
母 タイニーダンサー（13鹿 ＊サウスヴィグラス）��２勝・３勝���１勝�，関東
オークス‐Jpn2，北海道２歳優駿‐Jpn3，エーデルワイス賞‐Jpn3，クイーン賞
‐Jpn3 ２着，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3 ２着，etc.，ＮＡＲ優２牝
〔産駒馬名登録数：１〕
ダンスウィズジョイ（19牝鹿 ＊シニスターミニスター）�未出走

２代母 キハク（93鹿 ＊アサティス）３勝，麒麟山特別
ハネダレンジャー（99牡 フジキセキ）３勝，韓国馬事会杯２着，猪苗代特別３着
レーザーズエッジ（02牡 ＊グラスワンダー）２勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3 ３着，阿

寒湖特別２着，稲村ヶ崎特別２着
プリモタイム（04牝 ＊ブライアンズタイム）�１勝

ワンダフルタイム（11牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝�10 勝�入着���	，新
春盃，尾張名古屋杯，留守杯日高賞３着

ディーズプリモ（13牝 ＊シニスターミニスター）��５勝，東京湾Ｃ，クラウン
Ｃ３着

ヒガシウィルウィン（14牡 ＊サウスヴィグラス）��４勝�４勝��５勝，ジャ
パンＤダービー‐Jpn1，浦和記念‐Jpn2 ２着，北海道２歳優駿‐Jpn3
２着，全日本２歳優駿‐Jpn1 ４着，帝王賞‐Jpn1 ５着，etc.，ＮＡＲ年
代表，ＮＡＲ優３牡

スリーグランド（17牡 ＊シニスターミニスター）�４勝，栗東Ｓ‐L ２着，バレ
ンタインＳ‐OP，端午Ｓ‐OP ３着，姫路Ｓ，etc.，��１勝
入着，黒船
賞‐Jpn3 ２着

ホウザン（05牡 ＊タイキシャトル）１勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，�１勝�入着
��，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着

ブンブイチドウ（07牡 ＊アフリート）�２勝��入着９回，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２
着，北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着，東京湾Ｃ２着，平和賞２着，羽田盃３着，etc.

イチリュウ（10牝 キングヘイロー）��３勝，桜花賞，東京プリンセス賞２着，ユ
ングフラウ賞２着

スーパーノヴァ（12牡 ＊サウスヴィグラス）入着３回，�
入着７回��２勝�３勝
�３勝�入着	，九州大賞典，はがくれ大賞典２着，佐賀王冠賞３着，佐賀ス
プリングＣ３着

３代母 ウイニングベット（85鹿 アローエクスプレス）２勝

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

1 タイニーダンサー２０２０ 牡・鹿 ３／２０

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタータイニーダンサー ＊アサティス

��
��
�キハク鹿 2013 ウイニングベット

＊プロポンチス 4d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ダイメイジュエリー（07栗 ＊キャプテンスティーヴ）�１勝�７勝��，ひまわり
賞（Ｄ2000）２着，ＯＲＯターフスプリント（芝 1000）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
オイランドウチュウ（15牝栗 スターリングローズ）�１勝�３勝��入着
チャナ（16牝鹿 グランプリボス）入着，���２勝
グレル（18牝栗 ＊ノボジャック）���１勝�１勝

２代母 ミホキャンバス（96黒鹿 フジキセキ）��１勝
ステイジョージ（04牡 ＊バンダムザク）�２勝
ヘブンオンマッハ（08牡 ＊キャプテンスティーヴ）�３勝��３勝�

３代母 ビーチブラスト（92栗 ＊カコイーシーズ）不出走

４代母 ＊レデイラヴリイ（83 USA鹿 Northern Dancer）IRE 入着
［子］ フェイヴァードネイションズ Favoured Nations（88 牡 Law Society）I

RE・GER・SWI・AUT５勝，Lapis S‐L，ブランドフォードＳ
‐G2 ３着，Eyrefield 2‐Y‐ORace‐L ２着，etc.，種牡馬

＊スイートマジョラム（89牝 Law Society）４勝，ＴＶＱ杯，玄海特別２着，
由布院特別２着，etc.

［孫］ フィフティーンラブ（98牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，フラワーＣ
‐Jpn3 ３着

［曾孫］ ケイアイプラネット（03牡 ＊タバスコキャット）��10 勝，東京記念３着
ケニアブラック（06牡 ジャングルポケット）４勝，エクセレントＪＳＴ，
汐留特別，レインボーＳ２着，etc.

ケイアイハクスイ（02牡 ＊デヒア）３勝，春風賞２着

５代母 ソサイエティコラム Society Column（67 USA黒鹿 Sir Gaylord）USA７勝，
クリサンシマムＨ，フィレンツェＨ２着，シープスヘッドベイＨ３着，Miss F
lorida H３着
［子］ リーディングカウンセル Leading Counsel（82 牡 Alleged）FR・IRE５

勝，愛セントレジャー‐G1，アーディノードスタッドＳ‐G3，Persi
an Bold S‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 白瀬 盛雄＝日高町緑町 �090-6999-0079
生 産 牧 場： 西野 春樹
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

2 ダイメイジュエリー２０２０ 牡・鹿 ５／１０
＊ Our Emblem

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ウォーエンブレム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweetest Ladyシビルウォー

＊ Sadler's Wells

��
��
�チケットトゥダンス鹿 2005 River Missy

＊ Fly So Free

�
�
�
�
�

��
��

�キャプテンスティーヴ Sparkling Deliteダイメイジュエリー フジキセキ

��
��
�ミホキャンバス栗 2007 ビーチブラスト

＊レデイラヴリイ 13c
Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ダイワストリーム（10栃栗 ダイワメジャー）３勝，スイートピーＳ‐LR（芝 1800）
３着，カーネーションＣ（芝 1800）
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
サヤノルージュ（17牝栗 ハタノヴァンクール）���入着６回
フォルドンナ（18牝栗 ハタノヴァンクール）���２勝

２代母 ダイワエンジェル（00栗 ＊タイキシャトル）入着２回
ダイワアセット（07牡 スペシャルウィーク）２勝，寒竹賞２着，葉牡丹賞３着
ダイワデッセー（09牝 スペシャルウィーク）２勝，フローラＳ‐G2 ３着，障害１勝
ダイワブレス（11牝 ダイワメジャー）１勝
ダイワプロパー（12牝 ダイワメジャー）３勝，立待岬特別２着，高尾特別３着，柏

崎特別３着
サトノマイヒメ（13牝 ダイワメジャー）１勝
レーヌミノル（14牝 ダイワメジャー）３勝，桜花賞‐G1，小倉２歳Ｓ‐G3，阪神ジ

ュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，フィリーズレビュー‐G2 ２着，京王杯２歳
Ｓ‐G2 ２着，etc.

サトノプライド（15牡 ＊ハードスパン）１勝，樅の木賞３着

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

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

特別３着，唐津特別３着

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

3 ダイワストリーム２０２０ 牡・青鹿 １／２６
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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケダイワストリーム ＊タイキシャトル

��
��
�ダイワエンジェル栃栗 2010 プリンセススキー

＊プリンセスリタ 2c
サンデーサイレンスM3×S4 Halo M4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 タケノミリオン（11鹿 ハーツクライ）��３勝
初仔

２代母 ＊グラマラス（93 USA鹿 Danzig）USA入着
エレガントプロスペクトElegant Prospect（00 牝 Mr. Prospector）USA出走

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

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

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

ニョ賞‐G2，P. Irineo Leguisamo‐L，オノール大賞‐G1 ２着，アル
ゼンチン共和国賞‐G1 ３着

バリバリセレブ（04牡 Seeking the Gold）入着３回，�３勝�入着２回��
デジタルゴールド（07牝 ＊アグネスデジタル）�23 勝�１勝�入着�，名港盃，尾張

名古屋杯，姫路ＣｈＣ３着
ゴールドキリー（08牝 ＊アルカセット）��５勝

３代母 ゴージャスGorgeous（86 USA黒鹿 Slew o' Gold）USA８勝，ヴァニティ
Ｈ‐G1，アシュランドＳ‐G1，ハリウッドオークス‐G1，アップルブラッサムＨ
‐G2，ラカニャーダＳ‐G2，etc.
ドリームボートDreamboat（92 牝 Mr. Prospector）GB・UAE１勝

ミュージックショーMusic Show（07牝 Noverre）GB・FR・IRE・TUR５勝，
ファルマスＳ‐G1，ロックフェルＳ‐G2，ネルグウィンＳ‐G3，etc.

ファビュラス Fabulous（95 牝 Seeking the Gold）USA出走
＊ロジャーズスー（01牝 Forestry）不出走

タービュレントディセント Turbulent Descent（08 牝 Congrats）USA８
勝，ハリウッドスターレットＳ‐G1，サンタアニタオークス‐G1，テス
トＳ‐G1，etc.

グラスゴーズゴールドGlasgow's Gold（96牝 Seeking the Gold）USA１勝
＊スウィフトテンパー（04牝 Giant's Causeway）USA６勝，ラフィアンＨ‐G1，

デラウェアＨ‐G2，シクスティセイルズＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲五丸農場＝新冠町大富 �0146-47-4376
生 産 牧 場： ㈲五丸農場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

4 タケノミリオン２０２０ �・鹿 ３／２８

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスタケノミリオン
＊ Danzig

��
��
�グラマラス鹿 2011 Gorgeous

14c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ダニエラズフラワー（09 USA鹿 Corinthian）USA２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
カズグレゴリオ（15牡栗 ヴィクトワールピサ）��入着６回��
カズマッカレン（16�鹿 ダイワメジャー）��１勝��２勝�入着５回
ジューンブルーム（18牝栗 ダイワメジャー）�入着２回
テイエムルーラー（19牡鹿 ルーラーシップ）�未出走

２代母 フラワレット Flowerette（04 USA鹿 Victory Gallop）不出走
アレインメント Arraignment（08� Include）USA・CAN７勝，ブリティッシュ

コロンビアダービー‐G3 ３着，Chris Loseth H３着，Richmond Derby
Trial H３着

ストリートティーズ Street Tease（10 牝 Street Boss）�MAL10 勝，Yang di Per
tua Negeri Gold Cup‐L ２着

＊オールステイ（11牡 Cape Cross）３勝，八雲特別，ひめさゆり賞，ＨＴＢ賞３着，
あすなろ賞３着，種牡馬

ランタイム Run Time（13牡 Gio Ponti）�USA・UAE３勝，H. Allen Jerkens S
アンリアルベイビーUnreal Baby（14牝 Flatter）USA２勝

３代母 ＊プリンセスオリビア（95 USA栗 Lycius）USA３勝
フラワーアリー Flower Alley（02 牡 Distorted Humor）USA５勝，トラヴァーズ

Ｓ‐G1，レインズエンドＳ‐G2，ジムダンディＳ‐G2，etc.，種牡馬
ブルーミングアレー（07牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，フローラＳ‐G2 ３着，初

富士Ｓ，おおぞら特別，etc.
フロレットアレー（12牝 ディープインパクト）１勝，足立山特別２着，ミモザ

賞２着
スヴァルナ（15牡 ステイゴールド）�３勝，木曽川特別２着，松籟Ｓ３着，オ

リオンＳ３着，etc.
ランブリングアレー（16牝 ディープインパクト）�６勝，中山牝馬Ｓ‐G3，カ

シオペアＳ‐L，ヴィクトリアマイル‐G1 ２着，etc.
トーセンラー（08牡 ディープインパクト）４勝，マイルＣｈＳ‐G1，京都記念‐G2，

きさらぎ賞‐G3，etc.，種牡馬
スピルバーグ（09牡 ディープインパクト）６勝，天皇賞（秋）‐G1，プリンシパルＳ

‐LR，ジャパンＣ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

5 ダニエラズフラワー２０２０ 牡・鹿 ５／ ８

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１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

＊

コリンシアン Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�Corinthian Multiplyダニエラズフラワー フラワレット Victory Gallop

��
��
�Flowerette鹿USA 2009 ＊プリンセスオリビア

17b
Fappiano S5×M5 Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ダノンサイクロン（11青鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，�３勝�７勝
初仔

２代母 ＊マチカネチコウヨレ（99 USA栗 Deputy Minister）不出走
マチカネニホンバレ（05牡 ＊シンボリクリスエス）７勝，エルムＳ‐G3，マリーンＳ

‐L，ブリリアントＳ‐L，ブリリアントＳ‐L ２着，フェブラリーＳ‐G1 ５着，etc.，
�３勝�１勝���

アシェンライト（09牡 ＊ファンタスティックライト）１勝
ゲットクローサー（12牝 ＊ワイルドラッシュ）２勝
サトノティターン（13牡 ＊シンボリクリスエス）�６勝，マーチＳ‐G3，ブラジルＣ‐L，

エルムＳ‐G3 ３着，ブリリアントＳ‐L ３着，スレイプニルＳ‐OP ３着，etc.
ウェルカムゴールド（15牡 ゴールドアリュール）４勝，スレイプニルＳ‐OP ３着，

瀬戸Ｓ

３代母 アリーズベル Alysbelle（89 USA鹿 Alydar）USA４勝，ラカニャーダＳ
‐G2，Variety Queen S‐R，ハリウッドオークス‐G1 ３着，サンタマリアＨ
‐G1 ３着，デルマーオークス‐G2 ３着，etc.

＊マチカネキンノホシ（96牡 Seattle Slew）４勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，ＡＪＣＣ
‐Jpn2，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

ベルオヴザバンドBelle of the Band（97牝 Dixieland Band）USA１勝
＊ザガールインザットソング（11牝 My Golden Song）USA５勝，ラカニャーダ

Ｓ‐G2，Happy Ticket S‐L，Texas Stallion S‐R，etc.
ベターザンモーストBetter Than Most（04 牝 Elusive Quality）不出走

ワールドヴェンチャラーWorldventurer（10	 Wimbledon）USA５勝，Gro
ovy S‐R，Emerald Downs Derby，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）USA５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.

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，Texas Stallion S‐R，etc.

レッドゴースト Red Ghost（18 牝 Ghostzapper）�USA３勝，ミスプリーク
ネスＳ‐G3

販売申込者・所有者： ㈱ストームファームコーポレーション＝熊本県菊池郡大津町 �090-5988-3884
生 産 牧 場： ㈱ストームファームコーポレーション
飼 養 者： ベルサイユステーブル㈱＝日高町庫富 �090-6982-0000

6 ダノンサイクロン２０２０ �・芦 ２／１８

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� Trolley Songダンカーク シークレットステイタス A.P. Indy

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayダノンサイクロン
＊ Deputy Minister

��
��
�マチカネチコウヨレ青鹿 2011 Alysbelle

20
Seattle Slew S4×M5 Alydar S4×M4

価格： 購買者：



母 ダンツキャンサー（11黒鹿 アドマイヤジャパン）４勝，マーガレットＳ‐LR
（芝 1400），クイーンＳ‐G3 ３着，安土城Ｓ‐OP（芝 1400）２着，醍醐Ｓ（芝 1400），
ＳＴＶ賞（芝 1500），障害２勝
初仔

２代母 チョウカイクリス（03鹿 サクラバクシンオー）出走
エクセレントピーク（08牝 アドマイヤジャパン）２勝，飯豊特別３着，福島中央Ｔ

Ｖ杯３着
アイスブラッサム（12牝 マヤノトップガン）��１勝
ダンツゴウユウ（14牡 バンブーエール）７勝，大沼Ｓ‐L，吾妻小富士Ｓ‐OP，秋嶺

Ｓ，ＴＶＱ杯，伊良湖特別，etc.
レノカズマ（15牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，�地方未出走
テーオーアングル（18牡 ＊マジェスティックウォリアー）�１勝

３代母 クリスタルトロフィ（90鹿 ＊クリスタルパレス）出走
ヒシバクシン（97� サクラバクシンオー）４勝，神奈川新聞杯，錦秋特別，山藤賞，etc.
トロピカルフラワー（98牝 サクラバクシンオー）１勝

レッドハイヒール（06牝 スペシャルウィーク）２勝，初風特別２着
マッシヴヒーロー（09牡 ゼンノロブロイ）２勝，浜名湖特別３着，�４勝�
ハナズリベンジ（11牝 ハーツクライ）３勝，津軽海峡特別２着，大倉山特別３着

エアニックス（02牡 サクラバクシンオー）３勝，ＵＨＢ杯‐L ３着，立待岬特別，新
春Ｓ２着，etc.

４代母 スリードーター（82鹿 ＊サンプリンス）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ター
コイズＳ‐OP ２着，初富士賞，岩室特別，立冬特別２着，etc.
［子］ ミヤビペルセウス（00牡 バブルガムフェロー）４勝，相模特別，舞浜特別

２着，障害４勝，新潟ジャンプＳ‐JG3，etc.
［孫］ ニシノイーグル（08牡 ＊イーグルカフェ）�11 勝，園田金盃，新春賞

（２回），新春賞２着，etc.
セルフリスペクト（01牡 スペシャルウィーク）４勝，層雲峡特別，アカシ
ヤ特別２着，相模特別３着，�１勝

［曾孫］ ルルパンブルー（05牝 ジャングルポケット）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，
ファルコンＳ‐Jpn3 ３着，カンナＳ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： �小泉学＝新冠町朝日 �0146-47-2644
生 産 牧 場： �小泉学
飼 養 者： 萬牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5676

7 ダンツキャンサー２０２０ 牡・黒鹿 ４／１２
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤジャパン ビワハイジダンツキャンサー サクラバクシンオー

��
��
�チョウカイクリス黒鹿 2011 クリスタルトロフィ

＊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 チアズスワロー（04鹿 ＊フレンチデピュティ）入着
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（８）〕
リレミト（13牝鹿 ヴァーミリアン）�４勝��４勝
サンオークランド（14牡鹿 ＊ロージズインメイ）２勝，與杼特別（Ｄ1800）３着
スキルショット（17牡鹿 キズナ）�１勝
ネロリビガラード（18牝栗 ダイワメジャー）��入着
スピリトーゾ（19牡黒鹿 ドゥラメンテ）�未出走

２代母 チアズダンサー（93鹿 アンバーシヤダイ）２勝，エルフィンＳ‐OP，�入着，
グランシャリオＣ３着
チアズブライトリー（98牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，七夕賞‐Jpn3，京阪杯

‐Jpn3，鳴尾記念‐Jpn3 ２着，万葉Ｓ‐L ３着，すみれＳ‐OP，etc.，種牡馬
チアズメッセージ（00牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，都大路Ｓ

‐L，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，マーメイドＳ‐Jpn3 ２着，愛知杯
‐Jpn3 ２着，etc.
プレファシオ（07牡 ＊クロフネ）５勝，昇竜Ｓ‐OP，ながつきＳ，岩国特別，Ｋ

ＢＣ杯２着，etc.，��１勝，京成盃グランドマイラーズ２着
クリプトグラム（12牡 キングカメハメハ）５勝，目黒記念‐G2，大阪―ハンブ

ルクＣ‐L，淡路特別，ゆきやなぎ賞２着
ビオグラフィー（17牝 ロードカナロア）�４勝，淀屋橋Ｓ，豊橋特別

ラッセルバローズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，東山特別，清滝特別２着，エ
ーデルワイスＳ２着

３代母 シヤトーフオモサ（77青 ＊シヤトーゲイ）３勝，ガーベラ賞
マルゼンフォーモサ（86牝 マルゼンスキー）入着

メイショウベルゲン（94牡 アンバーシヤダイ）３勝，舞子特別３着
ハヤノキフジン（90牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，カーネーションＣ‐OP，六

甲Ｓ‐OP ３着，ミモザ賞
エムジークロス（96牝 モガミチャンピオン）�１勝��入着４回，関東オーク

ス３着
サンポンド（99牡 ＊ラシアンボンド）�１勝��10 勝，スパーキングサマーＣ２着
バリオス（00牡 ＊シャンハイ）４勝，栗東Ｓ‐L ２着，メルボルンＴ，ブラッド

ストーンＳ２着，etc.

販売申込者・所有者： 今牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-7053-0268
生 産 牧 場： 今牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

8 チアズスワロー２０２０ 牡・栗 ４／ ４
＊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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandチアズスワロー アンバーシヤダイ

��
��
�チアズダンサー鹿 2004 シヤトーフオモサ

＊ネロリ 13c
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 チャンドラプラバー（12鹿 アドマイヤムーン）�１勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 キャッチータイトル（03栗 ＊オペラハウス）５勝，日本海Ｓ，檜原湖特別３着
メジャープレゼンス（10� ダイワメジャー）３勝
メジャーステップ（11� ダイワメジャー）３勝
メジャーエンブレム（13牝 ダイワメジャー）５勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，阪神ジュ

ベナイルフィリーズ‐G1，クイーンＣ‐G3，アルテミスＳ‐G3 ２着，桜花賞
‐G1 ４着，etc.，優２牝
プレミアエンブレム（18牝 ルーラーシップ）�１勝

メジャーラプソディ（15牝 ゴールドアリュール）１勝

３代母 ＊タイトルド（96 GB鹿 RainbowQuest）不出走
エクスタシア（01牝 Singspiel）不出走

ペンタシア Pentasia（07 牝 ＊ペンタイア）AUS８勝，BRC Chief de Beers Qu
ality S‐L，Clarence River JC Ramornie H‐L ３着

タイトルパート（06牝 アグネスタキオン）１勝
リーディングパート（17牝 ＊ハービンジャー）�１勝，村上特別２着

４代母 ハーレイディシップ Her Ladyship（91 GB鹿 Polish Precedent）FR・IRE
２勝，P. de la Seine‐L，仏オークス‐G1 ２着，オペラ賞‐G2 ３着
［子］ ディグニファイDignify（97 牝 RainbowQuest）GB・FR・ITY２勝，

オマール賞‐G3，Sweet Solera S‐L ３着
＊レディバウンティフル（02牝 Spectrum）FR３勝，P. Urban Sea‐L ３着

［曾孫］ ジュルタラーロ Curtaralo（13 牡 Kurtiniadis）�TUR11 勝，Beyoglu S
‐L ３着，Anafartalar S‐L ３着

ジーナモンタナGina Montana（14牝 Scarface）TUR８勝，Turkish
St.Leger‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱諏訪牧場＝青森県上北郡七戸町 �0176-62-2043
生 産 牧 場： ㈱諏訪牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

9 チャンドラプラバー２０２０ 牡・鹿 ３／２５

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズチャンドラプラバー ＊オペラハウス

��
��
�キャッチータイトル鹿 2012 ＊タイトルド

B3
Sadler's Wells S4×M4 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5
Halo S5×M5
価格： 購買者：



母 チャーミングメイト（14鹿 ＊エンパイアメーカー）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
チャームポイント（19牝黒鹿 シルバーステート）�入着

２代母 マジックシアター（06鹿 ネオユニヴァース）１勝，フラワーＣ‐G3 ３着，赤
松賞２着
キューティクル（12牝 ＊ブライアンズタイム）��５勝
イッツマイシャウト（13牡 ＊ワイルドラッシュ）入着，��１勝�１勝��入着２回

３代母 マジカルウーマン（97栃栗 ＊パラダイスクリーク）１勝
ナイキアースワーク（03牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，ユニコーンＳ‐Jpn3，��入着

２回�，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ４着，etc.
ドラゴンファイヤー（04� ＊ブライアンズタイム）５勝，シリウスＳ‐G3，アンタレ

スＳ‐G3 ２着，オークランドＲＣＴ，etc.
グロリアスメモリー（05牝 アドマイヤベガ）入着３回

ワンダフルメモリー（14牝 ＊パイロ）�７勝��１勝�，黒潮皐月賞３着

４代母 ブレイブウーマン（85鹿 ＊ブレイヴエストローマン）４勝，弥彦特別，おけさ
特別２着，隅田川特別３着，くちなし賞３着
［子］ ＊コクトジュリアン（92牡 Machiavellian）７勝，クリスタルＣ‐Jpn3，朝

日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ３着，ＣＢＣ賞‐Jpn2 ３着，etc.
ブラボーグリーン（94牡 ＊タイトスポット）７勝，京阪杯‐Jpn3，新潟記
念‐Jpn3 ２着，ニューイヤーＳ‐OP，etc.，種牡馬

ナイキアフリート（96牡 ＊アフリート）６勝，京葉Ｓ‐OP ３着，ブラッド
ストーンＳ，etc.，�４勝��入着	，珊瑚冠賞，etc.

＊ブレイブスペシャル（99牡 ＊デヒア）５勝，豊明特別，西郷特別，初風特
別，etc.

５代母 チヨダフジ（75栗 ＊フアバージ）１勝
［子］ ニッポージュピター（86牡 ＊ブレイヴエストローマン）２勝，湯川特別，

樽前山特別３着，あすなろ賞３着
［孫］ ホーマンウイナー（99牡 トウカイテイオー）１勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2

２着，アーリントンＣ‐Jpn3 ２着，ききょうＳ‐OP 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 �01456-2-5157

10 チャーミングメイト２０２０ �・鹿 ３／１１
＊ 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チャーミングメイト ネオユニヴァース

��
��
�マジックシアター鹿 2014 マジカルウーマン

＊ビユーチフルドリーマー 12
Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 チューベローズ（06黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（10），地方－４（７）〕
サンマディソン（11牝鹿 ＊シニスターミニスター）４勝，冬桜賞（Ｄ1200）
フジマサジャンボ（12�青鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，��１勝
ゲッカコウ（13牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）４勝，フラワーＣ‐G3 ２着，ディセン

バーＳ‐L（芝 1800）２着，レインボーＳ（芝 2000），松島特別（芝 2000），２０１７Ｗ
ＡＳＪ第２戦（芝 2000）２着，スピカＳ（芝 1800）３着，ノベンバーＳ（芝 2000）
３着，若竹賞（芝 1800）３着，百日草特別（芝 2000）３着

フジマサクイーン（14牝鹿 ＊シニスターミニスター）１勝，���３勝
ゴールデンボーイ（15�鹿 ＊ヨハネスブルグ）�２勝�入着３回
アースヴィジョン（17�鹿 ＊エスケンデレヤ）���入着３回
シャイネンエンケル（19牝芦 ＊ザファクター）��１勝

２代母 チューニー（00鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，ターコイ
ズＳ‐L，オークス‐Jpn1 ２着
イオス（07牝 ＊バゴ）１勝
フジマサエンペラー（09� ＊シンボリクリスエス）２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ２着，

湘南Ｓ，オクトーバーＳ２着，両国特別２着，稲村ヶ崎特別２着，etc.
トロワボヌール（10牝 ＊バゴ）５勝，��３勝�入着，クイーン賞‐Jpn3（２回），ス

パーキングＬＣ‐Jpn3，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ２着，ＪＢＣＬクラシッ
ク‐Jpn1 ３着，Ｌプレリュード‐Jpn2 ２着，etc.

グランドバローズ（13� ＊ワークフォース）１勝，��２勝��

３代母 ＊フロムビヨンド（91 GB栗 Kris）GB・FR２勝，P. Vulcain‐L

４代母 マジックオヴライフMagic of Life（85 USA鹿 Seattle Slew）GB４勝，コ
ロネイションＳ‐G1，ミルリーフＳ‐G2，チェリーヒントンＳ‐G3 ２着，プリン
セスマーガレットＳ‐G3 ３着
［子］ エンシューズド Enthused（98牝 Seeking the Gold）GB３勝，ローザーＳ

‐G2，プリンセスマーガレットＳ‐G3，チェリーヒントンＳ‐G2 ２着
［孫］ イナーラ Inara（11 牝 Trippi）SAF８勝，ガーデンプロヴィンスＳ‐G1，

エンプレスクラブＳ‐G1，マジョルカＳ‐G1（２回），etc.

販売申込者・所有者： 斉藤スタッド＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2823
生 産 牧 場： 斉藤スタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

11 チューベローズ２０２０ �・栗 ２／１０

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayチューベローズ ＊サンデーサイレンス

��
��
�チューニー黒鹿 2006 ＊フロムビヨンド

4m
Halo M4×S5 Hail to Reason M5×M5 Seattle SlewM5×M5

価格： 購買者：



母 ツクバオトメ（08鹿 ネオユニヴァース）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－１（５）〕
バナナボート（14牡栗 タイムパラドックス）�２勝
ダッチェス（15牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�５勝
ベルジュネス（16�鹿 ＊ロージズインメイ）�２勝，菅名岳特別（Ｄ1800）２着，麒

麟山特別（Ｄ1800）３着
ヴォーグマチネ（18牡鹿 ＊ロージズインメイ）�１勝

２代母 アカンプリッシュ（95栗 ＊トニービン）１勝
アクレイム（02牡 スペシャルウィーク）４勝，鹿野山特別，湾岸Ｓ２着，豊栄特別

２着，新緑賞２着，セントポーリア賞２着，etc.
ステイツマンシップ（06牡 ステイゴールド）２勝，東京ウェルカムプレミアム２着
ヒデノキセキ（07牡 フジキセキ）�１勝��入着

３代母 リストレーション（86栗 ＊ノーザンテースト）６勝，牝馬東タイ杯‐Jpn3，天
皇賞（秋）‐Jpn1 ４着，漁火特別，竜飛崎特別，勿来特別，etc.
アーネストデザイア（96牝 ＊サンデーサイレンス）入着

フサイチアソート（05� ＊トワイニング）２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，中日新
聞杯‐Jpn3 ２着，障害１勝

リアンドジュエリー（12牝 ＊クロフネ）２勝，ミモザ賞
リベレーション（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，湾岸Ｓ，節分賞，スピカＳ２着，etc.
マイネリスペクト（08牝 リンカーン）�18 勝，黒潮皐月賞，高知優駿２着
ロマネクイーン（10牝 ＊マイネルラヴ）２勝，紫川特別２着

４代母 ＊リセス（79 USA鹿 Stop the Music）USA２勝
［子］ ダンスダンスダンス（88牝 ＊ナイスダンサー）３勝，フラワーＣ‐Jpn3 ２

着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，皐月賞‐Jpn1 ５着，etc.
ミュージックマン（84牡 Arts and Letters）６勝，大阪城Ｓ‐OP，ブラッ
ドストーンＳ，アカシヤＳ，etc.

［曾孫］ アイアンルック（06牡 アドマイヤボス）２勝，毎日杯‐G3
ステップオブダンス（14牝 ゴールドアリュール）��３勝�	
�入着４
回�，関東オークス‐Jpn2 ３着，ロジータ記念，ユングフラウ賞，etc.，
ＮＡＲ優３牝

販売申込者・所有者： 坂元 芳春＝新冠町大富 �0146-47-2291
生 産 牧 場： 坂元 芳春
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

12 ツクバオトメ２０２０ �・鹿 ５／２０
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスツクバオトメ ＊トニービン

��
��
�アカンプリッシュ鹿 2008 リストレーション

＊リセス 19b
Kris M4×S5

価格： 購買者：



母 ティアップアリア（15栗 ＊ヘニーヒューズ）入着２回
初仔

２代母 ティアップダイヤ（07鹿 ゼンノロブロイ）�１勝
ティアップジェイド（13牝 タニノギムレット）�１勝�４勝�入着３回�
ティアップジャンコ（14牝 ジャングルポケット）��４勝�７勝
プリサイスショット（17牡 ＊プリサイスエンド）１勝，�１勝�
レッドアーチャー（18牡 フリオーソ）��	２勝

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

着，織姫賞３着
フォセット（01牝 ＊キンググローリアス）入着３回

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

ブリュードロア（03牝 ＊フォーティナイナー）入着，�６勝�
ゴールドブルーGold Blue（13牝 ゴールドアリュール）KOR４勝，Gyeong

namGovernor's C‐L ２着，Ttukseom Cup‐L ３着

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 小林 正仁＝浦河町野深 �0146-27-4356
生 産 牧 場： 小林 正仁
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

13 ティアップアリア２０２０ 牡・鹿 ５／ ９

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerティアップアリア ゼンノロブロイ

��
��
�ティアップダイヤ栗 2015 ポンパドール

＊パッショナリアⅡ 9f
Northern Dancer S5×S5×M5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ディーズファクター（15青鹿 スズカマンボ）入着３回
初仔

２代母 ザデイ（06青鹿 ＊シンボリクリスエス）２勝，菜の花賞３着
メイショウナゴミ（12牝 スズカマンボ）３勝
ディーズプラネット（13牝 ＊クロフネ）４勝，端午Ｓ‐OP，バレンタインＳ‐OP ３着，

新涼特別，ＴＶ静岡賞２着，etc.，�入着��，エーデルワイス賞‐Jpn3 ３着
レゲウーマン（14牝 ＊サマーバード）�入着

マイハンプス（18牝 ＊サウスヴィグラス）��１勝��１勝�入着，園田プリン
セスＣ３着，リリーＣ３着

シゲルヒスイ（16牡 ＊ワークフォース）２勝

３代母 ＊ウエイアウト（91 USA鹿 The Minstrel）１勝
スズカツヨシ（98牡 タヤスツヨシ）５勝，初凪賞，甲南Ｓ２着，えりも特別３着

４代母 ファガーズグロ－リ－Fager's Glory（76 USA芦 Mr. Prospector）不出走
［子］ グロ－リ－フォレヴァ－Glory Forever（84 牡 Forever Casting）GB・

FR・USA２勝，トーマスブライアン賞‐G3，仏２０００ギニー‐G1 ３着，
Easter S‐L ２着

グローリアスリーズンGlorious Reason（81牝 Hall of Reason）USA
４勝，Big Moe S‐R，Revidere S‐R ２着

［孫］ カサンドラゴー Cassandra Go（96牝 Indian Ridge）GB・IRE６勝，テ
ンプルＳ‐G2，キングズスタンドＳ‐G2，グッドウッドキングジョー
ジＳ‐G3，etc.

ヴェルグラ Verglas（94 牡 Highest Honor）GB・IRE・USA３勝，コヴ
ェントリーＳ‐G3，愛２０００ギニー‐G1 ２着，フィーニクスＳ‐G1 ３
着，etc.，種牡馬

フィルザパワー Phil the Power（04� Red Bullet）USA４勝，Kelso
S‐L，Point Given S‐L ２着，Greenwood Cup S‐L ２着，etc.

パーシャンシークレット Persian Secret（93 牝 Persian Heights）GB・
FR３勝，P. La Sorellina‐L，Empress S‐L ２着，Champio
n Trophy‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

14 ディーズファクター２０２０ �・青 ４／１０
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボディーズファクター ＊シンボリクリスエス

��
��
�ザデイ青鹿 2015 ＊ウエイアウト

3d
Roberto S3×M5 Mr. Prospector S3×M5×M5 Hail to Reason S4×M5
Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 デットオアアライブ（05栗 ＊グランデラ）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ヒルノマンダレー（16牡青鹿 ヒルノダムール）��１勝
ブルラッシュ（17牡青鹿 ヒルノダムール）���１勝�２勝
リュウノダイモンジ（18牡栗 ワールドエース）�出走
リュウノイチモンジ（19牡栗 ワールドエース）�未出走

２代母 ＊クィーンズダガー（95 USA鹿 Rahy）GB１勝
＊ダガーズアラベスク（03牝 ＊ジェイドロバリー）��４勝，東京２歳優駿牝馬，ロー

レル賞
メイショウアンデス（06牝 ダンスインザダーク）�入着

ドラグーンシチー（15牡 ロードカナロア）�３勝，オーストラリアＴ，再度山
特別２着，六波羅特別２着，八丈島特別３着

メイショウスズラン（07牝 キングカメハメハ）２勝
メイショウアリソン（14牡 マンハッタンカフェ）�５勝，河原町Ｓ，やまびこ

Ｓ３着，戸畑特別３着
メイショウショウブ（16牝 ダイワメジャー）�１勝，ＮＺトロフィー‐G2 ２着，

デイリー杯２歳Ｓ‐G2 ２着，阪神Ｃ‐G2 ３着

３代母 ＊ケイティーズファースト（87 USA鹿 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du
Cercle‐L，Remembrance Day S‐L
マイケイティーズ（98牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

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

ケイティーズハート（09牝 ハーツクライ）３勝，羊蹄山特別２着，エリモハリアー
Ｃ３着
エフフォーリア（18牡 エピファネイア）�４勝，皐月賞‐G1，共同通信杯‐G3，

日本ダービー‐G1 ２着，etc.

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

販売申込者・所有者： サカイファーム＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2236
生 産 牧 場： サカイファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

15 デットオアアライブ２０２０ 牡・鹿 ３／２３
＊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

＊ Grand Lodge

�
�
�
�
�

��
��

�グランデラ Bordigheraデットオアアライブ
＊ Rahy

��
��
�クィーンズダガー栗 2005 ＊ケイティーズファースト

7f
Halo S4×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 テツムーン（09栗 アドマイヤムーン）�入着４回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（１）〕
エターナルヴィテス（16牡鹿 トゥザグローリー）�３勝，ホンコンＪクラブＴ
（芝 2000），鹿野山特別（芝 2000）３着

ベアレディ（18牝鹿 グランプリボス）��未出走��１勝
アップフルーク（19牡鹿 トゥザグローリー）�未出走

２代母 シアトルビューティ（00鹿 ＊タイキブリザード）３勝
ハヤブサユウサン（10牝 スペシャルウィーク）１勝
ビューティガッキ（11牝 キングカメハメハ）�４勝�１勝��
シゲルノコギリザメ（13牡 スーパーホーネット）３勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，シ

ンザン記念‐G3 ３着，橘Ｓ‐OP ３着，房総特別，帆柱山特別２着，etc.

３代母 タイキビューティー（95栗 ＊ドクターデヴィアス）不出走
ゲットブラック（04牡 サクラバクシンオー）４勝，三河特別，中京スポーツ杯２着

４代母 ＊サウンドビューティ（88 IRE 栗 Be My Guest）１勝
［子］ タイキヘラクレス（96� ＊イブンベイ）３勝，障害１勝，�１勝�１勝

��，ダービーＧＰ‐Jpn1，名古屋優駿‐Jpn3，マイルＣｈＳ南部杯
‐Jpn1 ３着，etc.

タイキエンプレス（93牝 ＊トニービン）２勝，十和田湖特別２着，かもめ
島特別３着，堀川特別３着

［孫］ ユキノハボタン（05牝 バブルガムフェロー）５勝，醍醐Ｓ，河北新報杯，
納沙布岬特別，etc.

５代母 ハベサウンドHobe Sound（82 IRE 栗 Busted）GB５勝
［子］ レコードサウンド Record Sound（89牡 ＊ダンスオブライフ）IRE・ITY

２勝，P. Avvocato Amedeo Peyron‐L，P. Giuseppe deMontel
‐L ３着

［孫］ テストボーイ Test Boy（03� Brahms）USA・CAN９勝，Speed To Spar
e S‐L，Don Fleming H‐L，RemingtonMile S‐L，etc.

［曾孫］ サイレントキャンディ Silent Candy（07牝 Candy Ride）USA５勝，Hat
oof S，Lady Canterbury S‐L ２着，パカラップＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： 櫛桁牧場＝浦河町野深 �0146-27-4411
生 産 牧 場： 櫛桁牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

16 テツムーン２０２０ 牡・鹿 ５／１３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズテツムーン ＊タイキブリザード

��
��
�シアトルビューティ栗 2009 タイキビューティー

＊サウンドビューティ 21a
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 テンセイフジ（02鹿 ＊ハウスバスター）���２勝・３勝，関東オークス‐Jpn3，
スパーキングＬＣ‐Jpn3 ３着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着，東京プリンセス賞
（Ｄ1800），桜花賞（Ｄ1600）３着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－６（23）〕
アバーブゴッド（09牝青鹿 ＊ストームファング）�３勝�２勝�
シンゼンプロフィア（10牡栗 ＊バゴ）�３勝
ブラックビアド（11�鹿 アッミラーレ）��９勝	２勝
アスタキサンチン（12牝栗 ＊ヴリル）２勝，��１勝��
コウユーモエルコイ（14牝黒鹿 ＊パイロ）	１勝�入着５回�
イサチルルンルン（15牝鹿 ＊パイロ）２勝，周防灘特別（芝 1200）３着，
地方未出走
ノーブルフューチャ（16牝栗 フリオーソ）入着２回，
��出走�入着２回
ジェッター（17牝栗 アドマイヤムーン）
�入着�２勝
サンサーラ（18牝鹿 ＊モンテロッソ）
�入着４回�
イサチルウキウキ（19牝黒鹿 ＊パイロ）
未出走

２代母 ハローメルヘン（93栗 シンボリルドルフ）３勝�入着
キミノハナ（98牝 ＊ヒシアリダー）��３勝
テンダーハート（00牡 ＊ゼネラリスト）�11 勝
モナクライブ（03牡 ネーハイシーザー）��３勝
ホウコウフジ（04牝 タイキシャーロック）��５勝
リトルエイコーン（05牡 ＊デュラブ）�12 勝
マルヨビクトリー（07牡 ＊ヴィクトリースピーチ）�２勝
イーグルロッジ（09牡 ＊イーグルカフェ）�１勝�１勝
フォルクスメルヘン（11牝 ＊ヴリル）�１勝�

３代母 オトギバナシ（86黒鹿 ＊デイクタス）出走
ツキフクオー（92牡 イナリワン）��５勝�11 勝��，東京王冠賞，アフター５ス

ター賞，東京大賞典３着，etc.
ハッピースマイル（98牝 ＊ジェイドロバリー）１勝，グラジオラス賞，�１勝

販売申込者・所有者： 小葉松 幸雄＝浦河町向別 �0146-22-0658
生 産 牧 場： 小葉松 幸雄
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

17 テンセイフジ２０２０ �・鹿 ５／ ９

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊ Mt. Livermore

�
�
�
�
�

��
��

�ハウスバスター Big Dreamsテンセイフジ シンボリルドルフ

��
��
�ハローメルヘン鹿 2002 オトギバナシ

＊ラビユーラ 2s
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ダイワカリエンテ（09栗 ネオユニヴァース）２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ハタノフリージア（17牝栗 ハタノヴァンクール）��１勝�
ミイヒダンサー（19牝栗 ハタノヴァンクール）�未出走

２代母 ＊ソロリサイタル（98 USA栗 Rahy）３勝，賢島特別，疾風特別２着，伊吹山
特別３着，疾風特別３着
テーマソング（06牝 ジャングルポケット）２勝

シュダイカ（14牝 ＊クロフネ）�６勝��４勝�，夏至賞２着
ジャズピアノ（07牡 マンハッタンカフェ）３勝，富嶽賞２着
バラードソング（08牝 ハーツクライ）３勝，湯沢特別，勝浦特別３着
インストアイベント（10牡 スペシャルウィーク）２勝，賢島特別３着，犬山特別３

着，�４勝
ビッグギグ（11牡 ダイワメジャー）３勝

３代母 ソール Sole（88 USA黒鹿 Topsider）不出走
サニベルソール Sanibel Sole（95 牝 Miswaki）USA入着２回

サニベルサンセット Sanibel Sunset（00 牝 Islefaxyou）USA10 勝，Pleasan
ton Senorita S２着，San Jose S３着

ソールオヴザシティ Sole of the City（01 牝 Salt Lake）USA12 勝，Prairie
Rose S，Hoist Her Flag S２着，Saylorville S‐L ３着

スイートベル Sweet Belle（03 牝 Deputy Commander）USA５勝，Swingti
me S‐R，サンタバルバラＨ‐G2 ３着，Paseana H‐L ２着，etc.

イクスペンシヴスルー Expensive Slew（96牝 Seattle Slew）USA７勝，San Fe
lipe S，American Beauty S，Suthern Accent S

リミスRemiss（97 牝 Summer Squall）不出走
パーフェクトコネクション Perfect Connection（02牝 Phone Trick）USA３

勝，JohnW. Galbreath Memorial S‐R ２着
ゴールドラッシュケイジーGold Rush Casey（05� Gold Case）USA６勝，

Hoover S‐R ３着，Cleveland Kindergarten S‐R ３着
レラートデルガート Relato Del Gato（01牡 Tale of the Cat）USA９勝，Pho

enix Gold C‐L，モーヴィックＨ‐G3 ２着，Pirate's Bounty H‐R ２着，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

18 ダイワカリエンテ２０２０ 牡・栗 ２／ ７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスハタノヴァンクール ＊ブライアンズタイム

��
��
�ハタノプリエ栗 2009 ハヤベニコマチ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスダイワカリエンテ
＊ Rahy

��
��
�ソロリサイタル栗 2009 Sole

1s
サンデーサイレンスM3×S4 Halo M4×S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 トゥルヴァーユ（10芦 ダイワメジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
スズジャッカル（18牡黒鹿 ＊ノヴェリスト）�入着２回
アグリシュブール（19牡芦 ロゴタイプ）�出走

２代母 グランバザール（99芦 タマモクロス）２勝
ディーエスジャック（06牡 ＊マイネルラヴ）入着２回，��２勝
ダルニム（07牝 ＊ワイルドラッシュ）２勝
コスモアメシスト（11牝 ＊ヨハネスブルグ）�１勝��
セレッソブランコ（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝

３代母 マルゼンカーニバル（93鹿 マルゼンスキー）不出走
ロクコーピロウイナ（97牡 ニホンピロウイナー）４勝，帆柱山特別，伊吹山特別３着
グレカーレ（10牝 サムライハート）２勝，種市特別，驀進特別２着，邁進特別３着

４代母 ＊カーニバルⅡ（85 NZ青鹿 Racing Is Fun）NZ４勝
［子］ サーストンフライト（95牡 ＊ダンシングブレーヴ）６勝，アメジストＳ，

寿Ｓ，宝ケ池特別，etc.，障害２勝

５代母 モルトMalt（78 NZ黒鹿 Moss Trooper）不出走
［子］ ホーリックス Horlicks（83 牝 Three Legs）１勝，AUS・NZ16勝，ＤＢ

ドラフトクラシック‐G1（２回），ＴＶニュージーランドＳ‐G1（２回），
ＶＲＣＬＫＳマッキノンＳ‐G1，etc.

［孫］ ブルー Brew（94� Sir Tristram）AUS・NZ７勝，ＶＲＣメルボルンＣ
‐G1，ＶＲＣホザムＨ‐G2，VRC Japan Trophy‐L，etc.

バブル Bubble（93 牝 Sir Tristram）AUS・NZ４勝，エイヴォンデイル
ギニーズ‐G2，オークランドクラシック‐G1 ２着，エイヴォンデイ
ルＧＣ‐G1 ２着，etc.

ジエンパシー The Embassy（05� Danasinga）AUS・NZ・SIN・MA
L８勝，ＡＴＣランドウィックシティＳ‐G3，Perak Derby‐L，
Piala Emas Sultan Selangor‐L ２着，etc.

［曾孫］ フィウミチーノ Fiumicino（03� Zabeel）AUS７勝，ＡＴＣＨＥタンクレド
Ｓ‐G1，ＡＴＣオーストラリアンダービー‐G1，ＡＴＣヒルＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700
生 産 牧 場： ㈲グランデファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700

19 トゥルヴァーユ２０２０ 牡・青鹿 ３／２６
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケトゥルヴァーユ タマモクロス

��
��
�グランバザール芦 2010 マルゼンカーニバル

＊カーニバルⅡ 10d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ドナファウスタ（15栗 オルフェーヴル）出走
初仔

２代母 ライヴマジック（08鹿 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
ララマジシエンヌ（17牝 ＊パイロ）��７勝
エストレラブレイン（18牡 ＊シニスターミニスター）�１勝

３代母 ＊トゥルーファンタジー（98 USA鹿 Seeking the Gold）GB出走
ヴェリテ（12� ディープスカイ）１勝，��出走�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）

４代母 ジュード Jood（89 USA鹿 Nijinsky）GB入着２回
［子］ ＊ファンタスティックライト（96牡 Rahy）入着，GB・FR・IRE・USA・U

AE・HKG12勝，ＢＣターフ‐G1，マンノウォーＳ‐G1，愛チャンピ
オンＳ‐G1，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 Pol
ly S‐L，サンタラリ賞‐G1 ２着，ＥＰテイラーＳ‐G1 ３着

ハウサ Hawsa（06牝 Rahy）FR・GER３勝，Herbst Stuten Steher Prei
s‐L ３着

［孫］ 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.

アニーズ Anees（14 牡 Harlan's Holiday）ARG４勝，P. Antartida Ar
gentina‐L，P. Manuel Anasagasti‐L

ドーンデリヴァーズDawn Delivers（15 牝 Dawn Approach）IRE１勝，
シルヴァーフラッシュＳ‐G3 ３着

［曾孫］ 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

ニューハートNewhart（15� Fighting Sun）�AUS８勝，TTCMow
bray S‐L，TRC Thomas Lyons S‐L

販売申込者・所有者： 下屋敷牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2859
生 産 牧 場： 下屋敷牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

20 ドナファウスタ２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ９

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�オルフェーヴル オリエンタルアートドナファウスタ Shamardal

��
��
�ライヴマジック栗 2015 ＊トゥルーファンタジー

14c
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ドナマコン（14鹿 ＊ハービンジャー）入着２回
初仔

２代母 ビッグエリザベス（98黒鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，チューリップ賞
‐Jpn3 ３着
ファンドリアスカ（07牡 キングカメハメハ）入着２回，�２勝，黒潮菊花賞２着
ハワイアンリズ（11牝 キングカメハメハ）�５勝
サンエイファントム（17牡 ＊エスケンデレヤ）�１勝

３代母 モルゲンロート（87鹿 マルゼンスキー）入着
ビッグモンロー（94牝 ＊トニービン）４勝，カーネーションＣ‐OP，スイートピーＳ

‐OP ３着，天王寺特別，etc.
ビッグウルフ（00牡 ＊アフリート）４勝，�１勝�１勝��１勝�入着２回，ジ

ャパンＤダービー‐Jpn1，名古屋優駿‐Jpn3，兵庫ＣｈＳ‐Jpn3，etc.
ビッグフラワー（02牝 ビッグサンデー）２勝，矢車賞，�９勝�１勝��１勝

�入着
ビッグハッピー（97牝 ＊アフリート）５勝，なにわＳ２着

ヤサシイキモチ（05牝 ビッグサンデー）２勝，桑折特別２着，堀川特別３着，
十勝岳特別３着，etc.

パワーストラグル（06牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，ラジオ日本賞‐OP ２着，etc.，
�１勝�入着��，白山大賞典‐Jpn3，マーキュリーＣ‐Jpn3 ３着

ミリオンハッピー（07牝 アグネスタキオン）入着２回
カイシュウキリシマ（13牡 ＊グラスワンダー）入着，飯盛山特別２着，�11
勝�１勝��入着２回

ゴールデンヒーラー（18牝 ＊タートルボウル）	�５勝，あやめ賞，プリン
セスＣ，知床賞，etc.

ハッピーグラス（08牝 ディープインパクト）４勝，忘れな草賞‐OP ２着，駒場
特別，あずさ賞

タンクティーエー（16牡 ブラックタイド）１勝，	�入着�６勝����，ダ
ービーＧＰ２着，サラブレッド大賞典，金沢スプリングＣ３着

ハーストーリー（00牝 ＊トニービン）出走
ダノンイチロー（06
 アグネスタキオン）１勝，安城特別３着

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

21 ドナマコン２０２０ 牡・鹿 ３／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンシャーク
＊ Caerleon

��
��
�カーラパワー鹿 2008 Jabali

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlドナマコン ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビッグエリザベス鹿 2014 モルゲンロート

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M3 Nijinsky S4×M5

価格： 購買者：



母 トーコーディオーネ（13鹿 ＊エンパイアメーカー）�５勝
初仔

２代母 タイキメビウス（97鹿 ＊ダンスオブライフ）４勝，アイビスサマーダッシュ
‐Jpn3 ３着，飯豊特別，月岡特別２着
ドラゴンファング（05牡 ＊タイキシャトル）５勝，阪急杯‐G3 ３着，奥多摩Ｓ，雲

雀Ｓ，タイランドＣ，若鮎賞２着，etc.
ダイワトリビューン（07牡 フジキセキ）１勝，�２勝�入着
ヒロノメビウス（11牝 キングカメハメハ）�３勝
ヒミノブリランテ（14牡 ディープブリランテ）１勝，���１勝�入着

３代母 ＊タイキミステリー（93 USA黒鹿 Green Forest）出走
ハナコスマイル（98牝 ＊ダンスオブライフ）１勝，はなのき賞，�４勝，サラ・クイ

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

ラベンダー賞‐OP
ナムラミステリー（99牝 ジェニュイン）入着２回

ナムラハンター（05牡 ＊ワイルドラッシュ）５勝，オアシスＳ‐L ２着，端午Ｓ
‐OP ３着，灘Ｓ，etc.，�36 勝�����

ナムラビッグタイム（01牡 サクラバクシンオー）４勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2 ３着，
札幌日刊スポーツ杯‐L ２着，ファルコンＳ‐Jpn3 ３着，etc.，�11 勝����

クサタロウ（03牡 ＊グラスワンダー）１勝，大森浜特別，�２勝
トウカイミステリー（06牝 キングカメハメハ）６勝，北九州記念‐G3，札幌日刊ス

ポーツ杯，長万部特別，etc.
トウカイオラージュ（16牡 オルフェーヴル）�３勝，猪名川特別，白秋Ｓ３着，

心斎橋Ｓ３着，etc.
トウカイエトワール（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�４勝，葛飾特別

ブラウンローズ（14牝 ＊キンシャサノキセキ）入着８回，蒲郡特別３着，�２勝

４代母 サーテンシークレット Certain Secret（85 GB黒鹿 Known Fact）GB・IRE
・USA２勝，Athasi S‐L
［孫］ アーバンストリート（04牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）７勝，シルク

ロードＳ‐G3，京洛Ｓ‐OP，アンコールＳ‐OP ３着，etc.

販売申込者・所有者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338
生 産 牧 場： ゼットステーブル
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

22 トーコーディオーネ２０２０ �・鹿 ３／３１
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudトーコーディオーネ ＊ダンスオブライフ

��
��
�タイキメビウス鹿 2013 ＊タイキミステリー

2d
Halo S4×S5 Northern Dancer M5×M5 In Reality M5×M5

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（20）〕
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，��３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

３代母 ノースビーチNorth Beach（82 CHI 黒鹿 Nobloys）CHI 出走
ワイズWise（89牝 Worldwatch）CHI２勝，P. Lisimaco Jaraquemada‐L ３着
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

23 ドメーヌ２０２０ 牡・鹿 ２／１９

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊

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
Raise a Native M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ティンクルハート（03青鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－１（３）〕
エピカ（10牝黒鹿 ＊マイネルラヴ）１勝
キャノンストーム（13牡黒鹿 ＊ワークフォース）１勝
キャメロン（16牡鹿 ＊ケープブランコ）１勝
フローラルオーク（17牝芦 ＊クロフネ）��３勝

２代母 ファレノプシス（95黒鹿 ＊ブライアンズタイム）７勝，桜花賞‐Jpn1，秋華賞
‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1，ローズＳ‐Jpn2，オークス‐Jpn1 ３着，etc.，
優３牝，優古牝
ルアシェイア（04牝 フジキセキ）３勝，瀬戸特別３着

ブライトムーン（14牝 ルーラーシップ）４勝，西海賞，日田特別，鳥栖特別，
太宰府特別２着，鳥栖特別２着，etc.

ペオース（17牡 ＊ダンカーク）�４勝，平城京Ｓ
アディアフォーン（06牝 ダンスインザダーク）３勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３着，

対馬特別３着
ラナンキュラス（07牝 スペシャルウィーク）２勝，フィリーズレビュー‐G2 ２着，

阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ４着，りんどう賞
レザネフォール（17牡 キングカメハメハ）�３勝，恋路ケ浜特別，ひめさゆり

賞２着，あすなろ賞２着
クールオープニング（11牡 マンハッタンカフェ）３勝，釜山Ｓ３着
クライミングローズ（12牝 マンハッタンカフェ）２勝

３代母 ＊キャットクイル（90 CAN鹿 Storm Cat）GB入着
サンデーブレイク（99牡 ＊フォーティナイナー）USA４勝，ピーターパンＳ‐G2，

ベルモントＳ‐G1 ３着，ウッドメモリアルＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬
キズナ（10牡 ディープインパクト）６勝，日本ダービー‐G1，産経大阪杯‐G2，京

都新聞杯‐G2，etc.，FR１勝，ニエル賞‐G2，優３牡，種牡馬

４代母 パシフィックプリンセス Pacific Princess（73 USA鹿 Damascus）USA７
勝，デラウェアオークス‐G1，ヘムステッドＨ‐G2，メイトロンＳ‐G1 ２着，マ
スケットＨ‐G2 ２着，ガゼルＨ‐G2 ２着，etc.

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

24 ティンクルハート２０２０ �・黒鹿 ５／ ９

＊

＊ 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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellティンクルハート ＊ブライアンズタイム

��
��
�ファレノプシス青鹿 2003 ＊キャットクイル

13a
Storm Cat S3×M4 Hail to Reason M4×M5

価格： 購買者：



母 ナムララピス（06鹿 キングヘイロー）１勝，��１勝�入着�
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－２（５）〕
ナムラパッキャオ（12牡鹿 ＊ボストンハーバー）１勝
サノルア（13牝黒鹿 ヴァーミリアン）入着，��３勝�１勝
ナムラミルク（14牝鹿 トーセンホマレボシ）１勝，��１勝��入着４回，ロータ

スクラウン賞（Ｄ1800）２着
ナムラゴロフキン（17牡鹿 ゴールドヘイロー）	２勝
ナムラハカ（18牡黒鹿 ベルシャザール）	出走

２代母 コスモトップレディ（92鹿 ＊カコイーシーズ）４勝，セレブレイションＣ，レ
インボーＳ２着，行川特別２着
スナークビクトリア（00牝 フサイチコンコルド）
２勝
ナムラビルシャナ（01牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）３勝，ポプラ特別
サンエルキャピタン（02牡 ＊ウェイオブライト）１勝，蔵王特別２着
マツリダアーティス（03牝 アドマイヤボス）�３勝�，ジュニアＧＰ
ナムラコマンド（04牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）�10 勝�８勝�入着�
ナムラチェンジ（05牡 ニューイングランド）１勝，胎内川特別２着，恵庭岳特別２

着，鶴橋特別３着，鮫ヶ尾城特別３着，寒狭川特別３着，etc.，障害１勝
ドリームタイド（12牡 ブラックタイド）１勝

３代母 サオリクイン（86鹿 ＊アーテイアス）不出走

４代母 マルゼンキール（81栗 ＊ボールドラツド）１勝
［孫］ ブルーラッド（06牡 ＊シーロ）
１勝��６勝�４勝�入着，浦和記念

‐Jpn2，マーキュリーＣ‐Jpn3 ２着，埼玉栄冠賞，etc.，ＮＡＲ優３歳
レッツゴーキリシマ（05牡 メジロライアン）５勝，関屋記念‐G3，カシオ
ペアＳ‐L，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ２着，etc.

ゴウゴウキリシマ（03牡 キングヘイロー）３勝，シンザン記念‐Jpn3，千
両賞，黄菊賞３着

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

販売申込者・所有者： 桑田 正己＝浦河町姉茶 �0146-26-3266
生 産 牧 場： ㈲王蔵牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

25 ナムララピス２０２０ �・鹿 ４／ ８

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

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

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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローナムララピス ＊カコイーシーズ

��
��
�コスモトップレディ鹿 2006 サオリクイン

＊シル 5g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ナリタアマリリス（14黒鹿 ハーツクライ）�３勝
初仔

２代母 ゴールドグレース（02鹿 ＊エリシオ）��５勝���入着３回，北関東弥生賞３着
ヒルノマドリード（09牡 マンハッタンカフェ）４勝，摩耶Ｓ，駒場特別，木古内特

別，障害２勝，�２勝
トシファイブスター（10牡 フジキセキ）１勝，�４勝
ハイノリッジ（11牝 マンハッタンカフェ）��２勝

ペイシャノリッジ（17牝 ＊クロフネ）�２勝，白馬岳特別３着，平尾台特別３着
ムサシイーグル（15牡 ロードカナロア）���２勝
ナリタムソウ（16牡 ルーラーシップ）�入着，�３勝
セイウンゴールド（18牡 エピファネイア）�１勝

３代母 グレースウーマン（85鹿 マルゼンスキー）入着３回
ベストウーマン（90牝 ＊リアルシヤダイ）１勝

ステップシチー（04牡 ステイゴールド）４勝，松前特別，湯川特別，春日山特
別，etc.

フラッパーミク（07牝 ＊ヴィクトリースピーチ）１勝，飛天特別３着，�６勝��
ノーザンキャップ（92牡 オグリキャップ）３勝，利尻特別２着，アジアＪＳ（１）２

着，種牡馬
ホッコーソレイユ（94牝 バンブーアトラス）出走

ホッコータキオン（06牡 アグネスタキオン）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２
着，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ４着，野路菊Ｓ‐OP，etc.

ファイナルフォース（96牡 ＊ダミスター）１勝，知床特別３着
テイエムファンキー（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）６勝，ながつきＳ，大津特別２着

４代母 ランズプロント（74鹿 ＊プロント）出走
［孫］ オースミハルカ（00牝 フサイチコンコルド）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，ク

イーンＳ‐Jpn3（２回），チューリップ賞‐Jpn3，etc.
オースミグラスワン（02牡 ＊グラスワンダー）７勝，新潟大賞典‐Jpn3
（２回），大阪城Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

26 ナリタアマリリス２０２０ 牡・黒鹿 ４／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスナリタアマリリス ＊エリシオ

��
��
�ゴールドグレース黒鹿 2014 グレースウーマン

＊フロリースカツプ 3l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ナリタシークレット（02栗 フジキセキ）５勝，六甲アイランドＳ（芝 1200），三年
坂特別（芝 1200），シドニーＴ（芝 1400），鳥栖特別（芝 1200），仲春特別（芝 1200）
２着，etc.
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－２（５）〕
ナリタプリムローズ（09牝鹿 キングカメハメハ）１勝
ナリタメロディ（11牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，�３勝
ナリタリュウ（15牡鹿 ルーラーシップ）��２勝
ワンスカイ（17牡青鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝，葵Ｓ（重賞）

（芝1200）‐L３着，ききょうＳ‐OP（芝 1400）２着，もみじＳ‐OP（芝 1400）３着
ノーティーガール（18牝栗 ＊クリエイターⅡ）�入着３回
ロードエヴァイユ（19牡栗 ハクサンムーン）�未出走

２代母 フラワースカイ（95黒鹿 Caerleon）不出走
アルコバレーノ（00牝 ＊エリシオ）�２勝�入着
ハナカンムリ（04牝 ＊スキャターザゴールド）�４勝，のじぎく賞３着
ピエナインパクト（10牡 ディープインパクト）入着２回，�１勝

３代母 ＊フレイムオブパリ（90 USA芦 Blushing Groom）不出走
パリパフューム（03牝 ＊クロフネ）不出走

ベンジーニ Benzini（09� Tale of the Cat）AUS・NZ・HKG11勝，ＢＲＣブリ
ズベンＣ‐G2，Kaimai S‐L，セカンドセンチュリーＳ‐G1 ２着，etc.

ドリームズオヴパリスDreams of Paris（13 牝 Dream Ahead）AUS・NZ４
勝，TRC Tasmanian S‐L ２着

ホットスニッツェル Hot Snitzel（08� ＊スニッツェル）AUS８勝，ＢＲＣＢＴＣカ
ップ‐G1，ＡＴＣロイヤルソヴリンＳ‐G2，ＢＲＣサイアーズプロデュースＳ
‐G2，etc.

４代母 バリダレスBalidaress（73 IRE 芦 Balidar）IRE３勝
［子］ パ－クアピ－ル Park Appeal（82 牝 Ahonoora）GB・FR・IRE・USA

５勝，チヴァリーパークＳ‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，Oldt
own Stud S‐L，etc.

アリダレス Alydaress（86 牝 Alydar）GB・IRE・ITY３勝，愛オークス
‐G1，リブルズデイルＳ‐G2，ヨークシャーオークス‐G1 ２着，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

27 ナリタシークレット２０２０ 牡・栗 ４／ ５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーナリタシークレット Caerleon

��
��
�フラワースカイ栗 2002 ＊フレイムオブパリ

14c
サンデーサイレンスM3×S4 Nijinsky M4×S5

価格： 購買者：



母 ネオヴェリーベリー（06黒鹿 ＊ホワイトマズル）�１勝���１勝�入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
ネオヴァイン（13牝黒鹿 ダノンシャンティ）入着，��１勝
ネオヴィットーリア（14牝黒鹿 ディープブリランテ）�１勝
ヴィクトリアノヴァ（17牡鹿 ネオヴァンドーム）���１勝
イカール（19牡黒鹿 ネオヴァンドーム）��出走

２代母 サンセットバレー（98鹿 ＊グルームダンサー）出走
カウントオンミー（03牝 バブルガムフェロー）１勝，�２勝

ドライヴナイト（13	 ＊カジノドライヴ）６勝，すばるＳ‐L，福島民友Ｃ‐L ２
着，ギャラクシーＳ‐OP ３着，貴船Ｓ，etc.，��１勝�入着��
，兵
庫大賞典３着，etc.

ケイサンフリーゼ（18牝 リオンディーズ）�１勝，寒椿賞２着
クリムゾンベガ（04牡 アドマイヤベガ）４勝，若潮賞，汐留特別，天竜川特別２着，

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

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

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

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

賞‐G1 ５着，出雲崎特別

４代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走
［子］ スカーレットブーケ（88牝 ＊ノーザンテースト）６勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，

京都牝馬特別‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，etc.
［孫］ ダイワメジャー（01牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，安田記念‐G1，マイルＣ

ｈＳ‐G1（２回），皐月賞‐Jpn1，etc.，UAE入着，優短距（2回），種牡馬
ダイワスカーレット（04牝 アグネスタキオン）８勝，有馬記念‐G1，エリ
ザベス女王杯‐G1，桜花賞‐Jpn1，etc.，優３牝，優父内

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

28 ネオヴェリーベリー２０２０ �・鹿 ３／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeネオヴェリーベリー ＊グルームダンサー

��
��
�サンセットバレー黒鹿 2006 スカーレットリボン

＊スカーレツトインク 4d
ノーザンテースト S4×M4 スカーレツトインクS4×M4 Lyphard M4×M5
Northern Dancer S5×M5×M5 Drone S5×M5
価格： 購買者：



母 ノボレインボー（06芦 ＊ノボジャック）３勝，仲冬Ｓ（Ｄ1200）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
ノボサプライズ（15牝栗 ＊ノボトゥルー）��３勝�１勝
ノボノンノン（17牝鹿 ワールドエース）��２勝��１勝
シルキー（18牡芦 ダノンシャーク）���１勝
レインボーサミット（19牝栗 ＊ラニ）�地方未出走

２代母 ガルデーニエ（98芦 タマモクロス）２勝
カミンスルーザライ（03牡 ＊アジュディケーティング）�３勝
ジェットコマチ（04牝 ＊ホワイトマズル）��８勝�入着
ユノエスクード（08牝 ＊トワイニング）�４勝，若駒賞３着
カシノレインボー（09牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�20 勝��４勝，新涼賞２着
カシノグリップ（10牡 ＊ブラックホーク）�３勝

３代母 ＊クラシーグリーン（86 USA栗 Vice Regent）USA出走
クラシーグロー（97牝 ＊キンググローリアス）不出走

オフィシャル（03牡 ＊ダンツシアトル）１勝，釧路湿原特別，�３勝，札幌ダー
ビー北斗盃３着

ケイティグリーン（00牝 ＊タイトスポット）�８勝�，サラブレッドヤングＣｈ，日
本海ダービー３着

ケイティクラシー（03牝 ＊キンググローリアス）�13 勝	５勝�入着，読売レディス
杯２着，サラブレッドヤングＣｈ２着，読売レディス杯３着，etc.

４代母 ターソスThasos（82 USA鹿 Vaguely Noble）不出走
［子］ センターフォ－ルドミス Centerfold Miss（87 牝 Explodent）USA７勝，

Great Plains S，Rose Rock S，Life's Magic H，etc.

５代母 カミシア Kamicia（74 FR黒鹿 Kashmir）FR・USA４勝，ヴェルメイユ賞
‐G1，クリテリヨムデプーリッシュ‐G1，ノネット賞‐G3，クリサンシマムＨ
‐G3 ２着，グロット賞‐G3 ２着，etc.
［孫］ テイプデック Tape Deck（93牝 Provideo）AUS３勝，WATC All Sta

rs Quality S‐L，WATC Lindsay Rosenthal S‐L

販売申込者・所有者： サンバマウンテンファーム＝日高町富川北 �01456-2-2040
生 産 牧 場： サンバマウンテンファーム
飼 養 者： サンバマウンテンファーム＝日高町富川北 �01456-2-2040

29 ノボレインボー２０２０ �・栗 ３／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンシャーク
＊ Caerleon

��
��
�カーラパワー鹿 2008 Jabali

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�ノボジャック ＊フライトオブエンジェルスノボレインボー タマモクロス

��
��
�ガルデーニエ芦 2006 ＊クラシーグリーン

9e
Vice Regent M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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

パークス（16牝青鹿 ベルシャザール）��出走�１勝�４勝���

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

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

ショットガンシティ Shotgun City（09� Mr. Greeley）USA５勝
マイサンシャインMy Sunshine（17� Giant's Causeway）�USA３勝

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

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

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

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

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

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

Turf S‐LR ３着

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

30 ハタノボニート２０２０ �・栗 ３／２０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスハタノヴァンクール ＊ブライアンズタイム

��
��
�ハタノプリエ栗 2009 ハヤベニコマチ

＊

ベルナルディーニ A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�Shine Again鹿USA 2010 Shiner

8g
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊ハヤブサエミネンス（07 USA鹿 Medaglia d'Oro）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（５）〕
ハヤブサマカオー（15牡栗 ＊シニスターミニスター）２勝，エニフＳ‐L（Ｄ1400）２

着，なでしこ賞（Ｄ1400），��１勝��１勝��入着２回��，兵庫ジュニア
ＧＰ‐Jpn2

プリモパンサー（16牝鹿 ゴールドアリュール）��２勝
ディーエスプルーフ（17牡鹿 ＊モンテロッソ）２勝，�	出走��出走
ミエノハヤブサ（18牡鹿 ベルシャザール）�入着，���１勝�
ジャスティンダイヤ（19牡鹿 ＊ドレフォン）�未出走

２代母 プリエミネンス（97鹿 ＊アフリート）６勝，エルムＳ‐Jpn3，etc.，��６勝

１勝���入着５回，彩の国浦和記念‐Jpn2，マーキュリーＣ‐Jpn3，マリ
ーンＣ‐Jpn3（２回），スパーキングＬＣ‐Jpn3，etc.

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

＊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）��４勝��２勝
入着�，南
部駒賞２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： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

31 ハヤブサエミネンス２０２０ �・栗 ４／ ７

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊

メダーリアドーロ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Medaglia d'Oro Cappucino Bayハヤブサエミネンス ＊アフリート

��
��
�プリエミネンス鹿USA 2007 アジテーション

＊ランザリスク 5d
Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ハイウェイトゥグローリー（03 IRE 黒鹿 Cape Cross）GB・FR・ITY２勝，O
ctober S‐L ２着，Valiant S‐L ２着，Sceptre S‐L ３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（４），地方－３（７）〕
ウォータープリプリ（10牝黒鹿 ハーツクライ）１勝，つわぶき賞（芝 1400）２着
アイスブレイク（11牝青鹿 マンハッタンカフェ）１勝，君子蘭賞（芝 1800）３着
メイショウメイザン（12牡鹿 キングカメハメハ）障害１勝
セルバンテスカズマ（13牡黒鹿 キングカメハメハ）１勝，���出走�３勝
カズレオポール（14牡鹿 ダイワメジャー）�２勝�入着
アイコニック（16牝鹿 オルフェーヴル）１勝，�２勝
ゴールドストリーム（19牡芦 ゴールドシップ）�未出走

２代母 アニータヴィアAnita Via（94 IRE 鹿 Anita's Prince）不出走
プライドオヴネイション Pride of Nation（02牡 Danehill Dancer）GB・FR・U

AE５勝，ソヴリンＳ‐G3，Hambleton S‐L ３着
トゥーインラヴToo In Love（05牝 Galileo）不出走

フリーフロムケア Freefromcare（12� Halling）FR・ITY４勝，P. Merano
‐L ３着

プレインエア Plein Air（13 牝 Manduro）ITY・USA８勝，Astra S.‐L，
P. Archidamia‐L，P. Paolo Mezzanotte‐L ２着

クローズユアアイズ Close Your Eyes（15牝 Mujahid）�ITY５勝，P. Terme di
Merano‐L，Criterium Femminile‐L，P. Paolo Mezzanotte‐L ２
着，P. Archidamia‐L ２着，P. Tadolina‐L ３着，etc.

セパン Sepang（07牝 Oratorio）ITY５勝
デザートヴァージョンDesert Version（08牝 Green Desert）ITY３勝，P. Enric

o Camici‐L ３着
ペティフォガー Pettifogger（15� Lope de Vega）�GB・ITY・QAT５勝，

P.d'Estate‐L ２着，伊２０００ギニー‐G3 ３着

３代母 セルドヴィア Seldovia（75 GB栗 Charlottown）FR１勝
ステメーニャ Stemegna（80牝 Dance in Time）ITY３勝，ドルメーロ賞‐G2，

P. Delleana，クリテリウムナツィオナーレ‐G3 ２着，etc.
ルトヴィスカ Lutoviska（85牝 Glenstal）ITY３勝，リディアテシオ賞‐G2 ４着，

P. Archidamia‐L ２着，レニャーノ賞‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲斉藤英牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5465
生 産 牧 場： ㈲斉藤英牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

32 ハイウェイトゥグローリー２０２０ 牡・青鹿 ４／２５

＊

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

＊

ケイプクロス Green Desert

�
�
�
�
�

��
��

�Cape Cross Park Appealハイウェイトゥグローリー アニータヴィア Anita's Prince

��
��
�Anita Via黒鹿IRE 2003 Seldovia

3h
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ハートフルビコー（01鹿 ＊ゼンノメイジン）出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－８（34）〕
カカボゴールド（05牝鹿 アグネスゴールド）��４勝
ハカタアレイオーン（07牝栗 スパイキュール）�１勝�９勝��入着
ジグパルティード（09牡鹿 ソングオブウインド）�２勝�
ユーカリノカゼ（11牝鹿 ブラックタイド）入着，�２勝
ハートフルモトヒメ（12牝鹿 フサイチリシャール）�４勝��１勝
サッキーヘラクレス（14牡栗 ＊ロージズインメイ）�５勝��，サラブレッド大賞

典（Ｄ2000）２着，北日本新聞杯（Ｄ1700）２着，石川ダービー（Ｄ2000）３着
スプリングマン（15牡黒鹿 ローズキングダム）１勝，���２勝�入着，クラウン

Ｃ（Ｄ1600），秋の鞍（Ｄ1800）２着
ホールドユアハンド（16牡鹿 エスポワールシチー）１勝，��４勝	，クラウンＣ
（Ｄ1600）

２代母 ＊ラブビート（86 USA鹿 Nijinsky）USA１勝
ロイヤルチーフ（95牡 ＊コマンダーインチーフ）
３勝
ジェケイラブ（98牡 ＊ミラーズメイト）��３勝

３代母 ベルマリ－Belle Marie（70 USA栗 Candy Spots）USA７勝，サンタスサ
ーナＳ‐G2，Santa Ana H，Palomar H，Santa Ysabel S，モリーピ
ッチャーＨ‐G2 ３着，etc.
ケイジャンプリンス Cajun Prince（77 牡 Ack Ack）USA７勝，米グッドウッドＨ

‐G3，エルドラドＨ‐G3 ２着，Citation H２着，etc.，種牡馬
レムヒゴ－ルド Lemhi Gold（78牡 Vaguely Noble）GB・FR・USA８勝，ジョ

ッキークラブゴールドＣ‐G1，サンフアンカピストラーノＨ‐G1，マールボロ
Ｃ‐G1，ソードダンサーＳ‐G2，etc.，種牡馬

ベルフォ－ブズBelle Forbes（83 牝 Bold Forbes）USA入着２回
フドゥードHudud（89牝 Vaguely Noble）GB出走
ウィディサニブ Huidiza Nib（96牝 Algenib）ARG５勝，ラプラタ１０００ギニ
ー‐G2，ラプラタクリアドレス賞‐G2，ラプラタオークス‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 斉藤 政志＝浦河町瑞穂 �0146-25-2290
生 産 牧 場： 斉藤 政志
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

33 ハートフルビコー２０２０ �・鹿 ３／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤ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

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノメイジン Northernetteハートフルビコー
＊ Nijinsky

��
��
�ラブビート鹿 2001 Belle Marie

14b
Northern Dancer M4×M4×S5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ハートマイハート（09鹿 キングカメハメハ）�３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
キャプテンムーン（14牡黒鹿 オリオンザサンクス）��２勝�入着２回
ヒカルノマッキー（17牝鹿 ＊カジノドライヴ）��４勝
シンゼンシャイン（18牡鹿 ミッキーアイル）�出走
シェナハート（19牝黒鹿 ＊エスケンデレヤ）���出走

２代母 レモンキャンディー（98鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
ネヴァデザート（05牡 ＊ティンバーカントリー）�15 勝��４勝�１勝，北國王冠３

着，百万石賞３着
トモロポケット（06牡 ジャングルポケット）４勝，ＨＴＢ賞，臥牛山特別，尼崎Ｓ

２着，大文字Ｓ２着，垂水Ｓ２着，etc.
トモロレジェンド（10牡 ＊シンボリクリスエス）�２勝
アスクヴェリウェル（15牡 ＊ハードスパン）入着，���２勝

３代母 ＊ヤングマザー（86 FR鹿 Youth）FR５勝，ヴェルメイユ賞‐G1，マルレ賞
‐G2，P. de la Porte de Passy‐L，凱旋門賞‐G1 ４着，アルクール賞‐G2 ３着，etc.

４代母 サンタティナ Santa Tina（67 IRE 鹿 Santa Claus）FR・IRE・USA７勝，
愛オークス，ロワイヨモン賞，ポモーヌ賞
［孫］ イクワライズ Equalize（82 牡 Northern Jove）USA13 勝，ユナイテドネ

イションズＨ‐G1，カナディアンターフＨ‐G2（２回），レッドスミス
Ｈ‐G2，etc.，種牡馬

モードリンMaudlin（78 牡 Foolish Pleasure）USA11 勝，フォアゴーＨ
‐G3，ボールドルーラーＳ‐G3，Sport Page H‐L，etc.，種牡馬

スイートペアアダイス Sweet Pair a Dice（89 牝 Wolf Power）USA４
勝，Fairfield S，Fair Director's H２着，Camellia S‐R
２着

［曾孫］ シークレットプロスペクト Secret Prospect（93 牝 Allen's Prospect）U
SA13 勝，Primonetta S‐L，Francis Scott Key S‐L，Virgini
a Gentleman H‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈱シエラ＝東京都新宿区 �03-6908-6844
生 産 牧 場： ㈲川上牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

34 ハートマイハート２０２０ 牡・鹿 ２／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハートマイハート ＊サンデーサイレンス

��
��
�レモンキャンディー鹿 2009 ＊ヤングマザー

5e
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 バーラプレッタ（04黒鹿 Grand Slam）�２勝��５勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
ダイメイショウブ（11牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）��１勝
ジョイコレール（13牡鹿 カネヒキリ）��３勝
バモス（15牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�２勝�２勝�
エガオガキュート（18牝黒鹿 トゥザワールド）�入着

２代母 ＊クインオブオールディー（98 USA黒鹿 Kris S.）USA１勝
バクシンミノル（05牡 サクラバクシンオー）１勝，礼文特別２着
シルクオールディー（07牡 マンハッタンカフェ）３勝，阿寒湖特別，かきつばた賞２着
レディオブトゥデイ（08牝 タニノギムレット）�２勝�２勝�
ブラックトップ（09牝 ＊ケイムホーム）��１勝
ヒミノコンドル（10牡 ゴールドアリュール）�15 勝��１勝�入着２回，岩鷲賞２着
マユラウインド（11牝 ＊バゴ）入着，��２勝	４勝
ジャコバイティズム（12牡 ハーツクライ）１勝
パミーナコラッジョ（13牝 ダイワメジャー）１勝
ヒロノライデン（15牡 カネヒキリ）１勝，��入着

３代母 スカウティング Scouting（91 USA鹿 Woodman）不出走

４代母 キャストザダイ Cast the Die（73 USA鹿 Olden Times）USA14 勝，Thr
ee Pigeons H，Regret H，Liberation H，First Lady H，Cicada S
，etc.
［子］ デヴィルズオーキッドDevil's Orchid（87 牝 Devil's Bag）USA10 勝，サン

タモニカＨ‐G1，ディスタフＨ‐G2，ベッドオーロージズＨ‐G2，etc.
ダブルシクセズDouble Sixes（90 牝 GoneWest）USA８勝，ピムリコ
ディスタフＨ‐G3，カラセルＳ‐G3 ２着，Davona Dale H‐L ３
着，etc.

［孫］ ユニフィケイションUnification（03牡 Dixie Union）USA・CAN・UA
E２勝，グレイＳ‐G3，種牡馬

ミスティシクセズMisty Sixes（98 牝 Summer Squall）USA９勝，O
beah H‐L，Summer King S，Lighthouse S，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

35 バーラプレッタ２０２０ 牡・黒鹿 ２／ ７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

グランドスラム GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Grand Slam Bright Candlesバーラプレッタ
＊ Kris S.

��
��
�クインオブオールディー黒鹿 2004 Scouting

17b
Mr. Prospector S4×M4×M5 Nureyev S4×S5 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 バクシンヒロイン（04栗 サクラバクシンオー）１勝，紅梅Ｓ‐OP（芝 1400）２着，
すずらん賞‐OP（芝 1200）２着，小樽特別（芝 1500）２着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－５（18）〕
コパノハリー（11牡栗 ＊ヨハネスブルグ）１勝
マッシヴランナー（12牡黒鹿 ハーツクライ）４勝，障害１勝
エスプリベルテ（13牡栗 アドマイヤムーン）�６勝��２勝
バクシンスカイ（14牝栗 ディープスカイ）�２勝�入着
コウエイゴールド（15�栗 ゴールドアリュール）�１勝
コウエイスパークル（16�栗 ゴールドアリュール）��５勝
ナガタゴールド（17牡栗 ゴールドアリュール）�	出走��２勝
センスオブユニティ（18牝栗 ドゥラメンテ）��出走�出走
トーケンヒロイン（19牝栗 ドゥラメンテ）��出走

２代母 カズサヒロイン（95栗 ＊ゴールデンフェザント）５勝，中京スポーツ杯，御在
所特別，アジアＪＳ（１），豊明特別２着，三河特別２着，etc.
グリーンスターズ（06牡 ＊シルバーチャーム）��６勝
ブルーメリディアン（09牝 フジキセキ）２勝
マイネルテゾーロ（10牡 ゴールドアリュール）
５勝��４勝�入着９回
エステーイプシロン（11牡 キングカメハメハ）�２勝�
カミングクィーン（13牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝	入着４回�
アイヅヒリュウ（14牡 ＊パイロ）１勝

３代母 タケノアロー（84栗 アローエクスプレス）入着
ハイシーズン（89� ＊リフアーズスペシヤル）２勝，すずかけＳ‐OP ２着，高塔山

特別２着，竜飛崎特別２着，etc.，障害１勝
ベストホープ（90牡 ＊ノーパスノーセール）２勝，瓢湖特別，野分特別３着
ミナミノフェザント（94牡 ＊ゴールデンフェザント）２勝，京都４歳特別‐Jpn3 ３

着，道新スポーツ賞２着，阿寒湖特別２着，etc.
ムッシュアロー（97牡 ＊カーネギー）２勝，グラジオラス賞，若潮賞３着
カズサヴァンベール（00牝 ＊チーフベアハート）２勝，初茜賞３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

36 バクシンヒロイン２０２０ �・鹿 ４／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモバクシンヒロイン ＊ゴールデンフェザント

��
��
�カズサヒロイン栗 2004 タケノアロー

＊フロリースカツプ 3l
Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 ハタノフォルトゥナ（14鹿 ＊グラスワンダー）�４勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ヤマイチリッキー（19牝鹿 コパノリッキー）��入着

２代母 アイルゴーバック（09黒鹿 アッミラーレ）�２勝��入着
ティーズブラッド（13� ＊タイキシャトル）�１勝��３勝
フロイデ（15� カネヒキリ）�入着４回，��３勝
アイアス（16� カネヒキリ）��１勝�１勝��１勝
カイザークリスエス（17牡 ＊シンボリクリスエス）���１勝�２勝
ノーヴイー（18牡 ハタノヴァンクール）��３勝

３代母 ブッチ（00黒鹿 ヤシマソブリン）出走
サンマルクリス（06牝 ＊クリストワイニング）�２勝
パワークラウン（07牡 スターリングローズ）�２勝�１勝
マヤリッシュ（08牝 ＊イーグルカフェ）１勝

クラールハーモニー（14牡 フリオーソ）���４勝�１勝�入着，北國王冠２着
ワークアンドリッチ（16牡 ＊パイロ）入着，���出走�６勝
ガイストフォル（17牡 キングヘイロー）���４勝
ピエールジャガー（18牡 ＊モンテロッソ）��１勝�

リュウトステラ（10牡 ＊ルールオブロー）��３勝
サーベイヤー（14牡 フリオーソ）��２勝�１勝

４代母 シンディーメモリー（87鹿 トウシヨウルチエー）不出走
［子］ キングメモリー（03牡 ＊テンビー）�１勝

スーパーアクセス（97牝 ＊ヒシマサル）��１勝
イクゼーゲンサン（95牡 ＊ビシヨツプボブ）��１勝

５代母 ヒカリパンパード（80鹿 ＊パーソロン）不出走
［子］ アイドルキング（88牡 ＊ダンサーズイメージ）２勝

ヒカリソーブオー（85牡 ＊ソーブレスド）	
５勝
リズムレット（90牡 ＊ミルジヨージ）��３勝�

［孫］ ジーナ（97牝 ＊モガンボ）入着２回，�１勝�５勝	
５勝��，端午賞３着
クニノカネオー（88牡 ＊カジユン）１勝

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

37 ハタノフォルトゥナ２０２０ �・鹿 ３／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアグレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraハタノフォルトゥナ アッミラーレ

��
��
�アイルゴーバック鹿 2014 ブッチ

＊パンパードメリー 13e
サンデーサイレンス S3×M4 Danzig S4×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



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

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

ミライヘノノゾミ（17牝芦 ジャスタウェイ）��４勝

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

メイＳ‐OP，常総Ｓ，逢坂山特別，etc.

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

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

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

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

ポベーダテソーロ（16牡 ブラックタイド）入着５回，駒ケ岳特別３着

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

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

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

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

５代母 ゲイリーGaily（71 USA鹿 Sir Gaylord）GB・FR・IRE２勝，愛１０００ギニー
‐G1，愛オークス‐G1 ２着，ヴェルメイユ賞‐G1 ３着，Green Shield S３着

販売申込者・所有者： ㈱諏訪牧場＝青森県上北郡七戸町 �0176-62-2043
生 産 牧 場： ㈱諏訪牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

38 タムロブライト２０２０ 牡・芦 ３／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

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

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

＊ Silver Buck

�
�
�
�
�

��
��

�シルバーチャーム Bonnie's Pokerタムロブライト ＊セクレト

��
��
�タムロチェリー芦 2006 ミスグローリー

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

価格： 購買者：



母 ピッチシフター（10鹿 スズカマンボ）�２勝�８勝�１勝�１勝�入着���，サマ
ーＣｈ‐Jpn3 ２着，エーデルワイス賞‐Jpn3 ２着，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ５
着，秋桜賞（Ｄ1400）（２回），名港盃（Ｄ1900），etc.，ＮＡＲ優３牝，ＮＡＲ優古牝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
オクターバー（17牝栗 ＊ヘニーヒューズ）	�入着３回�入着５回
ミラバーグマン（18牝栗 ＊サウスヴィグラス）	��１勝�入着，若草賞（Ｄ1400）２着
アーリーレッグ（19牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）	１勝

２代母 ＊サンディシフター（99 USA栗 Crafty Prospector）USA１勝
メイキングザヘヴン（04牝 Buddha）出走

ヘヴンズパワー（09牡 ＊サウスヴィグラス）入着，�２勝�入着��，南部駒賞２着
ルックスグー（12牝 メイショウサムソン）�１勝�２勝��５勝�，新緑賞２

着，駿蹄賞３着，スプリングＣ３着
フィールドダンス（06牡 ダンスインザダーク）入着，�８勝
ブユウデン（07
 ダンスインザダーク）�２勝�15 勝
アントウェルペン（08牡 ゼンノロブロイ）３勝，市原特別２着
エネルジコ（09牡 スズカマンボ）�３勝
サッキーシフター（11牝 ＊サウスヴィグラス）��１勝
ホープフルシフター（13牝 ＊プリサイスエンド）��２勝
メモリーダンス（14牡 カネヒキリ）�４勝，知床賞２着，南部駒賞３着
カシマジョセツ（16牝 ＊シニスターミニスター）��１勝
サンヨースマイル（19牝 ＊アジアエクスプレス）	�１勝

３代母 タイド Tide（82 USA鹿 Coastal）USA８勝，Budweiser Breeders' Cup H
，Bowl of Flowers S，アーリントンメイトロンＨ‐G2 ３着，バドワイザー
Ｈ‐G3 ２着，Fleur de Lis H‐L ２着，etc.
テテュス Tethys（91 牝 Topsider）GB４勝，英ジョッキークラブＣ‐G3 ３着

ソイビーナー Soybeaner（97
 Devil's Bag）USA７勝，Saguaro S３着
ゴールデンティケットGolden Ticket（98
 Deposit Ticket）USA６勝，Gree

nwood Cup H‐L，ハリウッドフュチュリティ‐G1 ３着

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

39 ピッチシフター２０２０ �・栗 ３／３０

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボピッチシフター
＊ Crafty Prospector

��
��
�サンディシフター鹿 2010 Tide

5i
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4×M5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 ピッチニーニ（09鹿 ＊ホワイトマズル）�１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
スターリーウォリア（15牡鹿 アッミラーレ）１勝，沈丁花賞（Ｄ1400）２着，�２勝
ナンヨーアイリス（19牝栗 ドゥラメンテ）�未出走

２代母 フランチェスカ（00鹿 ＊ブラックタイアフェアー）入着
ボニータシチー（06牝 アッミラーレ）入着，�17 勝��１勝�入着，新春盃３着
カルロスバローズ（07牡 ＊ホワイトマズル）１勝
ハピシン（08牝 ＊ルールオブロー）２勝，鞍手特別，かささぎ賞３着，白菊賞３着，

りんどう賞３着
クリノリーチソク（12牝 ＊パイロ）��８勝�
スズカフリオーソ（14牡 フリオーソ）４勝，西日本スポーツ杯，指宿特別，梅田Ｓ

２着，摩耶Ｓ２着
イルルーメ（15牡 エイシンフラッシュ）１勝，��１勝
ムーンライトリバー（17牝 アドマイヤムーン）�	２勝

３代母 ローマステーション（87黒鹿 Law Society）１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，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，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，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

タツミリュウ（08牡 ＊チーフベアハート）４勝，魚野川特別，きんもくせい特別，
武庫川Ｓ２着，etc.，�12 勝��

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

ピンゾロ（10牡 アドマイヤムーン）２勝，萌黄賞，かささぎ賞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，etc.

販売申込者・所有者： 小林 和幸＝釧路市音別町海光 �090-8897-0677
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

40 ピッチニーニ２０２０ �・芦 ４／２３

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your Heelsラニ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeピッチニーニ ＊ブラックタイアフェアー

��
��
�フランチェスカ鹿 2009 ローマステーション

＊アルパインスウイフト 2d
Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ピンクノミーナ（14栗 ダイワメジャー）�２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ペイパーチェイン（08 GB栗 Dubawi）FR２勝
ボスキャラ（13牡 Cape Cross）１勝，�３勝，大高坂賞２着
カゼノタニノアヤカ（17牝 ロードカナロア）�１勝，筑紫特別３着
エッセンス（18牝 オルフェーヴル）��２勝

３代母 パパビーレ Papabile（97 USA黒鹿 Chief's Crown）GB・IRE３勝，Vali
ant S‐L，Fern Hill S‐L
ネオングリッターNeon Glitter（12 牡 Kyllachy）ITY４勝，Criterium dell'Imm

acolata‐L ３着
パコズエインジェル Paco's Angel（14 牝 Paco Boy）GB２勝，Maggie Dickson

S‐L ３着，Sandringham H‐L ３着

４代母 ラパパジェナ La Papagena（83 GB黒鹿 Habitat）不出走
［子］ グランドロッジGrand Lodge（91牡 Chief's Crown）GB・IRE・USA

４勝，セントジェイムズパレスＳ‐G1，デューハーストＳ‐G1，So
merville Tattersall S‐L，etc.，種牡馬

ラペルシアーナ La Persiana（01牝 Daylami）GB・IRE・ITY５勝，Vir
ginia S‐L，Upavon S‐L，パオロメザノッテ賞‐G3 ２着，etc.

［孫］ シャハーフ Shahah（12牝 Motivator）GB・FR１勝，オマール賞‐G3
ダウイジャーDowager（01 牝 ＊グルームダンサー）GB・IRE３勝，Bo
sra Sham Fillies' S‐L，Dick Poole Fillies' S‐L ２着，Hackwo
od S‐L ３着

クシュチQushchi（08 牝 Encosta De Lago）GB・USA４勝，Waya
S‐L，Keertana S２着，ビウィッチＳ‐G3 ３着

［曾孫］ コート Court（05 牝 Anabaa）AUS５勝，ＡＴＣサファイアＳ‐G2，Ｂ
ＲＣシャンペインクラシック‐G2，ＢＲＣクラシック‐G3，etc.

ミセズシッピーMrs. Sippy（15牝 Blame）�GB・FR・USA３勝，グレ
ンズフォールズＳ‐G2，P. des Tourelles‐L，フラワーボールＳ
‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337
生 産 牧 場： ㈲静内白井牧場
飼 養 者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337

41 ピンクノミーナ２０２０ 牡・鹿 ３／３０

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケピンクノミーナ
＊ Dubawi

��
��
�ペイパーチェイン栗 2014 Papabile

14b
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 ハリケーンタマ（08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－５（17）〕
アオアラシ（14牝黒鹿 ＊アルデバランⅡ）１勝，��出走��１勝
シーカー（15牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��２勝�１勝�４勝
アオカチ（16牝鹿 トーセンジョーダン）��入着３回�３勝��２勝
エスカレーション（17牝鹿 メイショウボーラー）���３勝
ガンブーツダンス（18牡栗 エスポワールシチー）���１勝

２代母 エアジンクス（01栗 スペシャルウィーク）出走
バジリス（06牝 ＊トワイニング）��１勝�14 勝
サンポウ（07牝 ＊フレンチデピュティ）��３勝�２勝
ベアフルート（09牝 サクラバクシンオー）１勝

クレイジーアクセル（15牝 ＊ロージズインメイ）��５勝�１勝	１勝�，クイ
ーン賞‐Jpn3，関東オークス‐Jpn2 ３着，東京湾Ｃ，ロジータ記念２着，
戸塚記念３着，etc.，ＮＡＲ優古牝

デルマボウズダヌキ（10牝 ＊トワイニング）�３勝��

３代母 エアラグドール（96栗 Storm Cat）不出走
ラムタムタガー（06牡 ダンスインザダーク）２勝，五泉特別３着，�１勝��
エクストラセック（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，柏崎特別，白鳥大橋特別２着，三

国特別２着
マキャヴィティ（11牡 デュランダル）５勝，ジャニュアリーＳ‐OP，etc.，�入着

��	，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ２着，全日本２歳優駿‐Jpn1 ４着

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

‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，優古牝
＊アイルドフランス（95牝 Nureyev）FR・USA６勝，ヒルズバーロウＨ

‐G3，ミネルヴ賞‐G3，Criterium de l'Ouest‐L，etc.
［孫］ ＊ライラックスアンドレース（08牝 Flower Alley）USA３勝，アシュラン

ドＳ‐G1，California Oaks‐L，Corte Madera S‐L ２着
バーナードループ（17牡 ロードカナロア）�２勝，�１勝��，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2

販売申込者・所有者： ㈲小島牧場＝浦河町東栄 �090-8707-3187
生 産 牧 場： ㈲小島牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

42 ハリケーンタマ２０２０ 牡・黒鹿 ２／２４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスベルシャザール ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカキャンディ青鹿 2008 ＊ジーナロマンティカ

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューハリケーンタマ スペシャルウィーク

��
��
�エアジンクス鹿 2008 エアラグドール

＊ステラマドリッド 6a
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 トーコーメロディ（11栗 ヤマニンセラフィム）�９勝
初仔

２代母 サウンドアメニティ（98栗 ＊キンググローリアス）入着２回
セフティオリビエト（09牡 デュランダル）２勝，�１勝�
トミケンキルカス（12牡 ＊タイキシャトル）５勝，フリーウェイＳ，晩春Ｓ３着，�

��入着２回
ガッテンパートナー（14牡 デュランダル）１勝
グランプリワン（16牡 グランプリボス）２勝，��２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，サラブレッドクラブオヴアメリカＳ

‐G3，シャーリージョーンズＨ‐G3，Ellis Park H‐L，etc.
プリンツオスカー Prinz Oskar（96 牡 Dayjur）FR・SIN・MAL５勝，P. Ha

mpton‐L ３着
キューガーデンKew Garden（97牝 Seattle Slew）USA１勝
クイーンズプラザQueens Plaza（02牝 Forestry）USA２勝，Sorority
S‐L

コントライヴContrive（98 牝 Storm Cat）不出走
フォークロア Folklore（03 牝 Tiznow）USA４勝，メイトロンＳ‐G1，Ｂ
Ｃジュヴェナイルフィリーズ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，etc.

ディヴァイデドアテンションDivided Attention（11牝 A.P. Indy）USA
３勝，Ladies H‐L，テンプテドＳ‐G3 ２着，Affectionately S
‐L ３着

ネヴァーアノーヒッターNever a No Hitter（01 牝 Kris S.）不出走
ティザヒット Tizahit（07 牝 Tiznow）USA・CAN２勝，デムワゼルＳ
‐G2，Blue Hen S‐L ２着

ストーミーアンティクス Stormy Antics（08 牝 Stormy Atlantic）CAN１勝
スチューデントボディ Student Body（14牝 Colonel John）USA５勝，
Mardi Gras S

販売申込者・所有者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338
生 産 牧 場： ゼットステーブル
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

43 トーコーメロディ２０２０ �・栗 ４／ １
＊ Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アフリート

�
�
�
�
�
�
�
�
� Polite Ladyバンブーエール

＊ Rainbow Quest

��
��
�レインボーウッド栗 2003 Priceless Fame

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ヤマニンセラフィム ＊ヤマニンパラダイストーコーメロディ ＊キンググローリアス

��
��
�サウンドアメニティ栗 2011 ＊バジー

1s
Mr. Prospector S3×M5 Herbager S5×M5

価格： 購買者：



母 トキノナイス（07栗 チアズブライトリー）�５勝�入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ラルウア（15牡栗 ＊ノボジャック）��４勝

２代母 ミドリノマキバヒメ（94鹿 ＊タイトスポット）�４勝
シベチャリレンジャ（04牡 ＊ディアブロ）�２勝��７勝

３代母 オーロラシロー（82栗 シンザン）１勝
ブランドミッシェル（89牝 ＊ニシノエトランゼ）５勝，新潟記念‐Jpn3 ３着，天の

川Ｓ，秋興特別，etc.
ニシノチャーミー（04牝 サクラバクシンオー）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3

オーロラテルコ（98牝 ミスターシービー）不出走
グランデゴール（01牡 シンボリルドルフ）１勝，津田沼特別３着（２回），白山

特別３着

４代母 ヤノセイラン（74栗 タニノムーテイエ）入着２回
［子］ フウリンランバー（78牡 ＊バーバー）２勝，相模湖特別

ソアラシロー（83牡 ダイコーター）２勝，ほおずき賞
［孫］ トールアンワイド（89牡 ギヤロツプダイナ）５勝，矢作川特別，立夏Ｓ２

着，心斎橋Ｓ２着，etc.
［曾孫］ トウジントルネード（94牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，神戸新聞杯

‐Jpn2 ３着，胡蝶蘭賞，玄海特別２着，etc.，�入着３回

５代母 レデイロツク（65栃栗 ＊チヤイナロツク）３勝
［子］ ヤノライデン（72牡 ＊タマナー）３勝，マーガレット賞，��４勝

ヤノズイホウ（77牡 アローエクスプレス）����６勝，高崎大賞典２着
ヤノガイセイ（73牡 ＊ダイハード）４勝，���１勝，みちのく特別３着，
宇都宮記念３着

［曾孫］ テイエムリキサン（00牡 ＊タイキシャトル）２勝，朝日杯フューチュリティ
Ｓ‐Jpn1 ３着，京成杯‐Jpn3 ２着，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.

テイエムジェネラス（99牡 ＊ジェネラス）５勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ３
着，松前特別，鳴滝特別，etc.，障害１勝

販売申込者・所有者： 白瀬 盛雄＝日高町緑町 �090-6999-0079
生 産 牧 場： 西野 春樹
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

44 トキノナイス２０２０ 牡・青鹿 ３／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�チアズブライトリー チアズダンサートキノナイス ＊タイトスポット

��
��
�ミドリノマキバヒメ栗 2007 オーロラシロー

＊レデイアリス 3f
サンデーサイレンス S3×M3 His Majesty M4×S5 ノーザンテースト S5×M5

価格： 購買者：



母 パリーナチャン（09鹿 メイショウオウドウ）１勝，�７勝��１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
スイスライツ（17牡鹿 ＊ロードアルティマ）入着２回，���１勝
ボイラーハウス（18牡鹿 ＊アジアエクスプレス）�１勝

２代母 ＊アングウィッシュ（89 IRE 鹿 El Gran Senor）GB１勝
メイショウバンバン（97牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，野麦峠特別
トウカイミラー（98牝 トウカイテイオー）��４勝

トウカイカントリー（04� ＊ティンバーカントリー）２勝
メイショウロッキー（02牡 ＊ヘクタープロテクター）�５勝
メイショウヒヨドリ（08牝 メイショウオウドウ）	４勝�入着


３代母 ネイヴァルライトNaval Light（82 USA黒鹿 Majestic Light）USA１勝

４代母 ナヴサップNavsup（66 USA鹿 Tatan）USA入着５回
［子］ ＊ポリッシュネイビー（84牡 Danzig）USA７勝，米シャンペインＳ‐G1，

ウッドワードＳ‐G1，カウディンＳ‐G1，etc.，種牡馬
ジャッジアドヴォケイト Judge Advocate（75 牡 Reviewer）USA４勝，
ディスカヴァリーＨ‐G3 ３着，種牡馬

［孫］ チャーツ Charts（87� Mari's Book）USA12 勝，Golden Gate Fields B
reeders' Cup H‐L，SanMatean H，C.H.B.P.A. Dinner H‐R，etc.

プリティタヤス（03牝 マーベラスサンデー）３勝，鳥羽特別２着
［曾孫］ ラニカイサンデー（14牡 ジャングルポケット）２勝，喜多方特別

オートアルカディア（01牝 バブルガムフェロー）��４勝�８勝��１勝
�，園田フレンドリーＣ２着

ワイレアワヒネ（11牝 ＊タイキシャトル）１勝，巌流島特別３着
アラモアナワヒネ（13牝 ＊グラスワンダー）１勝，くるみ賞３着

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

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

45 パリーナチャン２０２０ 牡・鹿 ５／１５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウオウドウ ＊アルタデナパリーナチャン
＊ El Gran Senor

��
��
�アングウィッシュ鹿 2009 Naval Light

1s
Northern Dancer M4×M5 Majestic Light M4×M5

価格： 購買者：



母 ハイノリッジ（11鹿 マンハッタンカフェ）��２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－１（11）〕
タイガーアチーヴ（16牡鹿 ＊クロフネ）１勝，��10 勝��１勝
ペイシャノリッジ（17牝鹿 ＊クロフネ）�２勝，白馬岳特別（Ｄ1800）３着，平尾台

特別（Ｄ1700）３着
セイウンノウヒメ（18牝青 トゥザグローリー）�１勝

２代母 ゴールドグレース（02鹿 ＊エリシオ）��５勝��	入着３回，北関東弥生賞３着
ヒルノマドリード（09牡 マンハッタンカフェ）４勝，摩耶Ｓ，駒場特別，木古内特

別，障害２勝，�２勝
トシファイブスター（10牡 フジキセキ）１勝，�４勝
ナリタアマリリス（14牝 ハーツクライ）
３勝
ムサシイーグル（15牡 ロードカナロア）���２勝
ナリタムソウ（16牡 ルーラーシップ）�入着，
３勝
セイウンゴールド（18牡 エピファネイア）�１勝

３代母 グレースウーマン（85鹿 マルゼンスキー）入着３回
ベストウーマン（90牝 ＊リアルシヤダイ）１勝

ステップシチー（04牡 ステイゴールド）４勝，松前特別，湯川特別，春日山特
別，etc.

ノーザンキャップ（92牡 オグリキャップ）３勝，利尻特別２着，アジアＪＳ（１）２
着，種牡馬

ホッコーソレイユ（94牝 バンブーアトラス）出走
ホッコータキオン（06牡 アグネスタキオン）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２

着，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ４着，野路菊Ｓ‐OP，etc.
ファイナルフォース（96牡 ＊ダミスター）１勝，知床特別３着
テイエムファンキー（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）６勝，ながつきＳ，大津特別２着

４代母 ランズプロント（74鹿 ＊プロント）出走
［孫］ オースミハルカ（00牝 フサイチコンコルド）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，ク

イーンＳ‐Jpn3（２回），チューリップ賞‐Jpn3，etc.
オースミグラスワン（02牡 ＊グラスワンダー）７勝，新潟大賞典‐Jpn3
（２回），大阪城Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

46 ハイノリッジ２０２０ �・黒鹿 ４／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジハイノリッジ ＊エリシオ

��
��
�ゴールドグレース鹿 2011 グレースウーマン

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ハタノリュウール（14栗 ディープブリランテ）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ラッキーフレイム（18牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��入着��

２代母 ハタノギャラン（05栗 ＊アフリート）入着３回，��１勝，東京プリンセス賞２着
ガスター（11牝 ＊ファスリエフ）入着，��４勝
セントヘレンズ（12牡 キングヘイロー）�１勝��入着２回

３代母 ハタノプリエ（97栗 ＊ブライアンズタイム）２勝
スギノブレイド（06� ＊アフリート）４勝，三条特別，市原特別２着，千歳特別２着，etc.
ハタノゼフィロス（08牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，�４勝��入着，コスモバル

ク記念３着
ハタノヴァンクール（09牡 キングカメハメハ）４勝，��２勝�１勝�入着，川崎記

念‐Jpn1，ジャパンＤダービー‐Jpn1，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，etc.，種牡馬
アンジュドボヌール（11牝 ＊タイキシャトル）１勝，西尾特別，�３勝

４代母 ハヤベニコマチ（92栗 ＊サンデーサイレンス）�２勝
［子］ ジャガーメイル（04牡 ジャングルポケット）６勝，天皇賞（春）‐G1，ジャ

パンＣ‐G1 ３着，etc.，HKG入着２回，香港ヴァーズ‐G1 ２着，etc.
アースクリスハーン（03牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，豊明特別，磐
梯山特別２着，中京スポーツ杯２着，etc.

アースマリン（05牝 ＊マリエンバード）３勝，開聞岳特別，由布院特別３
着，初茜賞３着

５代母 ターンツーダイナ（78鹿 ＊ノーザンテースト）入着２回
［子］ ツーワエース（86牡 ＊ルセリ）４勝，師走Ｓ，清澄特別，初富士Ｓ２着，

��４勝�入着５回
チェリーラブ（94牝 サクラユタカオー）２勝，豊橋特別，ローズマリー賞
３着，こでまり賞３着

ドンミロード（89牡 ＊アレミロード）１勝，長岡特別
［孫］ マイネルレーニア（04牡 ＊グラスワンダー）６勝，スワンＳ‐G2，京王杯

２歳Ｓ‐Jpn2，ポートアイランドＳ‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

47 ハタノリュウール２０２０ �・芦 ２／ ５
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�ディープブリランテ ＊ラヴアンドバブルズハタノリュウール ＊アフリート

��
��
�ハタノギャラン栗 2014 ハタノプリエ

＊ナイスランデイング 1w
サンデーサイレンス S3×M4×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ハッピートーク（06黒鹿 ＊アグネスデジタル）�11 勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（14）〕
ダズンフラワー（14牝栗 ＊バトルプラン）��10 勝，ジュニアＧＰ（芝 1600），オパ

ールＣ（芝 1700）２着，若鮎賞（芝 1600）３着
トップフィリア（15牡黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着２回，�２勝
サンエイフラワー（16牝栗 ＊ロージズインメイ）��２勝，オパールＣ（芝 1700）２

着，若鮎賞（芝 1600）２着
サンライズシトラス（18牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝
マイバンビーナ（19牝黒鹿 ＊アイルハヴアナザー）��入着

２代母 モニュメントバレー（96黒鹿 Deputy Minister）出走
サンキングロウ（02� ＊アフリート）１勝，�２勝�５勝�
テンザンモビール（03牡 ＊フォーティナイナー）３勝，富嶽賞，寒梅賞３着，�１勝	


３代母 ＊カウンティングレインボーズ（85 USA黒鹿 Halo）不出走
リターンオヴマム Return of Mom（91牝 Deputy Minister）USA５勝，Coral

Gables H‐L ２着，Capades Breeders' Cup H２着
アリトルポークA Little Poke（03牝 Pleasant Tap）USA出走
トリプルナイン Triple Nine（12牡 Ecton Park）UAE・KOR15勝，Ko
rea President's Cup‐LR（２回），Korea Grand Prix‐L，Korea O
wner's Cup‐LR，etc.，種牡馬

レモンドロップマム Lemon Drop Mom（04牝 Lemon Drop Kid）USA６勝，
Go for Wand S‐L，Winter Melody S，Ghost & Goblins S，etc.

マジェスティックイクスプレスMajestic Express（08� Express Tour）USA
10 勝，Montbrook S‐R ３着

サラガロ Saraguaro（12牡 Express Tour）USA３勝，Foolish Pleasure S
‐R，Millions Classic Preview S‐R，Millions Classic Preview S‐R
３着

４代母 シュヴィー Shuvee（66 USA栗 Nashua）USA16 勝，ジョッキークラブゴール
ドＣ（２回），エイコーンＳ，マザーグースＳ，ＣＣＡオークス，ベルダムＳ，etc.
［子］ トムスイフト Tom Swift（73 牡 Tom Rolfe）USA３勝，セネカＨ‐G3，

種牡馬

販売申込者・所有者： 坂元 芳春＝新冠町大富 �0146-47-2291
生 産 牧 場： 坂元 芳春
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

48 ハッピートーク２０２０ �・黒鹿 ３／２６
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawハッピートーク Deputy Minister

��
��
�モニュメントバレー黒鹿 2006 ＊カウンティングレインボーズ

9f
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 パルティール（11栗 スペシャルウィーク）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
フレンドパル（18牝鹿 ロードカナロア）�１勝

２代母 ＊ピューリティー（03 GER栗 ＊パントレセレブル）GER・ITY１勝，P. Baggi
o‐L ２着
ピュアブリーゼ（08牝 Monsun）１勝，オークス‐G1 ２着，フローラＳ‐G2 ３着，

福島牝馬Ｓ‐G3 ３着，アイルランドＴ‐L ３着
ルヴァン（17牡 ブラックタイド）�２勝，波佐見特別，三春駒特別２着

プリュム（09牝 ダイワメジャー）３勝，矢作川特別３着
ピュールボーテ（12牝 ネオユニヴァース）�２勝
パルクフェルメ（13牡 ゼンノロブロイ）入着，��４勝�５勝
パルフェクォーツ（14牡 ダイワメジャー）入着８回，脊振山特別２着，筑後川特別

３着，�３勝
パシフィスタ（16� マンハッタンカフェ）１勝
ラインハイト（17牡 ハーツクライ）�３勝，芦ノ湖特別，刈谷特別３着

３代母 パリアナPariana（93 USA鹿 Bering）GER入着２回
パッパス Pappus（97� Acatenango）GB・FR・GER・ITY・SWE・SPA・AUT

８勝，Neusser Sandbahn Grand Prix‐L，G.P. de la Riviera Cote d'Azur
‐L，Baden Baden C‐L，etc.

パームリッジ Palmridge（00� Law Society）FR・GER１勝，ウニオンレネン
‐G2 ３着，GB・FR障害１勝

プルス Purus（02� Night Shift）GB・FR・GER６勝，Herzog von Ratibor‐Re
nnen‐L ３着

＊パダナ（07牝 Lando）FR・GER・ITY１勝，P. Coolmore‐L ２着，P. Albert
o Zanoletti di Rozzano‐L ３着

４代母 パージュブルー Page Bleue（87 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR・USA１勝，
P. Amandine‐L ２着
［子］ ペイジズキング Page's King（95牡 Konigsstuhl）FR・GER５勝，デュ

ッセルドルフ大賞‐G3，ウニオンレネン‐G2 ２着，デュッセルドル
フ大賞‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 今牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-7053-0268
生 産 牧 場： 今牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

49 パルティール２０２０ 牡・栗 ４／１５
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールパルティール
＊

＊パントレセレブル

��
��
�ピューリティー栗 2011 Pariana

4n
サンデーサイレンスM3×S4 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ヒルノリスボン（13青鹿 マンハッタンカフェ）�４勝
〔産駒馬名登録数：１〕
タケフェイス（19牝黒鹿 コパノリッキー）�地方未出走

２代母 ウェルカムフラワー（03黒鹿 ＊エルコンドルパサー）入着２回，�１勝
クラッシュハイト（09牡 デュランダル）��12 勝
ヒルノドンカルロ（10牡 マンハッタンカフェ）３勝，松前特別，メルボルンＴ，千

里山特別２着（２回），北海Ｈ２着，小牧特別３着
ウォーターメアヌイ（12牝 ダイワメジャー）２勝
ココリミネルヴァ（17牝 キズナ）入着，��２勝

３代母 ＊ブラッシュウィズテキーラ（93 USA鹿 Broad Brush）USA５勝，Davona
Dale S‐L ２着
ワインダークシーWine Dark Sea（00牝 Touch Gold）SAF２勝

クールシャルドネ Cool Chardonnay（11� Antonius Pius）SAF５勝，Aq
uanaut H‐L（２回），ゴールドボール‐G2 ２着，レイシングアソシエイ
ションＨ‐G3 ２着

シラーズカベルネ Shiraz Cabernet（12 牝 Antonius Pius）SAF１勝，Lady
's Slipper S‐L ２着

レッドライフセイヴァー Red Lifesaver（01 牝 Victory Gallop）USA８勝，Val
id Expectations S‐L，Santa Teresa H，Harry W Henson Breeders' Cu
p H‐L ２着，etc.

ダイワキングコン（02牡 Victory Gallop）３勝，伏竜Ｓ‐OP，カトレア賞
ダイワフラッグ（06牡 ＊タイキシャトル）３勝，巻機山特別，高田城特別，��１勝
フレンチカクタス（08牝 ＊タイキシャトル）３勝，フィリーズレビュー‐G2，ひいら

ぎ賞，赤松賞２着

４代母 シーラテキーラ Sheila Tequila（80 USA栗 Indefatigable）USA９勝，D
affodil H，Liberation S‐R，Senorita H，Kamar H，Alberta Oa
ks‐R，etc.
［子］ ラッキーアセット Lucky Asset（88 牝 Lucky North）USA９勝，Hon

eymoon S２着

販売申込者・所有者： サカイファーム＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2236
生 産 牧 場： サカイファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

50 ヒルノリスボン２０２０ �・青鹿 ４／ ２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジヒルノリスボン ＊エルコンドルパサー

��
��
�ウェルカムフラワー青鹿 2013 ＊ブラッシュウィズテキーラ

4g
Kingmambo S3×M4 サンデーサイレンスM3×S4 Sadler's Wells S4×M5

価格： 購買者：



母 チェネレントラ（10鹿 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
クロリンダ（18牝青鹿 ベルシャザール）���１勝

２代母 ＊ミスアナレオ（04 IRE 黒鹿 Alzao）ITY２勝，伊１０００ギニー‐G3 ２着，P. A
rchidamia‐L ２着
ヌーアムート（09� Manduro）１勝
レオニーズ（11牡 ネオユニヴァース）２勝，陣馬特別２着，安房特別３着

３代母 モンキービジネスMonkey Business（97 GB鹿 ＊ウォーニング）GB入着

４代母 ＊ロウジースイートハート（92 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB入着

５代母 パサマクオディ Passamaquoddy（80 USA芦 Drone）USA７勝，Mill Race H
，Susan's Girl S‐R，Roseanna S‐R ２着，Rancocas H‐L ３着
［子］ フマーム Humam（90牡 Nijinsky）GB・AUS３勝，Chesham S‐L，

ヴィンテージＳ‐G3 ２着，King Charles II S‐L ３着，etc.，種牡馬
タミーム Tamim（89牡 Topsider）GB・UAE10 勝，Doncaster S‐L，
Jebel Ali Sprint‐L ３着

＊パパゴ（91牝 Sadler's Wells）GB・FR１勝，レゼルヴォワール賞‐G3 ２着
［孫］ メイショウベルーガ（05牝 ＊フレンチデピュティ）７勝，京都大賞典‐G2，

日経新春杯‐G2，エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.
イビサ Ibiza（04 牝 Anees）VEN８勝，P. Eduardo Larrazabal Eduard
o‐L，P. Fuerza Aerea Bolivariana‐L，P. Miss Marena‐L
２着，etc.

［曾孫］ エイトストリート Eight Street（04� Street Cry）SAF・ZIM７勝，ヴ
ィクトリームーンＳ‐G2，カップトライアル‐G3，O KGrand Chall
enge‐L ２着，etc.

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

メイショウテンゲン（16牡 ディープインパクト）�２勝，弥生賞‐G2，阪
神大賞典‐G2 ３着，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱千里ファーム＝新ひだか町三石鳧舞 �090-6695-9165
生 産 牧 場： ㈱千里ファーム
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

51 チェネレントラ２０２０ �・芦 ３／ １

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� Trolley Songダンカーク シークレットステイタス A.P. Indy

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラチェネレントラ
＊ Alzao

��
��
�ミスアナレオ鹿 2010 Monkey Business

3d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ピンキーカフェ（11鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
フォーピンクカフェ（16牝鹿 ＊ワークフォース）��入着 10回��
トリッキーカフェ（17牡鹿 ＊ワークフォース）��１勝��
アコルダール（18牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）�出走

２代母 パープルカフェ（03鹿 Vettori）２勝，グリーンチャンネルＣ
レーヌベルキス（13牝 マンハッタンカフェ）入着，��１勝
ヤンヤノカッサイ（17牡 キズナ）�入着３回，��３勝

３代母 ＊パーベック（93 IRE 栗 Polish Precedent）不出走
セントラルカフェ（04牡 マンハッタンカフェ）２勝，南相馬特別，ひめさゆり賞３着

４代母 ココット Cocotte（83 GB鹿 Troy）GB・FR１勝，英ナッソーＳ‐G2 ４着，
プシュケ賞‐G3 ２着，Sweet Solera S‐L ２着，メイヒルＳ‐G3 ４着
［子］ ＊ピルサドスキー（92牡 Polish Precedent）１勝，ジャパンＣ‐G1，GB・

FR・IRE・GER・USA９勝，ＢＣターフ‐G1，英チャンピオンＳ
‐G1，etc.，種牡馬

＊ファインモーション（99牝 ＊デインヒル）８勝，秋華賞‐Jpn1，エリザベ
ス女王杯‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2，etc.，優３牝

グローイングアーダーGlowing Ardour（88 牝 ＊ダンシングブレーヴ）G
B・IRE・USA３勝，シルケングライダーＳ‐G3

ブリオレット Briolette（02 牝 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，Trigo S
‐L，プリンセスロイヤルＳ‐G3 ２着

ピーチアウトオヴリーチ Peach Out of Reach（96牝 Sadler's Wells）I
RE１勝，Ballyroan S‐L

バラカ Baraka（01牝 ＊デインヒル）GB・IRE１勝，Lingfield Oaks Tri
al S‐L

［孫］ ガットアクラッシュGot a Crush（93牝 Allen's Prospect）USA５勝，
Phoenix S，Race Street H‐R ３着

＊プラウドビューティー（00牝 ＊デインヒル）GB・IRE・USA４勝，Tra
mpoli S‐R

販売申込者・所有者： ㈲斉藤英牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5465
生 産 牧 場： ㈲斉藤英牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

52 ピンキーカフェ２０２０ 牡・黒鹿 ５／１０

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュピンキーカフェ Vettori

��
��
�パープルカフェ鹿 2011 ＊パーベック

11
Mr. Prospector S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ファッションストリート（13 USA黒鹿 ＊ストリートセンス）USA１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１）〕
エムナEmunah（18 USA牝鹿 Midshipman）�USA１勝

２代母 クチュールキャットCouture Cat（07 USA黒鹿 Storm Cat）USA１勝
リボンカッターRibbon Cutter（11 牝 Elusive Quality）USA１勝
ハイファッションディーヴァ High Fashion Diva（14牝 Girolamo）USA６勝，

La Senorita S‐L ３着

３代母 ランウェイモデル Runway Model（02 USA黒鹿 Petionville）USA４勝，アル
シバイアディズＳ‐G2，ゴールデンロッドＳ‐G2，アシュランドＳ‐G1 ２着，ＢＣ
ジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着，フェアグラウンズオークス‐G2 ３着，etc.
ロンピンリード Rompin Reid（11 牡 Medaglia d'Oro）USA４勝，The Vid S

３着
マッキンジーMcKinzie（15 牡 ＊ストリートセンス）USA・SAU８勝，ホイットニー

Ｓ‐G1，ペンシルヴァニアダービー‐G1，マリブＳ‐G1，キャッシュコールフ
ュチュリティ‐G1，トリプルベンドＳ‐G2，アリシーバＳ‐G2，etc.，種牡馬

４代母 ティケットトゥヒューストン Ticket to Houston（93 USA鹿 Houston）US
A４勝，BayMeadows Lassie S‐L，Gowell S‐L
［子］ マンボトレインMambo Train（01 牡 Kingmambo）USA２勝，Turf P

aradise Derby‐L，ワシントンパークＨ‐G2 ２着，プレーリーメド
ーズコーンハスカーＨ‐G2 ３着，種牡馬

［孫］ サハーム Saham（12牡 Lemon Drop Kid）USA３勝，ジェファーソン
Ｃ‐G3，Crowd Pleaser H‐R，コモンウェルスターフＳ‐G3 ２着，etc.

サザンハニー Southern Honey（11牝 Colonel John）USA３勝，ウィニ
ングカラーズＳ‐G3，サラブレッドクラブオヴアメリカＳ‐G2 ２着，
プライオレスＳ‐G2 ３着

ラッキープレイヤー Lucky Player（12� Lookin At Lucky）USA２勝，
イロクオイＳ‐G3，Prairie Meadows Juvenile Mile S２着

カリサーティセヴン Cali Thirty Seven（12牝 ＊エスケンデレヤ）USA５
勝，Powder Break S（２回），Jill Jellison Memorial Dash S‐R
２着，Blue Sparkler S３着

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

53 ファッションストリート２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ８
エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Weekend Surpriseベルナルディーニ

Bernardini カーララファエラ Quiet American

��
��
�Cara RafaelaUSA 鹿 2003 Oil Fable

＊

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleファッションストリート クチュールキャット Storm Cat

��
��
�Couture Cat黒鹿USA 2013 Runway Model

7f
Secretariat S4×M5 Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ファイトソング（04鹿 ＊アサティス）１勝，��２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－４（12）〕
ファイトユアソング（11牝鹿 スズカマンボ）３勝，��４勝，しらさぎ賞
（Ｄ1400）２着

トゥータフ（12牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝�入着９回，大観峰賞（Ｄ1750），
筑紫野賞（Ｄ1750）２着

グッドフォーユー（13牝黒鹿 ディープスカイ）�１勝�３勝
エスケークラウン（14牡青 リーチザクラウン）１勝，黄菊賞（芝 2000）３着
ディーズフェイク（15牝青鹿 マンハッタンカフェ）２勝，ポプラ特別（Ｄ1700）３着
スズカサウスソング（17牡鹿 ＊サウスヴィグラス）入着，��３勝
ビリーヴインミー（18牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�入着３回
ララランド（19牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）�未出走

２代母 ＊ジグズアンドリールズ（86 GB青鹿 Comedy Star）GB２勝
スナークレイアース（95牡 ＊アサティス）10勝，関越Ｓ‐L，etc.，�１勝�１勝�

��	
入着６回，マーキュリーＣ‐Jpn3，白山大賞典‐Jpn3，名古屋ＧＰ
‐Jpn2 ２着，東海菊花賞‐Jpn2 ２着，etc.

スズカミシル（98牝 ＊ミシル）１勝，�８勝
タマモビクトリー（99� ＊ミシル）３勝，三条特別２着，�５勝��，園田金盃３着，

六甲盃３着
ダンスカーニバル（00牝 ＊アフリート）１勝
タマモラッシュ（05� ＊ワイルドラッシュ）１勝

３代母 シルネルタ Sirnelta（71 FR黒鹿 Sir Tor）FR３勝
ファイアトップ Fire Top（85牡 Hotfoot）GB・USA11 勝，Winter Hill S‐L ３

着，Racal‐Vodafone S‐L ３着，GB障害１勝
デッドサーテンDead Certain（87 牝 Absalom）GB・FR５勝，チヴァリーパーク

Ｓ‐G1，モーリスドゲースト賞‐G2，ローザーＳ‐G2，etc.
シャルウイラン Shall We Run（89牝 Hotfoot）GB入着

バニスター Bannister（98� Inchinor）GB２勝，ジムクラックＳ‐G2
ランウェイダンサーRunway Dancer（03 牝 Dansili）不出走
アステア Astaire（11 牡 Intense Focus）GB・IRE５勝，ミドルパークＳ
‐G1，ジムクラックＳ‐G2，アバーナントＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

54 ファイトソング２０２０ �・鹿 ３／１８

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Topsider

�
�
�
�
�

��
��

�アサティス Secret Assetファイトソング
＊ Comedy Star

��
��
�ジグズアンドリールズ鹿 2004 Sirnelta

16a
Secretariat S4×S5 Northern Dancer M4×S5 Buckpasser S5×S5×M5
Round Table M5×M5
価格： 購買者：



母 フィユタージュ（14青鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ラスルオブツリーズ（19牝黒鹿 トーセンジョーダン）���入着

２代母 ミルフィアタッチ（06鹿 キングカメハメハ）３勝，小名浜特別２着
ミラクルメーカー（13牡 ＊エンパイアメーカー）�３勝�４勝�
カサーレ（15牝 マンハッタンカフェ）�１勝，四国新聞杯３着，夕月特別３着，�３勝
ウシュバテソーロ（17牡 オルフェーヴル）�２勝

３代母 ＊シジェームサン（92 USA黒鹿 Septieme Ciel）FR・USA７勝，サンゴルゴニ
オＨ‐G2，ダリアＨ‐G2，アシーニアＨ‐G3，P. de Bagatelle‐L，Hanshin
H‐L ２着，etc.
セレブ（98� GoneWest）４勝，竜飛崎特別，晩秋特別２着
ボールドブライアン（99� ＊ブライアンズタイム）５勝，東京新聞杯‐Jpn3，函館ス

プリントＳ‐Jpn3 ２着，石清水Ｓ，etc.
フローレス（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，古町特別３着，�１勝
メイクヒストリー（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，エルフィンＳ‐OP ３着

ティリアンパープル（10牝 ジャングルポケット）障害２勝，新潟ジャンプＳ
‐JG3，新潟ジャンプＳ‐JG3 ３着

アサギリジョー（14牡 ジャングルポケット）１勝，山吹賞３着，葉牡丹賞３着
ルージュマジック（08牝 ＊アフリート）��２勝

ヒメタチバナ（13牝 ナカヤマフェスタ）２勝，南相馬特別，フルーツラインＣ
２着，桑折特別２着，etc.

ゴテツ（13牡 ＊ブライアンズタイム）１勝

４代母 サマレクス Samalex（82 GB鹿 Ela‐Mana‐Mou）FR２勝，ペネロープ賞
‐G3 ３着，サンロマン賞‐G3 ３着

５代母 パンパスミスPampas Miss（74 USA栗 Pronto）GB・FR出走
［孫］ ムドゥドゥMdudu（91牡 Mtoto）FR・SPA10 勝，サンセバスティアン金

杯‐G3，種牡馬
スワッシュバックラー Swash Buckler（92 牡 Dashing Blade）IND３勝，
Darley Arabian S‐LR ３着

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

55 フィユタージュ２０２０ �・黒鹿 ２／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーダノンシャンティ
＊ Mark of Esteem

��
��
�シャンソネット黒鹿 2007 Glorious Song

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジフィユタージュ キングカメハメハ

��
��
�ミルフィアタッチ青鹿 2014 ＊シジェームサン

9f
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×S4×M4

価格： 購買者：



母 フィーユドノワール（03鹿 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（21）〕
ショウナンハトバ（08牝黒鹿 フジキセキ）入着

ヴィーヴァマーレ（15牡 ＊ストーミングホーム）入着３回，土湯温泉特別２着，
�２勝

パイロテクニクス（16� ＊パイロ）２勝，福島２歳Ｓ‐OP ２着，すずらん賞
‐OP ２着

シューサクオー（09�鹿 ダイワメジャー）１勝，�９勝��１勝�
スピールダンジュ（12牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝�入着
スプリットセコンド（13牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着，�４勝��
ゼフィールネイジ（14牝鹿 ダノンシャンティ）��入着２回��１勝�３勝
タケショウエース（18牡鹿 ディープブリランテ）��１勝

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

カラテ（16牡 トゥザグローリー）�５勝，東京新聞杯‐G3，若潮Ｓ，八丈島特別
グランドサッシュ（11牡 ハーツクライ）４勝，青嵐賞（２回），安房特別２着，グレ

イトフルＳ３着，緑風Ｓ３着，佐渡Ｓ３着，etc.，��１勝��
タガノカムイ（12牡 ダイワメジャー）３勝，鳥栖特別２着，戸畑特別３着，五頭連

峰特別３着
タガノアシュラ（14牡 マンハッタンカフェ）２勝，すみれＳ‐OP ２着，黄菊賞

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

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

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

キューティゴールド（04牝 ＊フレンチデピュティ）入着２回
ショウナンパンドラ（11牝 ディープインパクト）５勝，ジャパンＣ‐G1，秋華

賞‐G1，オールカマー‐G2，etc.，優古牝

販売申込者・所有者： ㈲スガタ牧場＝平取町川向 �090-9525-6441
生 産 牧 場： ㈲スガタ牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

56 フィーユドノワール２０２０ 牡・鹿 ２／２９
＊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リアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューフィーユドノワール ＊パラダイスクリーク

��
��
�レイサッシュ鹿 2003 ゴールデンサッシュ

＊ロイヤルサツシユ 1t
Hold Your Peace S4×M5

価格： 購買者：



母 フォワードカール（11鹿 ゼンノロブロイ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ハーディン（17牡青鹿 ダノンシャンティ）入着２回，��未出走��出走
タツリュウオー（18牝黒鹿 エイシンヒカリ）�１勝

２代母 リングレット（97黒鹿 ＊トニービン）２勝
エトワールブラン（05� ＊ファルブラヴ）��１勝�２勝
サトノナイト（08� アグネスタキオン）�２勝
フォーチュンリング（15牝 ディープブリランテ）�入着３回，�３勝

３代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
カーリーエンジェル（90牝 ＊ジヤツジアンジエルーチ）入着２回，松浜特別３着

エガオヲミセテ（95牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，マイラーズＣ‐Jpn2，サン
スポ阪神牝馬特別‐Jpn2，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.

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

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

エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，札
幌記念‐Jpn2（２回），産経大阪杯‐Jpn2，etc.，年代表，優古牝
アドマイヤグルーヴ（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，エリザベス女王杯

‐Jpn1（２回），阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優古牝
ドゥラメンテ（12牡 キングカメハメハ）５勝，日本ダービー‐G1，皐月賞
‐G1，中山記念‐G2，etc.，UAE入着，優３牡，種牡馬

フォゲッタブル（06牡 ダンスインザダーク）４勝，ステイヤーズＳ‐G2，ダイ
ヤモンドＳ‐G3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.

ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞‐G2，etc.，
UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

グルヴェイグ（08牝 ディープインパクト）５勝，マーメイドＳ‐G3，エルフィ
ンＳ‐OP ３着，ホンコンＪクラブＴ，etc.

販売申込者・所有者： 城地牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3288
生 産 牧 場： 城地牧場
飼 養 者： mill farm Ocean View Park＝浦河町東栄 �0146-25-7000

57 フォワードカール２０２０ �・鹿 ４／１８

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルフォワードカール ＊トニービン

��
��
�リングレット鹿 2011 ダイナカール

＊パロクサイド 8f
Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 フクノグローリア（12黒鹿 ＊ブライアンズタイム）３勝
初仔

２代母 シルクヴァルキリー（03鹿 マーベラスサンデー）２勝
ファットタイム（10牡 ジャングルポケット）�１勝
サムシングフレア（13牝 メイショウサムソン）２勝
リトルキッチン（14牝 ＊ロージズインメイ）�１勝��３勝
キャプチュード（15牡 ＊ベーカバド）入着２回，���４勝
プレシャスユウコ（18牝 トランセンド）��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.
シルクヴィーナス（06牝 ＊ティンバーカントリー）不出走

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

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

つわぶき賞，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，��出走�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

販売申込者・所有者： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140
生 産 牧 場： ㈱ケイズ
飼 養 者： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

58 フクノグローリア２０２０ 牡・鹿 ４／２２
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayフクノグローリア マーベラスサンデー

��
��
�シルクヴァルキリー黒鹿 2012 ＊シルクフレアー

7f
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 フミノアザレア（09鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ウインベルズトール（15牡黒鹿 ＊アグネスデジタル）�２勝
メイショウミツヤス（18牡鹿 トゥザグローリー）�出走

２代母 ＊リファン（90 CAN鹿 Fappiano）USA４勝
フミノトップヒル（97牡 ＊デインヒル）５勝，賢島特別，三河特別，小石原特別，松

浜特別，シドニーＴ２着，etc.
フミノトップヘイロ（98牡 ＊ジョリーズヘイロー）４勝，�３勝�
フミノシンデレラ（00牝 ＊サンダーガルチ）２勝

フミノムーン（12牡 アドマイヤムーン）６勝，バーデンバーデンＣ‐L，マーガレ
ットＳ‐LR，シルクロードＳ‐G3 ３着，京阪杯‐G3 ３着，桂川Ｓ，etc.

フミノバラード（01牝 ＊タイキシャトル）３勝，手稲山特別，クリスマスキャロル賞
２着，摂津特別２着，西海賞２着，檜原湖特別２着，etc.

フミノオリヒメ（04牝 ＊グラスワンダー）１勝
テイエムダイパワー（10牡 アドマイヤジャパン）５勝，京都２歳Ｓ‐LR ３着，

灘Ｓ，鴨川特別，福寿草特別，上賀茂Ｓ２着，etc.
メイショウワダイコ（12牡 ＊キンシャサノキセキ）５勝，シドニーＴ，大山崎特

別，なにわＳ２着，陽春Ｓ３着，橿原Ｓ３着，etc.，��１勝
テイエムディラン（15牡 ブラックタイド）�３勝，若駒Ｓ‐LR ３着

フミノヤマビコ（07牡 アグネスフライト）４勝，札幌日経ＯＰ‐LR ３着，支笏湖特
別，横津岳特別，御堂筋Ｓ２着

３代母 ボールドスキーズホリデイ Baldski's Holiday（81 USA鹿 Baldski）USA10
勝，ナタルマＳ‐G3，Hendrie H‐L，Duchess S‐L，Canadian S，Ｅ
ＰテイラーＳ‐G2 ３着，etc.
イレリア Illeria（87 牝 Stop the Music）USA10 勝，ブラウン＆ウイリアムソンＨ

‐G3，Fanfreluche S‐LR，Ontario Fashion H‐R，etc.
インクルード Include（97牡 Broad Brush）USA10 勝，ピムリコスペシャルＨ

‐G1，ニューオーリンズＨ‐G2，マサチューセッツＨ‐G2，etc.，種牡馬
＊ミラクルタイム（95牡 Silver Hawk）４勝，京都４歳特別‐Jpn3，毎日杯‐Jpn3，

ゆりかもめ賞

販売申込者・所有者： ㈲斉藤英牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5465
生 産 牧 場： ㈲斉藤英牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

59 フミノアザレア２０２０ 牡・鹿 ５／２０

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジフミノアザレア
＊ Fappiano

��
��
�リファン鹿 2009 Baldski's Holiday

19
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊ブラジリアンビューティ（07 GB鹿 Galileo）IRE１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（１）〕
ラブアポロン（12�芦 ＊クロフネ）１勝，開成山特別（芝 2600）３着
ベレーザ（16牝鹿 ハーツクライ）�１勝�
ラパンセソバージュ（17牡栗 ダイワメジャー）�３勝，春興Ｓ（芝 1600）３着
タフトテソーロ（19牡鹿 マツリダゴッホ）�未出走

２代母 ブラジリーズBraziliz（96 USA鹿 Kingmambo）IRE出走
ブラジリアンサンバBrazilian Samba（02牝 Sadler's Wells）不出走

エンダウイング Endowing（09� Danehill Dancer）GB・HKG４勝，香港ジ
ョッキークラブＣ‐G2，Ladies' Purse‐L，香港ジョッキークラブＣ
‐G2 ３着，Hong Kong Derby‐L ２着

ブラジリアンブライド Brazilian Bride（04 牝 Pivotal）IRE２勝，ソードルズタウ
ンスタッドスプリントＳ‐G3
リヴェリーノ Rivellino（10� Invincible Spirit）GB・IRE・QAT９勝，Cl

eves S‐L（２回），Cleves S‐L ２着
ブラジリアンスター Brazilian Star（05� Galileo）FR・IRE２勝，タイロスＳ‐G3

２着
バハマスピリットBahama Spirit（09 牝 Invincible Spirit）GB・IRE１勝

ニンボストラトゥスNimbostratus（18 牝 Wootton Bassett）�IRE・USA３
勝，スイートライフＳ‐G3 ３着，Del Mar Juvenile Fillies Turf S‐L ３着

リーオティグレ Rio Tigre（11 牡 Teofilo）�FR・UAE６勝，Derby de l'Ouest
‐L，ナドアルシバトロフィ‐G3 ２着，リュー賞‐G3 ２着

３代母 ラヴラヴィン Luv Luvin'（77 USA栗 Raise a Native）USA２勝，Soft T
ouch S２着，Satin and Lace H２着
オールヴィジヨンOr Vision（83牝 Irish River）FR３勝，P. Imprudence‐L，

P. de l'Obelisque‐L，P. de Saint‐Cyr‐L ２着，etc.
ドルフィンストリートDolphin Street（90 牡 Bluebird）入着，GB・FR・GE

R５勝，フォレ賞‐G1，モーリスドゲースト賞‐G2，セーネオワーズ賞
‐G3，etc.，種牡馬

インサイト Insight（95 牝 Sadler's Wells）FR・USA３勝，ＥＰテイラーＳ
‐G1，オペラ賞‐G2，仏オークス‐G1 ３着，etc.

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

60 ブラジリアンビューティ２０２０ �・栗 ３／１５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaブラジリアンビューティ ブラジリーズ Kingmambo

��
��
�Braziliz鹿GB 2007 Luv Luvin'

9b
Mr. Prospector M4×M5 Raise a Native M4×M5

価格： 購買者：



母 ブラックシップ（06芦 ＊クロフネ）�４勝��８勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ウインベッスル（16牡鹿 カネヒキリ）�１勝

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
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
ミスマリーン（11牝 マヤノトップガン）入着

アローイアロイ（18牡 トゥザワールド）��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
センプレ（14牝 カネヒキリ）��１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： 久保ファーム＝青森県三戸郡南部町 �0178-76-2064
生 産 牧 場： 久保ファーム
飼 養 者： 久保ファーム＝青森県三戸郡南部町 �0178-76-2064

61 ブラックシップ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２５
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインモーリス ＊カーネギー

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューブラックシップ マーベラスサンデー

��
��
�ピンポイントクロス芦 2006 フラッシュシャワー

＊サマーモーニング 1w
サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 プラントパラダイス（00栗 ＊パラダイスクリーク）１勝，阪神ジュベナイルフィリ
ーズ‐Jpn1 ５着，矢車賞（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－４（11），地方－２（６）〕
スナークマイハート（05�栗 キングヘイロー）入着７回，障害１勝
ワキノブライアン（06�栗 マヤノトップガン）１勝，��１勝�入着
ワイズリー（08�栗 ＊ムーンバラッド）５勝，朱雀Ｓ（芝 1400），クリスマスキャロ

ル賞（芝 1400），かえで賞（芝 1400），斑鳩Ｓ（芝 1400）２着，錦Ｓ（芝 1600）３
着，新春Ｓ（芝 1400）３着，宝ケ池特別（芝 1400）３着

バリス（11牡栗 ステイゴールド）４勝，山陽特別（芝 1400），清洲特別（芝 1400），
帯広特別（芝 2000），晩春Ｓ（芝 1400）２着，三鷹特別（芝 1400）２着，瀬戸内海
特別（芝 1400）２着，三条特別（芝 1600）２着，八雲特別（芝 1800）３着，奥尻特
別（芝 1800）３着

アルマアルジーヌ（15牝鹿 ゼンノロブロイ）��５勝
バカラ（17牡栗 ＊ヘニーヒューズ）１勝，��出走��出走
バケル（18牡青鹿 フェノーメノ）�出走

２代母 ブランドシャトル（95鹿 Theatrical）入着２回
スズカトップガン（02牡 マヤノトップガン）入着，�４勝
ホーマンアラシ（03牡 ダンスインザダーク）４勝，赤倉特別，フリージア賞，烏丸

Ｓ２着，ＮＳＴ賞２着，五頭連峰特別２着，etc.
コウエイクリスタル（06� ＊シルバーチャーム）入着３回，��１勝
グッドカフェ（08� マンハッタンカフェ）２勝，万葉Ｓ‐L ３着，木曽川特別３着
オレハメジャー（09牡 ダイワメジャー）２勝
イナズマイーリス（12牝 ハーツクライ）�１勝�３勝
フロンターレ（16� ロジユニヴァース）�１勝��２勝
トモノクイーン（17牝 サムライハート）��１勝

３代母 ＊プレイリースカイ（89 CAN栗 GoneWest）USA１勝
ニシノアラウンド（97牡 ＊パラダイスクリーク）３勝，美浦特別２着，渡利特別２着，

スピカＳ３着，etc.
ニシノマズルカ（99牝 ＊ウォーニング）１勝，秋明菊賞３着
スガノメダリスト（06牡 キングカメハメハ）２勝，クリスマスローズＳ‐OP，クロ

ッカスＳ‐OP ２着，ジュニアＣ‐OP ２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

62 プラントパラダイス２０２０ �・鹿 ３／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Irish River

�
�
�
�
�

��
��

�パラダイスクリーク North of Edenプラントパラダイス Theatrical

��
��
�ブランドシャトル栗 2000 ＊プレイリースカイ

8f
ツリーオブノレッジM4×M4 Hail to Reason S5×S5
Northern Dancer M5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ビアンカリボン（13栗 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 アマートベン（95鹿 メジロライアン）３勝，清澄特別，さざんか賞２着，サル
ビア賞２着
アマートハイヌーン（01牡 エアジハード）�２勝�５勝���入着４回
ペリー（03牡 ＊クロフネ）１勝，障害１勝，��４勝
ブリトマルティス（04牝 スペシャルウィーク）４勝，パールＳ，糸魚川特別

クローソー（12牝 ＊ハービンジャー）３勝，桑名特別３着
レッドラトナ（14牝 ＊タートルボウル）１勝

ウイニングショット（06牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
ドビュッシー（07牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，��１勝
ケイツーフラン（14牝 ディープブリランテ）�２勝��入着６回	
ルールダーマ（15牡 ヴィクトワールピサ）
１勝，�４勝

３代母 ＊スマートギニー（84 USA黒鹿 Smarten）USA８勝

４代母 ラッカブル Luckable（75 USA黒鹿 Hail to Reason）USA出走

５代母 ラッキーオールミー Lucky Ole Me（68 USA鹿 Olden Times）USA６勝，
ジャージーベルＨ
［子］ ラッキーノース Lucky North（81 牡 Northern Dancer）GB・USA４勝，

Phoenix H‐L，Hot Springs H‐L，Diplomat Way H２
着，etc.，種牡馬

クーズ Kudz（83牡 Master Willie）GB・AUS６勝，SAJC Labor Day
C‐L，ＶＲＣメルボルンＣ‐G1 ３着，サガロＳ‐G3 ３着，etc.

［孫］ ディクシーラックDixie Luck（91牝 Dixieland Band）USA４勝，カム
リーＳ‐G2，Ruthless S‐L，Castle Forbes S３着

ラッキーディライト Lucky Delight（87 牝 Miswaki）USA６勝，Swee
t and Sassy S，Sweet and Sassy S３着

［曾孫］ リミットアウト Limit Out（95 牡 Northern Flagship）USA５勝，ジェロ
ームＨ‐G2，ベイショアＳ‐G3，ペガサスＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 斉藤スタッド＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2823
生 産 牧 場： 斉藤スタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

63 ビアンカリボン２０２０ �・栗 ４／ ８

＊

ガリレオ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Galileo

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

��
��
�Laurel DelightIRE 栗 2007 Foudroyer

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールビアンカリボン メジロライアン

��
��
�アマートベン栗 2013 ＊スマートギニー

21a
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ハートフルモトヒメ（12鹿 フサイチリシャール）�４勝��１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ストーク（18牡栗 カレンブラックヒル）��１勝

２代母 ハートフルビコー（01鹿 ＊ゼンノメイジン）出走
カカボゴールド（05牝 アグネスゴールド）��４勝
ハカタアレイオーン（07牝 スパイキュール）�１勝�９勝��入着
ジグパルティード（09牡 ソングオブウインド）�２勝�
ユーカリノカゼ（11牝 ブラックタイド）入着，�２勝
サッキーヘラクレス（14牡 ＊ロージズインメイ）	５勝��，サラブレッド大賞典２

着，北日本新聞杯２着，石川ダービー３着
スプリングマン（15牡 ローズキングダム）１勝，���２勝�入着，クラウンＣ，

秋の鞍２着
ホールドユアハンド（16牡 エスポワールシチー）１勝，��４勝�，クラウンＣ

３代母 ＊ラブビート（86 USA鹿 Nijinsky）USA１勝

４代母 ベルマリ－Belle Marie（70 USA栗 Candy Spots）USA７勝，サンタスサ
ーナＳ‐G2，Santa Ana H，Palomar H，Santa Ysabel S，モリーピ
ッチャーＨ‐G2 ３着，etc.
［子］ レムヒゴ－ルド Lemhi Gold（78牡 Vaguely Noble）GB・FR・USA８

勝，ジョッキークラブゴールドＣ‐G1，サンフアンカピストラーノＨ
‐G1，マールボロＣ‐G1，etc.，種牡馬

ケイジャンプリンス Cajun Prince（77 牡 Ack Ack）USA７勝，米グッ
ドウッドＨ‐G3，エルドラドＨ‐G3 ２着，Citation H２着，etc.，
種牡馬

［曾孫］ ウィディサニブ Huidiza Nib（96牝 Algenib）ARG５勝，ラプラタ１０００ギニ
ー‐G2，ラプラタクリアドレス賞‐G2，ラプラタオークス‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 斉藤 政志＝浦河町瑞穂 �0146-25-2290
生 産 牧 場： 斉藤 政志
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

64 ハートフルモトヒメ２０２０ �・栗 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

＊クロフネ

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチリシャール フサイチエアデールハートフルモトヒメ ＊ゼンノメイジン

��
��
�ハートフルビコー鹿 2012 ＊ラブビート

14b
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5
Northern Dancer S5×M5×M5 Mr. Prospector M5×M5
価格： 購買者：



母 ハヤブサレディゴー（13栗 ＊サウスヴィグラス）３勝
初仔

２代母 ダッシングハニー（02栗 ＊アサティス）１勝
ラブミーチャン（07牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，�７勝�１勝��６勝�１勝�１

勝�１勝�，全日本２歳優駿‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2，
クラスターＣ‐Jpn3，東京スプリント‐Jpn3，etc.，ＮＡＲ（2回），
ＮＡＲ優２歳，ＮＡＲ優牝馬，ＮＡＲ優古牝（3回），ＮＡＲ優短距（2回）
ラブミージュニア（16牡 ゴールドアリュール）	��６勝�２勝�入着，知床

賞３着
ホクト（08牡 スズカマンボ）�１勝��６勝
ダブルスター（09牡 ＊シニスターミニスター）５勝，ＢＳＮ賞‐L ３着，アルデバラ

ンＳ‐OP，ラジオ日本賞‐OP ３着，アルデバランＳ‐OP ３着，etc.，�１勝
��，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ４着，etc.，種牡馬

ハニーバニー（10牝 メイショウボーラー）１勝，��３勝
ハニーゴールド（14
 ステイゴールド）１勝，��１勝
ワイルドハニー（15牝 ヴィクトワールピサ）�２勝�入着３回�
ハニーディスタフ（16牝 ゴールドアリュール）１勝
コパシーナ（17
 ＊ヘニーヒューズ）	２勝，寒椿賞

３代母 ラストヒット（93栗 ＊スラヴィック）２勝，大雪Ｈ，層雲峡特別，太秦Ｓ３着，
�５勝�２勝��入着�，北日本オークス，東北優駿
ジョンコ（04牝 アグネスタキオン）１勝

トーセンリスト（16牝 ＊ノヴェリスト）	３勝，飛騨Ｓ２着，高尾特別２着，木
更津特別２着，etc.

ファーストレディ（08牝 スマートボーイ）出走
アップトゥユー（14牝 ＊サウスヴィグラス）�５勝��１勝，エーデルワイス賞

‐Jpn3 ２着，ローレル賞，東京プリンセス賞２着，etc.
ストロングハート（15牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��２勝�，エーデルワイ

ス賞‐Jpn3，しらさぎ賞，東京２歳優駿牝馬２着，etc.，ＮＡＲ優２牝
イッシンドウタイ（09牡 スズカマンボ）５勝，マーチＳ‐G3 ２着，ポルックスＳ

‐OP，etc.，�５勝��１勝�５勝，川崎記念‐Jpn1 ５着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

65 ハヤブサレディゴー２０２０ �・栗 １／１２
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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターハヤブサレディゴー ＊アサティス

��
��
�ダッシングハニー栗 2013 ラストヒット

＊パツシングクラウド 5g
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ハートエンジェル（14栗 アドマイヤムーン）�入着２回
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
スターフェネック（18牝栗 ＊ディスクリートキャット）�２勝��入着４回，ラブ

ミーチャン記念（Ｄ1600）３着

２代母 ＊ミズナ（02 USA鹿 Dubai Millennium）不出走
アドマイヤタイシ（07牡 Singspiel）４勝，鳴尾記念‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3 ２着，

中日新聞杯‐G3 ２着，中山金杯‐G3 ２着，朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，etc.，障害１勝
リリーファイアー（08牡 タニノギムレット）３勝
ディサイファ（09牡 ディープインパクト）９勝，ＡＪＣＣ‐G2，札幌記念‐G2，中

日新聞杯‐G3，エプソムＣ‐G3，金鯱賞‐G2 ２着，etc.
ガイディングライト（10牡 ＊ファンタスティックライト）�３勝
アンカーマン（13� ステイゴールド）入着２回，���３勝�７勝	１勝�入着２

回，オグリキャップ記念２着

３代母 トリビュレイション Tribulation（90 USA鹿 Danzig）USA５勝，Ｑエリザ
ベス二世チャレンジＣ‐G1，ギャロレットＨ‐G3，ボイリングスプリングズＨ
‐G3，イエローリボン招待Ｓ‐G1 ２着，ブラックヘレンＨ‐G3 ３着
コショクトン Coshocton（99牡 Silver Hawk）GB２勝，Predominate S‐L，

Autumn S‐L ２着
ボールドホーク Bold Hawk（04� Silver Hawk）USA３勝，ホーソーンダービー

‐G3，ハリウッドダービー‐G1 ３着，レッドスミスＨ‐G2 ２着，etc.

４代母 グレイスフルタッチGraceful Touch（78 USA鹿 His Majesty）USA４勝
［子］ グレイスフルダービーGraceful Darby（84牝 Darby Creek Road）US

A８勝，ヴァイオレットＨ‐G3，クイーンシャーロットＨ‐G3，Ｑエ
リザベス二世チャレンジＣ招待Ｓ‐G3，etc.

［孫］ ワンダーアゲンWonder Again（99 牝 Silver Hawk）USA７勝，ダイア
ナＨ‐G1，ガーデンシティＨ‐G1，ニューヨークＨ‐G2，etc.

＊グラスワンダー（95牡 Silver Hawk）９勝，有馬記念‐Jpn1（２回），宝塚
記念‐Jpn1，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，etc.，優２牡，特別賞，種牡馬

ストールクリーク Stalcreek（90 牝 Stalwart）USA５勝，ラカニャーダＳ
‐G2，リンダヴィスタＨ‐G3，Sandy Blue H‐R，etc.

販売申込者・所有者： 佐竹 学＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1585
生 産 牧 場： 佐竹 学
飼 養 者： ハントバレートレーニングファーム＝新冠町大狩部 �0146-45-5311

66 ハートエンジェル２０２０ 牡・鹿 ３／３０

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズハートエンジェル
＊ Dubai Millennium

��
��
�ミズナ栗 2014 Tribulation

12c
Mr. Prospector S4×M5×M5 Danzig S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5
Halo S5×M5
価格： 購買者：



母 ハタノファベルジェ（08鹿 Lemon Drop Kid）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（６）〕
ハタノソルプレーザ（12牡鹿 ＊ブライアンズタイム）�１勝�２勝
ハタノコンフリクト（13牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝�入着�
ヴィーヴァステラ（16牝鹿 ＊ハービンジャー）���１勝
ミステール（17牝鹿 ネオユニヴァース）��１勝
ラウルス（19牡鹿 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 ＊クラスター（97 USA黒鹿 Danzig）USA出走
アーバンウォリアーUrbanWarrior（01 牡 Cape Town）USA６勝，Chenery

S，種牡馬
ハタノアブソルート（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，�１勝�１勝��入着，大

村湾賞，水無月賞２着，志布志湾賞３着
テイエムイナズマ（10牡 ブラックタイド）５勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，小倉日経

ＯＰ‐LR，大阪城Ｓ‐L，キャピタルＳ‐L ２着，六甲Ｓ‐LR ２着，etc.
ハタノガイスト（12	 サクラバクシンオー）１勝
ハタノインサイト（13牝 ＊フレンチデピュティ）１勝

３代母 ノット Knot（82 USA黒鹿 Majestic Light）USA２勝，Churchill Downs
Debutante S
ブレイドBraid（88 牝 Devil's Bag）不出走

ロードウェスト LordWest（96 牡 West byWest）USA３勝，Summit Silv
er Cup H‐R ３着

ヒッチ Hitch（89牝 Cox's Ridge）USA９勝，HBPA H‐L，Dogwood S‐L，
Clipsetta S‐L，etc.
スティント Stint（96 牝 Wild Again）USA３勝，Thelma S‐L ３着
ジョイン Join（99 牝 Danzig）USA１勝，Audubon Oaks３着
＊バロンカラノテガミ（00牡 ＊コロナドズクエスト）５勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3

３着，越後Ｓ‐OP ３着，ＴＶ埼玉杯，etc.
スレッド Thread（91牝 Topsider）USA６勝，Palisades S‐L，Audubon O

aks‐L，Regret S‐L ２着，etc.
ウェンドWend（01牝 Pulpit）USA７勝，ジェニーワイリーＳ‐G2，ニューヨ

ークＨ‐G2，ハニーフォクスＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

67 ハタノファベルジェ２０２０ 牡・黒鹿 ５／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

レモンドロップキッド Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�Lemon Drop Kid Charming Lassieハタノファベルジェ
＊ Danzig

��
��
�クラスター鹿 2008 Knot

16g
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ドルフィンルージュ（08栗 ＊ティンバーカントリー）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（６）〕
エムアイアックス（12牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝
コクリュウ（13牝鹿 キングヘイロー）��２勝
クリノビッグサージ（16牝栗 スマートファルコン）２勝，��出走
スズベルベット（17牝黒鹿 リアルインパクト）�３勝

２代母 ＊ドルフィンスルー（99 USA鹿 Devil's Bag）１勝

３代母 スリップアショア Slip Ashore（88 IRE 鹿 Slip Anchor）不出走
ストームアショア Storm Ashore（92 牡 Storm Cat）IRE・USA３勝，Ruby S

‐L ３着，種牡馬
＊ヴァレンティン（02牝 ＊キングオブキングス）GB１勝，プリンセスマーガレットＳ

‐G3 ２着

４代母 マフィティスMuffitys（82 IRE 鹿 Thatch）IRE３勝，Marble Hill S‐L
［子］ ＊ウェルシュマフィン（87牝 Caerleon）IRE・USA５勝，Phoenix 1000

Guineas Trial S‐L，Mint Julep H‐L ２着
［孫］ ＊タイキシャトル（94牡 Devil's Bag）10勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈ

Ｓ‐Jpn1（２回），etc.，FR１勝，ジャックルマロワ賞‐G1，優短距
（2回），年代表，優古牡，種牡馬

ピースオブワールド（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，阪神ジュベナイ
ルフィリーズ‐Jpn1，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ３
着，etc.，優２牝

［曾孫］ サミットストーン（08牡 ＊ロージズインメイ）４勝，�７勝��３勝�，
浦和記念‐Jpn2，東京大賞典‐G1 ３着，川崎記念‐Jpn1 ３着，etc.，
ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古牡，種牡馬

ウォルフWolfe（15� ＊ノヴェリスト）�AUS６勝，ＭＲＣクーンジーＨ
‐G3，ATC Australia Day Cup‐L ２着，ATC January C‐L
２着，etc.

トラキチシャチョウ（11牡 マヤノトップガン）５勝，福島民友Ｃ‐L，師走
Ｓ‐OP ２着，上賀茂Ｓ，etc.，�１勝�３勝�

販売申込者・所有者： ㈱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

68 ドルフィンルージュ２０２０ 牡・栗 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リアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenドルフィンルージュ
＊ Devil's Bag

��
��
�ドルフィンスルー栗 2008 Slip Ashore

4d
Halo S4×M4 Raise a Native 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
本馬の他に産駒あり

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，��未出走�６勝��入着３回

３代母 スターバレリーナ（90鹿 Risen Star）４勝，ローズＳ‐Jpn2，高松宮杯‐Jpn2
２着，毎日王冠‐Jpn2 ３着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，京阪杯‐Jpn3 ２着，etc.
グランパドドゥ（97牝 フジキセキ）３勝，中日新聞杯‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ５

着，秋華賞‐Jpn1 ５着，etc.
クラシックチュチュ（06牝 キングカメハメハ）出走
サンライズサーカス（13牡 ＊シンボリクリスエス）入着９回，小倉城特別３
着，��２勝�２勝

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
［子］ オリーブクラウン（97牝 ＊ドクターデヴィアス）２勝，オークス‐Jpn1 ３

着，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，府中Ｓ
［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
［曾孫］ サクラディソール（10牝 ダイワメジャー）３勝，アネモネＳ‐LR ３着，

犬山特別，菜の花賞，etc.

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： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

69 フェイスマーク２０２０ �・鹿 ４／ ９
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインモーリス ＊カーネギー

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

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
サンデーサイレンスM3×S4 Sadler's Wells S4×M5 Halo M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ブリトン（02栗 サクラローレル）３勝，オークス‐Jpn1 ５着，忘れな草賞‐OP
（芝 2000）２着，摂津特別（芝 1600），君子蘭賞（芝 1400）
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－６（30）〕
バンブーチェルシー（08牡青鹿 ネオユニヴァース）２勝
マイアイステラ（09牝青鹿 マンハッタンカフェ）�１勝
バンブーバッジョ（10牡栗 デュランダル）入着，�２勝�４勝���
バンブーカッサーノ（11牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�３勝
ペッシュカネル（13牝栗 ダンスインザダーク）入着，�３勝�１勝�入着�
クリノヒビキ（15	栗 バンブーエール）
�５勝�１勝�入着，ダービーＧＰ
（Ｄ2000）２着，兵庫ダービー（Ｄ1870）２着，岐阜金賞（Ｄ1900），園田オータ
ムＴ（Ｄ1700）

ロンギングルック（16牝栗 グランプリボス）
�９勝，徽軫賞（Ｄ1500），加賀友
禅賞（Ｄ1400），石川ダービー（Ｄ2000），兼六園ジュニアＣ（Ｄ1500）２着，中
日杯（Ｄ2000）３着，サラブレッド大賞典（Ｄ2000）３着，北日本新聞杯
（Ｄ1700）３着，金沢シンデレラＣ（Ｄ1500）３着

サムライバカンス（19牝栗 バンブーエール）
地方未出走

２代母 スイートバンブー（94栗 ＊スキャン）４勝，浦安特別，江戸川特別２着，釧路
特別２着，噴火湾特別３着，駒ケ岳特別３着，etc.
チリビリビン（01牝 ＊ブロッコ）入着，�１勝��

バンブーリバプール（08牡 マンハッタンカフェ）２勝，雅Ｓ２着，鳥取特別２
着，北山Ｓ３着，皆生特別３着，�８勝�１勝��，九州オールカマー

バンブージェイ（03牡 ＊デザートキング）２勝
バンブーアズーリ（05牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，大津特別２着，�１勝��，尾

張名古屋杯
バンブーレアル（06	 ジャングルポケット）入着３回，��３勝

３代母 ＊サブリーナ（84 USA栗 Green Forest）FR入着
タイセイブレーヴ（01牡 サクラバクシンオー）３勝，すずらん賞‐OP，バイオレッ

トＳ‐OP ２着，�１勝��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3

販売申込者・所有者： 熊沢牧場＝えりも町大和 �090-2813-3885
生 産 牧 場： 熊沢牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

70 ブリトン２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ６

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

Rainbow Quest

�
�
�
�
�

��
��

�サクラローレル ＊ローラローラブリトン ＊スキャン

��
��
�スイートバンブー栗 2002 ＊サブリーナ

3d
Blushing Groom S4×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 フリージアコート（11栗 タニノギムレット）�入着５回��
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ヴェルサイユコート（16牝黒鹿 ベルシャザール）��１勝�４勝
スクード（17�鹿 ＊シニスターミニスター）��未出走�入着��
ハルキジェイソウル（18牝鹿 ＊シニスターミニスター）�入着２回
クイーンオブチェコ（19牝鹿 ストロングリターン）�未出走

２代母 フローリッドコート（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着４回
アドマイヤウイナー（03牡 ＊クロフネ）１勝
フロールデセレッソ（04牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝

ポトマックリバー（12牡 ＊ハービンジャー）４勝，グレイトフルＳ，オリエンタ
ル賞，夏木立賞３着

ハナゴロモ（06牝 ＊シンボリクリスエス）入着
ロケットボール（11牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝��１勝�８勝，

桂樹杯３着，かきつばた賞３着
ミッキードリーム（07牡 キングカメハメハ）５勝，朝日ＣｈＣ‐G3，毎日王冠‐G2

３着，中京記念‐G3 ２着（２回），毎日杯‐G3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，etc.
アドマイヤロマン（13牡 キングカメハメハ）１勝，こぶし賞２着，羊ヶ丘特別３着，

城崎特別３着，��５勝
レヴェンスホール（14牡 ＊クロフネ）	７勝


３代母 スプリングコート（91鹿 ＊トニービン）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ジャ
ニュアリーＳ，北大路特別，奥尻特別，白嶺Ｓ２着，etc.
パーシャンブルー（99牝 ＊サンデーサイレンス）出走

オリオンザジャパン（10� ＊クロフネ）５勝，ブラジルＣ‐LR ２着，七夕賞
‐G3 ３着，ベテルギウスＳ‐OP ２着，etc.

コンドルクエスト（01牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，ＳＴＶ杯，ＨＴＢ賞，タマモ
クロスメモリアル，etc.

４代母 サクラハゴロモ（84鹿 ＊ノーザンテースト）２勝
［子］ サクラバクシンオー（89牡 サクラユタカオー）11勝，スプリンターズＳ

‐Jpn1（２回），スワンＳ‐Jpn2，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，etc.，優
短距，種牡馬

販売申込者・所有者： 佐藤 勝秀＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2024
生 産 牧 場： 佐藤 勝秀
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

71 フリージアコート２０２０ �・鹿 ５／１２

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルフリージアコート ＊サンデーサイレンス

��
��
�フローリッドコート栗 2011 スプリングコート

＊クリアアンバー 4m
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 フルオブラヴ（12芦 ＊チチカステナンゴ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ビービーカレラ（18牡芦 コパノリチャード）��出走�入着
コパノキャスター（19牡芦 キモンノカシワ）�未出走

２代母 プレサンティール（05栗 アグネスタキオン）１勝
アサクサイイヤツ（11牡 メイショウサムソン）��４勝
ヴィグランドイチロ（14牡 ジャングルポケット）入着２回，�２勝

３代母 ＊ココパシオン（92 FR栗 ＊グルームダンサー）FR・ITY４勝，シェーヌ賞‐G3，
P. de la Cochere‐L，Criterium de Lyon‐L，ドルメーロ賞‐G3 ３着，
P. Amandine‐L ３着
パシオンノーブル（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，柏崎特別，塩沢特別２着，鳥

海山特別２着，etc.
セクシーココナッツ（01牝 ダンスインザダーク）１勝

ラルティスタ（07牝 ＊マイネルラヴ）３勝，雷光特別
メイショウチタン（17牡 ロードカナロア）�４勝，安土城Ｓ‐L ３着，豊明
Ｓ，舞子特別，etc.

パシオンルージュ（08牝 ＊ボストンハーバー）３勝，閃光特別，郡山特別３着，
五色沼特別３着，etc.
ファインルージュ（18牝 キズナ）�２勝，フェアリーＳ‐G3，桜花賞‐G1
３着

プレノタート（09牝 ジャングルポケット）３勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着，
若戸大橋特別，筑後川特別２着，etc.

ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3
ココナッツパンチ（04牡 マンハッタンカフェ）１勝，目黒記念‐Jpn2 ２着，弥生賞

‐Jpn2 ２着，グレイトフルＳ２着，etc.

４代母 ＊ゲートドクール（87 IRE 鹿 Lomond）FR２勝
［子］ リトルオードリー（93牝 ＊グルームダンサー）３勝，報知４歳牝馬特別

‐Jpn2，オークス‐Jpn1 ３着，紅梅賞‐OP
［孫］ ノーヴァレンダ（16牡 ダイワメジャー）�２勝，��１勝��入着２回，全

日本２歳優駿‐Jpn1，佐賀記念‐Jpn3 ３着，白山大賞典‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： 小林 祐介＝東京都渋谷区 �090-3393-8376
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ゴールドアップホースカンパニー（泊津分場）＝新冠町西泊津 �0146-47-4555

72 フルオブラヴ２０２０ 牡・鹿 ３／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� マンハッタンカフェ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サトルチェンジラブイズブーシェ メジロマックイーン

��
��
�ローリエ黒鹿 2009 ナカミシュンラン

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラフルオブラヴ アグネスタキオン

��
��
�プレサンティール芦 2012 ＊ココパシオン

4r
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 プルームリジェール（05鹿 Diesis）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
ノブレジェンド（13�鹿 マンハッタンカフェ）�５勝
マッキーイマジン（14牝栗 スマートファルコン）�１勝
レディアイ（16牝芦 キャプテントゥーレ）���１勝

２代母 ＊オンブルリジェール（99 IRE黒鹿 Double Bed）FR・USA２勝，ペネロープ賞‐G3
ジェルミナル（06牝 アグネスタキオン）３勝，フェアリーＳ‐G3，オークス‐Jpn1

３着，桜花賞‐Jpn1 ３着，黄菊賞
アンバーシェード（08� ＊シンボリクリスエス）１勝，ネモフィラ賞２着
マイアベーア（12牡 ディープインパクト）３勝

３代母 フローレスリー Flawlessly（91 FR鹿 RainbowQuest）FR入着２回
フローリー Flawly（97 牝 ＊オールドヴィック）FR・USA２勝，ガーデンシティＨ

‐G1 ２着，ロワイヨモン賞‐G3 ２着，ミネルヴ賞‐G3 ３着
ベストネイム Best Name（03� ＊キングズベスト）FR・IRE・USA・UAE２

勝，プランスドランジュ賞‐G3，P. Francois Mathet‐L，仏ダービー
‐G1 ２着，etc.

フェブルアリーサン February Sun（08牝 Monsun）FR・GER３勝，バーデン
メルツェデスベンツ牝馬賞‐G3

エアルーム Heirloom（10牡 Dansili）IRE・QAT・BHR３勝，Finale S‐L
セイヴミーザウォルツ Save Me theWaltz（01 牝 Halling）FR１勝

デルバータDealbata（08 牝 Dubawi）FR・USA４勝，Mohegan Sky S‐L，
P. Solitude‐L，ノーブルダムゼルＳ‐G3 ２着，etc.

ナモーナNamona（02牝 Halling）FR１勝
トゥーナイスネイム Too Nice Name（07� Kingsalsa）FR・UAE・QAT３勝，

P. Montenica‐L，ジェベル賞‐G3 ２着，P. Saraca‐L ３着
デイトウィズデステニーDateWith Destiny（08 牝 GeorgeWashington）GB１

勝，Oaks Trial S‐L ３着
ビューティフルモーニング Beautiful Morning（13牝 Galileo）GB・IRE３勝，

ロイヤルホイップＳ‐G3，JohnMusker S‐L，ブランドフォードＳ
‐G2 ２着，etc.

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

73 プルームリジェール２０２０ �・青鹿 ２／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

ダイイシス Sharpen Up

�
�
�
�
�

��
��

�Diesis Doubly Sureプルームリジェール
＊ Double Bed

��
��
�オンブルリジェール鹿 2005 Flawlessly

7e
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ブルーライトクロス（12鹿 ＊ファスリエフ）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
クロスワールド（17牝栗 トゥザワールド）��３勝�１勝���

２代母 セイカドミノ（96栗 ＊パラダイスクリーク）１勝
セイカバーバリアン（03� ＊デザートキング）�１勝	入着６回
セイカスクワート（04牡 ＊スクワートルスクワート）��２勝�８勝
セイカアニマート（05牡 ナリタトップロード）１勝，梅花賞３着
セイカペガサス（07牡 ＊エアエミネム）入着，障害１勝，�２勝��
コードナンバー（08牡 テレグノシス）�２勝��８勝
オフコース（14牡 ＊エイシンアポロン）��10 勝

３代母 ＊サンデーズシス（90 USA青鹿 Halo）USA１勝
セイカカロブ（95牝 Sadler's Wells）５勝，桃山特別，姫路特別２着，摂津特別２

着，etc.
セイカジーベック（04牡 ＊ムタファーウエク）１勝，米沢特別，筑前特別３着，

�１勝
セイカカリンバ（05� ＊マイネルラヴ）１勝，浄土平特別２着
セイカプレスト（06牡 ＊イーグルカフェ）４勝，札幌日経ＯＰ‐LR，丹頂Ｓ‐OP

３着，ＳＴＶ賞，etc.
セイカフォルトゥナ（09牝 ＊サウスヴィグラス）４勝，瀬波温泉特別，飯坂温泉

特別，横手特別２着，etc.，�
入着３回��
セイカエドミザカ（13牡 タニノギムレット）３勝，大倉山特別，成田特別３着

セイカアプ（99牝 ＊ウォーニング）１勝，�１勝

テープカット（07牡 ＊ストラヴィンスキー）２勝，錦秋Ｓ３着，��４勝

セイカフォルテ（08牡 タイムパラドックス）４勝，両津湾特別，招福Ｓ２着，なが
つきＳ２着，etc.

４代母 ウィッシングウェルWishingWell（75 USA鹿 Understanding）USA12 勝，
ゲイムリーＨ‐G2，ウィルシャーＨ‐G3，Las Cienegas H，Convenienc
e S（２回），Autumn Days H，etc.
［子］ ＊サンデーサイレンス（86牡 Halo）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，

プリークネスＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲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

74 ブルーライトクロス２０２０ �・栗 ５／１４

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessブルーライトクロス ＊パラダイスクリーク

��
��
�セイカドミノ鹿 2012 ＊サンデーズシス

3e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 フルチャージ（10鹿 ＊シニスターミニスター）��５勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
サラママ（18牝鹿 スズカコーズウェイ）���１勝

２代母 ＊シャーパリ（92 CHI 鹿 Winning）USA・CHI４勝，タンテオデポトランカス
‐G1，ホセＳバエサ賞‐G3

＊ウイニングタイム（98牡 Gilded Time）１勝，�２勝���
＊ロケットスタート（99牝 ＊スピニングワールド）１勝，�１勝��入着
＊マンボカーニバル（00牝 Kingmambo）１勝

スリーカーニバル（10牝 マンハッタンカフェ）４勝，道新スポーツ杯，湯沢特
別，大日岳特別２着，医王寺特別２着，犬山特別２着

パスクア（03牡 ＊アサティス）１勝，��１勝
エアリーズ（04牡 ＊スキャターザゴールド）３勝，障害１勝，�８勝
グランドメープル（05牝 スマートボーイ）１勝，�４勝
グーテデロワ（07牝 スペシャルウィーク）１勝

スズカグラーテ（14牝 ＊サウスヴィグラス）４勝，岩室温泉特別，舞浜特別，シ
ドニーＴ２着，桑園特別２着，鶴ヶ城特別２着（２回），etc.

３代母 シャプール Shapur（84 CHI 鹿 Sharp‐Eyed Quillo）CHI３勝，ホセＳバエ
サ賞‐G3 ３着
シューマン Schuman（93牡 Winning）CHI12 勝，カルロスＢシルバ賞‐G3，コン

パラシオン賞‐G3，フェルナンドＭボルデウ賞‐G2 ２着，etc.，種牡馬
シンプリー Simply（94 牝 Winning）CHI１勝

カジノロワイヤル Casino Royale（06� Riyadian）CHI10 勝，ラコーパ‐G3，
チリ金杯‐G2 ２着，インビエルノ賞‐G3 ２着，etc.

ラオーハセカ La Hoja Seca（08牝 Riyadian）PER１勝，アウグストＢレギア
大賞‐G1，オスカルＢパソス賞‐G2 ３着，ポスティン賞‐G2 ３着
グラシアディビーナGracia Divina（15牝 Street Hero）�PER３勝，パ
ンプローナ賞‐G1，アルゼンチン共和国賞‐G3 ３着

ラインペニテンテ La Impenitente（04 牝 High Pitched）CHI８勝，P. Victor Ra
by‐L，ムニシパルデビーニャデルマル賞‐G2 ２着（２回），フランシスコバ
エサソトマヨル賞‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

75 フルチャージ２０２０ 牡・鹿 １／２４

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayヴィットリオドーロ ＊アフリート

��
��
�プリエミネンスUSA 黒鹿 2009 アジテーション

＊ Old Trieste

�
�
�
�
�

��
��

�シニスターミニスター Sweet Ministerフルチャージ
＊ Winning

��
��
�シャーパリ鹿 2010 Shapur

3d
Nijinsky M4×S5 Northern Dancer S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 フレンドプラチナ（15芦 ＊クロフネ）��出走
初仔

２代母 リンガフランカ（02栗 ＊サンデーサイレンス）１勝，外房特別２着，�１勝�
入着��
レッドオーディン（10牡 ジャングルポケット）入着３回，�１勝
キナウ（11牝 キングカメハメハ）入着，��３勝
クレオール（12牝 ＊チチカステナンゴ）２勝
シシャモダイスキ（17牡 ルーラーシップ）��３勝

３代母 ＊フランクアーギュメント（86 USA黒鹿 Argument）FR・GER・USA３勝，
P. des Tourelles‐L，P. Joubert‐L，フラワーボ－ルＨ‐G1 ２着，ロング
アイランドＨ‐G2 ２着，ロングアイランドＨ‐G2 ３着，etc.
アドマイヤロード（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，万葉Ｓ‐OP，北大路特別，ロ

ベリア賞，etc.
アドマイヤセラヴィ（99牝 ＊サンデーサイレンス）入着

ヒカルカザブエ（05牡 ジャングルポケット）４勝，阪神大賞典‐G2 ２着，ＡＲ
共和国杯‐G2 ３着，元町Ｓ，etc.

アマファソン（07牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，君子蘭賞，御室特別２着，四
国新聞杯２着，etc.
アマーティ（16牝 ルーラーシップ）１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着

ハッピーユニバンス（12牝 ジャングルポケット）５勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，ＴＶ
ｈ賞，魚沼特別，etc.

４代母 フランカ Franca（76 ITY鹿 ＊ヴアイスリーガル）FR・USA２勝，Las Mad
rinas H３着
［子］ フランクリーパーフェクト Frankly Perfect（85 牡 Perrault）FR・USA

６勝，ハリウッドターフカップ‐G1，サンルイスレイＳ‐G1，ゴール
デンゲイトＨ‐G2，etc.，種牡馬

［孫］ シブリングライヴァル Sibling Rival（94 牡 Quest For Fame）GB・FR
・UAE５勝，P. de la Porte deMadrid‐L，ドーヴィル大賞‐G2 ２
着，シャンティー大賞‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲鮫川ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4276
生 産 牧 場： ㈲鮫川ファーム
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

76 フレンドプラチナ２０２０ �・鹿 ２／２５
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 シニスターミニスター

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Ministerインカンテーション

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューフレンドプラチナ ＊サンデーサイレンス

��
��
�リンガフランカ芦 2015 ＊フランクアーギュメント

11f
Deputy Minister M4×S5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 プロフェシーライツ（00栗 ＊アフリート）１勝
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－５（８），地方－５（９）〕
ディープルマン（08牡鹿 ダンスインザダーク）２勝，赤穂特別（Ｄ1800）３着，�

�１勝
バンザイ（09牡栗 ＊タイキシャトル）３勝，若竹賞（芝 1800），葉山特別（芝 1600）３着
メイショウイマワカ（10牡鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，メルボルンＴ（芝 2400）２着
グランソレイユ（11牝栗 ディープスカイ）�１勝�２勝
ビクトリーミノル（12牡栗 ディープスカイ）１勝，�１勝�２勝��
ベリンダジーク（14牝黒鹿 ＊ハービンジャー）�１勝
グランデウィーク（15牡栗 スペシャルウィーク）１勝
サトノライジン（16牡黒鹿 ブラックタイド）入着，���１勝
ククルティハール（17牝黒鹿 カレンブラックヒル）�	入着４回
ノーブルウィング（18牝黒鹿 リーチザクラウン）�	入着５回
フロックス（19牝黒鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 ＊ストームザミント（93 USA黒鹿 Storm Cat）USA２勝
オナーザミント（98牝 Honour and Glory）不出走

オノユウ（07牝 バブルガムフェロー）�５勝��入着，エーデルワイス賞
‐Jpn3，東京２歳優駿牝馬２着，フローラルＣ，栄冠賞，ブリーダーズゴ
ールドジュニアＣ２着

ワキノコクリュウ（11牡 ＊ケイムホーム）２勝，天童特別，雪うさぎ賞３着，�１勝
バアゼルクローバー（99牝 ＊ラムタラ）２勝，ゆきつばき賞３着

スピリッツミノル（12牡 ディープスカイ）６勝，大阪城Ｓ‐L，万葉Ｓ‐L ３着，
すみれＳ‐OP，比叡Ｓ，京橋特別，etc.，種牡馬

ピサノインペリアル（01牡 ＊タイキシャトル）１勝
ピサノベネチアン（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

サトノパンサー（08牡 キングカメハメハ）５勝，プロミネントＪＳＴ，京橋特
別，筥崎特別，足立山特別，アメジストＳ２着，etc.

スリーアロー（11牝 ＊アルデバランⅡ）３勝，和布刈特別，釧路湿原特別２着，
ポプラ特別２着，大倉山特別２着，舞鶴特別２着，etc.，�３勝

３代母 ミントクーラーMint Cooler（84 USA鹿 Key to the Mint）USA４勝，
Primrose S‐R，ＣＣＡオークス‐G1 ２着

販売申込者・所有者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2238
生 産 牧 場： 坂本 智広
飼 養 者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2238

77 プロフェシーライツ２０２０ 牡・鹿 ４／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyプロフェシーライツ
＊ Storm Cat

��
��
�ストームザミント栗 2000 Mint Cooler

2s
Mr. Prospector M3×S4

価格： 購買者：



母 ブーケパルフェ（08栗 ＊アフリート）�１勝�入着��
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ポイントコレクター（17牡栗 アーネストリー）���１勝
グレイティーズ（18牝栗 メイショウボーラー）���入着３回

２代母 ＊ケイエイローズ（92 USA鹿 Slew o' Gold）不出走
ダイワウォーニング（99牡 ＊ウォーニング）２勝
ナイキデラックス（01牡 ＊アフリート）４勝，両津湾特別，わらび賞，早鞆特別２着，

彦星賞２着，�１勝��３勝
ハスフェル（02牡 ＊アフリート）３勝，阿蘇Ｓ‐OP，指宿特別，和布刈特別２着，早

鞆特別２着，etc.，�４勝，園田金盃，etc.
テイエムシップウ（04牡 ＊アフリート）３勝，��１勝
レコメンド（07牡 ＊アフリート）２勝，�１勝

３代母 フィディラ Phydilla（78 FR鹿 Lyphard）FR４勝，クインシー賞‐G3，エク
リプス賞‐G3，P. de l'Obelisque‐L，アスタルテ賞‐G3 ２着，カルヴァドス
賞‐G3 ２着，etc.
ミステリーズMysteries（86牝 Seattle Slew）GB入着２回，ミュージドラＳ‐G3 ３着

＊ヒシアケボノ（92牡 Woodman）６勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，スワンＳ
‐Jpn2，安田記念‐Jpn1 ３着，etc.，優短距，種牡馬

ミステリアルMysterial（94 牝 Alleged）USA出走
ドバイデスティネイションDubai Destination（99牡 Kingmambo）GB
・FR４勝，クイーンアンＳ‐G1，英シャンペインＳ‐G2，Predomin
ate S‐L ２着，種牡馬

リブレティスト Librettist（02 牡 Danzig）GB・FR・USA７勝，ジャック
ルマロワ賞‐G1，ムーランドロンシャン賞‐G1，メシドール賞‐G3，etc.，
種牡馬

＊アグネスワールド（95牡 Danzig）５勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2，etc.，��１勝，GB・
FR・USA２勝，ジュライＣ‐G1，アベイドロンシャン賞‐G1，etc.，種牡馬

＊フィラストリート（94牝 Cozzene）USA１勝
ブロードストリート（06牝 アグネスタキオン）４勝，ローズＳ‐G2，スイート

ピーＳ‐L，秋華賞‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 静内酒井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-1524-6139
生 産 牧 場： 静内酒井牧場
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

78 ブーケパルフェ２０２０ �・栗 ２／１３
＊ 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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyブーケパルフェ
＊ Slew o' Gold

��
��
�ケイエイローズ栗 2008 Phydilla

6b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ヘイローマジック（03鹿 キングヘイロー）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－５（15）〕
ゲバラ（08牡黒鹿 マンハッタンカフェ）入着２回，�２勝
メイショウアルザス（09牡鹿 ＊ワイルドラッシュ）１勝，���１勝�入着
スズカプリオール（11牡鹿 ＊プリサイスエンド）１勝，周防灘特別（芝 1200）３着，

�３勝��
サウンドマジック（14牝栗 ＊トビーズコーナー）３勝，白河特別（芝 1200）
ウラカン（16牝黒鹿 トゥザグローリー）���２勝�４勝
エクセルマジック（17牡黒鹿 フェノーメノ）�	出走�出走
ジェネシスムーン（18牝鹿 タイセイレジェンド）��２勝��１勝
グロリアスアポイ（19牝鹿 グロリアスノア）�地方未出走

２代母 ＊ハイランドファンタジー（89 USA鹿 Alleged）GB２勝
スプリングマドンナ（94牝 ニツポーテイオー）２勝

スプリングゲント（00牡 ＊オペラハウス）３勝，あやめ賞，etc.，障害７勝，中
山グランドジャンプ‐JG1，京都ハイジャンプ‐JG2，東京ハイジャンプ
‐JG2，京都ジャンプＳ‐JG3，etc.

スプリングダボス（01牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）４勝，名古屋日刊スポーツ杯，
シドニーＴ，湘南Ｓ２着，中京スポーツ杯２着，甲東特別２着，etc.

スリーランキング（96牡 ＊ラストタイクーン）２勝，利尻特別３着，白藤賞３着
スリーハイランド（01牡 ＊ラムタラ）１勝，�３勝
スプリングルシオ（08牡 ＊オペラハウス）１勝

３代母 ＊シアーファンタジー（78 USA鹿 Damascus）USA４勝，Trevose S３着，
Kiss Me Kate S３着
ファンタジーキャット Fantasy Cat（84 牝 Cougar）USA５勝

リーヴアレガシー Leave A Legacy（95牡 Marquetry）USA８勝，Edmond H
‐L，Great West S‐L，Remington Futurity‐L，etc.，種牡馬

シャインシェア Shine Share（90 牝 El Gran Senor）GER２勝，Ludwig Goebe
ls‐Erinnerungsrennen‐L，Slenderella Rennen‐L ２着，ドイツ牝馬賞
‐G3 ３着，etc.

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

79 ヘイローマジック２０２０ 牡・栗 ５／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローヘイローマジック
＊ Alleged

��
��
�ハイランドファンタジー鹿 2003 ＊シアーファンタジー

5e
Halo S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ベストフューチャー（07青 ＊ロージズインメイ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－４（11），地方－２（４）〕
レッツゴースター（12牡栗 ダイワメジャー）３勝，両津湾特別（Ｄ1800），伊達特

別（Ｄ1700）
ブレイジングサン（13牡黒鹿 ＊ファスリエフ）２勝
マイネルオットー（14牡黒鹿 ＊アグネスデジタル）�１勝��
ヴィジョンオブラヴ（15牡青鹿 キングヘイロー）�３勝，丹沢Ｓ（Ｄ2100）２着，

春光Ｓ（Ｄ2100）３着
オトメザミッキー（16牝青鹿 ブラックタイド）��３勝
ハクアイブラック（17牡黒鹿 カレンブラックヒル）３勝，噴火湾特別（Ｄ1000），

釜山Ｓ（Ｄ1000）３着，���出走

２代母 オリミツキネン（94栗 ＊ジヤツジアンジエルーチ）��８勝
アジュディミツオー（01牡 ＊アジュディケーティング）��10 勝，東京大賞典‐Jpn1
（２回），帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，かしわ記念‐Jpn1，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1 ２着，etc.，ＮＡＲ優３歳，ＮＡＲ年代表（2回），ＮＡＲ優古馬（2回），種牡馬

ドリームマイスター（05牡 ＊アジュディケーティング）４勝，中ノ岳特別３着，障害１勝
アースワンハート（06牡 ＊アジュディケーティング）３勝
スマートパンドラ（10牝 キングヘイロー）１勝，��１勝

スマートラビリンス（17牝 スマートファルコン）１勝
ララエクラテール（12牡 ステイゴールド）４勝，札幌日刊スポーツ杯，金山特別，

淡路特別２着，白鷺特別２着，北海道１５０年記念３着，etc.

３代母 ウサロマン（78栃栗 ＊トンピオン）１勝
ソウイチクラウンド（85牡 ＊クラウンドプリンス）２勝，加古川特別３着，山城特別３着
エビスリベロ（91牡 ＊プルラリズム）３勝，伊良湖特別２着，濃尾特別３着，�６勝�

４代母 ビートフラワー（69栃栗 ＊ネヴアービート）��６勝
［子］ マルシュウシャトー（80牡 ＊シヤトーゲイ）３勝，渥美特別

アカギタタン（75牡 ＊ロイヤルタタン）�	��
�22 勝，高崎大賞典，
師走特別，北関東優駿，etc.

［孫］ ランセット（91牡 ＊コリムスキー）１勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ４着，芙蓉
Ｓ‐OP ２着，きんもくせい特別２着，etc.

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

80 ベストフューチャー２０２０ �・黒鹿 ３／ ８

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊ Devil His Due

�
�
�
�
�

��
��

�ロージズインメイ Tell a Secretベストフューチャー ＊ジヤツジアンジエルーチ

��
��
�オリミツキネン青 2007 ウサロマン

＊フラストレート 1b
Speak John M4×S5

価格： 購買者：



母 ホワイトドレス（09芦 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
サンドワン（14牝鹿 アジュディミツオー）��２勝
ホイップミルク（17牝芦 アンライバルド）���１勝
ティーズハクア（19牝芦 タイセイレジェンド）��入着

２代母 メダイユドール（03栗 ＊フォーティナイナー）１勝
イーサンコヒバリ（13牝 ＊シンボリクリスエス）��３勝
ゴールドバード（14牡 ＊サマーバード）���６勝

３代母 エタンセル（94鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，長岡特別３着
マイネルビジュー（04牡 ＊ヘクタープロテクター）１勝，夏木立賞３着，寒竹賞３着
ジュエルオーキッド（05牝 ＊アジュディケーティング）�１勝��入着２回
シルバーロック（07牡 ＊シルバーチャーム）�１勝���

４代母 ティアラ（86栗 ＊ノーザンテースト）３勝，牝馬東タイ杯‐Jpn3 ２着，Ｒた
んぱ賞‐Jpn3 ３着，カーネーションＣ‐OP
［子］ マイネルパパリノ（00牡 メジロマックイーン）１勝

アドミランド（97牡 ＊ヘクタープロテクター）１勝
エクラン（93牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝
ガーランド（92牝 ＊ジェイドロバリー）１勝
ブルークマモト（04牝 ＊タイキブリザード）�15 勝

［孫］ バウンシーチューン（08牝 ステイゴールド）２勝，フローラＳ‐G2
カネトシツヨシオー（03牡 タヤスツヨシ）６勝，福島ＴＶＯＰ‐L，京都金
杯‐G3 ３着，ゴールデンホイップＴ，etc.

カネトシコンジョオ（06牡 ゴールドアリュール）１勝，ぶっぽうそう特別
２着，白藤賞３着，エリカ賞３着

ドラゴンツヨシ（09牡 タヤスツヨシ）１勝
ピエネヴェーレ（04牝 サクラバクシンオー）１勝

［曾孫］ レイハリア（18牝 ロードカナロア）�３勝，葵Ｓ（重賞）‐L，雪うさぎ賞
サムライダマシー（13牡 サムライハート）１勝，��１勝�３勝	１勝
��入着６回

カネトシボヌール（13牡 タニノギムレット）１勝

販売申込者・所有者： 渋谷 健作＝日高町富川西 �090-5951-4749
生 産 牧 場： 渋谷 健作
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

81 ホワイトドレス２０２０ �・芦 ４／１３

＊

＊
＊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ホワイトドレス ＊フォーティナイナー

��
��
�メダイユドール芦 2009 エタンセル

＊サイクラス 13c
Halo S3×M5 Hold Your Peace S5×M5

価格： 購買者：



母 ホッコーヴァール（12黒鹿 ＊スタチューオブリバティ）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ホッコーマイサン（18牡鹿 ホッコータルマエ）�入着
マーゴットヴァール（19牝芦 ＊ダンカーク）���出走

２代母 ホッコーエクレール（03青鹿 ダンスインザダーク）出走
ホッコーリョウマ（09牡 サクラバクシンオー）�１勝
ホッコーアムール（10牝 ＊スタチューオブリバティ）２勝，鷹巣山特別，フリーウェ

イＳ２着，知多特別２着，�３勝�
ホッコースイセイ（13牝 メイショウボーラー）�４勝�２勝�入着
ホッコーライデン（14牡 ＊アグネスデジタル）�４勝，横手特別３着，清里特別３着
ホッコーフラッパー（16牝 ＊ヘニーヒューズ）�２勝�入着２回

３代母 ホッコーシャープ（95栗 ＊スキャン）２勝
ホッコーソレソレー（02牡 キングヘイロー）６勝，オパールＳ‐L，大阪城Ｓ‐L ２着，

カシオペアＳ‐L ２着，etc.
ホッコーワンマン（04牡 マヤノトップガン）１勝，	１勝
入着２回
ホッコーティアラ（05牝 アドマイヤベガ）入着２回

ホッコーペリノア（12牡 キングカメハメハ）入着，�２勝
ホッコーペネロープ（14牝 ＊アイルハヴアナザー）	２勝
サニーデイローゼス（16牝 ＊エイシンアポロン）	１勝�入着３回
ホッコージュンレイ（17牝 メイショウサムソン）��２勝

ホッコーフクヒメ（06牝 ＊シルバーチャーム）１勝
ホッコーキングダム（08牡 キングヘイロー）�５勝
ジューンロディ（12牡 メイショウボーラー）２勝，花背特別３着

４代母 ネスカベローザ（87栗 タイテエム）出走

５代母 シユウエイローザ（70栗 ＊テユーダーペリオツド）５勝
［子］ タイテエローザ（82牝 タイテエム）４勝，睦月賞，立冬特別

カネダイカチドキ（84牡 キタノカチドキ）２勝，甲武特別２着，�１勝
［孫］ ブライティア（89牝 タイテエム）４勝，是政特別，須賀川特別，隅田川特

別２着，etc.，障害２勝

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

82 ホッコーヴァール２０２０ �・黒鹿 ３／１６
＊

＊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

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�スタチューオブリバティ Charming Lassieホッコーヴァール ダンスインザダーク

��
��
�ホッコーエクレール黒鹿 2012 ホッコーシャープ

＊ミツドサマーヒル 42
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ポッドシャイニー（12鹿 ゴールドアリュール）�２勝��１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 エリモシャイニー（99鹿 ＊ブライアンズタイム）入着，�１勝
ディアイリス（07牝 ＊タップダンスシチー）１勝，�１勝��
マリアルージュ（16牝 ベルシャザール）�２勝

３代母 エリモシック（93青鹿 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，
秋華賞‐Jpn1 ２着，札幌記念‐Jpn2 ２着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３
着，札幌日経ＯＰ‐OP ３着，etc.
サイレンスゴールド（01� ＊サンデーサイレンス）３勝，タイランドＣ，青島特別，

山国川特別２着，etc.
ダノンエリモトップ（06牡 キングカメハメハ）４勝，上総Ｓ，咲花特別，江戸川特

別２着，��１勝�
サトノフェニックス（10牡 ＊シンボリクリスエス）	１勝�４勝��入着�，摂津盃２着

４代母 エリモシユーテング（84黒鹿 ＊テスコボーイ）２勝，忘れな草賞‐OP
［子］ エリモピクシー（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，ファイナルＳ‐L，京

都牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，愛知杯‐Jpn3 ３着，etc.
ディーエスハリアー（02牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，プリンシパル
Ｓ‐L ３着，新緑賞，ライラック賞２着，etc.

［孫］ リディル（07牡 アグネスタキオン）５勝，スワンＳ‐G2，デイリー杯２歳
Ｓ‐Jpn2，米子Ｓ‐L，etc.

クラレント（09牡 ダンスインザダーク）７勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，京
成杯オータムＨ‐G3，関屋記念‐G3，etc.

レッドアリオン（10� アグネスタキオン）７勝，マイラーズＣ‐G2，関屋
記念‐G3，ニューイヤーＳ‐L，etc.

サトノルパン（11牡 ディープインパクト）５勝，京阪杯‐G3，スワンＳ
‐G2 ２着，ファルコンＳ‐G3 ２着，etc.

レッドアヴァンセ（13牝 ディープインパクト）４勝，ヴィクトリアマイル
‐G1 ３着，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，富士Ｓ‐G3 ３着，etc.

レッドヴェイロン（15牡 キングカメハメハ）�４勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1
３着，キャピタルＳ‐L ２着，アーリントンＣ‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 下屋敷牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2859
生 産 牧 場： ㈱タツヤファーム
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

83 ポッドシャイニー２０２０ 牡・鹿 ４／１８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤポッドシャイニー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エリモシャイニー鹿 2012 エリモシック

＊デプグリーフ 9f
Nureyev M4×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 フレンチジェンヌ（13栗 ＊グラスワンダー）入着，�１勝��
〔産駒馬名登録数：１〕
ヨンシキハヤテ（18牡青 バーディバーディ）��入着３回

２代母 フレンチドール（06栗 ＊フレンチデピュティ）３勝
ラプリマヴェーラ（12牝 ジャングルポケット）��１勝
コンカドール（14牝 ＊シンボリクリスエス）�４勝��１勝�入着�
シーホース（15牝 キングヘイロー）１勝，���１勝�１勝
ボルサリーノ（17牡 ＊シンボリクリスエス）�２勝

３代母 ワルツダンサー（95鹿 ＊サンデーサイレンス）６勝，キーンランドＣ‐OP ２着，
みちのくＳ，市川Ｓ，山中湖特別，千葉日報杯，etc.
ワイルドワンダー（02牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，根岸Ｓ‐G3，プロキオンＳ

‐G3，アンタレスＳ‐G3，etc.，���入着３回，種牡馬
ラインドライブ（03	 ＊グラスワンダー）５勝，鎌倉Ｓ，河口湖特別，鹿島特別，etc.，

�７勝��
オペラブラーボ（04牡 ＊オペラハウス）６勝，新潟大賞典‐G3 ３着，アイルランド

Ｔ‐OP，夏至Ｓ‐OP ２着，etc.
ストロベリーパフェ（07牝 ＊ブライアンズタイム）出走

キャプテンキング（14牡 ＊ファスリエフ）２勝，���６勝，フジノウェーブ記
念（２回），川崎マイラーズ，ブリリアントＣ，etc.

ラストダンサー（11牡 キングカメハメハ）６勝，霜月Ｓ‐L，グリーンチャンネルＣ
‐L ３着，ＴＶ静岡賞

４代母 ＊ウィシングフォーアスター（87 USA鹿 Mr. Prospector）USA３勝，Likely
Exchange S３着
［孫］ ベルモントソレイユ（00牡 ＊アジュディケーティング）��７勝�入着�


，ＴＶ埼玉杯，サンタアニタＴ２着，報知ＧＰＣ２着，etc.
ベルモントピノコ（02牝 ＊アジュディケーティング）２勝，汐留特別
ベルモントナイト（11牝 タニノギムレット）��３勝��10 勝�入着 12回，
黒髪山賞２着，吉野ヶ里記念３着（２回）

ベルモントオメガ（04牡 ＊アジュディケーティング）��７勝�２勝��

入着３回�，岩鷲賞２着

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： �橋本牧場
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

84 フレンチジェンヌ２０２０ 牡・栗 ４／ ６
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayバーディバーディ

＊ Seeking the Gold

��
��
�ホームスイートホーム黒鹿 2007 Our Country Place

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraフレンチジェンヌ ＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチドール栗 2013 ワルツダンサー

＊ウィシングフォーアスター 12b
Roberto S3×M4 Mr. Prospector S4×M5 His Majesty S5×M5

価格： 購買者：



母 ボラボラ（12栗 ジャングルポケット）�４勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ロンギングユウタ（18牡栗 リアルインパクト）��１勝
ロンギングママー（19牝黒鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 コーラルチャイムズ（00鹿 ＊サンデーサイレンス）GB１勝
アルデエンブレム（16牡 ＊アルデバランⅡ）２勝

３代母 ＊ポレント（93 GB鹿 Polish Precedent）FR２勝
テントポールTentpole（98 牝 RainbowQuest）IRE１勝

トゥーマッチトラブル Too Much Trouble（06� Barathea）GB・ITY・UA
E11 勝，アブダビチャンピオンシップ‐G3 ３着

ポレンタPolenta（01 牝 ＊サンデーサイレンス）不出走
キャプテンクック Captain Cook（12� Admiralofthefleet）IND８勝，Cal

cutta Derby‐LR，Calcutta Million‐L，Calcutta St.Leger‐LR
２着，etc.

イターナルエインジェル Eternal Angel（14 牝 Serious Spender）IND４勝，
Golconda Oaks‐L ３着

インパヴィッド Impavid（16 牡 Air Support）�IND４勝，Deccan Colts C
hampionship S‐L，South India 2000 Guineas‐LR，Colts' Cham
pionship S‐LR ２着，etc.

フィラテリスト Philatelist（04� Rahy）GB・FR・USA・TUR５勝，サンアント
ニオＨ‐G2 ３着，ゴードンリチャーズＳ‐G3 ３着

４代母 アワーシフ Awaasif（79 CAN鹿 Snow Knight）GB・FR・ITY・USA４勝，
ヨークシャーオークス‐G1，伊ジョッキークラブ大賞‐G1，凱旋門賞‐G1 ３着
［子］ スノーブライド Snow Bride（86 牝 Blushing Groom）GB・FR５勝，英

オークス‐G1，ミュージドラＳ‐G3，プリンセスロイヤルＳ‐G3，etc.
ジャーラール Jarraar（87 牡 Mr. Prospector）GB・USA９勝，ニューオ
ーリンズＨ‐G3，Cardinal Breeders' Cup H，Tenacious H，etc.，
種牡馬

［孫］ ＊ラムタラ（92牡 Nijinsky）GB・FR４勝，英ダービー‐G1，凱旋門賞‐G1，
Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： サカイファーム＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2236
生 産 牧 場： サカイファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

85 ボラボラ２０２０ 牡・鹿 ３／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーボラボラ ＊サンデーサイレンス

��
��
�コーラルチャイムズ栗 2012 ＊ポレント

22b
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ホリデイスクリーン（06鹿 ＊フレンチデピュティ）�入着３回��
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（17）〕
フミノインパルス（12牡黒鹿 タニノギムレット）��３勝��９勝�入着
ジュンストレート（13牝鹿 ＊パイロ）�２勝
ダディダ（15�芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝	
ソウゲンノカゼ（16牝栗 ＊コンデュイット）�１勝
入着�
クックテソーロ（17牡黒鹿 トーセンジョーダン）��１勝
入着
モンテホリデイ（18牝鹿 ＊モンテロッソ）��出走�入着３回

２代母 サンデースクリーン（94青鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
マイネルビスタ（04牡 ＊アフリート）１勝，小名浜特別３着，	４勝�入着６回，北

上川大賞典
サマーアクトレス（05牝 サクラバクシンオー）３勝，石打特別，鎌ケ谷特別２着，

尖閣湾特別２着，桑折特別３着，織姫賞３着
バクシンスクリーン（07牝 サクラバクシンオー）不出走

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

カツカモ（12� ＊アグネスデジタル）���８勝�１勝
入着
スクリーバ（14牝 ＊アグネスデジタル）�２勝	７勝

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

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

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

シュテルンプレスト（99牝 ＊アフリート）３勝，ＴＶＱ杯２着，新涼特別３着

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

‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 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 �01456-2-5157

86 ホリデイスクリーン２０２０ �・青鹿 ３／３１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandホリデイスクリーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンデースクリーン鹿 2006 ネクストムービー

＊ビーチマスト 21a
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 ファーストレディ（08鹿 スマートボーイ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（16）〕
アップトゥユー（14牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�５勝��１勝，エーデルワイス賞

‐Jpn3 ２着，ローレル賞（Ｄ1600），東京プリンセス賞（Ｄ1800）２着，ユン
グフラウ賞（Ｄ1400）２着，東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600）２着，道営スプリント
（Ｄ1200），ノースクイーンＣ（Ｄ1800）２着（２回），ヒダカソウＣ（Ｄ1600）２
着，ヒダカソウＣ（Ｄ1600）３着，リリーＣ（Ｄ1200）３着

ストロングハート（15牝栗 ＊サウスヴィグラス）��１勝・２勝��２勝�，エー
デルワイス賞‐Jpn3，しらさぎ賞（Ｄ1400），東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600）２着，
船橋記念（Ｄ1000）３着，しらさぎ賞（Ｄ1400）３着，ユングフラウ賞
（Ｄ1400）３着，ローレル賞（Ｄ1600）３着，リリーＣ（Ｄ1200），フローラルＣ
（Ｄ1600）２着，ＮＡＲ優２牝

マリーンワン（16牝栗 ＊サウスヴィグラス）��５勝
ラインオブソウル（19牡鹿 ＊シニスターミニスター）�未出走

２代母 ラストヒット（93栗 ＊スラヴィック）２勝，大雪Ｈ，層雲峡特別，太秦Ｓ３着，
�５勝�２勝��入着	
，北日本オークス，東北優駿
ダッシングハニー（02牝 ＊アサティス）１勝

ラブミーチャン（07牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，�７勝�１勝��６勝�１勝
１
勝�１勝，全日本２歳優駿‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，兵庫ジュニアＧＰ
‐Jpn2，クラスターＣ‐Jpn3，東京スプリント‐Jpn3，etc.，ＮＡＲ年代表
（2回），ＮＡＲ優２歳，ＮＡＲ優牝馬，ＮＡＲ優古牝（3回），ＮＡＲ優短距
（2回）

ダブルスター（09牡 ＊シニスターミニスター）５勝，ＢＳＮ賞‐L ３着，アルデ
バランＳ‐OP，ラジオ日本賞‐OP ３着，アルデバランＳ‐OP ３着，etc.，
�１勝
�，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ４着，etc.，種牡馬

ジョンコ（04牝 アグネスタキオン）１勝
マルタシュンプウ（07牡 ＊サウスヴィグラス）１勝，��９勝
イッシンドウタイ（09牡 スズカマンボ）５勝，マーチＳ‐G3 ２着，ポルックスＳ

‐OP，総武Ｓ‐OP ２着，ベテルギウスＳ‐OP ３着，etc.，�５勝��１勝�
５勝，川崎記念‐Jpn1 ５着，etc.

３代母 ゲートアンドフライ（81栗 ＊クラウンドプリンス）不出走

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

87 ファーストレディ２０２０ 牡・鹿 ５／１２
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

＊アサティス

�
�
�
�
�

��
��

�スマートボーイ アンラブルファーストレディ ＊スラヴィック

��
��
�ラストヒット鹿 2008 ゲートアンドフライ

＊パツシングクラウド 5g
Northern Dancer S5×M5×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：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（19）〕
テイケイラフイン（14牝青鹿 ＊キンシャサノキセキ）��９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）���５勝，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着，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）���入着

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.
ラフィントレイル（03牝 ＊エルコンドルパサー）出走

ブレイズアトレイル（09牡 ダイワメジャー）５勝，京成杯オータムＨ‐G3 ２着，
米子Ｓ‐L ２着，小倉大賞典‐G3 ３着，秋風Ｓ，豊栄特別，etc.，�１勝��

ジャイアントリープ（10牡 ネオユニヴァース）４勝，京都新聞杯‐G2 ３着，松
前特別，琵琶湖特別，山桜賞２着，下鴨Ｓ３着，etc.

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

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. Panacee‐L，P. Caravelle‐L，P. des Federations Regionales‐L ２着，
P. Max Sicard‐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

88 ファビラスタイム２０２０ �・鹿 ４／１０
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊ 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
Northern Dancer M4×S5×S5

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：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－１（６），地方－６（25）〕
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）��７勝
シェナオセロ（17牝鹿 ベルシャザール）��入着３回�４勝�，黒潮ジュニアＣｈ

Ｓ（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

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.
フサイチシルヴィ（02牝 ＊アフリート）１勝

ミライヘノカゼ（09牡 マンハッタンカフェ）２勝，荒川峡特別

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

89 ビューティブロンド２０２０ �・黒鹿 ３／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ 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
Halo S4×M4 Roberto S4×M4 Hail to Reason S5×S5×M5×M5
Nijinsky S5×M5
価格： 購買者：



母 ポーカーアリス（05黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝��３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（15）〕
ブリリアントアリス（14牝鹿 ＊シニスターミニスター）�６勝�１勝
エアーシャンクス（15牡鹿 アッミラーレ）��４勝�２勝��１勝
トウケイキンノホシ（16牡黒鹿 トゥザグローリー）��１勝
ジャスティンリーチ（17�青鹿 リーチザクラウン）�１勝

２代母 パルセイト（91芦 ＊リアルシヤダイ）２勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３
着，桃花賞，北総特別２着，初茜賞３着
ビートニクス（99牡 ＊ティンバーカントリー）１勝
オリエントカラー（01牝 ＊ラムタラ）１勝
トーセンブリリアン（03牝 ＊ホワイトマズル）出走

トーセンベニザクラ（09牝 ダイワメジャー）４勝，フェアリーＳ‐G3，初音Ｓ，
赤松賞，ユートピアＳ３着，��入着�，しらさぎ賞３着

ランバレーノ（07牝 アドマイヤボス）�２勝�入着２回

３代母 ＊サウンド（84 USA芦 Danzig）USA１勝
ハギノリアルキング（90牡 ＊リアルシヤダイ）７勝，日経新春杯‐Jpn2，目黒記念

‐Jpn2，天皇賞（春）‐Jpn1 ３着，etc.
ロングセレッソ（92牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，横津岳特別３着
スプリットザナイト（95牝 ＊トニービン）出走

アドマイヤモナーク（01牡 ＊ドリームウェル）８勝，日経新春杯‐G2，ダイヤモ
ンドＳ‐Jpn3，有馬記念‐G1 ２着，etc.

サウンドカーニバル（00牝 バブルガムフェロー）入着，��１勝
マツリバヤシ（08牝 スマートボーイ）�１勝��入着２回�，エーデルワイス

賞‐Jpn3 ２着，ユングフラウ賞２着，東京２歳優駿牝馬３着，etc.

４代母 ディンDin（74 USA芦 Drone）USA３勝，リトルシルヴァーＨ‐G3
［子］ ステイトパフォーマー State Performer（91 牡 ＊シアトルダンサーⅡ）GB

・IRE・USA３勝，Chesham S‐L，Rose Bowl S‐L，愛ナシ
ョナルＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 小林 和幸＝釧路市音別町海光 �090-8897-0677
生 産 牧 場： 村上 進治
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

90 ポーカーアリス２０２０ 牡・黒鹿 ３／３０
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインゴールドアクター ＊キョウワアリシバ

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceポーカーアリス ＊リアルシヤダイ

��
��
�パルセイト黒鹿 2005 ＊サウンド

1l
Roberto M4×S5 Danzig M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 マイファーストラヴ（06青鹿 スエヒロコマンダー）２勝，リボン賞（芝 1800）２着，
駒ケ岳特別（芝 2000）２着，陸奥湾特別（芝 2000）２着，臥牛山特別（芝 2000）２
着，奥尻特別（芝 1800）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
グッドカグラ（16牝黒鹿 アドマイヤムーン）��２勝�
マタギ（17牡黒鹿 カレンブラックヒル）入着４回，��２勝
ヒロファイタ（18牡鹿 ディープブリランテ）��出走�入着

２代母 ＊パールクイン（94 AUS黒鹿 Kenmare）２勝，清洲特別
フジノフォアマン（00牡 メジロライアン）１勝
メトロシュタイン（04牡 スエヒロコマンダー）４勝，大阪―ハンブルクＣ‐L ２着，

御堂筋Ｓ，天竜川特別，桑名特別，オリオンＳ２着，etc.
タケカエルダ（07牝 スエヒロコマンダー）�７勝�
アクアライナー（10牝 スエヒロコマンダー）�６勝

３代母 パールプリンセス Pearl Princess（83 AUS黒鹿 Biscay）AUS入着，ＡＴＣ
ジムクラックＳ‐G3 ３着
シルヴァーフライアー Silver Flyer（89� Kenmare）AUS・NZ15 勝，ＡＴＣリヴァプ

ールシティＣ‐G3，ATC Civic S‐L，ATC Hall Mark S‐L ２着，etc.

４代母 プリンセスタラリア Princess Talaria（74 AUS黒鹿 Dignitas）AUS６勝，ＡＴ
ＣタッドケネディＳ‐G2，ＶＲＣエドワードマニフォルドＳ‐G2，ＡＴＣジムクラッ
クＳ‐G2，VRCMimosa S，ＭＲＣコールフィールドギニーズ‐G1 ２着，etc.
［孫］ マスタードMustard（97� Vettori）AUS17 勝，ＡＴＣスターキングダム

Ｓ‐G3，ＡＴＣコンコルドＳ‐G3，ATCMaurice McCarten S‐L，etc.
ザミカド The Mikado（06� Danehill Dancer）�AUS３勝，ATC E
skimo Prince S‐L，ＡＴＣスカイラインＳ‐G3 ２着

ヴァリュエイト Valuate（96� Bluebird）AUS・HKG４勝，ATC Car
bine Club S‐L，ＡＴＣビルリッチークオリティＨ‐G3 ３着

サ－アマディ Sir Amadi（89 牡 Maizcay）AUS・NZ３勝，ATC Fern
hill H‐L

デイアネイラDeianira（97 牝 ＊ブロッコ）AUS２勝，Geelong RCOak
s Trial S‐L

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

91 マイファーストラヴ２０２０ 牡・青鹿 ２／ ３
＊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

＊コマンダーインチーフ

�
�
�
�
�

��
��

�スエヒロコマンダー スエヒロジョウオーマイファーストラヴ
＊ Kenmare

��
��
�パールクイン青鹿 2006 Pearl Princess

2b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 マキアージュシチー（10鹿 ダイワメジャー）入着２回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ペイシャマキアージ（16牝黒鹿 ＊タイキシャトル）入着，��出走�１勝�１勝�

１勝��
トルーマンテソーロ（19牡栗 トーセンジョーダン）�未出走

２代母 ＊スウィーピングズ（89 USA鹿 Mr. Prospector）USA１勝
スイープデイ Sweep Day（94牝 Cox's Ridge）不出走

スイープドミノ Sweep Domino（99� Mashaallah）CHI２勝，コーパジャク
ソン‐G2 ３着，USA障害４勝

アンダーザラグUnder the Rug（95牝 Lord AtWar）USA12 勝，Obeah S‐L，
Nastique S‐L，Julie Snellings Memorial S‐L，Carousel S‐L，
Open Fire S‐L，etc.
ワカマウWaccamaw（06牝 War Chant）USA・CAN６勝，Ontario Fash

ion S‐L ２着（２回），Sweet Briar Too S‐L ３着
ラスマルヴィナス Las Malvinas（98 牝 Lord AtWar）USA５勝

ラスマルヴェガス Las Malvegas（09 牝 Half Ours）USA・CAN２勝，Pre
sque Isle Debutante S‐L ２着

バーボンウォーフェアBourbonWarfare（11 牝 Colonel John）USA２勝
アングルオヴアタック Angle of Attack（17 牝 Maclean's Music）�US
A４勝，Eleanor Casey Memorial S‐R

ビッグマックス（99牡 Sky Classic）１勝
スパニッシュソウル（03牝 フジキセキ）３勝，木津川特別２着，遊楽部特別２着，

洞爺湖特別３着，伏見特別３着
ヒシマイスター（04牡 ＊フレンチデピュティ）１勝
ロジシンボリ（07牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
アストリンジャー（08牡 アグネスタキオン）１勝，ムーニーバレーレーシングクラ

ブ賞３着，ネモフィラ賞３着

３代母 ブルームダンス Broom Dance（79 USA鹿 Dance Spell）USA９勝，アラ
バマＳ‐G1，ガゼルＨ‐G2，ベッドオーロージズＨ‐G3，ヴェイグランシーＨ
‐G3，ポストデブＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 曾我 博＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2221
生 産 牧 場： 曾我 博
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

92 マキアージュシチー２０２０ �・黒鹿 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケマキアージュシチー
＊ Mr. Prospector

��
��
�スウィーピングズ鹿 2010 Broom Dance

4r
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 マジカルフラッシュ（15黒鹿 エイシンフラッシュ）不出走
本馬の他に産駒あり

２代母 アグネスマジカル（03鹿 アグネスタキオン）出走
アグネスデイジー（08牝 タニノギムレット）１勝
アグネスハビット（09牡 ＊アグネスワールド）３勝，はなのき賞，鷹ケ峰特別２着，

八代特別２着，巌流島特別２着
アグネスフィズ（10牝 ＊アグネスデジタル）１勝
アグネスミニッツ（11牡 ＊グラスワンダー）２勝
アグネススターダム（13牡 ＊アグネスデジタル）２勝，川俣特別，筑後川特別３着
アグネスジュレップ（14牝 ＊アグネスデジタル）１勝，くるみ賞３着
ゴーゴーマジカル（17牝 ＊ダンカーク）��４勝

３代母 ブレッシング（94鹿 マルゼンスキー）１勝
ピサノパテック（02牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，ＵＨＢ杯‐L，セントライト記念

‐Jpn2 ３着，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ２着，etc.
ベネディーレ（07牝 ＊クロフネ）１勝

ガンサリュート（14牡 ダノンシャンティ）１勝，京成杯‐G3 ２着
パブロフテソーロ（16牡 ＊タイキシャトル）１勝，クローバー賞‐OP ２着

アズマシャトル（11牡 ゼンノロブロイ）４勝，小倉記念‐G3，白富士Ｓ‐L，Ｒ－Ｎ
ＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3 ２着，etc.

４代母 ＊ブラダマンテ（86 USA栗 Roberto）不出走
［子］ スティルインラブ（00牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，オークス‐Jpn1，

桜花賞‐Jpn1，秋華賞‐Jpn1，etc.，優３牝
ビッグバイアモン（93牡 ＊バイアモン）３勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3，プリン
シパルＳ‐OP ３着，ほうせんか賞

ダイワネバダ（01牡 ＊スターオブコジーン）２勝，滝桜賞
カペルマイスター（92牡 ＊ジヤツジアンジエルーチ）２勝，栃尾特別２着，
葛飾特別２着

［孫］ ザタイキ（07牡 アグネスタキオン）２勝，アーリントンＣ‐G3 ２着
ノースストーム（12牡 ＊バゴ）１勝，稲城特別２着

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

93 マジカルフラッシュ２０２０ 牡・鹿 ３／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンフラッシュ ＊ムーンレディマジカルフラッシュ アグネスタキオン

��
��
�アグネスマジカル黒鹿 2015 ブレッシング

＊ブラダマンテ 10d
サンデーサイレンス S3×M4 Surumu S4×M5

価格： 購買者：



母 マジッククレスト（09青鹿 ＊ウォーエンブレム）２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（１）〕
マリノシンガ（16牝青 エイシンフラッシュ）��１勝
クラウンデザイアー（17牡黒鹿 ＊モンテロッソ）�２勝
マリノエンブレム（18牝青鹿 ＊パイロ）�２勝
エリークラウン（19牝鹿 ビッグアーサー）�未出走

２代母 ソルティレージュ（98黒鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
レグルスキッド（03牡 ＊オペラハウス）３勝，揖斐川特別
ヒカルオンリーワン（04� ナリタトップロード）１勝
ウインアンビション（13牡 ＊ロッコウオロシ）１勝，��２勝�１勝

３代母 ＊スペシャルアラート（90 USA鹿 Gulch）USA７勝，Azalea S，Jasmin
e S，Clipsetta S‐L ２着，Indian Summer S２着，Gowell S‐L ３着，etc.
リザーブユアハート（96牡 ＊ハウスバスター）２勝，函館３歳Ｓ‐Jpn3，新潟３歳Ｓ

‐Jpn3 ３着，��１勝�入着�	
��，クラスターＣ‐Jpn3 ３着，etc.
ソーアラート（00牝 ＊エリシオ）６勝，鳴門Ｓ，きんもくせい特別２着

ソーミラキュラス（10牝 フジキセキ）４勝，東北Ｓ，咲花特別，��３勝，Ｔ
ＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着

４代母 ソーコージー So Cozy（80 USA栗 Lyphard）USA２勝，Priscilla S
［孫］ ストーメロ Stormello（04 牡 Stormy Atlantic）USA３勝，ハリウッドフ

ュチュリティ‐G1，ノーフォークＢＣＳ‐G2，ファウンテンオヴユー
スＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

オールバーワン All Bar One（01牡 ＊ヘネシー）AUS９勝，ＢＲＣサー
バーンハートＳ‐G2，MRCW.J. Adams S‐L，ＢＲＣＢＴＣカッ
プ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

マイベストブラザーMy Best Brother（09 牡 Stormy Atlantic）USA４
勝，デルマーダービー‐G2，Oceanside S‐R，ラホヤＨ‐G2 ２
着，etc.，種牡馬

ザパンプルムース The Pamplemousse（06 牡 Kafwain）USA３勝，シ
ャムＳ‐G3，サンラファエルＳ‐G3，種牡馬

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

94 マジッククレスト２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ７

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊ Our Emblem

�
�
�
�
�

��
��

�ウォーエンブレム Sweetest Ladyマジッククレスト ＊サンデーサイレンス

��
��
�ソルティレージュ青鹿 2009 ＊スペシャルアラート

23b
Mr. Prospector M4×S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 マーベラスリリー（06栗 ＊クロフネ）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ビナドーター（12牝芦 ヒデサンジュニア）�３勝�入着
オエドノハヤテ（14牡黒鹿 ＊ファスリエフ）��１勝
レオナエンジェル（18牝栗 アーネストリー）���入着

２代母 マーベラスロマン（97鹿 ＊パラダイスクリーク）１勝
マーベラスドリーム（03牝 マーベラスサンデー）１勝
マーベラスアロー（04牡 マーベラスサンデー）３勝，和布刈特別２着
マーベラスバロン（08牡 マーベラスサンデー）３勝
マーベラスルビー（09牝 ゴールドアリュール）入着３回

アルブクール（15牝 タイムパラドックス）���１勝
フミタツイロハ（15牝 マーベラスサンデー）�１勝�入着 12回�
ホクセンシシオー（16牡 ベルシャザール）��入着	４勝
マスティマ（17牡 ストロングリターン）��２勝

３代母 シードランサー（88鹿 マルゼンスキー）不出走
パーフェクトマーク（92牡 ＊パーフライト）��８勝，シーサイドＣ
パーフェクトパール（93牝 イナリワン）不出走

シャイアンライフ（97牡 ＊ロイヤルスキー）��１勝
ダッシュワン（98牡 ＊ロイヤルスキー）��１勝
ムクサンハッスル（02牡 マーベラスサンデー）�８勝
アスタルテ（05牝 ＊スキャターザゴールド）�10 勝
エングン（08牡 ＊セリーセクレタリー）��１勝

マーベラスランナー（96牡 ＊コタシャーン）３勝，皿倉山特別，ほうせんか賞２着
エンゼルプラン（99牝 マーベラスサンデー）��３勝
ウツミキングマン（04牡 ＊キンググローリアス）	１勝�入着


４代母 トサエンド（70鹿 トサミドリ）��６勝，平和賞，ダイオライト記念２着，キ
ヨフジ記念２着，ＮＴＶ盃２着，東京王冠賞２着，etc.
［子］ エンドヒロー（84牡 ＊リマンド）��３勝，ニューイヤーＣ２着，青雲賞

２着，平和賞
［孫］ シンワビューティー（95牝 ＊ラツキーソブリン）３勝，鳥羽特別，�３勝

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

95 マーベラスリリー２０２０ �・鹿 ３／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� マンハッタンカフェ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サトルチェンジジョーカプチーノ フサイチコンコルド

��
��
�ジョープシケ芦 2006 ジョーユーチャリス

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューマーベラスリリー ＊パラダイスクリーク

��
��
�マーベラスロマン栗 2006 シードランサー

＊チツプトツプ 4m
Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 フラワーロック（08鹿 アッミラーレ）４勝，ノエル賞（芝 1600），韓国馬事会杯
（芝 1600）２着，浜名湖特別（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（１）〕
ノーブルプルート（14牝鹿 ＊キングズベスト）１勝，八幡特別（芝 1200）３着
ワークアンドビート（17牝青鹿 ロードカナロア）入着３回，���１勝
タイセイヴィーナス（18牝鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝
ジャスティンロック（19牡黒鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 カシオペアレディ（97黒鹿 ＊デインヒル）出走
キボウノツバサ（09牡 アッミラーレ）�１勝��入着 17回
マスタープリメーラ（10牝 アッミラーレ）�１勝�１勝�６勝�

３代母 タケノフアルコン（82黒鹿 ＊フイリツプオブスペイン）２勝
キャステングガール（87牝 ＊ノーザンテースト）１勝

ハートマン（93牡 ＊エブロス）６勝，淀短距離Ｓ‐OP ３着，ジャニュアリーＳ，
御宿特別，etc.，障害１勝

パンプキンブリッジ（95牝 ＊ブライアンズタイム）入着２回
カモンネイチャ（03牡 タヤスツヨシ）��１勝�17 勝�５勝，くろゆり賞，
名港盃，尾張名古屋杯，etc.

バンドオンザラン（97牡 ＊サンデーサイレンス）�11 勝	
��，東海ゴールド
Ｃ，スプリング争覇３着

ホクトベガ（90牝 ＊ナグルスキー）７勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，フェブラリーＳ
‐Jpn2，札幌記念‐Jpn3，etc.，��７勝��１勝１勝，優ダート

スパイシーレディー（93牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，湯之谷特別，金華山特
別２着，下総特別２着，etc.

グランパルファム（96牝 ＊エルハーブ）１勝，小野川湖特別２着
ジョセフィーヌ（99牝 ＊エルハーブ）�２勝��

ネオエピック（07牡 ＊ヴィクトリースピーチ）１勝，�４勝，尾張名古屋杯３着
スカイインテンス（09牡 ＊アメリカンボス）��７勝，東京湾Ｃ

４代母 クールフエアー（78栗 ＊イエローゴツド）不出走
［子］ タケノショウリ（85牡 サクラシヨウリ）３勝，長万部特別２着，ポプラＳ

２着，西湖特別３着，�１勝�１勝

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

96 フラワーロック２０２０ �・芦 ４／ ３

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� Trolley Songダンカーク シークレットステイタス A.P. Indy

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アッミラーレ ＊ダジルミージョリエフラワーロック ＊デインヒル

��
��
�カシオペアレディ鹿 2008 タケノフアルコン

＊シヤークスキン 9c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ファーマシスト（14栗 Shamardal）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
メンコイクイン（19牝鹿 アドマイヤムーン）�地方未出走

２代母 ＊アポセカリー（09 GB青 Manduro）GB２勝
コンパウンダー（15牡 アドマイヤムーン）�４勝，桂川Ｓ，帆柱山特別，巌流島特

別，皆生特別２着，周防灘特別３着
タガノルーキー（17� ＊キンシャサノキセキ）��８勝

３代母 シスターマリア Sister Maria（04 USA黒鹿 Kingmambo）GB１勝

４代母 フロイライン Fraulein（99 GB黒鹿 Acatenango）GB・IRE・USA４勝，Ｅ
ＰテイラーＳ‐G1，Valiant S‐L，愛プリティポリーＳ‐G2 ３着，Upavon
Fillies S‐L ２着，Fairway S‐L ３着
［子］ ザットイズザスピリット That Is The Spirit（11� Invincible Spirit）�GB

・FR・IRE８勝，Haydock Spring Trophy‐L，Surrey S‐L
ククリ Khukri（14� Sepoy）�IRE・MAC４勝，Committed S‐L，
Macau Sprint Trophy‐L

ミスチフメイキングMischief Making（05牝 Lemon Drop Kid）GB・F
R・GER４勝，River Eden Fillies' S‐L，サガロＳ‐G3 ２着，Pri
ncess Royal S‐L ３着

［孫］ ホースプレイ Horseplay（14牝 Cape Cross）GB・FR３勝，ランカシャー
オークス‐G2，Pretty Polly S‐L，ミドルトンＳ‐G2 ２着，etc.

モアミスチフMore Mischief（12 牝 Azamour）GB・IRE５勝，Hoppin
gs S‐L，Galtres S‐L ２着，Hoppings S‐L ２着，etc.

５代母 フランクフルター Francfurter（92 GB鹿 Legend of France）GB２勝
［子］ フォルティッシモ Fortissimo（14� Lord of England）�GER・ITY３

勝，カルロヴィッタディーニ賞‐G3 ３着
［孫］ フラッシュマンズペイパーズ Flashmans Papers（06牡 Exceed And Excel）

GB・USA・CAN16勝，Windsor Castle S‐L，Eddie Logan S，
ボールドウィンＳ‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

97 ファーマシスト２０２０ �・栗 １／２２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスハタノヴァンクール ＊ブライアンズタイム

��
��
�ハタノプリエ栗 2009 ハヤベニコマチ

シャマルダル Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Shamardal Helsinkiファーマシスト
＊ Manduro

��
��
�アポセカリー栗 2014 Sister Maria

7f
Kingmambo S3×M4 Mr. Prospector S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ベラトリックス（08鹿 スマートボーイ）�１勝�７勝，クイーンＣ（Ｄ1600）
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（20）〕
マンボトップスター（14牡鹿 スズカマンボ）��２勝
モダンガール（15牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�３勝�２勝��４勝
イグナシオドーロ（16牡青鹿 ＊ヴィットリオドーロ）��１勝・２勝��，北海道

２歳優駿‐Jpn3，ブリーダーズゴールドジュニアＣ（Ｄ1700），サンライズＣ
（Ｄ1800）３着，ＮＡＲ優２牡

プリモジョーカー（17牝鹿 スズカコーズウェイ）���３勝�３勝�，リリーＣ
（Ｄ1200）

プンヴァ（18牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�地方未出走
グランムテキ（19牡鹿 ＊ヴィットリオドーロ）�地方未出走

２代母 クラリッサ（88鹿 トウシヨウボーイ）３勝，福島中央ＴＶ杯２着，端午賞２着，
北総特別３着
タマモリッチ（00牡 メジロライアン）３勝，端午Ｓ‐OP，�１勝��入着３回，サ

ラブレッドＣｈＣ‐Jpn3，グランシャリオＣ‐Jpn3 ２着，名古屋優駿‐Jpn3
２着，北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着

リバティーベル（01牝 ＊アサティス）入着３回，��２勝
スズカヴィグラス（09牡 ＊サウスヴィグラス）４勝，ラジオ福島賞，大島特別，

春光Ｓ２着，白嶺Ｓ２着，灘Ｓ３着
スズカリバー（12牡 ＊サウスヴィグラス）５勝，マリーンＳ‐LR ３着，名古屋

城Ｓ，津軽海峡特別
ジャーニーマン（13牡 ＊サウスヴィグラス）��３勝�２勝��７勝，戸塚記念

３着，羽田盃３着，ニューイヤーＣ３着，金沢スプリントＣ２着，サンラ
イズＣ３着

フォルベルス（16牡 ＊サウスヴィグラス）���３勝�入着，楠賞３着
スズカゴウケツ（17牡 スズカコーズウェイ）�３勝，松風月Ｓ２着

３代母 クイングランド（75栗 ＊オンリーフオアライフ）出走
ハミングダンサー（89牝 ヤマニンスキー）２勝

ノボエイコーオー（96牡 トウカイテイオー）１勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ２
着，ＳＴＶ杯２着，みなみ北海道Ｓ３着

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

98 ベラトリックス２０２０ 牡・鹿 ２／２９

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayヴィットリオドーロ ＊アフリート

��
��
�プリエミネンスUSA 黒鹿 2009 アジテーション

＊アサティス

�
�
�
�
�

��
��

�スマートボーイ アンラブルベラトリックス トウシヨウボーイ

��
��
�クラリッサ鹿 2008 クイングランド

＊アマリテユード 2f
クイングランドM3×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ミスサイベリア（03 USA栗 Giant's Causeway）不出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（９），地方－５（27）〕
ミヤジメーテル（08牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）２勝，�９勝�，名港盃（Ｄ1900），

東海桜花賞（Ｄ1400）２着，名古屋記念（Ｄ1400）２着，秋桜賞（Ｄ1800）３着，
くろゆり賞（Ｄ1600）３着

サンマルクイーン（09牝栗 ダイワメジャー）４勝，瀬戸内海特別（芝 1400）２着，
堀川特別（芝 1800）３着

カナデル（10牝鹿 ＊ファンタスティックライト）�１勝�入着２回
ドクターナイーヴ（11牡栗 デュランダル）�６勝��入着３回，新緑賞（Ｄ1600），駿

蹄賞（Ｄ1800）２着，東海ダービー（Ｄ1900）３着，スプリングＣ（Ｄ1400）３着
サンマルアリュール（12牝栗 ゴールドアリュール）２勝
バトードラムール（15牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）入着，���３勝�４勝�１勝�１勝
アララトテソーロ（16牡栗 ＊ケープブランコ）�１勝
ファインラン（17牡鹿 ルーラーシップ）��２勝

２代母 ミストバコーMiss Tobacco（96 USA栗 ＊フォーティナイナー）FR・GER・U
SA４勝，オステルマンポカール‐G3，Schwarzgold‐Rennen‐L，Meile Der
Nord‐L，サンロマン賞‐G3 ２着，Anka Germania S‐L ２着，etc.
プレイヤーズプリーズPlayers Please（04 牡 Theatrical）GB３勝，GB障害３勝

３代母 リサリーン Lisaleen（82 USA栗 Northern Dancer）IRE２勝，ギルタウン
スタッドＳ‐G3 ３着
ホワイトウィステリアWhiteWisteria（89 牝 Ahonoora）不出走

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.

ゴサマーGossamer（91 牝 Seattle Slew）USA２勝
バチェラーデューク Bachelor Duke（01牡 Miswaki）GB・IRE１勝，愛２０００

ギニー‐G1，サマーヴィルタタソールＳ‐G3 ３着，種牡馬
トリルコTrylko（02牝 Diesis）GB入着
タルコ Talco（11牡 Pivotal）FR・USA５勝，シューメイカーマイルＳ
‐G1，Thunder Road S‐L，ハリウッドダービー‐G1 ３着，etc.

＊ロードアヘッド（94牡 ＊フォーティナイナー）６勝，京都金杯‐Jpn3 ３着，新潟日
報賞‐OP，飛騨Ｓ，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 笹島 政信＝浦河町上絵笛 �0146-22-0709
生 産 牧 場： 笹島 政信
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

99 ミスサイベリア２０２０ 牡・栗 ４／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Giant's Causeway Mariah's Stormミスサイベリア ミストバコー ＊フォーティナイナー

��
��
�Miss Tobacco栗USA 2003 Lisaleen

5h
Storm Cat M3×S4 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ミスヨナ（08青鹿 ＊ティンバーカントリー）��２勝�７勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ミスビセンチ（15牝栗 スクリーンヒーロー）�２勝��１勝
ヒダカジェンヌ（16牝栗 タイムパラドックス）���３勝�１勝
トビーズレガシー（18牡青 ＊トビーズコーナー）���入着

２代母 ゴージャスクィーン（99青鹿 フジキセキ）入着，�２勝��入着
セイユウタロー（05牡 サクラローレル）�２勝��１勝
サイバーナイフ（06牡 ＊ブライアンズタイム）��２勝
ラストクィーン（10牝 ロードマップ）�１勝���
ファーストキス（11牝 ＊マチカネキンノホシ）�１勝�３勝��入着２回�，鎌倉記

念２着，加賀友禅賞３着

３代母 マヤノゴージャス（88黒鹿 ＊ブレイヴエストローマン）２勝
マヤノフルート（94牡 ＊ノーリユート）１勝
マイネルバンガード（98牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3 ２着，

雄国沼特別，水芭蕉特別，etc.

４代母 フアーストジヨオー（82黒鹿 ＊ゴーマーチング）３勝，信濃川特別
［孫］ コマノブリザード（98牡 ＊アサティス）	１勝�９勝��２勝�，サンタ

アニタＴ３着，金盃３着，名港盃３着

５代母 ハザマフアースト（76栗 ＊バーバー）４勝，クイーンＳ，エーデルワイスＳ，
ガーベラ賞
［子］ ハイテツクカーン（83牡 ＊ピツトカーン）４勝，欅特別，磐梯山特別，高

湯特別，etc.
カシワズビューティ（88牝 ＊ゲイメセン）１勝，志摩特別２着

［孫］ デュプレスパンク（97牡 サクラバクシンオー）２勝，尾瀬特別２着
ダッシュゴージャス（94牝 ＊セクレト）１勝，ひいらぎ賞２着
フミノクレイマー（96牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，野地特別３着，
�１勝
１勝�入着�

［曾孫］ コパノスケ（04� キングヘイロー）４勝，水無月特別，須磨特別，洛陽Ｓ３着
フミノストーム（96牡 ＊アフリート）３勝，ＴＶＱ杯，�１勝

販売申込者・所有者： 熊沢牧場＝えりも町大和 �090-2813-3885
生 産 牧 場： 熊沢牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

100 ミスヨナ２０２０ �・黒鹿 ３／２８

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenミスヨナ フジキセキ

��
��
�ゴージャスクィーン青鹿 2008 マヤノゴージャス

＊タイランツクヰーン 14f
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ミスローラ（15鹿 メイショウボーラー）��入着
初仔

２代母 ミスプロ（07黒鹿 ＊アフリート）�出走
フェイスシャイン（11牝 アジュディミツオー）��４勝��入着４回
ミスミランダー（13牝 アッミラーレ）�２勝�１勝��３勝�入着，関東オークス

‐Jpn2 ２着，ロジータ記念，黒潮盃，東京２歳優駿牝馬３着，ラブミーチャ
ン記念，etc.，ＮＡＲ優３牝

ミスアンナ（14牝 タイムパラドックス）�１勝��４勝�３勝�，百万石賞３着

３代母 ＊ヘイローブライトン（89 USA鹿 Halo）１勝
エーピーザショット（98牡 ＊トニービン）２勝，黒竹賞２着
リノーンルーラー（05牡 マヤノトップガン）２勝，恵庭岳特別

４代母 ＊デツクパウズ（82 CAN栗 Topsider）USA２勝
［子］ マドロス（91牡 ＊トニービン）�８勝	13 勝
，サラブレッド大賞典，開

設７０周年記念３着，開設６９周年記念３着

５代母 フェア Fair（66 CHI 黒鹿 Madara）USA・CHI７勝，P. Luis Cousino２着
［子］ フェアリーリーガル Fairly Regal（74 牝 ＊ヴアイスリーガル）USA６勝，

Tattling H，Heirloom S，Bison City S‐R，etc.
［孫］ プレゼントヴァリュ－Present Value（84牡 Halo）USA15 勝，ミシガン

マイルアンドワンエイスＨ‐G2，ハロルドＣラムザーシニアＨ‐G3，
ナショナルＪＣＨ‐G3，etc.，種牡馬

サマ－ム－ド Summer Mood（81牝 Raja Baba）USA17 勝，Ontario
Fashion S‐LR（２回），Etobicoke H‐L，ShadyWell S‐LR，etc.

＊モーストフェアー（83牝 Raja Baba）USA４勝，Ontario Damsel S
‐LR，Duchess S‐L ２着，Fury S‐LR ２着，etc.

アスカ－Askar（86� Sauce Boat）USA７勝，Autumn H‐L，Vi
gil H‐L ３着

テンスターフリート Ten Star Fleet（91 牡 ＊アフリート）USA６勝，
Marathon H，Thanksgiving Day H‐L ２着，種牡馬

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

101 ミスローラ２０２０ 牡・黒鹿 ３／１３

＊

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

＊タイキシャトル

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウボーラー ＊ナイスレイズミスローラ ＊アフリート

��
��
�ミスプロ鹿 2015 ＊ヘイローブライトン

8j
Devil's Bag S3×M4 Halo S4×M4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ミヤビグローリー（09栗 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（16）〕
ミヤビキララコ（13牝鹿 メイショウボーラー）��１勝�２勝
ミヤビチーター（15牡鹿 ショウナンカンプ）入着２回，��３勝��
スクエアテーブル（16牡鹿 ショウナンカンプ）入着，��６勝
ラジアントエンティ（18牝栗 スマートファルコン）�２勝�１勝�１勝�，ラブミ

ーチャン記念（Ｄ1600），園田プリンセスＣ（Ｄ1400）

２代母 タフグレイス（96栗 ＊トニービン）５勝，中山金杯‐Jpn3 ２着，千葉Ｓ，両
国特別（２回），香取特別２着，ＴＶＫ賞３着，etc.
ミヤビハルカ（05牝 ＊ウォーエンブレム）不出走

ミヤビエンブレム（13牡 マンハッタンカフェ）１勝，山藤賞２着，八丈島特別
３着，フリージア賞３着

ミヤビリュウオー（06牡 ＊ホワイトマズル）２勝，長良川特別３着
ミヤビファルネーゼ（08牡 ＊ロージズインメイ）４勝，春興Ｓ，韓国馬事会杯２着，

節分Ｓ２着，韓国馬事会杯３着，立冬特別３着，障害１勝，�１勝
ミヤビシャンス（13牡 マンハッタンカフェ）��３勝

３代母 システィーナ（89栗 サクラユタカオー）８勝，京都牝馬特別‐Jpn3，関屋記念
‐Jpn3 ２着，七夕賞‐Jpn3 ３着，エプソムＣ‐Jpn3 ３着，マーチＳ‐Jpn3 ３着，etc.
ミヤビライデン（97牡 ＊トニービン）４勝，湘南Ｓ，本栖湖特別，水芭蕉特別２着，etc.
ミヤビフェラーリ（00牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，�２勝��１勝�，尾張名古

屋杯３着
ミヤビキララ（02牝 スペシャルウィーク）３勝，香取特別，土湯温泉特別，香取特

別３着，etc.
ミヤビジャスパー（11牡 アドマイヤムーン）３勝，若駒Ｓ‐LR ２着，野分特別，

アルメリア賞

４代母 ダイナコマネチ（83栗 ＊ノーザンテースト）出走
［子］ パラダイスフラワー（04牝 ＊ティンバーカントリー）�７勝�１勝��，

エーデルワイス賞‐Jpn3，日高賞，南部駒賞，etc.
［孫］ プライドキム（02牡 ＊アフリート）２勝，�１勝��３勝�１勝�，全日本

２歳優駿‐Jpn1，クラスターＣ‐Jpn3，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，etc.

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

102 ミヤビグローリー２０２０ �・栗 ５／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラミヤビグローリー ＊トニービン

��
��
�タフグレイス栗 2009 システィーナ

＊ニアーリーズン 22b
サンデーサイレンス S3×M3 トニービンM3×S4

価格： 購買者：



母 ミラクルワウ（03栗 フジキセキ）入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（11）〕
ミラクルベリー（08牝黒鹿 ＊ファルブラヴ）１勝，志摩特別（芝 1400）３着

グランレイ（17牡 ルーラーシップ）�１勝，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３着
ダノンミシガン（11牡芦 ＊チチカステナンゴ）３勝，�４勝
ピンクダイキリ（15牝鹿 ＊ハービンジャー）入着，��出走�６勝
ダークロード（16牡黒鹿 ＊ワークフォース）入着，��１勝
ジョングルール（18牡黒鹿 ＊ノヴェリスト）�未出走

２代母 ＊トリプルワウ（83 CAN鹿 Coastal）USA14 勝，ネクストムーヴＨ‐G3，W
oodbine BC S‐L，Maple Leaf S‐LR，Ontario Matron H‐LR，Durha
m C‐L，etc.
アリワウ Alywow（91牝 Alysheba）USA７勝，ニジャナＳ‐G3，Lady Dean S

‐L，Canadian H‐L，Canadian Maturity S‐R，Natalma S，etc.
センチュリーシティ Century City（99 牡 Danzig）GB・IRE・USA６勝，アル

カディアＨ‐G2，愛インターナショナルＳ‐G2，テトラークＳ‐G3，T
urf Paradise Breeder's Cup H‐L，Leopardstown 2000 Guineas Trial S
‐L，etc.，種牡馬

ダブルワウDoubleWow（92牝 With Approval）USA３勝
ワウミーフリーWowMe Free（04牝 Menifee）USA・CAN５勝，ネクスト

ムーヴＨ‐G3，Ladies H‐L，シュヴィーＨ‐G2 ３着，Wide Count
ry S３着

アサクサキーマン（96牡 GoneWest）４勝，上総特別，山陽特別，若菜賞，アイル
ランドＴ２着

フサイチオーレ（98牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，北九州短距離Ｓ‐OP，奥多摩Ｓ，
保津峡特別，ストークＳ２着，桂川Ｓ２着，etc.，種牡馬

トリプレックス（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，フィリピンＴ，英彦山特別，国
東特別，甲東特別２着，有松特別３着，etc.
ダイワキャグニー（14� キングカメハメハ）�８勝，エプソムＣ‐G3，キャピタ

ルＳ‐L，プリンシパルＳ‐LR，毎日王冠‐G2 ２着，金鯱賞‐G2 ３着，etc.
アグネスギンガ（00牡 ＊フォーティナイナー）４勝，高瀬川特別３着，�１勝

３代母 アイヴァレピュテイション Iva Reputation（79 USA鹿 Sir Ivor）不出走

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

103 ミラクルワウ２０２０ 牡・青鹿 ５／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーミラクルワウ
＊ Coastal

��
��
�トリプルワウ栗 2003 Iva Reputation

7
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ミリオンセラー（09青鹿 フジキセキ）��２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ダブルミリオン（15牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��５勝
ワイズファースト（16牡青鹿 ベルシャザール）�１勝��
マンゴーラッシー（18牝鹿 ＊ノヴェリスト）��入着

２代母 ハッピーリクエスト（97栗 ＊トニービン）６勝，ターコイズＳ‐OP，北野特別，
野分特別，対馬特別，下鴨Ｓ２着，etc.
ミリオンディスク（04牡 ＊アフリート）６勝，カペラＳ‐G3，栗東Ｓ‐L，etc.，�２

勝�１勝�����入着７回，北海道スプリントＣ‐Jpn3，ＪＢＣスプリント
‐Jpn1 ３着，東京盃‐Jpn2 ３着，etc.，種牡馬

ハッピープレゼント（05牝 アグネスタキオン）２勝，豊中特別，八幡特別２着，西
部日刊スポーツ杯２着，カーネーションＣ３着
ミルグラシアス（14牡 ＊クロフネ）���７勝�１勝�，ブリーダーズゴールド

ジュニアＣ３着
リクエストソング（06牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，きさらぎ賞‐G3 ２着，カシ

オペアＳ‐L ２着，小倉記念‐G3 ３着，尼崎Ｓ，五頭連峰特別，etc.
マカリオス（07牡 ネオユニヴァース）２勝，日豊特別３着，川内特別３着
アムールポエジー（10牝 ネオユニヴァース）２勝，��１勝，関東オークス‐Jpn2

３代母 ＊エイプリルソネット（81 USA黒鹿 Dike）USA11 勝，MyDear Girl S‐R，
Lisa S，Bristol H‐L ２着，Florida Oaks‐L ２着，Susan's Girl S
２着，etc.
エルレイナ（90牝 Slew o' Gold）３勝，りんどう賞，八女特別２着

モノポール（99牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，巴賞‐L，富士Ｓ‐G3 ２着，巴
賞‐L ２着，etc.

クイーンソネット（92牝 ＊ノーザンテースト）５勝，新潟記念‐Jpn3 ２着，六甲Ｓ
‐OP ２着，ターコイズＳ‐OP ３着，etc.
ワイドサファイア（06牝 アグネスタキオン）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，エ

ルフィンＳ‐OP ２着
ワイドファラオ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，ＮＺトロフィー‐G2，ユ
ニコーンＳ‐G3，��１勝�，かしわ記念‐Jpn1，etc.

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

104 ミリオンセラー２０２０ �・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リアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーミリオンセラー ＊トニービン

��
��
�ハッピーリクエスト青鹿 2009 ＊エイプリルソネット

12
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ベルシルエット（12黒鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
プエンテデグロリア（17牝青鹿 エイシンフラッシュ）��２勝�

２代母 ヴァイオレットラブ（97栗 ＊ドクターデヴィアス）出走
ヴァインドレッサー（02牝 ＊エンドスウィープ）１勝

タイセイサミット（13牡 ダイワメジャー）５勝，米子Ｓ‐L ２着，谷川岳Ｓ‐L
２着，東風Ｓ‐L ２着，毎日杯‐G3 ３着，メイＳ‐OP，etc.

ランドアーティスト（17� ヴィクトワールピサ）�１勝，北辰特別３着
コイウタ（03牝 フジキセキ）５勝，ヴィクトリアマイル‐Jpn1，クイーンＣ‐Jpn3，

桜花賞‐Jpn1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ２
着，etc.，優古牝
ミッキーラブソング（11牡 キングカメハメハ）７勝，京都金杯‐G3 ３着，タン

ザナイトＳ‐OP，安土城Ｓ‐OP，鞍馬Ｓ‐OP ２着，タンザナイトＳ‐OP
２着，etc.

ユラノト（14牡 キングカメハメハ）６勝，フェブラリーＳ‐G1 ３着，根岸Ｓ
‐G3 ２着，マリーンＳ‐OP，ギャラクシーＳ‐OP ２着，麦秋Ｓ，etc.

ラヴソレイユ（07牝 フジキセキ）出走
タガノグルナ（14牡 ルーラーシップ）�４勝，鳥取特別，早鞆特別，甲南Ｓ２

着，障害１勝
タガノファジョーロ（16牡 ＊バゴ）�３勝，天草特別，障害１勝

マチノアカリ（08牡 フジキセキ）１勝
ベールドインパクト（09牡 ディープインパクト）３勝，ディセンバーＳ‐L，京都記念

‐G2 ２着，京都新聞杯‐G2 ２着，きさらぎ賞‐G3 ３着，菊花賞‐G1 ４着，etc.
アンヴェイルド（11牡 ディープインパクト）３勝
フナウタ（14牝 ダイワメジャー）３勝，飯坂温泉特別，蒲郡特別２着

３代母 ＊ヴアインゴールド（79 USA鹿 Mr. Prospector）USA３勝，ガーデニアＳ
‐G3，デムワゼルＳ‐G1 ３着
ファントムジェット Phantom Jet（84 牡 Tri Jet）USA13 勝，ウッドローンＳ‐G3，

タンパベイダービー‐G3，Heritage S‐L，etc.，種牡馬
ビハインドザマスク（96牝 ＊ホワイトマズル）10勝，スワンＳ‐Jpn2，京都牝馬Ｓ

‐Jpn3，セントウルＳ‐Jpn3，etc.

販売申込者・所有者： 今牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-7053-0268
生 産 牧 場： 今牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

105 ベルシルエット２０２０ 牡・鹿 ２／２８

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアベルシルエット ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ヴァイオレットラブ黒鹿 2012 ＊ヴアインゴールド

4r
Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×S5 Burghclere M4×S5
Northern Dancer S5×S5
価格： 購買者：



母 ホットファッション（04鹿 スペシャルウィーク）２勝，サフラン賞（芝 1400）
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（８）〕
ロングアンドリーン（11牝鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回，��１勝
ハッスルカフェ（12�黒鹿 ＊バゴ）入着，�１勝
ビクトリアシップ（13牝鹿 ＊クロフネ）�３勝
エフティリンダ（14牝鹿 ＊フレンチデピュティ）入着，�２勝�入着５回
エムティハヤテ（16牡栗 ＊アイルハヴアナザー）��１勝

２代母 シンシンパッション（96鹿 ＊ヘクタープロテクター）３勝，鹿島特別
ダイワハーン（02牡 ＊サンデーサイレンス）�３勝�２勝
ヒシミッション（05牡 ＊クロフネ）１勝
ホワイトデイズ（06牝 ＊クロフネ）	入着

メイショウハナモリ（16牡 メイショウボーラー）
３勝，伊賀Ｓ３着，高田城
特別３着

パッションフルーツ（07牝 ＊アルカセット）�５勝
サクラトップビクト（14牝 ＊アグネスデジタル）�１勝�入着３回
シュネルスト（15牡 ＊タイキシャトル）�１勝�１勝

３代母 ビューチフルロマン（86鹿 ＊ノノアルコ）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，関越Ｓ
‐OP，秋嶺Ｓ，東雲賞，本栖湖特別，etc.
ビューチフルドラマ（93牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝

セイコーサンデー（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，目黒記念‐Jpn2 ３着，
エイプリルＳ‐OP ２着，スピカＳ，etc.

ドットコム（05牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ホープフルＳ‐L ３着，美浦Ｓ，
習志野特別，etc.

ロマンスプレゼント（97牝 ＊ティンバーカントリー）不出走
アルトップラン（05牡 マヤノトップガン）５勝，東海Ｓ‐G2 ３着，両国Ｓ，美

唄特別，etc.
カチューシャ（09牝 ＊ケイムホーム）６勝，オアシスＳ‐L，etc.，��入着２回，

Ｌプレリュード‐Jpn2 ３着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

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

販売申込者・所有者： 静内酒井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-1524-6139
生 産 牧 場： 静内酒井牧場
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

106 ホットファッション２０２０ �・鹿 ４／２２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールホットファッション ＊ヘクタープロテクター

��
��
�シンシンパッション鹿 2004 ビューチフルロマン

＊ビユーチフルドリーマー 12
Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 ポッドフィズ（12鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 スイートフィズ（04芦 ＊クロフネ）３勝，葛飾特別，出雲崎特別
シンボリテレサ（13牝 ＊プリサイスエンド）�３勝�５勝
ゴールドアドミラル（14牡 ゴールドアリュール）��３勝��１勝
ウィーンソナタ（17牝 ＊エスケンデレヤ）１勝，���出走�出走
マツリダジョオー（18牝 ＊クリエイターⅡ）��２勝，金杯３着
レディーアーサー（19牝 ＊パイロ）��１勝，栄冠賞３着

３代母 ＊アクワレラ（89 USA鹿 Danzig）USA２勝

４代母 ケネロットKennelot（74 USA鹿 Gallant Man）USA３勝
［子］ ステファンズオディシー Stephan's Odyssey（82牡 Danzig）USA６勝，

ハリウッドフュチュリティ‐G1，ドゥワイアＳ‐G1，ジムダンディ
Ｓ‐G2，etc.

ロトカ Lotka（83牝 Danzig）USA10 勝，エイコーンＳ‐G1，ブラックヘ
レンＨ‐G2，コロンビアナＨ‐G3，etc.

［孫］ ロッタダンシング Lotta Dancing（91牝 Alydar）USA７勝，アフェクシ
ョネトリーＨ‐G3，トップフライトＨ‐G1 ３着，レイディーズＨ
‐G2 ２着，etc.

＊マンボツイスト（95牡 Kingmambo）９勝，マーチＳ‐Jpn3，平安Ｓ
‐Jpn3，etc.，�１勝�２勝�入着��，名古屋大賞典‐Jpn3，etc.

シエラムール Cielamour（85 牝 Conquistador Cielo）GB・FR・IRE８勝，
Coral S‐L，Fasig‐Tipton S‐L，グラッドネスＳ‐G3 ３着

＊ムーニーポンズ（04牝 Mizzen Mast）USA３勝，Bedanken S‐L
［曾孫］ ファンタスティキャット Fantasticat（01 牡 Storm Cat）IRE・USA３勝，

スーパーダービー‐G2，Round Table S‐L ２着，Prelude S
２着，種牡馬

ジョニージャンプアップ Johnny Jump Up（11	 Jump Start）USA11
勝，Swatara S‐L，Danzig S‐R ２着

クイーンズラヴQueen's Love（96牝 Kingmambo）IRE・USA２勝，
Garnet S‐L，Mitsubishi Diamond Vision S‐L ３着

販売申込者・所有者： 下屋敷牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2859
生 産 牧 場： 下屋敷牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

107 ポッドフィズ２０２０ �・鹿 ３／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudポッドフィズ ＊クロフネ

��
��
�スイートフィズ鹿 2012 ＊アクワレラ

2d
In Reality S4×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ムーンスケイプ（10鹿 ダイワメジャー）�２勝�
〔産駒馬名登録数：３〕
バジガクアオイヒメ（18牝黒鹿 ローズキングダム）���出走
シャイニングツキミ（19牝青鹿 オウケンブルースリ）��入着

２代母 ムーンフェイズ（01鹿 ＊エリシオ）３勝，フローラＳ‐Jpn2 ３着
フェイスバリュー（09牝 デュランダル）�１勝
シーザムーンライト（11牝 ゴールドアリュール）�１勝
ルナプロスペクター（12牡 カンパニー）３勝，鎌ケ谷特別，若竹賞，六社特別２着，

春興Ｓ３着
オウケンムーン（15牡 オウケンブルースリ）�３勝，共同通信杯‐G3，オクトーバ

ーＳ‐L ３着
シーオブザムーン（16牝 ブラックタイド）�２勝，魚沼特別３着
タンジェリンムーン（17牝 ゴールドシップ）�１勝，三国特別３着

３代母 ＊アフターザサン（88 USA鹿 Storm Bird）FR２勝，レゼルヴォワール賞‐G3
２着，P. de Bagatelle‐L ３着
トキオエクセレント（94� ＊ゴールデンフェザント）４勝，青葉賞‐Jpn3，ダイヤモ

ンドＳ‐Jpn3 ３着，菊花賞‐Jpn1 ４着，etc.，障害１勝
サンセットキス（95牝 ＊トニービン）出走

モンテエン（07牡 ゼンノロブロイ）５勝，福島民報杯‐L ３着，メイＳ‐OP ３
着，甲斐路Ｓ，etc.

トワイライトラナイ（98牡 ＊ゴールデンフェザント）入着 10回，笹山特別２着，火打
山特別３着，�１勝

タガノマイバッハ（99牡 ダンスインザダーク）６勝，産経大阪杯‐Jpn2，中京記念
‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ３着，etc.，種牡馬

４代母 アンコレールEncorelle（81 FR栗 Arctic Tern）不出走
［子］ ロイヤルアブジャル Royal Abjar（91 牡 GoneWest）GB・FR・GER６

勝，独２０００ギニー‐G2，エッティンゲンレネン‐G3，ベルリンブラン
デンブルクトロフィ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 静内杉下牧場＝新ひだか町静内田原 �080-5830-5542
生 産 牧 場： 静内杉下牧場
飼 養 者： ㈱ＰＹＲＡＭＩＤ ＴＲＡＩＮＩＮＧ＝新冠町西泊津 �080-6092-3040

108 ムーンスケイプ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケムーンスケイプ ＊エリシオ

��
��
�ムーンフェイズ鹿 2010 ＊アフターザサン

5g
Nureyev S5×S5 Northern Dancer M5×M5×M5

価格： 購買者：



母 マスターチアフル（06鹿 ＊ボストンハーバー）１勝，大牟田特別（芝 1200）３着，
別府特別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（11）〕
レッカーベルン（14牝鹿 ＊ジャイアントレッカー）���１勝�２勝�
サングリアロッサ（15牝黒鹿 ＊タイキシャトル）�８勝
ゴーゴーチアフル（17牝栗 ゴールドアリュール）２勝
レイニーデイ（18牡鹿 ジャスタウェイ）�１勝，�入着，ＪＢＣ２歳優駿‐Jpn3 ３着

２代母 ＊ホッコービューティ（94 USA鹿 Gulch）３勝，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2
３着，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，シンザン記念‐Jpn3 ２着，中山牝馬Ｓ‐Jpn3
３着，洛陽Ｓ‐OP，etc.
メイショウラダック（05牡 ＊カリズマティック）２勝，障害１勝

３代母 コントルダンス Contredance（82 USA鹿 Danzig）USA８勝，アーリント
ンワシントンラッシーＳ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，New Year H‐L，
Queen Elizabeth II Challenge C‐L，Water Malone S，etc.
インディアリングウェイEndearingWay（87牝 Conquistador Cielo）不出走

イプシロン Epssilon（96牡 Wagon Master）CHI５勝，P. Carlos Balmaced
a‐L ３着

アラヴィス Aravis（01 牝 Hussonet）CHI２勝，カルロスカンピノ賞‐G2 ２着，
P. Jorge Baraona Puelma‐L ２着，P. Geoffrey Bushell‐L ３着

シーズファイン She's Fine（91 牝 Private Account）USA３勝
ルバーブレッド Rhubarb Red（98牝 Carson City）USA４勝，Mom's Com

mand S，Jasmine S２着，Concord S２着，etc.
サウジー Southey（99牝 Broad Brush）USA１勝，Bourbonette S‐L ２

着，ナタルマＳ‐G3 ３着
シーズマイレイディ She's My Lady（01牝 Grand Slam）USA２勝
フラバストゥ Jurabas Tu（10牡 Mutakddim）ARG２勝，ドスミルギニ
ーズ‐G1 ３着，種牡馬

サンディマン Sandyman（14牡 Mutakddim）�ARG８勝，ピパーミント
賞‐G2 ３着，P. El Virtuoso‐L ３着

ドントフォーゲットフェイスDon't Forget Faith（05 牝 Victory Gallop）GB・FR
・USA・CAN２勝，スイートソレラＳ‐G3 ２着，Pretty Polly S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

109 マスターチアフル２０２０ 牡・黒鹿 １／１９
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

＊ Capote

�
�
�
�
�

��
��

�ボストンハーバー Harbor Springsマスターチアフル
＊ Gulch

��
��
�ホッコービューティ鹿 2006 Contredance

4r
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 マツリバヤシ（08芦 スマートボーイ）�１勝��入着２回�，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ２着，ユングフラウ賞（Ｄ1400）２着，東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600）３着，
フローラルＣ（Ｄ1700）２着，リリーＣ（Ｄ1000）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（５）〕
オーネットダンディ（13牡鹿 スズカマンボ）��５勝
サーストンバーラム（16牡栗 ＊サウスヴィグラス）２勝，���入着２回

２代母 サウンドカーニバル（00芦 バブルガムフェロー）入着，��１勝
リュウノヒロジ（07牡 ＊イーグルカフェ）�１勝�
ヴィグラスサウンド（09牡 ＊サウスヴィグラス）�１勝�４勝，駿蹄賞３着
ミュージックフェス（10牝 ＊サウスヴィグラス）�４勝�入着２回

３代母 ＊サウンド（84 USA芦 Danzig）USA１勝
ハギノリアルキング（90牡 ＊リアルシヤダイ）７勝，日経新春杯‐Jpn2，目黒記念

‐Jpn2，天皇賞（春）‐Jpn1 ３着，etc.
パルセイト（91牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，桃

花賞，北総特別２着，etc.
トーセンブリリアン（03牝 ＊ホワイトマズル）出走
トーセンベニザクラ（09牝 ダイワメジャー）４勝，フェアリーＳ‐G3，初
音Ｓ，etc.，��入着	，しらさぎ賞３着

ロングセレッソ（92牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，横津岳特別３着
スプリットザナイト（95牝 ＊トニービン）出走

アドマイヤモナーク（01牡 ＊ドリームウェル）８勝，日経新春杯‐G2，ダイヤモ
ンドＳ‐Jpn3，有馬記念‐G1 ２着，etc.

４代母 ディンDin（74 USA芦 Drone）USA３勝，リトルシルヴァーＨ‐G3
［子］ ステイトパフォーマー State Performer（91 牡 ＊シアトルダンサーⅡ）GB

・IRE・USA３勝，Chesham S‐L，Rose Bowl S‐L，愛ナシ
ョナルＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

［孫］ ボールドロバータ Bold Roberta（98 牝 Bold Badgett）USA６勝，La
s Madrinas H‐L，Pio Pico S‐R，Nextel Filly andMare Sprint S
‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

110 マツリバヤシ２０２０ 牡・芦 １／３１

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayヴィットリオドーロ ＊アフリート

��
��
�プリエミネンスUSA 黒鹿 2009 アジテーション

＊アサティス

�
�
�
�
�

��
��

�スマートボーイ アンラブルマツリバヤシ バブルガムフェロー

��
��
�サウンドカーニバル芦 2008 ＊サウンド

1l
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 メリーウェザー（10鹿 メジロベイリー）入着４回，��２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３）〕
シゲルタイタン（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�３勝，苫小牧特別
（Ｄ1700）３着

マレフィセント（18牝芦 ＊クロフネ）���入着３回
グランアリエル（19牡鹿 ビッグアーサー）�未出走

２代母 パシフィックベル（99鹿 ＊アフリート）�１勝��１勝�，２歳優駿若駒賞３着
メジロシーゴー（05牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝
メジロチャンプ（06牡 メジロライアン）３勝，サロベツ特別，ひいらぎ賞，札幌ス

ポニチ賞３着
メガポリゴン（14牡 ダイワメジャー）２勝
マイネルメーア（16牡 ゴールドアリュール）入着，���１勝�１勝	７勝

３代母 ＊ザスキート（91 USA鹿 Nureyev）USA出走
スキッフル（98牝 ＊トニービン）出走

フラガラッハ（07牡 デュランダル）８勝，中京記念‐G3（２回），米子Ｓ‐L，阪
神Ｃ‐G2 ３着，etc.

イリュミナンス（10牝 マンハッタンカフェ）４勝，クイーンＳ‐G3 ３着，クイ
ーンＣ‐G3 ３着，堀川特別，etc.

フェルメッツァ（11牡 ディープインパクト）５勝，福島民報杯‐L ２着，小倉記
念‐G3 ３着，アーリントンＣ‐G3 ３着，etc.

エスティタート（13牝 ドリームジャーニー）５勝，シルクロードＳ‐G3 ２着，
京都牝馬Ｓ‐G3 ３着，ききょうＳ‐OP ２着，etc.

４代母 シュートアライン Shoot a Line（77 GB鹿 High Line）GB・IRE・GER・U
SA７勝，愛オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，リブルズデイルＳ‐G2，
パークヒルＳ‐G2，チェシャーオークス‐G3，etc.
［孫］ ＊サンダーガルチ（92牡 Gulch）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，ベ

ルモントＳ‐G1，トラヴァーズＳ‐G1，etc.，種牡馬
＊バトルライン（93牡 ＊オジジアン）７勝，エルムＳ‐Jpn3，etc.，��１

勝�１勝�入着，全日本サラブレッドＣ‐Jpn3，かしわ記念‐Jpn3，etc.，
種牡馬

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 �01456-2-5157

111 メリーウェザー２０２０ 牡・鹿 ４／ ７

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

�
�
�
�
�

��
��

�メジロベイリー レールデユタンメリーウェザー ＊アフリート

��
��
�パシフィックベル鹿 2010 ＊ザスキート

11d
Mr. Prospector S4×M4×S5 Nureyev M4×S5

価格： 購買者：



母 メイカ（04鹿 ダンスインザダーク）２勝，長岡特別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（３）〕
スイチョウカ（11牝鹿 ＊シンボリクリスエス）出走

アオイショー（18牡 ロードカナロア）�２勝，山吹賞
バンクシアパーク（12牡鹿 ＊スニッツェル）�１勝���
サバイバルポケット（13牝鹿 ジャングルポケット）２勝，鷹巣山特別（芝 1600）２着
フジマサスターダム（14牡鹿 ＊タートルボウル）�１勝
ゲットリズム（16牡鹿 ＊ハービンジャー）入着，��１勝
アイアンメイデン（17牝鹿 ＊タートルボウル）��未出走�入着	��
サバイバルナイト（18牡黒鹿 リーチザクラウン）�出走

２代母 フラワーパーク（92鹿 ニホンピロウイナー）７勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，
高松宮杯‐Jpn1，シルクロードＳ‐Jpn3，ＣＢＣ賞‐Jpn2 ２着，スプリンタ
ーズＳ‐Jpn1 ４着，etc.，優短距，優父内
フィレンツェ（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，すみれＳ‐OP ３着，須磨特別
（２回），クリスマスキャロル賞，あすなろ賞，宇治川特別２着，etc.

フローラルパレス（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
カイアワセ（17牝 ＊アイルハヴアナザー）�２勝，四日市特別３着

パラディーゾ（06牡 ダンスインザダーク）１勝
クリアンサス（08牝 Redoute's Choice）３勝，マーガレットＳ‐LR，春菜賞
ヴァンセンヌ（09牡 ディープインパクト）６勝，東京新聞杯‐G3，安田記念‐G1 ２着，

京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，元町Ｓ，エクセレントＪＳＴ，etc.，種牡馬

３代母 ノーザンフラワー（77栗 ＊ノーザンテースト）不出走
ハナドケイ（86牝 ＊ルドウターブル）出走

カガミダリア（90牝 バンブーアトラス）２勝，西脇特別
ミラクルムテキ（93牝 ＊キャロルハウス）不出走

エムオーウイナー（01牡 ニホンピロウイナー）７勝，シルクロードＳ‐G3，オ
ーシャンＳ‐Jpn3 ２着，福島民友Ｃ‐L ２着，etc.，種牡馬

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

阪神大賞典‐Jpn2，鳴尾記念‐Jpn2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 斉藤スタッド＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2823
生 産 牧 場： 斉藤スタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

112 メイカ２０２０ 牡・鹿 ５／ ８

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

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

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイメイカ ニホンピロウイナー

��
��
�フラワーパーク鹿 2004 ノーザンフラワー

＊フアイアフラワー 1n
Northern Dancer S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウアリス（07黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（16）〕
メイショウカゲロウ（12牝黒鹿 ＊スタチューオブリバティ）�10 勝
モンタナドライブ（16牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）１勝，���１勝�２勝
オンギ（17�栗 ＊ダンカーク）���３勝

２代母 ＊コッコレ（99 USA栗 Carson City）１勝
メイショウレガーロ（04牡 マンハッタンカフェ）４勝，京成杯‐Jpn3 ２着，巴賞

‐L ２着，新潟記念‐G3 ３着，函館記念‐G3 ３着，中山金杯‐G3 ３着，etc.
バトルモア（06牡 ジャングルポケット）�２勝
メイショウオオゾラ（08牡 アグネスタキオン）１勝，萩Ｓ‐OP ２着
メイショウピッケル（09牡 マンハッタンカフェ）入着，�３勝�

３代母 ＊ファインディッシュ（92 USA栗 Devil's Bag）GB・USA２勝
ファインディンプル（00牝 Silver Hawk）不出走

ダブルウェッジ（06牡 ＊マイネルラヴ）２勝，アーリントンＣ‐G3，シンザン記
念‐G3 ２着，西宮Ｓ２着，etc.，��１勝�

ビービーバーレル（13牝 ＊パイロ）２勝，フェアリーＳ‐G3，大沼Ｓ‐OP ２着，etc.，
�入着４回，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3 ３着，etc.

４代母 コネクティングリンクConnecting Link（85 USA栗 Linkage）USA入着
［子］ リンクリヴァー Link River（90 牝 GoneWest）GB・USA６勝，ジョン

ＡモリスＨ‐G1，ゴーフォーワンドＳ‐G1 ２着
ディナーアットアーリーンズDinner At Arlene's（02牝 Forestry）USA５勝，
Hastings Park H，Boeing H，King County H３着

［曾孫］ ユラローナ Yulalona（07� Dubai Destination）AUS５勝，ＡＴＣサマ
ーＣ‐G3，ATC Dulcify Quality H‐L，Clarence River JC Graft
on C‐L ２着，etc.

アップルゲイト Applegate（09 牝 Exceed And Excel）AUS１勝，V
RCOttawa S‐L

ペティートジャック Petite Jack（13� Champs Elysees）�GB10 勝，
Quebec S‐L，GB障害１勝

販売申込者・所有者： ㈲鮫川ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4276
生 産 牧 場： ㈲鮫川ファーム
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

113 メイショウアリス２０２０ 牡・鹿 ５／１２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジメイショウアリス
＊ Carson City

��
��
�コッコレ黒鹿 2007 ＊ファインディッシュ

7
Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×M5 Blushing Groom S5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウトパーズ（12芦 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
ラーズグリーズ（17�芦 トゥザグローリー）���入着２回
ブリリアントパーズ（18牝芦 ローエングリン）��入着３回
ディアブロケー（19牡栗 トゥザグローリー）�地方未出走

２代母 メイショウアルペン（04黒鹿 Dixie Union）１勝
メイショウエゾホシ（13� ディープスカイ）�２勝�１勝�１勝��入着
シゲノブ（15牡 ゼンノロブロイ）２勝，�	１勝�１勝���，栗駒賞２着
オノーレペスカ（16牝 トーセンホマレボシ）�出走，�３勝

３代母 ＊アルペンローズ（99 USA黒鹿 Kris S.）USA出走
メイショウフェーヴ（05牝 ＊フレンチデピュティ）入着５回，�２勝

メイショウベルボン（14牝 ディープブリランテ）２勝，マーガレットＳ‐LR ３
着，醍醐特別２着，つわぶき賞３着

メイショウウチデ（16牡 ダノンシャンティ）�１勝，障害２勝，東京ジャンプ
Ｓ‐JG3 ３着

メイショウオウヒ（08牝 マンハッタンカフェ）入着５回，��３勝
メイショウハリオ（17牡 ＊パイロ）�４勝，薫風Ｓ，小倉城特別

メイショウカドマツ（09牡 ダイワメジャー）５勝，ＡＲ共和国杯‐G2 ２着，若葉Ｓ
‐LR ２着，ダイヤモンドＳ‐G3 ３着，etc.

メイショウミハル（14牝 ダイワメジャー）１勝，湯浜特別３着
メイショウキョウジ（15牡 ダイワメジャー）�３勝，北九州短距離Ｓ‐OP ２着，北

九州短距離Ｓ‐OP ３着，船橋Ｓ，etc.，	２勝

４代母 アミゼットAmizette（92 USA鹿 ＊フォーティナイナー）USA入着
［子］ キングオヴローム King of Rome（05� Montjeu）GB・FR・IRE・GER

・UAE４勝，ロイヤルホイップＳ‐G2，メルドＳ‐G3，オイロパ賞
‐G1 ３着，etc.

スーパーエスプレッソ Super Espresso（07牝 Medaglia d'Oro）USA４
勝，アレールデュポンディスタフＳ‐G3，Sky Beauty S，ラフィ
アンＨ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 榊原 敏明＝浦河町絵笛 �0146-22-0682
生 産 牧 場： 榊原 敏明
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

114 メイショウトパーズ２０２０ �・黒鹿 ３／１７

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューメイショウトパーズ Dixie Union

��
��
�メイショウアルペン芦 2012 ＊アルペンローズ

A4
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウブリエ（10鹿 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
メイショウエクボ（15牝栗 ダノンシャンティ）��２勝�１勝
メイショウマサカツ（17牡栗 ＊ダンカーク）入着，��１勝
メイショウサロベツ（18牡鹿 メイショウサムソン）��未出走�１勝

２代母 メイショウラメール（99黒鹿 ＊ジョリーズヘイロー）不出走
メイショウオウサム（04牡 トウカイテイオー）�12 勝
メイショウセラヴィ（05牝 ＊メイショウドトウ）�３勝�

３代母 ＊アルタデナ（88 USA鹿 Lyphard）FR出走
メイショウノブナガ（93牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，九重特別３着
メイショウオウドウ（95牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，産経大阪杯‐Jpn2，鳴尾記

念‐Jpn3，安田記念‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬

４代母 ラコヴィア Lacovia（83 USA鹿 Majestic Light）FR３勝，仏オークス‐G1，
サンタラリ賞‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1 ３着，ヴァントー賞‐G3 ２着
［子］ トブーグ Tobougg（98牡 Barathea）GB・FR・IRE・USA・UAE・HK

G３勝，デューハーストＳ‐G1，サラマンドル賞‐G1，英チャンピオ
ンＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

オタヴァロOtavalo（95 牡 Diesis）FR・USA５勝，P. de Saint Patrick
‐L，エルリンコンＨ‐G2 ３着，P. Isonomy‐L ２着，etc.

ランバダ Lambada（89牝 Lyphard）FR１勝，P. de Liancourt‐L ３着
［孫］ ペスチア Pescia（98 牝 Darshaan）FR２勝，ロワイヨモン賞‐G3 ３着
［曾孫］ ジャングルルーラー Jungle Ruler（03 牡 Lion Hunter）AUS20 勝，ＭＲ

ＣサンダウンＳ‐G3 ２着，ＭＲＣムーンガＳ‐G3 ３着，VRC Pari
s Lane S‐L ３着，種牡馬

ステイトリーホーム Stately Home（06牡 Montjeu）GB・IRE１勝，G
lasgow S‐L ２着

ロブボー Robbeau（02� Valid Expectations）USA４勝，Calcasieu
S‐R ２着，Stardust S‐R ２着，Louisiana Champions Day J
uvenile S‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈲松栄牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1237
生 産 牧 場： ㈲松栄牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

115 メイショウブリエ２０２０ 牡・黒鹿 ３／２５
＊ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� オペラハウス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Colorspinメイショウサムソン ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�マイヴィヴィアン鹿 2003 ウイルプリンセス

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンメイショウブリエ ＊ジョリーズヘイロー

��
��
�メイショウラメール鹿 2010 ＊アルタデナ

16g
Northern Dancer S4×S5×M5 Lyphard S4×M4 Halo M4×M4

価格： 購買者：



母 メイショウボナール（06鹿 ＊ホワイトマズル）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
メイショウワカクサ（14牝鹿 ＊サマーバード）��１勝
タイセイフルーヴ（16牡黒鹿 エイシンフラッシュ）�４勝
メイショウキソコマ（17牡栗 メイショウボーラー）��１勝
メイショウミカワ（18牡栗 ミッキーアイル）�入着

２代母 ダイアナスキー（91鹿 マルゼンスキー）不出走
ケイアイベール（96牝 サクラユタカオー）不出走

マイネレーツェル（05牝 ステイゴールド）４勝，ローズＳ‐Jpn2，フィリーズ
レビュー‐Jpn2，愛知杯‐G3 ３着，フェアリーＳ‐Jpn3 ３着，小倉２歳
Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.
マイネルネーベル（12牡 キングカメハメハ）５勝，ムーンライトＨ，マレ
ーシアＣ３着，��４勝��

マウントケニア（97� ＊トニービン）�１勝
ホシノビッグアイ（99牡 ＊サンデーサイレンス）	
５勝
ホシノメガミ（00牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ティーポイズン（11牡 キングカメハメハ）４勝，松戸特別２着，��出走�４勝
イチゴミルフィーユ（16牝 ＊ヨハネスブルグ）２勝，くるみ賞２着

ゼンノカルネバーレ（02牡 ＊エリシオ）�５勝�入着��
レッドミラクル（07牝 ミラクルアドマイヤ）不出走

フューチャースター（11牡 アッミラーレ）５勝��，兼六園ジュニアＣ，百
万石ジュニアＣ３着

３代母 ダイアンベンチヤ（78鹿 ＊ヴエンチア）	
１勝
ウイルムーン（87牝 ＊ミルジヨージ）１勝

メイショウアヤメ（95牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2
２着，葵Ｓ‐OP，フェニックス賞‐OP，etc.

ハーディス（01牡 ジェニュイン）�３勝，ウイナーＣ２着，オパールＣ２着
プリンセスホーラー（92牝 トウシヨウボーイ）１勝

ホシノプレゼント（00牡 ＊ラムタラ）４勝，白井特別，不知火特別２着，西郷特
別２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲様似木村牧場＝様似町田代 �0146-36-4990
生 産 牧 場： 林 孝輝
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

116 メイショウボナール２０２０ 牡・栗 ４／２９
＊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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeメイショウボナール マルゼンスキー

��
��
�ダイアナスキー鹿 2006 ダイアンベンチヤ

＊ダイアンケー 9c
Lyphard M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウアレーナ（09栗 アグネスタキオン）入着３回，�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
メイショウミチシオ（14牡栗 ＊サウスヴィグラス）�２勝
サンニコーラ（15牡栗 ＊パイロ）����１勝・３勝
タマノシュシュ（17牝青 ヴァーミリアン）入着２回，���出走�入着

２代母 ＊ロスケイ（91 USA青鹿 Woodman）GB入着
ロスタイム（98牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，梅田Ｓ，白川郷Ｓ，灘Ｓ２着，ホン

コンＪＣＴ２着，伊丹特別２着
ロスブライアン（99牡 ナリタブライアン）入着，�４勝
ロスジュリア（00牝 ＊ラムタラ）��２勝
メイショウアイリス（01牝 ＊ジョリーズヘイロー）入着，	１勝

メイショウシンシア（11牡 ＊シニスターミニスター）２勝，ヒヤシンスＳ‐LR
３着，樅の木賞，ポインセチア賞２着

エステヴァン（02
 メジロライアン）２勝，障害１勝
オヤマエルニーニョ（03牡 ＊ブライアンズタイム）１勝，�１勝
メイショウアサガオ（05牝 フジキセキ）４勝，カーネーションＣ，フィリピンＴ２

着，御嶽特別２着
シルクエステート（06牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，日豊特別，両津湾特別２着，

瀬波温泉特別２着，メルボルンＴ２着，羊蹄山特別２着，etc.
メイショウミルキー（08牡 マヤノトップガン）�２勝

３代母 マウントホリオークMount Holyoke（84 IRE 鹿 Golden Fleece）GB１勝
ウットンリヴァ－ズWootton Rivers（90 牡 Woodman）GB・FR・IRE・GER・I

TY６勝，グイドベラルデリ賞‐G2，カルロポルタ賞‐G3，Magnolia S‐L，etc.，
種牡馬

マジェラーノMagellano（94牡 Miswaki）FR２勝，ラフォルス賞‐G3，サンクル
ー大賞‐G1 ２着，種牡馬

４代母 アマランダ Amaranda（75 USA鹿 Bold Lad）GB４勝，クイーンメアリー
Ｓ‐G2，St.Hugh's S，フライイングチルダーズＳ‐G1 ２着，ネルグウィンＳ
‐G3 ２着，モールコームＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲斉藤英牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5465
生 産 牧 場： ㈲斉藤英牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

117 メイショウアレーナ２０２０ 牡・栗 ４／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザグローリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2007 ＊フェアリードール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラメイショウアレーナ
＊ Woodman

��
��
�ロスケイ栗 2009 Mount Holyoke

3c
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S4×M4 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 リュウメイ（05鹿 ＊コロナドズクエスト）３勝，出雲崎特別（Ｄ1200），呉竹賞
（Ｄ1200）２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－２（８）〕
コマアルカンシエル（12牡鹿 ＊バゴ）１勝
ザブルグ（15牡鹿 ＊ヨハネスブルグ）入着，��１勝�６勝�入着２回
ワイメアバレイ（16牝栗 カネヒキリ）１勝，��１勝
ニーズヘッグ（17牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，平尾台特別（Ｄ1700）
トライアンドゴール（18牡鹿 エスポワールシチー）��未出走�出走
テリオスリノ（19牝黒鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 ダイコーフリーマン（98黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）１勝

３代母 スズノフローレンス（86黒鹿 ホリスキー）	６勝
アミーゴ（92牡 ＊ボーザム）４勝，摩周湖特別，ＨＴＢ杯２着，シドニーＴ２着，etc.
ダイコーフクキタル（97牡 ＊クリスタルグリツターズ）入着，プラタナス賞３着，�

４勝��１勝�入着
，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3 ２着，ヤングＣｈＣ

４代母 トウフクパルフアン（79鹿 ＊イースタンフリート）２勝
［子］ トワノハーデー（89牝 マルゼンスキー）４勝，出雲崎特別

サンレイグルーム（97牡 ＊グルームダンサー）２勝，周防灘特別２着，渡
利特別３着，ゆきやなぎ賞３着

［孫］ タカオセンチュリー（03牡 テイエムオペラオー）５勝，マリーンＳ‐L ２
着，栗東Ｓ‐L ２着，etc.，��１勝，アフター５スター賞

マルタカキラリー（98牡 サクラホクトオー）４勝，六社特別，英彦山特別，
いわき特別２着，etc.，�入着３回

５代母 エリモテル（69鹿 ＊ムーテイエ）出走
［子］ トウフクフリート（76牡 ＊イースタンフリート）３勝，京成杯３歳Ｓ３着，

あじさい賞
メイショウアサカゼ（85牝 ＊イースタンフリート）５勝，支笏湖特別，臥
牛山特別２着，恵山特別３着，etc.

［孫］ ファンドリロバリー（93牡 ＊ジェイドロバリー）５勝，日経新春杯‐Jpn2
３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，福島記念‐Jpn3 ２着，etc.，障害４勝

販売申込者・所有者： ㈲笹川大晃牧場＝森町白川 �01374-2-3318
生 産 牧 場： ㈲笹川大晃牧場
飼 養 者： ＦＵＪＩＷＡＲＡ ＳＴＡＢＬＥ＝日高町平賀 �080-5595-6951

118 リュウメイ２０２０ �・鹿 ４／２０

＊

＊ 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

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�コロナドズクエスト Laughing Lookリュウメイ ＊コマンダーインチーフ

��
��
�ダイコーフリーマン鹿 2005 スズノフローレンス

＊フロリースカツプ 3l
Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 モフモフ（11青鹿 ＊サウスヴィグラス）���１勝・９勝，ロジータ記念
（Ｄ2100）２着
本馬の他に産駒あり

２代母 サクラキューティ（03青 サクラローレル）出走
マツノサクラ（09牝 サクラプレジデント）�１勝�入着７回
ベルラトール（13牡 ソングオブウインド）��２勝
コウゲンレッシャ（14牝 ジョーカプチーノ）�２勝
モチモチ（16牝 タイムパラドックス）���１勝
ナックファラオ（17牡 エスポワールシチー）���１勝

３代母 サクラジャスパー（98黒鹿 サクラチトセオー）出走

４代母 ＊サクラセクレテーム（93 USA黒鹿 Danzig）不出走
［子］ 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
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.

５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，ウィザーズＳ‐G2，ゴーサムＳ‐G2，etc.，種牡馬
ライオンキャヴァ－ン Lion Cavern（89牡 Mr. Prospector）GB・FR・
USA５勝，トルーノースＨ‐G2，グリーナムＳ‐G3，ホーリスヒルＳ
‐G3，etc.，種牡馬

マルティエンジンMultiengine（88 牡 Tank's Prospect）USA３勝，ラ
ザロＳバレラＨ‐G3 ２着，種牡馬

［孫］ スズカセクレターボ（08牡 アグネスタキオン）５勝，欅Ｓ‐L ３着，立夏
Ｓ，瀬戸特別，etc.，�１勝

［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，Thor's Echo S‐R
３着

販売申込者・所有者： 坂本 健一＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2067
生 産 牧 場： 坂本 健一
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

119 モフモフ２０２０ 牡・栗 ３／２３

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターモフモフ サクラローレル

��
��
�サクラキューティ青鹿 2011 サクラジャスパー

＊サクラセクレテーム 2f
Danzig S3×M5 Blushing Groom S4×M5 Mr. Prospector S5×M5
Secrettame S5×M5
価格： 購買者：



母 モルフェキイ（06黒鹿 ＊モルフェデスペクタ）�２勝��入着２回，フロイライン
Ｃ（Ｄ1200）３着，北斗盃（Ｄ1700）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－２（20）〕
モルフェワイン（11牝黒鹿 ソングオブウインド）�４勝��１勝�14 勝
コスモジャーベ（13牡黒鹿 ソングオブウインド）３勝，燕特別（芝 2200），陣馬特

別（芝 2400）２着，奥の細道特別（芝 2600）２着，九十九里特別（芝 2500）２着，
糸魚川特別（芝 2000）２着

ホクセンジョウオー（15牝黒鹿 サムライハート）２勝
ジュンリュウセー（16牝黒鹿 ローレルゲレイロ）��１勝
ケンアンビシャス（18牡黒鹿 トゥザワールド）�１勝
ホクセンダンスキイ（19牝青鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 ハセノグッドダンス（01鹿 ダンスインザダーク）出走

３代母 ハッピーマサコ（92鹿 ニツポーテイオー）�２勝
エメラルスター（98牡 ＊エルハーブ）�６勝，オパールＣ２着

４代母 ＊ルハビー（86 USA栗 Plugged Nickle）USA出走
［子］ メイショウモトナリ（94牡 ＊アレミロード）３勝，�１勝��１勝�２勝

�	
�入着４回�，スーパーダートダービー‐Jpn2，かきつばた記
念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3，etc.

メイショウオサフネ（99牡 ＊クリスタルグリツターズ）３勝，樅の木賞３着
［孫］ メイショウコロンボ（09牡 マンハッタンカフェ）６勝，�１勝�１勝�，名古

屋大賞典‐Jpn3，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3，かきつばた記念‐Jpn3 ３着

５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，リヴァーシティーズＳ‐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： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2238
生 産 牧 場： 坂本 智広
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

120 モルフェキイ２０２０ �・黒鹿 ４／１５
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

＊
＊デヒア

�
�
�
�
�

��
��

�モルフェデスペクタ Mary's Spiritモルフェキイ ダンスインザダーク

��
��
�ハセノグッドダンス黒鹿 2006 ハッピーマサコ

＊ルハビー 14f
Mr. Prospector S4×M4 サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 モアスマイル（05鹿 ＊ホワイトマズル）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
ナリノリリー（15牝青鹿 ヴァーミリアン）��２勝��入着
ビューティスマイル（16牝鹿 ヴァーミリアン）��入着２回�１勝��
オオエレーワダン（17牡黒鹿 カレンブラックヒル）��１勝
タダモノデハナイ（18牡鹿 カレンブラックヒル）��入着５回

２代母 コクトビューティー（88鹿 ＊サウスアトランテイツク）４勝，南総特別，中津
川特別，立夏Ｓ２着，利根川特別２着
ストロングアーミー（95牡 ＊アーミジャー）１勝
フライングタイガー（97牡 ＊フレイズ）	１勝��入着
メイキングアロー（98牡 ＊フレイズ）��１勝
スマイルトゥモロー（99牝 ＊ホワイトマズル）４勝，オークス‐Jpn1，フラワーＣ

‐Jpn3，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，黄梅賞
スマイルタイム（07牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，日豊特別２着
イクゼギンギラギン（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）入着，奥尻特別３着，�２勝
サンキュースマイル（09牝 ＊ブライアンズタイム）出走
ヒシタイザン（17牡 トーセンホマレボシ）�１勝，わらび賞２着，百日草
特別３着

スマイルコンテスト（01牝 サツカーボーイ）出走
スマイルプライズ（07牝 ＊ホワイトマズル）１勝
スマイルスター（16牝 ゼンノロブロイ）２勝，鳥栖特別，桑名特別３着

クリールカイザー（09牡 キングヘイロー）６勝，ＡＪＣＣ‐G2，ＡＲ共和国杯
‐G2 ２着，ステイヤーズＳ‐G2 ３着，オールカマー‐G2 ３着，メトロ
ポリタンＳ‐L ２着，etc.

ライトカラカゼ（15牡 キングヘイロー）１勝，���出走
ロイヤルキャリー（02牝 ヤマニンゼファー）��入着

ハクユウカンベエ（11牡 ＊マイネルラヴ）１勝，��１勝�３勝�４勝
レオエンペラー（04牡 ジャングルポケット）５勝，銀蹄Ｓ，初日の出Ｓ，ｔｖｋ賞，

銀嶺Ｓ３着，錦秋Ｓ３着
マイネルトゥモロー（08牡 ネオユニヴァース）入着３回，��２勝

３代母 シルクエンゼル（83鹿 ＊パーソロン）出走

販売申込者・所有者： 久保 秀雄＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2716
生 産 牧 場： 久保 秀雄
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

121 モアスマイル２０２０ 牡・鹿 ４／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeモアスマイル ＊サウスアトランテイツク

��
��
�コクトビューティー鹿 2005 シルクエンゼル

＊ウエルシユテイツトビツト 4c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ユノエポック（06鹿 ＊アグネスデジタル）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（３）〕
グランアトス（12�栗 スクリーンヒーロー）�１勝
ソウウンハヤブサ（14牝黒鹿 カネヒキリ）�１勝
イジェン（16牡鹿 トーセンホマレボシ）�１勝

２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，三面川特別２着，立冬特別３着
ラブソネット（07牝 ＊ストラヴィンスキー）１勝

３代母 スパニッシュハビット Spanish Habit（79 IRE 鹿 Habitat）不出走
ヘッドオヴジアビー Head of the Abbey（85� Glenstal）IRE・USA７勝，Ty

ros S‐L ３着
スパニッシュラン Spanish Run（87牡 Commanche Run）NOR・SWE・DEN９

勝，Pokallob‐L，Danish St.Leger‐L
シュレファローラ Schlefalora（88 牝 Mas Media）SWE・DEN６勝

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
エミレイツガール Emirates Girl（05 牝 Unbridled's Song）FR・GER１
勝，P. de la Cochere‐L ２着，P. der Spielbank Bad Neuenahr
‐L ２着

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

＊ラスメニナス（91牝 Glenstal）GB・FR・IRE・USA２勝，英１０００ギニー‐G1，Si
lver Flash S‐L，愛１０００ギニー‐G1 ２着，etc.

ラペレグリナ La Pellegrina（93牝 Be My Guest）GB入着
ネイティヴフォースNative Force（98 牝 Indian Ridge）GB１勝
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.

販売申込者・所有者： 坂元 芳春＝新冠町大富 �0146-47-2291
生 産 牧 場： 坂元 芳春
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

122 ユノエポック２０２０ 牡・青鹿 ４／１０
＊ Our Emblem

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ウォーエンブレム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweetest Ladyシビルウォー

＊ Sadler's Wells

��
��
�チケットトゥダンス鹿 2005 River Missy

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawユノエポック
＊

＊デインヒル

��
��
�マチカネレダ鹿 2006 Spanish Habit

1t
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S4×M5 Danzig M4×M5

価格： 購買者：



母 ポッドルージュ（11栗 ＊フレンチデピュティ）��３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ベラジオコウヘイ（17牡鹿 ＊パイロ）��５勝
ハーモニーホクト（18牡鹿 ホッコータルマエ）���１勝
ブレイヴルーラー（19牡鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 ヒンギス（04黒鹿 マンハッタンカフェ）�１勝�６勝
ウインアルカディア（10牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，障害１勝
ペプチドホープフル（12牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝�入着２回
スイートアリエッタ（13牝 ＊エンパイアメーカー）�５勝�１勝
ワンズネイチャ（14牝 ＊アイルハヴアナザー）�１勝��

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

３着，�１勝

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 下屋敷牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2859
生 産 牧 場： ㈱タツヤファーム
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

123 ポッドルージュ２０２０ 牡・鹿 ５／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandポッドルージュ マンハッタンカフェ

��
��
�ヒンギス栗 2011 スターバイオレット

＊コランデイア 9e
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ライカート（04芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（８）〕
フォルシャー（11牡栗 ステイゴールド）２勝，富良野特別（芝 1800）２着，須磨特

別（芝 1800）３着
ルーシーイズマイン（12牝鹿 ネオユニヴァース）�２勝
ミョウジュ（13牝芦 ドリームジャーニー）�４勝
ネクストレジェンド（15牡鹿 スマートファルコン）�１勝��１勝
ラルゲッツァ（17牝栗 グランデッツァ）�１勝
レッドヴァイス（18牡芦 キズナ）�入着２回
ベネロングポイント（19牡栗 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 ＊ウェディングバンド（87 USA青 Mighty Appealing）USA５勝，Cameo S
，Flirtation S３着
シティバンド City Band（94牝 Carson City）USA６勝，オークリーフＳ‐G1，

ゴールデンロッドＳ‐G3，Queen BC S‐L，ハリウッドスターレットＳ
‐G1 ２着，ターフウェイBC S‐G2 ２着，etc.
フーリッシュリー Foolishly（01 牝 Broad Brush）USA３勝，SnowWhite S
バンドスタンドBandstand（03牝 Deputy Minister）USA１勝
フリーダムチャイルド Freedom Child（10 牡 Malibu Moon）USA２勝，
ピーターパンＳ‐G2，種牡馬

ウェザーウォーニングWeatherWarning（04牡 Storm Cat）USA・CAN３
勝，Manitoba Derby‐L，Hansel S３着，種牡馬

スティールバンド Steel Band（97牝 Carson City）USA入着２回
スティーリン Steelin'（04 牝 Orientate）USA５勝，Bangles and Beads S，

Vacaville H２着
＊シャンハイボビー（10牡 Harlan's Holiday）USA６勝，ＢＣジュヴェナイ

ル‐G1，米シャンペインＳ‐G1，ホープフルＳ‐G2，Track Barron S
‐L，Aljamin S，etc.，種牡馬

スパイラルリング（02牝 ＊エンドスウィープ）２勝，和布刈特別３着

３代母 リングオヴスティールRing of Steel（69 USA青 Assagai）USA１勝

販売申込者・所有者： 斉藤スタッド＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2823
生 産 牧 場： 斉藤スタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

124 ライカート２０２０ �・鹿 ４／１８
＊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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceライカート
＊ Mighty Appealing

��
��
�ウェディングバンド芦 2004 Ring of Steel

8h
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ライムスカッシュ（12黒鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
トーホウカッフェ（17牝鹿 ＊タートルボウル）��１勝
アーデンスピリッツ（18牡鹿 ＊アイルハヴアナザー）���１勝�入着４回

２代母 ライムキャンディ（05鹿 タニノギムレット）２勝，クイーンＣ‐Jpn3 ２着，
バレンタインＳ‐OP ３着，マレーシアＣ
サムライロック（13牡 ＊ワークフォース）１勝

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

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

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

鹿野山特別２着，etc.

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

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

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

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

セクラージュ Secrage（90牝 ＊セクレト）GB・FR・ITY４勝，カブール
賞‐G3，P. Alessandro Perrone‐L，Criterium Femminile‐L，etc.

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

125 ライムスカッシュ２０２０ 牡・鹿 ５／１０

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスライムスカッシュ タニノギムレット

��
��
�ライムキャンディ黒鹿 2012 マルカキャンディ

＊ジーナロマンティカ 1e
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ラブユー（11栗 マーベラスサンデー）３勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ファンタジー（94鹿 ＊パークリージエント）１勝
ファイアーブレイク（01牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）��１勝�
ライトスタッフ（02牡 メジロライアン）２勝
ブラックデビル（05牡 ＊クロコルージュ）入着，��１勝
ジャイアン（08牡 ＊ゼンノエルシド）２勝
シークレットアーム（09牡 ＊アグネスデジタル）２勝

３代母 リユウクモゼキ（72栗 ＊テスコボーイ）不出走
テイユウハード（77牝 ＊ラフインゴラ）１勝，桶狭間特別，���７勝，農林水産大

臣賞典２着，東京盃２着，etc.
ライフルショット（87牡 ニホンピロウイナー）３勝，岩谷特別，�１勝

エイブルテスコ（78牝 ＊ボールドアンドエイブル）３勝，袖ヶ浦特別
ケンタオアフ（90牡 シリウスシンボリ）��５勝，雲取賞２着，ニューイヤー

Ｃ２着
ケンタハワイ（91牡 トウシヨウルチエー）入着４回，深秋特別２着，��８勝

センシユーアサヒ（80牝 ＊オーバーサーブ）��４勝
カズミアサヒ（86牡 ＊ステイールハート）１勝，高湯特別３着

リユウセイム（85牝 ＊サンシー）�入着
ミズサワノギャル（96牝 ＊カンパラ）入着２回，きんせんか賞３着，�１勝

ベストセーリング（86牡 ＊ホープフリーオン）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，栗東Ｓ
‐OP，ガーネットＳ‐OP ２着，etc.

タマモア（88牡 ＊パークリージエント）３勝，磐梯山特別２着，河北新報杯３着
ベストライアー（89牡 ＊サウスアトランテイツク）４勝，伊吹山特別，土湯特別，川

西特別，etc.

４代母 リユウローレル（63栗 ＊ソロナウエー）２勝
［子］ リュウコマガダケ（76牡 ＊バリメライス）７勝，橿原特別

ローレルハツピー（80牝 トウシヨウボーイ）２勝，白河特別
［孫］ オーゴンリュウ（76牡 ＊ラフインゴラ）４勝，浜名湖特別

エビスマイ（90牝 ＊ラシアンルーブル）２勝，鶴見特別３着

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

126 ラブユー２０２０ �・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１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マーベラスサンデー モミジダンサーラブユー ＊パークリージエント

��
��
�ファンタジー栗 2011 リユウクモゼキ

＊カナデアンガール 2r
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer M5×M5 Victoria Regina M5×M5

価格： 購買者：



母 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：２〕
パレラ（18牡栗 マツリダゴッホ）���入着２回

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 �01456-2-5157

127 リアハッピー２０２０ 牡・鹿 ３／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊
＊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 ヤクマンブルース（14黒鹿 カネヒキリ）��３勝
初仔

２代母 セイウンヒメラギ（01鹿 ＊コマンダーインチーフ）出走
ニシノアララギ（06牡 ＊タイキシャトル）障害１勝，��１勝
ニシノスローン（07牡 キングカメハメハ）３勝
ニシノスタイル（09牡 デュランダル）２勝，クローバー賞‐LR ２着，橘Ｓ‐OP ３

着，フローラルウォーク賞
ニシノヒメゴト（10牝 ネオユニヴァース）入着，�２勝��入着５回
ニシノカザブエ（11牝 ステイゴールド）１勝
キョウエイレガード（15牝 カネヒキリ）���１勝

３代母 ＊カディザデー（88 IRE 黒鹿 Darshaan）GB・IRE入着２回
グリーンプラネット（95牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，

奥多摩Ｓ，フリーウェイＳ，etc.
サニングデール（99牡 ＊ウォーニング）７勝，高松宮記念‐Jpn1，ＣＢＣ賞‐Jpn2，

阪急杯‐Jpn3，etc.，��入着，種牡馬
クレンデスターン（00牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3 ２着，

野路菊Ｓ‐OP，木津川特別２着
ホエールシャーク（02牝 ＊ヘネシー）２勝，由布院特別，セプテンバーＳ２着，北九

州短距離Ｓ２着，etc.，�６勝

４代母 カディッシア Kadissya（79 USA鹿 Blushing Groom）FR２勝，P. de la T
heve
［子］ カヒアシ Kahyasi（85 牡 ＊イルドブルボン）GB・FR・IRE５勝，英ダー

ビー‐G1，愛ダービー‐G1，リングフィールドダービートライアルＳ
‐G3，etc.，種牡馬

＊カリアナ（94牝 Slip Anchor）GB・FR３勝，セントサイモンＳ‐G3，
Galtres S‐L，Aphrodite S‐L ２着

［孫］ カサーニ Kassani（92 牡 Alleged）FR・AUS５勝，ケルゴルレイ賞‐G2，
P. La Moskowa‐L，P. Vulcain‐L，etc.

カサーナ Kassana（94牝 Shernazar）FR１勝，ミネルヴ賞‐G3，マルレ
賞‐G2 ３着，ロワイヤリュー賞‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱シエラ＝東京都新宿区 �03-6908-6844
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

128 ヤクマンブルース２０２０ �・黒鹿 ３／２３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�カネヒキリ ＊ライフアウトゼアヤクマンブルース ＊コマンダーインチーフ

��
��
�セイウンヒメラギ黒鹿 2014 ＊カディザデー

5e
Mr. Prospector S4×M5 サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 ユキアカリノマチ（10黒鹿 キングカメハメハ）入着，��４勝
〔産駒馬名登録数：３〕
アキノコマチ（16牝鹿 ＊ハービンジャー）�入着７回，高湯温泉特別（芝 1800）２着，

二王子特別（芝 1800）２着
プリティユニバンス（17牝黒鹿 ヴィクトワールピサ）入着，��入着５回��
セキテイオー（19牡黒鹿 ロゴタイプ）�未出走

２代母 フジムスメ（99青鹿 フジキセキ）出走
スプリングアウェク（06牝 ＊アジュディケーティング）１勝，朝里川特別２着

スマートサヴァラン（16牡 ＊サウスヴィグラス）１勝，��出走��入着２回
プリンセスヌビア（08牝 ＊アフリート）�11 勝�
ヤルーデンス（09牝 タニノギムレット）�３勝�１勝�

３代母 ＊カトリア（94 IRE 青 Caerleon）GB入着
マニエラ（00牝 ＊フォーティナイナー）３勝

マニエリスム（08牝 ゼンノロブロイ）�２勝��５勝	，関東オークス‐Jpn2
３着，東京プリンセス賞，しらさぎ賞３着，etc.

アポロフェニックス（05牡 ＊アフリート）７勝，春雷Ｓ‐L（２回），アイビスサマーダ
ッシュ‐G3 ３着，函館スプリントＳ‐G3 ３着，etc.

モエレエターナル（06牝 ゴールドヘイロー）�２勝��２勝，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ５着，ユングフラウ賞，ニューイヤーＣ，etc.
クリノイダテン（15牡 ＊ヨハネスブルグ）�２勝
クリノホノオ（17牡 メイショウサムソン）�入着４回，鷹取特別３着，�３勝

４代母 ＊エンブラ（83 GB黒鹿 Dominion）GB４勝，チヴァリーパークＳ‐G1，コロ
ネイションＳ‐G2 ２着，ネルグウィンＳ‐G3 ４着
［子］ ＊ゼンノエルシド（97牡 Caerleon）６勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，京成杯オ

ータムＨ‐Jpn3，摩周湖特別，etc.，種牡馬
［孫］ ワンステップアトアタイムOne Step At A Time（97牝 Sabrehill）GB

・SAU２勝，Autumn S‐L ２着
ゴットトゥゴーGot To Go（98牝 Shareef Dancer）GB１勝，Valia
nt S‐L ２着

［曾孫］ オイコイケ（16牝 ＊セイントアレックス）
１勝�，東海クイーンＣ３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： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

129 ユキアカリノマチ２０２０ �・黒鹿 ２／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスユキアカリノマチ フジキセキ

��
��
�フジムスメ黒鹿 2010 ＊カトリア

16g
サンデーサイレンス S3×M4 Nureyev S4×M5

価格： 購買者：



母 ユリオプスデイジー（09栗 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
マッテマシタ（15牝栗 ローエングリン）�４勝�
リックタンジロウ（19牡栗 ＊ヘニーヒューズ）��１勝

２代母 ＊ロジカルクィーン（00 USA鹿 Deputy Minister）１勝
サトノハピネス（05牡 アグネスタキオン）３勝
プロテクトジアース（06牝 ＊アフリート）１勝，�２勝

ダイワインパルス（12牡 ヴァーミリアン）３勝，西湖特別２着，リボン賞２着，
横手特別３着，青梅特別３着，オキザリス賞３着

サンダーストラック（08牡 アグネスタキオン）入着３回，�３勝，福山王冠２着
プリンセスロジカル（12牝 ＊アグネスデジタル）�１勝�１勝��	
デージーホイデン（13牝 ネオユニヴァース）�２勝
ロジカルガール（16牝 ダノンシャンティ）�２勝
メイショウアツイタ（18牡 フェノーメノ）�１勝

３代母 ＊ラグナセカ（92 USA鹿 Seattle Slew）USA３勝，Arbor Vitae S‐L，レ
イルバードＳ‐G2 ３着，C.E.R.F. S‐L ３着，Pasadena S‐L ３着
マカビーMacabe（98牡 GoneWest）USA２勝，Manila S‐R ２着，Relau

nch S‐R ２着，種牡馬
＊モアザンベスト（02牝 Giant's Causeway）４勝，札幌スポニチ賞，キーンランド

Ｃ，立待岬特別
デビュタント（12牝 ディープインパクト）１勝，蒲郡特別３着
ロングトレーン（18牝 トランセンド）�２勝，マーガレットＳ‐L ２着

＊サーキットレディ（04牝 Grand Slam）３勝，ＳＴＶ賞，美利河特別，登別特別２着
ダノングラシアス（12牝 マンハッタンカフェ）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着，

りんどう賞２着
ジョフィーズラン Joffe's Run（05牝 Giant's Causeway）GB・USA４勝，Reg

al Gal S，Hollywood S３着

４代母 トピカウント Topicount（85 USA栗 Private Account）USA９勝，レアパ
フュームＳ‐G2，モンマスパークＢＣＨ‐G3，Herecomesthebride S‐L，R
umson Breeders' Cup H，Middlesex County S，etc.

販売申込者・所有者： �Ｊｕｎｎｙ＝滋賀県守山市 �077-582-2178
生 産 牧 場： 村上 進治
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

130 ユリオプスデイジー２０２０ 牡・鹿 ５／１８

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーユリオプスデイジー
＊ Deputy Minister

��
��
�ロジカルクィーン栗 2009 ＊ラグナセカ

3o
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 モモトンボ（10鹿 ネオユニヴァース）１勝，紫苑Ｓ‐LR（芝 2000）３着，三春駒特
別（芝 2000）２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
ネイチャーシャトル（16牝鹿 ＊タイキシャトル）��入着２回�１勝
メイショウカリスマ（17牡黒鹿 ＊エスケンデレヤ）�入着，�２勝
エコロデイジー（18牝鹿 ＊ハービンジャー）�１勝

２代母 ＊チナンデガ（04 FR栗 ＊チチカステナンゴ）FR２勝，レゼルヴォワール賞‐G3，
グロット賞‐G3 ３着
ツーオブアス（09牝 フジキセキ）２勝
タケルファラオ（11牡 ネオユニヴァース）１勝
フォンセカ（13牡 ヴィクトワールピサ）�２勝

３代母 ユーロピアンスタイルEuropean Style（98 FR鹿 Ezzoud）不出走
シランゴ Chirango（05� ＊チチカステナンゴ）FR４勝，P. Turenne‐L ２着，

Derby de l'Ouest‐L ２着，G.P. de Clairefontaine‐L ２着，etc.
シジフ Sisyphe（09牡 Slickly）FR７勝，Criterium de Languedoc‐L ２着
スピリッツリヴェンチ Spirit's Revench（10� Spirit One）�FR９勝，P. de la P

orte deMadrid‐L ２着，G.P. de la Ville de Nantes‐L ２着，P. Jacques
Laffitte‐L ２着，etc.

４代母 シャープサンライズ Sharp Sunrise（87 USA栗 Sharpen Up）FR１勝

５代母 ヴィフィク Vific（75 FR黒鹿 Rheffic）FR２勝，ロベールパパン賞‐G1
［子］ マニフィクManific（83 牡 Sharpman）FR２勝，P. de Cabourg‐L，

エクリプス賞‐G3 ３着，ボワ賞‐G3 ３着，種牡馬
［孫］ キーズトゥザハート Keys to the Heart（99 牝 Wild Again）USA３勝，

ホーソーンＨ‐G3，オークローンＳ‐G3 ２着，Reloy H‐L ３着
エイヴィズシャドー Avie's Shadow（90牝 Lord Avie）USA４勝，Ba
ssinet S‐L，アシュランドＳ‐G1 ２着，アルシバイアディズＳ‐G2
２着，etc.

ナスターシャNastassja（93 牝 ＊シアトルダンサーⅡ）USA３勝，Bell
e Star S‐L，Audubon Oaks‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱諏訪牧場＝青森県上北郡七戸町 �0176-62-2043
生 産 牧 場： ㈱諏訪牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

131 モモトンボ２０２０ �・栗 ３／２３

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Posse

�
�
�
�
�
�
�
�
� Raskaマインドユアビスケッツ ジャズメイン Toccet

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスモモトンボ
＊

＊チチカステナンゴ

��
��
�チナンデガ鹿 2010 European Style

5e
Deputy Minister S4×S5 Hail to Reason S5×M5 Sharpen UpM5×M5

価格： 購買者：



母 ユメザンマイ（08鹿 フジキセキ）�１勝��１勝�入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（６）〕
サンエイドリーム（14牡鹿 スターリングローズ）�１勝
カナールクイン（15牝鹿 ＊バトルプラン）��２勝
スズカユース（16牝栗 スズカコーズウェイ）�１勝，�２勝，フローラルＣ（Ｄ1600）
レーヴシーナ（17牝鹿 スズカコーズウェイ）��１勝
エストラテーガ（18牡鹿 ＊バトルプラン）�出走

２代母 ＊アコガレ（92 USA鹿 Gulch）２勝
アワーデライト（98牝 ＊ラムタラ）１勝
スズカノオジョー（02牝 ＊サンデーサイレンス）入着５回

フィールザファイア（14牝 スズカコーズウェイ）�２勝��１勝�入着�，園
田プリンセスＣ２着

ラフレシアオジョー（16牝 ＊ヴィットリオドーロ）��７勝，ひまわり賞２着
ハヤブサイッポン（07牡 フジキセキ）１勝

３代母 ストーメット Stormette（84 USA鹿 Assert）IRE１勝，Shanbally House S
tud S‐L ３着

＊マリレット（90牝 Diesis）GB・FR・IRE・USA５勝，ミュージドラＳ‐G3，メイヒ
ルＳ‐G3

ハムシンKhamsin（91 牝 Mr. Prospector）FR入着
スビーン Subeen（96牝 Caerleon）GB１勝，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着
＊マラチバンド（03牝 Dixieland Band）GB・FR２勝，P. Urban Sea‐L ３着

スト－ムトル－パ－Storm Trooper（93 牡 Diesis）GB・USA７勝，ハリウッドタ
ーフＨ‐G1，Feilden S‐L，SanMarino H‐R，etc.，種牡馬

フォレストストーム Forest Storm（94牝 Woodman）不出走
ファン Fann（03牝 Diesis）GB１勝，Valiant S‐L ２着
アメイジングストーム Amazing Storm（09� Clodovil）GB・MAC４勝，

Macau Sprint Trophy‐L ２着
バロメーターBarometer（05 牝 Point Given）不出走

ジャーダヴェガスGiada Vegas（13 牝 Scat Daddy）USA・CAN５勝，Bl
ushing K. D. S，Marie G. Krantz Memorial S２着

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

132 ユメザンマイ２０２０ 牡・鹿 ３／１１
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーユメザンマイ
＊ Gulch

��
��
�アコガレ鹿 2008 Stormette

4j
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ララミニョンヌ（11鹿 ＊プリサイスエンド）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ビザージュミニョン（16牝鹿 グランプリボス）�１勝
モノポーラ（17牝鹿 ガルボ）��出走�出走
リンノシャトル（19牡栗 タイセイレジェンド）�地方未出走

２代母 アジタート（01鹿 ＊タイキシャトル）�２勝���
ドゥーアップ（08牡 ＊ホワイトマズル）２勝，�５勝
ヴェルタート（10牝 ＊プリサイスエンド）１勝，�１勝
エスペレラヴニール（14牝 ゴールドアリュール）�８勝��
ヴァニラアイス（16牝 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，エニフＳ‐L ２着，端午Ｓ

‐OP，オータムリーフＳ‐OP ２着，天王山Ｓ‐OP ３着，オータムリーフＳ
‐OP ３着，etc.

３代母 ＊ファンザブリーズ（88 USA鹿 Lear Fan）USA７勝，Raise Your Skirts H
３着，Turf Paradise Futurity３着
ワタリファイター（02牡 ＊スキャターザゴールド）��４勝�入着４回，平和賞２着，

南部駒賞３着
ドリームスカイラブ（05牡 ＊マイネルラヴ）４勝，奥多摩Ｓ２着，浅草特別２着，銀

蹄Ｓ３着，�３勝��	
��

４代母 ＊スクリーンシーン（81 USA鹿 Exceller）FR・USA２勝
［子］ アクションシーン（89牡 ＊ダイヤモンドショール）５勝，洛陽Ｓ‐OP，逆

瀬川Ｓ，鞍馬特別，etc.
フジノスクリーン（90牡 ＊ラツキーソブリン）２勝，企救丘特別３着

５代母 スリップスクリーン Slip Screen（72 USA鹿 Silent Screen）USA10 勝，ロ
ングアイランドＨ‐G3，テストＳ‐G3 ２着，Suffolk County H２着，Busa
nda S２着，Searching S３着
［子］ アメリカンブレッド American Bred（85牡 Riverman）FR・USA２勝，

キングエドワードゴールドＣ‐G3 ２着
［孫］ ザーブズダハール Zarb's Dahar（00� Zarbyev）USA17 勝，Cajun S

‐R（３回），Folklore H，Thanksgiving H，etc.

販売申込者・所有者： 斉藤 政志＝浦河町瑞穂 �0146-25-2290
生 産 牧 場： 斉藤 政志
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

133 ララミニョンヌ２０２０ �・鹿 ３／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� マンハッタンカフェ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サトルチェンジジョーカプチーノ フサイチコンコルド

��
��
�ジョープシケ芦 2006 ジョーユーチャリス

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyララミニョンヌ ＊タイキシャトル

��
��
�アジタート鹿 2011 ＊ファンザブリーズ

2f
Halo S4×M5 Caerleon S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊ラピッドガール（05 USA鹿 Seeking the Gold）１勝，��１勝�入着��
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
クラッチヒッター（14牝黒鹿 ディープインパクト）�１勝
ラストサマー（16牝鹿 ＊エンパイアメーカー）�３勝

２代母 パーソナルグローリーPersonal Glory（87 USA鹿 Danzig）不出走
スプレーモ Supremo（92牡 GoneWest）USA２勝，ノーフォークＳ‐G2，デル

マーフュチュリティ‐G2 ２着，バルボアＳ‐G3 ３着，種牡馬
パーソナルラヴ Personal Love（93牝 Diesis）GB・FR・GER４勝，Silberne Peitsc

he‐L，Dusseldorfer BMWPreis‐L，Kronimus Rennen‐L ２着
ヘルヴェティオ Helvetio（02� Theatrical）GB・FR・IRE１勝，クイーンズ

ヴァーズ‐G3 ３着
マジェスティックトレイルMajestic Trail（01 牝 Kris S.）不出走

タイガーウォーク TigerWalk（09� Tale of the Cat）USA３勝，ウィザー
ズＳ‐G3 ３着

グローリアスガールGlorious Girl（02 牝 Kris S.）USA２勝

３代母 アンドーヴァーウェイ AndoverWay（78 USA黒鹿 His Majesty）USA９
勝，トップフライトＨ‐G1，ネクストムーヴＨ‐G3，Twilight Tear S，Bus
her H，Beaugay H，etc.
アルヴェアーAlvear（89 牝 Seattle Slew）USA２勝

オフリーワイルドOffleeWild（00 牡 Wild Again）USA６勝，サバーバンＨ
‐G1，マサチューセッツＨ‐G2，イクセルシアＨ‐G3，etc.，種牡馬

マイアネットMy Annette（96 牝 Red Ransom）GB入着
ホームズマン Homesman（14牡 War Front）�GB・IRE・USA・AUS７勝，

ＶＲＣオーストラリアンＣ‐G1，ＭＲＣアンダーウッドＳ‐G1，ＭＶＲ
Ｃクリスタルマイル‐G2，etc.

ブラックスペックBlack Speck（00牝 Arch）FR１勝
ラインズオヴバトル Lines of Battle（10� War Front）GB・FR・IRE・US

A・UAE・HKG４勝，香港チャンピオンズ＆チャターＣ‐G1，ＵＡＥダー
ビー‐G2，Star Appeal S‐L，etc.

ウォーフラッグWar Flag（13牝 War Front）FR・USA５勝，フラワーボー
ルＳ‐G1，クロエ賞‐G3，マッチメイカーＳ‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： スウィングフィールド牧場＝日高町富川東 �01456-2-2011
生 産 牧 場： スウィングフィールド牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

134 ラピッドガール２０２０ 牡・黒鹿 ４／ １

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲
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�
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�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊

シーキングザゴールド Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Seeking the Gold Con Gameラピッドガール パーソナルグローリー Danzig

��
��
�Personal Glory鹿USA 2005 AndoverWay

4r
Mr. Prospector M3×S5

価格： 購買者：



母 ミラクルガール（08黒鹿 ＊ロックオブジブラルタル）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（８）〕
ミラキュラスエンド（12牡鹿 ＊プリサイスエンド）��１勝
ミラドール（14牝青 ブラックタイド）入着３回，�１勝
ミラクルパレット（15牝黒鹿 ヴァーミリアン）��３勝�３勝
ナタラディーヴァ（16牝黒鹿 ブラックタイド）�１勝

２代母 ＊ノベンバースルー（97 USA黒鹿 Seattle Slew）USA３勝，ソレントＳ‐G2 ２着
イーグルアイランドEagle Island（04牝 Fusaichi Pegasus）USA１勝

エズモッシュ Ezmosh（15� Tizway）�USA４勝，アーリントンクラシック‐G3
カワチノオジサン（05� Fusaichi Pegasus）１勝，�２勝�入着��
ヒラボクワイルド（06牡 ＊ワイルドラッシュ）７勝，ポラリスＳ‐L，ギャラクシーＳ

‐LR，薫風Ｓ，福島放送賞，中京サンクスプレミアム，etc.
タイセイワイルド（07牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，ひかり賞

３着，桃山Ｓ３着，檜山特別３着，江戸川特別３着
ヒラボクテイオー（12牡 ＊ワイルドラッシュ）１勝，愛宕特別３着，�１勝
ココナッツスルー（15牝 ハーツクライ）�１勝，猪苗代特別３着，	２勝

３代母 ノヴェンバースノーNovember Snow（89 USA鹿 Storm Cat）USA８勝，
アラバマＳ‐G1，テストＳ‐G1，レアパフュームＳ‐G2，Boca Raton S‐L，
MyDear S‐L，etc.
インディアンスノー Indian Snow（99牝 A.P. Indy）不出走

モーニングラインMorning Line（07牡 Tiznow）USA５勝，カーターＨ‐G1，
マーヴィンリロイＨ‐G2，ペンシルヴァニアダービー‐G2，etc.，種牡馬

アークティクドリフトArctic Drift（00 牝 GoneWest）USA・UAE１勝
ビリーヴェンサクシード Believe'N'succeed（05牝 Exceed And Excel）AUS

２勝，ＭＲＣブルーダイアモンドプレリュードＦ‐G3，VRCMoomba P
late‐L ３着，MRCBlue Diamond Preview F‐L ３着
バウンディング Bounding（10牝 Lonhro）AUS・NZ８勝，レイルウェイＨ
‐G1，ＭＲＣザヒース１１００Ｓ‐G3，ミスターティズトロフィ‐G3，etc.

アントニーファンダイク Anthony Van Dyck（16牡 Galileo）GB・FR・
IRE・USA・AUS・HKG６勝，英ダービー‐G1，フォワ賞‐G2，愛フ
ュチュリティＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 静内酒井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-1524-6139
生 産 牧 場： 静内酒井牧場
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

135 ミラクルガール２０２０ �・黒鹿 ３／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�ロックオブジブラルタル Offshore Boomミラクルガール
＊ Seattle Slew

��
��
�ノベンバースルー黒鹿 2008 November Snow

16c
Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 リマンドインパクト（09黒鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
キングリキュール（16牡黒鹿 エイシンフラッシュ）��出走�３勝�２勝�
ゴーゴーリマンド（17牝芦 ＊クロフネ）��入着７回

２代母 ブライアンハニー（98鹿 ナリタブライアン）２勝，忘れな草賞‐OP ３着，ゆ
きやなぎ賞，白百合Ｓ３着
クイーンフラワー（07牝 ＊ロージズインメイ）１勝
メイショウヨサク（08牡 ＊アグネスデジタル）�２勝
カネトシアクション（10� ステイゴールド）�７勝
ノーブルサンダー（11� スズカマンボ）	
１勝
マイネルハニー（13牡 マツリダゴッホ）５勝，チャレンジＣ‐G3，白富士Ｓ‐L，デ

ィセンバーＳ‐L，スプリングＳ‐G2 ２着，オクトーバーＳ‐L ２着，etc.

３代母 ハスキーハニー（87鹿 ＊ノーザンディクテイター）５勝，スプリンターズＳ
‐Jpn1 ３着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，シリウスＳ‐OP ２着，白樺賞‐OP ２
着，淀短距離Ｓ‐OP ３着，etc.
ハニーエスカーダ（96� ＊クリスタルグリツターズ）１勝，ひめさゆり賞３着，�３

勝�２勝�	
入着４回

４代母 クインリマンド（73栗 ＊リマンド）３勝，桜花賞２着，サンスポ４歳牝馬特別
３着，きさらぎ賞２着，紅梅賞‐OP，３歳牝馬特別
［子］ アグネスシャトー（79牡 ＊シヤトーゲイ）３勝，高松宮杯３着，端午賞
［孫］ スプリングブルック（94牡 ＊スリルシヨー）５勝，セプテンバーＳ，隅田

川特別，ドイツ騎手招待（１），etc.
スプリングクレタ（98牡 サクラバクシンオー）５勝，ラジオ福島賞，五色
沼特別，飛翔特別，etc.

スプリングジュラ（03牡 サクラバクシンオー）１勝，閃光特別２着

５代母 イコマエイカン（67鹿 Sallymount）１勝
［子］ アグネスレデイー（76牝 ＊リマンド）５勝，オークス，京都記念（春），朝

日ＣｈＣ，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

136 リマンドインパクト２０２０ 牡・黒鹿 ４／１４

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアリマンドインパクト ナリタブライアン

��
��
�ブライアンハニー黒鹿 2009 ハスキーハニー

＊ヘザーランズ 1l
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 リコリアーノ（12鹿 タニノギムレット）入着，�３勝����
初仔

２代母 レースパイロット（02黒鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，フローラＳ‐Jpn2
２着，エルフィンＳ‐OP ３着，ミモザ賞
スラストライン（08牡 Redoute's Choice）１勝
ホットバタードラム（10牝 タニノギムレット）�１勝
フライトストリーム（16牡 ＊タートルボウル）�３勝�

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

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

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

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

キンノマサカリ（17牡 メイショウサムソン）�２勝，五泉特別２着，ラジ
オ福島賞２着，もちの木賞２着

キングカメハメハ（01牡 Kingmambo）７勝，日本ダービー‐Jpn1，ＮＨＫマイル
Ｃ‐Jpn1，神戸新聞杯‐Jpn2，etc.，優３牡，種牡馬

ネオイリュージョン（06牝 ネオユニヴァース）出走
エアワイバーン（13� ＊ハービンジャー）１勝，燧ヶ岳特別２着，荒川峡特別３着

４代母 パイロットバード Pilot Bird（83 GB鹿 Blakeney）GB１勝，Sir Charles C
lore Memorial S‐L
［孫］ アラワクケイ Arawak Cay（95� Common Grounds）GB・HKG１勝，

英ノーフォークＳ‐G3 ３着，Superlative S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700
生 産 牧 場： ㈲グランデファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700

137 リコリアーノ２０２０ 牡・鹿 ４／ ９

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルリコリアーノ ＊サンデーサイレンス

��
��
�レースパイロット鹿 2012 ＊マンファス

22d
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 リボルトレイダー（08鹿 ＊ワイルドラッシュ）入着２回，��６勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（２）〕
ミュー（15牡鹿 フェデラリスト）入着２回，�２勝
ワイルドトレイダー（16牡栗 ＊アポロキングダム）１勝
ワイズマンハート（18牡鹿 ＊ヨハネスブルグ）�２勝

２代母 ネヴァカグラ（03栗 アグネスタキオン）不出走
アンスタンフィール（10牝 ＊スタチューオブリバティ）１勝

レディフォリア（17牝 トゥザワールド）１勝，���入着
ニーチェ（11牡 ＊チチカステナンゴ）�１勝�
ネイチャーレット（13牡 タニノギムレット）４勝，本栖湖特別，緑風Ｓ３着

３代母 エイブルカグラ（92栗 ＊ジェイドロバリー）１勝
アスクコマンダー（98牝 ＊コマンダーインチーフ）４勝，忘れな草賞‐OP，西海賞，

三田特別，etc.
トレノエンジェル（07牝 ＊タイキシャトル）２勝，スイートピーＳ‐L
キングスタイル（17牝 ディープインパクト）�３勝，御在所特別

ドゥオーモ（13牡 ディープインパクト）�３勝，函館記念‐G3 ２着，小倉大賞
典‐G3 ２着，玄海特別，etc.

メガバックス（99牡 ウイニングチケット）２勝，ベンジャミンＳ‐OP ２着，春菜賞，
日高特別３着

ネヴァシャトル（04牡 ＊タイキシャトル）３勝，皆生特別３着

４代母 シャダイカグラ（86栗 ＊リアルシヤダイ）７勝，桜花賞‐Jpn1，ローズＳ
‐Jpn2，ペガサスＳ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3
２着，etc.，優３牝
［子］ オプティマルマザー（03牝 マーベラスサンデー）１勝，香春岳特別，�２勝

５代母 ミリーバード（76栗 ＊フアバージ）３勝
［孫］ オースミブライト（96牡 ＊ラストタイクーン）４勝，神戸新聞杯‐Jpn2，

京成杯‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，etc.
オースミコスモ（99牝 フジキセキ）７勝，福島牝馬Ｓ‐Jpn3，中山牝馬Ｓ
‐Jpn3，関屋記念‐Jpn3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲笹川大晃牧場＝森町白川 �01374-2-3318
生 産 牧 場： ㈲笹川大晃牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

138 リボルトレイダー２０２０ �・鹿 ５／１０

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkリボルトレイダー アグネスタキオン

��
��
�ネヴァカグラ鹿 2008 エイブルカグラ

＊ラバテラ 16a
Mr. Prospector S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 リーズントウショウ（11栗 アドマイヤムーン）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ツクバボニート（16牝栗 ローエングリン）�１勝
エキゾチックルナ（17牝栗 ＊パイロ）��３勝
シネマトウショウ（18牝芦 ＊クリエイターⅡ）��２勝
ビッグヒップルーフ（19牡芦 ＊ザファクター）���出走

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

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

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

ギタートウショウ（08牝 ＊アグネスデジタル）出走
オスズ（13牝 ローエングリン）�
７勝，九州ジュニアＣｈ２着

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

‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1，京都大賞典‐G2，etc.，優古牝
トウショウデザイア（06牡 キングカメハメハ）２勝，睦月賞３着，etc.，障害３勝，

小倉サマージャンプ‐JG3 ２着，�２勝，北國王冠
トウショウフリーク（07牡 キングカメハメハ）７勝，関越Ｓ‐L，etc.，�１勝	

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

アドマイヤハダル（18牡 ロードカナロア）�３勝，若葉Ｓ‐L，皐月賞‐G1 ４着，
エリカ賞

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

川岳Ｓ‐L ３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，etc.，��１勝

販売申込者・所有者： 坂本 健一＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2067
生 産 牧 場： 坂本 健一
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

139 リーズントウショウ２０２０ 牡・青鹿 ３／１８
＊ 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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズリーズントウショウ フジキセキ

��
��
�バージントウショウ栗 2011 タバサトウショウ

＊セヴアイン 5j
Mr. Prospector S4×M5 サンデーサイレンスM4×M4 Kris S5×M5

価格： 購買者：



母 ハタノメドゥーサ（08鹿 ダンスインザダーク）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（23）〕
ハタノキセキ（13牡鹿 カネヒキリ）��16 勝�２勝，園田ウインターＣ（Ｄ1400）

２着，園田ウインターＣ（Ｄ1400）３着
ハタノサンドリヨン（15牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）�１勝��２勝��入着２回，ロ

ーレル賞（Ｄ1600）２着
ティーズビーチ（16牝鹿 カネヒキリ）�１勝��入着２回�
ニネンビーグミ（19牝黒鹿 ホッコータルマエ）��１勝

２代母 ＊ハローソーソー（96 IRE 鹿 Alzao）FR・USA２勝，P. des Jouvenceaux et J
ouvencelles‐L，ダイアナＨ‐G2 ３着，ヴァントー賞‐G3 ２着，ボールストン
スパＨ‐G3 ３着，オマール賞‐G3 ３着
ディアストライカー（10牡 ＊アフリート）入着，��４勝
ハタノビエント（12牝 ＊グラスワンダー）�２勝�入着
ハタノデフィ（14牝 ブラックタイド）�１勝��

３代母 シルヴァーエコー Silver Echo（85 IRE 鹿 Caerleon）不出走
アルテマ Artema（91牡 Common Grounds）IRE・USA６勝，愛ダービートライア

ルＳ‐G3，Edmond H‐L，Remington Green H‐L，etc.，種牡馬
ニンフスエコーNymphs Echo（94牝 Mujtahid）不出走

ソノーラス Sonorous（99 牝 Ashkalani）GB・IRE・USA２勝，Rosemary
H‐L ２着

ジャースース Jaasoos（04� Noverre）GB・UAE７勝，His Highness The P
resident Cup‐L，National Day Cup‐L（２回），National Day Cu
p‐L ２着（２回），etc.

グレンロージーGlen Rosie（97 牝 Mujtahid）GB・FR１勝，フレッドダーリング
Ｓ‐G3 ２着
キングズクウェイ Kings Quay（02牡 Montjeu）GB・FR３勝，Washingto

n Singer S‐L，Feilden S‐L ２着，Steventon S‐L ３着，GB障
害６勝

シルヴァーブルー Silver Blue（03� Indian Lodge）GB５勝，Feilden S‐L ３
着，Acomb S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

140 ハタノメドゥーサ２０２０ 牡・芦 ３／１５

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイハタノメドゥーサ
＊ Alzao

��
��
�ハローソーソー鹿 2008 Silver Echo

8c
Nijinsky M4×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ルサリエ（12鹿 ステイゴールド）入着，�３勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ハニーロコスキップ（18牝芦 クリーンエコロジー）��１勝

２代母 ウィンヒストリー（96鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
ノゾミカナエタマエ（01牝 ＊タイキシャトル）１勝
セイウンクレナイ（02牝 ＊タイキシャトル）１勝
マチカネノワキ（03牡 スペシャルウィーク）３勝，�３勝�１勝���，星雲賞３着
ナイキトライアンフ（04牝 ＊ボストンハーバー）出走

レジーナフォルテ（14牝 ＊アルデバランⅡ）６勝，ルミエールオータムダッシュ
‐L，春雷Ｓ‐L ２着，ルミエールオータムダッシュ‐L ２着，アイビスサマ
ーダッシュ‐G3 ３着，カーバンクルＳ‐OP ３着（２回），etc.

マチカネカミカゼ（05牡 アグネスタキオン）３勝，ｔｖｋ賞，松浜特別，国東特別
２着，鹿屋特別２着，etc.，�１勝�１勝	５勝�入着��，せきれい賞，etc.

シャインプレジャー（06牝 ＊アグネスデジタル）出走
ウインフェニックス（11牡 スズカフェニックス）４勝，いちょうＳ‐LR ２着，

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ３着，２０１５ＷＡＳＪ第４戦，羊ヶ丘特別，晩春
Ｓ２着，etc.

ヤシャマル（17牡 キズナ）�４勝，府中Ｓ
シェイクラブハート（08牝 ＊アグネスデジタル）１勝

３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

＊エミネントガール（92牝 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.

シンコウシングラー（95牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ３着，
セントライト記念‐Jpn2 ３着，ニューマーケットＣ，etc.，種牡馬

ライジングサンデー（98牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
エーシンホワイティ（07牡 サクラバクシンオー）５勝，ファルコンＳ‐G3，春

雷Ｓ‐L，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ２着，etc.，障害６勝

販売申込者・所有者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338
生 産 牧 場： �橋本牧場
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

141 ルサリエ２０２０ 牡・黒鹿 ５／ ４
＊トニービン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ジャングルポケット

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ダンスチャーマートーセンジョーダン ＊ノーザンテースト

��
��
�エヴリウィスパー鹿 2006 ＊クラフテイワイフ

＊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ルサリエ ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�ウィンヒストリー鹿 2012 タレンテイドガール

＊ビユーチフルドリーマー 12
ノーザンテースト S3×M5 Northern Dancer S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ルビーティアラ（14黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ファンキーブルース（19�黒鹿 ストロングリターン）�地方未出走

２代母 シンコールビー（00青鹿 サクラローレル）２勝，フローラＳ‐Jpn2，オーク
ス‐Jpn1 ３着
シンコープリンス（07牡 マンハッタンカフェ）３勝
シンコーロマン（08牝 ＊シルバーチャーム）入着４回，�３勝�入着
シンコームーン（09牝 ＊フォーティナイナーズサン）３勝
シンコープリンセス（10牝 デュランダル）�３勝�１勝�
シンコースカイ（12牝 ディープスカイ）入着，�８勝
シンコーメグチャン（15牝 ＊エンパイアメーカー）２勝，菅名岳特別２着
ルージュカプリス（17牝 スクリーンヒーロー）���入着�４勝

３代母 ＊ダズリンデセプション（89 CAN青 Storm Cat）USA１勝

４代母 グラディオラスGladiolus（74 USA栗 Watch Your Step）USA17 勝，イン
タバラＨ‐G3，Interborough H，Ak‐Sar‐Ben Queen's H，Miss Prosp
erity S，Petrify H，etc.
［子］ スタイリッシュセニョール Stylish Senor（88 牡 El Gran Senor）GB・

USA６勝，ゴードンＳ‐G3，種牡馬
スワンプキング Swamp King（90牡 Vice Regent）USA12 勝，Highla
nder S‐L，Monroe County S，フィンガーレイクスＳ‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

ドラマティスDramatis（85 牡 Spectacular Bid）FR・IRE・USA３勝，
P. Servanne‐L，ジョンシェール賞‐G3 ２着

［孫］ イクシードアンドイクセル Exceed And Excel（00 牡 ＊デインヒル）GB
・AUS７勝，ＶＲＣニューマーケットＨ‐G1，ＭＲＣインヴィテイシ
ョンＳ‐G1，ＡＴＣロイヤルソヴリンＳ‐G2，etc.，種牡馬

エネミーオヴアヴェレジ Enemy Of Average（03牡 Fusaichi Pegasus）
AUS１勝，SAJCWalter Brown S‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲下河辺トレーニングセンター＝千葉県香取市 �0478-75-2231
生 産 牧 場： ㈲下河辺トレーニングセンター
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

142 ルビーティアラ２０２０ �・青鹿 ３／ ７
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジルビーティアラ サクラローレル

��
��
�シンコールビー黒鹿 2014 ＊ダズリンデセプション

23b
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 ルルマントウショウ（12栗 キングヘイロー）�６勝�２勝�入着�
初仔

２代母 デコトウショウ（04鹿 サクラバクシンオー）�１勝
トウショウパシオン（10牡 メイショウボーラー）�７勝�２勝�１勝�２勝
ガイアトウショウ（13牝 デュランダル）１勝
ラルグス（14牡 スズカフェニックス）��２勝
キーオブサーガ（17牡 キングヘイロー）	
１勝��入着２回

３代母 バージントウショウ（99黒鹿 フジキセキ）不出走
トウショウデザート（06牡 ＊デザートキング）３勝，鹿野山特別，九十九里特別２着，

信濃川特別２着，etc.
トウショウカズン（07牡 ＊クロフネ）６勝，根岸Ｓ‐G3 ２着，etc.，�����入

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

オスズ（13牝 ローエングリン）	�７勝，九州ジュニアＣｈ２着

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

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

トウショウデザイア（06牡 キングカメハメハ）２勝，睦月賞３着，etc.，
障害３勝，小倉サマージャンプ‐JG3 ２着，�２勝，北國王冠

［孫］ アドマイヤハダル（18牡 ロードカナロア）	３勝，若葉Ｓ‐L，皐月賞‐G1
４着，エリカ賞

スイーズドリームス（14牡 ディープインパクト）	４勝，ストークＳ，岡
崎特別，タイランドＣ，etc.

スイープセレリタス（16牝 ハーツクライ）	４勝，晩春Ｓ，月岡温泉特別，
ユートピアＳ２着，etc.

クリーンスイープ（18牝 ドゥラメンテ）	１勝，カーネーションＣ２着

販売申込者・所有者： ㈱セイクリットファーム＝日高町平賀 �01456-7-8383
生 産 牧 場： 藤本 直弘
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

143 ルルマントウショウ２０２０ 牡・栗 ４／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイロールルマントウショウ サクラバクシンオー

��
��
�デコトウショウ栗 2012 バージントウショウ

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



母 ルスナイオブカラー（02黒鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－８（29）〕
ローズママ（07牝黒鹿 メイショウオウドウ）�３勝
ミセスボス（08牝黒鹿 ＊タイキシャトル）�１勝
シンゼンタイガ（11牡栗 ＊ノボジャック）１勝，��３勝�３勝
ライブリファースト（12牡鹿 ＊タイキシャトル）入着，�３勝
メイショウゴテツ（13牡青鹿 ＊シニスターミニスター）１勝，��５勝
メイショウブルゴー（14牡栃栗 ＊ノボジャック）��６勝
ロイヤルソード（15牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�４勝
スマイルオリオン（17牡黒鹿 メイショウボーラー）��１勝�入着
エスケイヤマト（18牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）���入着２回

２代母 フジノキャラット（93黒鹿 ＊リズム）	
１勝
ケイエヌセンター（98牡 ＊ポリッシュネイビー）��３勝
モエレバクシン（99牡 ＊ジェネラス）�３勝
ゴッドエンジェル（01牝 ＊ラムタラ）入着

メイレディ（09牝 ジェニュイン）�４勝�１勝�入着�，兵庫ダービー，ル・
プランタン賞，兵庫若駒賞，のじぎく賞２着，若草賞２着，etc.

キャプテンシップ（12牡 ＊ノボジャック）５勝，ＮＳＴ賞‐L ３着，安芸Ｓ，ヤ
マボウシ賞，シドニーＴ２着，夙川特別２着，etc.

フラワーキー（08牝 ジェニュイン）�３勝

３代母 ハギノトツプレデイ（77黒鹿 ＊サンシー）７勝，桜花賞，エリザベス女王杯，
高松宮杯，京都牝馬特別，宝塚記念４着，etc.，優３牝
ダイイチルビー（87牝 トウシヨウボーイ）６勝，安田記念‐Jpn1，スプリンターズ

Ｓ‐Jpn1，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，etc.，優古牝，優短距
ダイイチシガー（94牝 ＊トニービン）２勝，オークス‐Jpn1 ３着，サンスポ４

歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，etc.
ウメノアスコット（89牝 ＊ラツキーソブリン）１勝

マイネルセレクト（99牡 ＊フォーティナイナー）７勝，��２勝�１勝，ＪＢＣ
スプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，黒船賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

144 ルスナイオブカラー２０２０ 牡・鹿 ５／ ８
＊

＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayルスナイオブカラー ＊リズム

��
��
�フジノキャラット黒鹿 2002 ハギノトツプレデイ

＊マイリー 7e
Mr. Prospector S4×M4 Hail to Reason M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 レディシアトル（13鹿 ＊エンパイアメーカー）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
カネミツチャンプ（17牡鹿 ＊ダンカーク）�３勝�
ルイネーション（18牝鹿 ＊パイロ）��入着７回

２代母 ＊スリーピングインシアトル（95 USA芦 Seattle Slew）不出走
ロングモニュメント（99牝 ＊サンダーガルチ）出走

アポロラムセス（05牡 ゴールドヘイロー）４勝，葵Ｓ‐L ２着，南総特別２着，
袖ケ浦特別３着

グレンデール（11牡 ゴールドヘイロー）１勝，喜多方特別，相馬特別２着，
��２勝

サウンドバリアー（07牝 ＊アグネスデジタル）２勝，フィリーズレビュー‐G2
サウンドキアラ（15牝 ディープインパクト）�７勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，京都牝馬Ｓ

‐G3，京都金杯‐G3，ヴィクトリアマイル‐G1 ２着，リゲルＳ‐L ３着，etc.
サウンドレベッカ（17牝 キズナ）�２勝，御在所特別３着

３代母 レイディズシークレット Lady's Secret（82 USA芦 Secretariat）USA25 勝，
ＢＣディスタフ‐G1，ホイットニーＨ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，ベル
ダムＳ‐G1（２回），シュヴィーＨ‐G1，ラフィアンＨ‐G1（２回），マスケットＳ
‐G1（２回），ラカニャーダＳ‐G1，テストＳ‐G2，モリーピッチャーＨ‐G2，バ
レリーナＳ‐G2，etc.，

＊シークレッツトールド（90牝 Alydar）USA出走
カステリシークレッツ Castelli Secrets（94� Leo Castelli）USA11 勝，Te

jano Run S‐L ２着
＊グッドルックス（92牝 Mr. Prospector）３勝，鷹ケ峰特別，醍醐特別，洞海特別２

着，etc.
キョウワハピネス（01牝 ＊オース）３勝，ファルコンＳ‐Jpn3，雪うさぎ賞

＊レディダンジグ（93牝 Danzig）不出走
ファーストナイナー（04牝 ＊フォーティナイナー）２勝，みちのく特別３着
マイスタイル（14牡 ハーツクライ）�５勝，函館記念‐G3，弥生賞‐G2 ２
着，スワンＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲笹地牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1778
生 産 牧 場： ㈲笹地牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

145 レディシアトル２０２０ 牡・黒鹿 ２／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudレディシアトル
＊ Seattle Slew

��
��
�スリーピングインシアトル鹿 2013 Lady's Secret

22d
Unbridled M3×S4 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 レッドテオドーラ（15鹿 ディープインパクト）�２勝
初仔

２代母 ＊レッドガナドーラ（09 USA黒鹿 Bernardini）入着，��２勝

３代母 ゾフィーZophie（95 USA黒鹿 ＊ホークスター）USA５勝
アピーリングゾフィー Appealing Zophie（04 牝 Successful Appeal）USA３勝，

スピナウェイＳ‐G1，シルヴァーブレットデイＳ‐G3，Delta Princess S‐L
２着，etc.
ブルーアイヴィーBlue Ivy（09牝 Distorted Humor）不出走
ケナイボブ Kenai Bob（16� Shackleford）�USA４勝，Star of Texas
S‐R，Texas Horse Racing Hall of Fame S‐R ２着，Wayne Han
ks Memorial S‐R ３着，etc.

トーストオヴメイフェアToast of Mayfair（12 牝 Speightstown）USA１勝
ボヘミアンフロスト Bohemian Frost（19 牝 Frosted）�USA１勝，Ke
ntucky Juvenile S３着

タップリット Tapwrit（14 牡 Tapit）USA４勝，ベルモントＳ‐G1，タンパベ
イダービー‐G2，Pulpit S，etc.，種牡馬

ライドアコメット Ride a Comet（15 牡 Candy Ride）�USA・CAN８勝，ケネ
ディロードＳ‐G2，デルマーダービー‐G2，トロピカルターフＳ‐G3，etc.

インジェクト Inject（18 牝 Frosted）�USA３勝，Goldfinch S

４代母 ソデオソデオ Sodeo Sodeo（89 USA黒鹿 Seattle Slew）不出走
［子］ ヤンキーモン Yankee Mon（01牡 Maria's Mon）USA５勝，Evan Shi

pman H‐R，Belmont Park Say Florida Sandy S‐R ３着，Gen
eral Douglas MacArthur H‐R ３着

５代母 メロディトリーMelody Tree（72 USA黒鹿 High Tribute）USA入着
［子］ クロエソ Croeso（80牡 Super Concorde）USA９勝，フロリダダービー

‐G1，Triple Bend H‐L ２着，El Camino Real Derby‐L ２着，etc.
［孫］ スーパーメイ Super May（86牡 Super Concorde）USA11 勝，マーヴィ

ンリロイＨ‐G1，カールトンＦバークＨ‐G2，Santa Gertrudes H
‐LR，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ＫＯＭＡＨＯＴＥＬ�＝愛知県名古屋市 �080-4537-9753
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

146 レッドテオドーラ２０２０ �・鹿 ４／１８

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Toussaudバトルプラン フランダーズ Seeking the Gold

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアレッドテオドーラ
＊ Bernardini

��
��
�レッドガナドーラ鹿 2015 Zophie

19
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×S5 Seattle SlewM5×M5

価格： 購買者：



母 レゲウーマン（14鹿 ＊サマーバード）�入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
マイハンプス（18牝鹿 ＊サウスヴィグラス）��１勝��１勝�入着，園田プリン

セスＣ（Ｄ1400）３着，リリーＣ（Ｄ1200）３着

２代母 ザデイ（06青鹿 ＊シンボリクリスエス）２勝，菜の花賞３着
メイショウナゴミ（12牝 スズカマンボ）３勝
ディーズプラネット（13牝 ＊クロフネ）４勝，端午Ｓ‐OP，バレンタインＳ‐OP ３着，

新涼特別，ＴＶ静岡賞２着，etc.，�入着��，エーデルワイス賞‐Jpn3 ３着
シゲルヒスイ（16牡 ＊ワークフォース）２勝

３代母 ＊ウエイアウト（91 USA鹿 The Minstrel）１勝
スズカツヨシ（98牡 タヤスツヨシ）５勝，初凪賞，甲南Ｓ２着，えりも特別３着

４代母 ファガーズグロ－リ－Fager's Glory（76 USA芦 Mr. Prospector）不出走
［子］ グロ－リ－フォレヴァ－Glory Forever（84 牡 Forever Casting）GB・

FR・USA２勝，トーマスブライアン賞‐G3，仏２０００ギニー‐G1 ３着，
Easter S‐L ２着

グローリアスリーズンGlorious Reason（81牝 Hall of Reason）USA
４勝，Big Moe S‐R，Revidere S‐R ２着

［孫］ カサンドラゴー Cassandra Go（96牝 Indian Ridge）GB・IRE６勝，テ
ンプルＳ‐G2，キングズスタンドＳ‐G2，グッドウッドキングジョー
ジＳ‐G3，etc.

ヴェルグラ Verglas（94 牡 Highest Honor）GB・IRE・USA３勝，コヴ
ェントリーＳ‐G3，愛２０００ギニー‐G1 ２着，フィーニクスＳ‐G1 ３
着，etc.，種牡馬

フィルザパワー Phil the Power（04� Red Bullet）USA４勝，Kelso
S‐L，Point Given S‐L ２着，Greenwood Cup S‐L ２着，etc.

パーシャンシークレット Persian Secret（93 牝 Persian Heights）GB・
FR３勝，P. La Sorellina‐L，Empress S‐L ２着，Champio
n Trophy‐L ３着

オンコールOn Call（95 牝 Alleged）GB・IRE７勝，Ballycullen S
‐L，パークヒルＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

147 レゲウーマン２０２０ 牡・鹿 ２／ ４

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Birdstone

�
�
�
�
�

��
��

�サマーバード Hong Kong Squallレゲウーマン ＊シンボリクリスエス

��
��
�ザデイ鹿 2014 ＊ウエイアウト

3d
Weekend Surprise S3×M5 Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5
Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5 Storm Bird M5×M5
価格： 購買者：



母 レイニータ（07栗 ＊アグネスデジタル）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－５（22）〕
レイオーロ（12牡栗 キングカメハメハ）�６勝
ロワール（13牝栗 アドマイヤムーン）�２勝
ララメンテ（14牝栗 ディープスカイ）��６勝
スパニッシュフライ（15牝栗 ＊バゴ）入着２回，�６勝
キョウワドライヴ（17牡栗 ＊カジノドライヴ）�２勝

２代母 ＊グッバイヘイロー（85 USA栗 Halo）USA11 勝，マザーグースＳ‐G1，ＣＣ
Ａオークス‐G1，ケンタッキーオークス‐G1，ハリウッドスターレットＳ‐G1，
ラスヴィルヘネスＳ‐G1，ラカニャーダＳ‐G1，デムワゼルＳ‐G1，チューラヴ
ィスタＨ‐G2，etc.
ウチュウニカガヤク（94牝 ＊ナスルエルアラブ）不出走

キョウワシンズイ（00牡 ＊サンシャック）入着８回，�２勝���，大阿蘇大賞
典３着

キングヘイロー（95牡 ＊ダンシングブレーヴ）６勝，高松宮記念‐Jpn1，中山記念
‐Jpn2，東京新聞杯‐Jpn3，東スポ杯３歳Ｓ‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，etc.，
種牡馬

キングアカデミー（97牡 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）１勝，春日山特別２着
ツルハチキング（99牡 ＊フォーティナイナー）３勝，はなのき賞３着，もちの木賞３

着，�４勝���
キョウワノキリンジ（01牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝，ゆきつばき賞３着

３代母 パウンドフーリッシュPound Foolish（79 USA鹿 Sir Ivor）不出走
ランペイジングネイティヴ Rampaging Native（84 牡 Raise a Native）USA３勝，

Rushaway H，種牡馬
ファインドミーフーリッシュ Find Me Foolish（95 牝 Dayjur）不出走

フィーリンググレイト Feeling Great（08 牝 Sunray Spirit）ARG９勝，P. E
spana‐L ２着，P. The Japan Racing Asociation‐L ２着，P. One
sto Puente‐L ３着

４代母 スクワンダー Squander（74 USA鹿 Buckpasser）USA３勝，ソロリティＳ
‐G1，Astoria S，Las Flores H２着

販売申込者・所有者： ㈱シエラ＝東京都新宿区 �03-6908-6844
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

148 レイニータ２０２０ 牡・黒鹿 ２／２８
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レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawレイニータ
＊ Halo

��
��
�グッバイヘイロー栗 2007 Pound Foolish

8h
Mr. Prospector S4×M4×S5 Buckpasser S5×M5

価格： 購買者：



母 レオアンナ（01鹿 タヤスツヨシ）３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
ビューティナデシコ（10牝鹿 ＊アルカセット）�１勝���
リネンスウィフト（11牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�３勝
アンナノヒカリ（13牝鹿 ＊ホワイトマズル）�１勝
ドリームユーリー（19牝鹿 ＊バトルプラン）�地方未出走

２代母 ユキノゴールド（93鹿 ホリスキー）�15 勝���，読売レディス杯，サラブレ
ッド３歳優駿
レオリリー（02牝 ローゼンカバリー）２勝

サーティンダボウ（09牡 ノーリーズン）�４勝
サウスボレロ（10牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝�１勝�１勝

レオブルース（05牡 マーベラスサンデー）１勝，��１勝
レオキュート（07牝 マーベラスサンデー）２勝，��１勝

３代母 トサハートフジ（85鹿 ＊デイクタス）	４勝
マルカメグ（90牝 ＊サウスアトランテイツク）�５勝
入着
ユキノクイーン（91牝 トウシヨウペガサス）�４勝
ユキノプラチナ（94牝 ＊ナスルエルアラブ）�９勝
ユキノダイヤモンド（95牝 ダイタクヘリオス）�７勝
レオウインザー（97牡 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）４勝，紅葉特別，豊栄特別３着，青

梅特別３着，etc.

４代母 トサハート（80鹿 ＊ステイールハート）２勝
［子］ トサノキャッスル（88牡 ＊クルセダーキヤツスル）��２勝

トサノジヤイアン（86牡 ＊スイフトスワロー）��１勝
［孫］ トサノシオカゼ（92牡 メリージョージ）３勝，いわき特別３着，猪名川特

別３着
リッキーマール（99牝 ホリスキー）��１勝

５代母 トサバージ（74鹿 ＊フアバージ）不出走
［子］ レガシーワイス（87牝 ＊ターゴワイス）３勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，

バイオレットＳ‐OP，紅梅賞‐OP ３着

販売申込者・所有者： 江谷牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-0702
生 産 牧 場： 江谷牧場
飼 養 者： 江谷牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-0702

149 レオアンナ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２１

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�タヤスツヨシ ＊マガロレオアンナ ホリスキー

��
��
�ユキノゴールド鹿 2001 トサハートフジ

＊ヴエルーラ 3i
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 レオズアメトリン（15鹿 カネヒキリ）���１勝・１勝
初仔

２代母 オードトワレ（01鹿 ＊コマンダーインチーフ）１勝
タガノタッセル（07牡 トウカイテイオー）入着，�３勝
マイネルシトラス（08牡 アドマイヤマックス）�３勝�１勝，高知優駿３着
ディアワイズマン（09牡 ＊ケイムホーム）１勝
クレバーカイオウ（10牡 ＊ファスリエフ）１勝，��１勝�
セールスフォース（12牡 カネヒキリ）��10 勝
シゲルキツネザル（14牝 ＊キンシャサノキセキ）��１勝�入着

３代母 ＊マキーナ（92 GB鹿 Machiavellian）GB出走
ハウトゥーウィン（97牝 トウカイテイオー）１勝

コスモラヴソング（02牡 ＊マイネルラヴ）２勝，巌流島特別，袖ケ浦特別２着，
函館日刊スポーツ杯２着，etc.

オーデコロン（03牝 ＊ボストンハーバー）３勝
シゲルチャグチャグ（12牝 サムライハート）３勝，もみじＳ‐OP ３着，ききょ

うＳ‐OP ３着，岡崎特別，etc.
カズマペッピーノ（14牡 カネヒキリ）３勝，伊良湖特別３着，���出走	入着

４代母 ミュージカルブリスMusical Bliss（86 USA鹿 The Minstrel）GB・FR３勝，
英１０００ギニー‐G1，ロックフェルＳ‐G3
［子］ ムスカデルMuscadel（94 牝 Nashwan）FR２勝，P. de Liancourt‐L

ハマースタイン Hammerstein（93 牡 Kris）GB・UAE３勝，Nad Al Sh
ebaMile‐L ３着，種牡馬

［孫］ ニシノモレッタ（07牝 ＊タイキシャトル）３勝，ききょうＳ‐OP ２着，驀
進特別２着，邁進特別３着，etc.

［曾孫］ ニシノキントウン（15牡 ＊クロフネ）�３勝，壬生特別，あやめ賞，アク
アマリンＳ２着，etc.

５代母 ボーリBori（72 USA鹿 Quadrangle）USA入着２回
［子］ セイフプレイ Safe Play（78牝 Sham）USA11 勝，ラカニャーダＳ‐G1，

フォールズシティＨ‐G3，Princess Doreen S，etc.

販売申込者・所有者： ㈲鮫川ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4276
生 産 牧 場： ㈲鮫川ファーム
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

150 レオズアメトリン２０２０ �・鹿 ３／３１
＊ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� オペラハウス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Colorspinメイショウサムソン ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�マイヴィヴィアン鹿 2003 ウイルプリンセス

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�カネヒキリ ＊ライフアウトゼアレオズアメトリン ＊コマンダーインチーフ

��
��
�オードトワレ鹿 2015 ＊マキーナ

2i
ダンシングブレーヴ S3×M4 Northern Dancer S4×S5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 レッドオランジュ（12鹿 ステイゴールド）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
シヴァタウ（18牝黒鹿 ＊バトルプラン）��出走

２代母 オレンジパラダイス（99鹿 ＊エリシオ）１勝，定山渓特別３着，筑後川特別３着
ネオヴェリーブル（07� スペシャルウィーク）２勝
ネオブラックダイヤ（08牡 ゼンノロブロイ）５勝，万葉Ｓ‐L ３着，天皇賞（春）‐G1

５着，レインボーＳ，晩秋特別，箱根特別２着
オレンジブルーム（09牝 ダイワメジャー）�５勝�１勝
サダムコーテイ（10牡 ＊ウォーエンブレム）２勝，障害１勝

３代母 オレンジシェード（91黒鹿 ＊トニービン）３勝，新津特別，桑名特別，西日本
スポーツ杯２着，浜名湖特別２着，筑後川特別２着，etc.
オレンジワールド（01牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，飯盛山特別，タイランドＣ３着
オレンジハーベスト（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，桑折特別

４代母 シヤダイアイバー（79鹿 ＊ノーザンテースト）３勝，オークス，カーネーションＣ
［子］ ガレオン（90牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2 ２着，日本ダー

ビー‐Jpn1 ４着，アイビーＳ‐OP，etc.，種牡馬
オークツリー（89牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，福島記念‐Jpn3 ２着

［孫］ エアジハード（95牡 サクラユタカオー）７勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣ
ｈＳ‐Jpn1，富士Ｓ‐Jpn3，etc.，優短距，優父内，種牡馬

ペインテドブラック（96牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，ステイヤーズＳ
‐Jpn2，青葉賞‐Jpn3，若草Ｓ‐OP ２着，etc.，種牡馬

ギミーシェルター（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，スイートピーＳ‐L
２着，アネモネＳ‐L ２着，鷹巣山特別，etc.

［曾孫］ プレシャスカフェ（99牡 ＊ハートレイク）８勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2，シルク
ロードＳ‐Jpn3，札幌日刊スポーツ杯‐L，etc.，種牡馬

アロマキャンドル（05牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，スイートピーＳ‐L，
いちょうＳ‐L

カレイジャスミン（05牝 タヤスツヨシ）３勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，
ターコイズＳ‐L ２着，豊栄特別，etc.

販売申込者・所有者： 城地牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3288
生 産 牧 場： 城地牧場
飼 養 者： mill farm Ocean View Park＝浦河町東栄 �0146-25-7000

151 レッドオランジュ２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュレッドオランジュ ＊エリシオ

��
��
�オレンジパラダイス鹿 2012 オレンジシェード

＊サワーオレンジ 8g
サンデーサイレンスM3×S4 トニービン S4×M4 ノーザンテーストM5×M5

価格： 購買者：



母 レッドメアラス（12芦 ステイゴールド）入着
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 セイランクイーン（99芦 メジロマックイーン）３勝，遊楽部特別，相馬特別
ヒカルキング（06牡 ダンスインザダーク）�１勝
セイランダンス（07牝 ダンスインザダーク）入着，�１勝�１勝��
ブルザンインディゴ（11牝 フジキセキ）１勝
ユキハナ（13牝 マンハッタンカフェ）入着，�２勝��

３代母 ケイシュウミリオン（90鹿 ＊マグニテユード）��１勝�６勝
ヒカルキラキラボシ（00牝 フサイチコンコルド）�５勝
ウインクルスパーク（02牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝
ヒカルヨゾラ（03牡 フサイチソニック）�１勝

４代母 マーサリンドン（80鹿 ＊リマンド）不出走
［子］ ニッポーファイター（84牡 ＊マグニテユード）５勝，マリーンＳ‐OP，垂

水Ｓ，知多特別，etc.
カノヤセイラン（93牡 ＊マークオブディスティンクション）３勝，梅花賞３着

５代母 セイランホーク（73芦 ＊シーホーク）３勝，駒草賞，たんぽぽ賞
［子］ ソルテイテイアー（83牡 ＊ターゴワイス）３勝，長良川特別，もくれん賞

２着，菜の花賞３着，��１勝�入着
セイランワイズ（82牝 ＊ターゴワイス）２勝
アイズレンポー（78牡 ＊モバリツズ）１勝

［孫］ カノヤワイズ（96牝 トウカイテイオー）３勝，巌流島特別，鈴鹿特別２着
ミスレベッカ（87牝 ＊ストラダビンスキー）１勝，	
１勝
ボールドシャドウ（97牡 ＊クリスタルグリツターズ）１勝

［曾孫］ ヒカルボシ（96� ＊スリルシヨー）２勝，障害４勝，新潟ジャンプＳ‐JG3，
東京オータムジャンプ‐JG3 ３着，��１勝�

タケイチビューティ（00牝 メジロマックイーン）３勝，若戸特別，和田岬
特別２着（２回），白鷺特別３着，etc.

ニッポーゲッター（94牡 ニツポーテイオー）２勝，長久手特別，陸奥湾特
別２着，ゆきつばき賞２着，etc.

販売申込者・所有者： 青藍牧場＝登別市来馬町 �0143-85-5883
生 産 牧 場： 青藍牧場
飼 養 者： 青藍牧場＝登別市来馬町 �0143-85-5883

152 レッドメアラス２０２０ 牡・芦 ５／１７

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュレッドメアラス メジロマックイーン

��
��
�セイランクイーン芦 2012 ケイシュウミリオン

＊モーガイス 8c
Halo M4×S5 リマンドM5×M5

価格： 購買者：



母 レディアモーレ（03栗 ＊フレンチデピュティ）不出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－５（14）〕
ドキドキ（08牡鹿 ＊ホワイトマズル）�１勝�入着
パチャママ（09牝鹿 ＊ファスリエフ）１勝
セイミニスター（10牡鹿 ネオユニヴァース）�９勝
ビレッジエンパイア（13牡鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝，�２勝
アスタービオラ（17牡鹿 ヴィクトワールピサ）��１勝
カゼノシルエット（18牝栗 ヴィクトワールピサ）��１勝��
ディープマリン（19牝栗 ディープブリランテ）�	出走

２代母 ＊エンドイットダーリン（87 USA鹿 Alydar）USA１勝
ブライトサンディー（92牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，函館記念‐Jpn3，サファイヤ

Ｓ‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２着，道新杯‐OP，紅梅賞‐OP ３着，etc.
モエレメルシー（05牝 ＊マジックマイルズ）�１勝	２勝
入着２回
ウインテンダネス（13牡 カンパニー）６勝，目黒記念‐G2，緑風Ｓ，小牧
特別，浦佐特別，三春駒特別，etc.

タカラサンデー（06牡 ナリタトップロード）４勝，初咲賞
ロードケンユー（96牡 ＊ミルジヨージ）１勝，障害１勝
フィールドサンデー（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，シンザン記念‐Jpn3 ３着，

白梅賞

３代母 エンディコッタ Endicotta（76 USA鹿 Roberto）USA８勝，Plankton H，
Eatontown H，ブラックヘレンＨ‐G2 ２着，Honorable Miss S２着，
Parlo H２着
ハントレスHuntress（85 牝 Naskra）USA１勝

カムバックロニー Come Back Ronnie（95 牡 Tsunami Slew）USA10 勝，
Kokopelli H，John Henry S

フェザ－リッジ Feather Ridge（86牡 Cox's Ridge）USA４勝，Golden Grass S
‐L，ブルーグラスＳ‐G1 ４着，ジムビームＳ‐G2 ２着，種牡馬

アワフレンドテリーOur Friend Terry（92 牝 Cox's Ridge）不出走
ホワイトキャットWhite Cat（00 牡 Mountain Cat）USA３勝，トランシルヴ

ァニアＳ‐G3，パームビーチＳ‐G3 ２着，Dave Feldman S‐L ２着

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

153 レディアモーレ２０２０ �・鹿 ４／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandレディアモーレ
＊ Alydar

��
��
�エンドイットダーリン栗 2003 Endicotta

2h
Halo S4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 レディーソルジャー（09栗 マヤノトップガン）�２勝��２勝，東京プリンセス
賞（Ｄ1800）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－１（１）〕
サダムピッコロ（16牝黒鹿 サダムパテック）��１勝
サダムスキャット（17牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�４勝，昇竜Ｓ‐OP（Ｄ1400）３着，八

海山Ｓ（Ｄ1200），高田城特別（Ｄ1200），御影Ｓ（Ｄ1400）２着，播州Ｓ（Ｄ1200）
２着，藤森Ｓ（Ｄ1200）２着，鳴門Ｓ（Ｄ1400）３着，播磨Ｓ（Ｄ1400）３着

ダミアン（18牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
カセノダンサー（19牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 ナシラ（01栗 ＊スピニングワールド）��１勝�２勝
オンデマンド（08牝 レギュラーメンバー）�１勝

３代母 ＊フィールズオブゴールド（87 USA鹿 Mr. Prospector）USA２勝

４代母 ボーフィールドBeaufield（70 USA鹿 Maribeau）USA４勝
［子］ ボーズイーグル Beau's Eagle（76 牡 Golden Eagle）USA９勝，サンアント

ニオＳ‐G1，カリフォルニアダービー‐G2，シネマＨ‐G2，etc.，種牡馬
プロミシングガール Promising Girl（80 牝 Youth）USA４勝，Miss A
merica H‐L ２着，Miss Grillo S‐R ３着

［孫］ フェイヴァリトファンタイム Favorite Funtime（97牝 Seeking the Gold）
USA７勝，サンタマリアＨ‐G1，B.Thoughtful S‐R，Cat's Cr
adle H‐R，etc.

マンフロムエルドラドMan From Eldorado（88牡 Mr. Prospector）G
B・USA３勝，アメリカンＨ‐G2，Predominate S‐L，アメリカ
ンＨ‐G2 ２着，種牡馬

ボージングルズ Beau Jingles（92 牡 Riverman）USA８勝，Henry P. Rus
sell H‐R，Steinlen S‐R，Ack Ack H‐L ２着，etc.

スターオヴザフューチャー Star of the Future（87 牝 El Gran Senor）
GB・FR・IRE２勝，クロエ賞‐G3 ３着，Brownstown Stud S‐L
３着

ベンチャーサムボー Venturesome Beau（96� Riverman）USA10 勝，
Turf Paradise Wildcat H３着

販売申込者・所有者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 �0146-47-6110
生 産 牧 場： ㈲須崎牧場
飼 養 者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 �0146-47-6110

154 レディーソルジャー２０２０ �・栗 ５／２０

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊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レディーソルジャー ＊スピニングワールド

��
��
�ナシラ栗 2009 ＊フィールズオブゴールド

1s
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 レッドフォーリア（06栗 ダンスインザダーク）入着，�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
トーセンリゲル（15牡栗 ＊グラスワンダー）�５勝��入着
トーセンマイベスト（17牡鹿 トーセンブライト）出走，�地方未出走

２代母 バースデイローズ（95栗 ＊トニービン）１勝，アジアＪＳ（２）３着
ローズギャラリー（01牝 バブルガムフェロー）２勝
ダマスクローズ（03牝 アグネスタキオン）入着２回

ロゾヴァドリナ（12牝 ＊スニッツェル）��２勝�４勝，ＯＲＯＣ（３回），オパ
ールＣ，ジュニアＧＰ２着

トーセンファントム（07牡 ネオユニヴァース）２勝，いちょうＳ‐L，東スポ杯２歳
Ｓ‐Jpn3 ２着，種牡馬

ジャストジョーイ（09牝 ＊クロフネ）１勝
アオイシンゴ（14� ダノンシャンティ）�３勝，葉山特別２着（２回），秩父特

別２着
トーセンスパンキー（12牡 スペシャルウィーク）１勝，��４勝�４勝�２勝�入着
フェアウェルローズ（13牝 ヴィクトワールピサ）	３勝

３代母 エリザベスローズ（89栗 ＊ノーザンテースト）５勝，セントウルＳ‐Jpn3，ＮＺト
ロフィー４歳Ｓ‐Jpn2 ３着，コーラルＳ‐OP，葵Ｓ‐OP，アネモネＳ‐OP ２着，etc.
フサイチゼノン（97牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，弥生賞‐Jpn2，こぶし賞，種牡馬
アグネスゴールド（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，スプリングＳ‐Jpn2，きさら

ぎ賞‐Jpn3，鳴尾記念‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬
リミットレスビッド（99牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，��３勝
２勝�１勝��

入着５回，東京盃‐Jpn2（２回），さきたま杯‐Jpn3，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3
（２回），etc.，種牡馬

ローズオットー（04牝 ダンスインザダーク）１勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着

４代母 ＊ノーベンバーローズ（82 USA黒鹿 Caro）USA１勝
［子］ クリスマスローズ（90牝 ＊ノーザンテースト）３勝，宝ケ池特別，くすの

き賞，伊良湖Ｓ２着
［孫］ ローズパレード（00牡 ジェニュイン）�５勝，サンライズＣ２着

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 �01456-2-5157

155 レッドフォーリア２０２０ �・鹿 ４／２６
＊ Our Emblem

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ウォーエンブレム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweetest Ladyシビルウォー

＊ Sadler's Wells

��
��
�チケットトゥダンス鹿 2005 River Missy

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイレッドフォーリア ＊トニービン

��
��
�バースデイローズ栗 2006 エリザベスローズ

＊ノーベンバーローズ 16a
Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ラックアサイン（12鹿 ＊ハービンジャー）入着５回，�３勝�入着２回�
初仔

２代母 サウスティーダ（03芦 アドマイヤベガ）４勝，紅梅Ｓ‐OP ２着，火打山特別，
伏見Ｓ２着，文月特別２着，乙訓特別２着，etc.
カノープス（11牝 ＊シンボリクリスエス）�２勝�12 勝�入着�
ヴィーナスベルト（13牝 ＊コンデュイット）１勝
ルーチェソラーレ（15牝 ＊アイルハヴアナザー）３勝
ルミエールソレイユ（16牝 キングカメハメハ）�入着３回，��３勝

３代母 キョウエイコロナ（91芦 ＊ノーパスノーセール）３勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3 ２
着，フェニックス賞‐OP，平尾台特別，スカイブルーＳ２着
インターコウキ（99牡 ＊エリシオ）４勝，昇竜Ｓ‐OP ３着，端午Ｓ‐OP ３着，伏竜

Ｓ‐OP ３着，etc.
エーシンビッグシー（06牡 サクラバクシンオー）１勝，��１勝�４勝�１勝�入

着，ＭＲＯ金賞２着，オッズパーク・ファンセレクションｉｎ笠松２着

４代母 キヨウエイシラユキ（80芦 ＊クラウンドプリンス）３勝
［孫］ スマートファルコン（05牡 ゴールドアリュール）４勝，��12 勝�１勝�

１勝	１勝�３勝�１勝
入着，東京大賞典‐G1，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1（２回），東京大賞典‐Jpn1，etc.，ＤＧ特別（2回），種牡馬

ワールドクリーク（95牡 ＊マジツクミラー）７勝，トパーズＳ‐OP，関越Ｓ
‐OP ３着，etc.，��１勝�６勝	入着２回
，東京大賞典‐Jpn1，etc.

［曾孫］ リッカルド（11� フサイチリシャール）６勝，エルムＳ‐G3，etc.，�
��６勝	，帝王賞‐Jpn1 ４着，大井記念，etc.

ファルコンクロウ（09牡 タイムパラドックス）�２勝��８勝，勝島王冠２着
ダンツウォッチ（07牡 バブルガムフェロー）	７勝�入着，ロータスクラ
ウン賞２着，荒炎賞２着

グリニッチヴィレジ（13牝 マツリダゴッホ）�１勝，小郡特別３着

５代母 ＊アリアーン（68 GB芦 ＊シルバーシヤーク）不出走
［子］ インターネイテイブ（82牡 ＊ノーザンネイテイヴ）８勝，道新杯‐OP，淀

短距離Ｓ‐OP ２着，札幌日刊スポーツ杯‐OP ２着，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： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

156 ラックアサイン２０２０ 牡・鹿 １／１９
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインゴールドアクター ＊キョウワアリシバ

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlラックアサイン アドマイヤベガ

��
��
�サウスティーダ鹿 2012 キョウエイコロナ

＊アリアーン 9c
サンデーサイレンス S4×M4 Danzig S5×M5

価格： 購買者：



母 ラヴィーゲラン（12栃栗 スペシャルウィーク）入着，�３勝
本馬の他に産駒あり

２代母 メガミゲラン（92鹿 ＊シエイデイハイツ）７勝，北九州記念‐Jpn3 ３着，ア
ンドロメダＳ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP，桶狭間Ｓ，パールＳ，etc.
レーヴドゲラン（99牝 ＊リアルシヤダイ）出走

ニュアージゲラン（09牝 オンファイア）入着３回，�１勝��１勝�２勝，英
彦山賞２着，長月賞２着

ペイシャゲラン（14牝 ダノンシャンティ）１勝，飛竜特別２着，�４勝�１勝��
シャルルゲラン（00牡 フサイチコンコルド）５勝，伊勢特別，日向特別３着
チリエージェ（01牝 サクラバクシンオー）５勝，鳥羽特別，久多特別，別府特別，

伊吹山特別２着，河北新報杯３着，etc.
ハクサンムーン（09牡 アドマイヤムーン）７勝，セントウルＳ‐G2，アイビス

サマーダッシュ‐G3，京阪杯‐G3，スプリンターズＳ‐G1 ２着，高松宮
記念‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ウォーリングステイツWarring States（14 牡 ヴィクトワールピサ）�FR・GE
R・QAT２勝，バヴァーリアンクラシック‐G3

スズカゲラン（03牝 ＊ブラックホーク）１勝
ラティエラ（04牝 ＊スキャターザゴールド）��入着７回

ローデルバーン（13牡 デュランダル）２勝，白川特別３着
キャナレット（05牝 ナリタトップロード）入着，�２勝
リュミエールゲラン（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）�８勝��
クランドールゲラン（09牡 フジキセキ）２勝
クリノダイコクテン（11牡 ハーツクライ）１勝，障害２勝，�１勝	入着

３代母 モガミゲラン（88鹿 ＊モガミ）不出走
アンビシャス（93牡 ＊クリエイター）４勝，春日特別，知多特別，但馬Ｓ２着，etc.
ヒダカゲラン（95牝 ＊ミルジヨージ）出走

ピエナオンリーワン（01
 フサイチコンコルド）３勝，長良川特別，つばき賞
２着，あすなろ賞２着，etc.

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

157 ラヴィーゲラン２０２０ 牡・鹿 ３／１９

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールラヴィーゲラン ＊シエイデイハイツ

��
��
�メガミゲラン栃栗 2012 モガミゲラン

＊ミスブゼン 18
マルゼンスキーM4×M5

価格： 購買者：



母 レッドリップス（06栗 ＊フレンチデピュティ）３勝，会津特別（芝 1200），汐留特
別（芝 1200）
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（15）〕
ホーリーフルーツ（13牝鹿 ＊ワークフォース）１勝
レッドチェイサー（15�栗 キングヘイロー）��１勝�７勝��入着４回
イチゴチャン（16牝栗 ＊ノヴェリスト）��５勝
ブラッククリスマス（17牡青鹿 ＊ノヴェリスト）��２勝
ゴーストレート（18牡青鹿 エイシンフラッシュ）�１勝

２代母 オレンジブロッサム（98栗 ＊サンデーサイレンス）２勝，つわぶき賞３着
オレンジシュプール（05牝 ジャングルポケット）２勝，中京日経賞３着
オレンジティアラ（07牝 サクラバクシンオー）４勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，フェ

ニックス賞‐OP ３着，立待岬特別，下北半島特別，浅口特別２着，etc.
エトナ（15� ロードカナロア）１勝，���入着

３代母 ＊バッフドオレンジ（82 USA栗 Exclusive Native）USA入着３回
＊ヘアデイズ（90牝 ＊アフリート）USA１勝

ウェラWella（99 牝 Zabeel）不出走
カークランド Kirkland（14� Highly Recommended）�NZ２勝，W
anganui Guineas‐L ２着

メローフルーツ（91牝 Halo）２勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，
桜花賞‐Jpn1 ４着

オレンジピール（94牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2，
チューリップ賞‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，etc.
ブラックコンドル（01牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，平安Ｓ‐Jpn3 ２着，ト

パーズＳ‐L ３着，etc.，障害２勝，�入着，佐賀記念‐Jpn3 ３着
ラピッドオレンジ（03牝 ＊エルコンドルパサー）４勝，アネモネＳ‐L ３着，etc.，

��１勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3 ２着

４代母 サリースターク Sally Stark（70 GB鹿 Graustark）不出走
［子］ ＊ティファニーラス（83牝 Bold Forbes）USA８勝，ケンタッキーオークス

‐G1，ファンタジーＳ‐G1，フェアグラウンズオークス‐G3，etc.

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

158 レッドリップス２０２０ 牡・黒鹿 ３／ ３

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandレッドリップス ＊サンデーサイレンス

��
��
�オレンジブロッサム栗 2006 ＊バッフドオレンジ

3c
Mr. Prospector S4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ルスナイサンバ（03栗 キングヘイロー）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－５（23）〕
メイショウユキチ（10�鹿 ＊プリサイスエンド）１勝
カネトシバリアント（12�栗 ＊タイキシャトル）入着，��14 勝
タヒチアンムーン（13牝栗 マヤノトップガン）�４勝
バトルサンバ（14牡栗 ＊バトルプラン）１勝，�２勝
ラテンリズム（15牝鹿 スズカマンボ）��１勝��入着７回
サイモンサンバ（17牝栗 ＊アグネスデジタル）�２勝

２代母 オオミーアキノ（84栗 ＊ノーザンテースト）１勝
アスクローザ（89牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，白菊賞２着

フューチャサンデー（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，大
沼Ｓ‐OP ３着，湘南Ｓ，フリーウェイＳ３着，��入着，スパーキング
ＬＣ‐Jpn3 ３着

グレイスナッキー（90牝 ＊ナトルーン）１勝，クイーンＣ‐Jpn3 ２着
ミスアヴェニュー（91牝 ＊リヴリア）入着３回

リスティアエーデル（01牝 フジキセキ）１勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3 ３着，紫苑Ｓ
‐L ３着，きんせんか賞，	１勝

インターブラボー（92牡 トウシヨウボーイ）４勝，若潮賞，サンシャインＳ２着，
ＵＨＢ賞３着，積丹特別３着，障害１勝

キョウエイクロップ（93牝 ＊ヘクタープロテクター）２勝
スイートテンダイヤ（96牝 バンブーアトラス）２勝

コスモワイルド（09牡 ＊ワイルドラッシュ）入着２回，コスモス賞‐OP ３着，
南武特別３着，	１勝��１勝
１勝，オパールＣ，ブリーダーズゴール
ドジュニアＣ３着

タカノバレリーナ（97牝 ＊オジジアン）１勝
エネルマオー（02牡 ＊リンドシェーバー）４勝，鷹ケ峰特別，勝浦特別，寒桜賞，

トリトンＳ２着，札幌日刊スポーツ杯２着，etc.，�１勝��

３代母 オオミシヤダイ（76栗 ＊リマンド）６勝，北九州記念，衣笠特別，祇園特別，
伊良湖特別

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

159 ルスナイサンバ２０２０ 牡・栗 ３／２９

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

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

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイロールスナイサンバ ＊ノーザンテースト

��
��
�オオミーアキノ栗 2003 オオミシヤダイ

＊フライングシヤツトル 1s
Northern Dancer M4×S5×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：１〕

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，��未出走�６勝��入着３回

３代母 スターバレリーナ（90鹿 Risen Star）４勝，ローズＳ‐Jpn2，高松宮杯‐Jpn2
２着，毎日王冠‐Jpn2 ３着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，京阪杯‐Jpn3 ２着，etc.
グランパドドゥ（97牝 フジキセキ）３勝，中日新聞杯‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ５

着，秋華賞‐Jpn1 ５着，etc.
クラシックチュチュ（06牝 キングカメハメハ）出走
サンライズサーカス（13牡 ＊シンボリクリスエス）入着９回，小倉城特別３
着，��２勝�２勝

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
［子］ オリーブクラウン（97牝 ＊ドクターデヴィアス）２勝，オークス‐Jpn1 ３

着，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，府中Ｓ
［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
［曾孫］ サクラディソール（10牝 ダイワメジャー）３勝，アネモネＳ‐LR ３着，

犬山特別，菜の花賞，etc.

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

160 ロゴマーク２０２０ �・鹿 ４／１７

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊ 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：３，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，�地方未出走

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

161 ロックドクトリン２０２０ 牡・青 ４／１３
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�タイキパンドラ黒鹿 2008 Certain Secret

2d
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ロックランザ（07芦 ＊ロックオブジブラルタル）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
エスティロックオン（11牡芦 リンカーン）��２勝
トーセンクリエイト（12牡芦 トーセンファントム）�１勝��

２代母 ＊フーラクサ（01 IRE 芦 Linamix）FR３勝
プレストウィック Pre Stwick（11 牡 ダイワメジャー）６勝，ステイヤーズＳ‐G2

３着，メトロポリタンＳ‐L ３着，丹頂Ｓ‐OP，グリーンＳ，蔵王特別，etc.

３代母 フーサトニックHousatonic（87 USA黒鹿 Riverman）GB１勝
フーサミクス Housamix（92牡 Linamix）FR３勝，ニエル賞‐G2，トーマスブライ

アン賞‐G3，アルクール賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬
フーサダンサー Housa Dancer（93 牝 Fabulous Dancer）FR・USA６勝，Eme

rald Distaff H‐L，Miss America H‐L，P. Finlande‐L，etc.
ブッシュマン Bushman（04� Maria's Mon）GB・UAE５勝，ダイオメドＳ

‐G3，Royal Windsor S‐L，ヨークＳ‐G2 ２着，etc.
グランヴァンGrand Vent（08 牡 Shirocco）FR・UAE２勝，ノアイユ賞‐G2，

オカール賞‐G2 ２着，トーマスブライアン賞‐G3 ３着，etc.
ハウスインウッドHouse inWood（97牝 Woodman）不出走

アレグザンダータンゴ Alexander Tango（04牝 Danehill Dancer）GB・IRE
・USA４勝，ガーデンシティＳ‐G1，デリンズタウンスタッド１０００ギニー
ＴＲ‐G3，Kilboy Estate S‐L，etc.

タンゴトニックTango Tonic（05 牝 Trans Island）不出走
クアラギブ Llaregyb（10� Dylan Thomas）GB・HKG７勝，Ladies' Purs

e‐L，Centenary Vase‐L ２着，Premier Plate‐L ３着

４代母 ヒッポダミア Hippodamia（71 USA黒鹿 Hail to Reason）GB・FR・USA
４勝，クリテリヨムデプーリッシュ‐G1，仏１０００ギニー‐G1 ２着，サンタラリ賞
‐G1 ２着，ロベールパパン賞‐G1 ３着，コロンビアナＨ‐G3 ２着，etc.
［子］ グローブGlobe（77牡 Secretariat）USA６勝，イクセルシアＨ‐G2，グ

レイラグＨ‐G3，Valedictory H２着，etc.，種牡馬
ホイジャ Hoya（89牝 ＊セクレト）FR・USA４勝，P. Charles Laffitte
‐L，P. Michel Houyvet‐L ３着

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

162 ロックランザ２０２０ 牡・黒鹿 ４／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスウインバリアシオン

＊ Storm Bird

��
��
�スーパーバレリーナ鹿 2008 ＊カウントオンアチェンジ

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�ロックオブジブラルタル Offshore Boomロックランザ
＊ Linamix

��
��
�フーラクサ芦 2007 Housatonic

4d
Northern Dancer S4×M5×M5 Hail to Reason S5×M5 River Lady M5×M5

価格： 購買者：



母 ロマンロード（11鹿 ＊マイネルラヴ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
サツキロマン（16牝黒鹿 ＊シベリアンホーク）���１勝�入着３回
レイナノワール（18牝黒鹿 ＊ロードアルティマ）��出走

２代母 ジェネスジェット（98鹿 サクラバクシンオー）出走
ワニタレスタリ（06牝 エイシンサンディ）２勝，登別特別，まりも特別２着
セレスマジェスティ（07� メイショウオウドウ）３勝，ＴＶｈ賞，まりも特別，奥

多摩Ｓ２着，赤湯特別２着，朝里川特別２着，etc.
タレントナチュラル（12牝 エイシンサンディ）�２勝�入着４回
エフヨンエフ（14牝 ハイアーゲーム）�６勝
エピ（15牝 アドマイヤマックス）�	入着
２勝��入着３回�

３代母 サンシャインステラ（90鹿 ＊トニービン）入着２回
サンプレイス（95牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，新潟記念‐Jpn3，中山記念

‐Jpn2 ３着，中京記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
スタートラッカー（00牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

スターリーベイ（08牝 キングカメハメハ）出走
オオエフォーチュン（16牡 メイショウサムソン）��４勝�１勝�，新春
賞３着，兵庫ダービー３着，ゴールドジュニア，etc.

バレンティーノ（15牝 ＊ベーカバド）�	２勝
１勝�４勝�１勝，あやめ賞２
着，ラブミーチャン記念２着，ライデンリーダー記念３着

サンシャインピース（01牡 バブルガムフェロー）２勝，八甲田山特別３着
クヴァルダ（05牝 ダンスインザダーク）２勝，利尻特別３着
メイグレイス（07牝 ネオユニヴァース）不出走

キャプテンペリー（13� ＊クロフネ）�５勝，ニューイヤーＳ‐L ２着，芙蓉Ｓ
‐LR ３着，市川Ｓ，etc.，障害２勝

バーブル（17牡 トゥザワールド）���２勝�６勝�１勝
，イーハトーブマ
イル２着

４代母 ステラスポート（81鹿 ＊ニゾン）３勝
［孫］ キマグレ（02牝 サクラバクシンオー）２勝，飛竜特別

アイライクエンカ（98牡 フジキセキ）２勝，笹山特別２着，新津特別３着

販売申込者・所有者： 榊原 敏明＝浦河町絵笛 �0146-22-0682
生 産 牧 場： 榊原 敏明
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

163 ロマンロード２０２０ �・青鹿 ３／２６
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 シニスターミニスター

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Ministerインカンテーション

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyロマンロード サクラバクシンオー

��
��
�ジェネスジェット鹿 2011 サンシャインステラ

＊マジツクゴデイス 1s
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 レディサマンサ（12鹿 ディープインパクト）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ボヘミアラプソディ（16牡鹿 ベルシャザール）１勝，���入着２回
ロックンライフ（17牝鹿 グランプリボス）��１勝���入着２回
ミスターサマンサ（19牡鹿 ＊シニスターミニスター）�出走

２代母 ダッシングハニー（02栗 ＊アサティス）１勝
ラブミーチャン（07牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，�７勝�１勝��６勝�１勝�１

勝�１勝	，全日本２歳優駿‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2，
クラスターＣ‐Jpn3，東京スプリント‐Jpn3，etc.，ＮＡＲ年代表（2回），
ＮＡＲ優２歳，ＮＡＲ優牝馬，ＮＡＲ優古牝（3回），ＮＡＲ優短距（2回）
ラブミージュニア（16牡 ゴールドアリュール）���６勝�２勝�入着，知床

賞３着
ホクト（08牡 スズカマンボ）�１勝��６勝
ダブルスター（09牡 ＊シニスターミニスター）５勝，ＢＳＮ賞‐L ３着，アルデバラ

ンＳ‐OP，ラジオ日本賞‐OP ３着，アルデバランＳ‐OP ３着，etc.，�１勝
��，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ４着，etc.，種牡馬

ハニーバニー（10牝 メイショウボーラー）１勝，��３勝
ハヤブサレディゴー（13牝 ＊サウスヴィグラス）３勝
ハニーゴールド（14
 ステイゴールド）１勝，��１勝
ワイルドハニー（15牝 ヴィクトワールピサ）�２勝�入着３回�
ハニーディスタフ（16牝 ゴールドアリュール）１勝
コパシーナ（17
 ＊ヘニーヒューズ）�２勝，寒椿賞

３代母 ラストヒット（93栗 ＊スラヴィック）２勝，大雪Ｈ，層雲峡特別，太秦Ｓ３着，
�５勝�２勝��入着�，北日本オークス，東北優駿
ファーストレディ（08牝 スマートボーイ）出走

アップトゥユー（14牝 ＊サウスヴィグラス）�５勝��１勝，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ２着，ローレル賞，東京プリンセス賞２着，etc.

ストロングハート（15牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��２勝�，エーデルワイ
ス賞‐Jpn3，しらさぎ賞，東京２歳優駿牝馬２着，etc.，ＮＡＲ優２牝

イッシンドウタイ（09牡 スズカマンボ）５勝，マーチＳ‐G3 ２着，ポルックスＳ
‐OP，etc.，�５勝��１勝�５勝，川崎記念‐Jpn1 ５着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

164 レディサマンサ２０２０ 牡・芦 ３／２９

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� Trolley Songダンカーク シークレットステイタス A.P. Indy

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアレディサマンサ ＊アサティス

��
��
�ダッシングハニー鹿 2012 ラストヒット

＊パツシングクラウド 5g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ワイズトウショウ（08青鹿 キングヘイロー）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
ゼットフォルトゥナ（15牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）��１勝
シービーエンブレム（16牡青鹿 シビルウォー）�１勝��１勝
チュラクィーン（17牝鹿 ＊アポロキングダム）���１勝

２代母 レイズアトウショウ（02青鹿 アドマイヤベガ）不出走
バトルトウショウ（10牝 ＊シンボリクリスエス）�５勝�１勝
スタークォーツ（16牝 メイショウボーラー）２勝，ＲＫＢ賞３着，��出走�入着

３代母 ＊リバーフエイム（82 USA黒鹿 Riverman）IRE・USA３勝，Swingtime S
‐R ２着，カラＳ‐G3 ３着，Silver Flash S‐L ３着，Los Cerritos S‐R ３着
スパークトウショウ（93牝 ニツポーテイオー）４勝，栗子特別，高山特別，三里塚

特別３着
トウショウシロッコ（03牡 アドマイヤベガ）３勝，ディセンバーＳ‐L，東京競

馬場グランドＯＰ記念‐L，セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
トウショウウェイヴ（05牡 ステイゴールド）６勝，白富士Ｓ‐L，中山金杯‐G3

３着，メトロポリタンＳ‐L ３着，etc.，�３勝	入着
トウショウレイザー（08牡 キングカメハメハ）入着，糸魚川特別３着，�２勝

�１勝
トウショウバラード（09牡 ダンスインザダーク）１勝，稲村ヶ崎特別２着，�

３勝	
トウショウリープ（97牡 サクラバクシンオー）６勝，バレンタインＳ，相模湖特別，

紅葉特別２着，etc.

４代母 ファミリーフェイム Family Fame（76 USA黒鹿 Droll Role）不出走
［子］ クラシックフェイム Classic Fame（86牡 Nijinsky）GB・IRE・USA８

勝，愛ナショナルＳ‐G1，アメリカンＨ‐G2，ベレスフォードＳ‐G2，etc.，
種牡馬

［孫］ トレイスマーク Tracemark（99
 Conquistador Cielo）USA４勝，
California Derby‐L，サンフェルナンドＳ‐G2 ２着，ストラブＳ
‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 坂戸牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2427
生 産 牧 場： 坂戸 節子
飼 養 者： Ｉｋｕｃｈｉｓｅ Ｓｔｕｄ＝日高町幾千世 �090-3115-2121

165 ワイズトウショウ２０２０ �・黒鹿 ５／ ２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローワイズトウショウ アドマイヤベガ

��
��
�レイズアトウショウ青鹿 2008 ＊リバーフエイム

23b
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 ワタシノデバン（99鹿 ＊アジュディケーティング）�１勝��２勝�
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：地方－７（16）〕
イズミミオ（06牝黒鹿 ＊カコイーシーズ）��１勝�５勝�入着６回�
プランシングヒロー（07牡黒鹿 スリリングサンデー）��２勝
エムザックライズ（09牡鹿 ミラクルアドマイヤ）��２勝
シャンパンダイヤ（13牝鹿 スターリングローズ）�２勝�入着２回��
アンジュループ（14牝芦 フサイチリシャール）��１勝
ソンタク（15牡鹿 ヒルノダムール）入着，��１勝
ニチウォ（16牝鹿 ダノンバラード）�	２勝�，佐賀皐月賞（Ｄ1800）３着

２代母 サザンベルノ（91鹿 ＊ナスルエルアラブ）�４勝

ローレルイースター（98牝 ＊カコイーシーズ）入着６回，�５勝��入着

エムザックゴールド（10牡 メイショウボーラー）�２勝��９勝
，兼六園ジ
ュニアＣ３着

ギャラントヒーロー（00牡 ＊カコイーシーズ）��２勝
イリヤッド（01牡 ＊シャンハイ）�１勝�４勝
マイメッセンジャー（02牡 ＊アジュディケーティング）�１勝�８勝
マリンストーリー（03牝 ブラックタキシード）�２勝
スーパーシー（04牝 ＊ライブリーワン）��１勝�
ロマンノカガヤキ（06牝 スリリングサンデー）�１勝�

３代母 ベストローマン（83黒鹿 ＊ブレイヴエストローマン）��５勝

４代母 ミクロホマレ（70栃栗 ＊テスコボーイ）���11 勝，さざんか賞
［子］ ダスゲニー（80牝 ＊ネプテユーヌス）４勝，サンスポ４歳牝馬特別，報知

４歳牝馬特別，クイーンＣ，etc.
クリアートウシヨウ（78牝 ＊カピト）２勝，サフラン賞
カイソクミクロ（77牝 ＊フィルモン）�19 勝，道営記念，ジュニアＣ，Ｊ
ＲＡ理事長賞２着，etc.

［孫］ トウシヨウブレイズ（84牡 トウシヨウルチエー）３勝，奥尻特別，グラジ
オラス賞２着，�７勝１勝

ムンテルゲニー（93牝 ＊アカビール）２勝，韓国騎手招待（２）３着

販売申込者・所有者： 熊沢牧場＝えりも町大和 �090-2813-3885
生 産 牧 場： 熊沢牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

166 ワタシノデバン２０２０ 牡・鹿 ５／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アグネスタキオン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アグネスフローラディープスカイ

＊ Chief's Crown

��
��
�アビ栗 2005 Carmelized

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�アジュディケーティング Resolverワタシノデバン ＊ナスルエルアラブ

��
��
�サザンベルノ鹿 1999 ベストローマン

＊アンチクロクワイズ 1o
Danzig M3×S4

価格： 購買者：



母 ワンダーセーハ（12栗 ＊バゴ）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ドルチェ（17牝栗 ＊アグネスデジタル）��１勝

２代母 エンジェルファタル（00栗 ＊フォーティナイナー）入着
スモールキング（08牡 キングヘイロー）３勝，中京競馬場グランドＯＰ記念３着
ベルガド（15牡 スズカフェニックス）１勝，若菜賞２着，�１勝
ノースキング（18牡 キングヘイロー）���１勝

３代母 サクセスウーマン（86青 ハイセイコー）入着２回
ダンディリーフ（91牡 ＊サウスアトランテイツク）��３勝，黒潮盃２着，ニューイ

ヤーＣ２着，ゴールドジュニアー
シゲノタイトル（92牝 ニチドウアラシ）�５勝

アサティスダイオー（99牡 ＊アサティス）�３勝��２勝�１勝，京浜盃３着，
栄冠賞

アサティスジョオー（02牝 ＊アサティス）��３勝，東京２歳優駿牝馬
ガルシーズン（09牝 タヤスツヨシ）�３勝��入着２回�，ル・プランタ
ン賞２着

マイネルマックス（94牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，マイラ
ーズＣ‐Jpn2，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優２牡，種牡馬

マイネルサクセス（96牡 ＊ステートリードン）２勝，すみれＳ‐OP ２着，飯坂特別，
�１勝�

ダンシングホーク（99牡 ＊ダンシングブレーヴ）３勝，ＴＶ埼玉杯３着

４代母 ヤマノセーハ（80栗 ＊ダンデイルート）２勝

５代母 ＊トリーソング（61 GB青 Buisson Ardent）不出走
［曾孫］ トシザブイ（96牡 ＊ヴィジョン）６勝，目黒記念‐Jpn2（２回），ダイヤモ

ンドＳ‐Jpn3 ３着（２回），万葉Ｓ‐OP，etc.
インターシュプール（89	 ＊ワツスルタツチ）５勝，新潟記念‐Jpn3，北九州
記念‐Jpn3 ３着，ＢＳＮオープン‐OP ３着，etc.，
�入着����

トシヴォイス（91牡 ＊シルヴアーヴオイス）７勝，コーラルＳ‐OP，栗東
Ｓ‐OP ２着，etc.，�１勝����，クラスターＣ‐Jpn3

販売申込者・所有者： ㈲サンコウ牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-9523-3605
生 産 牧 場： ㈲サンコウ牧場
飼 養 者： ㈲サンコウ牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-9523-3605

167 ワンダーセーハ２０２０ 牡・栗 ３／１８

＊

ガリレオ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Galileo

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

��
��
�Laurel DelightIRE 栗 2007 Foudroyer

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxワンダーセーハ ＊フォーティナイナー

��
��
�エンジェルファタル栗 2012 サクセスウーマン

＊トリーソング 9h
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector M4×S5×M5 Special S5×M5

価格： 購買者：



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（芝 2000），ＴＶ
ｈ賞（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－５（６），地方－２（６）〕
キョウエイマイン（09牝鹿 キングヘイロー）１勝
ヒュウガミズキ（10牝鹿 ＊ファスリエフ）１勝
ファーストオーサー（11牡黒鹿 ＊アルデバランⅡ）１勝
アルマワイオリ（12牡黒鹿 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（芝 1200）３着，もみじＳ‐OP（芝 1400），パラダイスＳ‐OP（芝 1400）３着

グッドプリン（13牝黒鹿 ブラックタイド）入着，�３勝
アルマアノン（15牝青鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝，��３勝��入着２回��
グッドスマイル（18牡黒鹿 エピファネイア）�出走

２代母 スエヒロジョウオー（90鹿 トウシヨウペガサス）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1，きんせんか賞，優２牝
スエヒロコマンダー（95牡 ＊コマンダーインチーフ）７勝，鳴尾記念‐Jpn2，小倉大

賞典‐Jpn3，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，京都大賞典‐Jpn2 ２着，金鯱賞
‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

コウエイベラドンナ（96牝 メジロライアン）１勝，野路菊Ｓ‐OP ２着
マイネルロブスト（09牡 ＊ゼンノエルシド）２勝，クローバー賞‐LR，朝日杯フュー

チュリティＳ‐G1 ２着，京成杯‐G3 ２着，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，障害１勝
ゴダイリキ（97牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝
コウエイブルーム（98牝 ＊ウォーニング）１勝

グッドキララ（04牡 メジロライアン）５勝，佐世保Ｓ，宝ケ池特別２着，西部
日刊スポーツ杯２着，北摂特別３着，障害１勝

スエヒロサプライズ（00牝 ＊ラムタラ）出走
コウエイフラッシュ（06� ＊コロナドズクエスト）４勝，黒埼特別，越後Ｓ２着，

プラタナス賞２着，山科Ｓ３着，長浜特別３着
イナズマイージス（03牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，対馬特別２着，利尻特別２

着，糸魚川特別３着

３代母 イセスズカ（82青鹿 マルゼンスキー）１勝

販売申込者・所有者： ㈲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

168 イナズマローレル２０２０ 牡・鹿 ５／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

＊ Polish Precedent

�
�
�
�
�

��
��

�ピルサドスキー Cocotteイナズマローレル トウシヨウペガサス

��
��
�スエヒロジョウオー黒鹿 2001 イセスズカ

＊メダリオン 3l
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アースラブーム（14黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 マルハチラブーム（06鹿 キングカメハメハ）入着
クロノスアリュール（12牡 ゴールドアリュール）��１勝
ゴールドディザイア（15牡 ゴールドアリュール）���８勝
マカレナダンス（17牡 エピファネイア）��１勝�１勝���

３代母 ホッコーオウカ（93鹿 ＊リンドシェーバー）入着７回
トーアコマンダー（98牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，樅の木賞，障害１勝，�１勝
オースミエルスト（99牡 ＊ウォーニング）２勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，シンザン

記念‐Jpn3 ３着，京都２歳Ｓ‐OP ２着，etc.
オースミハルカ（00牝 フサイチコンコルド）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＳ

‐Jpn3（２回），チューリップ賞‐Jpn3，etc.
オースミアザレア（07牝 スペシャルウィーク）入着
アユツリオヤジ（14牡 ＊サウスヴィグラス）５勝，ＴＶユー福島賞
ブルベアトリュフ（15牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，白秋Ｓ，甲東特別，
仲春特別２着

オースミイチバン（09� アグネスタキオン）２勝，�１勝��１勝�入着	�，ダ
イオライト記念‐Jpn2，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ３着，etc.

オースミミズホ（10牝 スペシャルウィーク）１勝，瓢湖特別２着
オースミラナキラ（12牡 ハーツクライ）４勝，リボン賞２着，加古川特別３着，

大津特別３着，etc.
キクノトップレディ（01牝 ＊ウォーニング）出走

エメラルコヨーテ（10牝 ネオユニヴァース）入着
フジノロケット（17牡 ジャングルポケット）入着２回，��１勝
１勝，
ジュニアＧＰ，ＯＲＯＣ２着，オパールＣ２着

オースミグラスワン（02牡 ＊グラスワンダー）７勝，新潟大賞典‐Jpn3（２回），大阪
城Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L ３着，etc.

ラブジュリエット（09牝 フサイチコンコルド）不出走
ジュリーハーツ（15牝 ハーツクライ）２勝，閃光特別，飛翼特別２着

ローデッド（12牝 ディープインパクト）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

169 アースラブーム２０２０ �・鹿 ４／３０

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジアースラブーム キングカメハメハ

��
��
�マルハチラブーム黒鹿 2014 ホッコーオウカ

＊フロリースカツプ 3l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アシドベリー（12鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，�３勝��１勝，ブロ
ッサムＣ（Ｄ1200）３着
初仔

２代母 ワイルドベリー（06黒鹿 フジキセキ）出走
ベリーベリータイム（11牝 ＊ブライアンズタイム）入着，�２勝��入着
ダズリングベリー（13牝 ＊パイロ）��３勝�
ビュレットベリー（16牡 ビービーガルダン）���１勝�７勝

３代母 アグネスミネルバ（94栗 ＊トニービン）４勝，壬生特別，北摂特別，かささぎ
賞２着
アグネスラズベリ（01牝 エアジハード）７勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，阪神牝馬

Ｓ‐G2 ２着，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，�１勝
レッドオルバース（12牡 ダイワメジャー）３勝，錦秋Ｓ２着，安達太良Ｓ２着，

夏至Ｓ２着，etc.
ブリリアントクロス（03牝 ＊エルコンドルパサー）１勝

サクラディソール（10牝 ダイワメジャー）３勝，アネモネＳ‐LR ３着，犬山特
別，菜の花賞，etc.

ラヴファンタジスタ（05牡 ＊ファルブラヴ）２勝，有明特別３着
テムジン（09牡 ディープインパクト）４勝，富嶽賞，藤森Ｓ２着，etc.，��４勝，

サンタアニタＴ２着

４代母 ＊ベリアーニ（85 USA鹿 Nureyev）GB・USA２勝
［子］ スターバレリーナ（90牝 Risen Star）４勝，ローズＳ‐Jpn2，高松宮杯

‐Jpn2 ２着，毎日王冠‐Jpn2 ３着，etc.
［孫］ アンドゥオール（99牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ‐Jpn2，マー

チＳ‐Jpn3，ベテルギウスＳ‐L ２着，etc.，��出走
グランパドドゥ（97牝 フジキセキ）３勝，中日新聞杯‐Jpn3，オークス
‐Jpn1 ５着，秋華賞‐Jpn1 ５着，etc.

［曾孫］ ロゴタイプ（10牡 ローエングリン）６勝，皐月賞‐G1，安田記念‐G1，朝
日杯フューチュリティＳ‐G1，etc.，優２牡，種牡馬

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

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 �01456-2-5157

170 アシドベリー２０２０ 牡・鹿 ４／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceアシドベリー フジキセキ

��
��
�ワイルドベリー鹿 2012 アグネスミネルバ

＊ベリアーニ 8k
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 アイスウィッチ（10青鹿 ＊シンボリクリスエス）�８勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 アイスドール（03栗 ＊キャプテンスティーヴ）６勝，エニフＳ‐L，オアシスＳ
‐L ３着，紫苑Ｓ‐L ３着，花園Ｓ，etc.，��入着，クイーン賞‐Jpn3 ３着
マトリョーシカ（11牝 ＊クロフネ）３勝
ヴィンテージドール（12牝 ＊ホワイトマズル）３勝
アイスシェルフ（17牡 ルーラーシップ）�２勝
コンソレーション（18牡 モーリス）�１勝

３代母 ビスクドール（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着
ジュモー（06牝 タニノギムレット）３勝

プロフェット（13� ＊ハービンジャー）２勝，京成杯‐G3，札幌２歳Ｓ‐G3 ２
着，白富士Ｓ‐L ３着，etc.

クラージュゲリエ（16牡 キングカメハメハ）�２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都
２歳Ｓ‐G3，日経新春杯‐G2 ３着，アンドロメダＳ‐L ２着，etc.

バトードール（07牡 ＊クロフネ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，端午Ｓ‐OP，etc.，
��２勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，etc.

オウケンビリーヴ（13牝 ＊クロフネ）５勝，�１勝��入着２回，クラスターＣ
‐Jpn3，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3 ２着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

４代母 ＊フェアリードール（91 USA栗 Nureyev）GB出走
［子］ トゥザヴィクトリー（96牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，エリザベス女王

杯‐Jpn1，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，
UAE入着，優古牝

［孫］ トゥザグローリー（07牡 キングカメハメハ）８勝，日経新春杯‐G2，日経
賞‐G2，京都記念‐G2，etc.，種牡馬

デニムアンドルビー（10牝 ディープインパクト）３勝，ローズＳ‐G2，フ
ローラＳ‐G2，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.

トゥザワールド（11牡 キングカメハメハ）４勝，弥生賞‐G2，若駒Ｓ‐LR，
有馬記念‐G1 ２着，etc.，AUS入着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱ストームファームコーポレーション＝熊本県菊池郡大津町 �090-5988-3884
生 産 牧 場： ㈱ストームファームコーポレーション
飼 養 者： ベルサイユステーブル㈱＝日高町庫富 �090-6982-0000

171 アイスウィッチ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２２
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayアイスウィッチ ＊キャプテンスティーヴ

��
��
�アイスドール青鹿 2010 ビスクドール

＊フェアリードール 9f
サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 アインステージ（07栗 ゴールドアリュール）��４勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
アミユウダイ（15牡鹿 ローレルゲレイロ）��１勝�３勝
キャッチビート（17牡鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）���入着
ユイマールレディ（18牝鹿 シビルウォー）��入着

２代母 アインアイン（97鹿 ＊パークリージエント）��３勝�，東京盃‐Jpn2，スパ
ーキングＬＣ‐Jpn3 ２着，さきたま杯‐Jpn3 ２着，スパーキングＬＣ‐Jpn3
３着，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ５着，etc.
アインポイント（04牡 ＊デヒア）��５勝
オーパルス（08� アドマイヤコジーン）１勝，障害１勝
ファインミッション（09牡 ＊ブライアンズタイム）��３勝
ディアルーモ（10牝 ネオユニヴァース）１勝

ボンドロール（16牝 ストロングリターン）１勝，��１勝
サンエイバラード（16牡 ダノンバラード）��４勝��１勝

３代母 アインフローラ（88黒鹿 ＊ガロト）��３勝

４代母 ＊ボールドアンドイージー（71 IRE 黒鹿 Bold Lad）GB３勝
［孫］ オギサバンナ（90牝 ＊コリムスキー）２勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ２

着，大日岳特別，上総特別２着
［曾孫］ マウンテンターオー（97牡 ＊スターオブコジーン）１勝，梅花賞３着

５代母 フリーアンドイージー Free and Easy（56 GB鹿 Liberator）GB４勝
［孫］ ミラ－ジュMirage（85牝 Red Sunset）GB・GER２勝，Kolner Sprint

Preis‐L，Allianz‐Pokal‐L，Grosser Sprint Preis von Bayern
‐L ３着，etc.

エクセルロード Excel Road（77牡 Excel）ARG１勝，P. Iniciacion‐L
レッドヒ－ロ－Red Hero（84牡 Red Sunset）GB・FR・GER・NOR
・SWE・DEN13勝，Pokallob‐L，Oslo Cup‐L，Per‐Erik
PrammsMinneslopning‐L（２回），etc.，NOR障害１勝

販売申込者・所有者： 聖心台牧場㈲＝新ひだか町静内田原 �0146-49-5316
生 産 牧 場： 聖心台牧場㈲
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

172 アインステージ２０２０ 牡・鹿 ４／ ５

＊

ケイプクロス Green Desert

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Cape Cross

�
�
�
�
�
�
�
�
� Park Appealベーカバド ベフカラ Kris

��
��
�BehkaraFR 鹿 2007 Behera

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤアインステージ ＊パークリージエント

��
��
�アインアイン栗 2007 アインフローラ

＊ボールドアンドイージー 14b
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 アインライツ（01黒鹿 ＊ティンバーカントリー）２勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（９）〕
ウエスタンダーツ（08牡栗 ネオユニヴァース）入着，��１勝
ポッドレイ（10牝青鹿 マンハッタンカフェ）�１勝
ビックアマゾネス（14牝青鹿 ヴァーミリアン）��３勝��
ダイチョウセブン（15牡青鹿 カネヒキリ）��４勝
マイネルエキサイト（16牡青鹿 ブラックタイド）�１勝，脊振山特別（芝 1800）３

着，富良野特別（芝 2000）３着

２代母 セレクトレモン（91鹿 ＊プルラリズム）不出走
ミスサプライズ（97牝 ＊ミュージックタイム）�３勝

ハマノエルマー（06牡 ＊スターオブコジーン）１勝，つばき賞２着
レーヴドグロワール（98牡 ＊ソヴィエトスター）１勝
サダムブルースカイ（99牡 ＊ラストタイクーン）３勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，ファルコ

ンＳ‐Jpn3 ２着，ＵＨＢ杯‐L ３着，ＵＨＢ杯‐OP ２着，葵Ｓ‐OP ２着，etc.
リモンチェロ（00牡 ジェニュイン）入着２回，れんげ賞３着，�１勝�１勝
イサミマニッシュ（02牝 バブルガムフェロー）１勝
イサミフラワー（03牝 ＊フォーティナイナー）１勝
ウルトラストーン（04牡 ＊グラスワンダー）１勝
キリコンバット（05	 マンハッタンカフェ）�４勝�４勝��入着
シルクレモネード（07牝 マンハッタンカフェ）�１勝�
エメラルポケット（09牝 ジャングルポケット）�１勝�１勝
フジノキンメダル（12	 ＊ファルブラヴ）�１勝�８勝

３代母 セレクトサンキスト（81栃栗 トウシヨウボーイ）不出走
マルブツサンキスト（87牡 ＊プルラリズム）７勝，小倉記念‐Jpn3，朝日ＣｈＣ

‐Jpn3 ２着，安達太良Ｓ，etc.
マルブツホワイト（89牝 ＊クリスタルパレス）
７勝

マルブツタイム（96牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，豊前特別２着，九州スポー
ツ杯３着

マルブツワールド（00牡 マルブツセカイオー）�12 勝，くろゆり賞，新春盃
ベストセレクション（92牡 ＊プルラリズム）５勝，ＫＢＣ杯‐OP，阿武隈Ｓ，瀬戸特

別２着，障害１勝，�１勝���

販売申込者・所有者： 坂本 春雄＝新ひだか町静内西川 �090-7653-0059
生 産 牧 場： 坂本 春雄
飼 養 者： 坂本 春雄＝新ひだか町静内西川 �090-7653-0059

173 アインライツ２０２０ 牡・黒鹿 ５／ ２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenアインライツ ＊プルラリズム

��
��
�セレクトレモン黒鹿 2001 セレクトサンキスト

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 アールデコ（01栗 ＊タイキシャトル）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：地方－６（31）〕
エリモティグアン（06牡鹿 マンハッタンカフェ）�１勝�２勝
バトルフェイス（11牡栗 ＊テラノフォースワン）入着，��１勝
フラットライナーズ（12牡栗 ＊シニスターミニスター）��10 勝，船橋記念（Ｄ1000），

習志野きらっとスプリント（Ｄ1000），京浜盃（Ｄ1700）２着，種牡馬
ハッチャンハッピー（13牝鹿 ゴールドヘイロー）�１勝���１勝・３勝�
ギャスケット（14牝鹿 ゴールドヘイロー）�３勝�７勝
リンノファンタジー（18牝栗 ＊プリサイスエンド）��２勝�入着３回
マックロマン（19牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）�地方未出走

２代母 ＊エリモファンタジー（86 USA栗 Riverman）FR入着
エリモパッション（92牝 マルゼンスキー）出走

エリモブライアン（97牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2，
菊花賞‐Jpn1 ３着，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，阪神大賞典‐G2 ３着，き
さらぎ賞‐Jpn3 ２着，etc.

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

エリモアスリート（00牡 ＊アフリート）２勝，日向特別，城崎特別３着
エリモエクセル（95牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）６勝，オークス‐Jpn1，府中牝馬Ｓ

‐Jpn3，マーメイドＳ‐Jpn3，中京記念‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn2 ３着，etc.
ダノンエクスプレス（06牡 アグネスタキオン）４勝，柏崎特別
リトルダーリン（08牝 ディープインパクト）３勝，蓬莱峡特別，西海賞３着

ファンダフル（05	 ＊フォーティナイナー）１勝，��３勝�入着

３代母 シェアザファンタジー Share the Fantasy（80 USA栗 Exclusive Native）US
A３勝，スピナウェイＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1 ２着，スカイラヴィルＳ‐G3 ２着
ウェサームWesaam（89牡 Riverman）GB・USA４勝，ローレルターフＣ‐G3 ２

着，Sirenia S‐L ２着，ルイジアナダウンズＨ‐G3 ３着，etc.，種牡馬
ルビーウェディング RubyWedding（95牝 Rubiano）USA１勝，Maker's Mark

S‐L ３着

販売申込者・所有者： 沢井 義一＝様似町田代 �0146-36-4608
生 産 牧 場： 沢井 義一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

174 アールデコ２０２０ �・黒鹿 ５／ ９

＊

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アールデコ
＊ Riverman

��
��
�エリモファンタジー栗 2001 Share the Fantasy

1k
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アクアブルーハート（12黒鹿 ＊エンパイアメーカー）入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
ショウナンマリオ（17牡黒鹿 ＊トビーズコーナー）�２勝，わらび賞（Ｄ1800），浦

佐特別（Ｄ1800）２着，黒竹賞（Ｄ1800）２着，カトレア賞（Ｄ1600）２着，中ノ
岳特別（Ｄ1800）３着，福島中央ＴＶ杯（Ｄ1800）３着，天の川賞（Ｄ1700）３着

ブラックハート（18牝黒鹿 ＊ベーカバド）�入着２回

２代母 エスフライト（99黒鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
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
サノサマー（14牡 ＊サマーバード）５勝，春光Ｓ，香取特別，etc.，��入着�

２勝�入着��，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： ㈲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

175 アクアブルーハート２０２０ 牡・黒鹿 ２／２５

＊

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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudアクアブルーハート ＊サンデーサイレンス

��
��
�エスフライト黒鹿 2012 ノースフライト

＊フオーワードフライト 12c
In Reality S5×M5

価格： 購買者：



母 アステュート（10黒鹿 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
オールドボンバー（16牡栗 ＊タイキシャトル）���１勝�２勝�入着
イモータルソウル（18牡鹿 ルーラーシップ）�出走
デサフィオ（19牝黒鹿 リオンディーズ）��出走

２代母 ＊オブザーヴァント（00 USA黒鹿 Capote）IRE 出走
ハイカックウ（05牝 High Chaparral）２勝，カーネーションＣ２着，ミモザ賞２着

ナンヨープルートー（14牡 ディープインパクト）４勝，伊勢特別，浜名湖特別，
夏木立賞２着，春光Ｓ３着，�地方未出走

ナスケンアイリス（07牝 ＊フレンチデピュティ）入着
モジアナフレイバー（15牡 ＊バトルプラン）���10 勝��入着２回，東京大賞

典‐G1 ３着，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ３着，黒船賞‐Jpn3 ３着，マ
イルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ４着，帝王賞‐Jpn1 ５着，etc.

ゴルトマイスター（16牡 ゴールドアリュール）４勝，アハルテケＳ‐OP ３着，
北総Ｓ，三浦特別

メイショウグラハム（09牡 アグネスタキオン）１勝
セイウンコウセイ（13牡 アドマイヤムーン）�７勝，高松宮記念‐G1，函館スプリ

ントＳ‐G3，淀短距離Ｓ‐L，高松宮記念‐G1 ２着，シルクロードＳ‐G3 ２着
（２回），etc.

アウトオブサイト（18牝 リアルインパクト）�１勝

３代母 ＊パテントリークリア（88 USA鹿 Miswaki）IRE・USA３勝
＊タイキフォーチュン（93牡 ＊シアトルダンサーⅡ）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，毎

日杯‐Jpn3，葉牡丹賞，種牡馬
＊タイキダイヤ（96牝 ＊オジジアン）４勝，クリスタルＣ‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特

別‐Jpn2 ２着，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
タイキクラリティ（03牝 スペシャルウィーク）１勝，菜の花賞‐OP ３着
クラリティスカイ（12牡 ＊クロフネ）３勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，いちょう
Ｓ（重賞）‐L，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３着，etc.

＊タイキリオン（99牡 Wild Again）３勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2，はなのき賞，障
害２勝，�３勝，トウケイニセイ記念２着，etc.

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

176 アステュート２０２０ 牡・青鹿 ５／２９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラアステュート
＊ Capote

��
��
�オブザーヴァント黒鹿 2010 ＊パテントリークリア

2f
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 アドマイヤオウカ（09青鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－１（７）〕
アドマイヤキズナ（13牡黒鹿 ＊ハービンジャー）４勝，小豆島特別（芝 1600），鳴滝特別

（芝 2200），英彦山特別（芝 2000），尼崎Ｓ（芝 2200）２着，能勢特別（芝 2000）２着
アドマイヤコメット（16牝黒鹿 ロードカナロア）入着，��７勝
フルフィル（18牝鹿 ロードカナロア）�出走
ローザロード（19牝鹿 ＊ドレフォン）�未出走

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

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

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

177 アドマイヤオウカ２０２０ 牡・鹿 ４／ ３

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayアドマイヤオウカ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロゼダンジュ青鹿 2009 ＊ローザネイ

1w
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 アイルゴーバック（09黒鹿 アッミラーレ）�２勝��入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－６（20）〕
ティーズブラッド（13�栗 ＊タイキシャトル）�１勝��３勝
ハタノフォルトゥナ（14牝鹿 ＊グラスワンダー）�４勝
フロイデ（15�栗 カネヒキリ）�入着４回，��３勝
アイアス（16�栗 カネヒキリ）��１勝�１勝��１勝
カイザークリスエス（17牡青 ＊シンボリクリスエス）���１勝�２勝
ノーヴイー（18牡栗 ハタノヴァンクール）��３勝

２代母 ブッチ（00黒鹿 ヤシマソブリン）出走
サンマルクリス（06牝 ＊クリストワイニング）�２勝
パワークラウン（07牡 スターリングローズ）�２勝�１勝
マヤリッシュ（08牝 ＊イーグルカフェ）１勝

クラールハーモニー（14牡 フリオーソ）���４勝�１勝�入着，北國王冠２着
リュウトステラ（10牡 ＊ルールオブロー）��３勝
サーベイヤー（14牡 フリオーソ）��２勝�１勝

３代母 シンディーメモリー（87鹿 トウシヨウルチエー）不出走

４代母 ヒカリパンパード（80鹿 ＊パーソロン）不出走
［孫］ ジーナ（97牝 ＊モガンボ）入着２回，�１勝�５勝	
５勝��，端午賞３着

５代母 ＊パンパードメリー（68 GB鹿 Pampered King）GB出走
［子］ マチカネタイテイ（73牡 ＊パーソロン）10勝，京阪杯，金鯱賞２着，札幌

日経賞‐OP，etc.，�７勝，種牡馬
サクラソロン（75牡 ＊パーソロン）４勝，日経賞２着，日本短波賞２着，
新潟記念３着，etc.

［孫］ センターシュア（85牝 サクラシンゲキ）４勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3
３着，エルフィンＳ‐OP ２着，知多特別２着，etc.

［曾孫］ ヒロデクロス（92牡 タマモクロス）７勝，安田記念‐Jpn1 ３着，マイル
ＣｈＳ‐Jpn1 ３着，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.

アブレイズ（99牡 ダンスインザダーク）３勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ３
着，芙蓉Ｓ‐OP ２着，二王子特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

178 アイルゴーバック２０２０ �・栗 ２／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスハタノヴァンクール ＊ブライアンズタイム

��
��
�ハタノプリエ栗 2009 ハヤベニコマチ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アッミラーレ ＊ダジルミージョリエアイルゴーバック ヤシマソブリン

��
��
�ブッチ黒鹿 2009 シンディーメモリー

＊パンパードメリー 13e
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5

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：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
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
ピースアンドリンゴ（18牡鹿 ルーラーシップ）�入着２回

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
トゥナンテ（95牡 サクラユタカオー）８勝，毎日王冠‐Jpn2，北九州記念
‐Jpn3，愛知杯‐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

179 アナザーガール２０２０ �・鹿 １／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー 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 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 アバンドーネ（14鹿 ＊ファルブラヴ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ラーグルフ（19牡黒鹿 モーリス）�未出走

２代母 ロスグラシアレス（07鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
ロールボヌール（12牡 ＊フレンチデピュティ）�６勝，岩手ダービーダイヤモンドＣ，

南部駒賞，若駒賞，種牡馬
ノブアニバーサリー（13牝 ＊ロージズインメイ）�３勝
スーパーアキラ（15牡 ＊ヨハネスブルグ）�３勝
イグアスフォールズ（16牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝��入着
ポワソニエール（17牝 ＊シニスターミニスター）��３勝
ベニスビーチ（18牝 ＊ノボジャック）��未出走�１勝�２勝�入着��，あやめ賞

２着，新春ペガサスＣ２着

３代母 ロスマリヌス（97栗 ＊サンデーサイレンス）２勝，白菊賞
ロスペトリュス（05牡 ＊タイキシャトル）２勝，ｔｖｋ賞２着，牡丹賞２着，百日草

特別２着，�２勝

４代母 ＊アンブロジン（88 USA鹿 Mr. Prospector）FR・USA１勝
［子］ ノーリーズン（99牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，皐月賞‐Jpn1，神戸新

聞杯‐Jpn2 ２着，こぶし賞，種牡馬
グレイトジャーニー（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，ダービー卿Ｃｈ
Ｔ‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3，ディセンバーＳ‐L，etc.，種牡馬

［孫］ ジェントルフォーク（05牡 タニノギムレット）４勝，瀬戸特別，釜山Ｓ２
着，桶狭間Ｓ３着，etc.

マノワール（10牡 ゴールドアリュール）４勝，ＢＳイレブン賞２着，ＴＶ
Ｑ杯２着，西日本スポーツ杯３着，etc.

ヴァーチュ（02牝 ＊タイキシャトル）３勝，きんせんか賞２着，火打山特
別３着，鳥取特別３着，etc.

メラナイト（15	 ハーツクライ）�２勝，新涼特別３着
［曾孫］ ワンアンドオンリー（11牡 ハーツクライ）４勝，日本ダービー‐G1，神戸新

聞杯‐G2，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3，etc.，UAE入着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱スマイルファーム＝日高町庫富 �080-1897-7330
生 産 牧 場： ㈱スマイルファーム
飼 養 者： ㈲坂東牧場＝平取町川向 �01456-2-1545

180 アバンドーネ２０２０ 牡・黒鹿 ２／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ディープインパクト
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�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightアバンドーネ ＊シンボリクリスエス

��
��
�ロスグラシアレス鹿 2014 ロスマリヌス

＊アンブロジン A4
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer M4×S5 Special S5×M5

価格： 購買者：



母 イセノメガミ（08栗 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
ディアヴイーバル（14牡栗 ＊フォーティナイナーズサン）入着２回，��１勝�３勝
ラインマッシモ（15牡栗 ＊トビーズコーナー）１勝
モリトローテローゼ（16牝栗 ＊タイキシャトル）入着２回，���２勝
アサマヤマブシ（18牡栗 ＊トビーズコーナー）��３勝
ライディーン（19牡栗 トゥザグローリー）�未出走

２代母 ソーラーヴィジョン（02栗 ＊タバスコキャット）不出走
イセノスバル（06牡 ＊プリサイスエンド）４勝，フェニックス賞‐OP ２着，洛陽Ｓ，

アクアラインＳ３着
ナムラアーチ（09牡 ジャングルポケット）�２勝�
アサケゴマ（10牝 ＊クロフネ）１勝，恵那特別３着，�１勝�入着
スリーナイトダリア（12牡 ＊ブライアンズタイム）�４勝
ブライアンジョー（13牡 ＊ブライアンズタイム）�１勝
アルマライル（15牡 ヴァーミリアン）���５勝�１勝
コウエイバンビーノ（16牡 ＊シニスターミニスター）１勝

３代母 ＊ノーザンソーラー（84 USA黒鹿 Northern Dancer）不出走

４代母 ソーラー Solar（76 CAN栗 Halo）IRE３勝，愛パークＳ‐G3，レイルウェイＳ‐G3
［孫］ バハミアンパイレト Bahamian Pirate（95� ＊ハウスバスター）GB・FR

・IRE12 勝，ナンソープＳ‐G1，フィーニクススプリントＳ‐G3，
Bentinck S‐L，etc.

ストロングホープ Strong Hope（00牡 Grand Slam）USA６勝，ジムダン
ディＳ‐G2，ドゥワイアＳ‐G2，カーターＨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

アレックスヌレーエフ Alex Nureyev（83牡 Nureyev）GB・FR・ITY５
勝，P. Daumier‐L，エミリオトゥラティ賞‐G1 ３着，ヴィット
リオディカプア賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬

アンジェリ－ナバレリ－ナ Angelina Ballerina（85 牝 Nureyev）GB・I
RE・USA３勝，Rose Bowl S‐L，シルヴァーベルズＨ‐G2 ４着，
California Oaks‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 桑田 正己＝浦河町姉茶 �0146-26-3266
生 産 牧 場： 桑田 正己
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

181 イセノメガミ２０２０ �・栗 ５／ ４

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲
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�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスイセノメガミ ＊タバスコキャット

��
��
�ソーラーヴィジョン栗 2008 ＊ノーザンソーラー

8f
Northern Dancer S4×M4 Halo M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 アミリス（02鹿 ＊フレンチデピュティ）３勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－４（９），地方－１（２）〕
ペガサスフラッシュ（08牡栗 サンライズペガサス）２勝，フィリピンＴ（Ｄ1700）

２着，飯坂温泉特別（Ｄ1700）３着
マウントビスティー（09牡栗 フジキセキ）２勝
センターピース（12牡栗 ネオユニヴァース）４勝，新涼特別（Ｄ1200），箕面特別
（Ｄ1200）２着，播磨Ｓ（Ｄ1400）３着

アッシュバーナム（15牡鹿 ＊キングズベスト）�２勝�入着
マティス（16牝黒鹿 ジャスタウェイ）入着２回，��入着３回�
セルファース（17牡黒鹿 ネオユニヴァース）１勝
アミスタ（18牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�出走

２代母 ミスティーグリーン（89黒鹿 トウシヨウボーイ）１勝，兵庫特別３着，桑折特
別３着
ウィズダム（96牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，種牡馬
ラフォルトゥナ（99牝 ＊サンデーサイレンス）入着

ナックルパート（04牡 ＊クロフネ）３勝，立川特別，シャングリラ賞２着
トップランナー（06牡 ＊フレンチデピュティ）入着２回，三条特別３着，�１勝

�４勝�
ウインラーニッド（08牡 キングカメハメハ）４勝，室町Ｓ‐OP ２着，越後Ｓ，

八海山特別２着，あずさ賞３着
ディンプル（09牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝�７勝�５勝，福山３歳牝馬特

別３着
ロケットブースター（00牡 ＊ラムタラ）１勝
ビューティーパール（03牝 スペシャルウィーク）１勝，黄梅賞２着

３代母 ストール（83鹿 ＊ミルジヨージ）�	２勝
ホーセンルビー（88牝 ＊スイフトスワロー）５勝，韓国馬事会杯‐OP ２着，内外タ

イムス杯，安達太良Ｓ，etc.
ヨシサイバーダイン（00牡 サツカーボーイ）３勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，い

ちょうＳ‐OP ３着，ジューンＳ，etc.

販売申込者・所有者： ㈱シエラ＝東京都新宿区 �03-6908-6844
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

182 アミリス２０２０ 牡・黒鹿 ２／１３
＊ Halo

体高
胸囲
管囲
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� サンデーサイレンス
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�
� WishingWellネオユニヴァース

＊ Kris

��
��
�ポインテッドパス鹿 2000 SilkenWay

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandアミリス トウシヨウボーイ

��
��
�ミスティーグリーン鹿 2002 ストール

＊ゴールデンフイズ 21a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アクトナチュラリー（11鹿 ディープインパクト）��６勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊シャイアーズエンデ（95 USA鹿 El Prado）USA７勝，ローカストグローヴ
Ｈ‐G3，アシュランドマイルＳ‐G3，Pago Hop S‐L，Palisades S‐L，Ｑ
エリザベス二世チャレンジＣ‐G1 ２着，etc.
ミダースタッチ（05牡 Seeking the Gold）４勝，毎日杯‐Jpn3 ３着，桃山Ｓ，三

年坂特別，和田岬特別，白嶺Ｓ２着，etc.
ケイアイダイオウ（06牡 ＊タイキシャトル）４勝，春風Ｓ，なにわＳ２着，初日の出

Ｓ２着，内房Ｓ３着，立夏Ｓ３着，etc.
バイブレイションズ（07牝 キングカメハメハ）１勝

スズカバーディー（13� スズカフェニックス）１勝，クローバー賞‐OP ２着
ストレンジウーマン（14牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝��３勝
ディーズパーチェス（15牝 ヴィクトワールピサ）�１勝
ゼットパッション（16牝 グランプリボス）���４勝，桜花賞２着
チビノヴィヴィアン（17牝 ＊ノヴェリスト）��４勝�１勝

ハヤブサフィーバー（09牡 アドマイヤムーン）２勝，障害１勝
サトノユニコーン（10牡 ディープインパクト）１勝，�２勝

３代母 シェアードリフレクションズ Shared Reflections（86 USA栗 Pursuit）USA
12 勝，Carris Memorial H，Frontier Lakes S２着

４代母 ミッドワッチMidwatch（72 USA栗 T.V. Commercial）USA３勝

５代母 ナイトクロッシングNight Crossing（61 USA鹿 Trentonian）USA出走
［孫］ フェスティヴァリア Festivalia（85 牝 Forever Sparkle）PER26 勝，パン

プローナ賞‐G1，P. Oscar Berckemeyer Pazos‐L，P. dos deMa
yo‐L ２着，etc.

ファネガダ Fanegada（84牝 Forever Sparkle）USA３勝，Pretty Bab
y S，Weber City Miss H２着，リトルシルヴァーＨ‐G3 ３着，etc.

［曾孫］ ディプロマットキスDiplomat Kiss（00 牡 Kissing）PAN２勝，P.A.P.
P.U.C.A.P.A.‐L，P. Isaac Tawachi‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

183 アクトナチュラリー２０２０ �・鹿 ３／１０

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲
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� Macho Uno
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�
� 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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアアクトナチュラリー
＊ El Prado

��
��
�シャイアーズエンデ鹿 2011 Shared Reflections

1w
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アンフレシェ（13黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ディアコトミ（07鹿 ＊プリサイスエンド）１勝
コンドルヒデオ（12牡 メイショウサムソン）３勝，��５勝�12 勝��
ジュンドリーム（15牝 ＊トビーズコーナー）２勝
アルマザッハーク（17牡 メイショウサムソン）���１勝

３代母 セカンドチャンス（97栗 ＊スキャン）入着
レッドアゲート（05牝 マンハッタンカフェ）２勝，フローラＳ‐Jpn2，日経新春杯

‐G2 ３着，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，etc.
レッドジェニアル（16牡 キングカメハメハ）�２勝，京都新聞杯‐G2，鳴尾記

念‐G3 ３着

４代母 ベツプイチバン（78栗 ＊シーホーク）２勝
［子］ テイエムメガトン（94牡 ＊スキャン）３勝，�１勝�１勝���入着３回，

ダービーＧＰ‐Jpn1，グランシャリオＣ‐Jpn3，川崎記念‐Jpn1
２着，etc.

リネンツバサ（93牡 ＊プルラリズム）３勝，３歳抽せん馬特別，障害１勝
［孫］ ホクセツキング（96	 ＊モガンボ）７勝，トパーズＳ‐OP，花園Ｓ，阿蘇

Ｓ，etc.
［曾孫］ スーパーヴィグラス（06	 ＊サウスヴィグラス）��５勝�２勝�，アフ

ター５スター賞３着，京浜盃３着，岩鷲賞
テイエムニコニコ（02牝 ＊サンシャック）
２勝�入着，ル・プランタン
賞２着

５代母 トーエイプリンセス（73青 ＊ネヴアービート）出走
［子］ モンテグロリー（79牡 ＊フロリバンダ）４勝，クローバー賞

シャープホーラー（82牡 タイテエム）３勝，揖斐川特別
［孫］ ロングタイリン（88牝 ＊ワツスルタツチ）３勝，竜飛崎特別，和布刈特別

２着，大沼Ｓ２着，etc.
エイユーヴィーナス（93牝 ＊スキャン）３勝，登別特別，木古内特別２着
コウエイチャペル（87牝 ＊サイドチヤペル）３勝，岩谷特別２着

販売申込者・所有者： ㈲小島牧場＝浦河町東栄 �090-8707-3187
生 産 牧 場： 猿橋 義昭
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

184 アンフレシェ２０２０ �・青鹿 ３／ ９
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジアンフレシェ ＊プリサイスエンド

��
��
�ディアコトミ黒鹿 2013 セカンドチャンス

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 アースリーチャンス（16栗 ネオユニヴァース）不出走
初仔

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

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，Terlingua S，Dearly Precious 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，

ジムダンディＳ‐G2，アーカンソーダービー‐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
アルミスティスデイ Armistice Day（16� ＊デクラレーションオブウォー）

USA・CAN３勝，Toronto Cup S‐L，オータムＳ‐G2 ２着，オンタ
リオダービー‐G3 ２着，etc.

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.
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 �01456-2-5157

185 アースリーチャンス２０２０ 牡・栗 ５／ ７
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�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
Mr. Prospector S3×M5 Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 アグネスミヌエット（05鹿 アグネスフライト）３勝，衣笠特別（芝 1800），花園Ｓ
（Ｄ1800）２着，障害１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
カツオフウミ（15牝栗 ＊グラスワンダー）��２勝��入着
ワンダークラッシー（16牡鹿 ＊サウスヴィグラス）入着２回，��９勝
エスケイムサシ（18牡青 メイショウボーラー）���１勝

２代母 アグネスシルキー（00鹿 ＊ホワイトマズル）入着４回
アグネスミラージュ（06� アグネスフライト）入着，�５勝
アグネスローザ（09牝 アグネスフライト）１勝
アグネスエーデル（12牡 ＊アグネスデジタル）２勝，西部日刊スポーツ杯２着，大山

崎特別３着，��１勝

３代母 アグネスヒロイン（92鹿 アンバーシヤダイ）４勝，須磨特別，箕面特別，帆柱
山特別２着，壬生特別２着，都井岬特別２着，etc.
アグネスネクタル（03牡 アグネスタキオン）４勝，金蹄Ｓ２着，愛宕特別２着，梅

田Ｓ３着，etc.
アグネスタラリア（04牝 アグネスタキオン）１勝

アグネスマクシム（12牝 ＊アグネスデジタル）１勝，横津岳特別２着，金山特別３着
アグネスハイヤー（06牡 アグネスタキオン）２勝，御嶽特別３着，障害１勝，京都

ジャンプＳ‐JG3 ３着

４代母 ダイナサマンサ（82鹿 ＊ハンターコム）３勝，フクニチ新聞杯，ひよどり越特
別２着
［子］ マジックレディー（89牝 アスワン）３勝，九重特別，えのき賞，クリスマ

スキャロル賞２着，etc.
タバサ（96牝 ＊ホワイトマズル）２勝，遠野特別，岡崎特別２着，巌流島
特別３着，etc.

キョウエイミヤビ（93牝 ＊ノーザンテースト）１勝，べにばな賞２着，ガ
ーベラ賞３着

［孫］ リッツィースター（07� ＊スターオブコジーン）４勝，古都Ｓ，ＨＴＢ賞，
臥牛山特別，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

186 アグネスミヌエット２０２０ 牡・栗 ５／１６

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスフライト アグネスフローラアグネスミヌエット ＊ホワイトマズル

��
��
�アグネスシルキー鹿 2005 アグネスヒロイン

＊パラミナ 13e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 インプレッシヴ（08青鹿 オンファイア）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（10）〕
ポッドルイージ（14牡黒鹿 キングヘイロー）��４勝
ハイロードシチー（16牡黒鹿 キングヘイロー）入着２回，��未出走��１勝
フクダイトウリョウ（17牡黒鹿 キングヘイロー）��入着�２勝，東海ダービー
（Ｄ1900）３着，ゴールドウィング賞（Ｄ1600）３着

ギリニンジョウ（18牝黒鹿 キングヘイロー）��出走�３勝，ライデンリーダー記
念（Ｄ1400）３着

２代母 カムイイットー（86黒鹿 ＊ラツキーソブリン）２勝，シンザン記念‐Jpn3 ３
着，初雛賞
タケイチオージョ（92牝 ＊ミルジヨージ）３勝
ドリームクロス（94牝 ＊トニービン）出走

エイムアットビップ（05牝 ＊アグネスデジタル）２勝，阪神ジュベナイルフィリ
ーズ‐Jpn1 ３着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，りんどう賞

ゼンノユニコーン（98牡 ＊ティンバーカントリー）１勝，�２勝
テイエムイットー（99牡 ＊ダンシングブレーヴ）５勝，ＵＨＢ賞，吉野ケ里特別，定

山渓特別，こけもも賞，道新スポーツ賞２着，etc.
ペルフェット（00牡 ＊エリシオ）５勝，春待月Ｓ‐OP ３着，成田特別，甲斐路特別，

沈丁花賞，上賀茂Ｓ３着，etc.，障害１勝
ステラアクトレス（01牝 ＊オペラハウス）�２勝

アイオライト（17牡 ローレルゲレイロ）�３勝，遠江Ｓ，��入着，全日本２
歳優駿‐Jpn1 ２着

ハッピーカオル（07牡 キングヘイロー）５勝，ブラッドストーンＳ

３代母 イツトー（71黒鹿 ＊ヴエンチア）７勝，高松宮杯，スワンＳ，阪神３歳Ｓ２着，
マイラーズＣ２着，朝日ＣｈＣ２着，etc.，優２牝，優古牝
ハギノトツプレデイ（77牝 ＊サンシー）７勝，桜花賞，エリザベス女王杯，高松宮杯，etc.，

優３牝
ダイイチルビー（87牝 トウシヨウボーイ）６勝，安田記念‐Jpn1，スプリンタ

ーズＳ‐Jpn1，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，etc.，優古牝，優短距
ハギノカムイオー（79牡 ＊テスコボーイ）８勝，宝塚記念，高松宮杯，スワンＳ，京

都新聞杯，スプリングＳ，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 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

187 インプレッシヴ２０２０ 牡・青鹿 ３／１７

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

�
�
�
�
�

��
��

�オンファイア ＊ウインドインハーヘアインプレッシヴ ＊ラツキーソブリン

��
��
�カムイイットー青鹿 2008 イツトー

＊マイリー 7e
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 イナズマアマリリス（06鹿 スエヒロコマンダー）２勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪
神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ５着，すずらん賞‐OP（芝 1200）２着，�２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（４）〕
ドナル（14牡鹿 ＊キングズベスト）�１勝�入着３回
スイセイオリュウ（15牝鹿 アドマイヤムーン）��１勝�２勝�入着�
カモンスプリング（16牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）２勝
アルマイメル（19牡鹿 イスラボニータ）�未出走

２代母 イナズマラム（99鹿 ＊ラムタラ）入着，��１勝

３代母 イナズマクロス（88黒鹿 シービークロス）３勝，クイーンＳ‐Jpn3，ＴＶ東
京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４着，黒竹賞３着
トーセンサンダー（97牡 ＊パラダイスクリーク）３勝，阿寒湖特別２着，九十九里特

別３着

４代母 ポーロニアオリオン（72黒鹿 ＊セダン）不出走
［子］ リンドギン（84牡 シービークロス）５勝，冬至Ｓ，サンシャインＳ，清澄

特別，etc.
ナナヨーオリオン（87牡 ＊キヤタオラ）５勝，太秦Ｓ，桜島特別，栂尾特
別，etc.，�１勝�３勝�６勝	
�

［孫］ コウエイハーベスト（97牡 ＊ソヴィエトスター）４勝，乙訓特別，日田特
別，たちばな賞，etc.

タマモスプリング（98牡 メジロライアン）３勝，犬山特別，初夢賞２着，
猪名川特別２着，etc.

コウエイマーブル（02牡 メジロライアン）２勝，マカオＪクラブＴ，太宰
府特別２着，伊達市誕生記念２着，etc.

プラントヒロム（99牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，揖斐川特別２着，
和田岬特別２着，ぶっぽうそう特別３着

販売申込者・所有者： ㈲小泉牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2172
生 産 牧 場： ㈲小泉牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

188 イナズマアマリリス２０２０ 牡・鹿 ３／ ７

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊コマンダーインチーフ

�
�
�
�
�

��
��

�スエヒロコマンダー スエヒロジョウオーイナズマアマリリス ＊ラムタラ

��
��
�イナズマラム鹿 2006 イナズマクロス

＊ウオーターミユージツク 2i
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 インフィニティラヴ（13黒鹿 ＊ファルブラヴ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
チョウラブリー（18牝鹿 アドマイヤムーン）��出走

２代母 スターリットラヴ（06鹿 スペシャルウィーク）出走
ジャーアルタミラ（11� ＊ファルブラヴ）�１勝
ドリームマジック（14牝 ルーラーシップ）１勝

３代母 ＊マリスターⅡ（91 USA鹿 Baldski）USA５勝，Sweetest Chant S‐L，P
atricia S，デルマーオークス‐G1 ２着，リンダヴィスタＨ‐G3 ２着，ハニムー
ンＨ‐G3 ２着，etc.
ディアアドマイヤ（97牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ワイルドラズベリー（07牝 ＊ファルブラヴ）３勝，ローズＳ‐G2 ２着，秋華賞
‐G1 ４着，白百合Ｓ‐OP，etc.
ミッキーワイルド（15牡 ロードカナロア）�５勝，プロキオンＳ‐G3 ２着，
霜月Ｓ‐OP，欅Ｓ‐OP ２着，etc.

ピンクパピヨン（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，スイートピーＳ‐OP ３着，カ
ーネーション特別，衣笠特別３着，etc.
カフナ（08牡 キングカメハメハ）６勝，メトロポリタンＳ‐L，目黒記念‐G2 ３

着，小倉大賞典‐G3 ２着，etc.
マルロス（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，ダリア賞‐OP
サイバーキングダム（03牡 スペシャルウィーク）１勝，ベンジャミンＳ‐OP ２着
ベッラレイア（04牝 ナリタトップロード）３勝，フローラＳ‐Jpn2，オークス

‐Jpn1 ２着，エリザベス女王杯‐G1 ３着，etc.
ベッラレジーナ（11牝 ネオユニヴァース）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着
ベッラノーヴァ（18牝 エピファネイア）�１勝，フェアリーＳ‐G3 ３着

４代母 ピンクダヴPink Dove（84 USA栗 Argument）USA１勝
［子］ ムーンシャインホールMoonshine Hall（00� ＊スピニングワールド）U

SA・CAN・BAR８勝，Charlie Barley S‐L，Storm Cat S‐L
２着，トロントＣ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈱さとう＝新ひだか町三石本桐 �090-7514-5710
生 産 牧 場： 佐藤 鉄也
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

189 インフィニティラヴ２０２０ �・鹿 ４／ １
Cozzene

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightインフィニティラヴ スペシャルウィーク

��
��
�スターリットラヴ黒鹿 2013 ＊マリスターⅡ

3o
Caro S4×S5 サンデーサイレンス S4×M4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊インドリヤ（12 USA鹿 Stormy Atlantic）USA・BRZ３勝，インデペンデンシア
大賞‐G3，シダディジャルディンＡＢＣＰＣＣ大賞‐G1 ３着，P. Presidente C
arlos Paes de Barros‐L ２着
〔産駒馬名登録数：１〕
イグザルト（19牡黒鹿 ドゥラメンテ）�出走

２代母 ソフィーズサラダ Sophie's Salad（04 USA鹿 Rahy）USA２勝，Klassy B
riefcase S２着
ドンアントニオDon Antonio（10 牡 Mizzen Mast）PR１勝
カレーシ Khaleesi（13 牝 Kitten's Joy）USA・BRZ１勝，イメンシティ大賞‐G1

２着，ジョゼアントニオＰアンドラデ会長大賞‐G2 ３着
ロリータ Lollita（14牝 Setembro Chove）BRZ２勝，P. Presidente Luiz Alves de

Almeida‐L ３着
マーゲリーMargaery（15 牝 アグネスゴールド）BRZ２勝
ナタリーNataly（16 牝 Setembro Chove）�BRZ２勝

３代母 レイディタビサ Lady Tabitha（93 USA鹿 Lyphard）USA４勝，Holiday
Inaugural S‐L，Dahlia S２着，Weekend Delight S‐L ３着

４代母 アビジャン Abidjan（84 USA鹿 Sir Ivor）USA６勝，Delicada S，Bl
ush With Pride S‐L ３着，Castle Forbes S３着
［孫］ イグゾティックブルーム Exotic Bloom（04牝 Montbrook）USA・CAN

６勝，Windward S‐L，My Charmer S，シーウエイＳ‐G3
３着

シートゥビー See Tobe（07� Concerto）USA４勝，Japan Racing A
ssociation S‐L，ニッカボッカーＳ‐G3 ２着，Laurel Turf C‐L
２着，etc.

［曾孫］ ストップチャージングマリア Stopchargingmaria（11 牝 Tale of the Cat）
USA９勝，ＢＣディスタフ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，アラバマＳ
‐G1，etc.

ヴァンベートーヴェン Van Beethoven（16牡 Scat Daddy）�GB・FR
・IRE・USA・UAE２勝，レイルウェイＳ‐G2，セクレタリアトＳ
‐G1 ２着，Marble Hill S‐L ２着

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462

190 インドリヤ２０２０ �・鹿 ３／１４

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊

ストーミーアトランティック Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Stormy Atlantic Hail Atlantisインドリヤ ソフィーズサラダ Rahy

��
��
�Sophie's Salad鹿USA 2012 Lady Tabitha

11g
Halo S4×M5 Lyphard S4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 イルミナティ（10鹿 メイショウサムソン）４勝，磐梯山特別（芝 2600），野島崎特
別（芝 1800）３着，カーネーションＣ（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
ブラックハーデス（16牡青 スクリーンヒーロー）１勝，磐梯山特別（芝 2600）２着，

��出走���出走
ソルメンシス（17牡栗 ＊アイルハヴアナザー）入着，���２勝�１勝
インスパイア（18牝栗 ミッキーアイル）��入着２回�

２代母 エヌティミラクル（96鹿 フジキセキ）��５勝
ミスフースイ（03牝 ＊スキャターザゴールド）�１勝

ジンバイッタイ（14牡 メイショウボーラー）�	３勝�６勝，兵庫ダービー３着
ディアテイスティー（08牝 ジャングルポケット）
６勝��２勝

グッドレイズ（16牡 ローズキングダム）２勝，鳥栖特別２着，飯坂温泉特別２
着，かささぎ賞２着，あやめ賞３着

シニョリーナ（11牝 キングヘイロー）２勝，菜の花賞２着

３代母 ＊バラダ（82 USA栗 Damascus）GB出走
＊アンブロジン（88牝 Mr. Prospector）FR・USA１勝

ノーリーズン（99牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，皐月賞‐Jpn1，神戸新聞杯
‐Jpn2 ２着，こぶし賞，種牡馬

グレイトジャーニー（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，ダービー卿ＣｈＴ
‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3，ディセンバーＳ‐L，etc.，種牡馬

４代母 コートリーディーCourtly Dee（68 USA黒鹿 Never Bend）USA４勝
［子］ アルシーア Althea（81牝 Alydar）USA８勝，ハリウッドスターレットＳ

‐G1，サンタスサーナＳ‐G1，アーカンソーダービー‐G1，etc.
キート Ketoh（83牡 Exclusive Native）USA３勝，カウディンＳ‐G1，
Bolsa Chica S‐LR，米シャンペインＳ‐G1 ４着

アーリウープ Ali Oop（74牡 Al Hattab）USA７勝，サプリングＳ‐G1，
Boardwalk S，Dragoon S，etc.，種牡馬

［孫］ グリーンデザートGreen Desert（83 牡 Danzig）GB・FR・IRE・USA
５勝，ジュライＣ‐G1，ヘイドックスプリントＣ‐G2，フライイング
チルダーズＳ‐G2，etc.，種牡馬

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： ㈲ディアレストクラブ
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

191 イルミナティ２０２０ 牡・鹿 ２／１６
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

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアンイルミナティ フジキセキ

��
��
�エヌティミラクル鹿 2010 ＊バラダ

A4
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ウィアーワン（11鹿 アドマイヤジャパン）入着３回
〔産駒馬名登録数：３〕
ヒューリット（18牝栗 ＊ディスクリートキャット）�出走
デュアルパーパス（19牡栗 ＊ディスクリートキャット）�未出走

２代母 ＊マイホープ（01 IRE 鹿 ＊デインヒル）GB入着
キング（08牡 ＊マリエンバード）�６勝�入着���，九州ジュニアＧＰ２着，文月

賞３着
ベクトル（09牡 ＊スタチューオブリバティ）１勝，�１勝
ウィズアウィッシュ（14牝 ＊ケイムホーム）�１勝
グロリアスホープ（16牡 トゥザグローリー）２勝，�地方未出走

３代母 レイディエルガー Lady Elgar（97 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR出走
グランクテュリエGrand Couturier（03 牡 Grand Lodge）FR・USA・CAN８勝，

ジョーハーシュターフクラシック‐G1，ソードダンサーＳ‐G1（２回），ボー
リンググリーンＨ‐G2，etc.，種牡馬

ヤキーン Yaqeen（04牝 Green Desert）GB２勝，Virginia S‐L
サルーク Sarookh（15牡 Speightstown）�GB・NOR・SWE・DEN７勝，

Bro Park Sprint Championship‐L
レイディズクエスト Lady's Quest（05 牝 RainbowQuest）不出走

アンジェラスウォリアー AngelusWarrior（17 牡 Jersey Town）�USA２勝，
Mystic Lake Derby‐L ２着

アラインマール Alainmaar（06� Johar）GB５勝，Buckhounds S‐L
アスクリプション Ascription（09� Dansili）GB３勝，ジョンオヴゴーントＳ‐G3

２着，Dubai Duty Free C‐L ２着
ムラドハーンMurad Khan（13� Raven's Pass）�GB・USA８勝，サンシメオ

ンＳ‐G3 ３着，Wickerr S‐R ３着
イルレディネッスーノ Il Re Di Nessuno（15� Sinndar）�ITY２勝，P. Bottic

elli‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700
生 産 牧 場： ㈲グランデファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700

192 ウィアーワン２０２０ �・黒鹿 ４／１９
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤジャパン ビワハイジウィアーワン
＊

＊デインヒル

��
��
�マイホープ鹿 2011 Lady Elgar

13c
Northern Dancer S5×M5×M5 Ivory Wand S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴィエナトウショウ（07黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）�３勝�入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（３）〕
トミケンアディム（14牝黒鹿 トーセンホマレボシ）�２勝�１勝
タイセイソニック（15牡黒鹿 ディープブリランテ）�３勝，下北半島特別
（芝 1200），かささぎ賞（芝 1200）２着，長万部特別（芝 1200）３着，さざんか賞
（芝 1200）３着，障害１勝

２代母 メルヘントウショウ（95鹿 ＊クリエイター）１勝
レトロトウショウ（00牝 ＊マイニング）１勝

トウショウフォアゴ（07牡 キングヘイロー）４勝，印旛沼特別，由比ヶ浜特別
３着，�１勝

トウショウクラウン（08牡 ゴールドアリュール）５勝，アハルテケＳ‐OP ２着，梅
田Ｓ，もちの木賞，下総Ｓ２着，etc.，��出走，全日本２歳優駿‐Jpn1 ５着

トウショウサンダー（01牡 ＊ブロッコ）入着，�１勝
トウショウジェイド（05牡 ＊ジェイドロバリー）�11 勝	入着２回
トウショウパンサー（06牡 ＊イーグルカフェ）１勝
トウショウカムイ（08牡 アドマイヤドン）１勝

３代母 ＊セーラーズウェルズ（88 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR入着２回
ミニヨントウショウ（94牝 トウシヨウペガサス）２勝，新津特別

４代母 ムルワラMourwara（80 IRE 鹿 Wolver Hollow）GB出走
［子］ マスターフリートMasterfleet（86 牡 Be My Guest）GER３勝，Sche

rping‐Rennen‐L ２着，Badener Jugend‐Preis‐L ２着，Su
chard Sprint C‐L ３着

［孫］ デインヒルミュージックDanehill Music（03 牝 Danehill Dancer）IRE
４勝，パークイクスプレスＳ‐G3，Celebration S‐L，パークイク
スプレスＳ‐G3 ２着，etc.

［曾孫］ スーシカル Seussical（10
 Galileo）GB・IRE３勝，Nijinsky S‐L
３着

販売申込者・所有者： 斉藤 正男＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2668
生 産 牧 場： 中橋 清
飼 養 者： 中橋 清＝新ひだか町三石富沢 �0146-32-3183

193 ヴィエナトウショウ２０２０ 牡・鹿 ４／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ 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

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkヴィエナトウショウ ＊クリエイター

��
��
�メルヘントウショウ黒鹿 2007 ＊セーラーズウェルズ

14c
Habitat S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ウイニングティアラ（08栗 マーベラスサンデー）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（12）〕
アエノワールド（14牝栗 ＊カジノドライヴ）��１勝�１勝�入着３回
フリーダムソート（15牡栗 キングヘイロー）入着，�１勝�入着２回
グットラン（16牝鹿 キングヘイロー）�３勝��入着
ペイシャティアラ（17牝栗 ＊エスケンデレヤ）��６勝
ペイシャウイニング（18牝栗 フリオーソ）�未出走

２代母 ピサノダイヤ（90栗 ＊ミルジヨージ）出走
ピサノトップレディ（95牝 ＊ゴールデンフェザント）１勝
ミルダイヤ（96牝 ＊ヘクタープロテクター）４勝，別府特別，壇之浦特別２着，雲仙

特別３着，皆生特別３着
ワッキーサンダー（97	 ＊ヘクタープロテクター）�２勝��６勝
�入着
エクスリーダー（98	 フジキセキ）�１勝�
オーゴンサンデー（99牝 マーベラスサンデー）６勝，ニューイヤーＳ‐L ２着，オーロ

Ｃ‐L ２着，福島民友Ｃ‐L ３着，ペルセウスＳ‐L ３着，アイルランドＴ，etc.
エクスエナジー（00牡 ＊カーネギー）�１勝
ラダマンテス（01	 ダンスインザダーク）１勝
リノーンマイア（05牝 フジキセキ）入着２回，��２勝
アポロリバティー（06牡 マンハッタンカフェ）１勝
キンショーキラ（09牝 マーベラスサンデー）�１勝��

３代母 ダイナスマイル（83栗 ＊ニゾン）４勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3 ３着，信濃川特別，
八ヶ岳特別２着，寿賞２着，赤倉特別２着，etc.
スピードクリスタル（93牝 ＊ヘクタープロテクター）２勝，エルフィンＳ‐OP ２着
スピードビーナス（95牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）不出走

スマイルリターン（02牝 ＊スピードワールド）�４勝�入着３回��，黒潮ダービー
マセラティスタ（04牡 トーホウエンペラー）２勝，葵Ｓ‐L ３着，火打山特別２

着，��１勝

４代母 シヤダイランド（67鹿 Promised Land）７勝，門松賞‐OP
［孫］ ディクターランド（85牡 ＊デイクタス）４勝，函館３歳Ｓ‐Jpn3，皐月賞

‐Jpn1 ２着，函館記念‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 清水スタッド＝様似町西様似 �0146-36-4682
生 産 牧 場： 清水スタッド
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

194 ウイニングティアラ２０２０ 牡・鹿 ４／ ６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マーベラスサンデー モミジダンサーウイニングティアラ ＊ミルジヨージ

��
��
�ピサノダイヤ栗 2008 ダイナスマイル

＊ソーホワツツニユー 19b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ウインク（05鹿 ミラクルアドマイヤ）３勝，白馬岳特別（Ｄ1800）２着，��入着
２回，中日杯（Ｄ2300）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（９）〕
ハクサンオダイリ（14牡栗 デュランダル）��１勝
ハクサンウインク（15牝鹿 シルポート）���３勝
ハクサンナデシコ（16牝鹿 シルポート）���３勝
ハクサンハート（17牝鹿 シルポート）��２勝
ハクサンキュート（18牝栗 ハクサンムーン）出走，�地方未出走

２代母 エイシンデイリー（91鹿 ＊ナグルスキー）不出走
ヒダカフジ（97牝 ＊クリミナルタイプ）�１勝�２勝
ウインチーフ（99牡 ＊ソヴィエトスター）��１勝
ネイティブキング（00牡 ＊リンドシェーバー）��３勝
ゴールデンアラジ（01牡 ＊アラジ）�９勝
ワイエスハッスル（03牡 ＊アラジ）��４勝
マジックカイマナ（04牝 ＊マジックマイルズ）１勝
ゴールドフジ（06牡 ゴールドヘイロー）��２勝

３代母 エイシングレシャス（84黒鹿 トウシヨウボーイ）３勝，吹田特別，垂水Ｓ３着，
うずしおＳ３着，大日岳特別３着，えのき賞３着
キタサンサイレンス（92牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ２着
エイシンフージン（93牡 ＊ビシヨツプボブ）１勝，マロニエ賞３着，障害１勝
エイシンルーデンス（96牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，チュー

リップ賞‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.
エーシンラージシー（06牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝

エイシンヴァラー（11牡 ＊サウスヴィグラス）６勝，ジャニュアリーＳ‐OP，etc.，
�２勝	９勝�入着��
�，黒船賞‐Jpn3，笠松ＧＰ２着，etc.

エイシンバッケン（12牡 ＊ヨハネスブルグ）７勝，欅Ｓ‐L，欅Ｓ‐L ２着，
根岸Ｓ‐G3 ３着，etc.

エーシンリジル（07牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，北九州記念‐G3 ２着，鞍
馬Ｓ‐OP ２着，船橋Ｓ，etc.，�１勝

エーシンエムディー（09牝 キングカメハメハ）３勝，鳥羽特別，壬生特別２着，
芦屋川特別２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲鮫川ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4276
生 産 牧 場： ㈲鮫川ファーム
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

195 ウインク２０２０ 牡・鹿 ４／２０

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ミラクルアドマイヤ ＊バレークイーンウインク ＊ナグルスキー

��
��
�エイシンデイリー鹿 2005 エイシングレシャス

＊チーフネル 8f
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ウエバフラッシュ（12栗 ダイワメジャー）入着４回，�２勝��１勝
初仔

２代母 ダイアモンドコア（95黒鹿 ＊ジェイドロバリー）��５勝�，マリーンＣ‐Jpn3
３着，南部杯‐Jpn1 ４着，桜花賞，東京３歳優駿牝馬，ロジータ記念３着，etc.
アドマイヤジョー（03牝 アドマイヤベガ）�３勝�１勝
テイクドリーム（04牡 ジャングルポケット）��２勝
ナイキハイグレード（06牡 アグネスタキオン）��５勝�５勝�	，全日本２歳優

駿‐Jpn1 ３着，羽田盃，京浜盃，ハイセイコー記念，東京ダービー３着，etc.
ベリーフ（07牝 スペシャルウィーク）１勝

ソッサスブレイ（14
 ＊コンデュイット）�出走，	２勝��６勝，東京湾Ｃ，
黒潮盃３着

ウインダークローズ（17牡 ＊ロージズインメイ）�３勝，印西特別，積丹特別２
着，春光Ｓ３着，伊勢佐木特別３着

ケセランパサラン（09牝 ＊クロフネ）�１勝�６勝	入着�
ザイマカ（14牡 ハーツクライ）���６勝

３代母 ライフポート（83鹿 フアインポート）��６勝
ライフビジョン（89牝 スズカコバン）��４勝，ニューイヤーＣ３着

サンライズブリッジ（97牡 メリーナイス）��５勝，クラウンＣ３着
スターオブブリッジ（99牝 トロットサンダー）��１勝，関東オークス‐Jpn3

２着，戸塚記念２着，ローレル賞２着，etc.
ラブラブジョウ（94牝 ＊イブンベイ）１勝

イチノヤジョウ（99牝 ＊アジュディケーティング）３勝，與杼特別３着，天王山
特別３着，葛飾特別３着，etc.

ラヴリージョウ（03牝 ＊フレンチデピュティ）��１勝
ハコダテナイト（10牡 ＊アルカセット）３勝，鋸山特別，米沢特別２着，薫
風Ｓ３着，etc.

４代母 マリーノビーチ（74鹿 ＊マリーノ）��５勝，桜花賞２着
［曾孫］ スーパージーン（98牡 サツカーボーイ）８勝，新潟記念‐Jpn3，福島ＴＶ

ＯＰ‐L，オールカマー‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲様似共栄牧場＝様似町岡田 �0146-36-4676
生 産 牧 場： ㈲様似共栄牧場
飼 養 者： 様似町軽種馬共同育成センター利用組合＝様似町岡田 �0146-36-4674

196 ウエバフラッシュ２０２０ �・栗 ５／１１

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� Trolley Songダンカーク シークレットステイタス A.P. Indy

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケウエバフラッシュ ＊ジェイドロバリー

��
��
�ダイアモンドコア栗 2012 ライフポート

＊ヒツトザビーチ 10e
Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ガルネリ（08栗 ゼンノロブロイ）入着，�１勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（５）〕
リネンアッパレ（14牡栗 タニノギムレット）�２勝，初夏賞（Ｄ1800）３着
ミライヘノコドウ（15牡栗 キングヘイロー）�１勝��入着３回
キチロクタービン（16牡栗 ＊ロージズインメイ）１勝，��出走�入着
ゴールドタワー（17牡栗 フリオーソ）���１勝
エムオーナイナー（18牡栗 アドマイヤムーン）���１勝�入着６回

２代母 マックスキャンドゥ（95栗 ＊キンググローリアス）４勝，サンスポ４歳牝馬特
別‐Jpn2，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，桜花賞‐Jpn1 ５着，飛梅賞
マックスウィルドゥ（04牡 フサイチコンコルド）�３勝
コルドバ（07牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，�６勝
バハドゥール（09牡 ＊ファルブラヴ）３勝，平ヶ岳特別３着
マックスユーキャン（11牝 ゴールドアリュール）２勝

３代母 マツクスドリーマー（81栗 ＊ノーザリー）２勝，万両賞
マックスメロディ（89牝 ＊ブレイヴエストローマン）１勝

マインドステップ（96牡 ＊キンググローリアス）５勝，白秋Ｓ，内房特別，船橋
Ｓ３着，etc.

オシャレナカオリ（02牝 ＊ピルサドスキー）�１勝
ムツミマックス（08牝 ＊ブラックホーク）�８勝，福山ダービー，若駒賞，
ヤングＣｈ，etc.

トールキング（09牡 アドマイヤドン）�２勝，若駒賞２着，ヤングＣｈ２
着，福山２歳優駿２着，etc.

マックスディガー（90牡 ＊トニービン）２勝，湯川特別，水仙賞２着，安房特別３着，etc.
マックスロゼ（93牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，クイーン

Ｓ‐Jpn3 ３着，オークス‐Jpn1 ５着，etc.
マヤノチャーナ（01牡 ＊スピニングワールド）２勝，はやぶさ賞，賢島特別２着，

�１勝��２勝�	

マヤノロゼッタ（03牝 マヤノトップガン）不出走
カシノラピス（09牝 ＊グランデラ）１勝，フェニックス賞‐OP ３着，�４勝

マックスクオリティ（94� ＊トニービン）４勝，かもめ島特別，十勝岳特別，北海Ｈ
２着，etc.，�２勝��

販売申込者・所有者： 桑原牧場＝むかわ町宮戸 �080-6060-4012
生 産 牧 場： 桑原牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

197 ガルネリ２０２０ 牡・栗 ３／１３
＊ Summer Squall

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� カリズマティック

�
�
�
�
�
�
�
�
� Bali Babeワンダーアキュート

＊ Pleasant Tap

��
��
�ワンダーヘリテージ鹿 2006 Casa Petrone

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルガルネリ ＊キンググローリアス

��
��
�マックスキャンドゥ栗 2008 マツクスドリーマー

＊クレイグダーロツチ 11c
Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 クラウンデュナミス（11黒鹿 ダンディコマンド）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
マリノドレッシー（19牝青鹿 サムライハート）�未出走

２代母 シルクドレスアップ（01黒鹿 ＊ブライアンズタイム）入着４回
シルクドレッシー（07牝 ＊キンググローリアス）�２勝
ミスグロリアス（08牝 ＊キンググローリアス）１勝，�２勝���

３代母 ＊ノンダムール（88 USA鹿 The Minstrel）USA入着３回
アンコールアムールEncore Amour（93 牝 Affirmed）不出走

アファームドトルース Affirmed Truth（06 牝 Proudest Romeo）USA３勝，
RainbowMiss S‐R，Richland Hills S３着

マーベラスウーマン（97牝 Woodman）入着
マーベラスカイザー（08牡 マーベラスサンデー）２勝，京都２歳Ｓ‐L，障害３

勝，中山大障害‐JG1，阪神スプリングジャンプ‐JG2 ２着，etc.
シルクアムール（00牝 ＊ブライアンズタイム）不出走

シルクドルフィン（06牡 マーベラスサンデー）２勝，���入着３回，あすな
ろ賞３着

４代母 パドノン Pas de Nom（68 USA黒鹿 Admiral's Voyage）USA９勝，シー
ショアＳ，ジャスミンＳ，ヴァージニアベルＳ，バーバラフリッチーＨ‐G3 ２着，
ミスウッドフォードＳ２着，etc.
［孫］ ロードオヴザナイト Lord of the Night（83 牡 Lord Avie）USA11 勝，

ウェストチェスターＨ‐G3，アケダクトＨ‐G3，トボガンＨ‐G3，etc.，
種牡馬

［曾孫］ ムブヒージMubhij（93 牡 Mujtahid）GB３勝，コーンウォリスＳ‐G3，
Roses S‐L，リッチモンドＳ‐G2 ２着，etc.

アイスソレイター Icesolator（06� One Cool Cat）GB・HKG６勝，
Sandown National S‐L，グリーナムＳ‐G3 ３着，Royal Win
dsor S‐L ３着，etc.

フィンク Fink（11 牡 Phoenix Tower）IND10勝，Bangalore Juvenile
Million‐LR，Mysore 2000 Guineas‐LR ３着

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

198 クラウンデュナミス２０２０ 牡・鹿 ３／ １
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

ニホンピロウイナー

�
�
�
�
�

��
��

�ダンディコマンド ダイナスワツプスクラウンデュナミス ＊ブライアンズタイム

��
��
�シルクドレスアップ黒鹿 2011 ＊ノンダムール

7a
ノーザンテースト S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 エアワルツ（05鹿 ダンスインザダーク）１勝，栗子特別（芝 1700）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
チャンピオンキカン（15牡鹿 ロードカナロア）���２勝
チャンピオンピース（16牡鹿 エイシンフラッシュ）�３勝��１勝
アークリオン（18牝鹿 リオンディーズ）���１勝�１勝

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

ゴールデンブレイヴ（13牡 ＊クロフネ）４勝，北総Ｓ，檜山特別，���１勝�１勝
ユノナゲット（02牡 ＊フォーティナイナー）５勝，麦秋Ｓ，立夏Ｓ２着，シャングリ

ラ賞２着
ダノンブライアン（04� ＊ブライアンズタイム）４勝，南総特別，オラシオンＳ２着，

雲雀Ｓ３着
チョイワルグランパ（06牡 マンハッタンカフェ）３勝，シリウスＳ‐G3 ３着，アレ

キサンドライトＳ，松戸特別，堺Ｓ３着，障害１勝，�２勝	３勝��入着２回
ダークシャドウ（07牡 ダンスインザダーク）５勝，毎日王冠‐G2，エプソムＣ‐G3，

天皇賞（秋）‐G1 ２着，札幌記念‐G2 ２着，京都記念‐G2 ２着，etc.
ナリタポセイドン（09牡 ハーツクライ）４勝，ジュライＳ‐OP ２着，金蹄Ｓ，夏木

立賞２着，etc.，	３勝�４勝�入着２回，北上川大賞典，絆Ｃ
アールプロセス（11牡 ネオユニヴァース）５勝，大和Ｓ‐OP ２着，千葉Ｓ‐OP ３

着，初春Ｓ，三峰山特別，納屋橋Ｓ２着，etc.，�２勝

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

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

クリムゾンチアーCrimson Cheer（09 牝 Van Nistelrooy）GB出走
ケフェウス Cepheus（17 牡 Sea The Stars）�GB・FR３勝，P. Arcangues‐L

販売申込者・所有者： �小泉学＝新冠町朝日 �0146-47-2644
生 産 牧 場： �小泉学
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

199 エアワルツ２０２０ �・鹿 ３／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�マチカネハツシマダ鹿 2005 Yousefia

A4
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 エヴァ（06黒鹿 キングカメハメハ）２勝，高田城特別（Ｄ1200）２着，カーネーシ
ョンＣ（芝 1800）２着，村上特別（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－２（３）〕
コトブキホーク（14牡黒鹿 ＊アイルハヴアナザー）２勝
キミニトドケ（15牝鹿 ＊アグネスデジタル）�１勝
タイムオブブリス（16牝鹿 タイムパラドックス）���２勝
コトブキテティス（17牝黒鹿 ＊ハービンジャー）�３勝，陣馬特別（芝 2400）
テンクウフラワー（19牝鹿 ＊シニスターミニスター）�未出走

２代母 ラブフォーエバー（97鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，堀川特別，ゴールデン
サドルＴ２着，東山特別２着，あさがお賞２着，名鉄杯３着，etc.
ゴールドサプライズ（04牝 ＊アフリート）�１勝�７勝
ロールオブザダイス（05牡 ＊トワイニング）６勝，平安Ｓ‐G3，etc.，����入着

５回��	，東京大賞典‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，佐賀記
念‐Jpn3 ２着，マーキュリーＣ‐Jpn3 ３着，etc.

ユメノキズナ（07牝 ＊ストラヴィンスキー）３勝
ラブリリック（08牝 ＊ワイルドラッシュ）��13 勝
コイバナ（15牝 ＊ノヴェリスト）�１勝

３代母 ノンストップレディ（90鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，木曽川特別２着，アカ
シヤＳ２着
ノンストップラブ（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，大森浜特別２着
ノンスタンダード（00牡 ＊ラムタラ）３勝，生田特別２着
フレンチマリー（06牝 ＊フレンチデピュティ）�１勝��３勝�入着，オパールＣ２着

４代母 ＊マガロ（80 USA黒鹿 Caro）USA４勝
［子］ タヤスツヨシ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー‐Jpn1，

Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
クーラウィン Coolawin（86牝 Nodouble）USA９勝，オーキッドＨ
‐G2，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G2，ビウィッチＳ‐G3，etc.

［孫］ シルヴァーラプソディ Silver Rhapsody（95牝 Silver Hawk）GB・FR
・GER２勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，ヨークシャーオークス‐G1
３着，英ジョッキークラブＳ‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 斉藤スタッド＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2823
生 産 牧 場： 斉藤スタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

200 エヴァ２０２０ 牡・鹿 ５／ ６

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your HeelsクリエイターⅡ モレーナ Privately Held

��
��
�MorenaUSA 芦 2013 Charytin

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスエヴァ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ラブフォーエバー黒鹿 2006 ノンストップレディ

＊マガロ 1r
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 エコパン（06鹿 ツルマルボーイ）��出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（30）〕
ディアマルコ（13牝鹿 スパイキュール）�15 勝�１勝�４勝�１勝���，秋桜賞
（Ｄ1400），兵庫サマークイーン賞（Ｄ1700）（３回），佐賀ヴィーナスＣ
（Ｄ1400），土佐秋月賞（Ｄ1600），黒潮菊花賞（Ｄ1900），高知優駿（Ｄ1900），
のじぎく賞（Ｄ1700），秋桜賞（Ｄ1400）２着，西日本ダービー（Ｄ1870）２着，
東海クイーンＣ（Ｄ1600）２着，etc.，ＮＡＲ優古牝

ディアレイカ（16牝鹿 キングヘイロー）���出走�８勝，黒潮菊花賞（Ｄ1900）２着
フィロス（17牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
クワトロッソ（18牝鹿 ＊プリサイスエンド）��１勝

２代母 サンデーファスト（91鹿 Slew o' Gold）１勝
セイヴィングス（03牝 サクラバクシンオー）１勝，須賀川特別２着
ジェイドファスト（05牡 ＊ジェイドロバリー）入着，若潮賞２着，	４勝��，ブリ

ーダーズゴールドジュニアＣ

３代母 ＊ハートブレイク（81 USA栗 Stage Door Johnny）USA１勝
サ－ティシックスレッド Thirty Six Red（87牡 Slew o' Gold）USA４勝，ウッドメ

モリアルＳ‐G1，ゴーサムＳ‐G2，Churchill Downs H‐L，etc.，種牡馬
コッラソーナ Corrazona（90牝 El Gran Senor）FR・USA７勝，ビヴァリーヒル

ズＨ‐G1，サンタアニタＢＣＨ‐G3，ヴァントー賞‐G3，etc.
スローダウン Slow Down（97牝 Seattle Slew）FR・USA３勝，Hillsborou

gh H‐L，Golden Poppy H‐L ２着，Star Ball H‐L ３着
オルモダヴォルOlmodavor（99 牡 A.P. Indy）USA５勝，ホワーラウエイＨ

‐G3，ネイティヴダイヴァーＨ‐G3，ハリウッドゴールドＣ‐G1 ２着，etc.，
種牡馬

ハートステイジ（93牝 ＊カコイーシーズ）４勝，支笏湖特別，ジャニュアリーＳ２着，
冬至Ｓ３着，��１勝
�４勝
マサノミネルバ（05牝 ＊ラムタラ）	４勝��，エーデルワイス賞‐Jpn3，ブリ

ーダーズゴールドジュニアＣ３着，栄冠賞
オンザリバウンドOntherebound（96牝 Dayjur）FR１勝

ウィンターファッションWinter Fashion（04牝 Kendor）FR３勝，P. Amandi
ne‐L，P. du Pont‐Neuf‐L ２着，P. Imprudence‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲クリアファーム＝日高町豊郷 �01456-7-2988
生 産 牧 場： ㈲クリアファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

201 エコパン２０２０ �・黒鹿 ３／３０
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

ダンスインザダーク

�
�
�
�
�

��
��

�ツルマルボーイ ツルマルガールエコパン Slew o' Gold

��
��
�サンデーファスト鹿 2006 ＊ハートブレイク

9f
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 エムオークィーン（15鹿 スマートファルコン）�２勝��４勝
初仔

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

ー２着，クラウンＣ２着，東京湾Ｃ３着
ワタリプリンセス（10牝 ダンスインザダーク）�９勝��
ワタリキングオー（11牡 キングヘイロー）�２勝��２勝，クラウンＣ
ケンタキシード（14牡 ブラックタキシード）��１勝
ワタリビクトリー（17牝 ベルシャザール）��出走��１勝

３代母 マルゼンラッド（91鹿 ＊ミルジヨージ）��４勝
クールダウン（96牝 ＊シャンハイ）３勝，甲斐駒特別２着

リスカルダメント（18牝 リアルインパクト）���１勝�１勝�入着�，金沢
シンデレラＣ３着

サダムアオイツキ（99牡 ＊シャンハイ）３勝，出雲崎特別
シャンハイサラ（00牝 ＊シャンハイ）��２勝�１勝，サラ・クイーンＣ２着
ワレンダラッド（05牝 ＊ワレンダー）不出走

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

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

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

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

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

サンライズクォリア（07牡 キングカメハメハ）３勝，ユニコーンＳ‐G3
３着，etc.，	入着��，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ２着，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ４着

販売申込者・所有者： 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

202 エムオークィーン２０２０ �・鹿 ３／１５
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

ゴールドアリュール

�
�
�
�
�

��
��

�スマートファルコン ケイシュウハーブエムオークィーン ＊カコイーシーズ

��
��
�コンサートクィーン鹿 2015 マルゼンラッド

＊シル 5g
Mill Reef S5×M5

価格： 購買者：



母 エンジェルファタル（00栗 ＊フォーティナイナー）入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（２）〕
スモールキング（08牡鹿 キングヘイロー）３勝，中京競馬場グランドＯＰ記念
（Ｄ1400）３着

ベルガド（15牡栗 スズカフェニックス）１勝，若菜賞（芝 1200）２着，�１勝
ノースキング（18牡鹿 キングヘイロー）���１勝

２代母 サクセスウーマン（86青 ハイセイコー）入着２回
ダンディリーフ（91牡 ＊サウスアトランテイツク）��３勝，黒潮盃２着，ニューイ

ヤーＣ２着，ゴールドジュニアー
シゲノタイトル（92牝 ニチドウアラシ）�５勝

アサティスダイオー（99牡 ＊アサティス）�３勝��２勝�１勝，京浜盃３着，
栄冠賞

アサティスジョオー（02牝 ＊アサティス）��３勝，東京２歳優駿牝馬
ガルシーズン（09牝 タヤスツヨシ）�３勝��入着２回�，ル・プランタ
ン賞２着

マイネルマックス（94牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，マイラ
ーズＣ‐Jpn2，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，函館３歳Ｓ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ３
着，etc.，優２牡，種牡馬

マイネルサクセス（96牡 ＊ステートリードン）２勝，すみれＳ‐OP ２着，飯坂特別，
�１勝�

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

３代母 ヤマノセーハ（80栗 ＊ダンデイルート）２勝

４代母 ＊トリーソング（61 GB青 Buisson Ardent）不出走
［曾孫］ トシザブイ（96牡 ＊ヴィジョン）６勝，目黒記念‐Jpn2（２回），ダイヤモ

ンドＳ‐Jpn3 ３着（２回），万葉Ｓ‐OP，etc.
インターシュプール（89	 ＊ワツスルタツチ）５勝，新潟記念‐Jpn3，北九州
記念‐Jpn3 ３着，ＢＳＮオープン‐OP ３着，etc.，
�入着����

販売申込者・所有者： ＣＲステーブル＝新ひだか町静内目名 �080-6623-6397
生 産 牧 場： ＣＲステーブル
飼 養 者： ＣＲステーブル＝新ひだか町静内目名 �080-6623-6397

203 エンジェルファタル２０２０ 牡・栗 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤ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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileエンジェルファタル ハイセイコー

��
��
�サクセスウーマン栗 2000 ヤマノセーハ

＊トリーソング 9h
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 エンプレスボード（13芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
エイコウエンプレス（18牝鹿 ＊キングズベスト）��入着５回

２代母 ウマヒトスジ（06鹿 Tale of the Cat）出走
キングデザイヤー（10� ダンスインザダーク）２勝，英彦山特別３着
リンノフォーマリア（11牝 ＊パイロ）�２勝��７勝，ブロッサムＣ２着
タカイチクロフネ（12牡 ＊クロフネ）��１勝
ゼニガタ（18� ＊パイロ）���１勝

３代母 ＊アスターフォーマリア（97 USA鹿 Unbridled）不出走
プリンセスキナウ（08牝 キングカメハメハ）４勝，舞浜特別

４代母 バーストオヴカラーズ Burst of Colors（80 USA鹿 Crimson Satan）USA
７勝，スワニーリヴァーＨ‐G3，Coral Gables H‐L，My Charmer H，
Aspidistra H‐L ２着，Grassland H‐L ２着，etc.
［子］ ファパバースト Fappaburst（87 牝 Fappiano）USA６勝，カムリーＳ

‐G2，バーバラフリッチーＨ‐G3，ディスタフＨ‐G2 ３着，etc.
パムジグ Pamzig（90 牝 Danzig）GB・USA３勝，ヴェイグランシーＨ
‐G3 ３着，Pretty Polly S‐L ３着

［孫］ ペリージャン Peregian（03牝 Grand Lodge）USA・AUS４勝，Swin
gtime S‐R ３着

［曾孫］ アザーカラーOther Color（00 牡 Dancer Man）BRZ７勝，P. Breno
Caldas‐L ２着

クリスタルフィクス Cristal Fix（04 牝 Choctaw Ridge）BRZ４勝，P
. Armando Rodrigues Carneiro‐L ２着

トルーインテンションズ True Intentions（05 牝 Officer）USA２勝，
Peach Blossom S‐L ３着，Dearly Precious S‐L ３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： 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

204 エンプレスボード２０２０ 牡・鹿 ３／２２

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceエンプレスボード Tale of the Cat

��
��
�ウマヒトスジ芦 2013 ＊アスターフォーマリア

4m
Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 エーシンスピカ（09鹿 アグネスタキオン）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
エイシンノホシ（16牝鹿 ＊タイキシャトル）１勝
セイーサ（18牝鹿 リオンディーズ）�出走

２代母 ＊バーモントガール（97 USA鹿 ＊ミシエロ）１勝
＊エイシンヴァイデン（02牡 Touch Gold）３勝，野路菊Ｓ‐OP，フェニックス賞

‐OP，松戸特別２着，瀬波温泉特別３着，etc.，障害１勝，�入着��，ウイ
ンター争覇２着

＊エーシンベロシティ（05牝 Lemon Drop Kid）�３勝�９勝��１勝
メイショウテッコン（15牡 マンハッタンカフェ）５勝，日経賞‐G2，ラジオＮ

ＩＫＫＥＩ賞‐G3，白百合Ｓ‐LR，神戸新聞杯‐G2 ３着，梅花賞
＊エーシンベタラネリ（06牝 Elusive Quality）�出走

メディクス（16牡 ゴールドアリュール）�３勝，高田城特別２着，彦星賞２着
エイシンハルニレ（17牡 ＊エイシンアポロン）��４勝�１勝�２勝�，ハヤテ

スプリント，オパールＣ，新緑賞，駿蹄賞２着，若駒賞２着，etc.
ブルーバード（18牝 リーチザクラウン）�２勝，ダリア賞‐OP

＊エーシンテュポーン（07牡 Dynaformer）１勝，指宿特別３着，�１勝�１勝
エーシンバリントン（08牡 Awesome Again）３勝，梅田Ｓ２着，甲南Ｓ２着，御

嶽特別２着，わらび賞２着，桃山Ｓ３着，�１勝�入着６回
エーシンヘディング（10牡 タニノギムレット）３勝
エイシンイースト（11牡 マンハッタンカフェ）１勝，�４勝�入着，摂津盃２着

３代母 レイジングアパラチーRaging Apalachee（88 USA黒鹿 Apalachee）不出走
アールタクス Artax（95牡 Marquetry）USA７勝，ＢＣスプリント‐G1，カーター

Ｈ‐G1，ヴォスバーグＳ‐G1，サンフェリペＳ‐G2，フォレストヒルズＨ‐G2，etc.，
種牡馬

レイジングビューティRaging Beauty（02 牝 Saint Ballado）USA１勝
ルーリングビューティRuling Beauty（07 牝 Roman Ruler）不出走
ローランズビッグスマイル Rowlands Big Smile（12 牝 Notional）�US
A８勝，Michael G. Mackey Memorial Angenora S‐R ３着

販売申込者・所有者： 城地牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3288
生 産 牧 場： 城地牧場
飼 養 者： mill farm Ocean View Park＝浦河町東栄 �0146-25-7000

205 エーシンスピカ２０２０ �・鹿 ３／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラエーシンスピカ
＊

＊ミシエロ

��
��
�バーモントガール鹿 2009 Raging Apalachee

14a
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 エーシンラクーン（10鹿 ジャングルポケット）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
エイシンフェーム（15牝青鹿 ＊バゴ）�１勝�入着
シンゼンビクトリー（17牡黒鹿 キングカメハメハ）��３勝
オースター（18牡栗 ストロングリターン）���１勝

２代母 エイシンルーデンス（96青鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，
チューリップ賞‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ２着，京都牝馬特別
‐Jpn3 ２着，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，etc.
エイシンイダテン（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，千葉ＴＶ杯３着，�８勝��
エーシンラージシー（06牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝

エイシンヴァラー（11牡 ＊サウスヴィグラス）６勝，ジャニュアリーＳ‐OP，西
陣Ｓ，横手特別，etc.，	２勝�９勝�入着��
�，黒船賞‐Jpn3，笠
松ＧＰ２着，etc.

エイシンバッケン（12牡 ＊ヨハネスブルグ）７勝，欅Ｓ‐L，欅Ｓ‐L ２着，根岸
Ｓ‐G3 ３着，フェブラリーＳ‐G1 ４着，オータムリーフＳ‐OP，etc.

エーシンリジル（07牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，北九州記念‐G3 ２着，鞍馬Ｓ
‐OP ２着，船橋Ｓ，淀屋橋Ｓ，西部日刊スポーツ杯，etc.，	１勝

エーシンエムディー（09牝 キングカメハメハ）３勝，鳥羽特別，壬生特別２着，芦
屋川特別２着，秋元湖特別２着，マカオＪクラブＴ３着

エイシンエレガンス（15牝 ＊ハービンジャー）１勝
エイシンオルデン（16牝 ショウナンカンプ）�	２勝

３代母 エイシングレシャス（84黒鹿 トウシヨウボーイ）３勝，吹田特別，垂水Ｓ３着，
うずしおＳ３着，大日岳特別３着，えのき賞３着
エイシンデイリー（91牝 ＊ナグルスキー）不出走

ウインク（05牝 ミラクルアドマイヤ）３勝，白馬岳特別２着，��入着２回，
中日杯３着

キタサンサイレンス（92牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ２着
エイシンフージン（93牡 ＊ビシヨツプボブ）１勝，マロニエ賞３着，障害１勝

販売申込者・所有者： ㈲下河辺トレーニングセンター＝千葉県香取市 �0478-75-2231
生 産 牧 場： 中前牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

206 エーシンラクーン２０２０ 牡・栗 ４／ １

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーエーシンラクーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�エイシンルーデンス鹿 2010 エイシングレシャス

＊チーフネル 8f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 エアカリナン（09鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：５〕
ヌーヴォーロジェ（17牝鹿 エピファネイア）��出走
ワイドモンスター（18牡栗 ＊マクフィ）�出走
アロハモーラ（19牝黒鹿 モーリス）�未出走

２代母 ＊エポカブラヴァ（04 USA青 Point Given）出走
クーファゲルニカ（10牝 ディープインパクト）入着５回

シングンバズーカ（17牡 シングンオペラ）�１勝
スワーヴカイザー（11� ネオユニヴァース）３勝，鳥取特別２着，吹田特別３着
エアヴーヴレ（12牝 ジャングルポケット）�４勝
レッドゲルニカ（13� ＊カジノドライヴ）６勝，欅Ｓ‐L ３着，バレンタインＳ‐OP，

銀嶺Ｓ，フェアウェルＳ，夏至Ｓ２着，���出走�入着
ラヴィ（14牝 ダノンシャンティ）�１勝�７勝
レッドスプリンガー（16牡 ディープブリランテ）���３勝
サザンジンジャー（18牡 ＊シニスターミニスター）�	２勝

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

インＨ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，ラフィアンＨ‐G1 ３着，etc.
ゲイムフェアーGame Fair（09 牝 Quiet American）USA３勝，ドクタージ

ェイムズペニーメモリアルＨ‐G3 ２着

４代母 マイシェリアムールMy Cherie Amour（85 USA黒鹿 Sham）FR・USA４勝
［孫］ メジャーアスリート（09牡 ダイワメジャー）３勝，橘Ｓ‐OP ２着，斑鳩

Ｓ，��入着２回��入着７回，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着
テンザンデザート（98牝 Green Desert）３勝，フィリーズレビュー
‐Jpn2 ３着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，菜の花賞‐OP，etc.

ヘンリーズポッシ Henry's Posse（07 牝 Posse）USA・CAN１勝，Ci
ncinnati Trophy S２着，Gowell S２着

タガノラフレシア（00牝 ＊エリシオ）３勝，アイビーＳ‐OP，マリーゴー
ルド賞‐OP，カンナＳ‐OP ２着，etc.

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

207 エアカリナン２０２０ �・鹿 ４／１９
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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エアカリナン
＊ Point Given

��
��
�エポカブラヴァ鹿 2009 Aucilla

16a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊キャッツ（06 USA栗 Storm Cat）USA１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－４（11）〕
スパイクラベンダー（10牝鹿 Henrythenavigator）�４勝
ケセラストーン（11牡鹿 ディープインパクト）�２勝�１勝�入着
ミスライト（12牝鹿 ＊ハービンジャー）出走

フルゴリラ（17牡 エスポワールシチー）��入着�５勝，黒潮皐月賞２着，土
佐春花賞２着，黒潮菊花賞３着

ヒットマン（13牡栗 ネオユニヴァース）入着，�３勝
スウェルドリーム（14牝栗 ＊アイルハヴアナザー）�１勝
ダイシンインディー（16牡栗 ゴールドアリュール）�４勝，春光Ｓ（Ｄ2100），初

凪賞（Ｄ1800），下総Ｓ（Ｄ1800）３着，�入着�，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ３着
エリオット（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝

２代母 ブリスフルBlissful（96 USA鹿 Mr. Prospector）USA出走
ダッチェスモージョーDutchess Mojo（01牝 Deputy Minister）不出走

スイートナッシングズ Sweet Nothings（09 牝 Street Cry）USA３勝，Cali
fornia Oaks‐L ２着，Corte Madera S‐L ２着，Golden Poppy S
‐L ３着

ホエアーズザットタイガーWhere's That Tiger（03 牡 Storm Cat）GB・IRE・U
AE１勝，ＵＡＥ２０００ギニー‐G3 ２着，種牡馬

ワングレイトキャットOne Great Cat（05 牡 Storm Cat）GB・FR・IRE２勝，リ
ッチモンドＳ‐G2 ３着，英シャンペインＳ‐G2 ３着，Nijinsky S‐L ２着，
種牡馬

マカリオスMakarios（14� Giant's Causeway）USA２勝，トランシルヴァニア
Ｓ‐G3 ３着

３代母 エインジエルフィーヴァ Angel Fever（90 USA鹿 Danzig）USA１勝，C
olleen S‐L ２着
フサイチペガサス Fusaichi Pegasus（97 牡 Mr. Prospector）USA６勝，ケンタッ

キーダービー‐G1，ウッドメモリアルＳ‐G2，ジェロームＨ‐G2，サンフェリ
ペＳ‐G2，etc.，種牡馬

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

208 キャッツ２０２０ �・栗 ３／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤ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

＊

ストームキャット Storm Bird

�
�
�
�
�

��
��

�Storm Cat Terlinguaキャッツ ブリスフル Mr. Prospector

��
��
�Blissful栗USA 2006 Angel Fever

8c
Halo S4×M5 Northern Dancer M4×S5×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 オービーレディー（08芦 ＊コマンダーインチーフ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（５）〕
サラセニア（13牡芦 ワイルドワンダー）３勝，��入着２回，九州大賞典
（Ｄ2500）３着

ノースホタル（14牝芦 ワイルドワンダー）�３勝��入着５回
ビクトリーワルツ（17牝芦 ワイルドワンダー）���２勝
ブレーヴトライ（18牡芦 ＊マクフィ）�入着２回
グットフォーチュン（19牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�未出走

２代母 デュークソブリン（95芦 ダイタクヘリオス）不出走
エイトターボ（01牡 ダンスインザダーク）�４勝�２勝
ダンツフェロー（03牡 バブルガムフェロー）��７勝
ステイソブリン（04牝 ステイゴールド）�４勝
デュークレジェンド（05	 ＊アジュディケーティング）入着，�３勝��２勝

３代母 ソブリンテスコ（84芦 ＊テスコボーイ）不出走
ワイエムタイホウ（89牡 ＊ラプシイ）３勝，上総特別，苗場特別２着，加治川特別２着
デュークグランプリ（91牡 スズカコバン）６勝，武蔵野Ｓ‐Jpn3，etc.，��１勝

�１勝�１勝，東海菊花賞‐Jpn2，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，etc.，種牡馬

４代母 サクラビクトリー（77芦 ＊シーホーク）不出走
［子］ ヘイセイベル（91牡 サクラダイオー）��13 勝，ＴＶ埼玉杯，報知オール

スターＣ２着（２回），ＴＶ埼玉杯２着，etc.
［孫］ バイオレットカラー（97牝 ＊アジュディケーティング）�８勝，ジュニアＣｈ

５代母 ＊スワンズウツドグローヴ（60 GB黒鹿 Grey Sovereign）GB入着２回
［孫］ サクラチヨノオー（85牡 マルゼンスキー）５勝，日本ダービー‐Jpn1，朝

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

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

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

209 オービーレディー２０２０ 牡・芦 ４／ ３
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousオービーレディー ダイタクヘリオス

��
��
�デュークソブリン芦 2008 ソブリンテスコ

＊スワンズウツドグローヴ 16a
テスコボーイ S4×M4 ネヴアービート S5×M5 Northern Dancer S5×S5×M5
Raise a Native S5×M5
価格： 購買者：



母 カリス（11黒鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
タイムメイテル（16牝青鹿 ＊シニスターミニスター）�２勝��入着５回
メイプルグレイス（17牝青 ＊ロージズインメイ）���３勝
ホーリーナイトキス（18牝鹿 ホッコータルマエ）���２勝�

２代母 サムソンフェアリー（97鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
カネスラファール（04牡 ＊ミシエロ）４勝，初凪賞３着，障害２勝，新潟ジャンプＳ

‐JG3 ３着
カネスラディカール（06牡 ＊コロナドズクエスト）１勝
ゼロス（09牡 キングカメハメハ）５勝，東風Ｓ‐L ２着，若駒Ｓ‐OP，メイＳ‐OP

２着，元町Ｓ，八雲特別，etc.
ラプタ（10牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
リトルフェアリー（17牝 ジャングルポケット）��１勝�

３代母 ＊ティスワ（88 USA栗 Lyphard）GB１勝
サムソンレッド（93牝 Caerleon）４勝，函館日刊スポーツ杯，小野川湖特別，大日

岳特別２着，etc.
サムソンリンリン（00牡 ＊エリシオ）	
９勝�18 勝，中日杯２着，中日杯３着，

白山大賞典３着
オースミサムソン（02牡 フジキセキ）１勝，障害１勝，阪神ジャンプＳ‐JG3 ３着
オースミタキオン（03牡 アグネスタキオン）１勝，鹿屋特別２着

サムソンゼット（94牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，山陽特別，キャピタルＳ２着，
フィリピンＴ２着，etc.

アルフレンテ（00牝 ＊スキャン）２勝
ケルンダッシュ（12牡 ハーツクライ）３勝，北海Ｈ，駒ケ岳特別，種牡馬

４代母 ハッピーブライド Happy Bride（78 IRE 鹿 Royal Match）GB・FR・IRE・
USA９勝，サンタアナＨ‐G2，愛プリティポリーＳ‐G2，April Fillies S，A
Gleam H，サンタバルバラＨ‐G1 ２着，etc.
［孫］ ラッドオヴザマナー Lad Of The Manor（00� Zabeel）AUS13 勝，Ｖ

ＲＣＬＫＳマッキノンＳ‐G1，ＭＶＲＣジョンＦフィーハンＳ‐G2
（２回），ＭＲＣＪＪリストンＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 坂牧場＝日高町美原 �01456-5-2857
生 産 牧 場： 坂牧場
飼 養 者： 三橋ステーブル＝むかわ町米原 �080-6079-0954

210 カリス２０２０ 牡・青鹿 ５／１７

＊

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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayカリス ＊サンデーサイレンス

��
��
�サムソンフェアリー黒鹿 2011 ＊ティスワ

6e
Seattle Slew S4×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 カレンダーガール（01栗 ＊アフリート）���１勝・９勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－７（24）〕
プーラヴィーダ（09�栗 ＊フィガロ）２勝，��３勝�入着�，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2

３着，勝島王冠（Ｄ1800），東京ダービー（Ｄ2000）２着
オフィシエ（10牡鹿 サムライハート）入着，��４勝�１勝
ヴァイスヴァーサ（11牝栗 ＊ブライアンズタイム）１勝，くすのき賞（Ｄ1700）３着，

��２勝，黒潮盃（Ｄ1800）３着
ショーピース（12牝栗 スクリーンヒーロー）入着２回，��１勝
ダマデノーチェ（14牝栗 ＊フィガロ）�１勝�２勝�１勝	６勝
フィオッコ（15牝栗 ＊カリズマティック）��１勝�入着５回
カネショウベリー（16牝芦 ＊フィガロ）入着４回，
��２勝�入着

２代母 ＊パルツェ（96 USA栗 Theatrical）出走
トワイライトワルツ（02牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，成田特別３着，�１勝��，

ノースクイーンＣ３着
メイルリヒト（03牝 フジキセキ）１勝，��２勝

バルダッサーレ（13牡 アンライバルド）２勝，
�入着��３勝�３勝，ジャ
パンＤダービー‐Jpn1 ４着，東京ダービー，サンタアニタＴ２着，戸塚
記念２着，サンタアニタＴ３着，etc.

ティムガッド（04牡 ＊サザンヘイロー）３勝，登別特別，函館日刊スポーツ杯２着，
シンガポールターフクラブ賞２着，ＴＶｈ賞２着，etc.，�２勝�，トウケイ
ニセイ記念

ベルリオーズ（07牡 ＊フィガロ）�４勝
レゼルバ（08牝 ＊フィガロ）��１勝�４勝�入着４回

３代母 ゴールデンハインド（82栗 ＊イエローゴツド）不出走
ゴールデンソネット（89牝 マルゼンスキー）２勝，コスモス賞‐OP

＊ジェニアリータ（97牝 GoneWest）１勝
フェアリーライド（04牝 ＊サザンヘイロー）入着，呉竹賞３着，�２勝，エ
ーデルワイス賞‐Jpn3 ３着，フローラルＣ

＊ゴールドシェイド（95牝 Shadeed）１勝
オルレアン（01牝 ＊アフリート）３勝，���入着３回，スパーキングＬＣ

‐Jpn3 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着，サラブレッドＣｈＣ‐Jpn3 ２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： 西野 春樹
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

211 カレンダーガール２０２０ 牡・栗 ５／１４

＊

＊ 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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyカレンダーガール
＊ Theatrical

��
��
�パルツェ栗 2001 ゴールデンハインド

＊ソーダストリーム 3e
Mr. Prospector M3×S4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ガーデニア（13 FR鹿 Galileo）不出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ララサンスフル（18牝黒鹿 ハーツクライ）�１勝

２代母 グドテロワールGout de Terroir（04 USA栗 Lemon Drop Kid）USA１勝
イルーシヴケイト Elusive Kate（09 牝 Elusive Quality）GB・FR・USA７勝，マ

ルセルブサック賞‐G1，ロートシルト賞‐G1（２回），ファルマスＳ‐G1，カル
ヴァドス賞‐G3，P. Six Perfections‐L，etc.

ダックスドックDucks Dock（10� Mineshaft）USA３勝

３代母 リーガルステイト Regal State（83 USA栗 Affirmed）FR２勝，モルニー賞
‐G1，ジャックルマロワ賞‐G1 ２着，サラマンドル賞‐G1 ２着，アスタルテ賞
‐G2 ４着，グロット賞‐G3 ４着，etc.
ハリケインステイト Hurricane State（94 牡 Miswaki）GB・FR・ITY・USA２勝，

エクリプス賞‐G3，２歳クリテリヨム‐G2 ３着，種牡馬
プレザントリーパーフェクト Pleasantly Perfect（98 牡 Pleasant Colony）USA・

UAE９勝，ドバイワールドＣ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，パシフィッククラシ
ック‐G1，サンアントニオＨ‐G2，米グッドウッドＨ‐G2（２回），etc.，種牡馬

ハイクレアメモリーHighclere Memory（00牝 Cryptoclearance）GB出走
ベアメモリーBear Memory（08牝 Skip Away）CAN２勝
グリークジャスティスGreek Justice（14 牝 Sky Conqueror）CAN２勝，
Ontario Damsel S‐R ２着

スワッガースティック Swagger Stick（01� Cozzene）GB・USA４勝，スターズ
＆ストライプスターフＨ‐G3 ３着，USA障害３勝

４代母 ラトリニテ La Trinite（76 FR栗 Lyphard）FR２勝，P. de Saint‐Cyr‐L
２着，P. de la Calonne‐L ２着，P. de Pontarme‐L ２着，グロット賞
‐G3 ３着，レゼルヴォワール賞‐G3 ３着
［子］ セヴンスプリングズ Seven Springs（82 牝 Irish River）FR３勝，モルニ

ー賞‐G1，ロベールパパン賞‐G1
［孫］ ディスタントヴューDistant View（91牡 Mr. Prospector）GB・USA２

勝，サセックスＳ‐G1，セントジェイムズパレスＳ‐G1 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

212 ガーデニア２０２０ �・鹿 ３／ ７
＊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

＊

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaガーデニア グドテロワール Lemon Drop Kid

��
��
�Gout de Terroir鹿FR 2013 Regal State

16a
Lyphard S5×M5 Nearctic S5×M5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 オルニス（15黒鹿 マンハッタンカフェ）入着
〔産駒馬名登録数：１〕
ピンクペッパー（19牡青 ラブリーデイ）�未出走

２代母 ＊サーキットレディ（04 USA鹿 Grand Slam）３勝，ＳＴＶ賞，美利河特別，
登別特別２着
サトノアビリティ（10牡 ダイワメジャー）３勝，こぶし賞３着，��３勝
ダノングラシアス（12牝 マンハッタンカフェ）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着，り

んどう賞２着
サトノアイリ（13牝 ステイゴールド）１勝
キャリーCarrie（16 牝 マンハッタンカフェ）�AUS４勝
エムテイオー（17牡 ジャスタウェイ）入着，���１勝�２勝

３代母 ＊ラグナセカ（92 USA鹿 Seattle Slew）USA３勝，Arbor Vitae S‐L，レ
イルバードＳ‐G2 ３着，C.E.R.F. S‐L ３着，Pasadena S‐L ３着
マカビーMacabe（98牡 GoneWest）USA２勝，Manila S‐R ２着，Relau

nch S‐R ２着，種牡馬
＊モアザンベスト（02牝 Giant's Causeway）４勝，札幌スポニチ賞，キーンランド

Ｃ，立待岬特別
デビュタント（12牝 ディープインパクト）１勝，蒲郡特別３着
ロングトレーン（18牝 トランセンド）�２勝，マーガレットＳ‐L ２着

ジョフィーズラン Joffe's Run（05牝 Giant's Causeway）GB・USA４勝，Reg
al Gal S，Hollywood S３着

４代母 トピカウント Topicount（85 USA栗 Private Account）USA９勝，レアパ
フュームＳ‐G2，モンマスパークＢＣＨ‐G3，Herecomesthebride S‐L，R
umson Breeders' Cup H，Middlesex County S，etc.
［子］ ウィニングシーズンWinning Season（02牝 Lemon Drop Kid）USA

４勝，Raging Fever S‐R，デムワゼルＳ‐G2 ３着，Busher S
‐L ３着，etc.

［孫］ ロダイニ Rodaini（14� Exchange Rate）�GB・USA・UAE８勝，
Flying Scotsman S‐L，European Free H‐L ２着，Dubai Cre
ek Mile‐L ３着

販売申込者・所有者： 静内ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2256
生 産 牧 場： 静内ファーム
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

213 オルニス２０２０ 牡・黒鹿 ４／１３

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジオルニス
＊ Grand Slam

��
��
�サーキットレディ黒鹿 2015 ＊ラグナセカ

3o
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 オランジェット（12鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
レディーフラッシュ（17牝鹿 エイシンフラッシュ）��出走
シュンメキラリ（19牝鹿 エイシンフラッシュ）�１勝

２代母 オレンジピール（94栗 ＊サンデーサイレンス）４勝，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，チューリップ賞‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，秋華賞‐Jpn1 ４着，オー
クス‐Jpn1 ５着，etc.
オレンジボウル（00� ＊エリシオ）１勝，障害４勝
ブラックコンドル（01牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，平安Ｓ‐Jpn3 ２着，トパー

ズＳ‐L ３着，京都２歳Ｓ‐L ３着，春待月Ｓ‐OP，etc.，障害２勝，�入着，
佐賀記念‐Jpn3 ３着

ラピッドオレンジ（03牝 ＊エルコンドルパサー）４勝，アネモネＳ‐L ３着，道新ス
ポーツ賞，ＨＢＣ賞２着，etc.，��１勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，マリーンＣ
‐Jpn3 ２着

ビターオレンジ（04牝 ジャングルポケット）２勝，十勝岳特別３着
ココモオレンジ（08牝 キングカメハメハ）出走

マサハヤダイヤ（13牡 ＊ハービンジャー）２勝，北海Ｈ，熊野特別３着，�３勝
オレンジペコ（17牝 ＊マジェスティックウォリアー）�３勝，ポプラ特別

３代母 ＊バッフドオレンジ（82 USA栗 Exclusive Native）USA入着３回
＊ヘアデイズ（90牝 ＊アフリート）USA１勝

ウェラWella（99 牝 Zabeel）不出走
カークランド Kirkland（14� Highly Recommended）�NZ２勝，W
anganui Guineas‐L ２着

メローフルーツ（91牝 Halo）２勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，
桜花賞‐Jpn1 ４着

オレンジブロッサム（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，つわぶき賞３着
オレンジティアラ（07牝 サクラバクシンオー）４勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，

フェニックス賞‐OP ３着，立待岬特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ストームファームコーポレーション＝熊本県菊池郡大津町 �090-5988-3884
生 産 牧 場： ㈱ストームファームコーポレーション
飼 養 者： ベルサイユステーブル㈱＝日高町庫富 �090-6982-0000

214 オランジェット２０２０ �・鹿 ３／２２

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlオランジェット ＊サンデーサイレンス

��
��
�オレンジピール鹿 2012 ＊バッフドオレンジ

3c
Danzig S4×M5 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5
Raise a Native S5×M5
価格： 購買者：



母 オーマイクリス（07鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ワイルドテイル（14牝青鹿 ＊ケイムホーム）�１勝��１勝
シナノパワー（17牡黒鹿 トゥザグローリー）����１勝・２勝
マイヴァルキリー（18牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）��入着

２代母 オーバルカット（00鹿 ＊エリシオ）不出走
ホワイトピルグリム（05牡 ＊クロフネ）５勝，金鯱賞‐G2 ３着，都大路Ｓ‐L ３着，

寿Ｓ，メルボルンＴ，高千穂特別，etc.

３代母 セシルカット（92栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，栗子特別
セシルブルース（03牝 ＊エルコンドルパサー）出走

アイムユアーズ（09牝 ＊ファルブラヴ）５勝，フィリーズレビュー‐G2，クイー
ンＳ‐G3（２回），ファンタジーＳ‐G3，etc.

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

‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2（２回），etc.，年代表，優古牝
［孫］ ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞

‐G2，etc.，UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬
アドマイヤグルーヴ（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，エリザベス女王
杯‐Jpn1（２回），阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優古牝

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

フォゲッタブル（06牡 ダンスインザダーク）４勝，ステイヤーズＳ‐G2，
ダイヤモンドＳ‐G3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.

エガオヲミセテ（95牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，マイラーズＣ‐Jpn2，
サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.

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

グルヴェイグ（08牝 ディープインパクト）５勝，マーメイドＳ‐G3，エル
フィンＳ‐OP ３着，ホンコンＪクラブＴ，etc.

販売申込者・所有者： 櫛桁牧場＝浦河町野深 �0146-27-4411
生 産 牧 場： 櫛桁牧場
飼 養 者： 藤春 修二＝浦河町野深 �0146-27-4135

215 オーマイクリス２０２０ 牡・鹿 ４／２９
＊ 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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayオーマイクリス ＊エリシオ

��
��
�オーバルカット鹿 2007 セシルカット

＊パロクサイド 8f
Halo S4×M5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エンジェルウィング（15鹿 ＊ヘニーヒューズ）１勝
初仔

２代母 レースウィング（99鹿 バブルガムフェロー）５勝，層雲峡特別，羊蹄山特別，
雅Ｓ２着，噴火湾特別２着
ポイマンドレース（06� マヤノトップガン）４勝，平尾台特別，蹴上特別，平城京

Ｓ２着，鷹取特別２着，響灘特別３着
グリッターウイング（07牡 ＊クロフネ）４勝，レパードＳ（重賞）‐L ２着，霜月Ｓ‐L

２着，フェアウェルＳ‐OP ３着，下総Ｓ，若狭湾特別，etc.，障害１勝
クローバーリーフ（08牝 タニノギムレット）３勝

プレシャスリーフ（15� オルフェーヴル）２勝，初凪賞２着，苗場特別３着
ボビンレース（11牝 ＊コンデュイット）��２勝
ハイドロフォイル（13� ＊クロフネ）２勝
イシュタルゲート（16牡 ベルシャザール）�１勝
コバルトウィング（17� ＊クロフネ）１勝，���入着３回，京浜盃２着

３代母 ＊レース（92 USA鹿 Gulch）USA１勝
アドマイヤレース（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，シドニーＴ，東山特別，伏見

特別３着
アドマイヤリッチ（98牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，雅Ｓ，フィリピンＴ，摩耶Ｓ

２着，etc.
レッドソロモン（12牡 メイショウサムソン）５勝，アンドロメダＳ‐L，若葉Ｓ

‐LR，五稜郭Ｓ，etc.
アドマイヤシャトル（06牡 ジャングルポケット）５勝，端午Ｓ‐OP ２着，平城京Ｓ，etc.，

�10 勝��入着，報知オールスターＣ２着
トーセンアレス（07牡 アドマイヤドン）５勝，ブリリアントＳ‐L ３着，etc.，障害１勝，

��４勝���，浦和記念‐Jpn2 ３着，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ５着，etc.

４代母 ＊キーフライヤー（86 USA鹿 Nijinsky）USA３勝，Palisades S‐L，ケンタ
ッキーオークス‐G1 ４着，ニューヨークＨ‐G2 ３着，シープスヘッドベイＨ
‐G3 ２着，アシーニアＨ‐G3 ３着，etc.
［孫］ スズカマンボ（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，天皇賞（春）‐Jpn1，朝

日ＣｈＣ‐Jpn3，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲鮫川ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4276
生 産 牧 場： ㈱ヤスナカファーム
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

216 エンジェルウィング２０２０ 牡・鹿 ３／１５

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerエンジェルウィング バブルガムフェロー

��
��
�レースウィング鹿 2015 ＊レース

7
Storm Cat S3×M4

価格： 購買者：



母 ＊エイシンサンタフェ（12 USA芦 Zensational）�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
エイシンハンニバル（17�黒鹿 ＊ケイムホーム）��２勝
カサデガ（18牡芦 ブラックタイド）�入着２回
ファルコンソード（19牡栗 スマートファルコン）�地方未出走

２代母 タイムイズタイトTime Is Tight（04 USA黒鹿 Crafty Prospector）USA１勝
マッチョブルMacho Bull（09� Macho Uno）USA８勝，アイオワダービー‐G3

３着
モンテズマイクスプレスMontezuma Express（10� ＊ヘニーヒューズ）�USA11 勝
ビコーズイッツタイムBecause It's Time（14� Creative Cause）�USA３勝

３代母 ダッチェスキスDuchess Kiss（89 USA鹿 Cox's Ridge）USA１勝
アズユーライク As You Like（97 牡 Trempolino）ITY16 勝，P. del Piazzale

‐LR，P. Gardone‐L，Criterium Varesino‐L，etc.

４代母 アキスフォーラック A Kiss for Luck（79 USA黒鹿 Reflected Glory）USA
８勝，ヴァニティＨ‐G1，アノアキアＳ‐G3，Pasadena S，Daddy's Dats
un H，C.T.B.A. S，etc.
［子］ ＊ゴールデンチェリー（94牝 Crafty Prospector）５勝，越後Ｓ，etc.，�

１勝�１勝�入着��	，クラスターＣ‐Jpn3，北海道スプリントＣ
‐Jpn3 ３着，etc.

［孫］ アルファベットキシズ Alphabet Kisses（01 牝 Alphabet Soup）USA７勝，
ラブレアＳ‐G1，エイグリームＨ‐G2，B.Thoughtful S‐R，etc.

キシンマイラヴ Kissin My Love（06牝 Ocean Terrace）CHI６勝，カ
ルロスカンピノ賞‐G2，カルロスカンピノ賞‐G2 ２着，フランシス
コバエサソトマヨル賞‐G2 ３着，etc.

クィーンズバーン（08牝 スペシャルウィーク）４勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，阪
神牝馬Ｓ‐G2 ３着，ディープインパクトＣ‐OP ２着，etc.

ワイルドソルジャー（01牡 ＊ブロッコ）４勝，ウェルカムＳ，赤富士Ｓ２
着，�１勝，名古屋ＧＰ‐Jpn2

ダノンカモン（06牡 ＊シンボリクリスエス）８勝，エニフＳ‐L，ペルセウ
スＳ‐L，etc.，�１勝�	
入着２回，名古屋大賞典‐Jpn3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

217 エイシンサンタフェ２０２０ 牡・栗 ３／１７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスハタノヴァンクール ＊ブライアンズタイム

��
��
�ハタノプリエ栗 2009 ハヤベニコマチ

＊

ゼンセイショナル Unbridled's Song

�
�
�
�
�

��
��

�Zensational Jokeエイシンサンタフェ タイムイズタイト Crafty Prospector

��
��
�Time Is Tight芦USA 2012 Duchess Kiss

3d
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ガルノーヴァ（12鹿 ＊スタチューオブリバティ）��１勝・５勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
グリンヴァ（18牝鹿 ローエングリン）��２勝

２代母 ポートガルチ（00鹿 ＊サンダーガルチ）２勝
ポートポケット（09牡 ジャングルポケット）�４勝
ガルレディー（13牝 ビービーガルダン）�２勝�入着２回�
ガルガルガルチ（14牡 フサイチリシャール）�１勝�入着

３代母 ファンドリポポ（86黒鹿 ホスピタリテイ）５勝，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ３
着，北九州記念‐Jpn3 ２着，etc.
ファンドリリョウマ（93牡 ＊モガミ）８勝，関越Ｓ‐OP，灘Ｓ‐OP，etc.，�入着�，

名古屋大賞典‐Jpn3 ３着
ポートエレガント（03牡 ＊デヒア）２勝，きんもくせい特別３着，障害１勝
ファンドリゲット（04牡 ＊フォーティナイナー）２勝

４代母 フアンドリパール（80黒鹿 ＊ノーザンネイテイヴ）１勝
［子］ ポートブライアンズ（94牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，福島記念‐Jpn3，

中日スポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3 ３着，オーストラリアＴ‐OP，etc.
ファンドリミラクル（96牡 ＊キンググローリアス）２勝，十和田湖特別２
着，恵山特別３着，桧山特別３着

［孫］ ファンドリフラワー（93牝 メジロテイターン）１勝，都井岬特別３着
［曾孫］ ノゾミダイヤ（11牡 メイショウサムソン）�20 勝，白銀争覇，東海ゴール

ドＣ，岐阜金賞，etc.

５代母 フアンドリクイン（68鹿 ＊シヤミエ）２勝
［子］ ファンドリペンダス（78牡 ＊ステユーペンダス）６勝，鞍馬特別，ディセ

ンバーＨ，アルメリア賞
フアンドリルビー（79牝 ＊リマンド）２勝，すずかけ賞

［孫］ ファンドリモアー（90牝 ヤマニンスキー）４勝，帆柱山特別２着，瀬戸特
別２着，ゆうすげＳ２着，etc.

ファンドリミシー（88牝 ＊ゲイメセン）１勝，有田特別３着，筑紫特別３着

販売申込者・所有者： 桑原牧場＝むかわ町宮戸 �080-6060-4012
生 産 牧 場： 桑原牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

218 ガルノーヴァ２０２０ �・黒鹿 ３／２４
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�スタチューオブリバティ Charming Lassieガルノーヴァ ＊サンダーガルチ

��
��
�ポートガルチ鹿 2012 ファンドリポポ

＊フロリースカツプ 3l
Storm Bird M4×M5 Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 カツンダモン（13黒鹿 ＊エンパイアメーカー）入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
カイレイダディ（18牡青鹿 グランプリボス）���３勝

２代母 サクラダモン（04鹿 ＊ボストンハーバー）入着，�３勝
レザンドゥオール（12牡 ＊ケイムホーム）３勝

３代母 トウヨウロイヤル（95鹿 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）出走
マイケルバローズ（01牡 ＊タイキシャトル）７勝，富士Ｓ‐G3 ２着，富士Ｓ‐G3 ３

着，関屋記念‐G3 ３着，etc.
サトノプログレス（05牡 ＊タイキシャトル）３勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2

４代母 ＊オーミディア（90 USA黒鹿 Riverman）FR１勝
［孫］ ライトグローリー（04牡 カリスタグローリ）１勝，礼文特別２着
［曾孫］ ベリートゥベリー（10牡 ＊イーグルカフェ）３勝，三陸特別２着，大島特

別３着

５代母 タイアボーTie a Bow（79 USA鹿 Dance Spell）USA入着２回
［子］ チャッケンラック Chuck n Luck（83牡 Stalwart）USA21 勝，Late Ac

t S，Governor's H，Alliance H，etc.
［孫］ ＊ニコールファーリー（94牝 Pharly）GB・ITY５勝，伊オークス‐G1，伊１

０００ギニー‐G2
［曾孫］ レイディズアイランド Lady's Island（14牝 Greatness）�USA18 勝，シ

ュガースワールＳ‐G3（２回），Bob Umphrey Turf Sprint‐L，L
adies' Turf Sprint S，etc.

スキームティーム Skeem Team（97� Desert Team）SAF４勝，Co
nsolation H‐L，ロンズデイルスティラップＣ‐G3 ２着，KwaZu
lu‐Natal Breeders S‐L ３着

グランドサムGrand Sam（07牡 Grand Slam）ARG８勝，P. Orange
‐L，P. Embrujo‐L ２着

スターオヴザシー Star of the Sea（03牝 FortWood）SAF４勝，サウ
スアフリカンフィリーズクラシック‐G1 ３着

販売申込者・所有者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700
生 産 牧 場： ㈲グランデファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700

219 カツンダモン２０２０ 牡・鹿 ３／２５
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

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

��
��
�ロージーミスト鹿 2008 ＊ビューティフルベーシック

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudカツンダモン ＊ボストンハーバー

��
��
�サクラダモン黒鹿 2013 トウヨウロイヤル

＊オーミディア 5e
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 カネショウメロン（04鹿 ＊ディアブロ）��４勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
キョウエイボヌール（11牝栗 ゴールドアリュール）１勝
ポッドグレイシー（15牡鹿 スマートファルコン）��５勝
ポッドギル（16牝栗 フリオーソ）���５勝，ユングフラウ賞（Ｄ1400），川崎ス

パーキングスプリント（Ｄ0900）３着

２代母 カネショウマリア（98黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）��２勝
カネショウノゾミ（02牡 ＊カコイーシーズ）��２勝
キュンキュンハート（05牝 スペシャルウィーク）１勝
シーダーラック（06牡 ゴールドアリュール）４勝，丹沢Ｓ，総武Ｓ３着

３代母 カネシヨウダナー（82栗 ＊ラツキーソブリン）不出走
カネシヨウルビー（87牝 ＊フイリツプオブスペイン）��５勝

カネショウレグナム（97牝 ＊スマコバクリーク）��２勝
コスモザガリア（05牝 アグネスゴールド）２勝，小倉城特別２着，ミモザ
賞３着

カネショウベガ（99牝 ＊ナグルスキー）��１勝
インフォーマー（11牡 タイムパラドックス）��９勝�入着�，プラチナ
Ｃ３着，マイルＧＰ３着

カネショウハルオー（91牡 ＊ラシアンボンド）１勝，金華山特別３着
カネショウローズ（95牝 ＊ゴールデンフェザント）��出走

カネショウメロディ（03牝 ジェニュイン）��４勝，東京２歳優駿牝馬３着

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

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

らまつ賞
バッカナムソング（86牡 ＊テユデナム）３勝，霞ケ城特別２着
マツブリジャンテ（91牡 アサヒエンペラー）１勝，春菜賞３着，�１勝

販売申込者・所有者： 下屋敷牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2859
生 産 牧 場： 下屋敷牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

220 カネショウメロン２０２０ �・鹿 ４／１４

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�ディアブロ Avilionカネショウメロン ＊コマンダーインチーフ

��
��
�カネショウマリア鹿 2004 カネシヨウダナー

＊ビユーチフルドリーマー 12
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊カネトシパリッシュ（10 ARG芦 Tapit）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（７）〕
ホッコータピタン（15牝栗 ＊サウスヴィグラス）１勝
パリッシュブルー（16牝栗 ゴールドアリュール）入着，��５勝�２勝
ラブリーマカロン（18牝芦 ラブリーデイ）��出走

２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

３代母 バレトメインBalletomane（88 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB１勝
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

４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，ATC Princess H‐L 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

［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

５代母 ミスグラッソMiss Glasso（61 GB黒鹿 ＊ラテイフイケイシヨン）不出走
［子］ プルーデントミス Prudent Miss（67 牝 Prudent）FR３勝，アスタルテ賞，

仏１０００ギニー２着，ムーランドロンシャン賞３着，etc.
［孫］ リヴァーレイディ River Lady（79牝 Riverman）FR４勝，仏１０００ギニー

‐G1，グロット賞‐G3，P. de Cabourg‐L，etc.
＊ノーリユート（78牡 Luthier）GB・FR２勝，リュパン賞‐G1，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

221 カネトシパリッシュ２０２０ 牡・鹿 ４／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊

タピット Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�Tapit Tap Your Heelsカネトシパリッシュ インヴァーメイ Dynaformer

��
��
�Invermay芦ARG 2010 Balletomane

1l
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ガムシロップ（09青 ＊ロージズインメイ）�５勝�
〔産駒馬名登録数：２〕
ラムレットキス（17牝黒鹿 タニノギムレット）���出走
シカゴ（18牡栗 ＊ヘニーハウンド）���入着４回

２代母 メイケイシラオキ（97栗 ＊サンデーサイレンス）入着２回
ネクストウェーブ（06牡 ＊サウスヴィグラス）��１勝
ユウガナル（07牡 キングカメハメハ）１勝
ビッグスマイル（08牝 タニノギムレット）３勝，堀川特別，鳥屋野特別，山中湖特

別２着，中京スポニチ賞２着，大江山特別２着，etc.

３代母 ラッキーシラオキ（91栗 ＊ラツキーソブリン）��１勝

４代母 ヒロノスターカツプ（80鹿 ＊コインドシルバー）出走

５代母 ミスアシヤガワ（64鹿 ＊ヒンドスタン）２勝
［子］ ジヨーアスコツト（70牝 ＊ヴイミー）３勝，つつじ賞，障害４勝，障害特別

レデイーシラオキ（78牝 ＊セントクレスピン）４勝，中距離特別
［孫］ スターサンシャイン（86牡 サンシヤインボーイ）４勝，京都４歳特別

‐Jpn3，毎日杯‐Jpn3，きさらぎ賞‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬
ジヨーデイアレスト（83牝 キタノカチドキ）２勝，オークス‐Jpn1 ５着，
水仙賞２着

［曾孫］ スペシャルウィーク（95牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，ジャパンＣ‐G1，
日本ダービー‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，etc.，特別賞，種牡馬

ヒミツヘイキ（99牡 ＊ダミスター）１勝，ユニコーンＳ‐Jpn3，��４勝
�，報知ＧＰＣ，平和賞，etc.，ＮＡＲ優３歳

ジョーディシラオキ（97牝 ＊オジジアン）３勝，チューリップ賞‐Jpn3，
セプテンバーＳ，�２勝

プレシャスソング（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，
佐渡特別

ノボリユキオー（96牡 ＊トニービン）６勝，北九州短距離Ｓ‐OP ２着，Ｔ
Ｖ愛知ＯＰ‐OP ２着，etc.，��入着２回，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着

エブロスタイセイ（93牝 ＊エブロス）��３勝，東京３歳優駿牝馬２着

販売申込者・所有者： �小泉学＝新冠町朝日 �0146-47-2644
生 産 牧 場： �小泉学
飼 養 者： 萬牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5676

222 ガムシロップ２０２０ 牡・栗 ３／ ５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊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

＊ Devil His Due

�
�
�
�
�

��
��

�ロージズインメイ Tell a Secretガムシロップ ＊サンデーサイレンス

��
��
�メイケイシラオキ青 2009 ラッキーシラオキ

＊フロリースカツプ 3l
Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 カンポデフィオーリ（14黒鹿 ゼンノロブロイ）１勝
初仔

２代母 アルウェン（99栗 ＊トニービン）１勝
ルーシエン（06牝 ネオユニヴァース）�２勝

オテロ（12牡 メイショウサムソン）�３勝�入着，岩手ダービーダイヤモンド
Ｃ３着

ギンザボナンザ（07牝 ゼンノロブロイ）５勝，アネモネＳ‐L，ターコイズＳ‐L ２着，
ニューイヤーＳ‐L ３着，ポプラＳ，かもめ島特別，etc.
ゴールドギア（15牡 ロードカナロア）�５勝，メトロポリタンＳ‐L，緑風Ｓ，

八雲特別，魚沼特別２着，ＨＴＢ賞２着，etc.
レッドサイファー（09牡 フジキセキ）１勝
サンライズウェイ（10牡 ゴールドアリュール）３勝，中ノ岳特別，ドンカスターＣ３着
レッドルシアン（11牝 ゼンノロブロイ）１勝
クウェンヤ（18牝 カレンブラックヒル）��１勝�入着

３代母 アドラーブル（89栗 ＊ノーザンテースト）３勝，オークス‐Jpn1，桜花賞‐Jpn1
２着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４着，チューリップ賞‐OP，紅梅賞‐OP ２着
フサイチキャプテン（94牡 ＊トニービン）２勝，桑折特別，八瀬特別３着
エモシオン（95牡 ＊トニービン）５勝，京都記念‐Jpn2，菊花賞‐Jpn1 ３着，日経

新春杯‐Jpn2 ２着，etc.
サリーレ（96牡 ＊トニービン）２勝，すみれＳ‐OP，梅花賞３着
マイネルバイファル（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，夏木立賞３着，�10 勝��
ショウケイ（03牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，文知摺特別，�６勝�

４代母 ＊エコルシユ（82 USA黒鹿 Big Spruce）USA５勝
［子］ ノーザンレインボー（90牡 ＊ノーザンテースト）７勝，アクアマリンＳ，etc.，

障害７勝，中山大障害（春），東京障害特別（秋），優障害，種牡馬
デリキット（96牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，ニセコ特別，仲冬特別３
着，平ヶ岳特別３着

マルカダイナミック（95牡 アンバーシヤダイ）１勝，はなみずき賞２着
［孫］ エアピエール（96牡 フジキセキ）７勝，マーチＳ‐Jpn3 ３着，etc.，�

１勝�入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2238
生 産 牧 場： 坂本 智広
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

223 カンポデフィオーリ２０２０ 牡・黒鹿 ２／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルカンポデフィオーリ ＊トニービン

��
��
�アルウェン黒鹿 2014 アドラーブル

＊エコルシユ 14c
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 キクノアルバ（07鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（16）〕
キクノグロウ（15牝黒鹿 リーチザクラウン）��16 勝

２代母 ヤシマローマン（89鹿 ＊ブレイヴエストローマン）入着
ビゼンタイホウ（94牡 ビゼンニシキ）��７勝�４勝�
イチノハヤテヒメ（99牝 ＊シアトルダンサーⅡ）�１勝
テイエムデンコウ（00牡 ＊シアトルダンサーⅡ）１勝
シャコーミリオン（02牡 メジロライアン）３勝，猪苗代特別３着，岳特別３着，

��１勝
キクノアロー（03牡 キングヘイロー）４勝，アンタレスＳ‐G3 ２着，北山Ｓ，藤森特

別，雅Ｓ２着，etc.，��１勝�２勝�入着��，ダイオライト記念‐Jpn2，etc.
バブルガムローマン（05牡 バブルガムフェロー）�１勝�	�
キクノグラード（09牡 キングヘイロー）１勝，白鳥大橋特別３着，�８勝�１勝�1

2 勝
入着３回，尾張名古屋杯
キクノオーブ（11牡 ＊ケイムホーム）�４勝��

３代母 ナルタキグロリー（80鹿 ＊サンプリンス）１勝
トーワビゼン（87牡 ビゼンニシキ）５勝，五頭連峰特別，北方特別，シドニーＴ２

着，etc.
ピノキオビューティ（90牝 ＊モガミ）３勝，寺泊特別，豊明特別３着
クレバーウイン（94牝 ＊エブロス）
２勝��２勝�入着��，ひまわり賞３着

４代母 ナルタキブイミー（66鹿 ＊ヴイミー）４勝
［子］ マイティアロー（73牡 ＊ネヴアービート）４勝，師走特別，長良川特別

ダイイチマッハ（86牡 ビゼンニシキ）１勝，由布院特別２着，青島特別３着
フエードエリカ（84牝 マルゼンスキー）２勝，おおぞら特別２着

［孫］ キクノスカーレット（94牝 ＊ヘクタープロテクター）５勝，マーメイドＳ
‐Jpn3 ２着，パールＳ，高瀬川特別（２回）

スカイグローリ（87牡 ＊ダンサーズイメージ）６勝，道頓堀Ｓ，鈴鹿Ｓ，
八坂特別，etc.

トーセンマエストロ（02牡 ＊トワイニング）４勝，エリカ賞，知多特別２
着，唐津特別２着，etc.，�入着６回��

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

224 キクノアルバ２０２０ �・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 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターキクノアルバ ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�ヤシマローマン鹿 2007 ナルタキグロリー

＊アストニシメント 7c
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 キャントセイワーズ（09黒鹿 ＊アフリート）��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（４）〕
タイセイサニー（14牡栗 ディープスカイ）�１勝
パキュートハート（15牡鹿 ＊カジノドライヴ）�３勝，御陵Ｓ（Ｄ1900）２着
キタサンロッキー（17牡青鹿 ブラックタイド）���２勝
フィールドクラウン（18牡青 リーチザクラウン）�出走，��１勝

２代母 リファールニース（89青鹿 Greinton）不出走
リファールカンヌ（97牝 ＊デインヒル）不出走

ブルドッグボス（12牡 ダイワメジャー）７勝，��５勝�１勝�１勝�	入着２
回，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，クラスターＣ‐Jpn3，ＪＢＣスプリント
‐Jpn1 ３着（２回），東京盃‐Jpn2 ２着（３回），さきたま杯‐Jpn2 ２着，etc.，
ＮＡＲ優古牡（2回），ＮＡＲ優短距（2回），ＮＡＲ年代表，種牡馬

ビッグフリート（98牡 ＊アフリート）６勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，アクアルミナス
Ｓ，おけさ特別，豊栄特別，舞子特別，etc.，	10 勝
入着��

ダイワエッセンス（99牡 ＊ウォーニング）３勝，閃光特別，桜草特別，福島中央ＴＶ
杯３着

マヤノスターダム（02牡 ＊カーネギー）４勝，習志野特別，青島特別，ひいらぎ賞２
着，くすのき賞３着，障害４勝，阪神ジャンプＳ‐JG3

ヒラボクオウショー（04牡 ＊アフリート）４勝，両津湾特別，桜島特別３着
ジューンブライド（06牝 ＊アフリート）�２勝

コメート（12牡 ブラックタイド）２勝，ホープフルＳ‐G2 ２着，日本ダービー
‐G1 ５着，きんもくせい特別，種牡馬

クジュウクシマ（07牡 ＊アフリート）３勝，伊勢佐木特別，皿倉山特別２着，名古屋
日刊スポーツ杯２着，�２勝

３代母 ＊バーブスボールド（78 USA黒鹿 Bold Forbes）FR１勝，フィユドレール賞
‐G3 ２着

４代母 グーフトGoofed（60 USA栗 Court Martial）USA４勝，レイディーズＨ，
New York H，パジャントＨ２着，ジャージーベルＳ３着，マーゲイトＨ３着，etc.

販売申込者・所有者： 桑原牧場＝むかわ町宮戸 �080-6060-4012
生 産 牧 場： 桑原牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

225 キャントセイワーズ２０２０ 牡・黒鹿 ５／ ２
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyキャントセイワーズ Greinton

��
��
�リファールニース黒鹿 2009 ＊バーブスボールド

17b
Mr. Prospector M3×S5

価格： 購買者：



母 キャンベルイモン（06栗 バブルガムフェロー）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－６（33）〕
ホームイモン（10牝黒鹿 ＊ケイムホーム）�３勝�４勝
レアルイモン（12牡栗 ＊アグネスデジタル）１勝，���３勝
ウィンイモン（13牝栗 ＊グラスワンダー）�２勝��３勝
イリュージョニスト（16牡黒鹿 ＊パイロ）��12 勝�
ギエムボレロ（17牝栗 ＊サウスヴィグラス）��１勝�１勝��３勝
キクノイタダキ（18牝栗 エスポワールシチー）	１勝
ゴッドモード（19牡鹿 ＊パイロ）�地方未出走

２代母 エーピーダイヤ（94栗 ＊トニービン）入着
ヴンダー（01牡 フジキセキ）３勝，プリンシパルＳ‐L ２着，マーガレットＳ‐L ３

着，芙蓉Ｓ‐OP ３着，奥尻特別，精進湖特別２着，etc.
スティーヴイモン（07牡 ＊キャプテンスティーヴ）�３勝��６勝
デピュティイモン（11牝 ＊フレンチデピュティ）�３勝�入着３回

３代母 メジロジュリアン（86栗 ヤマニンスキー）不出走
エーピージュリアン（93牡 ＊リンドシェーバー）５勝，若草Ｓ‐OP ３着，etc.，��

１勝
１勝，船橋記念２着，ＴＶＫ盃３着，etc.
ロバリースター（96牝 ＊ジェイドロバリー）不出走

エーピーライデン（01牡 ワカオライデン）��４勝，ブルーバードＣ２着，ハ
イセイコー記念２着

ベネチアンテンズ（99牝 ＊クリスタルグリツターズ）２勝，�１勝��
ポイントプラス（09牡 ＊グラスワンダー）��17 勝�７勝，川崎マイラーズ３着
ナカノヘイロー（10牡 ゴールドヘイロー）�８勝�入着５回，土佐秋月賞３着

４代母 メジロパンテーラ（76栗 ＊シヤトーゲイ）２勝
［孫］ パリスナポレオン（91牡 メジロテイターン）５勝，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ

‐Jpn3 ２着，etc.，�１勝���
�，マーキュリーＣ‐Jpn3，マ
ーキュリーＣ‐Jpn3 ２着，etc.

［曾孫］ ショウナンアポロン（10牡 アドマイヤマックス）６勝，マーチＳ‐G3，マ
リーンＳ‐LR，赤富士Ｓ，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

226 キャンベルイモン２０２０ 牡・鹿 ５／１８
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーキャンベルイモン ＊トニービン

��
��
�エーピーダイヤ栗 2006 メジロジュリアン

＊アストニシメント 7c
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ギガンティア（04黒鹿 Fusaichi Pegasus）��１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（11）〕
アビスコ（10牡芦 ＊クロフネ）１勝
ラテンロック（11牡鹿 ＊クロフネ）５勝，エニフＳ‐L（Ｄ1400）３着，アハルテケＳ

‐OP（Ｄ1600）２着，ポラリスＳ‐OP（Ｄ1400）３着，大和Ｓ‐OP（Ｄ1200）３着，
ファイナルＳ‐OP（Ｄ1400）３着，播磨Ｓ（Ｄ1400），鳴海特別（Ｄ1400），羅
生門Ｓ（Ｄ1400）２着，立川特別（Ｄ1400）３着

オヒア（12牝黒鹿 ブラックタイド）４勝，岡崎特別（芝 1200），戎橋特別（芝 1200），
壬生特別（芝 1200）３着，別府特別（芝 1200）３着，皆生特別（芝 1200）３着

レディギャング（14牝芦 ＊クロフネ）１勝
ヴィルトブローム（19牝鹿 ルーラーシップ）�未出走

２代母 ＊ベストブート（99 USA栗 Storm Boot）USA１勝
サイトディーラー（06牝 キングカメハメハ）不出走

モズカッチャン（14牝 ＊ハービンジャー）４勝，エリザベス女王杯‐G1，フロー
ラＳ‐G2，オークス‐G1 ２着，秋華賞‐G1 ３着，エリザベス女王杯‐G1
３着，etc.

モズ（07牡 スペシャルウィーク）３勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，但馬Ｓ，ＳＴＶ杯，etc.，
�３勝�１勝�，かきつばた賞，北上川大賞典，etc.

クインズハリジャン（11牡 スペシャルウィーク）１勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ２着，�
２勝�６勝	１勝��

フォワードカフェ（12牡 マンハッタンカフェ）�３勝，館山特別，水仙賞，ＨＴＢ
賞２着，東雲賞２着，etc.，障害１勝，東京ジャンプＳ‐JG3 ２着

ベストティアーズ（14牝 ハーツクライ）２勝

３代母 ブライトティアラBright Tiara（89 USA栗 Chief's Crown）USA１勝
＊ゴールドティアラ（96牝 Seeking the Gold）７勝，プロキオンＳ‐Jpn3，etc.，�１

勝�１勝��入着，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，かきつばた記念‐Jpn3，etc.
ポーエツヴォイス Poet's Voice（07 牡 Dubawi）GB・FR・UAE４勝，クイーンエ

リザベス二世Ｓ‐G1，セレブレイションマイル‐G2，英シャンペインＳ‐G2，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 斉藤スタッド＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2823
生 産 牧 場： 斉藤スタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

227 ギガンティア２０２０ �・青鹿 ４／１８

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

フサイチペガサス Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Fusaichi Pegasus Angel Feverギガンティア
＊ Storm Boot

��
��
�ベストブート黒鹿 2004 Bright Tiara

10a
Mr. Prospector M3×S5×M5 Storm Cat S4×M4 Danzig M4×M5
Halo S5×M5
価格： 購買者：



母 クインズコノセ（12黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）��３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ケイアイタイム（18�鹿 ＊ダンカーク）���出走

２代母 ＊ワンダーキャット（96 USA鹿 Storm Cat）USA１勝
バラードズキャット Ballado's Cat（01 牝 Saint Ballado）USA・ARG４勝，カル

ロスＡメンディテギ賞‐G3 ２着，エウドロＪバルサ賞‐G3 ３着
リンダリンダリンダ Lindalindalinda（08牝 Val Royal）ARG４勝，サンイシ

ドロ２歳牝馬大賞‐G1 ２着，ホアキンＶマケダ賞‐G3 ２着，P. Melgar
ejo‐L ２着，P. Omnium‐L ３着

メアリーズギフトMary's Gift（09 牝 Honour and Glory）ARG２勝，P. Ba
yakoa‐L

グローリアスモーメントGlorious Moment（15 牡 Treasure Beach）�ARG
４勝，サンマルティン将軍大賞‐G1，チャカブコ賞‐G2，ブエノスアイレ
ス州賞‐G3，５月２５日大賞‐G1 ２着，P. Regimiento de Granaderos A C
aballo‐L ２着

ケイアイスウォード（05牡 Smoke Glacken）３勝，道新スポーツ杯３着，�３勝��
ケイアイカミーリア（07牝 ＊タイキシャトル）２勝

シャンデリアムーン（16牝 アドマイヤムーン）�４勝，しらかばＳ，皆生特別，
長篠Ｓ３着，アクアマリンＳ３着

ケイアイアポロン（08牡 ネオユニヴァース）２勝，大島特別２着，猪苗代特別３着，
�１勝��

ケイアイホクトセイ（10� ゴールドアリュール）１勝，�５勝��

３代母 ワングレイトレイディOne Great Lady（90 USA芦 Fappiano）USA２勝

４代母 グレイトレイディエムGreat Lady M.（75 USA芦 Icecapade）USA14 勝，
A Gleam H，La Brea S，Autumn Days H，Rancho Bernardo H，
Las Cienegas H，etc.
［子］ レイディズシークレット Lady's Secret（82 牝 Secretariat）USA25 勝，

ＢＣディスタフ‐G1，ホイットニーＨ‐G1，サンタマルガリータＨ
‐G1，etc.，

販売申込者・所有者： 佐々木 恵一＝浦河町上杵臼 �0146-28-1650
生 産 牧 場： 佐々木 恵一
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

228 クインズコノセ２０２０ 牡・鹿 ３／２５

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンクインズコノセ
＊ Storm Cat

��
��
�ワンダーキャット黒鹿 2012 One Great Lady

22d
Secretariat S5×M5 Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 クインズジュエリー（13鹿 ＊ハービンジャー）入着，�１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ケイティミシェル（18牝鹿 ヴァンセンヌ）�出走
ヒカリガサスホウヘ（19牝芦 エイシンヒカリ）���出走

２代母 マイスイートホーム（06黒鹿 ＊ブライアンズタイム）２勝
マイグレートレルム（12牡 ＊エンパイアメーカー）��３勝
マイキャラット（15牝 オルフェーヴル）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，ガルフストリームパークターフＨ‐G1，マン
ハッタン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： 曾我 博＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2221
生 産 牧 場： 曾我 博
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228
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＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlクインズジュエリー ＊ブライアンズタイム

��
��
�マイスイートホーム鹿 2013 ＊ホームスイートホーム

1g
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ゴールドフェスタ（08 USA黒鹿 Medaglia d'Oro）�入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（13）〕
セクシーセディー（13牝鹿 スズカマンボ）���５勝�１勝�２勝
デフィ（14牡鹿 ＊タートルボウル）�１勝
ラストマンボ（16牝黒鹿 スズカマンボ）��入着��１勝
ゴールドハイウェイ（17牝栗 スズカコーズウェイ）�１勝
スティールフェスタ（18牝鹿 ＊サウスヴィグラス）��３勝
モモサン（19牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）�未出走

２代母 フェスティバル（99鹿 ＊アサティス）２勝，�２勝��，北海道２歳優駿
‐Jpn3，エーデルワイス賞‐Jpn3，USA１勝，ダリアＨ‐G3

＊トゥービーハッピー（10牝 Bernardini）��４勝
ハヤブサザムライ（14牡 ＊サウスヴィグラス）�９勝��３勝�１勝
テイクユアハート（15牝 ＊ヨハネスブルグ）��１勝	３勝��３勝
ハクナマタタ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）２勝，��３勝��
ディーエスノレッジ（17牡 ゴールドアリュール）���１勝
スティールストーム（18牡 ＊シニスターミニスター）���２勝�２勝

３代母 ノースケープ（84鹿 ＊クラウンドプリンス）出走
バーナードスター（92牡 ＊アサティス）４勝，清里特別２着，霞ケ浦特別２着，セン

トポール賞３着，etc.
オーバーラップ（94牡 サツカーボーイ）
13 勝�３勝��	，中津大賞典，中津記

念２着
タマモノンストップ（96牡 ＊アサティス）４勝，吹田特別，久留米特別，鷹取特別２

着，etc.
スリーケープ（97牝 ＊ミシル）１勝

スリーオリオン（05牡 ＊オペラハウス）５勝，万葉Ｓ‐L ３着，日本海Ｓ，恋路
ケ浜特別，etc.

サントシエロ（98� ＊アサティス）２勝，千歳特別３着，�２勝

４代母 イーグランド（72鹿 ＊ヴエンチア）２勝
［子］ カリスタカイザー（83牡 ＊ノーザリー）３勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，京成杯

３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，小倉大賞典‐Jpn3 ３着，etc.，�９勝��入着

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
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＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊

メダーリアドーロ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Medaglia d'Oro Cappucino Bayゴールドフェスタ ＊アサティス

��
��
�フェスティバル黒鹿USA 2008 ノースケープ

＊アマリテユード 2f
Damascus S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 クラウンフォルテ（12栗 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
クラウンララファル（17牡鹿 フェノーメノ）���入着２回�２勝
マリノフォルテシモ（19牝黒鹿 ルーラーシップ）�未出走

２代母 ピンクリップス（01鹿 ＊エンドスウィープ）１勝
ネオアレクサンドラ（09牝 アグネスタキオン）２勝，�２勝
ネオヴィクトリア（10牝 ディープインパクト）２勝
ジュンヴァルカン（13牡 ネオユニヴァース）５勝，阿蘇Ｓ‐OP ３着，桃山Ｓ，松籟

Ｓ，三田特別，あずさ賞，etc.，��出走��出走

３代母 ＊マリスターⅡ（91 USA鹿 Baldski）USA５勝，Sweetest Chant S‐L，P
atricia S，デルマーオークス‐G1 ２着，リンダヴィスタＨ‐G3 ２着，ハニムー
ンＨ‐G3 ２着，etc.
ディアアドマイヤ（97牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ワイルドラズベリー（07牝 ＊ファルブラヴ）３勝，ローズＳ‐G2 ２着，秋華賞
‐G1 ４着，白百合Ｓ‐OP，etc.
ミッキーワイルド（15牡 ロードカナロア）�５勝，プロキオンＳ‐G3 ２着，
霜月Ｓ‐OP，欅Ｓ‐OP ２着，etc.

ピンクパピヨン（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，スイートピーＳ‐OP ３着，カ
ーネーション特別，衣笠特別３着，etc.
カフナ（08牡 キングカメハメハ）６勝，メトロポリタンＳ‐L，目黒記念‐G2 ３

着，小倉大賞典‐G3 ２着，etc.
マルロス（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，ダリア賞‐OP
サイバーキングダム（03牡 スペシャルウィーク）１勝，ベンジャミンＳ‐OP ２着
ベッラレイア（04牝 ナリタトップロード）３勝，フローラＳ‐Jpn2，オークス

‐Jpn1 ２着，エリザベス女王杯‐G1 ３着，etc.
ベッラレジーナ（11牝 ネオユニヴァース）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着
ベッラノーヴァ（18牝 エピファネイア）�１勝，フェアリーＳ‐G3 ３着

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

231 クラウンフォルテ２０２０ 牡・鹿 ２／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlクラウンフォルテ ＊エンドスウィープ

��
��
�ピンクリップス栗 2012 ＊マリスターⅡ

3o
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 クラシックセーラ（11鹿 キングカメハメハ）��５勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ビクトリーカノン（18牡鹿 ゼンノロブロイ）���１勝

２代母 マイグリーン（98鹿 ＊ダンシングブレーヴ）出走
トーセンシャレード（03牡 フサイチコンコルド）入着２回，��１勝
マイディスカバリー（05牝 ＊フォーティナイナー）３勝

テイエムジンソク（12牡 ＊クロフネ）９勝，東海Ｓ‐G2，みやこＳ‐G3，マリー
ンＳ‐LR，チャンピオンズＣ‐G1 ２着，エルムＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

マツノジャンプ（06牡 ダンスインザダーク）�５勝�１勝，北日本新聞杯３着
アースオデッセイ（07牡 ダンスインザダーク）��３勝
マイバーチュー（09牝 ＊シンボリクリスエス）�10 勝
エクボビューティー（12牝 ディープインパクト）入着，��１勝
マイハーベスト（13牝 ＊キンシャサノキセキ）入着，��５勝
アーバンイェーガー（14牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝，天王寺特別，初春Ｓ２着，

ＢＳイレブン賞２着，神無月Ｓ３着，日吉特別３着

３代母 ＊マイサクセション（92 USA栗 ＊クリミナルタイプ）不出走

４代母 マイジュリエットMy Juliet（72 USA黒鹿 Gallant Romeo）USA24 勝，ヴ
ォスバーグＨ‐G2，ミシガンマイルアンドワンエイスＨ‐G2，コティリオンＳ
‐G2，テストＳ‐G3，ヴェイグランシーＨ‐G3，etc.
［子］ ＊ステラマドリッド（87牝 Alydar）USA６勝，エイコーンＳ‐G1，フリゼ

ットＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1，etc.
ティズジュリエット Tis Juliet（86 牝 Alydar）USA３勝，シュヴィーＨ
‐G1，エイグリームＨ‐G2 ３着，シルヴァーベルズＨ‐G2 ３着，etc.

ボールドジュリー Bold Julie（79 牝 Bold Forbes）USA４勝，Spring
Valley H

［孫］ ダイヤモンドビコー（98牝 ＊サンデーサイレンス）７勝，阪神牝馬Ｓ
‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，優古牝

＊アイルドフランス（95牝 Nureyev）FR・USA６勝，ヒルズバーロウＨ
‐G3，ミネルヴ賞‐G3，Criterium de l'Ouest‐L，etc.

販売申込者・所有者： 坂戸牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2427
生 産 牧 場： 坂戸 節子
飼 養 者： Ｉｋｕｃｈｉｓｅ Ｓｔｕｄ＝日高町幾千世 �090-3115-2121

232 クラシックセーラ２０２０ �・鹿 ５／ ８
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プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスクラシックセーラ ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�マイグリーン鹿 2011 ＊マイサクセション

6a
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ＊スイートハビタット（00 IRE 栗 Grand Lodge）２勝，塩屋埼特別（芝 1200）３着，
飛竜特別（芝 1000）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７），地方－３（19）〕
スイートジョリ（08牝青 スペシャルウィーク）�８勝
ファシネイト（09牝栗 キングカメハメハ）��７勝
スイートサルサ（10牝栗 デュランダル）５勝，福島牝馬Ｓ‐G3，府中牝馬Ｓ‐G2

３着，クイーンＣ‐G3 ２着，愛知杯‐G3 ３着，ユートピアＳ（芝 1600），長
岡Ｓ（芝 1600），八ヶ岳特別（芝 1800）

シックザール（16牡栗 ジャスタウェイ）入着２回，���４勝
サクセスハーモニー（17牝栗 ダイワメジャー）�２勝

２代母 リンデスベリ Lindesberg（95 GB鹿 Doyoun）GB入着３回
アマデウスモーツァルト Amadeus Mozart（03� Mozart）GB・IRE・SIN11 勝，

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

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

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

クレヴァーマンClever Man（08� Librettist）GB・FR・GER５勝

３代母 ビーディスクリートBe Discreet（81 IRE 鹿 ＊ジユニアス）FR５勝
サラーバ Sarabah（88牝 Ela‐Mana‐Mou）GB１勝

ミスポラリスMiss Polaris（01 牝 Polar Falcon）GB１勝
ファシネイティングロック Fascinating Rock（11牡 Fastnet Rock）GB
・IRE８勝，英チャンピオンＳ‐G1，タタソールズゴールドＣ‐G1，キ
ルターナンＳ‐G3，etc.，種牡馬

ヨーテボリGothenberg（93 牡 ＊ポリッシュパトリオット）GB・FR・IRE・GER・
ITY・UAE７勝，ベルリンブランデンブルクトロフィ‐G2，エミリオトゥラテ
ィ賞‐G2，愛インターナショナルＳ‐G2，etc.，種牡馬

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

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

233 スイートハビタット２０２０ 牡・鹿 ２／２１
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＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード
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�
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�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス
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��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊

グランドロッジ Chief's Crown

�
�
�
�
�

��
��

�Grand Lodge La Papagenaスイートハビタット リンデスベリ Doyoun

��
��
�Lindesberg栗IRE 2000 Be Discreet

16a
Habitat M4×M5

価格： 購買者：



母 クリスマドンナ（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，障害１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（10）〕
マーブルクリス（14牡鹿 ネオユニヴァース）入着，�４勝
マレシャル（16牡栗 ディープブリランテ）入着２回，��２勝
アルマカーテナ（17牝鹿 リアルインパクト）��２勝�
スコトントン（18牝黒鹿 ベルシャザール）���１勝�１勝
ガイフウカイセイ（19牡青鹿 ミッキーアイル）�未出走

２代母 ＊オールモストフォーエヴァー（01 USA黒鹿 ＊キングオブキングス）IRE１勝
コーラルグリッタ（09牝 ゼンノロブロイ）１勝

３代母 トルーリーバウンド Truly Bound（78 USA鹿 In Reality）USA９勝，アシ
ュランドＳ‐G2，アーリントンワシントンラッシーＳ‐G2，コティリオンＳ‐G3，
Fair Grounds Oaks，Governor's Cup H，etc.

＊バウンドトゥダンス（86牝 Northern Dancer）不出走
シルクプリマドンナ（97牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，オークス‐Jpn1，桜花

賞‐Jpn1 ３着，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.
バウンディングミニスター Bounding Minister（88 牡 Deputy Minister）USA２勝，

Yearling Sales S‐LR ２着，種牡馬
シークレットトルース Secret Truth（89 牝 Secretariat）不出走

シークレットコーズ Secret Cause（03牝 Giant's Causeway）AUS２勝
エスカード Escado（09� Casino Prince）AUS５勝，ＳＡＪＣＳＡダービ
ー‐G1，ＭＶＲＣＪＲＡＣ‐G3，タッツＱＬＤタタソールズＣ‐G3，etc.

ハウスバウンド Housebound（91牡 Pancho Villa）USA３勝，Friar Rock S‐L，
Woodstock S‐L

シェルジンジャー Shell Ginger（94 牝 Woodman）IRE２勝，キラヴランＳ‐G3
ヨーマンズポイント Yeoman's Point（96� Sadler's Wells）IRE・ITY３勝，C

hallenge S‐L，カラＣ‐G3 ２着，GB・IRE障害４勝

４代母 ナタシュカNatashka（63 USA黒鹿 Dedicate）USA８勝，アラバマＳ，モン
マスオークス，サンタマリアＨ，ミスウッドフォードＳ，ラスフローレスＨ，etc.

販売申込者・所有者： 猿橋 義昭＝浦河町東栄 �0146-25-2815
生 産 牧 場： 猿橋 義昭
飼 養 者： 猿橋 義昭＝浦河町東栄 �0146-25-2815

234 クリスマドンナ２０２０ �・青鹿 ４／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayクリスマドンナ
＊

＊キングオブキングス

��
��
�オールモストフォーエヴァー黒鹿 2007 Truly Bound

13c
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 クリーンプリンセス（09黒鹿 ジャングルポケット）��出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
ダイヤファントム（15�鹿 アッミラーレ）��４勝�入着３回
クリーンガーベラ（16牝黒鹿 ストロングリターン）�４勝�
エクスアリアステラ（19牝芦 ＊ダンカーク）�	出走

２代母 ガトーショコラ（96鹿 フジキセキ）２勝
アンジェトワール（03牝 テイエムオペラオー）２勝
ダッシュタイカン（04牡 タニノギムレット）��２勝
ルルパンブルー（05牝 ジャングルポケット）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，ファルコ

ンＳ‐Jpn3 ３着，カンナＳ‐OP，ききょうＳ‐OP ３着
ライラックカラー（15牡 ルーラーシップ）�５勝，カーバンクルＳ‐OP，奥多

摩Ｓ，千歳特別，三鷹特別３着，障害１勝
シャルフミニョンヌ（06牝 ジャングルポケット）入着，�１勝
ショコラティエ（07牝 ＊アルカセット）
６勝
ガトーディマンシュ（08牝 ステイゴールド）�４勝
クリールシャルマン（10牝 ジャングルポケット）�１勝
マジックポケット（13牝 ジャングルポケット）
１勝�２勝
クリノダヴィンチ（14牡 ＊キングズベスト）
１勝�１勝
ラズワルド（15牡 ジャングルポケット）入着，�２勝
���入着４回

３代母 スリーフェアリー（89鹿 ＊リアルシヤダイ）１勝
チアズビューティ（95牝 サクラユタカオー）３勝，大倉山特別，�１勝
ナイキアムール（04牝 マヤノトップガン）�２勝�

オーゴンノキズナ（18牝 ローズキングダム）��３勝�，梅桜賞２着，若草賞３着

４代母 スリードーター（82鹿 ＊サンプリンス）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ター
コイズＳ‐OP ２着，初富士賞，岩室特別，立冬特別２着，etc.
［曾孫］ ダンツキャンサー（11牝 アドマイヤジャパン）４勝，マーガレットＳ‐LR，

クイーンＳ‐G3 ３着，安土城Ｓ‐OP ２着，etc.，障害２勝
ダンツゴウユウ（14牡 バンブーエール）７勝，大沼Ｓ‐L，吾妻小富士Ｓ
‐OP，秋嶺Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲笹地牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1778
生 産 牧 場： ㈲笹地牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

235 クリーンプリンセス２０２０ �・黒鹿 ４／１４

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマークリーンプリンセス フジキセキ

��
��
�ガトーショコラ黒鹿 2009 スリーフェアリー

＊ビユーチフルドリーマー 12
Nureyev S3×M4 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 クレバーオーロラ（09芦 ＊クロフネ）１勝，��１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ファータスーフル（17牝青鹿 ホールウォーカー）���入着
シュバルマル（18牡芦 フリオーソ）���１勝

２代母 アグネスキフジン（01鹿 ＊サンデーサイレンス）�４勝
マーベラスビジン（08牝 ＊クロフネ）１勝
アルマセクレタ（11牡 ＊シンボリクリスエス）１勝

３代母 ＊スウィーピングズ（89 USA鹿 Mr. Prospector）USA１勝
スイープデイ Sweep Day（94牝 Cox's Ridge）不出走

スイープドミノ Sweep Domino（99� Mashaallah）CHI２勝，コーパジャク
ソン‐G2 ３着，USA障害４勝

アンダーザラグUnder the Rug（95牝 Lord AtWar）USA12 勝，Obeah S‐L，
Nastique S‐L，Julie Snellings Memorial S‐L，etc.
ワカマウWaccamaw（06牝 War Chant）USA・CAN６勝，Ontario Fash

ion S‐L ２着（２回），Sweet Briar Too S‐L ３着
ラスマルヴィナス Las Malvinas（98 牝 Lord AtWar）USA５勝

ラスマルヴェガス Las Malvegas（09 牝 Half Ours）USA・CAN２勝，Pre
sque Isle Debutante S‐L ２着

バーボンウォーフェアBourbonWarfare（11 牝 Colonel John）USA２勝
アングルオヴアタック Angle of Attack（17 牝 Maclean's Music）�US
A４勝，Eleanor Casey Memorial S‐R

スパニッシュソウル（03牝 フジキセキ）３勝，木津川特別２着，遊楽部特別２着，
洞爺湖特別３着，etc.
タガノアム（15牝 ＊ハードスパン）４勝，エニフＳ‐L ３着，三河Ｓ，夙川特別，etc.

４代母 ブルームダンス Broom Dance（79 USA鹿 Dance Spell）USA９勝，アラ
バマＳ‐G1，ガゼルＨ‐G2，ベッドオーロージズＨ‐G3，ヴェイグランシーＨ
‐G3，ポストデブＳ‐G3，etc.
［子］ ＊エンドスウィープ（91牡 ＊フォーティナイナー）USA６勝，ジャージーシ

ョアＳ‐G3，Highlander S‐L，Kentucky Cup Sprint S‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ストロベリーフィールドファーム㈱＝むかわ町米原 �0145-47-2828
生 産 牧 場： ストロベリーフィールドファーム㈱
飼 養 者： ㈲太盛トレーニングセンター＝新冠町節婦町 �0146-47-4848

236 クレバーオーロラ２０２０ 牡・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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュークレバーオーロラ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アグネスキフジン芦 2009 ＊スウィーピングズ

4r
サンデーサイレンス S3×M3 Hold Your Peace S4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 クレバーパルマ（10栗 ＊ブライアンズタイム）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
バイラール（16牝栗 スマートファルコン）��３勝�入着２回

２代母 アレグリアス（02鹿 ＊フォーティナイナー）１勝
スフィンクス（09牝 リンカーン）３勝，�２勝，栗駒賞，栗駒賞３着，白嶺賞３着

スペクタクル（18牡 ＊ヘニーヒューズ）�２勝，オキザリス賞３着
ボナフォルトゥーナ（12牡 ダイワメジャー）１勝

３代母 ＊インヴァイト（86 IRE 鹿 Be My Guest）GB２勝
タイムオヴトラブルTime of Trouble（92 牝 ＊ウォーニング）GB・FR・UAE３勝

マーアドゥールMa Adour（01 牡 In TheWings）FR・ITY２勝，P. Circo
Massimo‐L ３着

リザーブシート（95牝 ＊クリエイター）入着７回
アスクレピアス（02牝 ＊ヘクタープロテクター）入着
ヘイジームーン（11牝 アドマイヤムーン）４勝，スイートピーＳ‐LR ３着，
葉山特別，カーネーションＣ，etc.

ソリッドプラチナム（03牝 ステイゴールド）３勝，マーメイドＳ‐Jpn3，マー
メイドＳ‐G3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３着，etc.

ウインクリューガー（00牡 ＊タイキシャトル）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，アーリ
ントンＣ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，障害１勝，種牡馬

４代母 バークレアBurghclere（77 GB鹿 Busted）GB１勝
［子］ ＊ウインドインハーヘア（91牝 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカル

‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，etc.
カポディモンテ Capo Di Monte（82 牝 Final Straw）GB・FR・USA５
勝，ヴァインランドＨ‐G3，Pretty Polly S‐L，Virginia S‐L，etc.

［孫］ ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，
宝塚記念‐G1，日本ダービー‐Jpn1，etc.，年代表（2回），優３牡，
優古牡，種牡馬

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

販売申込者・所有者： ㈲クリアファーム＝日高町豊郷 �01456-7-2988
生 産 牧 場： ㈲クリアファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

237 クレバーパルマ２０２０ �・栗 ３／ ６

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayクレバーパルマ ＊フォーティナイナー

��
��
�アレグリアス栗 2010 ＊インヴァイト

2f
Roberto M3×S5 Mr. Prospector M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 グレースシャンティ（13芦 ダノンシャンティ）�２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
グレースシラオキ（18牝芦 シェイクザバーレイ）���１勝

２代母 グレースシルエット（97芦 ＊ミルジヨージ）４勝
ヒロノグレガ（05牡 ＊ハンセル）１勝
ヒロノペニー（06牝 トウカイテイオー）�４勝
セリトスガッテン（08牝 オンファイア）�２勝
ヒロノシラユキ（09牝 ブラックタキシード）�２勝
ランクローズ（10牡 デュランダル）�５勝
ラヴァンタージュ（11牝 アドマイヤマックス）��７勝
グレースドナヒュー（12牝 ＊キンシャサノキセキ）�１勝

３代母 グレースアストリア（93芦 ＊メンデス）不出走
マイネマスカレード（01牝 ＊ウォーニング）２勝

ニナガワルフィー（13牡 マツリダゴッホ）�１勝，九州ジュニアＣｈ３着

４代母 グレースシラオキ（84黒鹿 ＊ノノアルコ）３勝，根岸Ｓ‐Jpn3，信濃川特別２
着，��２勝
［子］ スーパーグラント（91牡 ＊ミルジヨージ）４勝，岩室特別，伊達特別，越

後Ｓ２着，etc.
スーパーマクレガー（94牡 ＊ミルジヨージ）１勝，白河特別，帆柱山特別
２着，ＮＳＴ賞２着，etc.，�４勝�入着

スーパーウインザー（98牡 ダンスインザダーク）１勝，春菜賞，寒竹賞３
着，	
１勝

５代母 ニツコーテスコ（77黒鹿 ＊テスコボーイ）３勝
［子］ カズノシラオキ（90牝 ニツポーテイオー）４勝，セントウルＳ‐Jpn3 ３

着，摩周湖特別，ＴＶｈ賞，etc.
スーパーオリンピア（87牡 ＊コインドシルバー）１勝，柏崎特別２着，�
１勝�入着

カズノウイナー（91牡 マルゼンスキー）１勝，サルビア賞３着

販売申込者・所有者： ㈱セイクリットファーム＝日高町平賀 �01456-7-8383
生 産 牧 場： 藤本 直弘
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

238 グレースシャンティ２０２０ 牡・鹿 ３／２６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�ダノンシャンティ ＊シャンソネットグレースシャンティ ＊ミルジヨージ

��
��
�グレースシルエット芦 2013 グレースアストリア

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M5×M5 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 クロストウショウ（07鹿 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（９）〕
トウショウシェル（13牡芦 ＊クロフネ）�４勝
シゲルパンダ（14牝栗 ローエングリン）��１勝
クロスデスティニー（15牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）入着，�３勝
ラブミーリチャード（16牝黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
ワスカランテソーロ（17牡栗 スクリーンヒーロー）�１勝
プレジャジンク（18牝黒鹿 エピファネイア）�入着

２代母 マザートウショウ（90黒鹿 ＊ステイールハート）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，Ｔ
Ｖ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，函館３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ５着，菖
蒲Ｓ‐OP ３着
トウショウトリガー（97牡 ＊ソヴィエトスター）５勝，京葉Ｓ‐OP ２着，福島民友

Ｃ‐OP ３着，ブラッドストーンＳ，アクアマリンＳ，etc.，障害１勝，�入着，
クラスターＣ‐Jpn3 ３着

ナウシカトウショウ（01牝 メジロライアン）１勝，サフラン賞３着
トウショウガナー（04牡 ＊フォーティナイナー）４勝，葛飾特別，八海山特別，初日

の出Ｓ２着，etc.，�２勝�１勝�入着，白銀争覇，マイル争覇２着
アームズトウショウ（06牝 ＊コロナドズクエスト）２勝
デプロマトウショウ（09牝 ＊ファスリエフ）２勝

３代母 エイテイトウシヨウ（78黒鹿 ＊ダンデイルート）９勝，中山記念（２回），金杯，
Ｒたんぱ賞，中山記念‐Jpn2 ２着，東京新聞杯２着（２回），etc.
トウショウヒューイ（88牡 ＊ロイヤルスキー）５勝，東京新聞杯‐Jpn3 ２着，七夕

賞‐Jpn3 ３着，エプソムＣ‐Jpn3 ３着，etc.

４代母 ソシアルトウシヨウ（72黒鹿 ＊ヴエンチア）２勝，オークス２着，アルメリア賞
［子］ トウシヨウペガサス（79牡 ＊ダンデイルート）８勝，中山記念‐Jpn2，ダ

ービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
トウシヨウサミツト（82牡 ＊サンシー）５勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2，函館記念
‐Jpn3 ３着（２回），金杯‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬

トウショウマリオ（85牡 ＊ノノアルコ）４勝，東京新聞杯‐Jpn3，京成杯
‐Jpn3，弥生賞‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲嶋田牧場＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3535
生 産 牧 場： ㈲嶋田牧場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

239 クロストウショウ２０２０ �・黒鹿 ３／１０

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラクロストウショウ ＊ステイールハート

��
��
�マザートウショウ鹿 2007 エイテイトウシヨウ

＊ソシアルバターフライ 1w
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 クールアイランド（15青鹿 ハットトリック）出走
初仔

２代母 ＊シェイクズセレナーデ（06 USA芦 Unbridled's Song）USA３勝
ショウナンバビアナ（16牝 ディープインパクト）�３勝，ＴＶ山梨杯，多摩川Ｓ３着
ハーツラプソディ（18牝 ハーツクライ）�１勝

３代母 デザートストーマーDesert Stormer（90 USA鹿 Storm Cat）USA７勝，Ｂ
Ｃスプリント‐G1，ラスフローレスＨ‐G3，ランチョベルナルドＨ‐G3，Cami
lla Urso H‐L，サンタモニカＨ‐G1 ３着，etc.
サハラゴールド Sahara Gold（97牝 Seeking the Gold）USA４勝，ボーモントＳ

‐G2，Eliza S‐L，Hurricane Bertie S‐L ２着，etc.
フォレストシティガール Forest City Girl（02 牝 Deputy Minister）不出走
アウトスカートレイディOutskirt Lady（07牝 Purge）USA・PAN２勝，
P. Jose A. Perez y Bernabe Perez F.‐L，P. German Ruiz Barrancos
‐L ２着

サハラヒート Sahara Heat（04 牡 A.P. Indy）USA・CAN３勝，マリーンＳ
‐G3，種牡馬

エンリッチメントEnrichment（08 牝 Ghostzapper）USA入着４回
リブレータ Libreta（13 牝 Girolamo）USA２勝，New York Stallion S‐R
エスティダーフ Estihdaaf（16 牡 Arch）�GB・UAE２勝，ＵＡＥ２０００ギ
ニー‐G3

ベターラッキー Better Lucky（09牝 Ghostzapper）USA６勝，メイトリアー
クＳ‐G1，ファーストレイディＳ‐G1，サンズポイントＳ‐G2，etc.

ファイナルフロンティア Final Frontier（15� Ghostzapper）�USA４勝，B
elmont Turf Sprint Invitational S‐L，Lucky Coin S‐R ２着

エンセナダ Ensenada（01牝 Seeking the Gold）USA３勝，Phoenix S２着
レンディションRendition（07牝 A.P. Indy）USA１勝
ブラックオプス Black Ops（13� ＊ハードスパン）�USA７勝，Budwe
iser Special H（２回），Winsham Lad H３着

カシノホスト Casino Host（08牡 Dynaformer）USA４勝，マーヴィンＨムニスメ
モリアルＨ‐G2，デルマーＨ‐G2，エディリードＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

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： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

240 クールアイランド２０２０ 牡・青 ３／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハットトリック ＊トリッキーコードクールアイランド
＊ Unbridled's Song

��
��
�シェイクズセレナーデ青鹿 2015 Desert Stormer

21a
サンデーサイレンス S3×M3 Damascus M5×M5

価格： 購買者：



母 ケイアイセイラ（09栗 ＊タイキシャトル）���１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
ライトセイラ（15牝黒鹿 エイシンフラッシュ）��５勝�１勝�１勝��入着２回
ゴールドパイロ（16牝栗 ＊パイロ）��１勝
センシャ（17牡黒鹿 ＊パイロ）���２勝
シャインビリーヴ（18牝鹿 ホッコータルマエ）��１勝
ピンクプラム（19牝栗 アドマイヤムーン）���入着

２代母 ＊ワンダーキャット（96 USA鹿 Storm Cat）USA１勝
バラードズキャット Ballado's Cat（01 牝 Saint Ballado）USA・ARG４勝，カル

ロスＡメンディテギ賞‐G3 ２着，エウドロＪバルサ賞‐G3 ３着
リンダリンダリンダ Lindalindalinda（08牝 Val Royal）ARG４勝，サンイシ

ドロ２歳牝馬大賞‐G1 ２着，ホアキンＶマケダ賞‐G3 ２着，P. Melgar
ejo‐L ２着，P. Omnium‐L ３着

メアリーズギフトMary's Gift（09 牝 Honour and Glory）ARG２勝，P. Ba
yakoa‐L

グローリアスモーメントGlorious Moment（15 牡 Treasure Beach）�ARG
４勝，サンマルティン将軍大賞‐G1，チャカブコ賞‐G2，ブエノスアイレ
ス州賞‐G3，５月２５日大賞‐G1 ２着，P. Regimiento de Granaderos A C
aballo‐L ２着

ケイアイスウォード（05牡 Smoke Glacken）３勝，道新スポーツ杯３着，�３勝��
ケイアイカミーリア（07牝 ＊タイキシャトル）２勝

シャンデリアムーン（16牝 アドマイヤムーン）�４勝，しらかばＳ，皆生特別，
長篠Ｓ３着，アクアマリンＳ３着

ケイアイアポロン（08牡 ネオユニヴァース）２勝，大島特別２着，猪苗代特別３着，
	１勝��

ケイアイホクトセイ（10
 ゴールドアリュール）１勝，	５勝��

３代母 ワングレイトレイディOne Great Lady（90 USA芦 Fappiano）USA２勝

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

241 ケイアイセイラ２０２０ �・鹿 ３／１７
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンケイアイセイラ
＊ Storm Cat

��
��
�ワンダーキャット栗 2009 One Great Lady

22d
Halo S4×M4×S5 Ballade M4×S5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 コイヲダキシメヨウ（14鹿 ＊ワークフォース）１勝
初仔

２代母 トゥハーモニー（00青鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
スペシャルブレイド（05牡 サクラバクシンオー）２勝，さざんかＳ‐OP ３着，仁山

特別２着
レオウィザード（06牡 ＊タイキシャトル）２勝，ひめさゆり賞３着
レオプライム（07牡 サクラバクシンオー）５勝，京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，心

斎橋Ｓ，中京スポーツ杯，なずな賞
フェニックスソード（08牡 ネヴァーフォゲット）１勝
ビジュアルサポート（09牝 ＊ストラヴィンスキー）�８勝
コンコード（12牡 ＊エンパイアメーカー）入着，障害３勝，�２勝
ダイアトニック（15牡 ロードカナロア）�７勝，スワンＳ‐G2，函館スプリントＳ

‐G3，安土城Ｓ‐L，高松宮記念‐G1 ３着，京都金杯‐G3 ２着，etc.

３代母 エアレジェーロ（94鹿 ＊アレミロード）１勝
チュニジアンブルー（06牡 アッミラーレ）３勝，オーロラ特別，芍薬賞，�15 勝�

入着３回��，福永洋一記念２着，etc.

４代母 ＊アルパインスウイフト（83 USA黒鹿 Storm Bird）IRE 出走
［子］ トウカイシャネル（93牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3 ２着

メイショウデンセツ（96� ＊クリスタルグリツターズ）１勝，障害２勝，
東京オータムジャンプ‐JG3 ２着

［孫］ 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，etc.，	１勝，種牡馬

［曾孫］ ヴォーグトルネード（09牡 ネオユニヴァース）６勝，ブリリアントＳ‐L，
ブラジルＣ‐LR ３着，ＢＳＮ賞‐L ３着，etc.

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，etc.

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

242 コイヲダキシメヨウ２０２０ �・青鹿 ４／２０

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１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

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonコイヲダキシメヨウ ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥハーモニー鹿 2014 エアレジェーロ

＊アルパインスウイフト 2d
Halo M4×S5 Storm Bird S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 コンゴウビジン（15黒鹿 ＊ケイムホーム）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ワールドパレス（19牡鹿 ワールドエース）�出走

２代母 ジューンブライド（06鹿 ＊アフリート）�２勝
コメート（12牡 ブラックタイド）２勝，ホープフルＳ‐G2 ２着，日本ダービー‐G1

５着，きんもくせい特別，種牡馬
フルートフルデイズ（17牝 ブラックタイド）�１勝

３代母 リファールニース（89青鹿 Greinton）不出走
リファールカンヌ（97牝 ＊デインヒル）不出走

ブルドッグボス（12牡 ダイワメジャー）７勝，��５勝�１勝�１勝��入着
２回，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，クラスターＣ‐Jpn3，ＪＢＣスプリント
‐Jpn1 ３着（２回），etc.，ＮＡＲ優古牡（2回），ＮＡＲ優短距（2回），Ｎ
ＡＲ年代表，種牡馬

ビッグフリート（98牡 ＊アフリート）６勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，アクアルミナス
Ｓ，おけさ特別，etc.，�10 勝�入着��

ダイワエッセンス（99牡 ＊ウォーニング）３勝，閃光特別，桜草特別，福島中央ＴＶ
杯３着

ビッグカーネギー（01牡 ＊カーネギー）１勝，こけもも賞３着
マヤノスターダム（02牡 ＊カーネギー）４勝，習志野特別，青島特別，etc.，障害４

勝，阪神ジャンプＳ‐JG3
ヒラボクオウショー（04牡 ＊アフリート）４勝，両津湾特別，桜島特別３着
クジュウクシマ（07牡 ＊アフリート）３勝，伊勢佐木特別，皿倉山特別２着，名古屋

日刊スポーツ杯２着，	２勝

４代母 ＊バーブスボールド（78 USA黒鹿 Bold Forbes）FR１勝，フィユドレール賞
‐G3 ２着
［孫］ マジカルミスMagical Miss（98 牝 ＊デインヒル）AUS４勝，ＶＲＣオー

クス‐G1，ＭＲＣ１０００ギニー‐G1，ＭＲＣメムシーＳ‐G2，etc.
＊シーキングザパール（94牝 Seeking the Gold）７勝，ＮＨＫマイルＣ

‐Jpn1，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，FR・USA１勝，モー
リスドゲースト賞‐G1

販売申込者・所有者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338
生 産 牧 場： ゼットステーブル
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

243 コンゴウビジン２０２０ 牡・青鹿 ４／ ２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayコンゴウビジン ＊アフリート

��
��
�ジューンブライド黒鹿 2015 リファールニース

＊バーブスボールド 17b
Mr. Prospector S4×M4×M4

価格： 購買者：



母 ゴールドジェーン（08鹿 キングカメハメハ）２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ゴールドサブリナ（17牝青鹿 キズナ）��出走�２勝
ツルマルクックー（19牝鹿 ディープブリランテ）�地方未出走

２代母 ＊インキュラブルロマンティック（91 USA黒鹿 Stop the Music）USA４勝，
San Jose Breeders' Cup H，Santa Clara H‐R ２着，Ribbonwood Farm
H２着，Alameda County Fillies andMares H‐L ３着，James Wiggins B
C H３着
ゴールドラベル（98牡 ＊オジジアン）�４勝
キネティクス（99牡 ＊フォーティナイナー）８勝，富士Ｓ‐G3，キャピタルＳ‐L，東

京新聞杯‐Jpn3 ２着，富士Ｓ‐G3 ３着，シリウスＳ‐Jpn3 ３着，etc.
フジノウェーブ（02牡 ＊ブラックタイアフェアー）入着２回，カペラＳ‐Jpn3 ３着，

�２勝��21 勝�，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，東京スプリン
ト‐Jpn3 ２着（２回），東京スプリント‐Jpn3 ３着，etc.，ＮＡＲ優古馬，Ｎ
ＡＲ優短距（2回）

ゴールドコイン（05牝 ＊デヒア）�11 勝�入着��
キクノレヨン（12牝 ＊エンパイアメーカー）�６勝�１勝�入着２回，園田クイ

ーンセレクション２着
オールインワン（13牡 アドマイヤムーン）５勝，淀屋橋Ｓ（２回），戎橋特別３着
グランドディアマン（14牡 ルーラーシップ）２勝，伏竜Ｓ‐OP ３着

ベルウッドテンプウ（09牡 ＊フレンチデピュティ）�２勝�２勝

３代母 ワンアイラヴOne I Love（76 USA黒鹿 Sir Ivor）USA５勝
バンドリーダー Band Leader（85 牡 Mr. Leader）USA８勝，Fort McHenry H

‐L ２着，Broad Brush S‐L ２着
アーノルドエス Arnold S.（89	 Northern Jove）USA３勝，Canadian Derby

‐L ２着，Alberta Derby‐L ２着，Western Canada H３着
クリプトスター Crypto Star（94 牡 Cryptoclearance）USA５勝，アーカンソーダー

ビー‐G2，ルイジアナダービー‐G3，ホイットニーＨ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

４代母 デルタエンプレスDelta Empress（70 USA黒鹿 Delta Judge）USA４勝，
フォールズシティＨ‐G3，Pocahontas S２着

販売申込者・所有者： 笹島 政信＝浦河町上絵笛 �0146-22-0709
生 産 牧 場： 笹島 政信
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

244 ゴールドジェーン２０２０ 牡・青鹿 ３／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスゴールドジェーン
＊ Stop the Music

��
��
�インキュラブルロマンティック鹿 2008 One I Love

4j
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 ジオパーククイーン（14黒鹿 ＊バトルプラン）�４勝
初仔

２代母 アドマイヤパンチ（06青鹿 ＊ワイルドラッシュ）出走
ファイナルブロー（11牡 カンパニー）１勝，湯沢特別２着
ワンダフルラッシュ（13牝 ＊バゴ）３勝，葵Ｓ‐LR ３着，クリスマスローズＳ‐OP

３着，黒松賞，道新スポーツ杯２着
サンレイポケット（15牡 ジャングルポケット）�５勝，新潟大賞典‐G3，毎日王冠

‐G2 ３着，白富士Ｓ‐L ２着，新潟記念‐G3 ３着，ジューンＳ，etc.
スズカブランコ（16牡 ＊ケープブランコ）�１勝

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

吉野ヶ里記念
アドマイヤケルソ（08牡 アドマイヤドン）３勝，万葉Ｓ‐L ２着，睦月賞，鷹取特別

２着，etc.
アドマイヤドバイ（10牡 アドマイヤムーン）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ３着，

きさらぎ賞‐G3 ３着，斑鳩Ｓ，etc.
アドマイヤデウス（11牡 アドマイヤドン）５勝，日経賞‐G2，日経新春杯‐G2，若

葉Ｓ‐LR，etc.

４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.
［子］ アドマイヤホープ（01牡 ＊フォーティナイナー）２勝，米子Ｓ‐L，障害２

勝，�１勝��１勝�入着��	�，全日本２歳優駿‐Jpn1，北海道
２歳優駿‐Jpn3，etc.

アドマイヤフジ（02牡 アドマイヤベガ）６勝，日経新春杯‐Jpn2，中山金
杯‐G3（２回），若葉Ｓ‐L，etc.

アドマイヤコスモス（07牡 アドマイヤマックス）５勝，福島記念‐G3，大
原Ｓ，京橋特別，etc.，�２勝

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，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

245 ジオパーククイーン２０２０ 牡・黒鹿 ４／２０
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊
＊エンパイアメーカー

�
�
�
�
�

��
��

�バトルプラン Flandersジオパーククイーン ＊ワイルドラッシュ

��
��
�アドマイヤパンチ黒鹿 2014 ロイヤルカード

＊アドマイヤラピス 1l
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊スノーキトゥン（01 GB黒鹿 Storm Cat）不出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），海外－１（２），地方－３（22）〕
ファンタスティクスノー Fantastic Snow（06 USA牝鹿 ＊ファンタスティックライト）

不出走
ファンタスマゴリコ Fantasmagorico（11牡 Scat Daddy）CHI５勝，アルベルト

Ｖインファンテ賞‐G1，コロナシオン大賞‐G2，エルダービー‐G1 ２着，ナ
シオナルリカルドリオン賞‐G1 ２着，エルエンサヨ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

フライアー Flyer（12 牡 Scat Daddy）CHI・BRZ４勝，チリ２０００ギニー‐G1，
クリアドレスマチョス賞‐G2，コロナシオン大賞‐G2，エルダービー
‐G1 ２着，エルエンサヨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

スノーシーカー Snow Seeker（07 USA牝鹿 Seeking the Gold）USA・CAN２勝
フレンチーボブキャット Frenchy Bobcat（14� Sixthirteen）USA１勝，C

avonnier Juvenile S３着
エンバーゴ（10牡黒鹿 ＊アルカセット）�３勝�４勝
スノーレパード（11牝黒鹿 ＊ストーミングホーム）２勝
スキースクール（12牝青鹿 ＊パイロ）２勝
スノードルフィン（13牡黒鹿 ＊ストーミングホーム）３勝，�13 勝
フォックステイル（14�黒鹿 ＊ストリートセンス）�２勝�入着

２代母 エンバシー Embassy（95 GB鹿 Cadeaux Genereux）GB３勝，チヴァリー
パークＳ‐G1，プリンセスマーガレットＳ‐G3，ローザーＳ‐G2 ２着
ポリテスPolitesse（00 牝 Barathea）不出走

キングズアポースル King's Apostle（04 牡 ＊キングズベスト）GB・FR７勝，
モーリスドゲースト賞‐G1，ダイアデムＳ‐G2，デュークオヴヨークＳ
‐G2 ２着，種牡馬

ディプロマティックDiplomatic（05� Cape Cross）GB９勝
ビューローBureau（11牝 Halling）GB４勝
キングズパヴィリオンKing's Pavilion（13� ＊キングズベスト）�GB・FR７勝

３代母 パスザピース Pass the Peace（86 IRE 鹿 Alzao）GB・FR・IRE・ITY５勝，
チヴァリーパークＳ‐G1，フレッドダーリングＳ‐G3，愛デビュターントＳ
‐G3，仏１０００ギニー‐G1 ２着，サンチャリオットＳ‐G2 ３着，etc.

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

246 スノーキトゥン２０２０ �・鹿 ４／１９

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊

ストームキャット Storm Bird

�
�
�
�
�

��
��

�Storm Cat Terlinguaスノーキトゥン エンバシー Cadeaux Genereux

��
��
�Embassy黒鹿GB 2001 Pass the Peace

8f
Secretariat M4×S5 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊サーソーラ（05 FR鹿 Dalakhani）FR２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
エイシンエンデバー（15牡黒鹿 ヴィクトワールピサ）�２勝�
ギョベクリテペ（18牝鹿 ＊マクフィ）�入着２回
サンハンニバル（19牡鹿 ＊ノヴェリスト）�未出走

２代母 サルカラ Sarkala（98 IRE 鹿 Caerleon）FR入着２回
サルーカ Sarouka（04牝 ＊キングズベスト）FR４勝

３代母 サルリーヤ Sarliya（90 IRE 芦 Doyoun）FR２勝
サルリーサ Sarlisa（02 牝 RainbowQuest）FR１勝

サルキーラ Sarkiyla（09 牝 Oasis Dream）GB・FR・UAE４勝，リューリー
賞‐G3，P. de Bagatelle‐L，ジャンロマネ賞‐G1 ２着，etc.
サイーダバド Saiydabad（18牡 Blame）�FR３勝，P. de Suresnes‐L

サルヴァーナ Sarvana（10牝 Dubai Destination）FR出走
ゴットウィンドGotWind（16牝 Olympic Glory）�FR２勝，Grand Crite
rium de Bordeaux‐L ２着，P. Aymeri de Mauleon‐L ３着

ゴールドトリップGold Trip（17 牡 Outstrip）�FR１勝，グレフュール賞
‐G2，ガネー賞‐G1 ２着，サンクルー大賞‐G1 ３着，etc.

４代母 サフィータ Safita（77 IRE 芦 Habitat）FR２勝，P. de la Calonne‐L，仏１
０００ギニー‐G1 ２着，サンタラリ賞‐G1 ２着，ロンポワン賞‐G3 ２着，P. du
Pin‐L ２着
［子］ サファワン Safawan（86牡 Young Generation）GB・FR７勝，ロッキ

ンジＳ‐G2，P. de Normandie‐L，Haydock Spring Trophy
‐L，etc.，種牡馬

［孫］ サヤルシャン Sayarshan（95牡 Darshaan）FR・USA４勝，デルマーＨ
‐G2，オカール賞‐G2，ゴールデンゲイトＨ‐G3，種牡馬

スピードフィットトゥー Speedfit Too（95牡 Scenic）GB・FR・UAE６
勝，Heron S‐L，サラマンドル賞‐G1 ３着

［曾孫］ ホールドユアカラー Hold Your Colour（07� Verglas）GB・HKG３勝，
Ripon Champion 2‐Y‐O Trophy‐L

販売申込者・所有者： ㈲清水牧場＝平取町川向 �01457-2-3555
生 産 牧 場： ㈲清水牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

247 サーソーラ２０２０ 牡・鹿 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊

ダラハニ Darshaan

�
�
�
�
�

��
��

�Dalakhani Daltawaサーソーラ サルカラ Caerleon

��
��
�Sarkala鹿FR 2005 Sarliya

12c
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×M5 Mill Reef M5×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：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
サッキーシン（17牡栗 ＊シニスターミニスター）���入着８回
シンリバイバル（18牡栗 ＊カジノドライヴ）���１勝

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）���１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）�	１勝

３代母 タイド Tide（82 USA鹿 Coastal）USA８勝，Budweiser Breeders' Cup H
，Bowl of Flowers S，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

248 サッキーシフター２０２０ �・芦 ４／２３

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲
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��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your Heelsラニ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊
＊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×S5×M5

価格： 購買者：



母 サンデーメモリー（02栗 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－９（25）〕
バトルロワイヤル（07牡鹿 ＊クロフネ）��１勝�５勝�
ナスノハクホウ（08牡芦 アドマイヤコジーン）��２勝
ドンペリブルー（09牝栗 ジャングルポケット）�１勝
ドレミ（10牡芦 ＊クロフネ）�３勝�３勝�入着２回��
ダンディドライブ（12牡栗 マイネルセレクト）��１勝
フリフリバード（14牝栗 フリオーソ）��１勝�
ミスマンマミーア（15牝栗 タニノギムレット）４勝，日経新春杯‐G2 ２着，大阪

―ハンブルクＣ‐OP（芝 2600），コスモス賞‐OP（芝 1800）２着，烏丸Ｓ
（芝 2400），木曽川特別（芝 2200），六社Ｓ（芝 2400）３着，三田特別（芝 2400）
３着，�２勝��入着，黒潮盃（Ｄ1800）３着，フローラルＣ（Ｄ1600）

ステイサム（16牡鹿 ルースリンド）��入着５回	１勝��入着２回�
ドリームアイ（17牝鹿 ＊モンテロッソ）��５勝

２代母 タヤスメモリー（91栗 Woodman）不出走
タヤスバラード（96牡 ＊トニービン）３勝，烏丸Ｓ２着，松前特別３着
タヤスアストレア（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
タヤスカラベル（98牡 トウカイテイオー）２勝
タヤスリビエラ（00
 タヤスツヨシ）障害１勝，�１勝�
ヒカリマーガレット（04牝 ＊フレンチデピュティ）３勝

ヒカリトップメモリ（13牝 ＊ハービンジャー）２勝，八海山特別３着
トップオブパンチ（06牡 ダンスインザダーク）４勝，大島特別３着，成田特別３着
ケンタッキーロード（08牡 タヤスツヨシ）１勝

３代母 ＊アストレアⅡ（81 FR芦 ＊ベリフア）ITY・USA６勝，P. Po‐L，P. Torri
cola‐L，P. Sette Colli‐L，伊オークス‐G1 ３着，伊１０００ギニー‐G1 ３着，etc.
ドンドゥークDondook（90
 Woodman）FR２勝，P. Nimbus‐L ２着

４代母 オリージャHollydja（71 FR黒鹿 Djakao）FR１勝，FR障害３勝
［孫］ ゴールドアンドスティールGold and Steel（92 牡 Shining Steel）FR・

USA８勝，ディクシーＨ‐G2，サンフランシスコマイルＨ‐G2，アメ
リカンダービー‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲スイートファーム＝様似町田代 �0146-36-4609
生 産 牧 場： ㈲スイートファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

249 サンデーメモリー２０２０ �・栗 ３／２３

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellサンデーメモリー Woodman

��
��
�タヤスメモリー栗 2002 ＊アストレアⅡ

9f
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Buckpasser S5×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：１〕
パラチェーン（19牡鹿 アンライバルド）�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

マサノホウオウ（14牡 アーネストリー）入着，２０１７ＹＪＳＦＲ中山１戦２着，�
２勝��５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

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 �01456-2-5157

250 サイモンパルフェ２０２０ �・栗 ５／２０

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲
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�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルサイモンパルフェ ＊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 M4×S5 Mr. Prospector S5×S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 サザンローマン（15黒鹿 ロードバリオス）不出走
初仔

２代母 ローレルイースター（98鹿 ＊カコイーシーズ）入着６回，�５勝��入着
カミノネガイ（08牡 アドマイヤジャパン）�２勝�６勝�11 勝��入着
エムザックゴールド（10牡 メイショウボーラー）�２勝��９勝�，兼六園ジュニ

アＣ３着
クマリ（14牝 タイムパラドックス）�４勝�入着��

３代母 サザンベルノ（91鹿 ＊ナスルエルアラブ）�４勝�
ワタシノデバン（99牝 ＊アジュディケーティング）�１勝��２勝�

イズミミオ（06牝 ＊カコイーシーズ）��１勝�５勝	入着６回�
ニチウォ（16牝 ダノンバラード）
�２勝�，佐賀皐月賞３着

ギャラントヒーロー（00牡 ＊カコイーシーズ）��２勝
イリヤッド（01牡 ＊シャンハイ）�１勝�４勝
マイメッセンジャー（02牡 ＊アジュディケーティング）�１勝�８勝
マリンストーリー（03牝 ブラックタキシード）�２勝
スーパーシー（04牝 ＊ライブリーワン）��１勝�
ロマンノカガヤキ（06牝 スリリングサンデー）�１勝�

４代母 ベストローマン（83黒鹿 ＊ブレイヴエストローマン）��５勝

５代母 ミクロホマレ（70栃栗 ＊テスコボーイ）���11 勝，さざんか賞
［子］ ダスゲニー（80牝 ＊ネプテユーヌス）４勝，サンスポ４歳牝馬特別，報知

４歳牝馬特別，クイーンＣ，etc.
クリアートウシヨウ（78牝 ＊カピト）２勝，サフラン賞
カイソクミクロ（77牝 ＊フィルモン）�19 勝，道営記念，ジュニアＣ，Ｊ
ＲＡ理事長賞２着，etc.

［孫］ トウシヨウブレイズ（84牡 トウシヨウルチエー）３勝，奥尻特別，グラジ
オラス賞２着，�７勝１勝

ムンテルゲニー（93牝 ＊アカビール）２勝，韓国騎手招待（２）３着
［曾孫］ コアレスパティオ（01牝 トウカイテイオー）５勝，三春駒特別，五泉特別，

秋風Ｓ３着

販売申込者・所有者： 熊沢牧場＝えりも町大和 �090-2813-3885
生 産 牧 場： 熊沢牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

251 サザンローマン２０２０ 牡・青鹿 ４／１２

＊

ワイルドキャットエア Forest Wildcat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Wildcat Heir

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

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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�ロードバリオス レディブラッサムサザンローマン ＊カコイーシーズ

��
��
�ローレルイースター黒鹿 2015 サザンベルノ

＊アンチクロクワイズ 1o
Storm Cat S4×M4 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊サムロマンス（13 IRE 鹿 Galileo）FR１勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ウィズオアウィズアウトユーWithorwithoutyou（01 IRE 鹿 ＊デインヒル）G
B１勝
アートコナサー Art Connoisseur（06 牡 Lucky Story）GB・IRE４勝，ゴールデン

ジュビリーＳ‐G1，コヴェントリーＳ‐G2，フィーニクスＳ‐G1 ２着，種牡馬

３代母 モーニングサプライスMorningsurprice（95 USA栗 Future Storm）不出走

４代母 モ－ニングハズブロ－クンMorning Has Broken（74 USA栗 Prince John）
USA出走
［孫］ バランシーヌ Balanchine（91牝 Storm Bird）GB・FR・IRE４勝，愛ダ

ービー‐G1，英オークス‐G1，英１０００ギニー‐G1 ２着，etc.
シアーシャアブ Saoirse Abu（05牝 Mr. Greeley）GB・IRE３勝，フィーニ
クスＳ‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，英１０００ギニー‐G1 ３着，etc.

ロマノフ Romanov（94牡 Nureyev）GB・FR・IRE・USA４勝，英ジョ
ッキークラブＳ‐G2，ローズオヴランカスターＳ‐G3，サンクルー大
賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ラドゥクール Radu Cool（92 牝 Carnivalay）USA９勝，チューラヴィ
スタＨ‐G2，HollywoodWildcat H‐L，Del Mar Bayakoa H
‐L，etc.

レッドスリッパ－ズ Red Slippers（89 牝 Nureyev）GB・FR・USA３勝，
サンチャリオットＳ‐G2，Virginia S‐L

インディワイルドキャット IndyWildcat（03 牡 A.P. Indy）USA１勝，
Borderland Derby‐L，種牡馬

［曾孫］ トラストイナガスト Trust In A Gust（10 牡 Keep The Faith）AUS10
勝，ＭＲＣインヴィテイションＳ‐G1，ＭＲＣトゥーラクＨ‐G1，
MVRC Chandler Macleod S‐L ２着，種牡馬

ウェストウィンドWestWind（04牝 Machiavellian）FR・IRE・UAE
２勝，仏オークス‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，愛プリティポリ
ーＳ‐G1 ３着

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

252 サムロマンス２０２０ 牡・栗 ２／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaサムロマンス ウィズオアウィズアウトユー ＊デインヒル

��
��
�Withorwithoutyou鹿IRE 2013 Morningsurprice

4k
Northern Dancer M4×M5 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラキューティ（03青 サクラローレル）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－６（17）〕
マツノサクラ（09牝鹿 サクラプレジデント）�１勝�入着７回
モフモフ（11牝青鹿 ＊サウスヴィグラス）���１勝・９勝，ロジータ記念
（Ｄ2100）２着

ベルラトール（13牡青鹿 ソングオブウインド）��２勝
コウゲンレッシャ（14牝芦 ジョーカプチーノ）�２勝
モチモチ（16牝青 タイムパラドックス）���１勝
ナックファラオ（17牡栗 エスポワールシチー）���１勝
ミツカネジュピター（18牡鹿 ＊アジアエクスプレス）出走，�地方未出走

２代母 サクラジャスパー（98黒鹿 サクラチトセオー）出走
サクラチャーム（04牝 ＊サザンヘイロー）�２勝�３勝	３勝
レディジャスパー（10牝 サクラプレジデント）	２勝
入着
バルモラル（12牝 サクラゼウス）�２勝

３代母 ＊サクラセクレテーム（93 USA黒鹿 Danzig）不出走
サクラハーン（99牡 ＊アフリート）３勝，飯坂特別，etc.，��４勝
７勝，埼玉新

聞杯２着，赤レンガ記念，etc.
サクラオリオン（02牡 ＊エルコンドルパサー）６勝，函館記念‐G3，中京記念‐G3，

札幌記念‐G2 ３着，etc.，種牡馬

４代母 セクレターム Secrettame（78 USA栗 Secretariat）USA６勝，Shirley Jon
es H，ガゼルＨ‐G2 ２着
［子］ ゴーンウェストGoneWest（84 牡 Mr. Prospector）USA６勝，ドゥワ

イアＳ‐G1，ウィザーズＳ‐G2，ゴーサム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，Thor's Echo S‐R
３着

販売申込者・所有者： 坂本 健一＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2067
生 産 牧 場： 坂本 健一
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

253 サクラキューティ２０２０ �・黒鹿 ４／ ５

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

Rainbow Quest

�
�
�
�
�

��
��

�サクラローレル ＊ローラローラサクラキューティ サクラチトセオー

��
��
�サクラジャスパー青 2003 ＊サクラセクレテーム

2f
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：３，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

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，��５勝�３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，Sadie Diamond Futuri
ty‐R，Lassie H，Fantasy H‐L ２着，etc.

［曾孫］ ソララーナ Solarana（03牝 Mutakddim）USA・ARG４勝，ベネスエラ賞
‐G2，Regret S‐L ２着，Seton Hall University S２着，etc.

販売申込者・所有者： �小泉学＝新冠町朝日 �0146-47-2644
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

254 サウンドモニカ２０２０ 牡・栗 ５／１６
＊ 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
サンデーサイレンス S3×M3 ノーザンテースト S4×M4
Hail to Reason S5×S5×M5 Northern Dancer S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 サイレンスドリーム（09鹿 ディープインパクト）�１勝�入着３回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（10）〕
エスドリーム（16牡鹿 ＊シンボリクリスエス）�３勝�入着��
ガミラスジャクソン（17牡青鹿 エイシンフラッシュ）��６勝�１勝���，ゴー

ルドジュニア（Ｄ1600）

２代母 ボストンタイム（95鹿 ＊ブライアンズタイム）４勝，登別特別，羊ヶ丘特別２
着，ＨＴＢ杯２着，函館日刊スポーツ杯２着，おおぞらＳ３着
ドリームサンデー（04牡 ＊タイキシャトル）６勝，オーストラリアＴ‐L，金鯱賞‐G2

２着，中日新聞杯‐G3 ２着，巴賞‐L ２着，函館記念‐G3 ３着，etc.
ドリームレディ（07牝 ＊ロージズインメイ）入着，��１勝�入着

スリリングドリーム（17牝 フェノーメノ）１勝，コスモス賞‐OP ３着，��出
走���出走

コスモサンレミ（18牝 マツリダゴッホ）�１勝，しゃくなげ賞３着
グランパルファン（13牝 ゴールドアリュール）１勝，�１勝�
キングディグニティ（14牡 ＊キングズベスト）２勝，��１勝
アイムワン（15牡 オルフェーヴル）入着，��２勝�３勝�入着２回�
ルーラルーラ（17牝 ルーラーシップ）��２勝
プッシュユアセルフ（18牝 ＊アジアエクスプレス）��２勝�入着

３代母 ドリームドリーム（88鹿 ＊ロイヤルニジンスキー）４勝，稲荷特別，初冬特別，
勿来特別，清滝特別２着，桧山特別２着，etc.
チャイナドリーム（96牝 ＊シャンハイ）不出走

アポンマイライフ（00牝 ＊サンシャック）１勝，あやめ賞２着

４代母 ハギノトツプレデイ（77黒鹿 ＊サンシー）７勝，桜花賞，エリザベス女王杯，
高松宮杯，京都牝馬特別，宝塚記念４着，etc.，優３牝
［子］ ダイイチルビー（87牝 トウシヨウボーイ）６勝，安田記念‐Jpn1，スプリ

ンターズＳ‐Jpn1，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，etc.，優古牝，優短距
［孫］ マイネルセレクト（99牡 ＊フォーティナイナー）７勝，��２勝	１勝，Ｊ

ＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，黒船賞‐Jpn3，etc.，種牡馬
ダイイチシガー（94牝 ＊トニービン）２勝，オークス‐Jpn1 ３着，サンス
ポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 坂牧場＝日高町美原 �01456-5-2857
生 産 牧 場： 坂牧場
飼 養 者： 三橋ステーブル＝むかわ町米原 �080-6079-0954

255 サイレンスドリーム２０２０ 牡・青鹿 ３／３１

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアサイレンスドリーム ＊ブライアンズタイム

��
��
�ボストンタイム鹿 2009 ドリームドリーム

＊マイリー 7e
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 サテラノサト（15鹿 ディープブリランテ）入着
初仔

２代母 ウアジェト（08黒鹿 ＊シンボリクリスエス）２勝，あやめ賞２着
イチバンヤリ（16牡 セレスハント）１勝，��２勝��
アカイイト（17牝 キズナ）�４勝，垂水Ｓ，西尾特別，シドニーＴ２着，飛鳥Ｓ２

着，矢車賞２着，etc.

３代母 ＊リーチトゥピース（01 USA鹿 Mud Route）�１勝
ステキナシャチョウ（07牡 ＊シルバーチャーム）４勝，日吉特別，木古内特別２着，

ラジオ福島賞３着
スリートップガン（09牡 マヤノトップガン）１勝
ミヤセイリュー（11牝 タニノギムレット）入着２回，�３勝
ヴェルトフリーデン（12牡 ＊シニスターミニスター）��２勝��入着５回

４代母 ワキベティWaki Betty（87 USA鹿 Miswaki）USA４勝
［孫］ ワンラッキーバックOne Lucky Buck（03牡 Thats Our Buck）USA７

勝，Sunland Park H‐L，Ruidoso Thoroughbred Championshi
p H，Veteran S，etc.

ジャストビルミー Just Bill Me（00牝 Master Bill）USA５勝，Sopho
more Fillies S‐L，Suncoast S，Silver Bells S‐R

アンザキ Anzaki（08� Anziyan）USA５勝，NewMexico Classic Cu
p Sprint Ch. S‐R ３着

［曾孫］ ファジーワジーワザベアー Fuzzywuzzywuzabear（07� TenMostWanted）
USA６勝，Coin Collector S‐R ３着

５代母 アーンティベティ Auntie Betty（81 USA黒鹿 Faraway Son）USA５勝，
Pink Pigeon S‐R，デルマーオークス‐G2 ３着，リンダヴィスタＨ‐G3 ２着，
San Clemente S‐L ２着，Glenaris S‐R ３着
［孫］ ライトニングボブ Lightning Bob（94� Morning Bob）USA13 勝，A

utumn Leaves S‐R ２着
［曾孫］ ラピストラ La Pistola（02 牝 Regal Intention）USA・CAN５勝，C.

T.H.S. Sales S２着

販売申込者・所有者： ㈱サンデーヒルズ＝新ひだか町静内真歌 �090-3395-1380
生 産 牧 場： ㈱サンデーヒルズ
飼 養 者： ㈱サンデーヒルズ＝新ひだか町静内真歌 �090-3395-1380

256 サテラノサト２０２０ �・鹿 ２／１４
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� コロナドズクエスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Laughing Lookセレスハント

＊ Blushing Groom

��
��
�エリモシンフォニー栗 2005 Let It Fly

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�ディープブリランテ ＊ラヴアンドバブルズサテラノサト ＊シンボリクリスエス

��
��
�ウアジェト鹿 2015 ＊リーチトゥピース

3j
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 サトノガガ（14栗 ダイワメジャー）出走
本馬の他に産駒あり

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

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

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

ケイラズキテンKayla's Kitten（14牡 Kitten's Joy）USA３勝
ファミリーキテン Family Kitten（15牡 Kitten's Joy）�USA・CAN２勝

＊ソングオブプライズ（07牝 Giant's Causeway）出走
クドース（12牡 ステイゴールド）�６勝

＊ヴィクタシア（09牝 Bluegrass Cat）３勝，先斗町特別，初霞賞２着，天ケ瀬特別
３着，etc.
タイセイポジション（18牡 ジャスタウェイ）�出走，��１勝

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

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

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

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

SA４勝，Tap OnWood S‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： 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

257 サトノガガ２０２０ �・鹿 ３／１６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケサトノガガ
＊ Giant's Causeway

��
��
�リーサムガガ栗 2014 Toroca

14c
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×M4×S5
Northern Dancer S5×M5×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
初仔

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
スイスロー Swiss Law（94牡 Machiavellian）GB・UAE５勝，Al Fahidi Fo

rt‐L，Joel S‐L ２着，His Highness The President Cup‐L ２着
（２回），etc.

＊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，セント
サイモンＳ‐G3，ミュージドラＳ‐G3，Severals S‐L，etc.
ヴォルキャニックスカイ Volcanic Sky（15� Street Cry）�GB・UAE４勝，

ナドアルシバトロフィ‐G3，Meydan Cup‐L ２着

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

258 スクリプティド２０２０ 牡・黒鹿 ２／２６

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegretta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
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 サワヤカブラン（05芦 ＊クロフネ）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－４（16）〕
ナムラジャーナル（09牡鹿 ローエングリン）�12 勝
ピンクノオウマサン（13牝芦 ジャングルポケット）入着，�１勝�入着３回��
ハッピーアンドモカ（17牝鹿 エイシンフラッシュ）��２勝�
ソルジャー（18牡鹿 エイシンフラッシュ）���１勝

２代母 マルカサワヤカ（98黒鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，小倉日経ＯＰ‐L ３着，
北九州短距離Ｓ‐OP ３着，久多特別，文月特別，芦屋川特別，etc.
ウララカ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）１勝，長浜特別２着，岩室温泉特別３着，�１

勝��２勝
アカノジュウロク（10牝 ＊バゴ）１勝，閃光特別２着
エノラブエナ（11牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，上賀茂Ｓ，北山Ｓ２着，摩耶Ｓ２

着，堺Ｓ２着，くすのき賞２着
ヒダロマン（13牝 ＊ワークフォース）３勝
リンフレスカンテ（18牡 ルーラーシップ）�１勝

３代母 サワヤカプリンセス（86栗 ＊ノーザンテースト）４勝，飛騨特別
サイキョウザクラ（95牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，葵Ｓ‐OP ３着，鷹取特別２

着，伊万里特別２着，etc.
サイキョウワールド（02牡 ＊パントレセレブル）５勝，淀短距離Ｓ‐L ３着，サ

ンタクロースＳ，ラジオ福島賞，etc.
サイキョウサンデー（96牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，中日スポーツ賞４歳Ｓ

‐Jpn3，シルクロードＳ‐Jpn3 ２着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，etc.
デュランダル（99牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，マイルＣｈＳ‐G1，マイルＣｈＳ

‐Jpn1，スプリンターズＳ‐Jpn1，etc.，優短距（2回），種牡馬
リトルブレッシング（02牝 バブルガムフェロー）出走

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

ダンシングプリンス（16牡 パドトロワ）�４勝，京葉Ｓ‐L，カペラＳ‐G3 ３着，
外房Ｓ，etc.，��３勝

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

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

259 サワヤカブラン２０２０ �・芦 ３／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューサワヤカブラン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカサワヤカ芦 2005 サワヤカプリンセス

＊スコツチプリンセス 11f
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 スイートスズラン（09芦 ＊シンボリクリスエス）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（16）〕
シンボリバトー（14�鹿 ＊キンシャサノキセキ）��３勝
マリアン（15牝芦 ＊キンシャサノキセキ）��４勝
フレッチャビアンカ（17牡芦 ＊キンシャサノキセキ）���１勝�１勝�５勝，ダ

ービーＧＰ（Ｄ2000），不来方賞（Ｄ2000），東北優駿（Ｄ2000），スプリングＣ
（Ｄ1600），北上川大賞典（Ｄ2500）２着，ダイヤモンドＣ（Ｄ1600）２着，桐花
賞（Ｄ2000）３着

ナジャ（18牝芦 ＊サウスヴィグラス）���２勝，ローレル賞（Ｄ1600）３着
ヒロノシュン（19牡芦 カレンブラックヒル）�未出走

２代母 ＊スイートケンメア（94 IRE 芦 Kenmare）３勝，安房特別
シンボリエスケープ（01牡 サクラバクシンオー）６勝，京王杯スプリングＣ‐G2 ２

着，ＮＳＴＯＰ‐OP，心斎橋Ｓ，相模湖特別，錦秋特別，etc.，��１勝
シンボリブラームス（04� ステイゴールド）２勝，層雲峡特別３着
シンボリアニマート（06牡 サクラバクシンオー）２勝，弥彦特別，鮫ヶ尾城特別，

阿賀野川特別３着，�２勝��
スナークヒロイン（07牝 サクラバクシンオー）２勝，マカオＪクラブＴ３着

スナークライデン（14牡 ゴールドアリュール）�３勝，なにわＳ，郡山特別２
着，橿原Ｓ３着，�１勝

スナークスター（16� ネオユニヴァース）�４勝，やまびこＳ，２０２０フェアウ
ェルＳ２着，アクアラインＳ２着，越後Ｓ２着

シンボリジャズ（10牡 ＊タイキシャトル）４勝，信濃川特別，胎内川特別，川俣特別，
阿賀野川特別２着，鴨川特別３着，etc.

ヴァイキング（12牝 ＊ファルブラヴ）�１勝�１勝��11 勝	，イーハトーブマイル
２着，ひまわり賞２着，フェアリーＣ２着，ウイナーＣ２着，不来方賞３着

３代母 ＊スイートテイタニア（84 FR鹿 Fabulous Dancer）FR２勝，P. Contessina‐L
スイートジョディ（89牝 シンボリルドルフ）４勝，千葉ＴＶ杯，立春賞，習志野特

別２着，etc.
テイネイン Teinein（91� ＊ダンスホール）FR・IRE１勝，Ballycullen S‐L ３

着，GB障害６勝
＊ハマチドリ（92牝 ＊ダンスホール）２勝，真間川特別２着，房総特別２着，潮来特別３着

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

260 スイートスズラン２０２０ 牡・芦 ４／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayスイートスズラン
＊ Kenmare

��
��
�スイートケンメア芦 2009 ＊スイートテイタニア

4r
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

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：５〕
サンチャタヌーガ（18�栗 ＊タートルボウル）出走，�地方未出走
ダイバタンジロウ（19牡栗 フリオーソ）���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）��６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

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，

Phil D. Shepherd S‐L ２着，Orange County H‐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

［孫］ ジャーニートゥアファンタシー Journeytoafantasy（89牝 Great Charmer）
USA・PER４勝，P. Augusto N. Wiese‐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

261 シャドークイーン２０２０ 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 ジェルネイル（12栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝��６勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ファシルラビリンス（18牝鹿 ホールウォーカー）���入着

２代母 ブルークリクィン（03栗 ＊アフリート）��５勝
キャロット（11牝 フサイチレオン）�３勝�５勝
ミルクビスケット（13牝 ＊タイキシャトル）�１勝��入着５回
アオテンジョウ（14牡 キングヘイロー）�１勝�１勝�入着

３代母 ケイアイミステリ（95鹿 マルゼンスキー）出走

４代母 ポイントメーカー（80栗 ＊ボールドラツド）不出走
［子］ ニケマジック（96牡 マルゼンスキー）３勝，芦屋川特別，九重特別，��１勝

モガミポイント（85牝 マルゼンスキー）３勝，弥彦特別，千葉Ｓ３着
［孫］ ウィンシュール（00牡 ＊シャンハイ）入着，もちの木賞２着，�２勝��，

全日本２歳優駿‐Jpn1 ４着，イノセントＣ
モガミヒメ（92牝 ＊カコイーシーズ）�２勝��１勝�，東京３歳優駿牝
馬２着

サンポイント（99牝 モガミチャンピオン）入着３回，�３勝��入着２回，
フロイラインＣ２着，北海優駿３着

ザアメリカン（99牡 ＊シャンハイ）�１勝�７勝���，九州ジュニアＣ
ｈ３着

［曾孫］ リュヌルージュ（15牝 ＊モンテロッソ）�３勝，中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，忘
れな草賞‐LR ２着，マーメイドＳ‐G3 ３着，etc.

ラヴァーズレーン（00牝 メジロライアン）５勝，由布院特別，桜島特別，
ホンコンＪクラブＴ３着

ローレルウェルシュ（03牡 ＊テンビー）４勝，秋保特別，��２勝
キタサンイナズマ（10牡 キングヘイロー）３勝，タケホープＣ，銀蹄Ｓ２着

５代母 クリヒデ（58栗 クリノハナ）５勝，天皇賞（秋），目黒記念（秋）２着，東京牝馬
特別２着，クイーンＳ２着，金杯３着，etc.，優古牝
［子］ クリイワイ（69牡 ＊オンリーフオアライフ）６勝，ＡｒＪＣＣ，金杯，東

京新聞杯２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ストロベリーフィールドファーム㈱＝むかわ町米原 �0145-47-2828
生 産 牧 場： ストロベリーフィールドファーム㈱
飼 養 者： ㈲太盛トレーニングセンター＝新冠町節婦町 �0146-47-4848

262 ジェルネイル２０２０ �・栗 ４／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタージェルネイル ＊アフリート

��
��
�ブルークリクィン栗 2012 ケイアイミステリ

＊セレタ 1b
Mr. Prospector M4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ジーエスレインボー（01鹿 ＊トーヨーレインボー）�７勝��５勝�入着，サラ・
クイーンＣ（Ｄ1600）２着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－７（51）〕
ジーエスガガ（08牝鹿 ＊アジュディケーティング）��１勝
シンゼンレインボー（09牡鹿 ＊スタチューオブリバティ）��８勝
ハルイチバン（10牡黒鹿 ＊スタチューオブリバティ）�12 勝�13 勝，六甲盃
（Ｄ2400）（２回），園田金盃（Ｄ1870）２着，姫山菊花賞（Ｄ1700）２着，兵庫大
賞典（Ｄ1870）２着，菊水賞（Ｄ1700）３着

シンゼンジャイアン（12牡鹿 ＊ジャイアントレッカー）�４勝��入着２回�
シンゼンスタチュー（13�黒鹿 ＊スタチューオブリバティ）４勝，橿原Ｓ（Ｄ1200）３着
シンゼンキング（14�黒鹿 ＊アイルハヴアナザー）入着４回，�２勝��
シンゼンアイル（15牝鹿 ＊アイルハヴアナザー）入着３回，�３勝
シンゼンブースター（16�栗 オルフェーヴル）�２勝
シンゼンハッピー（17牡黒鹿 ＊パイロ）��８勝
シンゼンミラクル（18牡鹿 ホッコータルマエ）�１勝

２代母 ハッピーマドンナ（97栗 ＊アフリート）不出走

３代母 コンアモール（92栗 ＊アサティス）入着７回
ペルファヴォーレ（97牝 ＊アフリート）�入着

サチノスイーティー（03牝 カリスタグローリ）５勝，アイビスサマーダッシュ
‐Jpn3，オーシャンＳ‐Jpn3 ２着，etc.，	１勝�
入着２回，かきつ
ばた記念‐Jpn3 ２着

ナニハトモアレ（06牡 ＊ブラックホーク）４勝，アンタレスＳ‐G3 ２着，マー
チＳ‐G3 ２着，霜月Ｓ‐L ２着，etc.

ビーボーン（03牝 ＊テンビー）１勝，呉竹賞３着，�３勝��，リリーＣ，赤レンガ
記念３着，etc.

パルパディア（04牡 ＊カリズマティック）�１勝��２勝�入着３回，戸塚記念２着

４代母 ブロケード（78栗 ＊イエローゴツド）６勝，桜花賞，阪神４歳牝馬特別，スプ
リンターズＳ，牝馬東タイ杯，安田記念２着（２回），etc.
［孫］ マイシーズン（96牡 ＊ホワイトマズル）３勝，�１勝�入着����，グラ

ンシャリオＣ‐Jpn3，名古屋優駿‐Jpn3 ２着，ダービーＧＰ‐Jpn1 ５着

販売申込者・所有者： ㈱シエラ＝東京都新宿区 �03-6908-6844
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

263 ジーエスレインボー２０２０ �・鹿 ５／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�トーヨーレインボー DoubleWiggleジーエスレインボー ＊アフリート

��
��
�ハッピーマドンナ鹿 2001 コンアモール

＊アストニシメント 7c
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊シャイニンオーラ（08 USA黒鹿 キングカメハメハ）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
シャイニンカーラ（13牝青鹿 ヴィクトワールピサ）�２勝�１勝�５勝�入着
ミヤジマミー（14牝黒鹿 ヴィクトワールピサ）１勝
コトブキスフェール（16牝鹿 オルフェーヴル）入着，��入着４回�２勝

２代母 シャイニンルビー（99青鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，
オーロＣ‐L，桜花賞‐Jpn1 ３着，京成杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，エイプリルＳ
‐L ２着，etc.
シャイニンアーサー（07牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，葉山特別，八重桜賞，白井

特別３着，隅田川特別３着，八ヶ岳特別３着
アトランティード（10牝 Curlin）１勝

ルクルト（17牡 ＊キングズベスト）�２勝，十日町特別２着

３代母 シャイニンレーサー（91黒鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ‐Jpn3，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，紅梅賞‐OP ２着，シクラ
メンＳ‐OP ２着，etc.
シャイニンググラス（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，姫川特別，三面川特別，広

瀬川特別，etc.
シャイニングアレキ（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，西日本スポーツ杯３着，ゴ

ールデンサドルＴ３着
フェラーリファイブ（03牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，八重桜賞，青嵐賞２着，白

川特別２着，etc.

４代母 ＊ミルレーサー（83 USA鹿 Le Fabuleux）GB・USA２勝，ベルダムＳ‐G1 ４着
［子］ フジキセキ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥

生賞‐Jpn2，もみじＳ‐OP，優２牡，種牡馬
［孫］ ノボリディアーナ（10牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，

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

販売申込者・所有者： 下屋敷牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2859
生 産 牧 場： 下屋敷牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

264 シャイニンオーラ２０２０ 牡・鹿 ４／２９

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスシャイニンオーラ ＊サンデーサイレンス

��
��
�シャイニンルビー黒鹿USA 2008 シャイニンレーサー

22d
Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 シャドウフェアリー（09鹿 フジキセキ）�14 勝�
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ヴァンタンジェンヌ（17牝鹿 ＊モンテロッソ）��３勝
トラースキック（18牡鹿 ジャングルポケット）��３勝
アガッテオイデヨ（19牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��出走

２代母 ＊シャドウエルフ（00 USA鹿 Cozzene）��１勝�２勝
コスモアルメリア（07牝 ネオユニヴァース）�１勝�入着
ロードエフォール（08牡 ゴールドアリュール）４勝，館山特別，五稜郭Ｓ２着，調

布特別２着，オリエンタル賞２着，名古屋日刊スポーツ杯３着，etc.
シャドウウィザード（10� ハーツクライ）４勝，テレ玉杯，赤倉特別，新潟競馬場

開設５０周年記念２着，火打山特別２着，甲斐路Ｓ３着，etc.，�２勝
スウィフトシャドウ（11牡 スウィフトカレント）	３勝
シャドウスペル（12牝 ダンスインザダーク）１勝

３代母 ポードゥソワPeau de Soie（90 USA栗 Secretariat）USA出走
オーガンディーOrgandy（98牝 Our Emblem）不出走

タイムキーパー Time Keeper（06 牡 ＊ストラヴィンスキー）AUS・NZ６勝，
イースターＨ‐G1，マナワツクラシック‐G3，Anzac H‐L，etc.

４代母 ルースピッチャー Ruth Pitcher（77 USA黒鹿 Ack Ack）USA３勝，Pion
eer H２着，Gallorette H３着
［子］ コースタルコネクション Coastal Connection（85牝 Coastal）USA８勝，

Cleopatra S‐L，Knitted Gloves S，Brainerd S，etc.
アウトローズシャムOutlaws Sham（83牡 Sham）USA10 勝，Delta D
owns H，King's Court S，Speed Form H，etc.

［孫］ ラムソンオンザリヴァー Rumsonontheriver（97� River Special）USA
３勝，ホーソーンダービー‐G3，Morven S２着，ベルモントレキ
シントンＳ‐G3 ３着

カヒルコネクション Cahill Connection（95牝 Cahill Road）USA４勝，
Santa Lucia H‐R

販売申込者・所有者： 成隆牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5469
生 産 牧 場： 成隆牧場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

265 シャドウフェアリー２０２０ 牡・鹿 ４／１６
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーシャドウフェアリー
＊ Cozzene

��
��
�シャドウエルフ鹿 2009 Peau de Soie

16g
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 ジャーメイン（13栗 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
マオノサプライズ（17牡栗 フリオーソ）��１勝�入着２回

２代母 ＊フェリシタス（03 GB鹿 ＊キングズベスト）GB２勝
ハピネス（11牝 ＊コマンズ）４勝，飯豊特別２着，フィリピンＴ２着，鳥羽特別２着，

御池特別３着，勝浦特別３着（２回）
イレイション（12牡 ディープスカイ）５勝，ディセンバーＳ‐L ３着，春興Ｓ，刈谷

特別，幕張Ｓ２着，外房特別２着，etc.
アプト（14牝 アドマイヤムーン）１勝
ハッピーゴラッキー（16牝 ＊パイロ）�３勝
ブラックヒューマー（17牝 ブラックタイド）１勝

３代母 エンバシー Embassy（95 GB鹿 Cadeaux Genereux）GB３勝，チヴァリー
パークＳ‐G1，プリンセスマーガレットＳ‐G3，ローザーＳ‐G2 ２着
ポリテスPolitesse（00 牝 Barathea）不出走

キングズアポースル King's Apostle（04 牡 ＊キングズベスト）GB・FR７勝，
モーリスドゲースト賞‐G1，ダイアデムＳ‐G2，デュークオヴヨークＳ
‐G2 ２着，種牡馬

＊スノーキトゥン（01牝 Storm Cat）不出走
ファンタスティクスノー Fantastic Snow（06牝 ＊ファンタスティックライト）

不出走
ファンタスマゴリコ Fantasmagorico（11牡 Scat Daddy）CHI５勝，ア
ルベルトＶインファンテ賞‐G1，コロナシオン大賞‐G2，エルダービー
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

フライアー Flyer（12 牡 Scat Daddy）CHI・BRZ４勝，チリ２０００ギニー‐G1，
クリアドレスマチョス賞‐G2，コロナシオン大賞‐G2，etc.，種牡馬

４代母 パスザピース Pass the Peace（86 IRE 鹿 Alzao）GB・FR・IRE・ITY５勝，
チヴァリーパークＳ‐G1，フレッドダーリングＳ‐G3，愛デビュターントＳ
‐G3，仏１０００ギニー‐G1 ２着，サンチャリオットＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 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 �01456-2-5157

266 ジャーメイン２０２０ 牡・栗 ３／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアスピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズジャーメイン
＊

＊キングズベスト

��
��
�フェリシタス栗 2013 Embassy

8f
サンデーサイレンス S3×M4 Alzao S4×M5 Mr. Prospector S4×M5×M5
Lyphard S5×S5
価格： 購買者：



母 シーズアウーマン（13栗 ネオユニヴァース）�５勝
初仔

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

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

ーフクラブ賞２着
グレースグランド（11牝 アドマイヤムーン）��１勝

シンヨモギネス（18牡 ＊ダノンレジェンド）�１勝，プラタナス賞３着
カデナ（14牡 ディープインパクト）�４勝，弥生賞‐G2，小倉大賞典‐G3，Ｒ－Ｎ

ＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3，小倉記念‐G3 ２着，新潟記念‐G3 ３着，etc.

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

267 シーズアウーマン２０２０ �・鹿 ２／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスシーズアウーマン
＊

＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチリヴィエラ栗 2013 Actinella

16h
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 シュウザンアイ（02栗 ＊アフリート）３勝，わらび賞（Ｄ1800）２着，中ノ岳特別
（Ｄ1800）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
マンダリンショコラ（13牝栗 ステイゴールド）�１勝�１勝�
スマイルジャスパー（18牝鹿 ＊シニスターミニスター）��２勝�

２代母 シンシンフェミニン（95鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
マツマエジョー（00牡 ＊トニービン）入着，��１勝
シンデレラマン（04牡 フジキセキ）２勝，由比ヶ浜特別２着，高尾特別３着，蓬莱

峡特別３着，伊万里特別３着，さわらび賞３着
シュウザンモモ（06牝 ＊アフリート）�４勝
ビッグメッセージ（07牝 ＊アルカセット）	１勝

３代母 ビビットダンサー（88鹿 マルゼンスキー）１勝
ダイワメイン（97牡 ＊アフリート）５勝，利根川特別，津軽海峡特別，朱竹賞，etc.，

�８勝��
モリトオウカ（98牝 ＊ブライアンズタイム）
１勝�

メイショウワコン（11牡 ＊タイキシャトル）４勝，西部日刊スポーツ杯，妙高特別
シトロン（13牝 ブラックタイド）１勝，アスター賞３着

レディラック（02牝 ＊タイキシャトル）入着２回
コスモバーダン（12牡 ヴァーミリアン）２勝，蹴上特別３着

ガイアレインボー（03牝 フジキセキ）入着
ヘイジュード（14牡 ＊カジノドライヴ）�３勝���入着３回，南部駒賞２着

４代母 ラツセラー（77栗 ＊チヤイナロツク）��入着
［子］ ベルロッチ（83牡 ＊ドン）１勝，毎日杯‐Jpn3 ３着，下呂特別２着，雪割

草特別２着，etc.，障害２勝
［曾孫］ ニシノアルタイア（97牡 ＊パラダイスクリーク）１勝，グラジオラス賞３

着，��１勝�入着２回

５代母 ロツチ（69栗 ＊ダイハード）３勝，有田特別
［子］ ハードバージ（74牡 ＊フアバージ）３勝，皐月賞，毎日杯，日本ダービー

２着，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

268 シュウザンアイ２０２０ 牡・栗 ４／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyシュウザンアイ ＊ブライアンズタイム

��
��
�シンシンフェミニン栗 2002 ビビットダンサー

＊クレイグダーロツチ 11c
Mr. Prospector M3×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ジュリエットソング（09青 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（11）〕
バルベーラ（14牝青鹿 ルーラーシップ）３勝，柏崎特別（芝 1600）
シェーンリート（15牝青鹿 ＊ヘニーヒューズ）��３勝，平和賞（Ｄ1600）３着
サマーアイランド（16牡青 ロードカナロア）�５勝��３勝
ジュリエットパール（18牝青鹿 ルーラーシップ）�出走

２代母 ビューティソング（97鹿 ＊デインヒル）不出走
ストラディヴァリオ（03牡 ＊クロフネ）４勝，総武Ｓ２着，甲南Ｓ２着
ビューティアイ（05牝 アッミラーレ）入着

コスモエルデスト（11牝 ＊ブラックホーク）３勝，鎌ケ谷特別２着，くるみ賞２着
ツーエムアロンソ（16牡 メイショウサムソン）�３勝，寿Ｓ，淡路特別，御堂

筋Ｓ２着，�２勝
ビアイ（17牝 メイショウボーラー）�３勝，芦屋川特別

コスモジュンレンカ（10牡 ＊アルカセット）�１勝
ココロノアイ（12牝 ステイゴールド）３勝，チューリップ賞‐G3，アルテミスＳ

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

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

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

４代母 マツクスビユーテイ（84鹿 ＊ブレイヴエストローマン）10勝，オークス‐Jpn1，
桜花賞‐Jpn1，ローズＳ‐Jpn2，神戸新聞杯‐Jpn2，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，etc.，優３牝
［子］ チョウカイライジン（93牡 ＊ダンシングブレーヴ）８勝，オアシスＳ‐OP，

神無月Ｓ‐OP，ＴＵＦ杯，etc.，種牡馬
マックスウィンザー（92牡 ＊ノーザンテースト）５勝，関門橋Ｓ‐OP ３着，
嵐山Ｓ，サンタクロースＨ，etc.，種牡馬

＊アーサーズフェイム（95牡 Caerleon）５勝，初富士Ｓ，山中湖特別，犬
吠埼特別，etc.，種牡馬

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

269 ジュリエットソング２０２０ �・黒鹿 ５／２１

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアジュリエットソング ＊デインヒル

��
��
�ビューティソング青 2009 マックスジョリー

＊タイランツクヰーン 14f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ジョア（14鹿 ＊カジノドライヴ）不出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ギブス（97 USA鹿 Boundary）USA２勝
イシヤクカイザー（01牡 Devil's Bag）入着，�20 勝�入着
クルミ（02牝 アドマイヤベガ）不出走

プレミアムストーン（07牡 ＊キャプテンスティーヴ）１勝，ラベンダー賞‐OP ３着
ジルヴァンクール（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）��９勝
ゴールデンリング（05牡 ＊トワイニング）３勝，マリーゴールド賞‐OP ２着，飛翔

特別，飛翔特別２着，飛竜特別３着
オースミトラスト（06牡 ＊グラスワンダー）�３勝
ハクサンアース（09牡 ＊バゴ）１勝，��１勝�入着２回
ファンブレイク（12牡 ＊フォーティナイナーズサン）�２勝�１勝
ローカルロマン（13牝 スペシャルウィーク）�３勝���
リグーリア（15牝 ＊モンテロッソ）	２勝
３勝

３代母 ケリー Kelly（86 USA鹿 Secretariat）USA３勝，ハリウッドオークス‐G1
２着，ヴァニティＨ‐G1 ３着，ミレイディＨ‐G1 ３着，プリンセスＳ‐G2 ２着，
ラカニャーダＳ‐G2 ３着，etc.
インターヴァル Interval（95 牝 ＊フォーティナイナー）USA１勝

クリスザコーチChris the Coach（03牝 Boundary）USA３勝
アランサ Alanza（10牝 Privately Held）PER８勝，パンプローナ賞‐G1，
アウグストＭバレラ賞‐G3，P. Frau Astrid‐L，etc.

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

サマーズピース Summers Peace（06牝 Orientate）USA６勝，Washingto
n State Legislators H，Golden Poppy S‐L ２着，Sweepida S３着

４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，Harvest H，etc.
エイジャ Asia（87� Danzig）USA６勝，El Cajon S‐LR

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

270 ジョア２０２０ 牡・芦 ３／２０

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your Heelsラニ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊ Mineshaft

�
�
�
�
�

��
��

�カジノドライヴ Better Than Honourジョア
＊ Boundary

��
��
�ギブス鹿 2014 Kelly

1j
A.P. Indy S4×M4 Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5
Damascus M5×M5
価格： 購買者：



母 ジョリーン（02鹿 ＊トワイニング）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（19）〕
ローリングストーン（09牡鹿 マヤノトップガン）１勝，駒ケ岳特別（芝 2600）２着，

呼子特別（芝 2600）３着
ノリノリハッピー（11牡栗 フジキセキ）入着，�１勝�７勝
ミライヘノサイン（13牝鹿 ブラックタイド）���１勝�３勝
コロリズム（14牝鹿 ブラックタイド）���入着 10回
セイカメテオライト（15牡鹿 メイショウサムソン）入着４回，��４勝�３勝��

２代母 ＊マシェアー（89 USA鹿 Shadeed）GB入着３回
メイショウヤークト（95牡 ＊リンドシェーバー）３勝，御池特別２着，御影特別２着
メイショウクンプウ（96牝 ＊アフリート）不出走

メイショウジャイロ（05牡 ＊グラスワンダー）２勝，金山特別
タケショウカヅチ（07牡 ＊プリサイスエンド）３勝，白馬岳特別，大形特別，鳥

海山特別，千歳特別２着，日吉特別３着，etc.，�１勝��１勝
ユメノクラリティー（00牝 ＊サンダーガルチ）１勝

３代母 プランセスシュクレPrincess Sucree（79 USA鹿 Roberto）USA入着２回
ラシーク Rasheek（86牡 Topsider）GB・AUS７勝，ＶＲＣホザムＨ‐G2，VR

CMelbourne Cup Day Plate‐L，ＭＶＲＣムーニーヴァリーＧＣ‐G2 ３着，etc.
ブルージ Burooj（90 牡 Danzig）GB７勝，セプテンバーＳ‐G3，英ジョッキークラ

ブＳ‐G2 ２着，カンバーランドロッジＳ‐G3 ３着，種牡馬
ラワフェドRawafed（96牝 ＊アラジ）GB出走

ローナーヴRawNerve（01牝 Nureyev）不出走
ハイパー Hyper（07 牡 Victory Gallop）GB・USA・CAN10勝，ボーリ
ンググリーンＨ‐G2，John's Call S‐R，カナディアンインターナシ
ョナルＳ‐G1 ２着，etc.

４代母 クイーンシュクレQueen Sucree（66 USA鹿 Ribot）USA１勝
［子］ キャノネイド Cannonade（71牡 Bold Bidder）USA７勝，ケンタッキ

ーダービー‐G1，グレイトアメリカンＳ‐G3，ケンタッキージョッキ
ークラブＳ‐G3，etc.，種牡馬

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

271 ジョリーン２０２０ 牡・鹿 ４／ １

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�
�
�
�
� Charming Lassieアポロキングダム ベッラガット Storm Cat

��
��
�Bella GattoUSA 栗 2003 Winter Sparkle

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�トワイニング Courtly Deeジョリーン
＊ Shadeed

��
��
�マシェアー鹿 2002 Princess Sucree

2d
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ジョーパルカ（10栗 フジキセキ）�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
タツノマッハ（18牡鹿 ＊ダノンレジェンド）���１勝

２代母 ジョーセクレタリー（92鹿 ＊トニービン）５勝，ドンカスターＳ，洞爺湖特別，
仲秋Ｓ２着，京洛Ｓ２着，臥牛山特別２着，etc.
ジョーモルデュー（04� ＊クロフネ）４勝，魚沼特別３着，�１勝�入着４回，コス

モバルク記念，絆Ｃ２着，コスモバルク記念２着，星雲賞２着，etc.
ジョーメテオ（06牡 ネオユニヴァース）４勝，��２勝�１勝�入着	�，兵庫ゴ

ールドＴ‐Jpn3 ２着，オーバルスプリント‐Jpn3 ３着，アフター５スター賞，
笠松ＧＰ，ゴールドＣ，etc.

マイネルラピド（08牡 ＊マイネルラヴ）２勝
ジョーリコチャン（09牝 クーリンガー）��１勝
ジョーキーパーソン（12牡 アドマイヤムーン）�２勝��８勝

３代母 ジョーセイバー（85栗 ＊ノーザンテースト）１勝，洞爺湖特別２着
ジョービッグバン（95牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，小倉大賞典‐Jpn3，中山金杯

‐Jpn3，函館記念‐Jpn3，etc.，種牡馬
ジョーアルデバラン（98� ＊オジジアン）３勝，塩沢特別３着，噴火湾特別３着，竜

飛崎特別３着，
５勝�
ジョーマリコ（99牝 マーベラスサンデー）５勝

ジョーアカリン（08牝 タニノギムレット）２勝，乙訓特別２着，犬山特別２着，
戎橋特別２着，etc.

４代母 ＊ソールズベリー（69 USA栗 Reneged）不出走
［子］ ツジユートピアン（90牡 ＊ノーリユート）２勝，きさらぎ賞‐Jpn3

シヤダイクイン（82牝 ＊デイクタス）３勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，ＨＢ
Ｃ杯２着，霞ケ浦特別２着，etc.

プリティバンビ（92牝 ＊ノーリユート）３勝，潮騒特別，利尻特別
［孫］ ドロテアス（94牡 ＊ドクターデヴィアス）２勝，シンザン記念‐Jpn3 ３着，

京都３歳Ｓ‐OP ２着，ききょうＳ‐OP ３着，etc.
ロイヤルシャダイ（90牡 ＊ロイヤルスキー）３勝，白河特別，千葉日報杯，
五色沼特別２着，etc.

販売申込者・所有者： 斉藤 政志＝浦河町瑞穂 �0146-25-2290
生 産 牧 場： 斉藤 政志
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

272 ジョーパルカ２０２０ 牡・鹿 ５／２３
＊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シルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサージョーパルカ ＊トニービン

��
��
�ジョーセクレタリー栗 2010 ジョーセイバー

＊ソールズベリー 1r
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ジョウノノーブル（06栗 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
キャッツウィスカー（16牡栗 タニノギムレット）��２勝
ザハロワ（17牝鹿 ＊モンテロッソ）�１勝
シンクロニシティ（18牝鹿 ＊キングズベスト）��入着２回

２代母 シーズグレイス（93栗 ＊サンデーサイレンス）３勝，エリザベス女王杯‐Jpn1
３着，ローズＳ‐Jpn2 ２着，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，萩Ｓ‐OP，芙蓉Ｓ‐OP
シャドウスケイプ（99牡 ＊フォーティナイナー）４勝，根岸Ｓ‐Jpn3，ガーネットＳ

‐Jpn3 ２着，etc.，�１勝����入着５回，クラスターＣ‐Jpn3，東京盃
‐Jpn2 ３着，グランシャリオＣ‐Jpn3 ２着，etc.

クリヴィア（00牝 ＊トニービン）１勝
ジョウノボヘミアン（06牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，東大路Ｓ，猪苗代特別，

白馬岳特別
コスモノビリス（12牡 ＊シンボリクリスエス）��１勝�６勝�入着２回，スプ

リングＣ３着
シュウマノチカラ（01牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，�１勝
ジョウノナンシー（03牝 ＊フレンチデピュティ）１勝
リンリンリン（04牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，浦安特別２着，越後Ｓ３着，�１勝

３代母 ザンベージ（85鹿 ＊ノーザンテースト）出走
ジョウノエンジェル（91牝 トウシヨウボーイ）３勝，石和特別２着

トーセンシャナオー（03牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，セントライト記念
‐Jpn2，プリンシパルＳ‐L ３着，若葉Ｓ‐L ３着，�１勝

アーバンウィナー（07牡 タヤスツヨシ）４勝，いちょうＳ‐L ２着，札幌２歳Ｓ
‐Jpn3 ３着，二本松特別３着

４代母 ヨドセンリヨウ（75黒鹿 ＊エルセンタウロ）１勝
［子］ センリョウヤクシャ（86牡 ＊ノーザンテースト）６勝，阪急杯‐Jpn3，ス

ワンＳ‐Jpn2 ３着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
［孫］ ショウワモダン（04牡 エアジハード）10勝，安田記念‐G1，ダービー卿Ｃ

ｈＴ‐G3，ディセンバーＳ‐L，etc.

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 �01456-2-5157

273 ジョウノノーブル２０２０ �・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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスジョウノノーブル ＊サンデーサイレンス

��
��
�シーズグレイス栗 2006 ザンベージ

＊リリーオブザナイル 10a
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ショウナンダズル（15青鹿 ＊シャンハイボビー）�２勝
初仔

２代母 ＊パスオブドリームズ（10 USA栗 Giant's Causeway）USA１勝
クラヴァシュドール（17牝 ハーツクライ）�１勝，阪神ジュベナイルフィリーズ

‐G1 ３着，チューリップ賞‐G2 ２着，サウジアラビアＲＣ‐G3 ２着，米子
Ｓ‐L ３着，桜花賞‐G1 ４着

ノースザワールド（18牡 ディープインパクト）�２勝

３代母 パスオヴサンダー Path of Thunder（01 USA鹿 ＊サンダーガルチ）USA６
勝，Golden Pond S‐R，Princess Mora S２着
イキサイティッド Excited（08牝 Giant's Causeway）USA３勝，ヴァージニアオ

ークス‐G3，Hilltop S，リグレットＳ‐G3 ２着，etc.
スリルド Thrilled（13牝 Uncle Mo）USA・CAN２勝，Sunland Park Plum Pr

etty S，デムワゼルＳ‐G2 ２着，ミスグリジョＳ‐G3 ２着，etc.
ウェイトティルドーンWait Til Dawn（09牝 Giant's Causeway）USA・CAN２

勝，Suncoast S

４代母 ドリナDrina（88 USA鹿 Regal and Royal）USA11 勝，Vizcaya H‐L，
Aspidistra H‐L ２着，Miss Tropical H‐L ２着
［子］ スペイン Spain（97 牝 ＊サンダーガルチ）USA９勝，ＢＣディスタフ‐G1，

ラブレアＳ‐G1，フルールデリスＨ‐G2，etc.
プエルトバヌス Puerto Banus（99 牡 Supremo）USA５勝，サンルイス
オビスポＨ‐G2，サンセットＨ‐G2，Sham S‐R ２着，種牡馬

ファンタスティックスペイン Fantastic Spain（00 牡 Fantastic Fellow）
USA５勝，ゴールデンゲイトフィールズＢＣＳ‐G3，ベイメドーズＢ
ＣＨ‐G3 ２着，スタンフォードＢＣＨ‐G3 ３着，種牡馬

［孫］ プラン Plan（05牡 Storm Cat）GB・IRE・USA２勝，愛インターナショ
ナルＳ‐G3，セクレタリアトＳ‐G1 ２着，種牡馬

ドリームザインポッシブルDreamtheimpossible（06牝 Giant's Causeway）
GB・IRE１勝，Flame of Tara S‐L，フィリーズマイル‐G1 ３着

［曾孫］ レイディガロア Lady Galore（17 牝 Raven's Pass）�FR２勝，P. Rev
es d'Or‐J. Bouchara‐L

販売申込者・所有者： 沢井 義一＝様似町田代 �0146-36-4608
生 産 牧 場： 沢井 義一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

274 ショウナンダズル２０２０ �・黒鹿 ４／ ６
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 シニスターミニスター

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Ministerインカンテーション

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

＊ Harlan's Holiday

�
�
�
�
�

��
��

�シャンハイボビー Steelin'ショウナンダズル
＊ Giant's Causeway

��
��
�パスオブドリームズ青鹿 2015 Path of Thunder

9f
Storm Cat M4×M5

価格： 購買者：



母 シルバーストリーク（10芦 ＊クロフネ）�１勝��入着�
〔産駒馬名登録数：３，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

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.
ロイヤルシャダイ（90牡 ＊ロイヤルスキー）３勝，白河特別，千葉日報杯，
五色沼特別２着，etc.

販売申込者・所有者： �小泉学＝新冠町朝日 �0146-47-2644
生 産 牧 場： �小泉学
飼 養 者： 萬牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5676

275 シルバーストリーク２０２０ 牡・芦 ３／２４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュー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
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 シレーナ（11黒鹿 アドマイヤムーン）入着，�３勝�１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
クレーナ（19牝青鹿 レッドスパーダ）�地方未出走

２代母 ユキノマーメイド（03栗 スペシャルウィーク）４勝，おおぞら特別，駒ケ岳特
別，ＨＢＣ賞２着，大倉山特別２着，太宰府特別３着，etc.
ベステンダンク（12牡 ＊タイキシャトル）�７勝，都大路Ｓ‐L，米子Ｓ‐L，マイラー

ズＣ‐G2 ２着，カシオペアＳ‐L ２着，小倉日経ＯＰ‐OP ２着，etc.
サンキュー（13牡 ＊タイキシャトル）３勝，ＲＫＢ賞，西日本スポーツ杯２着，��

入着��１勝��入着２回，赤松杯２着，兵庫ウインターＣ３着
ハルカノテソーロ（14牡 ＊ハービンジャー）２勝
フラッシュスタイル（15牡 エイシンフラッシュ）１勝
サクセスファイター（16牡 ＊ハービンジャー）１勝
ユキノグローリー（17牡 ＊ノヴェリスト）�２勝
ユキノフラッシュ（18牡 エイシンフラッシュ）�１勝

３代母 ＊サスペンスクイーン（91 USA栗 Woodman）３勝，帆柱山特別
アチーブフィート（99牡 ＊トニービン）３勝，朝日岳特別，むらさき賞２着，ロベリ

ア賞２着，etc.，障害１勝

４代母 クリスタルカップCrystal Cup（81 USA栗 Nijinsky）USA出走
［子］ イクタマル Iktamal（92 牡 Danzig Connection）GB・FR・USA７勝，

ヘイドックスプリントＣ‐G1，ビーズウィングＳ‐G3，Abernant S
‐L ２着，etc.，種牡馬

ファーストマグニチュード First Magnitude（96牡 ＊アラジ）FR・USA
５勝，ジャンドショードネイ賞‐G2，コンセイユドパリ賞‐G2，エド
ゥヴィル賞‐G3，etc.

ロッカマンド Rockamundo（90牡 Key to the Mint）USA２勝，アーカ
ンソーダービー‐G2，アーリントンＷフュチュリティ‐G2 ３着，A
k Sar Ben Juvenile S２着，etc.，種牡馬

［孫］ コンクエスト Conquest（04� Invincible Spirit）GB・FR・UAE５勝，ジ
ムクラックＳ‐G2，ベンゴーフＳ‐G3，Hever Sprint S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338
生 産 牧 場： ゼットステーブル
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

276 シレーナ２０２０ �・鹿 ４／２０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズシレーナ スペシャルウィーク

��
��
�ユキノマーメイド黒鹿 2011 ＊サスペンスクイーン

4i
Mr. Prospector S4×M5×M5 サンデーサイレンスM4×M4 Nureyev S5×S5
Nijinsky S5×M5
価格： 購買者：



母 ジーシスター（12黒鹿 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
モズジャイキリ（17牡鹿 ショウナンカンプ）��３勝
シクラメンテソーロ（18牝黒鹿 ストロングリターン）�出走

２代母 ロージーミスト（97黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ミステリーゲスト（02牡 メジロライアン）３勝，九十九島特別，新涼特別２着，由

布院特別３着
ミスティフォレスト（05牝 ジャングルポケット）１勝
グランプリボス（08牡 サクラバクシンオー）６勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，朝日杯フ

ューチュリティＳ‐G1，マイラーズＣ‐G2，スワンＳ‐G2，京王杯２歳Ｓ‐G2，etc.，
GB・HKG入着，優２牡，種牡馬

アドマイヤキュート（09牝 キングカメハメハ）３勝
キスオブザビーナス（11牝 メイショウサムソン）�１勝
グランプリアクセル（13牡 ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝�入着

３代母 ＊ビューティフルベーシック（89 USA栗 Secretariat）USA入着２回
ウインディグニティ（01牡 スペシャルウィーク）５勝，甲斐駒特別，ＴＶ山梨杯，

南港特別，etc.

４代母 ナーヴァスピローNervous Pillow（75 USA栗 Nervous Energy）USA２勝，
Special Goddess S
［子］ ファインスピリット Fine Spirit（82 牝 Secretariat）USA４勝，Casca

pedia H‐L，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着
アートオヴリヴィング Art of Living（90 牡 Alydar）USA３勝，Santa
Catalina S‐R，West Twelve Ranch H２着，種牡馬

ストームアトナイト Storm At Night（88� Storm Bird）GB・USA７勝，
Sirenia S‐L ３着

［曾孫］ ザナッツ The Nutz（04� Chester House）USA13 勝，Gus Fonner S
‐L，Omaha S２着（２回）

ファニーミーティング Funny Meeting（99 牡 General Meeting）USA
８勝，Bill Thomas Memorial H，Downs At Albuquerque H
‐L ２着，Camino Real Mile H２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 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

277 ジーシスター２０２０ 牡・鹿 ３／２５

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマージーシスター ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロージーミスト黒鹿 2012 ＊ビューティフルベーシック

8c
Nureyev S3×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 スイートガーデン（11鹿 ブラックタイド）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
アーモンドラブ（18牝鹿 ＊モンテロッソ）��出走
スーパーショット（19牡栗 ＊ラニ）�未出走

２代母 スイートリヴァー（02栗 ＊パラダイスクリーク）１勝
シンデンアラタ（09牡 オンファイア）１勝，�５勝���
スウィートアゲン（10牝 ブラックタイド）�７勝
フォルサ（12牡 ブラックタイド）１勝
ネコダンサー（13牡 ブラックタイド）１勝
ネコディール（14牡 サイレントディール）��１勝�３勝�２勝
マナカ（16牝 ＊タイキシャトル）入着，��２勝

３代母 ニシノコマチ（96栗 Miswaki）１勝
シゲルジュウヤク（08牡 ＊グラスワンダー）１勝，障害４勝，阪神スプリングジャン

プ‐JG2，新潟ジャンプＳ‐JG3，中山グランドジャンプ‐JG1 ３着，etc.

４代母 ＊サレラ（88 USA鹿 Danzig）GB出走
［子］ オーミヤボレロ（97牡 ＊ジェイドロバリー）��12 勝�７勝�，吉野ヶ里

記念，はがくれ大賞典３着

５代母 サンティアゴスイーティ Santiago Sweetie（74 USA鹿 Boldnesian）USA１勝
［子］ フラメンコ Flamenco（80牝 Dance Spell）GB・FR・IRE３勝，カンデ

ラブラＳ‐G3，チャイルドＳ‐G3 ２着
ポルティオ Portio（83 牝 Riva Ridge）USA４勝，White Rose S‐R，
Blue Bonnet S‐R ２着

［孫］ ブラックビューティディー Black Beauty D.（89 牝 Procida）PR17 勝，
C.Prensa Hipica‐L，C.Roberto Clemente‐L，C.Wiso G.
‐L ２着，etc.

［曾孫］ アンビヴァレント Ambivalent（09 牝 Authorized）GB・FR・IRE・AUS
・UAE・TUR５勝，愛プリティポリーＳ‐G1，ミドルトンＳ‐G2，
Chalice S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈱シエラ＝東京都新宿区 �03-6908-6844
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

278 スイートガーデン２０２０ �・鹿 ３／２４

＊

モンズーン Konigsstuhl

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Monsun

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mosellaノヴェリスト ナイトラグーン Lagunas

��
��
�Night LagoonIRE 黒鹿 2009 Nenuphar

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアスイートガーデン ＊パラダイスクリーク

��
��
�スイートリヴァー鹿 2011 ニシノコマチ

＊サレラ 1j
Literat S5×S5

価格： 購買者：



母 スイートマトルーフ（06青鹿 スペシャルウィーク）５勝，寿Ｓ（芝 2000），堀川特別
（芝 1800），香住特別（芝 2200），西海賞（芝 1800）２着，ぶっぽうそう特別（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
ブラックスター（13牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝��入着６回
トーホウバロン（18牡黒鹿 キングカメハメハ）�１勝
シェーナディーヴァ（19牝黒鹿 ＊ドレフォン）�地方未出走

２代母 ＊スイートフルーレ（96 USA鹿 Green Desert）不出走
スイートフィドル（02牝 ＊アフリート）�14 勝
シンボリワーグナー（04� ＊フォーティナイナー）��１勝
ディフュージョン（05牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
シンボリマルセイユ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，大牟田特別，九重

特別，��８勝
スイートフラム（08牝 ＊シンボリクリスエス）入着，��３勝
スイートマルセル（11牝 ＊ワイルドラッシュ）入着

レイテントロアー（17牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝，妙高特別２着
ハナズプルメリア（12牝 キングカメハメハ）１勝，つわぶき賞３着，�２勝��１勝
フジマサスペシャル（13牡 スペシャルウィーク）１勝
ラブリイメッセージ（14牝 ダンスインザダーク）１勝
マイネルエストック（16牡 スペシャルウィーク）�	３勝

３代母 ケンブ Kenbu（89 FR芦 Kenmare）GB・FR・USA４勝，カブール賞‐G3，
P. Imprudence‐L，P. du Pin‐L，モルニー賞‐G1 ２着，英１０００ギニー
‐G1 ３着，etc.

＊シンボリスウォード（95牡 Green Desert）７勝，アイビスサマーダッシュ‐Jpn3 ２
着，函館スプリントＳ‐Jpn3 ２着，クリスタルＣ‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬

＊スイートオーキッド（97牝 GoneWest）３勝，クリスタルＣ‐Jpn3，ＮＨＫマイ
ルＣ‐Jpn1 ５着，キーンランドＣ‐OP ３着，etc.

＊シンボリウエスト（00� GoneWest）３勝，札幌日刊スポーツ杯，摩周湖特別，郡
山特別，etc.，	８勝，IRE１勝

＊スイートローレライ（03牝 Rahy）１勝，寺泊特別３着
リーチ（18牡 グランプリボス）�
３勝��１勝，鎌倉記念，北海優駿２着，

イノセントＣ，etc.

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462

279 スイートマトルーフ２０２０ �・青鹿 ２／１６

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールスイートマトルーフ
＊ Green Desert

��
��
�スイートフルーレ青鹿 2006 Kenbu

2e
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 スケッチーヴュー（04鹿 ＊ホワイトマズル）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（６）〕
ナットビックボス（09牡鹿 ＊アメリカンボス）�３勝�入着�
ナットビックキング（10牡鹿 ＊アジュディケーティング）�１勝��入着４回�
フカクサビジン（12牝鹿 ＊アメリカンボス）��１勝
ダリアメイリー（17牝鹿 ワールドエース）��出走
アトラスエース（18牡鹿 ワールドエース）�出走
レガートワルツ（19牝鹿 ワールドエース）��１勝

２代母 ＊ザスキート（91 USA鹿 Nureyev）USA出走
スキッフル（98牝 ＊トニービン）出走

フラガラッハ（07牡 デュランダル）８勝，中京記念‐G3（２回），米子Ｓ‐L，阪
神Ｃ‐G2 ３着，鳴尾記念‐G3 ３着，阪急杯‐G3 ３着，etc.

イリュミナンス（10牝 マンハッタンカフェ）４勝，クイーンＳ‐G3 ３着，クイ
ーンＣ‐G3 ３着，堀川特別，糺の森特別，パールＳ２着，etc.

フェルメッツァ（11牡 ディープインパクト）５勝，福島民報杯‐L ２着，小倉記
念‐G3 ３着，アーリントンＣ‐G3 ３着，萩Ｓ‐LR ３着，初富士Ｓ，etc.

エスティタート（13牝 ドリームジャーニー）５勝，シルクロードＳ‐G3 ２着，
京都牝馬Ｓ‐G3 ３着，ききょうＳ‐OP ２着，桂川Ｓ，心斎橋Ｓ，etc.

パシフィックベル（99牝 ＊アフリート）�１勝�	１勝�，２歳優駿若駒賞３着
メジロチャンプ（06牡 メジロライアン）３勝，サロベツ特別，ひいらぎ賞，札

幌スポニチ賞３着
ハイパーリアリティ（00牝 ＊リアルシヤダイ）１勝

３代母 シュートアライン Shoot a Line（77 GB鹿 High Line）GB・IRE・GER・U
SA７勝，愛オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，リブルズデイルＳ‐G2，
パークヒルＳ‐G2，チェシャーオークス‐G3，etc.
ラインオヴサンダー Line of Thunder（87 牝 Storm Bird）GB・USA３勝，チヴ

ァリーパークＳ‐G1 ２着，Sceptre S‐L ２着
＊サンダーガルチ（92牡 Gulch）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，ベルモ

ントＳ‐G1，トラヴァーズＳ‐G1，etc.，種牡馬
＊バトルライン（93牡 ＊オジジアン）７勝，エルムＳ‐Jpn3，etc.，��１勝
１勝

�入着，全日本サラブレッドＣ‐Jpn3，かしわ記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 桑嶋 峰雄＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2966
生 産 牧 場： 桑嶋 峰雄
飼 養 者： 桑嶋 峰雄＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2966

280 スケッチーヴュー２０２０ 牡・鹿 ５／１９
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeスケッチーヴュー
＊ Nureyev

��
��
�ザスキート鹿 2004 Shoot a Line

11d
Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 スパンコール（11鹿 ダイワメジャー）�16 勝��，ビューチフルドリーマーＣ
（Ｄ1900）２着，フェアリーＣ（Ｄ1800）３着（２回），ビューチフルドリーマーＣ
（Ｄ1900）３着
初仔

２代母 ＊マックスイマージュ（03 USA鹿 Tiznow）１勝
マイプレシャス（08牝 アドマイヤコジーン）�１勝
サトノハンナ（12牝 ダイワメジャー）�３勝
サトノオマージュ（13牡 ダイワメジャー）�３勝

３代母 ポーリッシュトイメージPolished Image（94 USA黒鹿 Unbridled）USA出走
ロイヤルワンRoyal One（05牝 Tiznow）USA入着２回

クアルコサQualcosa（13牝 Tiger Heart）BRZ１勝，P. Alo Ticoulat Guim
araes‐L

４代母 クワイエトチャームQuiet Charm（71 USA黒鹿 Nearctic）USA１勝
［子］ ヴィリリファイ Virilify（76 牡 Minnesota Mac）USA８勝，レキシント

ンＨ‐G2，種牡馬
アガスリー Agacerie（81 牝 Exclusive Native）USA９勝，ヴァインラ
ンドＨ‐G3，Eatontown H‐L，Pucker Up S‐L，etc.

［孫］ デアアンドゴーDare and Go（91牡 Alydar）FR・USA７勝，パシフィ
ッククラシック‐G1，ストラブＳ‐G1，TheWicked North S‐L，etc.，
種牡馬

ゴーデピュティGo Deputy（00 牡 Deputy Minister）USA・CAN６勝，
ソードダンサーＳ‐G1，ボーリンググリーンＨ‐G2，マンノウォー
Ｓ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

クワイエトアメリカンQuiet American（86牡 Fappiano）GB・USA４
勝，ＮＹＲＡマイルＨ‐G1，サンディエゴＨ‐G3，チャールズＨスト
ラブＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ノーミーコートニーNoMecourtney（89牝 Jeblar）USA６勝，Novel
Sprite H，Inaugural S，Pacifica H‐L ２着，etc.

カパルア Kapalua（84� Caro）USA６勝，R. J. Speers H，Canter
bury Turf Classic２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： 西野 春樹
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

281 スパンコール２０２０ 牡・鹿 ４／２９

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケスパンコール
＊ Tiznow

��
��
�マックスイマージュ鹿 2011 Polished Image

16a
Northern Dancer S5×M5 Relaunch S5×M5

価格： 購買者：



母 スズカエンジェル（04鹿 High Yield）�３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－３（３）〕
グランドエンジェル（11牝鹿 スズカマンボ）１勝，�１勝��入着
アースエンジェル（12牝青鹿 ＊キンシャサノキセキ）４勝，ルミエールオータムダ

ッシュ‐LR（芝 1000）３着，飛翼特別（芝 1000），閃光特別（芝 1000），雷光特別
（芝 1000），稲妻Ｓ（芝 1000）３着

イントゥザターフ（13�鹿 ディープインパクト）１勝，�１勝
ブルーフェアリー（16牝鹿 ヴィクトワールピサ）���入着２回
プルセイラ（17牝黒鹿 キズナ）入着５回，��１勝

２代母 ＊イルグンスエンジェル（98 USA鹿 Irgun）USA５勝，エイグリームＨ‐G2，
Sunnyvale H，サンタイサベルＳ‐G3 ２着
オリエンタルジェイ（07牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，千歳特別，ロベリア賞，千

葉日報杯２着，千葉ＴＶ杯２着，富里特別２着，etc.

３代母 ノヴェンバーモーンNovember Morn（91 USA鹿 Capote）USA入着２回
バルミー Balmy（99牝 Salt Lake）USA６勝，Garland of Roses H‐L，Prim

onetta S，Primonetta S２着，etc.
トリートップランディングTreetop Landing（05牝 Forestry）USA入着

テイツランディング Tate's Landing（10� Orientate）USA４勝，Laurel F
uturity‐L

４代母 ロヴィングガールRoving Girl（81 USA鹿 Olden Times）USA入着
［孫］ レッドサティンスリッパーズ Red Satin Slippers（97 牝 Peteski）USA１

勝，Carotene S‐L ２着，Flaming Page H‐L ３着
ブラックオーシャン Black Ocean（10牝 Ocean Terrace）USA２勝，
Oklahoma Stallion Fillies S‐R ２着

［曾孫］ ローヴィングエインジェル Roving Angel（02 牝 Cape Canaveral）US
A・CAN６勝，Belle Mahone S‐L，Finger Lakes Juvenile Fillie
s S，Belle Mahone S‐L ２着，etc.

キャントレル Cantrel（04 牝 Gulch）USA５勝，Wonders Delight S‐R，
Jostle S‐L ２着，Ambassador of Luck H‐R ３着

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

282 スズカエンジェル２０２０ 牡・鹿 ４／２４
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

ハイイールド Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�High Yield Scoop the Goldスズカエンジェル
＊ Irgun

��
��
�イルグンスエンジェル鹿 2004 November Morn

1o
フォーティナイナー S4×M4 Halo S5×M5 Nijinsky S5×M5
Crimson Saint S5×M5 Secretariat M5×M5
価格： 購買者：



母 スズカカラーズ（01芦 ＊サンデーサイレンス）�入着４回
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－６（22）〕
ハヤブサミラクル（08�黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�３勝
スリーカラーナンゴ（11牡鹿 ＊チチカステナンゴ）１勝
コスモサビク（12牡栗 ＊サウスヴィグラス）入着２回，���１勝・４勝�
マイネルシルバリー（14牡芦 メイショウサムソン）入着，�３勝
ジャストミート（15牝芦 ＊ワークフォース）�２勝��入着５回
モーンストルム（16牝鹿 ＊シニスターミニスター）入着７回，	
４勝�３勝��
ハーイ（17牝栗 スズカコーズウェイ）入着，	��２勝
アブノダンティア（19牡芦 スズカコーズウェイ）	��出走

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

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

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

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

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

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

谷川岳Ｓ‐L，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
オーシャンカラーズOcean Colors（06 牝 Orientate）USA３勝，Mongo Quee

n S２着
シルヴァーカラーズ Silver Colors（07 牝 Mr. Greeley）GB出走

＊エスキモーキセス（15牝 To Honor and Serve）USA３勝，アラバマＳ‐G1，
アシュランドＳ‐G1 ２着，フェアグラウンズオークス‐G2 ２着

販売申込者・所有者： 斉藤 正男＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2668
生 産 牧 場： 中橋 清
飼 養 者： 中橋 清＝新ひだか町三石富沢 �0146-32-3183

283 スズカカラーズ２０２０ 牡・芦 ４／３０
Cozzene

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellスズカカラーズ
＊ Mr. Prospector

��
��
�ミンデンローズ芦 2001 Winning Colors

23b
サンデーサイレンスM2×S4 Caro S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 スターインパルス（14栗 ＊サウスヴィグラス）��４勝�１勝�１勝�入着，桜花
賞（Ｄ1600），ローレル賞（Ｄ1600）３着，秋桜賞（Ｄ1400），プリンセスＣ
（Ｄ1400），読売レディス杯（Ｄ1500）２着
初仔

２代母 コパノジャーノー（01鹿 ＊エリシオ）�入着７回
タイヨウガデテキタ（05牝 ＊サウスヴィグラス）��７勝
コパノサチオー（08牡 サクラプレジデント）�１勝
コパノハリスン（12牡 ＊サウスヴィグラス）１勝
オコルミラクル（13牡 ＊ファスリエフ）�１勝��

３代母 ステファーナ（93栗 ＊リアルシヤダイ）入着２回
プライドキム（02牡 ＊アフリート）２勝，�１勝��３勝�１勝�，全日本２歳優駿

‐Jpn1，クラスターＣ‐Jpn3，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，etc.
プレゼンスウーマン（03牝 サクラローレル）２勝

イツモシアワセ（13牝 ドリームジャーニー）�	６勝
６勝���，ロータス
クラウン賞２着

コパノマルコリーニ（04牝 マヤノトップガン）�出走
サイモンラムセス（10牡 ブラックタイド）５勝，小倉大賞典‐G3 ３着，グリー

ンＳ，シンザンＣ，etc.，種牡馬
クリノコマチ（11牝 サンライズペガサス）３勝，国立特別，雪うさぎ賞２着，

春菜賞２着，etc.
オパールムーン（18牝 ヴィクトワールピサ）�１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着

サンライズトゥルー（09牡 ディープインパクト）２勝，長良川特別，鴨川特別２着，
三方ヶ原特別２着，etc.

４代母 ダイナコマネチ（83栗 ＊ノーザンテースト）出走
［子］ システィーナ（89牝 サクラユタカオー）８勝，京都牝馬特別‐Jpn3，関屋

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

［孫］ タフグレイス（96牝 ＊トニービン）５勝，中山金杯‐Jpn3 ２着，千葉Ｓ，
両国特別（２回），etc.

販売申込者・所有者： 坂本 順子＝石川県金沢市 �076-253-3399
生 産 牧 場： 藤川ファーム
飼 養 者： ゴールドアップホースカンパニー（泊津分場）＝新冠町西泊津 �0146-47-4555

284 スターインパルス２０２０ 牡・栗 ４／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタースターインパルス ＊エリシオ

��
��
�コパノジャーノー栗 2014 ステファーナ

＊ニアーリーズン 22b
リアルシヤダイM4×S5 Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 スターオブロゼッタ（15鹿 ロードカナロア）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
スターオブモア（19牝黒鹿 フェノーメノ）�地方未出走

２代母 レディハニー（05鹿 ＊ワイルドラッシュ）３勝，朝里川特別
ロードワイルド（12牡 ＊ホワイトマズル）��12 勝��１勝
ロードリゲル（13牡 ＊シンボリクリスエス）�４勝

３代母 レディチャーム（97黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ティアーモ（10牝 キングカメハメハ）３勝，西海賞，君子蘭賞，日高特別３着
ロードフェリーチェ（12牡 ＊ハービンジャー）１勝，シンザン記念‐G3 ２着，�入

着２回���，九千部山賞２着

４代母 ＊リンダスト（89 USA鹿 Lyphard）不出走
［子］ ステルスエミオ（99牝 ＊ブラックタイアフェアー）３勝，相馬特別２着
［孫］ ロードニュースター（05牡 ＊エアエミネム）５勝，メルボルンＴ，花見小

路特別，武庫川Ｓ２着，etc.
シルヴェーヌ（15牝 スクリーンヒーロー）�２勝，摩周湖特別，八代特別，
ＳＴＶ杯３着，��２勝

マイネルリファイン（07牡 ＊チーフベアハート）入着２回，�４勝��，
不来方賞２着

５代母 バ－ジャ－Barger（83 USA鹿 Riverman）FR・USA２勝，ヴァントー賞
‐G3，サンタラリ賞‐G1 ３着
［子］ ナラティヴNarrative（98 牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・GER・IT

Y・USA・UAE４勝，カルロダレッシオ賞‐G2，ドバイシティオヴゴ
ールド‐G3，ミラノ大賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ タウキート Tawqeet（02 牡 Kingmambo）GB・AUS５勝，ＭＲＣコー
ルフィールドＣ‐G1，ＡＴＣザメトロポリタン‐G1，英セントレジャ
ー‐G1 ３着，etc.，種牡馬

レヴェニュー Revenue（00牡 Cadeaux Genereux）GB・IRE３勝，リ
ッチモンドＳ‐G2，フライイングチルダーズＳ‐G2 ２着，コーンウ
ォリスＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： 佐々木 康治＝日高町賀張 �01456-5-2772
生 産 牧 場： 佐々木牧場
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

285 スターオブロゼッタ２０２０ 牡・鹿 ４／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムスターオブロゼッタ ＊ワイルドラッシュ

��
��
�レディハニー鹿 2015 レディチャーム

＊リンダスト 4n
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 スターライラック（09鹿 ＊シニスターミニスター）２勝，檜山特別（Ｄ1700）２着，
�入着２回，ヒダカソウＣ（Ｄ1600）３着
〔産駒馬名登録数：２〕
ダンチョウ（17牡青鹿 ベルシャザール）��入着７回
ドンフクリン（19牡栗 ＊アジアエクスプレス）�未出走

２代母 ライラックノカオリ（99黒鹿 ＊キンググローリアス）４勝
ライラックノユメ（06牝 ＊マイネルラヴ）入着，�３勝
インストレーション（11牡 ＊シニスターミニスター）２勝，中ノ岳特別２着，成田特

別３着
メイショウマスラオ（13牡 ＊シニスターミニスター）１勝
コウエイスーシェフ（15� ＊シニスターミニスター）���８勝�５勝�
メイショウヨソユキ（16牝 ＊シニスターミニスター）�３勝

３代母 アイテイスター（92栗 シンボリルドルフ）入着３回，�２勝
スタンドオフ（98� ラグビーボール）１勝，障害１勝，�２勝
アーリータックル（00牡 ＊ソヴィエトスター）�１勝	１勝�１勝
ラビータビバーチェ（01牝 サツカーボーイ）
７勝
イトシノクリスティ（03牝 ＊ソウルオブザマター）�４勝�入着３回

４代母 フアテイマ（83栗 ＊ロイヤルスキー）１勝
［子］ ユキノビジン（90牝 サクラユタカオー）３勝，クイーンＳ‐Jpn3，オーク

ス‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ２着，etc.，�３勝
エターナルトゥルー（98� ＊コマンダーインチーフ）１勝，	１勝

ターフティファニー（94牝 サクラユタカオー）１勝
ウノーソウシン（87牡 メイシヨウキング）��６勝

［孫］ マヤノツルギ（04牡 ＊ジョリーズヘイロー）６勝，ニューイヤーＳ‐L，Ｕ
ＨＢ杯‐L，長万部特別，etc.，�３勝
入着

ブロンズビコー（01牝 ＊スピニングワールド）１勝
［曾孫］ ゴムマリ（15牝 ＊シニスターミニスター）�１勝

５代母 ビユーテイワン（75栃栗 ＊ダツパーダン）�14 勝，北海優駿，農林水産大臣賞
典３着

販売申込者・所有者： 庄野牧場＝日高町美原 �01456-5-2807
生 産 牧 場： 庄野牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

286 スターライラック２０２０ 牡・鹿 ５／２４
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインゴールドアクター ＊キョウワアリシバ

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊ Old Trieste

�
�
�
�
�

��
��

�シニスターミニスター Sweet Ministerスターライラック ＊キンググローリアス

��
��
�ライラックノカオリ鹿 2009 アイテイスター

＊エスサーデイー 6a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ステイハッピー（12栗 ステイゴールド）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
クリノヴジュアル（17牡栗 ハタノヴァンクール）�入着３回，��１勝
キングオンリーワン（19牡栗 ハタノヴァンクール）�地方未出走

２代母 ＊スプレッドスマイル（01 USA鹿 Bianconi）３勝，佐渡金銀山特別
アルテミス（07牝 ゼンノロブロイ）入着，�１勝�
スマイリングムーン（08牝 フジキセキ）４勝
ソンリエンテ（10牝 デュランダル）��２勝�１勝
スマイリーキュート（13牝 ソングオブウインド）	１勝�３勝��入着�，サラブ

レッド大賞典，ＭＲＯ金賞３着，北日本新聞杯３着

３代母 ホラーHorah（96 USA鹿 ＊ミシエロ）USA２勝

４代母 ダンスオアプランスDance Or Prance（75 USA黒鹿 Bold Reasoning）不出走
［子］ スインギンスウェイ Swingin Sway（83牡 Bask）USA14 勝，ボードオヴ

ガヴァナーズＨ‐G3，Ak‐Sar‐Ben H‐L，Hot Springs H‐L，etc.，
種牡馬

ドクターペインDr Pain（89
 Proud Truth）USA８勝，Tacoma H
，Bellevue H，Applebite Farm H２着，etc.

ディービービーズドリームD. B. B.'s Dream（80牝 Navajo）USA６勝，
Devonshire Cream H

クイックシルヴァーQuicksilver（79 牡 Navajo）USA15 勝，Nebrask
a Derby２着，種牡馬

［孫］ アジュメール Ajmaer（97 牝 Regal Remark）USA５勝，Fantasy H
‐L，Surrey H，C.T.H.S. Sales S‐R，etc.

サラトガタンゴ Saratoga Tango（04牝 Successful Appeal）USA５勝，
Ema Bovary S，Barb's Dancer S‐R，U Can Do It H２着，etc.

スティールカウント Steel Count（91 牡 Verbatim）USA３勝，C.T.H.
S. Sales S‐R，British Columbia Nursery S‐R

ケイケイアヴェイ K K Avey（00
 Wavering Monarch）USA２勝，
Indiana Futurity‐R

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

287 ステイハッピー２０２０ 牡・栗 ４／ ２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスハタノヴァンクール ＊ブライアンズタイム

��
��
�ハタノプリエ栗 2009 ハヤベニコマチ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュステイハッピー
＊ Bianconi

��
��
�スプレッドスマイル栗 2012 Horah

12g
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5 ノーザンテースト S5×M5

価格： 購買者：



母 ストック（08鹿 キングカメハメハ）�入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（５）〕
ヤギリジャスパー（13牡鹿 ＊タイキシャトル）３勝，初茜賞（Ｄ1800）
チョコマウンテン（14牡鹿 ローエングリン）�２勝��２勝
バルンストック（17�黒鹿 ブラックタイド）�１勝
ストックグロリー（18牡黒鹿 グランプリボス）��１勝

２代母 ＊オブザーヴァント（00 USA黒鹿 Capote）IRE 出走
ハイカックウ（05牝 High Chaparral）２勝，カーネーションＣ２着，ミモザ賞２着
ナスケンアイリス（07牝 ＊フレンチデピュティ）入着

モジアナフレイバー（15牡 ＊バトルプラン）���10 勝��入着２回，東京大賞
典‐G1 ３着，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ３着，黒船賞‐Jpn3 ３着，マ
イルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ４着，帝王賞‐Jpn1 ５着，etc.

ゴルトマイスター（16牡 ゴールドアリュール）４勝，アハルテケＳ‐OP ３着，
北総Ｓ，三浦特別

メイショウグラハム（09牡 アグネスタキオン）１勝
アステュート（10牝 アグネスタキオン）１勝
セイウンコウセイ（13牡 アドマイヤムーン）�７勝，高松宮記念‐G1，函館スプリ

ントＳ‐G3，淀短距離Ｓ‐L，高松宮記念‐G1 ２着，シルクロードＳ‐G3 ２着
（２回），etc.

アウトオブサイト（18牝 リアルインパクト）�１勝

３代母 ＊パテントリークリア（88 USA鹿 Miswaki）IRE・USA３勝
＊タイキフォーチュン（93牡 ＊シアトルダンサーⅡ）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，毎

日杯‐Jpn3，葉牡丹賞，種牡馬
＊タイキダイヤ（96牝 ＊オジジアン）４勝，クリスタルＣ‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特

別‐Jpn2 ２着，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
タイキクラリティ（03牝 スペシャルウィーク）１勝，菜の花賞‐OP ３着
クラリティスカイ（12牡 ＊クロフネ）３勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，いちょう
Ｓ（重賞）‐L，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３着，etc.

＊タイキリオン（99牡 Wild Again）３勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2，はなのき賞，障
害２勝，�３勝，トウケイニセイ記念２着，etc.

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

288 ストック２０２０ �・鹿 ４／１１

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスストック
＊ Capote

��
��
�オブザーヴァント鹿 2008 ＊パテントリークリア

2f
Mr. Prospector M4×S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 スパイクラベンダー（10鹿 Henrythenavigator）�４勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
クワイエット（16牝黒鹿 ローレルゲレイロ）�入着，��３勝
スピードドドド（17牝鹿 リアルインパクト）��１勝
プリンスカノン（18牡黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）��４勝
スパイクシップ（19牡黒鹿 ルーラーシップ）�地方未出走

２代母 ＊キャッツ（06 USA栗 Storm Cat）USA１勝
ミスライト（12牝 ＊ハービンジャー）出走

フルゴリラ（17牡 エスポワールシチー）��入着�５勝，黒潮皐月賞２着，土
佐春花賞２着，黒潮菊花賞３着

ダイシンインディー（16牡 ゴールドアリュール）�４勝，春光Ｓ，初凪賞，下総Ｓ
３着，�入着�，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ３着

エリオット（18牡 ＊サウスヴィグラス）�１勝

３代母 ブリスフルBlissful（96 USA鹿 Mr. Prospector）USA出走
ダッチェスモージョーDutchess Mojo（01牝 Deputy Minister）不出走

スイートナッシングズ Sweet Nothings（09 牝 Street Cry）USA３勝，Cali
fornia Oaks‐L ２着，Corte Madera S‐L ２着，Golden Poppy S
‐L ３着

ホエアーズザットタイガーWhere's That Tiger（03 牡 Storm Cat）GB・IRE・U
AE１勝，ＵＡＥ２０００ギニー‐G3 ２着，種牡馬

ワングレイトキャットOne Great Cat（05 牡 Storm Cat）GB・FR・IRE２勝，リ
ッチモンドＳ‐G2 ３着，英シャンペインＳ‐G2 ３着，Nijinsky S‐L ２着，
種牡馬

マカリオスMakarios（14	 Giant's Causeway）USA２勝，トランシルヴァニア
Ｓ‐G3 ３着

４代母 エインジエルフィーヴァ Angel Fever（90 USA鹿 Danzig）USA１勝，C
olleen S‐L ２着
［子］ フサイチペガサス Fusaichi Pegasus（97 牡 Mr. Prospector）USA６勝，

ケンタッキーダービー‐G1，ウッドメモリアルＳ‐G2，ジェローム
Ｈ‐G2，etc.，種牡馬

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

289 スパイクラベンダー２０２０ �・鹿 ３／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

ヘンリーザナヴィゲイター Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�Henrythenavigator Sequoyahスパイクラベンダー
＊ Storm Cat

��
��
�キャッツ鹿 2010 Blissful

8c
Storm Cat S3×M3 Mr. Prospector S4×M4×M4 Miesque S4×M4
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 スピーディユウマ（10青鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
サウザンマイルズ（17牝鹿 ＊クロフネ）���入着４回

２代母 クイックセイコー（02黒鹿 ＊エルコンドルパサー）３勝
チーキーデヴィル（12牝 ハーツクライ）�１勝�２勝�
ラッキーペニー（13牝 ダイワメジャー）１勝
ノーベルプライズ（16牡 ダイワメジャー）�２勝，葛飾特別３着

３代母 ＊スコールイ（93 USA青鹿 Seeking the Gold）３勝，長万部特別２着
セイコーアカデミー（99牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，共同通信杯‐Jpn3 ３着，

五稜郭特別，東雲賞，etc.
ファインセイコー（01牝 ＊サンデーサイレンス）出走

セイコーライコウ（07牡 ＊クロフネ）７勝，アイビスサマーダッシュ‐G3，シル
クロードＳ‐G3 ３着，韋駄天Ｓ‐OP，etc.

エムオーシャトル（18牝 ＊マクフィ）�１勝，黒松賞，�２勝
エフセイコー（03牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，ホープフルＳ‐L ２着，若竹賞
セイコースペシャル（04� スペシャルウィーク）３勝
スピーディセイコー（05牡 サクラバクシンオー）２勝
プリティウイッチ（10牝 ＊クロフネ）１勝
ウップスアデイジイ（12牡 ＊ファルブラヴ）１勝，�	11 勝

４代母 プレミアプレイメイト Premier Playmate（86 USA黒鹿 Pass Catcher）US
A２勝，アディロンダックＳ‐G2 ３着，Colleen S‐L ２着，Garden City Br
eeders' Cup S２着，Junior Champion S３着

５代母 ベッドタイムトーイBedtime Toy（76 USA鹿 Night Invader）USA２勝
［子］ シンフリーデリシャス Sinfully Delicious（83 牝 Jet Diplomacy）USA

３勝，Miramar S‐L
ストレスバスター Stress Buster（89� Lines of Power）USA３勝，
Hopemont S，ピルグリムＳ‐G3 ２着，パームビーチＳ‐G3 ３着

パーフェクトコンパニオン Perfect Companion（95� Alaskan Frost）
USA１勝，Matt Scudder S２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： サンバマウンテンファーム＝日高町富川北 �01456-2-2040

290 スピーディユウマ２０２０ 牡・鹿 ３／１９

＊

＊ Deputy Minister

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フレンチデピュティ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mitterandノボジャック

＊
＊アフリート

��
��
�フライトオブエンジェルスUSA 栗 1997 Intently

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアスピーディユウマ ＊エルコンドルパサー

��
��
�クイックセイコー青鹿 2010 ＊スコールイ

5j
Mr. Prospector S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 スプリングルーシー（05鹿 ＊チーフベアハート）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（８）〕
ウインヒストリオン（15牡鹿 スクリーンヒーロー）１勝，���６勝
エムワンリーフ（17牝鹿 ベルシャザール）�２勝��，ひまわり賞（Ｄ1800）２着
ツーエムプレミアム（18牝栗 ＊アジアエクスプレス）�出走

２代母 ヤクモサワヤカ（96鹿 シンボリルドルフ）３勝，基坂特別，霞ケ城特別，登別
特別３着
ヤクモオーカン（03牡 ＊フォーティナイナー）３勝
スプリングユノー（06牝 ＊オペラハウス）�２勝
スプリングアルタ（07牡 ステイゴールド）１勝，�６勝�

３代母 ヤクモマジック（91鹿 ＊マグニテユード）入着

４代母 ＊マジックマジックマジック（84 USA鹿 Northern Prospect）USA２勝

５代母 ヴァーセットホリデイ Verset Holiday（74 USA黒鹿 Ribots Holiday）PR1
1 勝，C.Eduardo Cautino Insua‐L，C.Santiago Iglesias Pantin‐L ２着，
C.Mariano Abril‐L ３着
［子］ ボールドスキーズホリデイ Baldski's Holiday（81牝 Baldski）USA10 勝，

ナタルマＳ‐G3，Hendrie H‐L，Duchess S‐L，etc.
［孫］ イレリア Illeria（87 牝 Stop the Music）USA10 勝，ブラウン＆ウイリア

ムソンＨ‐G3，Fanfreluche S‐LR，Ontario Fashion H‐R，etc.
＊ミラクルタイム（95牡 Silver Hawk）４勝，京都４歳特別‐Jpn3，毎日杯

‐Jpn3，ゆりかもめ賞
［曾孫］ インクルード Include（97牡 Broad Brush）USA10 勝，ピムリコスペシ

ャルＨ‐G1，ニューオーリンズＨ‐G2，マサチューセッツＨ‐G2，etc.，
種牡馬

マジックブロードMagic Broad（96牝 Broad Brush）USA５勝，セリ
マＳ‐G3，Cleveland Oaks‐L，Maryland Juvenile Filly Cham
pionship S‐R，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

291 スプリングルーシー２０２０ 牡・鹿 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊ Chief's Crown

�
�
�
�
�

��
��

�チーフベアハート Amelia Bearhartスプリングルーシー シンボリルドルフ

��
��
�ヤクモサワヤカ鹿 2005 ヤクモマジック

＊マジックマジックマジック 19
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 スマートアレンジ（10鹿 ＊パーソナルラッシュ）４勝，シドニーＴ（Ｄ1200）２着，
夙川特別（Ｄ1200）３着，�２勝��，ヴィーナススプリント（Ｄ1300），ヴィー
ナススプリント（Ｄ1300）２着，早池峰スーパースプリント（Ｄ1000）３着
初仔

２代母 ＊アイスダンス（03 UAE鹿 ＊ジェイドロバリー）��４勝
アイドルラッシュ（11牝 ＊パーソナルラッシュ）�１勝
トウケイワラウカド（13牡 ゴールドヘイロー）４勝，姫路特別２着，高瀬川Ｓ３着，

鳴門Ｓ３着

３代母 ＊アイドリカ（94 GB鹿 RainbowQuest）GB２勝
シェイズオヴベイジュ Shades of Beige（02 牝 ＊ティンバーカントリー）GB・FR

・GER２勝，Sachsen Preis‐L ２着

４代母 ＊アイドラーク（89 GB鹿 Kris）FR入着２回
［子］ イスカン Iscan（96牡 Caerleon）GB・FR・ITY・UAE・HKG・SAU１

勝，伊ダービー‐G1 ２着，キングエドワード七世Ｓ‐G2 ２着，M
arch S‐L ２着，etc.

５代母 アワーシフ Awaasif（79 CAN鹿 Snow Knight）GB・FR・ITY・USA４勝，
ヨークシャーオークス‐G1，伊ジョッキークラブ大賞‐G1，凱旋門賞‐G1 ３着
［子］ スノーブライド Snow Bride（86 牝 Blushing Groom）GB・FR５勝，英

オークス‐G1，ミュージドラＳ‐G3，プリンセスロイヤルＳ‐G3，etc.
ジャーラール Jarraar（87 牡 Mr. Prospector）GB・USA９勝，ニューオ
ーリンズＨ‐G3，Cardinal Breeders' Cup H，Tenacious H，etc.，
種牡馬

イブンアルハイサム Ibn al Haitham（99牡 Zafonic）USA・UAE２勝，
サラナクＨ‐G3，ノーフォークＳ‐G2 ２着，ＵＡＥダービー‐G2 ３着

［孫］ ＊ラムタラ（92牡 Nijinsky）GB・FR４勝，英ダービー‐G1，凱旋門賞‐G1，
Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，etc.，種牡馬

サイターラ Saytarra（96牝 Seeking the Gold）GB・FR２勝，オマール賞‐G3

販売申込者・所有者： ㈲清水牧場＝平取町川向 �01457-2-3555
生 産 牧 場： ㈲清水牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

292 スマートアレンジ２０２０ �・鹿 ３／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊
＊ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�

��
��

�パーソナルラッシュ ＊パーソナリースマートアレンジ
＊

＊ジェイドロバリー

��
��
�アイスダンス鹿 2010 ＊アイドリカ

22b
Mr. Prospector M4×S5 Special S5×M5 Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



母 スマートブライト（09栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
スマートギャツビー（15�鹿 スマートロビン）１勝，障害１勝
カヴァーチャ（18牝栗 ミュゼスルタン）�未出走

２代母 アサヒブライト（96黒鹿 ＊ジェイドロバリー）�入着
トーセンブライト（01牡 ＊ブライアンズタイム）７勝，マリーンＳ‐L（２回），ペルセ

ウスＳ‐L，etc.，�１勝�１勝�２勝��入着４回�	，兵庫ゴールドＴ
‐Jpn3（２回），黒船賞‐Jpn3，サラブレッドＣｈＣ‐Jpn3，etc.，種牡馬

トーセンオマージュ（03牝 ダンスインザダーク）�２勝
トーセンレラ（08牡 ＊ロージズインメイ）２勝
ジュネス（17牝 ＊ロージズインメイ）１勝，�地方未出走
ジェフリー（18牡 トーセンジョーダン）��１勝�	２勝，ウイナーＣ

トーセンファルコン（07牡 ＊ロージズインメイ）�１勝
ブライトモーメント（10牝 マヤノトップガン）�１勝�	
ルールブルー（12牝 マツリダゴッホ）
４勝

３代母 コスモローマン（85黒鹿 ＊ナイスダンサー）４勝，函館記念‐Jpn3 ３着，関
門橋Ｓ‐OP ２着，巴賞‐OP ２着，津軽海峡特別，尾張特別，etc.
コールミークイーン（98牝 サクラバクシンオー）１勝

４代母 ジエラルレツド（75黒鹿 ＊フアバージ）４勝，赤富士賞，御岳特別，知床特別
［子］ トーワオーシャン（95牡 ＊イブンベイ）２勝，西脇特別３着

５代母 ＊ジエラルデインツウ（64 GB鹿 ＊パーシア）GB１勝，英ナッソーＳ３着
［孫］ フレツシユエプソム（86牝 ビンゴガルー）�１勝�14 勝，上山優駿樹氷賞２着

ロングマイテイ（82牡 ＊リイフオー）３勝，穂高特別
エプソムフェアリー（89牝 エプソムペガサス）３勝，猪苗代特別２着
マイネルスナイパー（93牡 ＊イブンベイ）１勝，舞鶴特別２着

［曾孫］ フェザーケープ（04� キングヘイロー）２勝，ムーニーバレーレーシング
クラブ賞

ミュージックロマン（99牡 ＊ミュージックタイム）�２勝�	２勝，さつ
き賞３着，若葉賞３着

販売申込者・所有者： 坂本 春信＝新ひだか町静内西川 �0146-46-2675
生 産 牧 場： 坂本 春信
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

293 スマートブライト２０２０ �・栗 ４／１３

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラスマートブライト ＊ジェイドロバリー

��
��
�アサヒブライト栗 2009 コスモローマン

＊ジエラルデインツウ 5j
Halo S4×M4 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 スールマカロン（15鹿 ＊ハービンジャー）入着２回
初仔

２代母 マカロンドナンシー（06黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
バニラマカロン（12牝 ＊クロフネ）入着，�２勝�
タイセイダンク（17牡 ＊ダンカーク）��１勝�１勝
メイショウホシアイ（18牝 モーリス）�１勝

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

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

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

タイキエンデバー（01牡 ＊タイキシャトル）４勝，尾瀬特別，田舎館特別
ラフェクレール（07牝 スペシャルウィーク）入着４回

エピックアン（15牡 ＊クロフネ）�３勝，清里特別２着，大倉山特別２着，鎌倉
Ｓ３着，etc.

エイカイキャロル（16牝 ロードカナロア）１勝，医王寺特別２着，��１勝

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

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

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

クル－ンカラ Clooncara（87 牝 King of Clubs）ITY５勝，P. Vittorio
Crespi‐L，Criterium Nazionale‐LR，ドルメーロ賞‐G3 ３着，etc.

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

販売申込者・所有者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2238
生 産 牧 場： 坂本 智広
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

294 スールマカロン２０２０ 牡・青鹿 ２／２０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlスールマカロン ダンスインザダーク

��
��
�マカロンドナンシー鹿 2015 アドマイヤマカディ

＊ミセスマカディー 14b
サンデーサイレンス S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ソプラノムーン（13黒鹿 アドマイヤムーン）�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
トンデンカムオン（18牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）��入着

２代母 ＊ドバイソプラノ（99 GB鹿 Zafonic）不出走
イゾベルベイリー Isobel Baillie（03 牝 Lomitas）FR・USA２勝，P. Madame Je

an Couturie‐L ３着
アローラミシェル Alaura Michele（09 牝 Arch）USA４勝，P. G. Johnson S

‐L，Nani Rose S‐R，ドクタージェイムズペニーメモリアルＨ‐G3 ３
着，Riskaverse S‐L ３着，Intercontinental S３着

イザベラシングズ Isabella Sings（12 牝 ＊エスケンデレヤ）USA・CAN８勝，
ミセズリヴィアＳ‐G2，エンデヴァーＳ‐G3，イートンタウンＳ‐G3，マ
イチャーマーＨ‐G3，Miss Liberty S‐L，etc.

タバコーロード Tobacco Road（16牡 Quality Road）�USA５勝，Ellis Park J
uvenile S，Black Gold S２着，Clever Trevor S‐L ３着

マリーンウィナー（05牝 フジキセキ）��２勝
ホワイトフーガ（12牝 ＊クロフネ）３勝，��７勝�入着，ＪＢＣＬクラシック

‐Jpn1（２回），さきたま杯‐Jpn2，関東オークス‐Jpn2，マリーンＣ
‐Jpn3，スパーキングＬＣ‐Jpn3，etc.

ドラゴンサクラ（10牝 ステイゴールド）１勝

３代母 リングオヴミュージックRing of Music（93 GB鹿 Sadler's Wells）不出走
アルミジャArmilla（00 牝 RainbowQuest）不出走

ウェルラウンデドWell Rounded（06牝 Reset）AUS３勝，ＶＲＣメイトリア
ークＳ‐G2，SAJC Hill Smith S‐L ３着

カンパノロジスト Campanologist（05 牡 Kingmambo）GB・IRE・GER・ITY・A
US・UAE・HKG・TUR11 勝，オイロパ賞‐G1，伊ジョッキークラブ大賞
‐G1，ラインラントポカル‐G1，ドイツ賞‐G1，ドバイシティオヴゴールド
‐G2，キングエドワード七世Ｓ‐G2，etc.，種牡馬

４代母 グローリアスソングGlorious Song（76 CAN鹿 Halo）USA17 勝，スピンス
ターＳ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，トップフライトＨ‐G1，ラカニャーダ
Ｓ‐G1，サンタマリアＨ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 城地牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3288
生 産 牧 場： 城地牧場
飼 養 者： mill farm Ocean View Park＝浦河町東栄 �0146-25-7000

295 ソプラノムーン２０２０ �・鹿 ５／ ２
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズソプラノムーン
＊ Zafonic

��
��
�ドバイソプラノ黒鹿 2013 Ring of Music

12c
Mr. Prospector S4×M5×M5 Northern Dancer S5×M5 Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 ソルトオブジアース（11栗 ＊アグネスデジタル）��２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
オリーブダイヤ（17牝栗 カレンブラックヒル）���入着

２代母 アシヤマダム（95鹿 ＊ラシアンルーブル）出走
ブイロッキー（00牡 ジェニュイン）３勝，ユニコーンＳ‐Jpn3 ２着，ベテルギウス

Ｓ‐L ３着，etc.，�入着���，名古屋優駿‐Jpn3 ３着，ジャパンＤダービ
ー‐Jpn1 ４着，ダービーＧＰ‐Jpn1 ５着

ガッサンルーブル（01牡 サクラバクシンオー）３勝，クリスマスローズＳ‐OP ２着，
江差特別２着，黒松賞３着

ローレルスパンカー（02牡 キングヘイロー）�３勝
マイネエムロード（03牝 ＊バチアー）１勝
ダイシンオレンジ（05牡 ＊アグネスデジタル）７勝，平安Ｓ‐G3，アンタレスＳ‐G3，

平安Ｓ‐G3 ２着，etc.，�入着２回����，名古屋大賞典‐Jpn3 ２着，
名古屋大賞典‐Jpn3 ３着，種牡馬

サムライジャパン（07牡 ネオユニヴァース）�８勝，ステイヤーズＣ，華月賞，ス
テイヤーズＣ２着，王冠賞２着

ブイアスカ（08牝 アドマイヤドン）�１勝�
ミスパイロ（14牝 ＊パイロ）３勝，小金井特別２着，舞浜特別３着
コーナスフロリダ（15牡 エスポワールシチー）�６勝�１勝��入着２回，兵

庫ダービー，ダービーＧＰ３着，西日本ダービー，園田ジュニアＣ，ゴー
ルドジュニア２着，etc.

ティアップロージズ（10牡 ＊ロージズインメイ）１勝
クインズリケサス（12牝 アドマイヤムーン）�１勝�３勝
エスプリロブ（14牡 ゼンノロブロイ）��６勝

３代母 キヤツトロンシヤン（78栗 ＊シヤトーゲイ）１勝
キャットオー（83牡 ＊フイデイオン）５勝，日光特別２着，頌春賞３着，立冬特別３着
メジロワース（85牡 ＊モガミ）６勝，マイラーズＣ‐Jpn2，八坂特別，etc.，障害 11

勝，中京障害Ｓ（３回）
メジロトーレンス（86牡 ＊フイデイオン）３勝，栗子特別３着
メジロリリー（90牝 ＊ベリフア）２勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，忘れな

草賞‐OP ２着

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

296 ソルトオブジアース２０２０ 牡・鹿 ３／１７
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインモーリス ＊カーネギー

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawソルトオブジアース ＊ラシアンルーブル

��
��
�アシヤマダム栗 2011 キヤツトロンシヤン

＊レデイアリス 3f
Danzig S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：


