーザンテースト）６勝，牝馬東タイ杯‐Jpn3，

天皇賞（秋）‐Jpn1 ４着，漁火特別，etc.

販売申込者・所有者： 谷藤 弘美＝新ひだか町静内神森 �080-1866-7124
生 産 牧 場： 谷藤 弘美
飼 養 者： 谷藤 弘美＝新ひだか町静内神森 �080-1866-7124

500 ウェーブピアサー２０２１ �・栗 ４／１１
＊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

＊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ウェーブピアサー ＊トニービン

��
��
�ティークリッパー栗 2007 テイーブレーク

＊リセス 19b
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ウルトラエナジー（05鹿 マヤノトップガン）�８勝�，クイーンＣ（Ｄ1600），福
山ダービー（Ｄ1600）２着，ヤングＣｈ（Ｄ1600）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（12）〕
ウルトラショット（11�鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��５勝
ハネト（13牝鹿 ＊アジュディケーティング）１勝
リュウノシャツ（15牡黒鹿 ローレルゲレイロ）入着，�１勝�入着３回��
サンウェーコ（16牡鹿 サムライハート）����１勝・５勝

２代母 ファーストゴシップ（93鹿 ＊アレミロード）出走
チャットルーム（98牝 ＊ティンバーカントリー）	９勝��
アグネススポーツ（99牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，シドニーＴ３着
グラスエンデバー（01牡 フジキセキ）
�１勝�４勝	入着
クリスタルコーセイ（04牝 ＊ハンセル）１勝��

３代母 レディゴシップ（86黒鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，中山記念‐Jpn2 ２着，クイ
ーンＳ‐Jpn3 ２着，新潟大賞典‐Jpn3 ３着，ＵＨＢ杯‐OP，札幌日経賞‐OP，etc.
インサイドレポート（94牝 ＊リアルシヤダイ）３勝

ユウターマライア（01牝 ダンスインザダーク）出走
ユウターグローバル（06牡 フサイチコンコルド）３勝，日吉特別２着，咲
花特別３着

ノブタイザン（13牡 ディープスカイ）�８勝�入着��，六甲盃，兵庫ダ
ービー，園田ジュニアＣ，etc.

ハイオン（04牡 ＊ホワイトマズル）４勝，松戸特別，鎌ケ谷特別，平城京Ｓ３着，etc.
ゴシップクイーン（04牝 ＊フレンチデピュティ）入着２回，１勝

ウインゼノビア（16牝 スクリーンヒーロー）２勝，クローバー賞‐OP

４代母 ＊レデイフランダーズ（69 USA黒鹿 Chieftain）不出走
［孫］ 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.
［曾孫］ クィーンスプマンテ（04牝 ジャングルポケット）６勝，エリザベス女王杯

‐G1，みなみ北海道Ｓ‐L，八甲田山特別，etc.
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

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

501 ウルトラエナジー２０２１ 牡・鹿 ５／ 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

＊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ウルトラエナジー ＊アレミロード

��
��
�ファーストゴシップ鹿 2005 レディゴシップ

＊レデイフランダーズ 4r
Vaguely Noble S4×M5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴィヴァマリアンヌ（15栗 ＊ヘニーヒューズ）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
マオノソプデト（19牝鹿 ＊ザファクター）���未出走�３勝

２代母 シングフォアジョイ（03栗 ＊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
メイショウメブキ（12牝 メイショウサムソン）�１勝�４勝�入着３回��
メイショウフレイヤ（13牝 メイショウボーラー）１勝，�４勝�入着
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
メイショウアレス（17牡 ＊パイロ）��３勝
メイショウシブキ（18牡 ＊ダンカーク）��１勝

３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，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
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，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，��19 勝，すずらん賞２着，
青藍賞３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

502 ヴィヴァマリアンヌ２０２１ �・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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerヴィヴァマリアンヌ ＊グラスワンダー

��
��
�シングフォアジョイ栗 2015 ＊シルバージョイ

13c
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 エイシンユートピア（14鹿 カンパニー）�１勝�３勝��
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
エイシンヌウシペツ（19牝鹿 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（Ｄ1600）２着

２代母 エーシンシルビア（08栃栗 スペシャルウィーク）出走
エイシンビワウタ（13牝 キングカメハメハ）�７勝�２勝
エイシンフォーラン（16牡 ＊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 ＊エスケンデレヤ）１勝

３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，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，etc.，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，etc.
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，etc.
エーシングルーオン（09牡 アグネスタキオン）２勝，あすなろ賞２着
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，etc.，

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

４代母 エイシンギヤロツプ（84栗 ＊ノーザンテースト）出走
［子］ 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： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 富塚ファーム
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

503 エイシンユートピア２０２１ �・鹿 ３／２７

＊

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

ミラクルアドマイヤ

�
�
�
�
�

��
��

�カンパニー ブリリアントベリーエイシンユートピア スペシャルウィーク

��
��
�エーシンシルビア鹿 2014 エイシンサンサン

＊ホイスリングウインド 8c
ノーザンテーストM4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エクセルギー（10鹿 ＊ブライアンズタイム）�８勝�
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
トゥラヴユーモア（16牝鹿 サイレントディール）�１勝�５勝�入着４回
ノールック（18牝栗 ＊トビーズコーナー）��３勝
シェナカレン（20牡栗 カレンブラックヒル）���出走

２代母 ルナソルウィンク（98鹿 ＊ラムタラ）�２勝
ウィッシュラピス（04牝 ＊スキャット）�１勝�
セッカチセージ（05牡 アッミラーレ）２勝，ヒヤシンスＳ‐OP ３着，�１勝
ドナルドバローズ（07牡 ＊ボストンハーバー）１勝
ユーピュアユー（08牝 ＊チーフベアハート）�１勝�４勝
プリュムローズ（09牝 マンハッタンカフェ）１勝，西尾特別２着，�入着２回�，

ノースクイーンＣ３着

３代母 ワコーチカコ（90鹿 ＊リヴリア）９勝，京都記念‐Jpn2，金杯‐Jpn3，函館記
念‐Jpn3，エプソムＣ‐Jpn3，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，etc.
アルゴリズム（96牡 ＊ラストタイクーン）３勝，信濃川特別３着
エアマディーナ（97牝 ＊トニービン）不出走

ブラックカイト（11牡 ブラックタイド）１勝，はなみずき賞３着
スマートサイクロン（03牡 ＊グラスワンダー）３勝，横手特別，門司Ｓ２着，甲南Ｓ３着

４代母 シバスキー（81鹿 マルゼンスキー）２勝，土湯特別
［子］ ヤングモンタナ（98牡 ＊フォーティナイナー）４勝，ＢＳＮ賞‐OP ２着，

アクアラインＳ，河口湖特別，etc.
［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.

ハヴアナイスディ（14牝 ＊ベーカバド）�３勝�１勝�１勝��３勝	２
勝，クイーンＣ

エオー（01牡 ＊ブロッコ）�３勝，新春ペガサスＣ２着
ナア（02牝 ＊マイネルラヴ）�５勝�４勝，フローラルＣ２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

504 エクセルギー２０２１ �・黒鹿 ５／３０
＊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エクセルギー ＊ラムタラ

��
��
�ルナソルウィンク鹿 2010 ワコーチカコ

＊クレイグダーロツチ 11c
Hail to Reason M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 クラッシュオンユー（10栗 ＊クロフネ）��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
グローリアスレゴン（17牝栗 スパロービート）���２勝�１勝，リリーＣ
（Ｄ1200）２着，フローラルＣ（Ｄ1600）３着

グローリアステラ（18牝栗 ＊ハービンジャー）��５勝
ソウルフルワールド（19牡鹿 ストロングリターン）���入着
パイロン（20牝栗 ＊パイロ）���入着

２代母 タルゴナイト（99青鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
テーオークレバー（04牝 フサイチコンコルド）�２勝
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ＪＳＴ，鷹取

特別，総武Ｓ２着，桃山Ｓ３着
サマーブルーヘブン（07牝 ＊ロージズインメイ）�15 勝
ラガーユミリン（14牝 ＊フレンチデピュティ）１勝，�６勝

３代母 ＊ウインドフレスカ（93 USA青 Kris S.）入着
トロピカルナイト（00牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回

ルージュバンブー（06牝 ＊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

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.

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

505 クラッシュオンユー２０２１ 牡・栗 ２／１７

＊

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュークラッシュオンユー ＊サンデーサイレンス

��
��
�タルゴナイト栗 2010 ＊ウインドフレスカ

9f
Icecapade S4×M5

価格： 購買者：



母 サクラヴァニータ（01栗 サクラローレル）��入着３回
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－９（53）〕
サクラファイヤー（06牡鹿 ＊スキャターザゴールド）�３勝�８勝�７勝
サクラソルジャー（07牡栗 ＊ブライアンズタイム）�２勝�10 勝��	
サクラスプレンダー（09牡栗 サクラプレジデント）�５勝
サクライスピラート（10牡鹿 サクラプレジデント）１勝，��６勝
シークレットキス（11牝栗 サクラプレジデント）��１勝
ドリームキンシン（12牡栗 サクラプレジデント）�１勝
リージェル（14牡鹿 サクラオリオン）	７勝
カシノライズ（18牡鹿 サクラゼウス）
��１勝
サンダーゼウス（19牡鹿 サクラゼウス）
��１勝�１勝
スプリングレター（20牝栗 メイショウボーラー）
地方未出走

２代母 サクラヒラメキ（87鹿 ＊ノーザンテースト）２勝
サクラソレイユ（94牝 サクラユタカオー）不出走

キルシュブリューテ（04牝 マンハッタンカフェ）５勝，サンライズＳ，吾妻小
富士賞，医王寺特別２着，駿風Ｓ３着

サクラアクティブ（99牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
サクラセンチュリー（00牡 サクラローレル）７勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，日経新春杯

‐Jpn2，鳴尾記念‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ３着，etc.

３代母 サクラハツユキ（80鹿 ＊パーソロン）５勝，エリザベス女王杯４着，薫風特別，
漁火特別，晩秋特別，スイートピー賞
サクラチャイム（89牝 サクラユタカオー）２勝，桃花賞

サクラブーケ（95牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，紅葉特別３着
サクラミモザ（06牝 ＊ティンバーカントリー）３勝，チューリップ賞‐Jpn3
２着，春雷Ｓ‐L ３着，福島民友Ｃ‐L ３着，etc.

サクラエイコウオー（91牡 マルゼンスキー）５勝，弥生賞‐Jpn2，七夕賞‐Jpn3，
京成杯‐Jpn3 ３着，etc.

サクラケイザンオー（93牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，セントライト記念‐Jpn2
２着，菊花賞‐Jpn1 ４着，銚子特別，etc.，種牡馬

サクラアカツキ（95牝 ＊コマンダーインチーフ）６勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，タ
ーコイズＳ‐OP，ユートピアＳ，etc.

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

506 サクラヴァニータ２０２１ 牡・黒鹿 ５／１４

＊

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 ＊ローラローラサクラヴァニータ ＊ノーザンテースト

��
��
�サクラヒラメキ栗 2001 サクラハツユキ

＊スワンズウツドグローヴ 16a
Blushing Groom S4×M4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 クリアソウル（06栗 ＊アグネスデジタル）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（10），地方－１（１）〕
シゲルヒラマサ（13牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝
ピースワンパラディ（16牡鹿 ジャングルポケット）�５勝，キャピタルＳ‐L（芝 1600），

青葉賞‐G2 ３着，京都金杯‐G3 ２着，ポートアイランドＳ‐L（芝 1600）２着，
湘南Ｓ（芝 1600），オリエンタル賞（芝 1800），フローラルウォーク賞（芝 1600），
トリトンＳ（芝 1600）２着，魚沼特別（芝 2000）２着，精進湖特別（芝 2000）３着

クリアショット（17牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
シンシアハート（18牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
レジェンドクリア（19牝鹿 ラブリーデイ）��１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

ミッキーデジタル（07牡 ＊アグネスデジタル）３勝
ヒラボクビクトリー（08牡 ＊アルカセット）４勝，逢坂山特別，関門橋Ｓ３着，渥美

特別３着，�８勝��，せきれい賞２着，かきつばた賞２着
グラミスキャッスル（13牝 ＊クロフネ）４勝，稲妻Ｓ，飛翔特別，邁進特別２着，閃

光特別２着
ブラックランナー（14牡 ＊クロフネ）３勝，秋明菊賞３着，��13 勝�入着４回，ト

レノ賞２着，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
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

販売申込者・所有者： ㈲高山牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6114
生 産 牧 場： ㈲高山牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

507 クリアソウル２０２１ 牡・鹿 ５／ ２
＊

＊カンパラ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� トニービン

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

＊ Nureyev

��
��
�ダンスチャーマー鹿 1998 Skillful Joy

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawクリアソウル ＊サンデーサイレンス

��
��
�キャトルセゾン栗 2006 ＊エミネントガール

＊ビユーチフルドリーマー 12
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 エイシンウィチタ（13鹿 ＊ファルブラヴ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊カンザスガール（98 USA栗 ＊サンダーガルチ）２勝，葛飾特別
エーシンヴァーゴウ（07牝 ＊ファルブラヴ）７勝，セントウルＳ‐G2，アイビスサマ

ーダッシュ‐G3，スプリンターズＳ‐G1 ３着，アイビスサマーダッシュ‐G3
３着，北九州記念‐G3 ３着，etc.

エーシンジョイフル（08牝 ＊オペラハウス）１勝
エイシンエンジョイ（15牡 ＊サウスヴィグラス）��入着２回�３勝��２勝�

７勝�３勝�，笠松ＧＰ，兵庫ゴールドＣ，園田ＦＣスプリント，白銀争
覇，園田ＣｈＣ，etc.

ナッジ（19牡 フェノーメノ）���入着２回�４勝，ＪＢＣ２歳優駿‐Jpn3 ２
着，雲取賞２着，京浜盃３着，サンライズＣ，ＮＡＲ優２牡

アルマドラーゴ（10牡 フサイチリシャール）１勝

３代母 スピークストレイト Speak Straight（87 USA栗 In Reality）不出走
サイレントグリーティング Silent Greeting（93 牝 Secret Hello）USA７勝，マー

サワシントンＳ‐G3，Hilltop S‐L，Bensalem S，etc.
ナイトブリーズNight Breeze（99 牝 Two Punch）USA３勝，MarylandM

illion Lassie S‐R，Toddler S
アーリースター Early Star（06	 Successful Appeal）USA６勝，Aul
d Lang Syne S‐L ３着

トロフィコレクター Trophy Collector（06 牝 Strong Hope）USA４勝，C
olonial Downs Oakley S‐R，HBPA Jefferson County Municipalities S
２着，ミスプリークネスＳ‐G3 ３着

マイアミドリームズMiami Dreams（95牝 Secret Hello）USA２勝
マイアミデコーMiami Deco（07	 Limehouse）USA・CAN３勝，Breed

ers' S‐R，シカモアＳ‐G3 ３着，ケンタッキーＣターフＳ‐G3 ３着
イフティタン Iftitan（99牝 ＊サザンヘイロー）不出走

ファレス Fares（04	 Mark of Esteem）GB・ITY・UAE・OMN５勝，Int
ernational Trial S‐L

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

508 エイシンウィチタ２０２１ �・栗 ３／１２
＊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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightエイシンウィチタ
＊

＊サンダーガルチ

��
��
�カンザスガール鹿 2013 Speak Straight

4c
Northern Dancer M4×S5 Special S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンボン（11鹿 ハーツクライ）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ボンマルコ（18牝栗 ＊マクフィ）��１勝�
タケノウィン（19牝鹿 ＊クリエイターⅡ）�地方未出走

２代母 ＊エイシンフォーティ（94 USA栗 ＊フォーティナイナー）３勝，ＳＴＶ賞３着
エーシンヨシツネ（07牡 ＊グラスワンダー）１勝，�１勝
エイシンファイヤー（12牡 ゼンノロブロイ）１勝，�４勝�８勝，二十四万石賞，

珊瑚冠賞２着

３代母 ノ－ザンフェイブルNorthern Fable（78 USA鹿 Northern Dancer）USA
５勝，パロマーＨ‐G3，Torrey Pines S，リンダヴィスタＨ‐G3 ２着，Aut
umn Days H２着，Market Basket S２着，etc.
サザンフェイブル Southern Fable（84 牝 Exclusive Native）不出走

アップディップUp Dip（93牝 Kerosene）USA３勝，Davona Dale S‐L
ハイアティ Haiati（85 牝 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，etc.
ハレアカラ Haleakala（93 牝 Kris）GB・USA３勝，Bug Brush S‐R，Bu

shel‐N‐Peck S‐R ３着
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
オイルフェイブルOil Fable（86 牝 Spectacular Bid）USA１勝

エイバッグインワン Abaginone（91牡 Devil's Bag）USA７勝，ロスアンジェ
ルスＨ‐G3，ポトレログランデＨ‐G3，Daly City H，種牡馬

カーララファエラ Cara Rafaela（93 牝 Quiet American）USA４勝，ハリウッド
スターレットＳ‐G1，アルシバイアディズＳ‐G2，Pio Pico S‐R，etc.
ベルナルディーニ Bernardini（03 牡 A.P. Indy）USA６勝，プリークネスＳ
‐G1，トラヴァーズＳ‐G1，ジョッキークラブゴールドＣ‐G1，etc.，種牡馬

スピンドルトップ Spindletop（94牡 Explodent）USA４勝，Old Ironsides S
２着，Bob Harding S２着

アリーフェイブルAlyfable（87 牝 Alydar）不出走
ミーガンズレプラコーンMegan's Leprechaun（95牝 Green Dancer）USA

３勝，Lakeway S，Lone Star Oaks‐L ２着

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

509 エイシンボン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

＊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イシンボン
＊

＊フォーティナイナー

��
��
�エイシンフォーティ鹿 2011 Northern Fable

4m
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 エイシンミント（13黒鹿 ジャングルポケット）入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
エイシンスマッシュ（19牡黒鹿 エイシンフラッシュ）���１勝�１勝�

２代母 エイシンブイブイ（95鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
＊エイシンカイフォン（01牡 ＊カリズマティック）２勝
＊エーシンエヴァン（04牡 Exploit）１勝，�６勝�１勝���入着４回，イヌワシ賞，

マーチＣ２着，マイル争覇３着（２回），くろゆり賞３着，西日本ＧＰ３着，etc.
オカラブイブイOcala Bui Bui（05 牝 Marquetry）USA１勝
エーシングングン（09牡 ジャングルポケット）４勝，京都２歳Ｓ‐LR ２着，信夫山

特別，札幌競馬場グランドＯＰ記念２着，日本海Ｓ２着，英彦山特別２着，etc.
エイシンゾロー（11牡 ＊ファスリエフ）	２勝

３代母 ＊ナダビッド（86 USA鹿 Spectacular Bid）USA４勝，Iroquois S‐LR ２
着，Schenectady H‐LR ３着

４代母 フィドルスティクス Fiddlesticks（76 USA鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ ヴィヴァノ Vivano（89牝 IslandWhirl）USA10 勝，ハニービーＨ‐G3，

Gallant Bloom H‐L，フリゼットＳ‐G1 ２着，etc.
［孫］ 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
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，etc.

［曾孫］＊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.

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，etc.

エンジュアリングウィル EnduringWill（02 牝 Arch）USA２勝，Silve
r Spur Breeders' Cup S‐L，M.P. Debartolo Memorial Oaks‐L ２
着，Pago Hop S‐L ２着，etc.

グランプリGrand Prix（14 牝 Tale of the Cat）USA４勝，Dr. Tere
sa Garofalo Memorial S‐R，New Start S‐R，Minaret S２着，etc.

販売申込者・所有者： 築紫 洋＝新ひだか町三石稲見 �0146-35-3546
生 産 牧 場： 築紫 洋
飼 養 者： 築紫 洋＝新ひだか町三石稲見 �0146-35-3546

510 エイシンミント２０２１ 牡・黒鹿 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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーエイシンミント ＊サンデーサイレンス

��
��
�エイシンブイブイ黒鹿 2013 ＊ナダビッド

8h
サンデーサイレンス S3×M3 トニービンM3×S4 Lyphard S5×S5
Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 エジーサンドレ（12芦 ＊チチカステナンゴ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ハシッテホシーノ（06鹿 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
パールズベスト（14牝 ＊キングズベスト）１勝
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
シューネスリヒト（18牝 エイシンフラッシュ）��３勝

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

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

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

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Ｓ
２着，兵庫特別２着，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
ヴァルコイネン（11牡 ＊ホワイトマズル）１勝，胎内川特別３着
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.
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： 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

511 エジーサンドレ２０２１ �・青鹿 ４／ ３
＊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

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラエジーサンドレ アグネスタキオン

��
��
�ハシッテホシーノ芦 2012 ＊アドマイス

5e
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 エピックフィリー（13黒鹿 ＊アグネスデジタル）�６勝
〔産駒馬名登録数：１〕
フリーホースコマチ（20牝鹿 ヒルノダムール）�地方未出走

２代母 シンカンメグミ（96鹿 マルゼンスキー）��入着２回
バトルステーション（01牡 ＊アジュディケーティング）�１勝
サクラハイトップ（02牝 サクラチトセオー）�２勝�２勝��
ロトブルースター（03牡 サクラローレル）３勝，津軽海峡特別２着，初凪賞２着，

福島放送賞２着
ショウミーザウェイ（04牡 サクラローレル）入着２回，��１勝
カサマツダンディ（05牡 ＊ティンバーカントリー）�３勝	１勝�
ロトスカイブルー（06牡 ＊ティンバーカントリー）３勝
マイネルオベリスク（07牡 ＊アグネスデジタル）５勝，上総Ｓ，桜島Ｓ，アレキサン

ドライトＳ２着，初凪賞２着
シンカンミグフジ（08牝 ＊キャプテンスティーヴ）��入着

リュデスドゥモンド（16
 スターリングローズ）��２勝��１勝
ヨンプク（19牡 シビルウォー）��２勝

ヴァッハウ（12牡 ＊ファスリエフ）２勝
マイネルペイズリー（14牡 マツリダゴッホ）�２勝
サニーエレガント（16牝 トーセンホマレボシ）��１勝

３代母 フレンドシザラ（81黒鹿 シンザン）不出走
シンカンノゾミ（94牝 アスワン）��２勝

キヌガサアジュディ（02牝 ＊アジュディケーティング）�４勝�１勝
マナバレンシア（18牝 トゥザワールド）���未出走�１勝�４勝�入着，
金沢シンデレラＣ，ライデンリーダー記念２着，金沢プリンセスＣ２着

４代母 フレンドバンブー（76黒鹿 ＊モバリツズ）不出走

５代母 バンブーシザラ（69鹿 ＊テスコボーイ）６勝，松籟Ｓ，桃山特別，つくし賞
［子］ バンブーアトラス（79牡 ＊ジムフレンチ）４勝，日本ダービー，神戸新聞

杯３着，れんげ賞，etc.，優３牡，種牡馬
バンブーハッピー（77牡 ＊モバリツズ）６勝，播磨特別，なにわ特別

販売申込者・所有者： ㈱シンカンファーム＝新冠町万世 �0146-49-5207
生 産 牧 場： ㈱シンカンファーム
飼 養 者： ㈱シンカンファーム＝新冠町万世 �0146-49-5207

512 エピックフィリー２０２１ 牡・青鹿 ４／２６

＊

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

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawエピックフィリー マルゼンスキー

��
��
�シンカンメグミ黒鹿 2013 フレンドシザラ

＊シザラ 3e
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 エミーズレシピ（13鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝，遊楽部特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ビーストアタック（19牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

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

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

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

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

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

ステイウェル（10牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，仲春特別２着，祇園特別２着
ピエールドリュヌ（11牝 キングカメハメハ）２勝，鶴橋特別，有松特別２着，若戸

大橋特別３着
ロフティードリーム（14牝 ＊キングズベスト）�３勝
クリスタルアイ（17牝 ルーラーシップ）�１勝�

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

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

沼Ｓ，etc.

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

（春），etc.，年代表，優３牡，種牡馬
タケフブキ（69牝 ＊パーソロン）３勝，オークス，サンスポ４歳牝馬特別
２着，京成杯３歳Ｓ３着，etc.

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

513 エミーズレシピ２０２１ �・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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudエミーズレシピ ダンスインザダーク

��
��
�ムーンザドリーム鹿 2013 ミヨシチェリー

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Mr. Prospector S4×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 エリザベスサクラ（05鹿 ＊アラムシャー）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（23）〕
コーラルタワー（10牡黒鹿 フサイチホウオー）１勝，栄特別（芝 2000）３着
ホンマカイナ（13牡鹿 ＊ベーカバド）�７勝��１勝�
マイコート（16牡鹿 ロジユニヴァース）��５勝�３勝��１勝�６勝，ニューイヤ

ーＣ（Ｄ1600）３着，サンライズＣ（Ｄ1800），佐賀スプリングＣ（Ｄ1800）２着

２代母 ＊シリーズ（83 USA鹿 Mr. Prospector）USA４勝
ブリッジオブラブ（98牝 ＊ラムタラ）不出走

エレガンスワールド（03牝 アドマイヤベガ）不出走
ニンジャ（09牡 ＊グラスワンダー）４勝，北九州記念‐G3 ２着，ＣＢＣ賞
‐G3 ３着，春雷Ｓ‐L ３着，信越Ｓ‐OP ２着，安土城Ｓ‐OP ３着，etc.

ソブストーリー（00牝 ＊エリシオ）２勝，インディアＴ，若戸特別３着
ストライビング（07� ＊タイキシャトル）１勝，	３勝，六甲盃３着
ユースティティア（08牝 フジキセキ）３勝，矢車賞２着

３代母 ファイル File（76 USA栗 Tom Rolfe）USA５勝，Cinderella S，Sus
an's Girl H３着

＊フォーティナイナー（85牡 Mr. Prospector）USA11 勝，トラヴァーズＳ‐G1，米シ
ャンペインＳ‐G1，米フュチュリティＳ‐G1，ハスケル招待Ｓ‐G1，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，サンフォードＳ
‐G2，etc.，種牡馬

アブレイドAbrade（89牝 Mr. Prospector）USA１勝
フォーティナインディーズ Forty Nine Deeds（99� Alydeed）USA５勝，

Riley Allison Derby‐L
スクレープ Scrape（91牝 Mr. Prospector）USA入着５回

ソブリケット Sobriquet（01 牝 ＊ヘネシー）USA入着
ソブレアクション Sobre Action（14牡 Interaction）�ARG・SAU６勝，
１８１０年５月２５日賞‐G2，ペドロゴエナガ賞‐G2，P. Jockey Club Arge
ntino‐L，etc.

ランクハズプリヴィレッジズ Rankhasprivileges（11� Einstein）USA・CAN
５勝，デルタダウンズジャックポットＳ‐G3 ３着

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

514 エリザベスサクラ２０２１ �・鹿 ４／２４
＊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

＊ Key of Luck

�
�
�
�
�

��
��

�アラムシャー Alaiydaエリザベスサクラ
＊ Mr. Prospector

��
��
�シリーズ鹿 2005 File

1n
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 エーシンウェンディ（10栗 ネオユニヴァース）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
グランヴェルソー（17�鹿 ＊ノヴェリスト）��５勝
エイシンチッタ（18牝鹿 エイシンフラッシュ）�１勝��
ハルノトゥーリ（19牝鹿 エイシンフラッシュ）��２勝
ディーエスエール（20牡栗 バンブーエール）��入着

２代母 ＊ワイオミングガール（97 USA栗 Supremo）３勝
エーシンウェーブス（04牝 エイシンサンディ）１勝
エーシンタウォーズ（06牡 トウカイテイオー）�８勝	入着２回
エーシンアマゾーン（07牝 ＊ファルブラヴ）１勝，	１勝

エイシンリオ（13牝 ＊ロージズインメイ）��２勝�２勝
エイシンレゲンダ（20牝 ＊ダノンレジェンド）��１勝，フルールＣ３着

エイシンセラード（15牝 カネヒキリ）４勝，上総Ｓ，	１勝�１勝���，兵
庫サマークイーン賞，東海菊花賞３着

エイシンハルカス（12牝 ＊シンボリクリスエス）	３勝���

３代母 アバヴザソルトAbove the Salt（88 USA栗 Master Derby）USA11 勝
＊エイシンキャメロン（96牡 With Approval）４勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，アー

リントンＣ‐Jpn3，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
＊キャメロンガール（01牝 With Approval）２勝，もみじＳ‐OP ３着，鳥栖特別，

つわぶき賞２着，etc.
アルマエルナト（11� ネオユニヴァース）５勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，ＵＨ

Ｂ賞‐OP ３着，南総Ｓ，etc.
デトロイトカフェ（12牝 マンハッタンカフェ）入着３回，�２勝
アラビアンナイト（18牝 エピファネイア）�２勝，スイートピーＳ‐L ２着，
ひいらぎ賞３着

＊マシロンガール（03牝 With Approval）３勝，登別特別３着

４代母 ソルトインマイスチュー Salt In My Stew（83 USA栗 Dr. Blum）USA１勝
［孫］ フィーラインストーリー Feline Story（01 牝 Tale of the Cat）USA５

勝，フローラルパークＨ‐G3，ソロリティＳ‐G3，Legal Light S
‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈲大北牧場
飼 養 者： Ｎ＆Ｓｔａｒ�トレーニングセンター＝新冠町万世 �070-4795-3955

515 エーシンウェンディ２０２１ �・鹿 ４／ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスエーシンウェンディ
＊ Supremo

��
��
�ワイオミングガール栗 2010 Above the Salt

8f
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 エガオヨシ（06鹿 ＊タイキシャトル）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（29）〕
ホホエムオンナ（12牝鹿 ミスキャスト）�６勝
シゲルクロマグロ（13牡黒鹿 ＊アグネスデジタル）１勝，�13 勝，ウインターＣｈ
（Ｄ1400），耶馬溪賞（Ｄ1400），佐賀オータムスプリント（Ｄ1400）２着，佐賀
オータムスプリント（Ｄ1400）３着，鶴見岳賞（Ｄ1400）３着

メイショウハチク（14�鹿 マンハッタンカフェ）�入着６回，障害１勝，�３勝�
マイネルフィースト（16牡青鹿 ベルシャザール）�７勝��
ニーケススマイル（17牡鹿 アドマイヤマックス）入着４回，�	入着２回��入着
ワンナイトスタンド（18牡黒鹿 ベルシャザール）��入着８回
ベンザイテン（19牝鹿 ベルシャザール）���入着

２代母 ＊ベルベットスマイル（95 USA芦 Dixieland Band）３勝，伏拝特別２着，魚
沼特別２着，狭山湖特別２着，芦ノ湖特別３着
ハクバドウジ（05牡 ＊アフリート）４勝，花見山特別
カーティスバローズ（10牡 マンハッタンカフェ）５勝，鎌倉Ｓ，エアグルーヴＣ，

河原町Ｓ２着，木古内特別２着

３代母 ヴェルヴェットタッチVelvet Touch（77 USA芦 Restless Native）USA出走
ベアウィズミー BareWith Me（82牡 High Echelon）USA７勝，Vancouver S

peed H，Clarendon S‐LR ２着，Vandal S‐LR ２着，etc.
グリーシャンタッチGrecian Touch（83牝 Euclid）USA４勝，Fanfreluche S

‐LR，Ontario Lassie S‐LR，Glorious Song S‐R，etc.
スルーアネイティヴ Slew a Native（86 牝 Slewpy）USA４勝，Anne Arundel H

‐L ３着
デヴィリッシュタッチDevilish Touch（88牝 Devil's Bag）USA８勝，アスタリ

タＳ‐G2，Anne Arundel H‐L，Luvinheriseasy S，etc.
ジュープ Joop（92牝 Zilzal）USA１勝

レディングコリアリー Redding Colliery（06 牡 Mineshaft）GB・USA・UAE
７勝，ホーソンゴールドＣ‐G2，ローンスターパークＨ‐G3，Evening
Attire S，etc.，種牡馬

デヴィルズタッチDevil's Touch（93� Devil's Bag）USA10 勝，Stanton S‐L
３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

516 エガオヨシ２０２１ �・黒鹿 ３／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンエガオヨシ
＊ Dixieland Band

��
��
�ベルベットスマイル鹿 2006 Velvet Touch

12c
Halo S4×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ヴェスティージ（15鹿 Raven's Pass）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊エンシェントアート（08 GB鹿 Monsun）FR１勝
＊ヒーリングマインド（16� タニノギムレット）３勝，札幌日刊スポーツ杯，アザレ

ア賞，��入着
＊プライモーディアル（17牡 Shamardal）１勝，��３勝��
＊デヴィルズマーブル（19牡 Raven's Pass）�１勝

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

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

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

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

レイクトーヤ Lake Toya（02牝 Darshaan）GB・FR４勝，Gillies S‐L，P.
Caravelle‐L，Gillies S‐L ２着，etc.
ソウベツ Sobetsu（14 牝 Dubawi）GB・FR３勝，サンタラリ賞‐G1，ノネッ

ト賞‐G2，英ナッソーＳ‐G1 ３着
アイランドベイブ Island Babe（03牝 Kingmambo）GB出走

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

＊ブルーダヌーブ（04牝 Bahri）FR１勝
オセアグレイト（16牡 オルフェーヴル）�５勝，ステイヤーズＳ‐G2，ダイヤ

モンドＳ‐G3 ３着，迎春Ｓ，etc.
＊スノーパイン（10牝 Dalakhani）FR２勝

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

シックススセンス Sixth Sense（13 牡 Shamardal）GB・FR・IRE・MAC２勝，
Winkfield S‐L，シェーヌ賞‐G3 ３着，Chesham S‐L ３着

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

517 ヴェスティージ２０２１ 牡・鹿 ３／ ５
＊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

レイヴンズパス Elusive Quality

�
�
�
�
�

��
��

�Raven's Pass Ascutneyヴェスティージ
＊ Monsun

��
��
�エンシェントアート鹿 2015 ＊シンコウエルメス

4n
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊ウタヒメ（10 USA鹿 Mr. Greeley）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
タンバオー（18�鹿 ドゥラメンテ）�３勝
シゲルノヴァ（20牝鹿 エピファネイア）�未出走

２代母 ＊ミスエマ（00 IRE 黒鹿 Key of Luck）FR・IRE５勝，セーネオワーズ賞‐G3
（２回），グリーンランズＳ‐G3，Woodlands S‐L，サンジョルジュ賞‐G3 ２
着，P. du Cercle‐L ２着，etc.

＊カグラ（08牝 Vindication）FR２勝，Criterium de Vitesse‐L
カグラグレイス（13牝 ＊エンパイアメーカー）１勝
トーセンサンダー（19牡 トーセンファントム）�２勝，郡山特別２着

＊シンボリエンパイア（09牡 ＊エンパイアメーカー）５勝，ファイナルＳ‐OP ３着，
夏至Ｓ，錦秋Ｓ２着，オホーツクＨ３着

＊シンボリヘンリー（11牡 Henrythenavigator）��２勝
＊シンボリタピット（12牡 Tapit）３勝，高田城特別２着，三条特別２着，なずな賞２

着，いわき特別３着，赤倉特別３着，�２勝��
スマートエマ Smart Emma（13牝 Smart Strike）USA４勝，Kentucky Downs P

review Ladies Turf S３着
サトノファクト（16牡 ディープインパクト）１勝

３代母 ディスリガードザットDisregard That（90 IRE 黒鹿 Don't Forget Me）不出走
ミスセレンディピティMiss Serendipity（01 牝 Key of Luck）IRE２勝，Tipper

ary S‐L ３着

４代母 ペンデュリナ Pendulina（78 IRE 黒鹿 Prince Tenderfoot）IRE３勝，Cor
nelscourt S
［子］ セジュラス Sedulous（86 牝 ＊タツプオンウツド）IRE・USA４勝，キラ

ヴランＳ‐G3，愛パークＳ‐G3 ３着
タポライト Tapolite（84 牝 ＊タツプオンウツド）IRE・USA２勝，Tyr
os S‐L

［孫］ アーティスティックブルー Artistic Blue（96 牝 Diesis）IRE１勝，Tyr
os S‐L，マクドナボランドＳ‐G3 ２着，Leopardstown 1000 Gui
neas Trial‐L ３着

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462

518 ウタヒメ２０２１ �・鹿 ４／ ３
＊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

＊

ミスターグリーリー GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Mr. Greeley Long Legendウタヒメ
＊ Key of Luck

��
��
�ミスエマ鹿USA 2010 Disregard That

2e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 エンダレ（09鹿 ゴールドアリュール）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（17）〕
ミトノリバー（14牝栗 ＊シニスターミニスター）�３勝��入着５回�，ゴールド

ウィング賞（Ｄ1600）
ブルベアダイズ（15�鹿 ＊プリサイスエンド）���６勝�２勝
ゴールドプリンス（16牡鹿 ＊プリサイスエンド）�	１勝��５勝
ダンカークウルフ（20牡栗 ＊ダンカーク）�地方未出走

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

サウスエンピリカル（05牝 マンハッタンカフェ）１勝
リプレーザ（18牡 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
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

519 エンダレ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１２

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤエンダレ
＊ Miswaki

��
��
�エンピリカル鹿 2009 Louisville

1s
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 オタカラハッケン（13芦 ＊オペラハウス）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シナノシルキー（19牝芦 シルバーステート）��１勝
ノースプリマ（20牝栗 エスポワールシチー）���入着

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
セカイノカナ（10牝 キングヘイロー）１勝

セカイノホシ（18牝 カレンブラックヒル）��入着２回�４勝���入着２回
�，ローレル賞２着，留守杯日高賞２着，フルールＣ３着

トーセンカフェ（11牡 ＊オペラハウス）１勝

３代母 ＊ニジンスキーセンチメント（81 USA芦 Nijinsky）GB１勝
メサーフィMesaafi（89 牝 Slip Anchor）GB１勝，プレスティージＳ‐G3 ２着
サツマリーベ（92牝 ＊カコイーシーズ）１勝

トシメロディー（98牝 ＊マイニング）３勝
トシザコジーン（05牝 アドマイヤコジーン）３勝，舞子特別
トシザグレイト（09牡 アドマイヤコジーン）３勝，犬山特別，高尾特別２
着，ガーベラ賞３着

サンルイビル（15牝 スウィフトカレント）�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

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

520 オタカラハッケン２０２１ �・芦 ４／１７

＊

＊
＊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

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�オペラハウス Colorspinオタカラハッケン ＊ブライアンズタイム

��
��
�スナークサクセス芦 2013 ＊ニジンスキーセンチメント

7
Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 オデッタ（12黒鹿 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－１（１）〕
ヤマショウキャット（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）��１勝

２代母 マチルド（02青鹿 アドマイヤベガ）不出走
ユニオンスクエア（07牡 キングカメハメハ）１勝
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Ｓ２着，

薩摩Ｓ２着
センドハーマイラブ（18牝 ＊アジアエクスプレス）���２勝

３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.
エレガントフラッグ（05牝 ダンスインザダーク）１勝

フクサンローズ（14牝 ＊アグネスデジタル）４勝，鋸山特別，織姫賞，古町Ｓ２
着，etc.

４代母 ＊チアフルビダー（81 USA黒鹿 Bold Bidder）不出走

５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

アロハドリーム（93牡 ＊クリエイター）６勝，函館記念‐Jpn3，中京記念
‐Jpn3，札幌記念‐Jpn2 ３着，etc.

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

521 オデッタ２０２１ �・鹿 ４／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスオデッタ アドマイヤベガ

��
��
�マチルド黒鹿 2012 ジュビロレディ

＊チアフルビダー 23b
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 オメガクリスマス（07鹿 ＊クロフネ）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（５）〕
パクスディオラム（15牡黒鹿 ロードカナロア）��３勝
ミケランジェロ（16牡青鹿 ＊ハービンジャー）入着４回，�１勝�
フォスキーア（18�栗 ラブリーデイ）�出走，���１勝
アキバ（19牝青鹿 ミッキーアイル）�１勝，りんどう賞（芝 1400）３着

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

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

北総Ｓ２着，赤富士Ｓ２着，etc.
オメガスパーキング（09牡 キングカメハメハ）３勝，大島特別２着，�２勝，あす

なろ賞２着
スーパーマダム（10牝 タニノギムレット）１勝

アリアナティー（16牝 ローエングリン）�３勝��，園田クイーンセレクション
ララクリスティーヌ（18牝 ミッキーアイル）�４勝，紅梅Ｓ‐L ２着，雲雀Ｓ，

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

秋明菊賞２着

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲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

522 オメガクリスマス２０２１ �・芦 ４／２８
＊

＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューオメガクリスマス フジキセキ

��
��
�オメガフォーチュン鹿 2007 ＊エリンバード

1l
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 オスカークイーン（14鹿 ＊シニスターミニスター）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
オスカーメロディ（20牝鹿 ＊ビーチパトロール）�未出走

２代母 カリビアンセレブ（06鹿 ゴールドアリュール）��３勝
ブルーセレブ（11牝 ＊アサクサデンエン）��３勝，東京２歳優駿牝馬，桜花賞２着，

ユングフラウ賞３着，ＮＡＲ優２牝
オンアクラウド（15牝 ＊ロージズインメイ）��１勝
タチアオイ（17牝 ＊シニスターミニスター）�３勝
ニーヨル（18牡 ＊シニスターミニスター）１勝，���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
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

523 オスカークイーン２０２１ 牡・黒鹿 ４／２２

＊

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

＊ Old Trieste

�
�
�
�
�

��
��

�シニスターミニスター Sweet Ministerオスカークイーン ゴールドアリュール

��
��
�カリビアンセレブ鹿 2014 カリビアンボイス

＊フアイアフラワー 1n
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 オオカリベクイン（10鹿 フサイチレオン）�入着３回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
イッツソーラッド（18牡鹿 ハイアーゲーム）���３勝�４勝
スターオブザール（19牡鹿 ベルシャザール）��１勝

２代母 ワレンダークイン（05黒鹿 ＊ワレンダー）�入着
グッドグラッド（09牡 ソングオブウインド）�15 勝��４勝�入着２回，星雲賞，赤レ

ンガ記念２着，コスモバルク記念２着，瑞穂賞３着（２回），ステイヤーズＣ３着
アポロユッキー（14牝 ＊アポロキングダム）３勝，��１勝

３代母 マルゼンソロン（92鹿 ＊カコイーシーズ）��出走

４代母 モガミソロン（83鹿 ＊パーソロン）２勝
［孫］ マルノマンハッタン（04牝 マンハッタンカフェ）��４勝，桜花賞

レギュラーサヤカ（07牝 レギュラーメンバー）��４勝，ローレル賞２着
リュウノワン（11牡 ＊マイネルラヴ）�１勝��１勝�入着，平和賞３着，
不来方賞２着

ロードスウェアー（03� ＊オース）２勝，米山特別，新発田城特別２着
ラブリータキオン（99牝 ＊ライブリーワン）�４勝��６勝�１勝	入着

�，サラプリンセス特別２着

カイシュウコンドル（00牡 フサイチコンコルド）２勝，尾張特別３着
［曾孫］ ペルセウスシチー（17牡 トゥザワールド）�４勝，鈴鹿Ｓ，鋸山特別，瀬

戸Ｓ２着，etc.
パレスエベレスト（02牡 ＊シャンハイ）３勝，函館日刊スポーツ杯，基坂
特別，長万部特別２着，etc.

トミノダンディ（04牡 ＊チーフベアハート）�12 勝�１勝	���，オー
タムＣ，イヌワシ賞，オータムＣ２着，etc.

ネイビーズサン（01牡 ＊シャンハイ）	２勝�入着，園田ジュニアＣ２着，
兼六園ジュニアＣ２着，園田ダービー３着

タンブルブルータス（09牡 ＊ファスリエフ）２勝，ＳＴＶ杯３着
シュクモモコ（08牝 マーベラスサンデー）�３勝，留守杯日高賞３着

販売申込者・所有者： 渋谷牧場＝新冠町大狩部 �080-5599-2534
生 産 牧 場： 渋谷牧場
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

524 オオカリベクイン２０２１ �・栗 ４／ ３
＊ 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

GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチレオン ＊シアトルサンセットオオカリベクイン ＊ワレンダー

��
��
�ワレンダークイン鹿 2010 マルゼンソロン

＊シル 5g
Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 オンリゲットベター（14青鹿 ヴィクトワールピサ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊センスオブアート（02 USA芦 Unbridled's Song）２勝
アカンサス（08牝 フジキセキ）４勝，アイルランドＴ‐L，スイートピーＳ‐LR，福

島牝馬Ｓ‐G3 ３着，秋華賞‐G1 ４着，初富士Ｓ，etc.
カレンケカリーナ（10牝 ハーツクライ）５勝，長岡Ｓ，八ヶ岳特別，赤倉特別２着，

ホンコンＪＣＴ２着，赤倉特別３着
カレンルシェルブル（18牡 ＊ハービンジャー）�３勝，長良川特別，緑風Ｓ２着，

国東特別２着，美濃Ｓ３着

３代母 ビショップスメイトBishop's Mate（93 USA鹿 Lyphard）USA１勝
ストライクイトアップ Strike It Up（98牝 Smart Strike）USA５勝，Susan's Gir

l S‐L，Wide Country S‐L，Go for Wand S‐L ２着，etc.
ユーフォニー Euphony（05牝 Forest Wildcat）USA・CAN９勝，アーリン

トンメイトロンＨ‐G3，Iowa Distaff S‐L，Oaklawn Bayakoa S
‐L，etc.

ストライクアゲン Strike Again（06 牡 Dixie Union）USA・CAN５勝，Bu
ddy Diliberto Memorial H，Tap the Admiral S，Remington Gree
n S‐L ３着，種牡馬

ムーンミュージックMoonMusic（07 牝 Malibu Moon）USA・CAN入着
アンクルブレニーUncle Brennie（13 牡 Uncle Mo）USA３勝，Sund
ay Silence S‐L，Street Sense S３着

テキーラジョー Tequila Joe（13� Stormy Atlantic）USA５勝，Lure S
‐R ２着，アメリカンダービー‐G3 ３着

４代母 ポッシブルメイト Possible Mate（81 USA栗 King's Bishop）USA14 勝，ニ
ューヨークＨ‐G2，シープスヘッドベイＨ‐G2，ヴァイオレットＨ‐G3，ボイリ
ングスプリングズＨ‐G3，Mutual Savings Life Ladies H‐L，etc.
［子］ フェアリーガーデン Fairy Garden（88牝 Lyphard）FR・USA10 勝，マ

ッチメイカーＳ‐G2，オーキッドＨ‐G2，セネカＨ‐G3，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： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

525 オンリゲットベター２０２１ �・青鹿 ４／１３
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

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リゲットベター
＊ Unbridled's Song

��
��
�センスオブアート青鹿 2014 Bishop's Mate

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



母 キネオマドンナ（11芦 ＊クロフネ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
モンゲーカイザー（17牡栗 ＊パイロ）��１勝�
ツンデレ（19牝芦 ストロングリターン）�１勝

２代母 ベルグラーノ（01栗 ＊サンデーサイレンス）１勝，�２勝��
ステディネス（09牝 タニノギムレット）��１勝�５勝
コンテナ（12牡 サクラバクシンオー）３勝，恵那特別
フジマサシルバー（14牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）��２勝
ベルポート（16牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，��出走��出走
フセノチェリー（18牝 ストロングリターン）�２勝

３代母 ＊ディフェレンテ（84 ARG栗 Propicio）ARG４勝，クリアドレス賞‐G1 ３着
ディフェレントDifferent（92 牝 Candy Stripes）USA・ARG９勝，スピンスター

Ｓ‐G1，ビヴァリーヒルズＨ‐G1，ＣＥジュヴェナイルフィリーズ‐G1，コパ
デプラタインテルナシオナル‐G1，チューラヴィスタＨ‐G2，ルイスＭカンポ
ス将軍賞‐G2，ラモンビアウス賞‐G2，etc.

ディフンディドDifundido（93牡 Candy Stripes）ARG１勝，ブエノスアイレス州
賞‐G2 ３着，種牡馬

＊アルゼンチンスター（96牝 Candy Stripes）１勝
ペルーサ（07牡 ゼンノロブロイ）５勝，青葉賞‐G2，札幌日経ＯＰ‐LR，若葉

Ｓ‐L，etc.，種牡馬
ラセレシオン（12牝 ゼンノロブロイ）３勝
アスクワイルドモア（19牡 キズナ）�２勝，京都新聞杯‐G2，札幌２歳Ｓ
‐G3 ２着

シーディザーブス（99牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，中京２歳Ｓ‐OP ２着，渡島
特別，大雪Ｈ２着，etc.

アルファフォーレス（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，東海Ｓ‐Jpn2 ３着，ブリリ
アントＳ‐L ２着，etc.，���入着２回���，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着

４代母 デレペンテDerepente（76 ARG栗 Samos）ARG３勝
［子］ デシシーバDecisiva（87 牝 Propicio）ARG５勝，マヌエルＦ＆エミリオ

ネッコ賞‐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： ㈲ノースガーデン
飼 養 者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453

526 キネオマドンナ２０２１ �・芦 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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューキネオマドンナ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルグラーノ芦 2011 ＊ディフェレンテ

6a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 サクラヴィオーラ（11栗 ＊グラスワンダー）１勝
初仔

２代母 サクラタキオン（03栗 アグネスタキオン）�１勝
クリステル（10牝 ＊アルデバランⅡ）�２勝�３勝
レディオリオン（13牝 サクラオリオン）�２勝�１勝�入着２回
ケンイーサリアム（15牡 ＊スクワートルスクワート）入着２回，��１勝��１勝

３代母 サクラフューチャー（96栗 サクラユタカオー）３勝，精進湖特別，アプローズ
賞２着
サクラシャイニー（06牡 サクラプレジデント）４勝，霜月Ｓ‐L ３着（２回），天保山Ｓ

‐OP ３着，etc.，�１勝�15 勝�１勝��１勝，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3 ３着，etc.
サクラエルドール（07牡 サクラプレジデント）２勝，百日草特別，逢坂山特別３着

４代母 ＊ローラローラ（85 FR栗 Saint Cyrien）FR１勝，P. de la Seine‐L ３着
［子］ 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
サクラビッグスター（94牡 サクラホクトオー）入着４回，湯沢特別３着

［孫］ ＊サビアーレ（00牝 Capote）１勝，菜の花賞‐OP ２着
＊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.
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

＊カツラファビュラス（97牝 Tel Quel）１勝，九重特別３着
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

［曾孫］ 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.

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.

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.

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，etc.

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

527 サクラヴィオーラ２０２１ �・栗 ４／ ５
＊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

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraサクラヴィオーラ アグネスタキオン

��
��
�サクラタキオン栗 2011 サクラフューチャー

＊ローラローラ 14
Halo S5×M5 テスコボーイ S5×M5

価格： 購買者：



母 エタンスラント（12栗 ＊コンデュイット）�１勝�
〔産駒馬名登録数：１〕
セイマスタング（20牡鹿 アドマイヤムーン）�地方未出走

２代母 マイネアクティース（98鹿 タマモクロス）４勝，中京３歳Ｓ‐OP ３着，鳴海
特別，二本松特別，ＨＢＣ賞３着，松川浦特別３着
マイネルクラリティ（06牡 ＊グラスワンダー）６勝，米子Ｓ‐L ３着（２回），六甲Ｓ

‐OP，ストークＳ，武庫川Ｓ，フリージア賞
コスモガジェット（07牡 ＊ロージズインメイ）�１勝�
コスモロロ（08牝 ＊ロージズインメイ）�１勝�入着５回�	

マイネルイルミナル（10牡 メジロベイリー）３勝，ｔｖｋ賞，障害１勝
ヴァンデミエール（11牝 ＊アサクサデンエン）２勝，栗子特別，土湯温泉特別３着，

栗子特別３着，織姫賞３着（２回），三春駒特別３着
キューンハイト（14牝 ディープインパクト）３勝，瓢湖特別，土湯温泉特別，習志

野特別３着，汐留特別３着
マイネルサーパス（16牡 ＊アイルハヴアナザー）４勝，福島民報杯‐L，アンドロメダ

Ｓ‐L，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ２着，白富士Ｓ‐L ２着，きんもくせい特別，
��出走�	出走

アイオープナー（17牝 スクリーンヒーロー）１勝，日田特別３着
ターンバック（18牝 ゴールドシップ）��１勝�	�

３代母 ヒカルダンサー（86鹿 ＊ナイスダンサー）５勝，牝馬東タイ杯‐Jpn3，京王杯
オータムＨ‐Jpn3 ２着，茨城新聞杯，安達太良Ｓ２着
ヒカルヤマト（93牝 ニホンピロウイナー）１勝

ゴールデンヒカリ（99牝 アスワン）１勝，志摩特別３着，田舎館特別３着，�
１勝�

４代母 タケミアロー（75鹿 アローエクスプレス）�	１勝
［子］ コクサイクリスタル（91牡 ＊クリスタルパレス）３勝，赤富士賞，二王子

岳特別２着，犬吠埼特別２着，�11 勝

販売申込者・所有者： 蔵内 優子＝千葉県市原市 �070-8410-6480
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

528 エタンスラント２０２１ 牡・栗 ４／１４
メジロテイターン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� メジロマックイーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� メジロオーロラギンザグリングラス ＊サンキリコ

��
��
�ニドクリキリコ芦 2005 ニドクリフオックス

＊ Dalakhani

�
�
�
�
�

��
��

�コンデュイット Well Headエタンスラント タマモクロス

��
��
�マイネアクティース栗 2012 ヒカルダンサー

＊クヰツクランチ 4r
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 コイスルオトメ（09栗 ＊グラスワンダー）入着，��５勝�入着３回
〔産駒馬名登録数：２〕
オトメノコ（18牝鹿 ＊ダノンレジェンド）���入着
サミコ（19牝栗 ＊ウォーターリーグ）���出走

２代母 ナリタマローラ（00栗 ＊フォーティナイナー）２勝，��１勝
ナリタシリウス（07牝 タニノギムレット）�３勝�	

３代母 ＊マローラ（94 IRE 栗 Caerleon）GB１勝
シルクオリンピア（01牝 ＊アフリート）入着

イワミノキズナ（10牡 ブラックタイド）�６勝��２勝，ヤングＣｈ，福山ダ
ービー２着，福山弥生賞２着，etc.

セリーヌローズ（04牝 ＊フォーティナイナー）	１勝�
ティアップリバティ（13牝 ＊カジノドライヴ）１勝，
12 勝，高知県知事賞，福

永洋一記念，大高坂賞，etc.
ナンヨーナイト（05牝 ＊クロフネ）２勝

キングノヨアケ（12牡 カネヒキリ）４勝，北山Ｓ
ペニーウエイト（09牝 ダイワメジャー）１勝，
１勝	

ケイツーリラ（15牝 ＊シンボリクリスエス）２勝，瀬波温泉特別３着

４代母 ママルーナMamaluna（86 USA栗 Roberto）GB・IRE・ITY３勝，英ナッ
ソーＳ‐G2，Zetland S‐L，英オークス‐G1 ３着，フィーニクスチャンピオ
ンＳ‐G1 ４着，愛プリティポリーＳ‐G2 ２着，etc.
［子］ セイントポールハウス St Paul House（98牡 Machiavellian）FR・ITY1

0 勝，ウンブリア賞‐G3（２回），トゥディーニ賞‐G3（２回），種牡馬
［孫］ ペイパルブル Papal Bull（03 牡 Montjeu）GB・FR・GER６勝，プリン

セスオヴウェイルズＳ‐G2，キングエドワード七世Ｓ‐G2，ジェフリ
ーフリアＳ‐G3，etc.，種牡馬

スタチュトーリ Statutory（10� Authorized）GB・UAE４勝，Jocke
y Club Rose Bowl‐L ２着

販売申込者・所有者： 森 政巳＝新ひだか町三石美野和 �090-9083-6421
生 産 牧 場： 今野 活博
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

529 コイスルオトメ２０２１ 牡・栗 ４／２４
＊

＊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

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraコイスルオトメ ＊フォーティナイナー

��
��
�ナリタマローラ栗 2009 ＊マローラ

2o
Danzig S4×M4 Roberto M4×M5 Mr. Prospector M4×S5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 コウヨウマリア（11鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ザルティス（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�２勝
リックマーベル（18牡栗 ＊パイロ）���３勝
ヨーソロー（19牝鹿 グランプリボス）��１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
コウヨウアイリーン（04牝 ダンスインザダーク）４勝
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

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

＊アカビール（81牡 Riverman）FR・USA６勝，ブーゲンヴィリアＨ‐G2，
ディクシーＨ‐G2，P. des Gravilliers‐L，etc.，種牡馬

［孫］ エディントン Eddington（04牡 Model Man）SAF５勝，ゴマゴマチャレ
ンジ‐G1，Sea Cottage S‐L，サウスアフリカンクラシック‐G1
３着，etc.

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

530 コウヨウマリア２０２１ �・鹿 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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイコウヨウマリア
＊

＊フォーティナイナー

��
��
�フォーティース鹿 2011 Book Collector

4i
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ガラム（14 IRE 鹿 Pivotal）GB１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 コーイ Coy（01 IRE 鹿 ＊デインヒル）GB２勝，Valiant S‐L，Sandrin
gham S‐L ２着
レドゥンRedden（07� Pivotal）GB・UAE・OMN１勝
フォーカル Focal（08 牝 Pivotal）GB入着

フリーダムライジング Freedom Rising（16 牝 Reliable Man）FR・GER２勝，
Iffezheimer Diana‐Trial‐L ２着，G.P. der Hannoverschen Volk
sbank‐L ３着

レゾリュートResolute（11� Pivotal）GB・QAT３勝
ホワットアシャムWhat Asham（12� Pivotal）GB・UAE２勝
モデストModest（13 牝 Kyllachy）GB・QAT２勝
タメルランTamerlane（15� Dark Angel）�GB・BHR５勝
オリヴァンダーOllivander（16� Heeraat）GB４勝

３代母 デミュアDemure（96 GB黒鹿 Machiavellian）不出走
イルワールド Il Warrd（05 牡 Pivotal）GB・FR３勝，Easter S‐L，Guisbor

ough S‐L，ジャージーＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬
トラジックモーメントTragic Moment（10 牝 Pivotal）不出走

ロケットスター Rocket Star（16� Star Witness）�SIN４勝，Lion City C
up‐L ２着，Singapore Guineas‐L ２着，Golden Horseshoe
‐L ２着，etc.

４代母 シャイプリンセス Shy Princess（84 USA栗 Irish River）FR・ITY２勝，モ
ルニー賞‐G1 ２着，モートリー賞‐G3 ３着
［子］ ディフィデントDiffident（92 牡 Nureyev）GB・FR・GER・UAE10 勝，

ダイアデムＳ‐G2，リゾランジ賞‐G3，European Free H‐L，etc.，
種牡馬

［孫］ シャイレイディ Shy Lady（94牝 Kaldoun）GER２勝，Oppenheim‐
Rennen‐L

スイートストーリー Sweet Story（97 牝 Green Tune）FR４勝，P. Oc
citanie‐L

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �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

531 ガラム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 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

＊

ピヴォタル Polar Falcon

�
�
�
�
�

��
��

�Pivotal Fearless Revivalガラム コーイ ＊デインヒル

��
��
�Coy鹿IRE 2014 Demure

21a
Machiavellian S3×M4 Halo S4×S5 Nureyev S4×M4
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 キャラメルフレンチ（14栗 ＊タイキシャトル）１勝
初仔

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
セトノミッシー（10牝 ゴールドアリュール）３勝

キャンユーキッス（18牝 ＊ディスクリートキャット）１勝，�地方未出走
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���
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��

タガノトニー（97牡 ＊トニービン）２勝，三条特別３着，筑後川特別３着，
�２勝�入着３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： 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

532 キャラメルフレンチ２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンキャラメルフレンチ ＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチミステリー栗 2014 ミスティックアイズ

＊スキム 13b
Halo S4×M4 Nijinsky S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 クイーンレガシー（14黒鹿 ＊キングズベスト）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 クッキーキティ（98鹿 ラグビーボール）不出走
ネクストスター（02牡 ＊キンググローリアス）�５勝�８勝�６勝�入着���
マイネルダニエル（03牡 ＊ブライアンズタイム）入着２回，�	１勝
シャドークロス（05牡 ＊アグネスデジタル）４勝，高尾特別，香取特別，牡丹賞，の

ぞみ賞２着
トップキングダム（06牡 ＊アグネスデジタル）３勝，初凪賞３着（２回）
モンドクラッセ（11牡 ＊アグネスデジタル）７勝，東海Ｓ‐G2 ２着，エルムＳ‐G3

３着，総武Ｓ‐OP，大沼Ｓ‐OP，内房Ｓ，etc.，�７勝��	
モンドクラフト（12牡 ＊アグネスデジタル）１勝

３代母 ユキノサクラ（84栗 リードワンダー）不出走
ユキノジェンヌ（89牝 サンキヨーシヨウリ）２勝，カーネーションＣ‐OP ３着，矢車賞

グローリーキング（96牡 ＊キンググローリアス）�	３勝�１勝�，ニューイヤ
ーＣ２着，ブルーバードＣ３着

タフネスゴールド（99牡 サクラローレル）３勝，�10 勝��入着７回�	�
，
スプリングＣ，中日杯（２回），ゴールド争覇２着，etc.

ドリームゼロワン（05牡 ＊アグネスデジタル）３勝，舞子特別２着，千種川特別
３着，須磨特別３着，etc.，�２勝�


グッドラックスター（91牝 ラグビーボール）２勝，桜花賞‐Jpn1 ５着，アネモネＳ
‐OP，うぐいす賞３着

タフネススター（97牝 ラグビーボール）５勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，新潟大賞典
‐Jpn3 ２着，マーメイドＳ‐Jpn3 ２着，etc.
タフネスデジタル（06牝 ＊アグネスデジタル）１勝，栃尾特別３着
ファストフラッシュ（15牡 ＊シニスターミニスター）１勝，��９勝�３勝，
サマーＣ，金沢スプリングＣ（２回），百万石賞２着（２回），etc.

トップモデル（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）３勝，稲妻特別３着
ビリオネア（10牝 タニノギムレット）４勝，オータムリーフＳ‐OP ３着，三宮

Ｓ，藤森Ｓ２着，etc.
カゼノコ（11牡 ＊アグネスデジタル）３勝，�	１勝�入着�，ジャパンＤダー

ビー‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1 ２着，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ３着，etc.

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

533 クイーンレガシー２０２１ 牡・鹿 ５／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaクイーンレガシー ラグビーボール

��
��
�クッキーキティ黒鹿 2014 ユキノサクラ

＊インズキー 4d
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 グッドプリン（13黒鹿 ブラックタイド）入着，�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
イナズマエミール（18牝鹿 ＊アジアエクスプレス）��１勝�２勝
コウセイ（20牡黒鹿 ゴールドアクター）�未出走

２代母 イナズマローレル（01黒鹿 ＊ピルサドスキー）３勝，檜原湖特別，ＴＶｈ賞３着
キョウエイマイン（09牝 キングヘイロー）１勝
ヒュウガミズキ（10牝 ＊ファスリエフ）１勝
ファーストオーサー（11牡 ＊アルデバランⅡ）１勝
アルマワイオリ（12牡 マツリダゴッホ）２勝，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ２着，

ＮＺトロフィー‐G2 ３着，アーリントンＣ‐G3 ２着，バーデンバーデンＣ
‐L ３着，もみじＳ‐OP，etc.

アルマアノン（15牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝，��３勝��入着２回��

３代母 スエヒロジョウオー（90鹿 トウシヨウペガサス）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1，きんせんか賞，優２牝
スエヒロコマンダー（95牡 ＊コマンダーインチーフ）７勝，鳴尾記念‐Jpn2，小倉大

賞典‐Jpn3，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬
コウエイベラドンナ（96牝 メジロライアン）１勝，野路菊Ｓ‐OP ２着

マイネルロブスト（09牡 ＊ゼンノエルシド）２勝，クローバー賞‐LR，朝日杯フ
ューチュリティＳ‐G1 ２着，京成杯‐G3 ２着，etc.，障害１勝

コウエイブルーム（98牝 ＊ウォーニング）１勝
グッドキララ（04牡 メジロライアン）５勝，佐世保Ｓ，宝ケ池特別２着，西部

日刊スポーツ杯２着，etc.，障害１勝
スエヒロサプライズ（00牝 ＊ラムタラ）出走

コウエイフラッシュ（06	 ＊コロナドズクエスト）４勝，黒埼特別，越後Ｓ２着，
プラタナス賞２着，etc.

イナズマイージス（03牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，対馬特別２着，利尻特別２
着，糸魚川特別３着

アドマイヤジュエル（04牝 アドマイヤベガ）入着２回
ゴールデンライオン（16牡 ＊パイロ）２勝，加古川特別２着，ラジオ福島賞３着，

天白川特別３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲小泉牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2172
生 産 牧 場： ㈲小泉牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

534 グッドプリン２０２１ �・黒鹿 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

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアグッドプリン ＊ピルサドスキー

��
��
�イナズマローレル黒鹿 2013 スエヒロジョウオー

＊メダリオン 3l
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 グランデミノル（15鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝
初仔

２代母 ＊クロスウォーターⅡ（05 USA栗 Storm Cat）USA１勝
フミノメモリー（10牡 Lemon Drop Kid）４勝，五条坂特別
アウリン（12牡 マンハッタンカフェ）１勝
ジョリガーニャント（13牝 キングカメハメハ）１勝
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
ロリポップ（18牝 オルフェーヴル）��２勝
レクシー（19牝 ルーラーシップ）���１勝�２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
＊ストーミーウェザー（02牝 Storm Cat）USA出走

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，etc.

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

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

535 グランデミノル２０２１ 牡・黒鹿 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シルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudグランデミノル
＊ Storm Cat

��
��
�クロスウォーターⅡ鹿 2015 Bay Harbor

6a
Hail to Reason S5×S5 Mr. Prospector M5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 グレインライン（05黒鹿 ＊タイキシャトル）不出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－５（８），地方－２（４）〕
グレイングロース（10牡鹿 ダイワメジャー）２勝，合馬特別（芝 1200），立待岬特

別（芝 1200）３着
カーマンライン（11牡鹿 ゴールドアリュール）１勝
メイショウフウシャ（13牝鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝
アンクルスター（15�黒鹿 ハーツクライ）入着２回，�３勝��入着４回
ガトン（16�芦 ＊ダンカーク）１勝，南相馬特別（芝 1800）２着
グラナリー（17牝栗 ＊ヘニーヒューズ）３勝，河北新報杯（Ｄ1150）３着，�１勝�
メイショウテイダー（18牡芦 ゴールドシップ）��出走
メイショウレイメイ（19牡青鹿 ＊アイルハヴアナザー）�出走

２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，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ２着，マイルＣｈＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬
グレインアート（04牡 スペシャルウィーク）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，太宰府特別３着
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

３代母 ミルラインMill Line（85 GB黒鹿 Mill Reef）GB１勝
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.
＊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
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

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

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

536 グレインライン２０２１ 牡・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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィングレインライン
＊ Polish Precedent

��
��
�ミルグレイン黒鹿 2005 Mill Line

14a
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 クレバーユーミン（08鹿 キングカメハメハ）�６勝��
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（15）〕
サザンオールスター（14牡鹿 フリオーソ）�12 勝�２勝�入着２回��，新緑賞
（Ｄ1600），東海ダービー（Ｄ1900）３着

ホウオウユーミン（15牝黒鹿 ブラックタイド）�１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
レディキルシェ（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，定山渓特別２着
ローレルオーラ（05牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，障害１勝

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： ㈲鳥井牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2248
生 産 牧 場： ㈲鳥井牧場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

537 クレバーユーミン２０２１ 牡・鹿 ６／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヘンリーバローズ
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ鹿 2015 Boubskaia

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスクレバーユーミン ＊ノーザンテースト

��
��
�アネーロ鹿 2008 ＊ラスティックベル

20a
Mr. Prospector M4×M4 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 グローバルフェイム（15芦 ＊クロフネ）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 シーキングフェイム（07鹿 ダンスインザダーク）３勝，忘れな草賞‐OP ３着，
壇之浦特別，遊楽部特別，八雲特別２着，日田特別２着，etc.
アイニイ（16牝 ＊ヨハネスブルグ）�３勝
アーニングフェイム（17牝 エイシンフラッシュ）１勝，��２勝

３代母 タイランツフェイム（93鹿 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，織姫賞２着
マイネルアラバンサ（03牡 スペシャルウィーク）２勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，毎日杯

‐Jpn3 ３着，すみれＳ‐OP ２着，etc.，�７勝�１勝
ロッタ（04牝 ＊ティンバーカントリー）１勝

カッサイ（11牡 スクリーンヒーロー）１勝，�18 勝��入着３回��	，建依
別賞，黒潮スプリンターズＣ，珊瑚冠賞２着，etc.

オギノシュタイン（08牝 ディープインパクト）�２勝��入着２回�
シンボ（17牡 ＊ベーカバド）�１勝，横津岳特別，etc.，
１勝�１勝�，北海

優駿２着，金杯，etc.
タイセイローマン（09牡 アドマイヤドン）２勝，ホープフルＪＳ２着，�１勝
��

４代母 フロリンダ（87鹿 ミスターシービー）１勝
［子］ ゴールドバニー（96牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，相馬特別
［孫］ メモリアルイヤー（08牝 ゴールドアリュール）４勝，オパールＳ‐OP ３

着，うずしおＳ，伏見Ｓ，etc.，�１勝��
ディアースパークル（05牝 ＊マイネルラヴ）�４勝
，コウノトリ賞，菊
水賞，のじぎく賞２着，etc.

ワールドワン（06牝 サクラバクシンオー）１勝，礼文特別３着
［曾孫］ セイウンヴィーナス（17牝 カレンブラックヒル）３勝，クイーンＣ‐G3

３着，八丈島特別２着，カーネーションＣ２着，etc.
ウインストラグル（14牡 ショウナンカンプ）４勝，水無月Ｓ，山陽特別，
大牟田特別，etc.

ドウドウキリシマ（16牡 ＊ケープブランコ）�３勝，ＢＳイレブン賞，尾
頭橋特別，遠江Ｓ２着，etc.，��３勝

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

538 グローバルフェイム２０２１ �・黒鹿 ５／ ４
＊ 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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューグローバルフェイム ダンスインザダーク

��
��
�シーキングフェイム芦 2015 タイランツフェイム

＊タイランツクヰーン 14f
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ジオパークルビー（11鹿 ＊フレンチデピュティ）�１勝��６勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ノットインザアイ（20牝黒鹿 イスラボニータ）�未出走

２代母 プレジールダムール（99青鹿 ＊ウォーニング）１勝
インプルーヴ（05牡 ＊ボストンハーバー）４勝，ブラッドストーンＳ，内房Ｓ２着，

貴船Ｓ３着
チョウハイレベル（06牝 ＊フォーティナイナー）１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： ㈲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

539 ジオパークルビー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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandジオパークルビー ＊ウォーニング

��
��
�プレジールダムール鹿 2011 ＊バジー

1s
Slightly Dangerous M4×S5 In Reality M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スタイルオブメロン（01芦 メジロマックイーン）��１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（８）〕
ツヨン（07牡鹿 ＊アジュディケーティング）��１勝
バブルトップ（11牡栗 リンカーン）��５勝�入着７回
メロンドリーム（14牝鹿 ナカヤマフェスタ）�２勝���
キクノロージズ（15牝芦 ローズキングダム）�１勝
イーストベンティ（20牡鹿 フェノーメノ）��出走

２代母 ホウヨウエバート（91鹿 アンバーシヤダイ）１勝
ホウヨウゴンタ（99牡 シンボリルドルフ）��２勝�５勝	９勝
ホウヨウハヤト（02牡 ＊ソウルオブザマター）�１勝��
アイノグレゴリー（03牡 ＊オジジアン）１勝
スターオブアモーレ（04牝 ＊ソウルオブザマター）�２勝��１勝
１勝	入着�，

ロータスクラウン賞３着

３代母 グランドスラム（76黒鹿 ＊シーズコマンド）４勝，師走特別，日高特別
ヒデノラブリー（85牝 マルゼンスキー）３勝，精進湖特別２着，仁山特別３着

ザリーナ（93牝 シンボリルドルフ）２勝，萩Ｓ‐OP ３着，マロニエ賞２着，登
別特別３着

トミケンウイナー（01牡 ＊マジックマイルズ）��２勝�１勝，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ４着，ブルーバードＣ，京浜盃３着，etc.

バリエンテー（86牡 マルゼンスキー）４勝，京王杯オータムＨ‐Jpn3，金杯‐Jpn3
２着，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

フェデレーション（89牝 ＊コリムスキー）入着５回
テンリットル（98牡 ＊モガンボ）��11 勝�３勝��入着２回��，名古屋大賞

典‐Jpn3 ３着，サラブレッドＣｈＣ‐Jpn3 ３着，ダービーＧＰ‐Jpn1
５着，etc.

グランドクロス（90牝 シービークロス）２勝，オークス‐Jpn1 ５着，スイートピー
Ｓ‐OP ２着，セントポーリア賞
クロスヘッド（96牝 ＊ヘクタープロテクター）４勝，道新スポーツ杯，五色沼特

別３着，中京日経賞３着
ゴージャスディナー（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，壇之浦特別，西部スポ

ニチ賞，初夢賞，etc.，障害１勝

販売申込者・所有者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911
生 産 牧 場： ㈲ノースガーデン
飼 養 者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911

540 スタイルオブメロン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

メジロテイターン

�
�
�
�
�

��
��

�メジロマックイーン メジロオーロラスタイルオブメロン アンバーシヤダイ

��
��
�ホウヨウエバート芦 2001 グランドスラム

＊フラストレート 1b
アンバーシヤダイM3×S5 ノーザンテーストM4×S5

価格： 購買者：



母 ゴールデンファレノ（10栗 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（10）〕
フリューリング（16牝鹿 ロードカナロア）��３勝�１勝
ゴールデンブランコ（17牡栗 ＊ケープブランコ）��３勝
ゴールデンナイト（18牡鹿 ロードカナロア）���１勝�１勝
ミッキーダイモンド（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）��１勝
ニシケンリターン（20牝黒鹿 ストロングリターン）��入着２回

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
ラヴァーズタイム（11牝 ＊ブライアンズタイム）�５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： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

541 ゴールデンファレノ２０２１ �・栗 ２／２８

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーゴールデンファレノ ＊ノーザンテースト

��
��
�ナイストレビアン栗 2010 ＊クリスタルガーデン

2c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ダブルミステリー（14栗 ダイワメジャー）１勝，��３勝�
初仔

２代母 ＊マウンテンミステリー（02 CAN栗 Mt. Livermore）USA・CAN１勝
ダイワジェシカ（08牝 アグネスタキオン）１勝
メジャーミノル（10牡 ダイワメジャー）１勝
ボンセジュール（11牝 ダイワメジャー）１勝
メイショウナガマサ（12牡 マンハッタンカフェ）１勝，花見山特別３着
ティープラズマ（13牝 ＊エンパイアメーカー）２勝
サージュミノル（15牡 ＊エンパイアメーカー）２勝，樅の木賞２着，もちの木賞２着
レクスミノル（16牡 ヴィクトワールピサ）１勝

３代母 サーチザシー Search the Sea（92 CAN栗 Seeking the Gold）USA５勝，
Ontario Damsel S‐R，Mazarine S‐L ２着，Fort Erie Breeders' Cup S
３着，Natalma S３着
テーラノヴァ Terra Nova（98牝 Mt. Livermore）USA１勝，ShadyWell S‐R

２着
アトランティクフュリー Atlantic Fury（99 牝 Wild Again）USA３勝，Cup and

Saucer S‐R，Carotene S‐R ２着，Green River S‐L ３着
エンドレスシーEndless Sea（00牝 Mt. Livermore）不出走

シルヴァーオーシャン Silver Ocean（08� Silver Train）GB・FR・GER・I
TY・UAE・NOR・SWE12勝，プラムスメモリアル‐G3，ポーラーＣ
‐G3，P. Pisa‐L，etc.

オーヴァージオーシャンOver the Ocean（10牡 Rockport Harbor）UAE・
NOR・SWE７勝，Jagersro Sprint‐L（２回），ザワウィＣ‐G3 ２着，
Jagersro Sprint‐L ２着，etc.

４代母 シーリージェント Sea Regent（77 CAN鹿 Vice Regent）USA３勝，On
tario Damsel S‐LR，Ontario Lassie S‐R ２着
［子］ デザートウェイヴズDesert Waves（90� Alysheba）USA15 勝，キングエ

ドワードＨ‐G2，ナイアガラＨ‐G3（２回），Seagram C‐L，etc.
［孫］ フライスマートリー Fly Smartly（98� Smart Strike）USA６勝，コノ

ートＣ‐G3

販売申込者・所有者： ９９．９＝様似町緑町 �080-8046-1223
生 産 牧 場： ㈲高橋ファーム
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

542 ダブルミステリー２０２１ 牡・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

＊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ブルミステリー
＊ Mt. Livermore

��
��
�マウンテンミステリー栗 2014 Search the Sea

A4
Seeking the Gold S3×M4 Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5 Crimson Satan M5×M5
価格： 購買者：



母 タイガーティアラ（11黒鹿 ＊マイネルラヴ）入着３回，�１勝��１勝�入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ハーピーティアラ（19牝栗 コパノリッキー）��２勝

２代母 シロキタカーニバル（05栗 アグネスタキオン）２勝，仲秋特別３着
サンダルエチケット（12牝 ＊サウスヴィグラス）�９勝�
ラストリンクス（16牡 ＊アポロキングダム）��６勝
シゲルガラテア（17牡 エスポワールシチー）１勝
アイカーニバル（19牝 ＊マスクゾロ）���１勝

３代母 コガネテスコ（89鹿 ＊ビシヨツプボブ）５勝，オパールＳ‐OP，北九州短距離
Ｓ‐OP，紅梅賞‐OP，萩Ｓ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP ２着，etc.
カキノサト（96牡 コガネパワー）��６勝��
サランドールコガネ（98牝 メジロマックイーン）�６勝	３勝�
シロキタファルコン（00牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）３勝，二本松特別２着，ゆきつ

ばき賞２着，長万部特別３着
シロキタトウコン（01牡 ジェニュイン）２勝，障害１勝

４代母 キヨウエイテスコ（74鹿 ＊テスコボーイ）３勝，阪神３歳Ｓ４着，銀杏特別
［子］ インターアプローチ（85牡 ＊クラウンドプリンス）１勝

モンフレール（90牡 ＊ビシヨツプボブ）��３勝
ハイプリンス（84牝 ＊クラウンドプリンス）
２勝�１勝
アカシクイン（87牝 ＊ダンシングキヤツプ）��２勝

［孫］ トサノカイオウ（96牡 ＊カンパラ）��４勝
ハッピープリンセス（91牝 ハツピープログレス）�３勝
ユキノフブキ（98牝 ＊イクスクルシヴヌレイエフ）��２勝�
ヨシノフトー（95牡 カミノクレッセ）��２勝

５代母 シーサイド（65鹿 ＊モンタヴアル）３勝
［子］ キョウエイポルシェ（76牡 ＊フアラモンド）３勝
［孫］ キョウエイグレイト（80牡 ＊アレグザンダザグレイト）３勝，御影特別

ソブリンビューティ（90牝 ボールドノースマン）３勝，宗谷特別，八雲特
別２着，手稲山特別２着，etc.

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

543 タイガーティアラ２０２１ �・鹿 ３／２６
＊ 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

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyタイガーティアラ アグネスタキオン

��
��
�シロキタカーニバル黒鹿 2011 コガネテスコ

＊ラツキーベビー 14b
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 グレイスサンセット（05鹿 ジャングルポケット）２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
マイネルアーベント（13牡鹿 ＊ケイムホーム）�４勝��３勝
スモウブインタリズ（17牡鹿 ワールドエース）�２勝�
ナックサンライズ（20牡栗 ネロ）�地方未出走

２代母 ワールドウッド（95栗 ＊ラシアンボンド）４勝，深秋特別，甲斐路特別２着，
瀬波特別２着，韓国馬事会杯３着
インタープレジール（02牡 ＊エンドスウィープ）�４勝��入着 13回
ダンシングタイガー（03	 ダンスインザダーク）１勝，�１勝��３勝�１勝
１勝�
ロジゴールド（06牝 ゴールドアリュール）１勝
コスモセコイア（08牝 ＊ルールオブロー）�１勝
トキツユウ（09牡 アドマイヤマックス）��６勝
コモリスーザン（10牝 ＊アルデバランⅡ）�１勝��入着４回��
ベッラヴィスタ（11牝 カンパニー）１勝�入着９回�

３代母 キヨウエイミート（83栗 ＊クラウンドプリンス）２勝
キョウエイヨシノ（90牝 ＊プラウドデボネア）４勝，貴船Ｓ，桜島特別，さざんか賞，etc.

キョウエイトルース（97牝 フジキセキ）２勝，�１勝入着��
コンフォーコ（05	 ＊トワイニング）５勝，初日の出Ｓ，円山特別２着
ツインクルスター（09牝 サクラバクシンオー）５勝，市川Ｓ，初風特別，
みちのくＳ２着，etc.

サウンドトゥルー（10	 ＊フレンチデピュティ）７勝，チャンピオンズＣ
‐G1，etc.，��６勝�，東京大賞典‐G1，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，etc.，
優ダート

ルールソヴァール（12	 ＊フレンチデピュティ）６勝，みやこＳ‐G3 ２着，
ベテルギウスＳ‐OP，etc.，��４勝�１勝�，佐賀記念‐Jpn3，etc.

アナザートゥルース（14	 ＊アイルハヴアナザー）�６勝，アンタレスＳ
‐G3，チャンピオンズＣ‐G1 ３着，etc.，��１勝�入着２回，ダイオ
ライト記念‐Jpn2，etc.

ホウオウトゥルース（16	 ＊アイルハヴアナザー）�４勝，ラジオ日本賞
‐OP ２着，羊蹄山Ｓ

アンダーゴールド（06牝 ＊ホワイトマズル）�３勝��，ひまわり賞

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： 中川 欽一
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

544 グレイスサンセット２０２１ 牡・黒鹿 ５／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディーマジェスティ ＊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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーグレイスサンセット ＊ラシアンボンド

��
��
�ワールドウッド鹿 2005 キヨウエイミート

＊キヨウエイオリーブ 22b
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 グローリアスゼーレ（14鹿 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ピンクトルネード（06栗 ＊フレンチデピュティ）出走
ヨウザンフウ（11牡 タニノギムレット）��６勝

３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
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

４代母 ＊ビューティフルベーシック（89 USA栗 Secretariat）USA入着２回
［子］ 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.

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

545 グローリアスゼーレ２０２１ �・鹿 ２／ ６
＊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ワンアンドオンリー ＊タイキシャトル

��
��
�ヴァーチュ黒鹿 2011 サンタムール

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーグローリアスゼーレ ＊フレンチデピュティ

��
��
�ピンクトルネード鹿 2014 ロージーミスト

＊ビューティフルベーシック 8c
サンデーサイレンス S3×M4 トニービンM3×S4 Halo S4×S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 サイモンパルフェ（10黒鹿 ゼンノロブロイ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
パラチェーン（19牡鹿 アンライバルド）��出走
シールドメイデン（20牝栗 ＊ベストウォーリア）�地方未出走

２代母 エポレット（00青鹿 ＊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.

コパノミクス（11牡 ハーツクライ）入着３回，�２勝�２勝
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
メイショウオオタカ（16牡 メイショウサムソン）�２勝，香取特別３着
ホットスポット（18牝 アンライバルド）�１勝

３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
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.
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

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
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

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

546 サイモンパルフェ２０２１ �・黒鹿 ５／２０
＊ 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サイモンパルフェ ＊リアルシヤダイ

��
��
�エポレット黒鹿 2010 マキシマムデニール

＊フリソデ A13
Roberto S3×M4 Mr. Prospector S3×M5 Hail to Reason S4×M5×M5
Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 サウンドモニカ（11栗 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
サウンドマチカ（18牝栗 ＊サウンドボルケーノ）��１勝
サウンドウェリナ（19牝栗 ＊サウンドボルケーノ）���入着２回
クロノワール（20牡栗 スクリーンヒーロー）�地方未出走

２代母 マチカネフウリン（99栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
マイネベリンダ（05牝 ＊アグネスデジタル）�13 勝，青藍賞，ビューチフル・ドリー

マーＣ，青藍賞３着
ライトジャガー（10牡 ＊ストーミングホーム）�５勝
メイショウカクオビ（13� ＊ファルブラヴ）１勝，�２勝

３代母 マチカネレイロウ（92栗 ＊ノーザンテースト）不出走
マチカネベニツバキ（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，湯浜特別，北洋特別３着，

遊楽部特別３着
デジタルフラッシュ（11牡 ＊アグネスデジタル）３勝，�３勝�５勝	入着
�，

はがくれ大賞典３着，マーチＣ３着，ウインター争覇３着
マチカネハッチョロ（98牡 ＊トニービン）１勝，寒狭川特別２着（２回），文知摺特別２着
レオソリスト（05牡 ＊スキャターザゴールド）３勝，三国特別，障害１勝

４代母 ＊シヤイニーアンドブライト（85 USA栗 Private Account）USA出走

５代母 スパークリング Sparkling（67 USA栗 Bold Ruler）USA１勝
［子］ エファヴェシング Effervescing（73牡 Le Fabuleux）USA12 勝，マンノウォ

ーＳ‐G1，アメリカンＨ‐G2，ラウンドテイブルＨ‐G3，etc.，種牡馬
バブリング Bubbling（72 牝 Stage Door Johnny）USA７勝，コロニア
ルＨ‐G3，シープスヘッドベイＨ‐G2 ２着

［孫］ シノープティコ Sinoptico（95 牡 ＊サザンヘイロー）USA・ARG８勝，ペ
ドロゴエナガ賞‐G2，Ａガンビエル賞‐G3，ルイスマリアドイエナル
ド賞‐G3，etc.

シェラン Chelan（97牝 Bertrando）USA３勝，Lassie H，Sadie
Diamond Futurity‐R，Fantasy H‐L ２着，etc.

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

547 サウンドモニカ２０２１ 牡・栗 ５／ ７

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerサウンドボルケーノ コズミックウィング Halo

��
��
�CosmicWingUSA 栗 2008 Ziggy's Act

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューサウンドモニカ ＊サンデーサイレンス

��
��
�マチカネフウリン栗 2011 マチカネレイロウ

＊シヤイニーアンドブライト 1s
Halo S3×M4 Hold Your Peace S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サッキーシフター（11栗 ＊サウスヴィグラス）��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
サッキーシン（17牡栗 ＊シニスターミニスター）���１勝
シンリバイバル（18牡栗 ＊カジノドライヴ）���１勝
ウィンターソング（20牝芦 ＊ラニ）�地方未出走

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
ピッチシフター（10牝 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（２回），名港盃，etc.，ＮＡＲ優３牝，ＮＡＲ優古牝
ミラバーグマン（18牝 ＊サウスヴィグラス）���４勝�入着，若草賞２着

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： 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： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

548 サッキーシフター２０２１ 牡・栗 ５／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターサッキーシフター
＊ Crafty Prospector

��
��
�サンディシフター栗 2011 Tide

5i
Mr. Prospector M4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラベル（08栗 サクラプレジデント）２勝，クローバー賞‐L（芝 1500），葵Ｓ
‐LR（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（11）〕
クラウソラス（16牡鹿 ＊エーシンフォワード）�２勝��４勝
パクスジャポニカ（18牡鹿 ＊バトルプラン）��５勝

２代母 サクラレイリ（02鹿 サクラバクシンオー）１勝
サクラエミネント（09牝 サクラプレジデント）１勝
サクラシェンロン（10牡 サクラプレジデント）１勝，�２勝��５勝��
サクラスマート（11牝 サクラプレジデント）入着，��１勝
サクラライトニング（12牡 サクラプレジデント）入着，��１勝
サクラボヌール（15牝 ローズキングダム）入着６回，�３勝�
サクラカレント（18牝 ブラックタイド）�１勝

３代母 サクラスイートキス（96鹿 ＊アーミジャー）４勝，バレンタインＳ
サクラアーバン（03牝 ＊スキャターザゴールド）１勝，�１勝�１勝�12 勝	１勝
サクラフォルトゥナ（05牝 ＊サウスヴィグラス）１勝
サクラピュアハート（08牝 サクラプレジデント）出走

ピーベリー（15牝 ビービーガルダン）�２勝�入着 10回，あやめ賞３着
サクラヴァローレ（11牡 サクラプレジデント）２勝，�８勝�

４代母 サクラメグミ（86黒鹿 マルゼンスキー）３勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３
着，フローラＳ‐OP，アイビーＳ‐OP
［子］ サクラティガー（98
 ＊アーミジャー）５勝，鎌倉特別
［孫］ アビリティラヴ（10牡 ＊マイネルラヴ）４勝，オルフェーヴルＣ‐OP ３着，

ブラッドストーンＳ

５代母 スーパービツク（78黒鹿 ＊ボールドリツク）�２勝
［子］ サクラハイスピード（88牡 トウシヨウボーイ）３勝，いちょうＳ‐OP，etc.，

��８勝，東京盃（２回），グランドＣｈ２０００，etc.
リバルドセブン（83牡 ＊パーソナリテイ）４勝，高尾特別，雄国沼特別，
猪苗代特別２着，etc.

アサカプリンセス（87牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，湯沢特別２着

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

549 サクラベル２０２１ 牡・鹿 ４／１２
＊ 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サクラベル サクラバクシンオー

��
��
�サクラレイリ栗 2008 サクラスイートキス

＊ウオーホイツスル 4c
Northern Dancer S4×S5 マルゼンスキーM4×M5

価格： 購買者：



母 サクラピュアハート（08鹿 サクラプレジデント）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ギガデイン（13牡鹿 ＊アメリカンボス）��２勝
ジューン（14牝栗 サクラメガワンダー）�２勝
ピーベリー（15牝青鹿 ビービーガルダン）�２勝�入着 10回，あやめ賞（Ｄ1400）３着
ヒルノマース（19牝鹿 ヴァンセンヌ）��入着５回
メガバズーカランチ（20牝鹿 コパノリチャード）���入着

２代母 サクラスイートキス（96鹿 ＊アーミジャー）４勝，バレンタインＳ
サクラレイリ（02牝 サクラバクシンオー）１勝

サクラベル（08牝 サクラプレジデント）２勝，クローバー賞‐L，葵Ｓ‐LR ２着
サクラシェンロン（10牡 サクラプレジデント）１勝，�２勝��５勝	�
サクラカレント（18牝 ブラックタイド）�１勝

サクラアーバン（03牝 ＊スキャターザゴールド）１勝，�１勝�１勝�12 勝
１勝
サクラスウィープ（04牝 ＊グラスワンダー）１勝
サクラフォルトゥナ（05牝 ＊サウスヴィグラス）１勝

スペロデア（17牝 エスポワールシチー）�３勝
フミタツジュディ（10牝 サクラプレジデント）�１勝��
サクラヴァローレ（11牡 サクラプレジデント）２勝，�８勝�

３代母 サクラメグミ（86黒鹿 マルゼンスキー）３勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３
着，フローラＳ‐OP，アイビーＳ‐OP
サクラティガー（98� ＊アーミジャー）５勝，鎌倉特別
ジルニーナ（04牝 ＊オジジアン）��出走

アビリティラヴ（10牡 ＊マイネルラヴ）４勝，オルフェーヴルＣ‐OP ３着，ブ
ラッドストーンＳ

４代母 スーパービツク（78黒鹿 ＊ボールドリツク）�２勝
［子］ サクラハイスピード（88牡 トウシヨウボーイ）３勝，いちょうＳ‐OP，etc.，

��８勝，東京盃（２回），グランドＣｈ２０００，etc.
リバルドセブン（83牡 ＊パーソナリテイ）４勝，高尾特別，雄国沼特別，
猪苗代特別２着，etc.

アサカプリンセス（87牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，湯沢特別２着

販売申込者・所有者： 桑嶋 峰雄＝新ひだか町静内豊畑 �090-3390-8127
生 産 牧 場： 桑嶋 峰雄
飼 養 者： 桑嶋 峰雄＝新ひだか町静内豊畑 �090-3390-8127

550 サクラピュアハート２０２１ 牡・鹿 ５／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーサクラピュアハート ＊アーミジャー

��
��
�サクラスイートキス鹿 2008 サクラメグミ

＊ウオーホイツスル 4c
サンデーサイレンス S3×M3 マルゼンスキー S4×M4×M4
Northern Dancer S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 サクラフォルトゥナ（05栗 ＊サウスヴィグラス）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－６（16）〕
サクラアルカンジュ（10�栗 サクラプレジデント）��４勝
イービーボーイ（11牡栗 サクラプレジデント）�２勝�
ギガンテス（12牡鹿 サクラプレジデント）�２勝��１勝
ミシェル（13牝栗 サクラプレジデント）�３勝��１勝��
ラブリーガーデン（14牝黒鹿 ローレルゲレイロ）�１勝
テイエムオーラコ（15牝栗 アドマイヤオーラ）１勝
ブルベアトーノ（16牡鹿 マツリダゴッホ）	�入着７回�２勝
スペロデア（17牝栗 エスポワールシチー）	３勝
アクナキチョウセン（19牡栗 カレンブラックヒル）	��入着�入着５回
ロックオンファルコ（20牡栗 スマートファルコン）	��入着

２代母 サクラスイートキス（96鹿 ＊アーミジャー）４勝，バレンタインＳ
サクラレイリ（02牝 サクラバクシンオー）１勝

サクラベル（08牝 サクラプレジデント）２勝，クローバー賞‐L，葵Ｓ‐LR ２着
サクラアーバン（03牝 ＊スキャターザゴールド）１勝，�１勝�１勝�12 勝�１勝
サクラスウィープ（04牝 ＊グラスワンダー）１勝
サクラピュアハート（08牝 サクラプレジデント）出走

ピーベリー（15牝 ビービーガルダン）�２勝
入着 10回，あやめ賞３着
フミタツジュディ（10牝 サクラプレジデント）�１勝��
サクラヴァローレ（11牡 サクラプレジデント）２勝，
８勝�

３代母 サクラメグミ（86黒鹿 マルゼンスキー）３勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３
着，フローラＳ‐OP，アイビーＳ‐OP
サクラティガー（98� ＊アーミジャー）５勝，鎌倉特別
ジルニーナ（04牝 ＊オジジアン）��出走

アビリティラヴ（10牡 ＊マイネルラヴ）４勝，オルフェーヴルＣ‐OP ３着，ブ
ラッドストーンＳ

４代母 スーパービツク（78黒鹿 ＊ボールドリツク）�２勝
［子］ サクラハイスピード（88牡 トウシヨウボーイ）３勝，いちょうＳ‐OP，etc.，

��８勝，東京盃（２回），グランドＣｈ２０００，etc.

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

551 サクラフォルトゥナ２０２１ �・栗 ４／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターサクラフォルトゥナ ＊アーミジャー

��
��
�サクラスイートキス栗 2005 サクラメグミ

＊ウオーホイツスル 4c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラサクラサクラ（06栗 アッミラーレ）２勝，��１勝・１勝��２勝�１勝，
クイーン賞‐Jpn3 ２着，東京シンデレラマイル（Ｄ1600）２着，東京シンデレ
ラマイル（Ｄ1600）３着，ＪＢＣレディスクラシック‐L（Ｄ1600）３着，ビューチフ
ル・ドリーマーＣ（Ｄ1900），etc.
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（６）〕
キンシロウ（16牡栗 ＊パイロ）１勝
ヒトメボレ（17牝黒鹿 シビルウォー）���５勝
モチヅキノコロ（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）���１勝

２代母 コーエーガルボ（91鹿 ＊ノーリユート）入着３回
ポンテヴェッキオ（99牝 ＊ブラックタイアフェアー）��２勝�３勝�１勝
デバッグバージョン（00牡 ＊エリシオ）�３勝
エヴリバディイエイ（08牝 ノーリーズン）�２勝�

３代母 パワフルレデイ（81黒鹿 マルゼンスキー）不出走
マルブツパワフル（88牡 ＊プルラリズム）４勝，北九州記念‐Jpn3 ２着，ジョッキ

ーズＧＰ，中京日経賞，etc.
ウイニングチケット（90牡 ＊トニービン）６勝，日本ダービー‐Jpn1，京都新聞杯

‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，種牡馬
リボンストライプ（92牝 ＊トニービン）１勝，奥尻特別３着

エアセレソン（00牡 ＊チーフベアハート）７勝，新潟大賞典‐Jpn3，難波Ｓ
（２回），寿Ｓ，etc.

ラインスピリット（11牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）８勝，淀短距離Ｓ‐L，
オパールＳ‐LR，スプリンターズＳ‐G1 ３着，etc.

ロイヤルタッチ（93牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，きさらぎ賞‐Jpn3，Ｒたんぱ杯
３歳Ｓ‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

スカラシップ（94牝 ＊トニービン）４勝，かもめ島特別，知床特別
メンデル（02牡 ＊デヒア）４勝，ＫＢＣ杯‐L ２着，灘Ｓ，雅Ｓ２着，etc.，	１勝
マザーリーフ（03牝 ＊サンデーサイレンス）出走
ダンスディレクター（10牡 ＊アルデバランⅡ）７勝，シルクロードＳ‐G3
（２回），阪神Ｃ‐G2 ２着（２回），セントウルＳ‐G2 ３着，etc.，種牡馬

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

552 サクラサクラサクラ２０２１ �・栗 ５／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤ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

�
�
�
�
�

��
��

�アッミラーレ ＊ダジルミージョリエサクラサクラサクラ ＊ノーリユート

��
��
�コーエーガルボ栗 2006 パワフルレデイ

＊クレイグダーロツチ 11c
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 サンマルクイーン（09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
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ファイティング（17�栗 ＊マジェスティックウォリアー）�出走，�３勝

２代母 ＊ミスサイベリア（03 USA栗 Giant's Causeway）不出走
ミヤジメーテル（08牝 ＊ロージズインメイ）２勝，�９勝�，名港盃，東海桜花賞２

着，名古屋記念２着，秋桜賞３着，くろゆり賞３着
カナデル（10牝 ＊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 デュランダル）�６勝��入着３回，新緑賞，駿蹄賞２着，

東海ダービー３着，スプリングＣ３着
サンマルアリュール（12牝 ゴールドアリュール）２勝
バトードラムール（15牝 ＊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 ＊ケープブランコ）１勝
ファインラン（17牡 ルーラーシップ）��１勝�２勝
ソングオブソフィア（18牝 キズナ）�	２勝

３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.

４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
［孫］ 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
ボディガード Bodyguard（95� Zafonic）GB・USA10 勝，Dragon S
‐L，Itsallgreektome S‐R，リッチモンドＳ‐G2 ３着，etc.

ホワイトガルチWhite Gulch（94� Gulch）ITY18 勝，P. Fia Breeder's C
‐L，P. Certosa‐L ２着，P. del Dado‐L ２着，etc.

トランスルーシッド Translucid（98 牡 Woodman）GB・IRE・GER５勝，
P. der Neusser Industrie undWirtschaft‐L，GB・FR・GER障
害５勝

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

553 サンマルクイーン２０２１ 牡・栗 ３／２２
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケサンマルクイーン
＊ Giant's Causeway

��
��
�ミスサイベリア栗 2009 Miss Tobacco

5h
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5 Mr. Prospector S4×M5
Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 サーブルクイーン（16鹿 ＊キングズベスト）�入着
初仔

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
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： ㈲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

554 サーブルクイーン２０２１ 牡・黒鹿 ２／２０
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaサーブルクイーン
＊ Singspiel

��
��
�ヴェルヴェットクイーン鹿 2016 Velvet Moon

4k
Mr. Prospector M4×S5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 シェーンフレール（10鹿 Smart Strike）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
プレザンス（17牡栗 スピルバーグ）��３勝
デーレーベレーザ（19牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）���入着

２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

＊リトルドア（06� Storm Cat）１勝
＊ビジュアルショック（07牝 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

レッドソレイユ（11� ディープインパクト）１勝
レッドリュンヌ（13牝 ゼンノロブロイ）１勝，��入着６回�４勝
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

３代母 チャンシースクオーChancey Squaw（91 USA鹿 Chief's Crown）USA１勝
＊アグネスデジタル（97牡 Crafty Prospector）７勝，安田記念‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1，フェブラリーＳ‐Jpn1，etc.，��２勝�１勝
�１勝，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，全日本３歳優駿‐Jpn2，etc.，UAE・H
KG１勝，香港カップ‐G1，etc.，優古牡，種牡馬

＊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

＊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.

デイムウルスラDame Ursula（06 牝 Elusive Quality）USA出走
フェアリーランド Fairyland（15牝 Scat Daddy）GB・USA２勝，Bolton L

anding S２着

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

555 シェーンフレール２０２１ 牡・芦 ４／１６

＊

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

スマートストライク Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Smart Strike Classy 'n Smartシェーンフレール
＊ Pulpit

��
��
�リーチフォーザムーン鹿 2010 Chancey Squaw

22d
A.P. Indy S3×M4 Mr. Prospector M3×S5×M5 Raise a Native M4×S5

価格： 購買者：



母 ジャスティンラヴ（14黒鹿 ステイゴールド）１勝
初仔

２代母 ピースオブラヴ（02黒鹿 ＊マイネルラヴ）３勝，マーメイドＳ‐G3 ２着，ドン
カスターＳ，ＨＢＣ賞，豊明特別２着，etc.，�６勝��，リリーＣ２着，etc.
エターナルトルース（10牝 スペシャルウィーク）入着，�３勝

アナザータレント（19牡 ＊アイルハヴアナザー）��２勝
クワトロガッツ（11牡 マンハッタンカフェ）２勝，刈谷特別，秋川特別２着，二王

子特別２着，栄特別２着
アズナヴァル（13牡 ディープインパクト）入着２回，��３勝��入着２回
ハンサムハーリー（18牡 ダイワメジャー）��１勝

３代母 ピアラプソディ（94鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
ピアメロディ（99牝 ＊バイアモン）�１勝�入着６回
ジェンツシュレック（00牡 ＊ホワイトマズル）�４勝	

４代母 ベルプリンセス（81鹿 ＊シルバーシヤーク）２勝，障害１勝
［子］ マリオベル（87牡 ＊ガロト）��５勝�入着２回

５代母 カネジヨリー（68芦 ＊グレイモナーク）１勝
［子］ イブキカネール（82牡 ハシコトブキ）３勝，きさらぎ賞‐Jpn3，阪神３歳

Ｓ‐Jpn1 ４着
カミアサヒ（80牝 グロリアスオー）２勝，野路菊賞
レークミラクル（79牡 ＊ダンシングキヤツプ）６勝，
２勝

［孫］ マウンドギャロップ（93牡 ギヤロツプダイナ）�11 勝�１勝，シアンモア
記念２着，上山ＧＰ山形記念２着，３歳優駿，etc.

シルバーギャロップ（00牡 ＊スリルシヨー）�５勝�１勝，北関東皐月
賞，北関東弥生賞２着，もみじ特別３着

ピアサファイア（87牝 ＊ジユニアス）３勝，大和特別３着
ピアドール（85牝 ＊サーペンフロ）３勝，都井岬特別３着，障害３勝

［曾孫］ ナムラミラクル（13牡 スパイキュール）５勝，グリーンチャンネルＣ‐L
２着，ＢＳＮ賞‐L ２着，武蔵野Ｓ‐G3 ３着，etc.，障害１勝

シルヴァサウンド（95牡 ＊スキャン）３勝，中ノ岳特別，鎌倉特別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

556 ジャスティンラヴ２０２１ 牡・黒鹿 ４／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュジャスティンラヴ ＊マイネルラヴ

��
��
�ピースオブラヴ黒鹿 2014 ピアラプソディ

＊アリアデ 7c
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 シャドークイーン（10青鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：６〕
サンチャタヌーガ（18�栗 ＊タートルボウル）出走，�地方未出走
プリンスオーソ（20牡黒鹿 フリオーソ）�地方未出走

２代母 ＊シーズババズディライト（01 USA栗 Distorted Humor）USA３勝
ケイアイカミノユメ（07牡 Lion Heart）�６勝�１勝
ドリームスカイハイ（11牡 ディープスカイ）�６勝��８勝
クリムゾンスカイ（12牝 ディープスカイ）�１勝��入着３回
ブラウンヘルシャー（14牡 ＊エンパイアメーカー）�３勝��２勝
テクノマインド（15牡 アドマイヤムーン）��７勝，兵庫ダービー３着，園田ジュ

ニアＣ２着
テクノディライト（17牡 ＊マジェスティックウォリアー）�１勝
ナガタドール（19牝 ＊パイロ）���１勝

３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.

４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
［子］ ジェントルマンズオナーGentleman's Honor（85� L'Enjoleur）USA５勝，

Orange 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，
Crossroads 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，
Remington Park Oaks‐L ３着

グランシエクルGrand Siecle（84 牡 Text）BEL６勝，Les Guineas
‐L ３着

［曾孫］ モーディネロMoDinero（95� Lord AtWar）USA10 勝，Catchme
ifyoucan S，IslandWhirl H，King's Court S２着

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

557 シャドークイーン２０２１ 牡・黒鹿 ４／１７
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジシャドークイーン
＊ Distorted Humor

��
��
�シーズババズディライト青鹿 2010 Behaving Dancer

10a
Mr. Prospector S3×M5 Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 シャラントレディ（07黒鹿 フジキセキ）２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（５）〕
アングレーム（15牝黒鹿 ＊ハービンジャー）１勝，��４勝
スティングレイ（16牡鹿 ＊クロフネ）１勝
ココリカレドニアン（18牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）��１勝
シゲルスナイパー（20牡鹿 モーリス）�未出走

２代母 ＊コニャックレディ（95 USA栗 Olympio）USA４勝，Margarita H‐L
＊カフェオリンポス（01牡 Grand Slam）６勝，トパーズＳ‐L，コーラルＳ‐L，トパ

ーズＳ‐L ２着，etc.，��１勝�入着，ジャパンＤダービー‐Jpn1，マイルＣ
ｈＳ南部杯‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬

ガリラニGalilani（02 牝 Storm Creek）FR１勝
ネスノNesno（03牡 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GB２勝
リントス（09牝 ＊ウォーエンブレム）１勝

グトルフォス（16牡 ゴールドアリュール）３勝，日野特別，小金井特別２着，
わらび賞２着，くすのき賞２着

マイネルユニブラン（14牡 スズカマンボ）２勝，臥牛山特別，きんもくせい特別２
着，�３勝

ユニバーサルレディ（16牝 ロジユニヴァース）�１勝��

３代母 カルマネッタ Carmanetta（84 USA栗 Roberto）FR・USA４勝，イエルバ
ブエナＨ‐G3 ２着，ヴァントー賞‐G3 ２着，Marie P. Debartolo Memorial H
‐L ２着
アメリック Amerique（94� St. Jovite）USA３勝，サンフアンカピストラーノＨ

‐G1，ユナイテドネイションズＨ‐G1 ３着，Cape Henlopen S‐L ２着，etc.，
USA障害１勝

ナチュラルカルマNatural Carma（98牝 Valiant Nature）USA１勝
ブリュールマイアー Bruhlmeyer（15� Super Saver）�USA５勝，Don C.

McNeill S‐R ３着
スピニングウインド SpinningWind（00牝 ＊デヒア）USA２勝

トルーブリーズTrue Breeze（08牝 Yes It's True）USA２勝
エクスターペイター Extirpator（15� Gemologist）�USA８勝，Delta
Mile S‐L ２着（２回）

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： ㈱タガミファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2401

558 シャラントレディ２０２１ �・鹿 ３／ ６

＊

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 ＊ミルレーサーシャラントレディ
＊ Olympio

��
��
�コニャックレディ黒鹿 2007 Carmanetta

2f
Halo M4×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ジュンレンカ（11黒鹿 ネオユニヴァース）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（７）〕
ラブリーアゲン（15牝黒鹿 エイシンフラッシュ）入着，�２勝
ペイシャレーサー（16牝鹿 エイシンフラッシュ）��５勝�入着
ペイシャジュン（18牡栗 ＊クリエイターⅡ）�１勝

２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，佐渡特別２着，グラジオラス賞２着，etc.
シトラスノキセキ（16牝 ＊ワークフォース）２勝，朝日岳特別

シャイニンルビー（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，オーロＣ‐L，
桜花賞‐Jpn1 ３着，京成杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，エイプリルＳ‐L ２着，etc.
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
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，藻岩山特別，恵山特別，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，八甲田山特別２着，山桜賞２着，etc.
ヴァンヘルシング（09牡 ディープインパクト）３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
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： 富田 恭司＝様似町朝日丘 �0146-36-4644
生 産 牧 場： 富田 恭司
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

559 ジュンレンカ２０２１ 牡・栗 ５／１９
＊ Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アフリート

�
�
�
�
�
�
�
�
� Polite Ladyバンブーエール

＊ Rainbow Quest

��
��
�レインボーウッド栗 2003 Priceless Fame

＊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ンレンカ ＊ノーザンテースト

��
��
�シャイニンレーサー黒鹿 2011 ＊ミルレーサー

22d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ジョリガーニャント（13鹿 キングカメハメハ）１勝
初仔

２代母 ＊クロスウォーターⅡ（05 USA栗 Storm Cat）USA１勝
フミノメモリー（10牡 Lemon Drop Kid）４勝，五条坂特別
アウリン（12牡 マンハッタンカフェ）１勝
グランデミノル（15牝 ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝
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
ロリポップ（18牝 オルフェーヴル）��２勝
レクシー（19牝 ルーラーシップ）���１勝�２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
＊ストーミーウェザー（02牝 Storm Cat）USA出走

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，etc.

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

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

560 ジョリガーニャント２０２１ �・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 ＊マンファスジョリガーニャント
＊ Storm Cat

��
��
�クロスウォーターⅡ鹿 2013 Bay Harbor

6a
Nureyev S4×M5 Mr. Prospector M4×M5 Hail to Reason S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 サクラフェリース（10栗 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（４）〕
ボンジョルノ（17牝栗 ＊グラスワンダー）１勝，��出走��出走
サクラレアリゼ（18牡鹿 オーシャンブルー）��入着３回
ハッピーフェザーズ（19牝栗 スマートファルコン）��１勝�１勝�２勝

２代母 サクラヴィーナス（04青鹿 フジキセキ）�入着４回�
サクラアイシテル（09牝 ＊エイシンワシントン）�１勝
サクラカルナバル（11牝 ＊オペラハウス）入着４回，�１勝��
サクラエクレール（12牡 サクラゼウス）��２勝�入着�
メルカバ（13牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝
ゼロサムゲーム（14牡 サクラゼウス）�６勝�１勝��入着

３代母 ＊サクラセクレテーム（93 USA黒鹿 Danzig）不出走
サクラジャスパー（98牝 サクラチトセオー）出走

サクラキューティ（03牝 サクラローレル）出走
モフモフ（11牝 ＊サウスヴィグラス）��10 勝，ロジータ記念２着

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： �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

561 サクラフェリース２０２１ �・栗 ４／ ７
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フェリース フジキセキ

��
��
�サクラヴィーナス栗 2010 ＊サクラセクレテーム

2f
Northern Dancer S5×M5×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊スイレン（07 USA鹿 Roman Ruler）２勝，初春賞（Ｄ1200），かけはし賞
（Ｄ1300）３着，��２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（11）〕
イチネンサンクミ（14牡栗 ＊サマーバード）�７勝
ポッドジゼル（15牝栗 ゴールドアリュール）��２勝
ジンクエール（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）��２勝
モネ（19牝栗 エスポワールシチー）�１勝

２代母 ＊ドリータルボ（96 USA黒鹿 Capote）USA２勝
モガーメルMogaamer（02 牡 Dixieland Band）GB・UAE２勝，Jebel Ali Mile‐L
＊フェラーリピサ（04牡 Touch Gold）６勝，根岸Ｓ‐G3，エルムＳ‐Jpn3，欅Ｓ‐L，etc.，

�１勝����入着４回，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，かしわ記念‐Jpn1 ３着，etc.
＊スマートスパイダー（06牡 Grand Slam）１勝
コーンドリー（08牝 Indian Charlie）１勝

セイウンリリシイ（15牝 ダイワメジャー）２勝，飯豊特別２着，勝浦特別２着，
黒松賞２着，高尾特別３着

エリモグリッター（17� ゴールドアリュール）�２勝，冬至特別２着
スノーレガーロ（09牝 ネオユニヴァース）２勝，天王寺特別２着
ドリーボヌール（10牝 ディープインパクト）入着２回

アンタエウス（16牡 ＊ヨハネスブルグ）��10 勝�１勝�，スプリングＣ，新春
ペガサスＣ，ぎふ清流Ｃ２着，名古屋記念３着，駿蹄賞３着

３代母 ロッホリン Lochlin（87 USA鹿 Screen King）USA３勝，マザリーンＳ‐G3
３着
ワイルドジャズWild Jazz（95 牡 Wild Again）USA４勝，Migrating Moon S，

Play the King H‐L ３着
ロッホリンスルー Lochlin Slew（97牝 Seattle Slew）不出走

グレゴリアンベイGregorian Bay（04� War Chant）USA４勝，Turf Par
adise Derby‐L ２着，Phil D. Shepherd S３着

スティーヴンタウン Stephentown（99牡 Wild Again）USA３勝，Northern Da
ncer S‐L ２着，ロングブランチＳ‐G3 ３着

ダーカーディナルDa Cardinal（02 牡 Pulpit）USA・CAN３勝，Clarendon S
‐R ２着，Victoria S‐L ３着

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

562 スイレン２０２１ 牡・栗 ３／２６

＊

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

＊

ローマンルーラー Fusaichi Pegasus

�
�
�
�
�

��
��

�Roman Ruler Silvery Swanスイレン
＊ Capote

��
��
�ドリータルボ鹿USA 2007 Lochlin

18a
Danzig S3×M5 Mr. Prospector S4×M4 Nearctic S5×S5
Deputy Minister S5×M5
価格： 購買者：



母 スクリプティド（15鹿 ＊キングズベスト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ロードヴェロシティ（20牡黒鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�未出走

２代母 ＊ショートハンド（04 GB鹿 ＊ディクタット）GB１勝，JohnMusker Fillies S
‐L ２着
スクワール（12牡 ＊ストーミングホーム）１勝，�３勝

３代母 マッチトゥーリスキーMuch Too Risky（82 GB栗 Bustino）GB２勝
セダクトレス Seductress（88 牝 Known Fact）GB３勝，Chesterfield S‐L，モ

ールコームＳ‐G3 ３着
＊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
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
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.
ヴォルキャニックスカイ Volcanic Sky（15� Street Cry）�GB・UAE５勝，

ナドアルシバトロフィ‐G3，Meydan Cup‐L ２着，Al Khail Tro
phy‐L ３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： ㈱千里ファーム
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

563 スクリプティド２０２１ �・黒鹿 ３／１０

＊

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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaスクリプティド
＊

＊ディクタット

��
��
�ショートハンド鹿 2015 Much Too Risky

8d
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 シルバーストリーク（10芦 ＊クロフネ）�１勝��入着�
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
エクセルローグ（18牡青鹿 ドゥラメンテ）�１勝
サヨノシルバーズ（19牡芦 シルバーステート）���出走

２代母 ドリームギフト（04青 マンハッタンカフェ）�４勝
ダビッドラフィー（12牡 フサイチコンコルド）��１勝

３代母 アースレイヴ（96栗 ＊ヘクタープロテクター）��出走

４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
［子］ 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
ジョーセクレタリー（92牝 ＊トニービン）５勝，ドンカスターＳ，洞爺湖
特別，仲秋Ｓ２着，etc.

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�

［孫］ 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，etc.

ジョーモルデュー（04� ＊クロフネ）４勝，�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，etc.

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.

５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： �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

564 シルバーストリーク２０２１ 牡・鹿 ３／ 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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューシルバーストリーク マンハッタンカフェ

��
��
�ドリームギフト芦 2010 アースレイヴ

＊ソールズベリー 1r
ノーザンテースト S4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 シーザライト（15鹿 ルーラーシップ）�２勝
初仔

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

イフティラム Ihtiram（92牡 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GB・AUS・UAE
９勝，Steventon S‐L，Heron S‐L ２着，Gala S‐L 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

565 シーザライト２０２１ �・栗 ４／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴシーザライト
＊ Zafonic

��
��
�ウェルシュステラ鹿 2015 ＊カタリスト

2f
Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ジーズドリームス（11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：地方－２（３）〕
アンドゥビジュー（18牝鹿 エスポワールシチー）��２勝��入着３回�
ベニヒメ（19牝栗 エスポワールシチー）���１勝�
マリンノヤイバ（20牡栗 エスポワールシチー）�地方未出走

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： 高藤 茂＝日高町広富 �01456-7-2166
生 産 牧 場： 高藤 茂
飼 養 者： 高藤 茂＝日高町広富 �01456-7-2166

566 ジーズドリームス２０２１ 牡・鹿 ５／１１
＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスジーズドリームス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ダイヤモンドピサ黒鹿 2011 ＊ジョード

1s
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×M5 Hail to Reason S5×S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 スカイワード（04栗 ＊ティンバーカントリー）�３勝����
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－６（32）〕
パープレー（11牡栗 マツリダゴッホ）��６勝
ミキノデイジー（12牝芦 クーリンガー）�９勝
セノーテ（14牝黒鹿 ＊ファスリエフ）��２勝
マラビージャドラダ（15牡栗 スターリングローズ）��５勝
アポロダーウィン（17牡栗 ＊アポロキングダム）��６勝�３勝
ルナホーク（19牝青鹿 ＊ゴスホークケン）��１勝

２代母 タイムアタック（93鹿 ＊ブライアンズタイム）入着４回，�３勝
フィールドアタック（01牡 ＊ティンバーカントリー）１勝
ディアモーション（05牝 ＊ティンバーカントリー）	３勝��入着�

３代母 ホーセイスキー（79鹿 マルゼンスキー）１勝
イチリュウグラマー（87牝 ＊ブレイヴエストローマン）１勝

ゼンノブレイブ（95牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，オホーツクＨ，障害１勝，
��４勝�10 勝
入着２回

リンデンノタカ（98牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，平尾台特別，鳥海山特別，
天草特別２着，etc.，
１勝

エックスワイスキー（88牝 トウシヨウボーイ）１勝，ニセコ特別，宇治川特別２着，etc.，
�６勝，駿蹄賞
エックスセン（96牝 ＊トニービン）�３勝�３勝
ゴールデンミシエロ（03牡 ＊ミシエロ）３勝，秩父特別，東雲賞２着

モンパルナス（00牝 ＊サンダーガルチ）３勝，葵Ｓ‐L，フィリーズレビュー
‐Jpn2 ２着，ファルコンＳ‐Jpn3 ３着，etc.，�１勝

ルックシー（91牝 ＊ベリフア）入着２回
ルビーノカガヤキ（97牝 ＊クリミナルタイプ）�２勝�７勝��，秋の鞍２着

４代母 フジネバー（69栗 ＊ネヴアービート）２勝
［孫］ アイアンキョクセイ（83牡 ＊ヴアリイフオージユ）３勝，天竜川特別

アラムシャ（85牡 ＊タンゾア）２勝，ぶっぽうそう特別，こけもも賞３着
［曾孫］ セイントサブリナ（94牝 ＊マークオブディスティンクション）��５勝，

東京３歳優駿牝馬，青雲賞

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

567 スカイワード２０２１ 牡・栗 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケ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

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenスカイワード ＊ブライアンズタイム

��
��
�タイムアタック栗 2004 ホーセイスキー

＊ヘレンサーフ 16c
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 スズカプリズム（13栗 ＊プリサイスエンド）２勝，夙川特別（Ｄ1200）２着
初仔

２代母 ケージーレインボー（02鹿 ダンスインザダーク）入着
ケージーカンザクラ（06牝 サクラバクシンオー）１勝，五色沼特別３着
ケージーアメリカン（07牡 ＊アフリート）２勝，��１勝�１勝�14 勝�１勝，白銀

争覇，白銀争覇２着，オータムスプリントＣ２着
ケージーハヤブサ（09牡 ＊ファスリエフ）４勝，三浦特別，夙川特別，深草Ｓ２着，

三浦特別２着，藤森Ｓ３着，etc.
ケージーサクランボ（10牝 キングカメハメハ）入着２回，�２勝

チェリーヒック（17牝 フェノーメノ）��７勝，クイーンＣ２着
テイエムシニスター（19牡 ＊シニスターミニスター）�１勝

３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，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
［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： ㈲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

568 スズカプリズム２０２１ �・鹿 ３／１２

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyスズカプリズム ダンスインザダーク

��
��
�ケージーレインボー栗 2013 ＊ケージービューティ

1g
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×S5 Damascus S5×M5
Halo S5×M5 Nijinsky M5×M5
価格： 購買者：



母 ステラーホープ（05鹿 ＊グラスワンダー）２勝，ＵＨＢ賞（芝 1500）２着，七重浜
特別（芝 1200）２着，長万部特別（芝 1200）２着，耶馬渓特別（芝 1200）２着，みち
のく特別（芝 1200）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－５（９）〕
イネディット（13牝栗 タニノギムレット）�３勝
レヴリミット（14牡鹿 ＊タイキシャトル）�１勝
トップギア（15牡鹿 ＊バトルプラン）��１勝�２勝��
ホープフルサイン（16牡黒鹿 ＊モンテロッソ）�３勝，オーロＣ‐L（芝 1400）２着，

パラダイスＳ‐L（芝 1400）３着，雲雀Ｓ（芝 1400），ＨＢＣ賞（芝 1200），桂川Ｓ
（芝 1200）３着，セプテンバーＳ（芝 1200）３着，���１勝

レイオブホープ（18牝黒鹿 リオンディーズ）���入着３回
シリアスヒッター（19牡鹿 ＊ダノンレジェンド）��１勝
トモジャシーマ（20牡黒鹿 ＊シャンハイボビー）�未出走

２代母 サンデーワールド（93黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
デザートワールド（03牡 ＊デザートキング）１勝，�１勝�
タプローム（10牝 ＊ケイムホーム）３勝

３代母 ＊シャドーワールド（89 USA鹿 Nijinsky）不出走
ウイニングワールド（95	 ＊トニービン）２勝，江の島特別，阿賀野川特別２着，魚

野川特別２着，etc.，��１勝

４代母 レアミントRare Mint（78 USA栗 Key to the Mint）USA出走
［子］ ロバンデパン Robin des Pins（88 牡 Nureyev）GB・FR・GER・USA

６勝，ゴルデネパイチェ‐G2，ホルステントロフィ‐G3，サンジョル
ジュ賞‐G3，etc.，種牡馬

ミステリーレイズMystery Rays（85 牝 Nijinsky）FR３勝，フィユドレ
ール賞‐G3，ミネルヴ賞‐G3，ウジェーヌアダム賞‐G2 ３着，etc.

アフカーム Ahkaam（93牡 Riverman）IRE２勝，ベレスフォードＳ‐G3，
Platinum S‐L ２着，種牡馬

［孫］ キングオヴハピネス King of Happiness（99 牡 ＊スピニングワールド）G
B・USA・CAN・UAE５勝，イングルウッドＨ‐G3，クレイヴァン
Ｓ‐G3，シューメイカーマイルＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

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

569 ステラーホープ２０２１ 牡・黒鹿 ５／ １
＊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

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraステラーホープ ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンデーワールド鹿 2005 ＊シャドーワールド

8c
サンデーサイレンスM3×S4 Nijinsky M4×S5 Hail to Reason M5×M5
Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 ストロンボリ（10栗 ゴールドアリュール）�９勝��４勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ジョイスマイリー（20牝黒鹿 エイシンフラッシュ）�地方未出走

２代母 インディゴラヴ（04芦 Holy Bull）２勝
レジェンドクイーン（13牝 ディープスカイ）�３勝
ティーガー（14牡 ビッグサンデー）�５勝���

３代母 ＊デルタラヴ（93 USA鹿 Mr. Prospector）USA６勝，Chapel of Dreams H
，City of Hialeah S，Explosive Kate S，Noble Royalty S，My Ch
armer H‐L ２着，etc.
キャリアデイCareer Day（00牝 Cherokee Run）USA出走

ゴリラスピードGorilla Speed（14牡 Pashito the Che）VEN４勝，P. My
Own Business‐L ３着

シムーン（09牡 メイショウボーラー）１勝，�６勝，佐賀弥生賞

４代母 ラヴズイクスチェインジ Love's Exchange（86 USA黒鹿 Key to the Mint）
USA15 勝，シャーリージョーンズＨ‐G3（２回），Burn's Return H‐L，Miss
Dade H‐L，Virginia H‐L，Egret H，etc.
［孫］ ホエアズロージービーWhere's Rosie B（09牝 Real Quiet）USA６勝，

Foxy J. G. S‐R
マイグレイトラヴMy Great Love（03牝 Albert the Great）PR９勝，
C. Prensa Hipica‐L（２回），C. Roberto Clemente‐L ２着，
C. Wiso G.‐L ２着

パースエイドミーレイディ Persuade Me Lady（12牝 Lydgate）USA６
勝，Acadiana S‐R ２着，Louisiana Stallion S‐R ２着，L
ouisiana Cup Filly andMare Sprint S‐R ３着

リンリンキー Ling Ling Qi（05 牡 Yonaguska）USA10 勝，Clever Tr
evor S２着，Matt Winn S‐L ３着

［曾孫］ ファルク Faruk（19牡 PowerWorld）�PER１勝，P. Carlos II Watso
n y Eduardo F. Watson‐L ２着，P. Mario Manzur Chamy‐L ３着

コンシュームド Consumed（09� Article of Faith）USA２勝，Crow
n Ambassador S‐R ３着

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

570 ストロンボリ２０２１ �・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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤストロンボリ Holy Bull

��
��
�インディゴラヴ栗 2010 ＊デルタラヴ

8c
Nureyev S3×M4 Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ストールンブライド（03鹿 ＊ヘクタープロテクター）１勝，�１勝，フローラルＣ
（Ｄ1500）２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（６）〕
シークレットリング（10牡鹿 ＊ホワイトマズル）�１勝���
セピア（11牝黒鹿 ステイゴールド）�１勝�３勝
アンヴァリッド（12牡栗 ハーツクライ）２勝，伏竜Ｓ‐OP（Ｄ1800）３着，黒竹賞
（Ｄ1800）

アンネローゼ（17牝鹿 ジャスタウェイ）��出走�１勝
マーブルウェイ（18牡鹿 ジャスタウェイ）入着２回，�地方未出走
タッカーステート（19牡黒鹿 シルバーステート）�出走

２代母 グランドクロス（90芦 シービークロス）２勝，オークス‐Jpn1 ５着，スイー
トピーＳ‐OP ２着，セントポーリア賞
クロスヘッド（96牝 ＊ヘクタープロテクター）４勝，道新スポーツ杯，五色沼特別３

着，中京日経賞３着
ファッシオドンナ（04牝 フサイチコンコルド）２勝，稲妻特別２着

グレイスマッシュ（98牡 サクラユタカオー）２勝，渡島特別３着，�３勝	１勝�
サイレンスマリア（99牝 ＊サンデーサイレンス）入着５回

ハクユウロゼ（14牝 ＊ファスリエフ）
６勝��１勝，カペラ賞
ゴージャスディナー（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，壇之浦特別，西部スポニチ

賞，初夢賞，日本海Ｓ２着，障害１勝
ジュウモンジ（06牝 ＊ティンバーカントリー）入着３回

ワトソンクリック（12牡 ＊ホワイトマズル）３勝，八王子特別
ロッセ（08牡 デュランダル）入着３回，�２勝

３代母 グランドスラム（76黒鹿 ＊シーズコマンド）４勝，師走特別，日高特別
ヒデノラブリー（85牝 マルゼンスキー）３勝，精進湖特別２着，仁山特別３着
バリエンテー（86牡 マルゼンスキー）４勝，京王杯オータムＨ‐Jpn3，金杯‐Jpn3

２着，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
フェデレーション（89牝 ＊コリムスキー）入着５回

テンリットル（98牡 ＊モガンボ）��11 勝�３勝��入着２回��，名古屋大賞
典‐Jpn3 ３着，サラブレッドＣｈＣ‐Jpn3 ３着，ダービーＧＰ‐Jpn1
５着，etc.

販売申込者・所有者： つつみ牧場＝新冠町朝日 �090-1529-2453
生 産 牧 場： つつみ牧場
飼 養 者： つつみ牧場＝新冠町朝日 �090-1529-2453

571 ストールンブライド２０２１ 牡・鹿 ５／２７
＊コマンダーインチーフ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 レギュラーメンバー

�
�
�
�
�
�
�
�
� シスターソノウルトラカイザー ダイナレター

��
��
�ローレルワルツ鹿 2008 スワンスキー

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ヘクタープロテクター Korveyaストールンブライド シービークロス

��
��
�グランドクロス鹿 2003 グランドスラム

＊フラストレート 1b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 スマートアルティラ（07栗 ＊ブライアンズタイム）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－２（７）〕
スマートリンク（14牝栗 スマートファルコン）�６勝�
スマートアルタイル（15牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�５勝，天王山Ｓ‐OP（Ｄ1200），

ブラッドストーンＳ（Ｄ1200），新涼特別（Ｄ1400）２着，�入着，北海道スプ
リントＣ‐Jpn3 ３着

ダグラス（17牡栗 スマートファルコン）�１勝
デンバー（19牡栗 ＊アジアエクスプレス）���入着２回

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
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.
［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.

［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： 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： 静内ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2256

572 スマートアルティラ２０２１ �・黒鹿 ５／１３
＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayスマートアルティラ Honour and Glory

��
��
�ネームヴァリュー栗 2007 ＊マジソンカウンティ

19b
Hail to Reason M4×S5 Graustark M4×M5

価格： 購買者：



母 スワンソング（10鹿 Singspiel）入着７回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
レルシュタープ（16牡黒鹿 ネオユニヴァース）入着２回，�１勝�２勝
ペイシャスワン（17牝栗 ＊キングズベスト）��出走�２勝��入着
イタリアンゴールド（18�栗 オルフェーヴル）���入着２回�２勝
ラジェルブ（20牝鹿 モーリス）�未出走

２代母 ＊ブリクセン（98 USA鹿 GoneWest）GB・IRE１勝，Tyros S‐L ３着
ストーリーブック Storybook（04牝 Halling）GB・USA３勝

ロメオリーマ Romeo Lima（12牡 Medaglia d'Oro）FR・USA３勝，P. Her
od‐L ２着，種牡馬

カンクラージュ Camp Courage（13� War Front）FR・USA２勝，Grand Cr
iterium de Bordeaux‐L ２着，Criterium de l'Ouest‐L ３着

ゲットオンザバスGet On the Bus（18 牝 Uncle Mo）�USA１勝，ソレント
Ｓ‐G2 ２着

アフリカンストーリー African Story（07� Pivotal）FR・UAE・HKG８勝，ドバイワ
ールドＣ‐G1，アルマクトゥームチャレンジＲ３‐G1，ゴドルフィンマイル‐G2，
ブルジナハール‐G3（２回），アルマクトゥームチャレンジＲ２‐G2 ２着，etc.

アフリカンブルー（11� ディープスカイ）�６勝	11 勝��１勝，カンナ賞３着
アフリカンゴールド（15� ステイゴールド）�５勝，京都記念‐G2，ＡＲ共和国杯

‐G2 ３着，中日新聞杯‐G3 ２着，六社Ｓ，兵庫特別，etc.
イサク（16牡 マンハッタンカフェ）１勝
ロンゴノット（17� ＊パイロ）�２勝，横手特別２着

３代母 デイニシュDanish（91 IRE 鹿 ＊デインヒル）FR・IRE・ITY・USA６勝，Ｑ
エリザベス二世チャレンジＣ‐G1，サラトガＢＣＨ‐G3，My Charmer H‐L，
P. La Sorellina‐L，フラワーボ－ルＨ‐G1 ２着，etc.

４代母 ティーハウス Tea House（80 IRE 栗 Sassafras）FR・IRE・USA４勝，C
ornelscourt S‐L
［子］ エイス Ace（01牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・USA・UAE３勝，デズ

モンドＳ‐G3，ＢＣターフ‐G1 ２着，プリンスオヴウェイルズＳ
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲二風谷ファーム＝平取町二風谷 �090-1527-3520
生 産 牧 場： ㈲二風谷ファーム
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

573 スワンソング２０２１ �・鹿 ３／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

シングスピール In TheWings

�
�
�
�
�

��
��

�Singspiel Glorious Songスワンソング
＊ GoneWest

��
��
�ブリクセン鹿 2010 Danish

10c
Halo S4×M4×S5 Danzig S5×M5

価格： 購買者：



母 タキオンコウショウ（07鹿 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
ウイングストーミン（14牝栗 ＊ストーミングホーム）�１勝
ランランウイング（16牝黒鹿 ＊アイルハヴアナザー）入着５回，�３勝
ゴーゴールーラー（17牝黒鹿 ルーラーシップ）�１勝�入着

２代母 ＊ウイングドキャット（00 USA黒鹿 Storm Cat）不出走
メイショウシェイク（06牡 ＊タイキシャトル）２勝
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，石清水Ｓ，浜松Ｓ２着，etc.
ホッコーユニバース（10牝 アグネスタキオン）出走

ハッピーハッピー（15牝 ＊シニスターミニスター）�15 勝，佐賀ヴィーナスＣ，
吉野ヶ里記念２着，佐賀王冠賞２着，吉野ヶ里記念３着，中島記念３着

メイショウヨシテル（18牡 ＊パイロ）�２勝，是政特別３着
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，六波羅特別，松浜特別，etc.

３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
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，デムワゼルＳ‐G2，etc.
マンチュリアンManchurian（00牡 Deputy Minister）USA３勝，Stymie H

コブラKobla（95 牝 Strawberry Road）USA出走
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
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
ゾーリZori（98 牝 A.P. Indy）USA入着

バンクジエイト Bank the Eight（07� Distorted Humor）USA８勝，Fed
erico Tesio S

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.

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

574 タキオンコウショウ２０２１ 牡・鹿 ３／２９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラタキオンコウショウ
＊ Storm Cat

��
��
�ウイングドキャット鹿 2007 Winglet

13c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 デイドリーム（12栗 アドマイヤムーン）１勝，稲光特別（芝 1000）２着
〔産駒馬名登録数：２〕
ソングフォーユー（19牝鹿 キタサンブラック）�入着４回

２代母 シルクヴィーナス（06青鹿 ＊ティンバーカントリー）不出走
プレイアンドリアル（11牡 デュランダル）１勝，京成杯‐G3，東スポ杯２歳Ｓ‐G3

２着，�１勝�１勝，ジュニアＧＰ，ＮＡＲ優ターフ（2回）
テンプルツリー（13牝 ブラックタイド）１勝
ソフィスティケイト（17牝 サイレントディール）��２勝
カイトゲニー（18牝 カレンブラックヒル）�３勝，橘Ｓ‐L ３着，相模湖特別，つわ

ぶき賞，由比ヶ浜特別２着
ゴールデンレアル（19牡 トゥザワールド）���１勝

３代母 ＊シルクフレアー（95 USA鹿 Danzig）不出走
シルクヴェルリッツ（02牡 アドマイヤベガ）４勝，飛騨Ｓ，大日岳特別，トリトン

Ｓ２着，etc.
シルクヴェルサイユ（08牝 スペシャルウィーク）不出走

ブルベアバブーン（14� ＊プリサイスエンド）２勝，端午Ｓ‐OP ２着，もちの木賞
ウインバーニング（13牡 ディープスカイ）入着２回，�５勝��入着�，不来方賞２着

４代母 ジェットルート Jet Route（88 USA鹿 Alydar）USA３勝，Queen BC S
‐L ２着，R& R Ranch H‐R ２着，June Darling H‐L ３着
［孫］ リーサルウェポン（11牝 ディープインパクト）４勝，愛知杯‐G3 ２着，

浦佐特別，舞子特別２着，etc.

５代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）GB・IRE４勝，愛１０００ギニ
ー‐G1，コロネイションＳ‐G2，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2 ２着，チャイル
ドＳ‐G3 ２着，プリンセスエリザベスＳ‐G3 ３着
［子］ ＊ヒシアマゾン（91牝 Theatrical）10 勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，阪神３

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

ＢＣ賞‐G3，北九州記念‐Jpn3，etc.，優短距

販売申込者・所有者： 高橋 啓＝平取町川向 �01457-2-3529
生 産 牧 場： 高橋 啓
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

575 デイドリーム２０２１ �・鹿 ４／２６
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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズデイドリーム ＊ティンバーカントリー

��
��
�シルクヴィーナス栗 2012 ＊シルクフレアー

7f
Mr. Prospector S4×M5×M5 サンデーサイレンス S4×M4
Northern Dancer S5×M5 Katies M5×M5
価格： 購買者：



母 セキサンキセキ（08青鹿 フジキセキ）１勝，フェニックス賞‐OP（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（８）〕
トモジャクール（13牝黒鹿 メイショウボーラー）１勝，�４勝，カンナ賞
（Ｄ1800），すみれ賞（Ｄ1800）３着，如月賞（Ｄ1750）３着

トキノオー（15牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
ジン（16牡黒鹿 ルーラーシップ）���１勝�入着
キセキガクル（17�黒鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��１勝�２勝
ウインガヴァナー（18牡黒鹿 ルーラーシップ）�入着３回
ナイトブレーカー（20牡青鹿 キズナ）�未出走

２代母 セキサンシラオキ（90鹿 マルゼンスキー）１勝，フェニックス賞‐OP ２着，
きんせんか賞３着
セキサンエース（95牡 ＊カンパラ）	２勝

セキサンデインヒル（97牡 ＊デインヒル）３勝，夏木立賞２着
ミキノスパークル（99牝 メジロマックイーン）入着２回，赤松賞２着，サフラン賞

３着，��３勝
クレスト（00� ＊リアルシヤダイ）��１勝�
セキサンジョオウ（01牝 サクラバクシンオー）１勝，はやぶさ賞３着

フミノファルコン（10牡 ＊スタチューオブリバティ）５勝，桶狭間Ｓ，リボン賞，
鳴門Ｓ２着，ファイナルＳ２着，富嶽賞２着，etc.

グレートステージ（02牡 ＊スキャン）�14 勝
，摂津盃，菊水賞，園田ダービー，姫
山菊花賞２着，園田ジュニアＣ３着

セキサンフジ（03牡 フジキセキ）２勝，くすのき賞，山陽特別２着，丹波特別３着
セキサンダンスイン（06牝 ダンスインザダーク）１勝，岡崎特別２着，対馬特別３着

３代母 スワローソロン（82鹿 ＊パーソロン）出走
セキノリンダ（89牝 アンバーシヤダイ）出走

グレートザラン（01牡 ＊アジュディケーティング）入着２回，フェニックス賞
‐OP ３着，�２勝�入着��

４代母 リンダセニヨリータ（66鹿 ＊ヒンドスタン）地方馬出走
［孫］ 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

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

576 セキサンキセキ２０２１ �・鹿 ５／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーセキサンキセキ マルゼンスキー

��
��
�セキサンシラオキ青鹿 2008 スワローソロン

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M3 In Reality S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊セレナズヴォイス（17 USA黒鹿 Honor Code）不出走
初仔

２代母 ＊ザガールインザットソング（11 USA黒鹿 My Golden Song）USA５勝，ラ
カニャーダＳ‐G2，Happy Ticket S‐L，Lone Star Texas Stallion S‐R，サ
ンタマルガリータＳ‐G1 ３着，サンタマリアＳ‐G2 ３着，etc.
スーパーフェイバー（18牡 Super Saver）�２勝，松戸特別３着，�１勝

３代母 ベルオヴザバンドBelle of the Band（97 USA栗 Dixieland Band）USA１勝
マイゴールデンベルMy Golden Belle（10 牝 My Golden Song）USA２勝，Y

ellow Rose S‐R ２着
ジェットオーヴァー Jet Over（13� Jet Phone）USA７勝，Jim's Orbit S‐R

３着

４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.
［子］ ＊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
［孫］ 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，etc.，�３勝�１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，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

モアザンモーストMore Than Most（13 牝 Indygo Mountain）USA８
勝，La Senorita S‐L，San Jacinto Turf S‐R，Fiesta Mile S
‐R，etc.

ワールドヴェンチャラーWorldventurer（10� Wimbledon）USA５勝，
Emerald Downs Derby，Groovy S‐R，Jim's Orbit S‐R，etc.

ダブリューヴイジェットセッターWV Jetsetter（12 牡 Jet Phone）US
A５勝，T.T.A. Sales Futurity‐R，Texas Stallion S‐R，サラ
トガスペシャルＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 �0144-82-2136
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

577 セレナズヴォイス２０２１ 牡・鹿 ２／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

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

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

＊

オナーコード A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Honor Code Serena's Catセレナズヴォイス
＊ My Golden Song

��
��
�ザガールインザットソング黒鹿USA 2017 Belle of the Band

20
ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊センチュリーパーク（06 USA青鹿 General Meeting）USA３勝，サンタイサベ
ルＳ‐G3，California Cup Distance H‐R，ハロルドＣラムザーシニアＨ‐G3
２着，Sunland Park Oaks‐L ３着，China Doll S３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：海外－４（８），地方－１（１）〕
アーチインザパークArch in the Park（12 USA�黒鹿 Arch）USA５勝
ダレンフェイムDrane Fame（15 USA牝鹿 Bodemeister）�USA１勝
ローリングオーシャンRoaring Ocean（16 USA�栗 Speightstown）�USA１勝
トレイディンアップTradin Up（17 USA�黒鹿 Pioneerof the Nile）�USA１勝
＊シゲルセンチュリー（18 USA牝黒鹿 Exaggerator）�１勝

２代母 エックレーシアステスEcclesiastes（00 USA栗 Saint Ballado）USA出走
ノースロデオNorth Rodeo（05牝 Stephen Got Even）USA３勝，Fleet Treat

S‐R ２着，ハリケインバーティＳ‐G3 ３着，California Cup Distaff H
‐R ３着

レイシングアプティチュード Racing Aptitude（08� Aptitude）USA４勝，Arthur
I. Appleton Juvenile Turf S‐R，Tampa Turf Classic S‐R ２着

コロシアンズColossians（10 牡 Indian Charlie）USA１勝

３代母 リヴァーオヴスターズRiver of Stars（83 USA黒鹿 Riverman）USA１勝
マラーキズMaraakiz（88� Roberto）GB・AUS・TUR・SPA６勝，ＡＴＣクイ

ーンエリザベスＳ‐G1 ３着，ＶＲＣホザムＨ‐G2 ２着，ＭＲＣクーンジーＨ
‐G3 ２着，etc.

スパークリングスター Sparkling Star（90 牝 Lyphard）USA出走
マイナーディテイルズMinor Details（97 牝 General Meeting）USA４勝，B

lue Norther S‐L，ラモナＨ‐G1 ３着，ハニムーンＨ‐G2 ３着，etc.
＊キャリアコレクション（95牝 General Meeting）USA５勝，ランダルースＳ‐G2，

ソレントＳ‐G2，Love Avie H，etc.
＊ピラミマ（05牝 Unbridled's Song）出走

バンドワゴン（11牡 ＊ホワイトマズル）４勝，きさらぎ賞‐G3 ２着，但馬
Ｓ，長久手特別，etc.，種牡馬

スワーヴリチャード（14牡 ハーツクライ）６勝，大阪杯‐G1，ジャパンＣ
‐G1，金鯱賞‐G2，etc.，UAE入着，種牡馬

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

578 センチュリーパーク２０２１ 牡・鹿 ３／１７
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

＊

ジェネラルミーティング Seattle Slew

�
�
�
�
�

��
��

�General Meeting Alydar's Promiseセンチュリーパーク エックレーシアステス Saint Ballado

��
��
�Ecclesiastes青鹿USA 2006 River of Stars

1a
Halo M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ドリームバラード（09黒鹿 タニノギムレット）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
エコロファントム（17牡黒鹿 ＊クロフネ）��入着�４勝
エルファシル（18牡青鹿 ＊バゴ）入着３回，���１勝

２代母 ＊フジャブ（92 USA鹿 Woodman）GB１勝
シンメイミネルバ（97牝 Caerleon）出走

サウンドオブハート（09牝 アグネスタキオン）６勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，ターコ
イズＳ‐L，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，桜花賞‐G1 ４着，洛
陽Ｓ‐OP，etc.

カフェブリリアント（10牝 ＊ブライアンズタイム）６勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，府中
牝馬Ｓ‐G2 ３着，京成杯オータムＨ‐G3 ２着，ターコイズＳ（重賞）‐L
３着，ヴィクトリアマイル‐G1 ５着，etc.

スペランツァ（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，すずらん賞‐OP ２着，クローバ
ー賞‐OP ２着
シルポート（05牡 ＊ホワイトマズル）10勝，マイラーズＣ‐G2（２回），京都金杯

‐G3，ファイナルＳ‐L，都大路Ｓ‐L，中山記念‐G2 ２着，etc.，種牡馬
テンカタイヘイ（00牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，駒場特別，矢作川特別，相模特

別２着，甲斐路特別２着，両津湾特別２着，etc.
エーシンハダル（07牡 サクラバクシンオー）４勝，ＴＶ静岡賞２着，�１勝�10 勝

�	
，白銀争覇３着
ライジングエース（08牡 ジャングルポケット）１勝

３代母 ウィンターズラヴWinters' Love（82 USA鹿 Danzig）USA１勝，アスタリ
タＳ‐G2 ３着，スカイラヴィルＳ‐G3 ３着，Kilijaro S‐LR ３着，Glade
S３着
トランクイリティレイク Tranquility Lake（95牝 Rahy）USA11 勝，ゲイムリーＨ

‐G1，イエローリボンＳ‐G1，サンタバルバラＨ‐G2，クレメントＬハーシュ
Ｈ‐G2，パロマーＨ‐G2，etc.
アフターマーケット After Market（03 牡 Storm Cat）USA８勝，チャールズ

ホイッティンガムメモリアルＨ‐G1，エディリードＨ‐G1，デルマーＨ
‐G2，etc.，種牡馬

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

579 ドリームバラード２０２１ �・鹿 ３／ 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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルドリームバラード
＊ Woodman

��
��
�フジャブ黒鹿 2009 Winters' Love

3n
Deputy Minister S4×S5 Roberto M4×S5 Mr. Prospector M4×S5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 トーセンアイリス（04栗 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
トーセンカラヤン（10牡芦 ＊チチカステナンゴ）�１勝
トーセンプルメリア（15牝栗 ＊アグネスデジタル）�５勝��１勝
ヘンゲンジザイ（18牝黒鹿 トーセンジョーダン）��入着�入着２回�
ラストクリスエス（19牡青鹿 サンカルロ）���出走

２代母 フェスタデルドンナ（94栗 ＊ヘクタープロテクター）１勝
グリッターロック（01牡 スペシャルウィーク）２勝，洛西特別
スカーレットライン（05牡 ＊バトルライン）３勝，檜山特別２着，初凪賞２着
アオゾラペダル（06牝 ＊ホワイトマズル）２勝，鋸山特別２着，定山渓特別２着，瀬

波温泉特別３着，恵庭岳特別３着
クォークスター（07牡 アグネスタキオン）３勝，セントライト記念‐G2，ラジオＮ

ＩＫＫＥＩ賞‐G3 ２着，プリンシパルＳ‐L ２着
エスオンマイチェス（10牡 ゼンノロブロイ）２勝，浦佐特別，信濃川特別２着，�３勝

３代母 スカーレツトブルー（82栗 ＊ノーザンテースト）１勝
アナスミラビリス（91牝 ＊リアルシヤダイ）１勝

トーセンジョウオー（01牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，��７勝，エンプレ
ス杯‐Jpn2，スパーキングＬＣ‐Jpn3（２回），マリーンＣ‐Jpn3（２回），etc.，
ＮＡＲ優牝馬（2回）
トーセンセラヴィ（11牝 ディープインパクト）１勝，�１勝��11 勝，Ｊ
ＢＣＬクラシック‐Jpn1 ３着，東京シンデレラマイル

トーセンスマッシュ（04牝 トウカイテイオー）１勝
ブレイブスマッシュ Brave Smash（13牡 トーセンファントム）２勝，サ
ウジアラビアＲＣ（重賞）‐L，etc.，AUS・UAE３勝，ＭＶＲＣマニカト
Ｓ‐G1，ＭＲＣフュチュリティＳ‐G1，etc.，種牡馬

ブルーリッジリバー（99牝 フジキセキ）２勝，桜花賞‐Jpn1 ２着，フェアリーＳ
‐Jpn3 ２着，りんどう賞
ヴィーヴァブーケ（06牝 キングカメハメハ）１勝，鳥屋野特別２着
ブラックホール（17牡 ゴールドシップ）２勝，札幌２歳Ｓ‐G3，菊花賞
‐G1 ５着

ライラック（19牝 オルフェーヴル）�２勝，フェアリーＳ‐G3

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

580 トーセンアイリス２０２１ �・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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサートーセンアイリス ＊ヘクタープロテクター

��
��
�フェスタデルドンナ栗 2004 スカーレツトブルー

＊スカーレツトインク 4d
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 トンドゥアモール（13黒鹿 スパイキュール）�２勝���１勝・２勝
初仔

２代母 オリジナルデザート（95黒鹿 ＊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
マイネトルテ（08牝 リンカーン）�５勝
キモンチャン（10牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝��２勝�
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，

ジャニュアリーＳ‐OP ２着，千葉Ｓ‐OP ２着，etc.，	��１勝�１勝，か
きつばた記念‐Jpn3 ３着，etc.

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
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

ゲンパチカイナル（15牡 キングカメハメハ）２勝，猪苗代特別３着，	�３勝
��入着

アイアンブリッジ（98牝 ＊トニービン）�１勝
クロフネサプライズ（10牝 ＊クロフネ）３勝，チューリップ賞‐G3，阪神ジュベ

ナイルフィリーズ‐G1 ２着，桜花賞‐G1 ４着，etc.

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： 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

581 トンドゥアモール２０２１ �・鹿 ５／ ２
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�スパイキュール ＊クラフテイワイフトンドゥアモール ＊リアルシヤダイ

��
��
�オリジナルデザート黒鹿 2013 パイナップルスター

＊サニースワツプス A4
Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ダルトヴィラ（16鹿 ディープインパクト）出走
初仔

２代母 ＊ダルタヤ（03 FR黒鹿 Anabaa）FR２勝，グロット賞‐G3
ダルカラDalkala（09 牝 Giant's Causeway）GB・FR６勝，オペラ賞‐G1，ミド

ルトンＳ‐G2，ロワイヤリュー賞‐G2，クレオパトル賞‐G3，ジャンロマネ賞
‐G1 ３着，etc.

ドゥルメラDoulmera（11牝 Mr. Greeley）不出走
エメラルズ Emeralds（16 牝 Sebring）�AUS３勝，ＡＴＣアングストＳ‐G3，Ａ

ＴＣゴールデンペンダント‐G2 ２着，ＡＴＣイクスプレスウエイＳ‐G2 ３着
フォームーヴズアヘッド Four Moves Ahead（18牝 ＊スニッツェル）AUS３

勝，ＡＴＣスイートエンブレイスＳ‐G2，ＡＴＣティーローズＳ‐G2，Ａ
ＴＣシルヴァーシャドーＳ‐G2 ３着

ダノンハーレー（14牡 Shamardal）�３勝
ナリノバロン（18牡 スピルバーグ）���１勝

３代母 ダルタイーマDaltaiyma（98 IRE 鹿 Doyoun）FR１勝
ダルティアナDaltiana（09牝 Selkirk）FR出走

ディグレッションDigression（17牝 Gleneagles）FR１勝，P. Amandine
‐L ３着

ダライナDalayna（10牝 Anabaa）GB・FR１勝，P. Dahlia‐L ２着，P. Ta
ntieme‐L ２着，P. Casimir‐Delamarre‐L ２着，etc.

４代母 ダルタワDaltawa（89 IRE 芦 Miswaki）FR２勝，P. Ronde de Nuit‐L，
ペネロープ賞‐G3 ２着
［子］ ダイラミDaylami（94 牡 Doyoun）GB・FR・IRE・USA・UAE11 勝，

ＢＣターフ‐G1，仏２０００ギニー‐G1，Ｋジョージ六世＆Ｑエリザベス
Ｓ‐G1，etc.，欧年度代表馬，種牡馬

ダラハニDalakhani（00 牡 Darshaan）FR・IRE８勝，仏ダービー‐G1，
凱旋門賞‐G1，リュパン賞‐G1，etc.，欧年度代表馬，種牡馬

［孫］ ドルニーヤDolniya（11牝 Azamour）GB・FR・UAE５勝，ドバイシー
マクラシック‐G1，マルレ賞‐G2，P. Melisande‐L，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

582 ダルトヴィラ２０２１ 牡・黒鹿 ３／１０
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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアダルトヴィラ
＊ Anabaa

��
��
�ダルタヤ鹿 2016 Daltaiyma

9e
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5 Mill Reef S5×M5

価格： 購買者：



母 ダーレームーン（09鹿 アドマイヤムーン）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（20）〕
ハクサングロウ（14牝鹿 ＊ストリートセンス）��12 勝��入着
ハクサンキャノン（15牡黒鹿 シルポート）��６勝���入着４回
ハクサンサンサン（16牝黒鹿 シルポート）��出走��２勝
ハクサンボタン（17牝鹿 シルポート）��入着３回��入着４回
ハクサンクウ（18牝鹿 エイシンフラッシュ）��入着２回

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.
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： ９９．９＝様似町緑町 �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

583 ダーレームーン２０２１ �・鹿 ５／１７

＊

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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズダーレームーン
＊ Seeking the Gold

��
��
�トゥルーファンタジー鹿 2009 Jood

14c
Mr. Prospector S4×M4×S5×M5 Buckpasser S5×M5

価格： 購買者：



母 チョコダイスキ（09栗 ＊アグネスデジタル）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（23）〕
リキオマトバ（14牡鹿 ヒルノダムール）��14 勝�入着
ミヤノキッドマン（16牡芦 キャプテントゥーレ）�１勝��３勝
パッションピーチ（17牝栗 トゥザワールド）��２勝�２勝�入着２回
スイートチョコ（18牝栗 ダノンシャーク）��１勝
ジョウショートニー（20牡栗 トーセンラー）��出走

２代母 ヘヴンリービーナス（03黒鹿 フジキセキ）入着，�１勝
ポールシッター（10	 ＊マイネルラヴ）入着２回，障害３勝，�３勝��入着５回
ベンディシオン（11牝 ＊チチカステナンゴ）
５勝
ウンダモシタン（17牝 ＊ロージズインメイ）２勝
モーニングアップ（18牝 ショウナンカンプ）��未出走�３勝��入着

３代母 ダイイチリカー（90黒鹿 ＊リアルシヤダイ）４勝，衣笠特別，鳥羽特別，黒竹
賞，寿Ｓ２着，衣笠特別２着，etc.
ダイイチアピール（96牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

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

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

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

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

クリンゲルベルガー（06牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，三河特別３着

４代母 ダイナフエアリー（83鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，オールカマー‐Jpn3，新
潟記念‐Jpn3，エプソムＣ‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，京成杯‐Jpn3，etc.
［子］ ローゼンカバリー（93牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，目黒記念‐Jpn2，

日経賞‐Jpn2，ＡＪＣＣ‐Jpn2，etc.，種牡馬
サマーサスピション（92牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，青葉賞‐Jpn3，
種牡馬

販売申込者・所有者： 谷藤 弘美＝新ひだか町静内神森 �080-1866-7124
生 産 牧 場： 谷藤 弘美
飼 養 者： 谷藤 弘美＝新ひだか町静内神森 �080-1866-7124

584 チョコダイスキ２０２１ 牡・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 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

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawチョコダイスキ フジキセキ

��
��
�ヘヴンリービーナス栗 2009 ダイイチリカー

＊フアンシミン 9f
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ツキノテンシ（06青 ＊ムーンバラッド）入着，���２勝・９勝�，しらさぎ賞
（Ｄ1400）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（15）〕
ツキミザケ（15牝栗 エスポワールシチー）�２勝��２勝
ムーンセレナーデ（17牡青 ベルシャザール）��入着７回�５勝
ブラックストーム（18牡青 ＊ノボジャック）���４勝
ノーズトゥテール（19牡栗 トゥザグローリー）���入着�２勝

２代母 フリーエンジェル（98鹿 ＊アフリート）３勝
サクラカノン（08牝 サクラプレジデント）入着，�６勝
セレブレートサマー（09牝 サクラプレジデント）入着，��５勝�
ムネニアオリボン（10牡 ＊スタチューオブリバティ）入着，��１勝
キングパイロ（11牡 ＊パイロ）��１勝�２勝�入着２回

３代母 レディランサム（92黒鹿 Red Ransom）不出走
ヤマノラヴリー（97牝 ＊シャンハイ）��５勝	入着２回
，リリーＣ，ロジータ記

念２着，九州クイーン賞３着
ピーチドラフト（04牝 サクラバクシンオー）３勝，岩室温泉特別
ペスカネラ（14牝 ブラックタイド）３勝，久多特別，筑紫特別，別府特別
２着，etc.

アイファープリティ（13牝 アドマイヤオーラ）４勝，２０１８ＷＡＳＪ第１戦，三鷹
特別２着，初風特別３着，etc.

４代母 ＊ヴェルシエンカ（83 USA鹿 Nijinsky）USA１勝
［子］ イシヤクマッハ（98牡 ＊アフリート）４勝，関越Ｓ‐L ３着，マリーンＳ‐L

３着，etc.，�１勝��
��，グランシャリオＣ‐Jpn3，etc.
ブルシェンカ Bluschenka（90牡 Blushing Groom）FR３勝，Derby d
u Languedoc‐L，Derby duMidi‐L ２着，種牡馬

ゴールドオアシス（03牝 ＊アフリート）４勝，カトレア賞２着
ライジングアロー（94牡 ＊カコイーシーズ）３勝，小名浜特別３着，桧原
湖特別３着，洛南特別３着

［曾孫］ オイルタウン（12牡 タイムパラドックス）３勝，木古内特別３着，��９
勝	入着�

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

585 ツキノテンシ２０２１ �・鹿 ３／２５

＊

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

＊ Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

�ムーンバラッド Velvet Moonツキノテンシ ＊アフリート

��
��
�フリーエンジェル青 2006 レディランサム

＊ヴェルシエンカ 9f
Sadler's Wells S4×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ディアバビアナ（15栗 マツリダゴッホ）１勝
初仔

２代母 アイリスモレア（05鹿 ショウナンカンプ）１勝，ラベンダー賞‐OP ２着
ディアサルーテ（09牝 サクラプレジデント）１勝，�１勝���
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
ディアゴッホ（11� マツリダゴッホ）３勝
ヘッドドレス（12牝 サムライハート）１勝
アルタモーダ（13牡 ＊サウスヴィグラス）１勝，�７勝��
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，羊ヶ丘特別，フリーウェイＳ２着，etc.
インノバドール（17牝 マツリダゴッホ）�２勝

３代母 ユアアディクト（00黒鹿 ＊ハウスバスター）��１勝
キタイセドラゴン（08牡 ロサード）�１勝�５勝	入着２回


４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
［子］ 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.
タタラ（12牡 アドマイヤオーラ）３勝

［孫］ 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.

カネコメアサヒ（16牡 ＊ダンカーク）�２勝，妙高特別２着

５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： ㈲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

586 ディアバビアナ２０２１ 牡・黒鹿 ３／１３

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マツリダゴッホ ＊ペイパーレインディアバビアナ ショウナンカンプ

��
��
�アイリスモレア栗 2015 ユアアディクト

＊クバター 3i
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 ティティテア（10鹿 バブルガムフェロー）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（３）〕
ベニトビ（15牝鹿 ＊トビーズコーナー）�１勝
アーティクル（16牝青鹿 ＊バトルプラン）��入着 10回�１勝
ティティジャック（18牡鹿 ＊ノボジャック）�１勝
トップオブザラン（19牡鹿 ＊ダノンレジェンド）���入着２回

２代母 レディジュエル（96黒鹿 ＊エルハーブ）不出走
ボンバイエ（00牡 サンデーウェル）��１勝
アルプスイチバン（01牡 ミホノブルボン）��２勝�
ブラックブラスト（03牡 ヤマニンゼファー）�１勝��２勝
ニケダイヤモンド（05牡 ＊スキャン）１勝
ボーンスプレマシー（07� ボーンキング）��１勝	１勝
入着３回
パライバトルマリン（08� マイネルセレクト）２勝
イモジョウチュウ（09牡 スパイキュール）	６勝
ピラミッドユージン（11� ＊フォーティナイナーズサン）
２勝�３勝���
ウィンクヒル（12牡 ウインクリューガー）��１勝
フォルメンテーラ（14牝 アドマイヤコジーン）�１勝��入着４回
ペガッソ（15牡 ＊ノボジャック）１勝，��３勝�11 勝�入着，佐賀がばいダッシュ３着

３代母 ＊レイディアック（83 USA鹿 Ack Ack）USA３勝，Orange County Matron
S‐R，Bangles and Beads S３着
レイディシンザン（91牝 ミホシンザン）１勝，ひめさゆり賞３着
カチウマキャシー（92牝 ＊ストームオンザルース）４勝，オホーツクＨ，オホーツク

Ｈ３着

４代母 アサージェントAssurgent（78 USA栗 Damascus）USA１勝
［子］ タッチオヴラヴ Touch of Love（90牝 Alydar）USA６勝，Broadwa

y H‐R，Bouwerie S‐R，テンプテドＳ‐G3 ３着，etc.
［孫］ アリジグ Alyzig（97 牡 Danzig）FR・USA３勝，Exceller H‐L，サンカ

ルロスＨ‐G1 ２着，カールトンＦバークＨ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 津島 優治＝浦河町上絵笛 �0146-22-6400
生 産 牧 場： 津島 優治
飼 養 者： 津島 優治＝浦河町上絵笛 �0146-22-6400

587 ティティテア２０２１ �・鹿 ４／２１
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーティティテア ＊エルハーブ

��
��
�レディジュエル鹿 2010 ＊レイディアック

3c
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ディーズエフォート（15栗 ＊ヘニーヒューズ）�３勝�１勝
初仔

２代母 テンシノダンス（00栗 ダンスインザダーク）２勝，恵那特別，マカオＪＣＴ２
着，清洲特別３着，恵那特別３着
クリビツテンギョ（09牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，香住特別，三方ヶ原特別
シネクワノン（11� ＊プリサイスエンド）��２勝
アンネイ（12牡 キングヘイロー）１勝
アンジュソレイユ（18牝 モーリス）１勝

３代母 ユーワレイホー（91栗 サクラユタカオー）��１勝
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.
ギムレットアイ（05牡 タニノギムレット）３勝，松前特別２着
アンビシャスガイ（06牡 ダイタクリーヴァ）��３勝，鎌倉記念３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
［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： ㈲東振牧場＝むかわ町汐見 �0145-42-2725
生 産 牧 場： ㈲東振牧場
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

588 ディーズエフォート２０２１ 牡・鹿 ５／１９
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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerディーズエフォート ダンスインザダーク

��
��
�テンシノダンス栗 2015 ユーワレイホー

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M4 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



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
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－５（21）〕
ヴァインバッハ（08牝栗 アグネスタキオン）��１勝，平和賞（Ｄ1600）

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
レッドスピリッツ（09牝黒鹿 マンハッタンカフェ）出走

レッドシャリオン（17牝 ＊エイシンアポロン）�１勝�２勝，園田クイーンセレ
クション３着

デルマキタロウ（10牡鹿 ダイワメジャー）入着２回，�１勝�入着４回
ヴェルメンティーノ（11牝栗 ダイワメジャー）３勝
ガトーネグロ（12牝鹿 ネオユニヴァース）�11 勝
オテンバキッズ（15牝鹿 オルフェーヴル）入着２回，��４勝�
デルマヘリオドール（17牝黒鹿 ハーツクライ）�	４勝

２代母 ウォーカバウトWalkabout（88 CHI 鹿 Worldwatch）CHI１勝
ランアバウトRunabout（95
 Hussonet）CHI７勝
ペルフーモPerfumo（97牡 Hussonet）CHI６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

３代母 ノースビーチNorth Beach（82 CHI 黒鹿 Nobloys）CHI 出走
ウェイルズWales（90
 Worldwatch）CHI10 勝，フランシスコＡアリスティア賞

‐G3，P. Fuerza Aerea de Chile‐L，P. Raul S. Carmona y Raul S. Urrutia
‐L 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

589 ドメーヌ２０２１ 牡・鹿 ３／３１

＊

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

＊

フソネット Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Hussonet Sacahuistaドメーヌ ウォーカバウト Worldwatch

��
��
�Walkabout鹿CHI 2001 North Beach

2s
Mr. Prospector M3×S5 Raise a Native M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：


