
販売申込者・所有者： ㈲上水牧場＝むかわ町花岡 �0145-42-3152
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

母 マトゥラー（09鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
アラハバード（14牡黒鹿 キングカメハメハ）入着，��入着２回�入着��
マハヴィル（15牡鹿 キングカメハメハ）�２勝，浄土平特別（芝 1800），松島特別
（芝 2000）２着，咲花特別（Ｄ1800）３着，北海Ｈ（芝 1800）３着，若戸大橋特別
（芝 1800）３着

アヴァターラ（16牡鹿 ロードカナロア）��１勝�１勝�入着２回

２代母 オリエンタルアート（97栗 メジロマックイーン）３勝，タイランドＣ２着
ドリームジャーニー（04牡 ステイゴールド）９勝，有馬記念‐G1，宝塚記念‐G1，

朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1，産経大阪杯‐G2，神戸新聞杯‐Jpn2，etc.，
優２牡，優古牡，種牡馬

アルスノヴァ（05牝 ダンスインザダーク）２勝，エリカ賞
リュミエールドール（14牝 ルーラーシップ）２勝，わらび賞２着

グッドルッキング（06牝 ＊クロフネ）３勝，浅口特別，出石特別２着，紫川特別２着，
阪神ドリームプレミアム２着，八幡特別２着，etc.
グッドジュエリー（15牝 ハーツクライ）�３勝，勝浦特別，医王寺特別，みち

のくＳ２着，豊橋特別２着
グッドマックス（17牝 ジャスタウェイ）�３勝，勝浦特別

オルフェーヴル（08牡 ステイゴールド）10勝，日本ダービー‐G1，有馬記念‐G1
（２回），皐月賞‐G1，菊花賞‐G1，宝塚記念‐G1，産経大阪杯‐G2，神戸新聞
杯‐G2，スプリングＳ‐G2，etc.，FR２勝，フォワ賞‐G2（２回），etc.，年代
表，優３牡，優古牡（2回），種牡馬

リヤンドファミユ（10牡 ステイゴールド）４勝，若駒Ｓ‐OP，早春Ｓ，但馬Ｓ，比
叡Ｓ３着，種牡馬

アッシュゴールド（12� ステイゴールド）１勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2 ２着，きさ
らぎ賞‐G3 ３着

デルニエオール（15牝 ステイゴールド）２勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着

３代母 エレクトロアート（86栗 ＊ノーザンテースト）４勝，クロッカスＳ‐OP ３着，
道新スポーツ杯，下北半島特別，サフラン賞，Ｉｎｔ．Ｊｓ（２）２着
シュペルノーヴァ（95� メジロマックイーン）４勝，白鷺特別，戎橋特別，エメラ

ルドＳ２着，etc.

1 マトゥラー２０２０ 牡・鹿 ３／２３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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� キングカメハメハ
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�
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＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアマトゥラー メジロマックイーン

��
��
�オリエンタルアート鹿 2009 エレクトロアート

＊グランマステイーヴンス 8c
ノーザンテースト S4×M4

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 前谷 武志＝新ひだか町静内豊畑 �090-5983-9711
生 産 牧 場： 前谷 武志
飼 養 者： 前谷 武志＝新ひだか町静内豊畑 �090-5983-9711

母 クイーンオブハルカ（06栗 Singspiel）��１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（９），地方－３（９）〕
サウンドカール（11牡青鹿 ＊ザール）１勝
タイセイプレシャス（12�栗 ＊プリサイスエンド）４勝，三河Ｓ（Ｄ1400）２着，ＴＶ静

岡賞（Ｄ1400）３着，神無月Ｓ（Ｄ1400）３着，��１勝�１勝，白銀争覇（Ｄ1400）
ハルカカナタ（13牝栗 スパイキュール）�５勝
トモジャプリマ（14牝黒鹿 ブラックタイド）入着５回，�２勝
クイーンズテソーロ（15牝栗 ＊ヘニーヒューズ）４勝，アクアラインＳ（Ｄ1200），

妙高特別（Ｄ1200）
レオテソーロ（18牡栗 ネオユニヴァース）�入着２回

２代母 ＊クイーンオブスターズ（01 USA鹿 Green Desert）不出走
ラールRhal（08 牝 Rahy）GB２勝
イルーミネイト Illuminate（13 牝 Zoffany）GB・USA３勝，ダッチェスオヴケン

ブリッジＳ‐G2，アルバニーＳ‐G3，チヴァリーパークＳ‐G1 ２着
ミニアチャーダッフォディルMiniature Daffodil（15� Thewayyouare）�GB２勝

３代母 クイーンキャセリンQueen Catherine（95 GB芦 Machiavellian）FR２勝，
P.de Bagatelle‐L，P.d'Angerville‐L ２着，P.Saraca‐L ２着
レイディキャセリン Lady Catherine（00 牝 Bering）FR・ITY・UAE３勝，ドルメ

ーロ賞‐G3，Criterium de L'Ouest‐L，伊オークス‐G1 ２着

４代母 ラシャンロイヤル Russian Royal（86 USA芦 Nureyev）GB・FR・IRE・U
SA２勝，ジャージーＳ‐G3 ２着，フレッドダーリングＳ‐G3 ２着，ビーズウィ
ングＳ‐G3 ２着
［孫］ プランスジブラルタル Prince Gibraltar（11 牡 ＊ロックオブジブラルタル）

GB・FR・GER・ITY４勝，クリテリヨムドサンクルー‐G1，バーデ
ン大賞‐G1，グレフュール賞‐G2，etc.，種牡馬

ガールインフライトGirl In Flight（10 牝 ＊コマンズ）AUS４勝，ＳＡＪ
ＣオーラリアＳ‐G3，ＭＶＲＣダイアモンドジュビリーＳ‐G2 ２着，
ＶＲＣメイトリアークＳ‐G2 ２着，etc.

ボブズプライド Bobs Pride（02� Marju）IRE５勝，バリーサックスＳ
‐G3，GB・IRE障害５勝

2 クイーンオブハルカ２０２０ 牡・栗 ３／１２

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲
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� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake
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�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

シングスピール In TheWings
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�Singspiel Glorious Songクイーンオブハルカ
＊ Green Desert

��
��
�クイーンオブスターズ栗 2006 Queen Catherine

9e
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 村上 欽哉＝新冠町新栄 �090-7657-6107
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

母 ツクバエルドラド（09鹿 El Corredor）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（４）〕
フワトロ（15牝鹿 ネオユニヴァース）１勝，舞浜特別（Ｄ1800）２着，���２勝

�２勝
マックスアン（16牡栗 ネオユニヴァース）�２勝
ゼファラス（19牡鹿 エピファネイア）�未出走

２代母 ＊ファーストバイオリン（98 USA鹿 Dixieland Band）USA２勝，Go For W
and S‐R ３着
ドミニカンDominican（04� El Corredor）USA４勝，ブルーグラスＳ‐G1，R

ushaway S‐L，ケンタッキージョッキークラブＳ‐G2 ３着，ハンシンＣ
‐G3 ２着，ファイエットＳ‐G3 ２着，etc.

サウンズオブアース（11牡 ネオユニヴァース）２勝，ジャパンＣ‐G1 ２着，有馬記
念‐G1 ２着，菊花賞‐G1 ２着，日経賞‐G2 ２着，京都大賞典‐G2 ２着，etc.

クロイツェル（12牡 マンハッタンカフェ）１勝，駒ケ岳特別３着
グローサーザール（13牡 ヴィクトワールピサ）１勝，��２勝
バリオラージュ（14牡 ディープインパクト）１勝，金山特別２着，長良川特別３着，

��１勝
ストークダバノン（17牡 オルフェーヴル）２勝，東雲賞２着

３代母 サンライズシンフォニー Sunrise Symphony（90 USA栗 Secretariat）USA出走
メイビーインメイMaybe in May（94牝 Miswaki）USA出走

アンアニカモーメントAn Annika Moment（01 牝 Mecke）USA１勝
マダムカクタスMadame Cactus（10 牝 Cactus Ridge）USA３勝，レイ
ヴンランＳ‐G2，My Trusty Cat S‐L，ランチョベルナルドＨ‐G3
２着，etc.

レディフォースプリング Ready for Spring（04 牡 More Than Ready）GB・
AUS・MAL５勝，エイコムＳ‐G3 ３着

チットチャットチットチャット Chitchat Chitchat（00 牝 Arch）USA４勝，San
gue H２着，River Cities S２着，Old South H２着，etc.

ディライトフルサンライズDeliteful Sunrise（04 牝 Afternoon Deelites）不出走
サンライズバーンスタイニ Sunrisebernsteini（12 牝 Bernstein）�USA１勝，

All Brandy S３着

3 ツクバエルドラド２０２０ 牡・栗 ３／ ６
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲
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� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク
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�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

エルコレドール Mr. Greeley
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�El Corredor Silvery Swanツクバエルドラド
＊ Dixieland Band

��
��
�ファーストバイオリン鹿 2009 Sunrise Symphony

23b
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



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

母 セイユウヴィーナス（12青鹿 ハーツクライ）�１勝�
〔産駒馬名登録数：２〕
アンノウンウォリア（19牡黒鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�未出走

２代母 ＊ラスティックベル（90 USA鹿 Mr. Prospector）FR１勝
アネーロ（95牝 ＊ノーザンテースト）２勝，琵琶湖特別２着
フサイチエアデール（96牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，

マーメイドＳ‐Jpn3，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3，桜花
賞‐Jpn1 ２着，etc.
ライラプス（02牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，スイートピ

ーＳ‐L，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，ローズＳ‐Jpn2 ３着，福島牝馬
Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.，��入着�

フサイチリシャール（03牡 ＊クロフネ）５勝，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1，
阪神Ｃ‐Jpn2，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，スワンＳ‐G2 ２着，スプリン
グＳ‐Jpn2 ２着，etc.，優２牡，種牡馬

インディスユニゾン（97牝 ＊サンデーサイレンス）不出走
クロノロジスト（03牝 ＊クロフネ）１勝
ノームコア（15牝 ＊ハービンジャー）６勝，ヴィクトリアマイル‐G1，札幌
記念‐G2，富士Ｓ‐G3，紫苑Ｓ‐G3，etc.，HKG１勝，香港カップ‐G1

クロノジェネシス（16牝 ＊バゴ）�７勝，有馬記念‐G1，秋華賞‐G1，宝塚
記念‐G1，京都記念‐G2，クイーンＣ‐G3，etc.，UAE入着，特別賞

ベラージオ（99牡 メジロライアン）７勝，トパーズＳ‐L，マーチＳ‐Jpn3 ３着，
師走Ｓ‐OP ２着，丹沢Ｓ，etc.，�１勝��，東京大賞典‐Jpn1 ４着

マリアヴァレリア（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，西郷特別３着，�１勝
ペルヴィアンリリー（04牝 ＊フレンチデピュティ）不出走

アドマイヤエイカン（13牡 ハーツクライ）４勝，札幌２歳Ｓ‐G3，ステイヤー
ズＳ‐G2 ２着，札幌日経ＯＰ‐L ２着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ
‐G3 ３着，古都Ｓ，etc.

３代母 ラグタイムガ－ル Ragtime Girl（73 USA栗 Francis S.）USA４勝，Car
mel H２着

4 セイユウヴィーナス２０２０ �・青鹿 ３／２０

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒２歳 Gio Ponti

�
�
�
�
�
�
�
�
� Chipeta Springsドレフォン エルティマース Ghostzapper
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�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス
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�ハーツクライ アイリッシュダンスセイユウヴィーナス
＊ Mr. Prospector

��
��
�ラスティックベル青鹿 2012 Ragtime Girl

20a
Mr. Prospector M3×S5 Raise a Native M4×S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631
生 産 牧 場： ㈲フジワラファーム
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

母 ＊ストライクルート（10 USA栗 Smart Strike）入着２回，�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７）〕
カイザーミノル（16牡鹿 ロードカナロア）�４勝，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，

マイラーズＣ‐G2 ３着，斑鳩Ｓ（芝 1400），天神橋特別（芝 1600），青島特別
（芝 1700），花見小路特別（芝 1600）２着，春日特別（芝 1800）３着

エーポス（17牝栗 ジャスタウェイ）�２勝，フィリーズレビュー‐G2
マリーアミノル（18牝栗 ダイワメジャー）�１勝

２代母 ＊タドウィガ（95 GB鹿 Fairy King）GB・IRE４勝，愛メイトロンＳ‐G3，
Masaka S‐L，ロックフェルＳ‐G3 ２着，Sirenia S‐L ２着，Golden Daf
fodil S‐L ３着
タキーナTachina（00牝 Spectrum）不出走

ティボーキナ Tibouchina（08牝 Black Minnaloushe）SAF・ZIM４勝，Sa
ble Flyers‐L

テリーナ Tellina（09� Silvano）GER・ITY・SAF・UAE５勝，ハウテンギニ
ーズ‐G2，ロンドンニューズＳ‐G3，ホースチェスナットＳ‐G1 ２着，
プレジデンツチャンピオンズチャレンジ‐G1 ２着，サウスアフリカンク
ラシック‐G1 ２着，etc.

タイムオディシー Time Odyssey（11� Jet Master）�SIN・MAL８勝，F
ortune Bowl‐L ２着，Singapore Gold Cup‐L ２着

ファスウィガ Faswiga（01牝 ＊ファスリエフ）USA・CAN２勝，Flaming Page S
‐L ２着，Ontario Colleen H‐L ２着

アナーザAnazah（02牝 Diesis）IRE・USA・CAN出走
ソレーラベッラ Sorella Bella（10 牝 Clodovil）GB・ITY２勝，P. Coolmor

e‐L，伊グランクリテリウム‐G1 ２着，ドルメーロ賞‐G3 ２着，Sta
rdom S‐L ３着

ロックロブスター Rock Lobster（03 牡 Mt. Livermore）USA10 勝，サラナクＳ‐G3，
Woodlawn S‐L，Jersey Derby‐L ２着，Hill Rise S‐L ３着

＊グリッターテイル（08牡 Tale of the Cat）２勝
＊スピアナート（09牝 Bernstein）２勝，喜多方特別（２回），舞子特別２着，�２勝
ビートゴーズオン（11牝 Curlin）３勝

３代母 ユアローミルEuromill（85 IRE 鹿 Shirley Heights）IRE２勝

5 ストライクルート２０２０ 牡・栗 ４／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ゴールデンサッシュゴールドシップ メジロマックイーン
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�ポイントフラッグ芦 2009 パストラリズム

＊

スマートストライク Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Smart Strike Classy 'n Smartストライクルート
＊ Fairy King

��
��
�タドウィガ栗USA 2010 Euromill

11a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲ヤナガワ牧場＝日高町福満 �01456-2-1570
生 産 牧 場： ㈲ヤナガワ牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

母 メイショウセイカ（07黒鹿 ＊クロフネ）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（４）〕
キュアロージズ（14牝青鹿 ＊ロージズインメイ）��４勝
ルックスマート（15牡鹿 ヴィクトワールピサ）�２勝，２０１８ＹＪＳＦＲ中山１戦
（芝 2000）２着，調布特別（芝 1800）３着，陣馬特別（芝 2400）３着

２代母 チアズグレイス（97鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，桜花賞‐Jpn1，オークス
‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ４着，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ４着，コスモス賞
‐OP，etc.，優３牝
チアズガディス（03牝 ＊フレンチデピュティ）１勝

ダンツアトラス（10牡 ＊バゴ）２勝，京都２歳Ｓ‐LR ２着，御在所特別３着，
五泉特別３着

マイティティー（12牝 ＊エンパイアメーカー）５勝，御陵Ｓ，愛宕特別，�１勝
��，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3

メイショウカガリビ（06牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
ファロ（16牝 メイショウボーラー）１勝

メイショウチルチェ（08牝 キングカメハメハ）入着
サイモンジルバ（15牝 ＊タートルボウル）２勝，��２勝��
サイモンルピナス（18牝 ＊ダノンレジェンド）�１勝

テーオーフェアリー（09牝 キングカメハメハ）１勝，�５勝
テーオーダンケルク（16牡 ＊ダンカーク）２勝

メイショウクローバ（11牝 メイショウサムソン）３勝
デンコウグロリアス（14牡 ＊エンパイアメーカー）��９勝�入着

３代母 チアズフラワー（90鹿 Al Nasr）出走
チアズシュタルク（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，毎日杯‐Jpn3，共同通信杯

‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3 ２着
チアズフィアレス（02牝 ＊フォーティナイナー）出走

トロンボーン（10牝 アグネスタキオン）出走
ノブマル（17牡 ＊パイロ）�１勝�入着３回，金沢ヤングＣｈ３着

４代母 ＊デュカイナ（81 IRE 鹿 Northfields）GB・IRE１勝，Strensall S‐L ３着
［孫］ ダラワールDarawar（92 牡 Shernazar）FR１勝，P. Ridgway‐L ２着

6 メイショウセイカ２０２０ 牡・鹿 ３／ ３
＊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メイショウセイカ ＊サンデーサイレンス

��
��
�チアズグレイス黒鹿 2007 チアズフラワー

＊デュカイナ 21a
サンデーサイレンスM3×S4 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



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

母 ダノンジュエル（12芦 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ダノンエクレール（18牝芦 ダノンシャンティ）�入着

２代母 ＊スパークルジュエル（04 USA芦 Unbridled's Song）不出走
クリーンエコロジー（08牡 キングカメハメハ）５勝，千葉Ｓ‐OP ３着，アクアマリン

Ｓ，種市特別，喜多方特別，etc.，�４勝���，道営スプリント，etc.，種牡馬
マッケンジー（10牡 アグネスタキオン）２勝
ララサンタフェーズ（11牝 スペシャルウィーク）出走

サンエイシャトル（17牝 ＊タイキシャトル）���出走�１勝，ビギナーズＣ２
着，若鮎賞２着

スパークルメノウ（14牡 ディープインパクト）１勝，��３勝��２勝
ダノンパーフェクト（15牡 ディープインパクト）１勝，��１勝�入着３回

３代母 ゴールデンジュエルボックスGolden Jewel Box（89 USA鹿 Slew o' Gold）
不出走
ボックスオヴジュエルズ Box of Jewels（95 牝 Half a Year）USA６勝，Courts

hip S３着
ゴールデンバレイGolden Ballet（98 牝 Moscow Ballet）USA６勝，サンタアニ

タオークス‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G1，サンタイネスＳ‐G2，レイルバー
ドＳ‐G2，etc.
ステイジラック Stage Luck（04牝 Unbridled's Song）USA３勝，Affectio

nately H‐L，ラフィアンＨ‐G1 ３着，Rare Treat H‐L ３着
ドロセルマイアーDrosselmeyer（07 牡 Distorted Humor）USA５勝，ベルモ

ントＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，ジョッキークラブゴールドＣ‐G1 ２
着，etc.，種牡馬

ブロンズルートBronze Route（01 牝 Mud Route）USA１勝
トップシード Top Seed（06� Grand Slam）USA４勝，Inaugural S，

Chan Balum S３着
ブロンズド Bronzed（16� Fed Biz）�USA３勝，Lookin At Lucky S，J

ersey Shore S２着
ギルデドジェムGilded Gem（06牝 Smarty Jones）USA４勝，ラスフローレスＳ

‐G3，サンタモニカＳ‐G1 ２着，Kalookan Queen H‐L ２着

7 ダノンジュエル２０２０ 牡・鹿 ３／ 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サトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスダノンジュエル
＊ Unbridled's Song

��
��
�スパークルジュエル芦 2012 Golden Jewel Box

10d
Storm Bird S4×M5 Fappiano S4×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718
生 産 牧 場： ㈲矢野牧場
飼 養 者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718

母 ＊ライトインパリス（12 IRE 鹿 Aussie Rules）FR・USA６勝，Plenty Of Grace S，
エンデヴァーＳ‐G3 ２着，イートンタウンＳ‐G3 ２着，P. La Sorellina‐L ３
着，Criterium du Fonds Europeen de l'Elevage‐L ３着，etc.
本馬の他に産駒あり

２代母 グランドルースGrande Rousse（04 FR芦 Act One）FR・USA１勝
シガネ Sigane（10牝 Arch）FR１勝
＊グリーズアージェント（11牝 Clodovil）FR１勝

３代母 ゲリバGeriba（95 CAN黒鹿 GoneWest）FR出走
アラスカリーヌAlascaline（00 牝 Anabaa）不出走

マッチョノースMacho North（13� Macho Uno）CAN６勝，Edmonton
Juvenile S３着

４代母 アンジェリックソングAngelic Song（88 CAN鹿 Halo）不出走
［子］ スライゴーベイ Sligo Bay（98牡 Sadler's Wells）FR・IRE・USA４勝，

ハリウッドターフカップ‐G1，シネマＨ‐G3，ハリウッドダービー
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

＊レディバラード（97牝 Unbridled）５勝，��２勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，
クイーン賞‐Jpn3，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

ウルフトーンWolfe Tone（01牡 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，Pa
ddy Power S‐L，ムアズブリッジＳ‐G3 ３着，種牡馬

＊ミレニアムウイング（03牡 Sadler's Wells）５勝，みなみ北海道Ｓ‐L，青
嵐賞，支笏湖特別，etc.

［孫］ ダノンバラード（08牡 ディープインパクト）５勝，ＡＪＣＣ‐G2，Ｒ－Ｎ
ＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3，アンドロメダＳ‐L，etc.，種牡馬

フサイチセブン（06牡 Fusaichi Pegasus）５勝，シリウスＳ‐G3 ３着，アン
タレスＳ‐G3 ３着，etc.，��１勝，ダイオライト記念‐Jpn2，種牡馬

トリステス Tristesse（11 牝 Broken Vow）FR４勝，P. Panacee‐L
ミスタービッグニュ－ズMr. Big News（17牡 Giant's Causeway）�U
SA２勝，Oaklawn S，ケンタッキーダービー‐G1 ３着

ユズル Yuzuru（10牝 Medaglia d'Oro）USA２勝，Forever Together S

8 ライトインパリス２０２０ 牡・栗 ２／２４
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellハーツクライ ＊トニービン

��
��
�アイリッシュダンス鹿 2001 ＊ビユーパーダンス

＊

オーシールールズ ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Aussie Rules Last Secondライトインパリス グランドルース Act One

��
��
�Grande Rousse鹿IRE 2012 Geriba

12c
Halo S3×M5 Lyphard S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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

母 ハヤブサペコチャン（10栗 アグネスタキオン）３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
ハヤブサペコムスメ（17牝栗 ＊サウスヴィグラス）�２勝
ジャスティンパワー（19牡鹿 ＊ドレフォン）�未出走

２代母 ＊アイチェックユー（97 USA鹿 Miswaki）３勝
イチゴイチエ（04牝 マンハッタンカフェ）３勝，かもめ島特別２着，ＨＴＢ杯３着，

遊楽部特別３着
ダイシンサンダー（11牡 アドマイヤムーン）５勝，米子Ｓ‐L ３着，鞍馬Ｓ‐OP

３着，錦Ｓ，下鴨Ｓ，北大路特別，etc.，種牡馬
ハヤブサレジェンド（15牡 ＊ヘニーヒューズ）４勝，ＢＳＮ賞‐L ２着，安達太

良Ｓ，白河特別，福島中央ＴＶ杯２着
オボロヅキ（05牝 ＊カリズマティック）��２勝

ラブミークン（12牡 ＊サウスヴィグラス）３勝，コスモス賞‐OP ３着，夙川特
別２着，��出走�１勝��６勝

ジュンアイノキミ（14牝 ＊セイントアレックス）�３勝��入着，ブロッサムＣ，
フローラルＣ２着

グレイトロータリー（06牡 マンハッタンカフェ）３勝

３代母 ＊ジョーンズギフト（90 GB鹿 ＊デュラブ）GB出走
トモリ Tomori（99 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GER・ITY１勝，独ダービー‐G1

３着，ヘンケルレネン‐G2 ２着，リディアテシオ賞‐G2 ３着，etc.

４代母 ＊アグサン（85 IRE 青 Lord Gayle）GB入着３回
［子］ ビワハイジ（93牝 Caerleon）４勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，京都牝馬特

別‐Jpn3，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優２牝
［孫］ ブエナビスタ（06牝 スペシャルウィーク）９勝，ジャパンＣ‐G1，天皇賞

（秋）‐G1，ヴィクトリアマイル‐G1，etc.，UAE入着，優２牝，優３牝，
年代表，優古牝（2回）

ジョワドヴィーヴル（09牝 ディープインパクト）２勝，阪神ジュベナイル
フィリーズ‐G1，チューリップ賞‐G3 ３着，ヴィクトリアマイル
‐G1 ４着，優２牝

9 ハヤブサペコチャン２０２０ 牡・栗 ３／１６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラハヤブサペコチャン
＊ Miswaki

��
��
�アイチェックユー栗 2010 ＊ジョーンズギフト

16c
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 村下 明博＝浦河町野深 �0146-27-4352
生 産 牧 場： 村下 明博
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

母 メイショウボーテ（13芦 ＊シンボリクリスエス）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ニンナナンナ（99芦 Unbridled's Song）３勝
マルブツシャトル（05牡 ＊タイキシャトル）��１勝
メイショウモネ（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝
デンコウリョウ（08� タニノギムレット）１勝，�５勝
メイショウマルマル（10牡 ネオユニヴァース）３勝
ウインネオルーラー（11� ネオユニヴァース）２勝，ゆきつばき賞２着，�２勝�
カナラズカナラズ（12牝 ジャングルポケット）１勝
ガッツポーズ（15牡 ゼンノロブロイ）��入着２回��８勝
メイショウホルス（17牡 ヴィクトワールピサ）入着，��２勝

３代母 ＊ナイスレイズ（94 USA黒鹿 Storm Cat）USA１勝
マイミッシェル（00牝 ＊タイキシャトル）１勝，塩屋埼特別３着

マッハヴェロシティ（06牡 マンハッタンカフェ）３勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，新
潟大賞典‐G3 ２着，すみれＳ‐OP ３着，etc.

メイショウボーラー（01牡 ＊タイキシャトル）７勝，フェブラリーＳ‐Jpn1，デイリ
ー杯２歳Ｓ‐Jpn2，根岸Ｓ‐Jpn3，etc.，��入着２回��	，種牡馬

メイショウトッパー（03牡 テイエムオペラオー）５勝，春雷Ｓ‐L ３着，北九州短距
離Ｓ，水無月特別，etc.

メイショウキトリ（04牝 ＊マリエンバード）４勝，洛陽Ｓ，尾瀬特別，郡山特別，	２勝
メイショウアツヒメ（06牝 ＊タイキシャトル）３勝，夙川特別，つわぶき賞，岩室温

泉特別２着，etc.
メイショウヤタロウ（08牡 アグネスタキオン）５勝，小倉日経ＯＰ‐LR，谷川岳Ｓ

‐L ２着，米子Ｓ‐L ３着，etc.

４代母 ナイストラディションNice Tradition（79 ARG鹿 Search Tradition）USA
・ARG７勝，クリアドレス大賞‐G1，フェデリコデアルベアル賞‐G2，フアンシ
ョウ賞‐G2，エンリケアセバル賞‐G1 ２着
［孫］ トゥーマンススレント TwoMonths Rent（09� Purim）USA３勝，ホ

ーソーンダービー‐G3，フェアグラウンズＳ‐G3 ３着，ケントＳ
‐G3 ３着，etc.

10 メイショウボーテ２０２０ 
・芦 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キズナ
＊ Storm Cat

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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayメイショウボーテ Unbridled's Song

��
��
�ニンナナンナ芦 2013 ＊ナイスレイズ

10
Storm Cat S3×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

母 ツインテール（08栗 Tale of the Cat）１勝，足立山特別（芝 2000）２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
レッドラファーガ（15牡黒鹿 ディープインパクト）��２勝���入着６回
バレットドゥオール（17牝栗 オルフェーヴル）���入着４回

２代母 ＊ゲイリーレディ（94 USA栗 Silver Hawk）２勝，三宮特別３着
エースオブハート（00牡 ＊カーネギー）１勝，水仙賞３着，セントポーリア賞３着，

白梅賞３着
スターズトゥシャイン Stars to Shine（07牝 Tale of the Cat）USA・CAN６勝，

オンタリオメイトロンＳ‐G3，Trillium S‐L，Belle Mahone S‐L，
カナディアンＳ‐G2 ３着（２回）

３代母 ゲイリーゲイリ－Gaily Gaily（83 IRE 栗 Cure the Blues）FR・IRE・USA
14 勝，フラワーボ－ルＨ‐G1，オーキッドＨ‐G2，ゴールデンハーヴェストＨ
‐G2，モデスティＨ‐G3（２回），ビウィッチＳ‐G3，etc.
プロパープロトコルProper Protocol（92 牝 Deputy Minister）不出走

サザンプロトコル Southern Protocol（03 牝 Dixieland Band）USA２勝，
Trenton S３着
ストームクイリティ Stormquility（11 牝 After Market）USA９勝，Jers
ey Lilly Turf S，WilmaMankiller Memorial S，Houston Distaff
S２着，etc.

ベストリガーズBest Regards（04 牝 Street Cry）USA出走
ボナコール Bon Accord（11牡 Showing Up）USA３勝，Calder Turf
Dash S，バーボンＳ‐G3 ３着，Lincoln S３着

ミスゲイリーMiss Gaily（95 牝 Dayjur）不出走
ディエガDiega（00牝 Diesis）ITY４勝
ミスターサンドロMister Sandro（09牡 Dane Friendly）ITY４勝，P.
Regione Toscana‐L，P. Merano‐L ３着

ゾーナ Zona（01牝 Mr. Greeley）FR・ITY・USA４勝，P. Seregno‐L，
P. Pietro Bessero‐L ２着
ヴァーグヌヴェル Vague Nouvelle（11 牝 Mastercraftsman）ITY４勝，
伊１０００ギニー‐G3，P. Tadolina‐L，P. Royal Mares‐L，etc.

11 ツインテール２０２０ 牡・鹿 ３／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

テイルオヴザキャット Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Tale of the Cat Yarnツインテール
＊ Silver Hawk

��
��
�ゲイリーレディ栗 2008 Gaily Gaily

6e
Halo S4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

母 ムツミマーベラス（07黒鹿 マーベラスサンデー）�16 勝，福山３歳牝馬特別（Ｄ1600），
福山ＣｈＳ（Ｄ1800），福山２歳優駿（Ｄ1250），福山ダービー（Ｄ1800）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－２（４）〕
ムツミサムソン（12牝青鹿 メイショウサムソン）�３勝
ゼッコーチョー（13牡黒鹿 メイショウサムソン）�１勝
ウルトラマリン（17牝栗 ＊サウスヴィグラス）�４勝，千葉Ｓ‐OP（Ｄ1200）２着，

上越Ｓ（Ｄ1200），洲本特別（Ｄ1400）
ウィンターアゲイン（19牡芦 ＊クリエイターⅡ）�未出走

２代母 キャサリンクリスタ（00青鹿 ＊クリスタルグリツターズ）��１勝
ムツミイングランド（06牡 ニューイングランド）�６勝��，キングＣ２着，若駒

賞２着，福山ダービー３着
アポロジェニー（08牝 アドマイヤジャパン）１勝
トミケンスプリング（09牝 スズカマンボ）２勝
パルパルムツミ（12牝 ハーツクライ）�３勝

３代母 マチカネカルメン（89鹿 ＊スリルシヨー）１勝
メルシーエイタイム（02牡 ＊チーフベアハート）１勝，障害５勝，中山大障害‐JG1，

東京ハイジャンプ‐JG2，中山グランドジャンプ‐JG1 ２着（２回），etc.，優障害

４代母 マチカネアスカ（82鹿 ＊パーソロン）３勝，八瀬特別
［子］ マチカネヒオドシ（88牡 ＊モガミ）４勝，すばるＳ‐OP ３着，松前特別，

みなみ北海道Ｓ，etc.
マチカネモユル（87牝 ＊ノーザンテースト）２勝，アザレア賞

［孫］ マチカネハテンコウ（94牡 ＊リアルシヤダイ）３勝，鹿島特別，安房特別
２着，安達太良Ｓ３着，etc.，	１勝

マチカネウソブキ（00牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，鎌ケ谷特別，初日
の出賞２着，津軽海峡特別３着，etc.，障害１勝

マチカネラッパ（96牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，舞浜特別，舞浜特別
２着，陣馬特別３着，障害１勝

マチカネカンタロー（97牡 ＊ドクターデヴィアス）３勝，巌流島特別２着
［曾孫］ カツヨトワイニング（06牝 ＊トワイニング）２勝，ファルコンＳ‐G3 ２着，

サフラン賞，
８勝�入着７回�������，サマーＣ３着

12 ムツミマーベラス２０２０ 牡・栗 ３／ ６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マーベラスサンデー モミジダンサームツミマーベラス ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�キャサリンクリスタ黒鹿 2007 マチカネカルメン

＊ダンスタイム 11c
Northern Dancer S4×M5 Blushing Groom S4×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲長浜牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2682
生 産 牧 場： ㈲長浜牧場
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700

母 ジプシーマイラブ（09黒鹿 Manduro）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
スカリーワグ（18牡栗 ドゥラメンテ）�１勝

２代母 ＊ローズジプシー（98 GB鹿 Green Desert）GB・FR・IRE２勝，仏１０００ギニ
ー‐G1，Athasi S‐L ２着，Round Tower S‐L ３着
チャイニーズマンダリン Chinese Mandarin（03牡 Kingmambo）IRE・SWE・DEN

７勝，スカンディナヴィアオープンＣｈ．‐G3，スカンディナヴィアオープンＣ
ｈ．‐G3 ２着，Skanska Faltrittklubbens Jubileums‐L ２着，種牡馬

ローズカットRose Cut（07 牝 Montjeu）不出走
セカトゥール Secateur（12� Danehill Dancer）GB・FR・AUS２勝，No

el Murless S‐L ２着
＊ジプシーハイウェイ（08牝 High Chaparral）FR２勝，ミエスク賞‐G3 ２着，P.

Luth Enchantee‐L ３着
アマルフィコースト（15牝 ダイワメジャー）２勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，京都

牝馬Ｓ‐G3 ３着，ファンタジーＳ‐G3 ３着，ポートアイランドＳ‐L ３
着，中京２歳Ｓ‐OP，etc.

コルデトゥリーニ（16牝 ダイワメジャー）１勝，つわぶき賞３着
ナリタピクシー（13牝 ヴィクトワールピサ）２勝，西海賞３着

３代母 クリサリアKrisalya（86 GB鹿 Kris）GB１勝
クリスタルカヴァーンCrystal Cavern（92牝 Be My Guest）GB・USA３勝

クリスタルスター Crystal Star（00 牝 Mark of Esteem）GB・FR２勝，Ra
dley S‐L，フレッドダーリングＳ‐G3 ２着
ヒルスター Hillstar（10 牡 Danehill Dancer）GB・CAN・UAE４勝，カ
ナディアンインターナショナルＳ‐G1，キングエドワード七世Ｓ‐G2，
ニューベリーアークトライアル‐G3，etc.，種牡馬

クリスタルオーシャン Crystal Ocean（14牡 Sea The Stars）GB８勝，
プリンスオヴウェイルズＳ‐G1，ハードウィックＳ‐G2，ゴードンリチ
ャーズＳ‐G3（２回），etc.，種牡馬

ワイラWaila（10 牝 Notnowcato）GB２勝，Aphrodite S‐L，Silver Cu
p‐L ２着，Pontefract Castle S‐L ２着，etc.

13 ジプシーマイラブ２０２０ 牡・青鹿 ３／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

マンデュロ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�Manduro Mandellichtジプシーマイラブ
＊ Green Desert

��
��
�ローズジプシー黒鹿 2009 Krisalya

7a
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



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

母 オースミミズホ（10鹿 スペシャルウィーク）１勝，瓢湖特別（芝 2200）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
オースミヌーベル（16牡芦 ＊クロフネ）１勝，��入着３回�
ニシノルーチェ（17牝鹿 ルーラーシップ）��１勝
ライジングサン（18牝鹿 ロードカナロア）��未出走�入着

２代母 オースミハルカ（00鹿 フサイチコンコルド）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，クイ
ーンＳ‐Jpn3（２回），チューリップ賞‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２着
（２回），米子Ｓ‐L ２着，etc.
オースミアザレア（07牝 スペシャルウィーク）入着

アユツリオヤジ（14牡 ＊サウスヴィグラス）５勝，ＴＶユー福島賞，���未出
走�出走

ブルベアトリュフ（15牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，白秋Ｓ，甲東特別，仲春
特別２着

ナリタキングロード（08牡 ディープインパクト）１勝，�２勝�
オースミイチバン（09� アグネスタキオン）２勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，�１勝

��１勝	入着
�，ダイオライト記念‐Jpn2，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，名古屋Ｇ
Ｐ‐Jpn2 ３着，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ４着

オースミフブキ（11牝 マンハッタンカフェ）入着２回，�２勝
オースミラナキラ（12牡 ハーツクライ）４勝，リボン賞２着，加古川特別３着，大

津特別３着，五条坂特別３着
オースミジョージ（15牡 ＊ノヴェリスト）��入着４回�３勝
オースミレーヴ（16牡 ＊ノヴェリスト）��７勝
ナリタサーガ（17� エピファネイア）��１勝

３代母 ホッコーオウカ（93鹿 ＊リンドシェーバー）入着７回
トーアコマンダー（98牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，樅の木賞，障害１勝，�１勝
オースミエルスト（99牡 ＊ウォーニング）２勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，シンザン

記念‐Jpn3 ３着，京都２歳Ｓ‐OP ２着，etc.
オースミグラスワン（02牡 ＊グラスワンダー）７勝，新潟大賞典‐Jpn3（２回），大阪

城Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L ３着，etc.
ローデッド（12牝 ディープインパクト）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着

14 オースミミズホ２０２０ �・黒鹿 ４／２６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールオースミミズホ フサイチコンコルド

��
��
�オースミハルカ鹿 2010 ホッコーオウカ

＊フロリースカツプ 3l
Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



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

母 ガラシア（09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－１（１）〕
ガラシアライツ（15牝鹿 ＊キングズベスト）�１勝
チャップマン（18�青鹿 リオンディーズ）��出走

２代母 ネオクラシック（97鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，羽黒山特別
ジャンバルジャン（04� ジャングルポケット）３勝，鎌ケ谷特別２着，赤富士特別２着
ネオスピリッツ（05牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，陸奥湾特別，日高特別２着，水

仙賞２着，白川特別３着
クラシックセンス（07牡 ジャングルポケット）２勝，八ヶ岳特別，�２勝
クラシックメタル（11� ＊クロフネ）５勝，ブラジルＣ‐L ２着，ブリリアントＳ‐L

３着，総武Ｓ‐OP ３着，金蹄Ｓ，安達太良Ｓ２着，etc.
クラシックエース（12� ＊ハービンジャー）３勝，北海Ｈ，横津岳特別

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

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

府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，東大路Ｓ，etc.
リンカーン（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，京都大賞典‐G2，阪神大賞典

‐G2，日経賞‐Jpn2，etc.，種牡馬
ヴィクトリー（04牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，皐月賞‐Jpn1，若葉Ｓ‐L，

京都記念‐G2 ３着，etc.，種牡馬
ボーンキング（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京成杯‐Jpn3，弥生賞‐Jpn2 ２

着，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，etc.，種牡馬
アンライバルド（06牡 ネオユニヴァース）４勝，皐月賞‐Jpn1，スプリングＳ

‐Jpn2，京都２歳Ｓ‐L ３着，etc.，種牡馬

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

15 ガラシア２０２０ 牡・青鹿 ４／１６
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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayガラシア ＊サンデーサイレンス

��
��
�ネオクラシック鹿 2009 ＊バレークイーン

1l
サンデーサイレンスM3×S4 Sadler's Wells S4×M4 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲北洋牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2356
生 産 牧 場： ㈲北洋牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-8771

母 ナカヤマジェンヌ（11鹿 ステイゴールド）�入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
マウコピリカ（16牝栗 ＊タイキシャトル）���１勝
カモントゥミー（17牡鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝

２代母 ＊レビューナカヤマ（98 USA鹿 Mountain Cat）１勝
ナカヤマパラダイス（03牡 ＊パラダイスクリーク）４勝，ＣＢＣ賞‐G3 ２着，アイ

ビスサマーダッシュ‐Jpn3 ２着，オーシャンＳ‐Jpn3 ３着，駿風Ｓ，etc.，
�入着���，オッズパークＧＰ３着

ナカヤマスウェプト（06牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
ナカヤママニッシュ（07牝 ＊トワイニング）１勝

３代母 オーシャンブリーズOcean Breeze（82 USA栗 Blade）USA８勝，Farmi
ngton S，Dahlia H‐R，Caroling S‐R ３着

＊エイシンコンカード（93牡 Cozzene）４勝，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，中京
記念‐Jpn3 ３着，バレンタインＳ‐OP ２着，etc.

キラーイメジ Killer Image（95� Sultry Song）USA２勝，シネマＨ‐G3 ２着
ドスマルガリータスDos Margaritas（96 牝 Pine Bluff）不出走

イーストレイクアヴェニュー Eastlake Avenue（04牝 Globalize）USA４勝，
California Oaks‐L，BayMeadows Breeders' Cup Oaks‐L ３着，
Pacific Heights S‐R ３着

サルトリーサル Sultry Sal（00 牝 Sultry Song）USA３勝
ビッテルロード Bittel Road（06牡 Stormy Atlantic）USA４勝，バーボンＳ‐G3，

With Anticipation S‐L，Monarch'S Maze S，etc.，種牡馬
トップノッチレイディ Top Notch Lady（03牝 Sultry Song）USA・CAN５勝，

ブルボネットＳ‐G3，Glorious Song S‐L，マザリーンＳ‐G3 ２着，etc.
カーリートップ Curly Top（10� Curlin）USA３勝，Pomona Derby３着
キャンディシュガーレイディ Candy Sugar Lady（12牝 Candy Ride）�PA

N15勝，P. Oscar Y Manuel Grimaldo‐L（２回），Queen'S Cup‐L，
P. Dia de la Madre‐L（３回），etc.

エイスルージーブリーズAthruz Breeze（04牝 Alphabet Soup）不出走
イヴェッタ Ivetta（11 牝 Eddington）PER６勝，P. Frau Astrid‐L ３着

16 ナカヤマジェンヌ２０２０ 牡・青鹿 ２／２７

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュナカヤマジェンヌ
＊ Mountain Cat

��
��
�レビューナカヤマ鹿 2011 Ocean Breeze

3e
Halo M4×S5

価格： 購買者：



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

母 タイセイララバイ（11青鹿 ＊シンボリクリスエス）３勝，筑紫特別（芝 1200），秋
元湖特別（芝 1200），瀬戸内海特別（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：２〕
シゲルビンジャー（18牝鹿 ＊ハービンジャー）��入着
タイセイアンセム（19牡鹿 オルフェーヴル）�未出走

２代母 シーディドアラバイ（04青鹿 ジャングルポケット）１勝
ロッカフラベイビー（12牝 キングカメハメハ）４勝，スイートピーＳ‐LR ３着，佐

渡Ｓ，十勝岳特別，魚沼特別２着，カーネーションＣ３着，etc.
アドマイヤテンホウ（13牡 ＊シンボリクリスエス）�３勝�入着３回
ノーエクスキューズ（17牡 エピファネイア）�１勝

３代母 ロココスタイル（99黒鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
ジャンバティスト（05� ジャングルポケット）２勝，苫小牧特別，�２勝

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

スプリングコート（91牝 ＊トニービン）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ジ
ャニュアリーＳ，北大路特別，etc.

［孫］ リビアーモ（05牝 アドマイヤベガ）６勝，オーロＣ‐L，秋風Ｓ，若潮賞，etc.
アルフォンシーヌ（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，フラワーＣ‐Jpn3
３着

［曾孫］ アルフレード（09牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，朝日杯フューチュリティ
Ｓ‐G1，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，東京新聞杯‐G3 ２着，etc.，優２牡

ミッキードリーム（07牡 キングカメハメハ）５勝，朝日ＣｈＣ‐G3，毎日
王冠‐G2 ３着，中京記念‐G3 ２着（２回），etc.

フィリアプーラ（16牝 ＊ハービンジャー）�２勝，フェアリーＳ‐G3
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.

パルティアーモ（16牝 ＊ワークフォース）�４勝，メトロポリタンＳ‐L ２
着，新潟牝馬Ｓ‐OP ３着，早春Ｓ，etc.

17 タイセイララバイ２０２０ 牡・芦 ２／２４

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayタイセイララバイ ジャングルポケット

��
��
�シーディドアラバイ青鹿 2011 ロココスタイル

＊クリアアンバー 4m
Seattle Slew S4×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 富菜牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1578
生 産 牧 場： 富菜牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

母 オースミフブキ（11鹿 マンハッタンカフェ）入着２回，�２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
キタノコドウ（17牡芦 ＊クロフネ）���入着３回
クリノラピッド（18牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）�出走

２代母 オースミハルカ（00鹿 フサイチコンコルド）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，クイ
ーンＳ‐Jpn3（２回），チューリップ賞‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２着
（２回），米子Ｓ‐L ２着，etc.
オースミアザレア（07牝 スペシャルウィーク）入着

アユツリオヤジ（14牡 ＊サウスヴィグラス）５勝，ＴＶユー福島賞，���未出
走�出走

ブルベアトリュフ（15牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，白秋Ｓ，甲東特別，仲春
特別２着

ナリタキングロード（08牡 ディープインパクト）１勝，�２勝�
オースミイチバン（09� アグネスタキオン）２勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，�１勝

��１勝�入着	
，ダイオライト記念‐Jpn2，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，名古屋Ｇ
Ｐ‐Jpn2 ３着，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ４着

オースミミズホ（10牝 スペシャルウィーク）１勝，瓢湖特別２着
オースミラナキラ（12牡 ハーツクライ）４勝，リボン賞２着，加古川特別３着，大

津特別３着，五条坂特別３着
オースミジョージ（15牡 ＊ノヴェリスト）��入着４回�３勝
オースミレーヴ（16牡 ＊ノヴェリスト）��７勝
ナリタサーガ（17� エピファネイア）��１勝

３代母 ホッコーオウカ（93鹿 ＊リンドシェーバー）入着７回
トーアコマンダー（98牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，樅の木賞，障害１勝，
１勝
オースミエルスト（99牡 ＊ウォーニング）２勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，シンザン

記念‐Jpn3 ３着，京都２歳Ｓ‐OP ２着，etc.
オースミグラスワン（02牡 ＊グラスワンダー）７勝，新潟大賞典‐Jpn3（２回），大阪

城Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L ３着，etc.
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

18 オースミフブキ２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ２

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジオースミフブキ フサイチコンコルド

��
��
�オースミハルカ鹿 2011 ホッコーオウカ

＊フロリースカツプ 3l
Sadler's Wells S4×M5 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲大島牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2416
生 産 牧 場： ㈲大島牧場
飼 養 者： ヒダカシーサイドファーム＝浦河町東栄 �090-8707-3187

母 ＊スピニングレディ（09 USA栗 ＊ハードスパン）USA３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－１（１），地方－１（４）〕
スピニングサーヴ Spinning Serve（15 USA�栗 To Honor and Serve）USA１勝
ヘラクレスバローズ（17牡鹿 Uncle Mo）��２勝�１勝�１勝
フォルツァンド（18牡鹿 ドゥラメンテ）�１勝

２代母 グローバルファイナンスGlobal Finance（00 USA栗 ＊エンドスウィープ）
USA４勝，Nursery S‐L，Bam'S Penny S‐R，Piedmont S，Courts
hip S２着
プリーナプシャル Prenuptial（04 牝 Broken Vow）USA２勝，Generous Portio

n S‐R，California Breeders' Champion S‐R ２着
グローバルロアーGlobal Roar（07� Lion Heart）USA１勝
ウィックドファイナンスWicked Finance（10� Broken Vow）USA１勝
グローバルスローダウンGlobal Slowdown（11� Dynaformer）USA４勝
アカプルコ Acapulco（13牝 Scat Daddy）GB・IRE・USA４勝，クイーンメアリ

ーＳ‐G2，Sole Power Sprint S‐L，Unbridled Sidney S，ナンソープＳ
‐G1 ２着

３代母 フレンドリーウェイヴ FriendlyWave（93 USA鹿 Pentelicus）USA２勝

４代母 フレンドリージェスチャー Friendly Gesture（80 IRE 鹿 Sallust）不出走
［子］ フレンドリーアピール Friendly Appeal（85 牝 Valid Appeal）USA３勝，

Susan'S Girl S‐LR，Desert Vixen S‐LR ２着
［孫］ トムクルーザー Tom Cruiser（92 牡 Time for a Change）USA６勝，

Ack Ack H‐L，TheWicked North S‐R，Skywalker H‐R
２着，etc.，種牡馬

グレイスベイGrace Bay（00牝 Waquoit）USA４勝，Caesar'S Wish
S‐R，Maryland Juvenile Filly Championship S‐R ２着，All
Brandy S‐R ３着，etc.

スイッツァランド Switzerland（03� Swiss Yodeler）USA・CAN12勝，
Brooks Fields S２着

［曾孫］ バングオン Bang On（18牡 Commissioner）�CAN２勝，Birdcatch
er S

19 スピニングレディ２０２０ 牡・黒鹿 ２／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ブラックタイド

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキタサンブラック サクラバクシンオー

��
��
�シュガーハート鹿 2012 オトメゴコロ

＊

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystスピニングレディ グローバルファイナンス ＊エンドスウィープ

��
��
�Global Finance栗USA 2009 FriendlyWave

16g
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 築紫 洋＝新ひだか町三石稲見 �0146-35-3546
生 産 牧 場： 築紫 洋
飼 養 者： 築紫 洋＝新ひだか町三石稲見 �0146-35-3546

母 ＊シダクティヴリー（03 CAN鹿 ＊サンダーガルチ）CAN４勝，ホイムジカルＳ
‐G3，セリーニＳ‐G3，Duchess S‐L ３着，Woodbine Oaks‐R ３着，
Jammed Lovely S‐R ３着，etc.
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（５）〕
セデュウシング（10牝栗 アグネスタキオン）１勝
サトルチャーム（11牝鹿 ネオユニヴァース）�２勝�１勝
アルーフクライ（14�鹿 ハーツクライ）�３勝，中ノ岳特別（Ｄ1800），鋸山特別
（Ｄ1800）２着，鎌ケ谷特別（Ｄ1800）３着，白河特別（Ｄ1700）３着，市原特別
（Ｄ1800）３着

リトルフォレスト（16牝鹿 スマートファルコン）�２勝

２代母 トリッドアフェア Torrid Affair（97 CAN黒鹿 Alydeed）USA６勝，Swe
et Briar Too S‐L，La Voyageuse H‐L，Ontario Fashion H‐L，Whim
sical S‐L ２着，ベサラビアンＨ‐G3 ３着
プロフェティカリー Prophetically（04 牝 Pulpit）CAN４勝，Ruling Angel S‐L

３着，Zadracarta S‐R ３着
プリングジーズ Pulling G's（10� Curlin）USA・CAN６勝，ミッドナイトリュー

トＳ‐G3 ３着
サハムアルサマウィ Sahm Alsamawi（13 牡 Mineshaft）�SAU５勝

３代母 ラヴァーズトーク Lover's Talk（84 CAN鹿 Vice Regent）USA１勝
ラヴグロウズ Love Grows（92� Steady Growth）USA５勝，Highlander H

‐L，Shepperton S‐R
バーリートーク Barley Talk（93� Charlie Barley）USA11 勝，Hastings Speed H

‐L，Victoria Park S‐L ２着，Sun Sprint Championship H‐L ３着，etc.
ホイスパードウィッシュズWhisperedWishes（94 牝 With Approval）USA３勝

クワイエトアクションQuiet Action（04牝 Forest Wildcat）USA・CAN２
勝，Ontario Damsel S‐R，ナタルマＳ‐G3 ２着，Alywow S‐L
２着，etc.

ワイルドホイスキーWildWhiskey（99牡 WhiskeyWisdom）USA・CAN４勝，
Woodstock S‐L，Achievement H‐R ２着，Kenora S‐R ３着

リリカリー Lyrically（04 牝 ＊サンダーガルチ）CAN３勝，Ontario Fashion S
‐L ３着，La Lorgnette S‐L ３着，Duchess S‐L ３着

20 シダクティヴリー２０２０ 牡・栗 ４／２４
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

＊

＊ Gulch

�
�
�
�
�

��
��

�サンダーガルチ Line of Thunderシダクティヴリー トリッドアフェア Alydeed

��
��
�Torrid Affair鹿CAN 2003 Lover's Talk

11f
Halo S4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 川端 正博＝日高町豊郷 �01456-2-5550
生 産 牧 場： 川端 正博
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

母 ユキノチャンプ（03栗 ＊タバスコキャット）１勝，りんどう賞（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（10），地方－３（５）〕
ユキノアイリス（09牝栗 ゼンノロブロイ）�２勝
ユキノスライダー（10牡栗 デュランダル）３勝，障害３勝
マダムジルウェット（11牝鹿 フジキセキ）２勝，ＴＶ山梨杯（芝 1600）２着
ユキノカトレア（12牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）３勝
カシノジョウネツ（13牡鹿 ブラックタイド）�２勝�入着�
レオアルティメット（15牡栗 ＊サウスヴィグラス）�２勝，利根川特別（Ｄ1800）２

着，猪苗代特別（Ｄ1700）２着，渡島特別（Ｄ1700）３着，初霞賞（Ｄ1800）３着
ハーモニーロータス（16牡栗 アドマイヤムーン）��１勝�入着５回
イッツマイドリーム（18牝黒鹿 ドリームジャーニー）�入着
ビップアクア（19牝栗 ディープブリランテ）�未出走

２代母 サラトガビューティ（95鹿 ＊アジュディケーティング）２勝，デイリー杯３歳Ｓ
‐Jpn2 ２着，函館３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ４着，ラベンダー賞‐OP
ポートラヴ（04牡 ＊フォーティナイナー）５勝，安達太良Ｓ，フィリピンＴ，桶狭間

Ｓ２着，出石特別２着，夙川特別３着，etc.

３代母 ＊サラトガフラッシュ（85 USA栗 Spectacular Bid）USA出走
ヘルスウォール（99牝 ＊エリシオ）３勝，チューリップ賞‐Jpn3，函館２歳Ｓ

‐Jpn3 ３着，桜花賞‐Jpn1 ５着，etc.
アサクサダンディ（05牡 フジキセキ）２勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2 ３着，若竹

賞２着
マーブルカテドラル（11牝 ダイワメジャー）３勝，アルテミスＳ（重賞）‐L，タ

ーコイズＳ‐L ２着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ５着，etc.

４代母 ソロハイナ Solo Haina（76 USA鹿 Solo Landing）USA13 勝，Office Qu
een S，Delray S，Calder Criterium S，オーキッドＨ‐G2 ３着，Col
umbiana H２着，etc.
［孫］ ティズデジャヴュ Tizdejavu（05牡 Tiznow）USA８勝，ファイアクラッカ

ーＨ‐G2，アメリカンダービー‐G2，ジェファーソンＣ‐G2，etc.，種牡馬

21 ユキノチャンプ２０２０ 牡・鹿 ３／１４
＊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

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�タバスコキャット Barbicue Sauceユキノチャンプ ＊アジュディケーティング

��
��
�サラトガビューティ栗 2003 ＊サラトガフラッシュ

4
Crimson Saint S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

母 レッドセイリング（10鹿 ゼンノロブロイ）２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ブルベアモル（17牡鹿 レッドスパーダ）��入着８回
ルージュシャルマン（18牝鹿 ＊カジノドライヴ）�出走

２代母 ＊チャールストンハーバー（98 USA鹿 Grindstone）USA出走
アシュレイリバー（04牝 Mr. Greeley）１勝

スマイル（16牡 ダイワメジャー）�３勝，館山特別，長良川特別２着，グッド
ラックＨ２着

アルマフォルト（17牡 ジャスタウェイ）�１勝，唐戸特別３着
カレンデイムーン（08牡 タニノギムレット）２勝，竹尾特別３着
カレンブラックヒル（09牡 ダイワメジャー）７勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，毎日王冠‐G2，

ＮＺトロフィー‐G2，小倉大賞典‐G3，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，etc.，種牡馬
レッドアルヴィス（11牡 ゴールドアリュール）５勝，ユニコーンＳ‐G3，欅Ｓ‐L，

すばるＳ‐L，大和Ｓ‐OP ２着
プエルト（12� メイショウサムソン）２勝，��１勝
モーゼス（13牡 ダイワメジャー）１勝，ひめさゆり賞３着

３代母 ペニーズヴァレンタイン Penny's Valentine（89 USA栗 Storm Cat）FR・I
TY・USA２勝，伊１０００ギニー‐G2 ３着
ペニーズゴールド Penny's Gold（97 牝 Kingmambo）FR・USA７勝，ジェニーワ

イリーＳ‐G3，ボールストンスパＨ‐G3，クインシー賞‐G3，etc.
ロイヤルオポチュニティRoyal Opportunity（03 牝 Kingmambo）USA１勝

ストレイトオヴザンジバル Strait of Zanzibar（09� Arch）GB・IRE・UAE1
0 勝，El Gran Senor S‐L

＊ザーキー（05牝 Kingmambo）GB入着
ペニーズピクニック Penny's Picnic（10 牡 Kheleyf）FR５勝，クリテリヨムドメ

ゾンラフィット‐G2，エクリプス賞‐G3，P. La Fleche‐L，etc.，種牡馬

４代母 ミセズペニーMrs. Penny（77 USA栗 Great Nephew）GB・FR・IRE・US
A６勝，仏オークス‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1，チヴァリーパークＳ‐G1，クイ
ーンシャーロットＨ‐G3，チェリーヒントンＳ‐G3，etc.

22 レッドセイリング２０２０ 牡・黒鹿 ４／１６
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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルレッドセイリング
＊ Grindstone

��
��
�チャールストンハーバー鹿 2010 Penny's Valentine

25
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ヒサイファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2532
生 産 牧 場： ヒサイファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

母 キーウエスト（13鹿 ネオユニヴァース）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊キーブギー（94 USA鹿 Lyphard）GB・IRE１勝，Lupe S‐L ３着
ミスタースイーツMister Sweets（99� Nashwan）GB３勝
＊ピサノレインボー（06牝 RainbowQuest）入着２回

ブルーフラッシュ（11� ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，あやめ賞２着
スマートロビン（08牡 ディープインパクト）６勝，目黒記念‐G2，メトロポリタン

Ｓ‐L，ダイヤモンドＳ‐G3 ３着，比叡Ｓ，阿寒湖特別，etc.，種牡馬
ブルータンザナイト（09牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，伊勢特別，梅田Ｓ３着，與

杼特別３着，瀬戸特別３着，大津特別３着，�１勝����
ローゼンリッター（16牡 ハーツクライ）１勝，���出走

３代母 キ－ダンサ－Key Dancer（81 USA黒鹿 Nijinsky）USA６勝，マッチメイ
カーＳ‐G2，アシーニアＨ‐G3，Caltha S‐L，ベルダムＳ‐G1 ３着，レイデ
ィーズＨ‐G1 ３着，etc.
コールアカウント Call Account（92 牝 Private Account）USA５勝，ファースト

フライトＨ‐G2 ３着
ダイアリングトーンDialing Tone（00牝 Distant View）GB１勝
アヴェニュモンテーニュ Avenue Montaigne（12牝 Showcasing）GB・I
RE１勝，Tipperary S‐L ３着

４代母 キーパートナーKey Partner（76 USA黒鹿 Key to the Mint）USA２勝
［孫］ ダンスインザムード（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，桜花賞‐Jpn1，

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

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

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

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

23 キーウエスト２０２０ 牡・栗 ５／１４

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hasiliハービンジャー ペナンパール Bering

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスキーウエスト
＊ Lyphard

��
��
�キーブギー鹿 2013 Key Dancer

7
Lyphard M3×S5 Northern Dancer M4×S5×S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

母 ＊シムシマー（15 IRE 鹿 Poet's Voice）不出走
初仔

２代母 アーラス Aaraas（09 GB鹿 Haafhd）IRE１勝，ブルーウインドＳ‐G3 ２着，
Salsabil S‐L ２着，キラヴランＳ‐G3 ３着，Naas Oaks Trial‐L ３着
マッドムーンMadhmoon（16牡 Dawn Approach）GB・IRE３勝，ゴールデンフ

リースＳ‐G2，デズモンドＳ‐G3，英ダービー‐G1 ２着，Leopardstown 2
000 Guineas Trial S‐L ２着，種牡馬

３代母 アダーラ Adaala（02 USA鹿 Sahm）IRE３勝，Kilboy Estate S‐L，G
arnet S‐L ２着，Silken Glider S‐L ２着，デリンズタウンスタッド１０００ギニ
ーＴＲ‐G3 ３着，Dance Design S‐L ３着
アルシャーバ Alshahbaa（07牝 Alhaarth）FR・IRE１勝，シルヴァーフラッシュ

Ｓ‐G3 ２着
アシェラ Asheerah（08牝 Shamardal）IRE１勝，Salsabil S‐L ２着

オータード Awtaad（13牡 Cape Cross）GB・IRE５勝，愛２０００ギニー‐G1，
ソロナウェイＳ‐G2，Tetrarch S‐L，etc.，種牡馬

アニーン Aneen（14牝 Lawman）IRE１勝，Cooley Fillies' S‐L ２着
アルガブラ Alghabrah（15牝 Tamayuz）IRE１勝，デリンズタウンスタッド１

０００ギニーＴＲ‐G3 ３着
メフナーMehnah（18牝 Frankel）�IRE１勝，レパーズタウン１０００ギニーＴＲ

‐G3 ２着
デイムーマDaymooma（10牝 Pivotal）IRE２勝，Cooley Fillies' S‐L ２着
アブシャマAbushamah（11� Nayef）�GB・IRE７勝
アアレッドAared（12� Shamardal）�IRE４勝

４代母 アルシューウグAlshoowg（95 USA鹿 Riverman）不出走
［子］ ビッガーバッダーベター Biggerbadderbetter（04� Sahm）USA３勝，

Glow S‐R ３着

５代母 ガシュターGhashtah（87 USA鹿 Nijinsky）不出走
［孫］ ナシージNasheej（03 牝 Swain）GB・IRE４勝，メイヒルＳ‐G2，フレ

ッドダーリングＳ‐G3，スイートソレラＳ‐G3，etc.

24 シムシマー２０２０ �・鹿 ４／ ３
アクラメイション Royal Applause

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Acclamation

�
�
�
�
�
�
�
�
� Princess Athenaエキスパートアイ

Expert Eye イグゼンプリファイ Dansili

��
��
�ExemplifyGB 鹿 2015 Quest to Peak

＊

ポーエツヴォイス Dubawi

�
�
�
�
�

��
��

�Poet's Voice Bright Tiaraシムシマー アーラス Haafhd

��
��
�Aaraas鹿IRE 2015 Adaala

13c
Danzig S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



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

母 ココロノアイ（12鹿 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（芝 1800）２着，
マーメイドＳ‐G3 ３着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ルージュアドラブル（18牝鹿 ロードカナロア）�１勝

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

ジュリエットソング（09牝 ディープインパクト）１勝
バルベーラ（14牝 ルーラーシップ）３勝，柏崎特別
シェーンリート（15牝 ＊ヘニーヒューズ）��３勝，平和賞３着

コスモジュンレンカ（10牡 ＊アルカセット）�１勝
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

25 ココロノアイ２０２０ 牡・鹿 ３／３１

＊

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ココロノアイ ＊デインヒル

��
��
�ビューティソング鹿 2012 マックスジョリー

＊タイランツクヰーン 14f
Danzig S3×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 中田 英樹＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2751
生 産 牧 場： 中田 英樹
飼 養 者： 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

母 モルトフェリーチェ（09鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－１（１）〕
ロイヤルテーラー（14牝鹿 ＊ワークフォース）�１勝
ケイティクレバー（15牡鹿 ＊ハービンジャー）�３勝，若駒Ｓ‐LR（芝 2000），すみ

れＳ‐LR（芝 2200）２着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3 ３着，寿Ｓ
（芝 2000），サンタクロースＳ（芝 2000）２着，日本海Ｓ（芝 2200）２着，黄菊賞
（芝 2000）２着，障害３勝，新潟ジャンプＳ‐JG3（3250）３着

ポルーニン（16牡鹿 ＊フレンチデピュティ）２勝，鷹巣山特別（芝 1600）３着
ノーブルレインボー（18牝黒鹿 リオンディーズ）��出走

２代母 レンドフェリーチェ（00黒鹿 Cozzene）５勝，紫苑Ｓ‐L，オーロＣ‐L ３着，
大阪スポーツ杯，北摂特別２着
リフトザウイングス（08牡 ハーツクライ）１勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ２着，朝日杯

フューチュリティＳ‐G1 ５着，ゴールデンホイップＴ２着，小豆島特別２着，
元町Ｓ３着，etc.，�１勝�

ダノンアンビシャス（11牡 ディープインパクト）２勝，寒竹賞３着
アストラサンタン（15牝 ハーツクライ）３勝，野島崎特別，精進湖特別２着，茨城

新聞杯２着，弥彦特別２着，ＴＶ山梨杯３着
ジェンメオ（16牝 ディープブリランテ）１勝

３代母 ＊レンⅡ（95 IRE 栗 Bob Back）GB・FR・ITY・USA３勝，ドルメーロ賞‐G3，
Criterium du Bequet‐L，ファルマスＳ‐G2 ２着
アサクササイレン（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，北斗賞２着，初凪賞２着，�

１勝�
リズムオブザレイン（02牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回

レインスティック（07牡 サクラバクシンオー）６勝，アイルランドＴ‐L，新潟
日報賞，六社特別，etc.

スズノマグマ（03牡 ＊エルコンドルパサー）４勝，是政特別，北斗賞２着，横手特別
２着，��入着３回��

レインダンス（04牝 ダンスインザダーク）３勝，秋華賞‐Jpn1 ２着，ローズＳ
‐Jpn2 ３着，京都牝馬Ｓ‐G3 ２着，etc.

グラスブラスト（05牡 マンハッタンカフェ）３勝，信夫山特別，麒麟山特別２着，
マカオＪクラブＴ３着，	２勝

26 モルトフェリーチェ２０２０ 牡・栗 ４／１６
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

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

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアモルトフェリーチェ Cozzene

��
��
�レンドフェリーチェ鹿 2009 ＊レンⅡ

1s
サンデーサイレンスM3×S4 Roberto S5×M5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



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

母 イチリュウ（10鹿 キングヘイロー）��３勝，桜花賞（Ｄ1600），東京プリンセス
賞（Ｄ1800）２着，ユングフラウ賞（Ｄ1400）２着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
アイタイ（16牡栗 ヴィクトワールピサ）�２勝
トップブランド（17牝黒鹿 ジャスタウェイ）入着４回，��１勝

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

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.

スーパーノヴァ（12牡 ＊サウスヴィグラス）入着３回，��入着６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

タイニーダンサー（13牝 ＊サウスヴィグラス）�５勝��１勝�，関東オークス
‐Jpn2，北海道２歳優駿‐Jpn3，エーデルワイス賞‐Jpn3，クイーン賞
‐Jpn3 ２着，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3 ２着，etc.，ＮＡＲ優２牝

３代母 ウイニングベット（85鹿 アローエクスプレス）２勝

27 イチリュウ２０２０ 牡・鹿 ２／２０

＊

＊ 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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローイチリュウ ＊アサティス

��
��
�キハク鹿 2010 ウイニングベット

＊プロポンチス 4d
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 森永 聡＝新冠町万世 �0146-49-5200
生 産 牧 場： 森永 聡
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

母 ＊オーデュボンパーク（13 USA鹿 Candy Ride）USA１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
モズクレオパトラ（19牝栗 American Pharoah）�未出走

２代母 ＊ゼラスキャット（06 USA栗 Storm Cat）USA１勝
タピキャット Tapicat（10 牝 Tapit）USA４勝，フロリダオークス‐G3，Voodo

o Dancer S，ブエナヴィスタＳ‐G2 ３着，レイクジョージＳ‐G2 ３着，
Pebbles S‐L ２着

＊ジェラスキャット（11牝 Tapit）USA３勝
デュードヴァン（17牡 ＊デクラレーションオブウォー）�３勝，ユニコーンＳ

‐G3 ２着，青竜Ｓ‐OP，カトレア賞
サトノポーラスター（17� ダイワメジャー）�１勝
エンスージアズム（18牝 ディープインパクト）�２勝，フラワーＣ‐G3 ２着

３代母 トレイルロバリーTrail Robbery（91 USA栗 Alydar）USA入着
ポハーヴェ Pohave（98� Holy Bull）USA５勝，トリプルベンドＨ‐G1，ロスア

ンジェルスタイムズＨ‐G3，ビングクロズビーＨ‐G1 ２着，etc.

４代母 トラックロバリー Track Robbery（76 USA栗 No Robbery）USA22 勝，ア
ップルブラッサムＨ‐G1，スピンスターＳ‐G1，ヴァニティＨ‐G1，サンタアナ
Ｈ‐G2，ビヴァリーヒルズＨ‐G3，etc.
［子］ トレインロバリー Train Robbery（87 牝 Alydar）USA８勝，モンマスパ

ークＢＣＨ‐G3，ハニービーＳ‐G3，Remington Park Oaks‐L，etc.
スルーザロバー Slew the Robber（85 牝 Seattle Slew）USA３勝，
Waltz Song S３着

［孫］ キャットシーフ Cat Thief（96 牡 Storm Cat）USA４勝，ＢＣクラシック
‐G1，スワップスＳ‐G1，ブリーダーズフュチュリティ‐G2，etc.，種牡馬

キャッチャー Catcher（94 牝 Storm Cat）USA２勝，Bassinet S‐L
２着，Cincinnati Trophy S２着

［曾孫］ ラシャングリーク Russian Greek（09牡 Giant's Causeway）USA12 勝，
California Derby‐L，Gold Rush S‐L，Carl Hanford Me
morial S３着

28 オーデュボンパーク２０２０ 牡・黒鹿 ２／２６
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

＊

キャンディライド Ride the Rails

�
�
�
�
�

��
��

�Candy Ride Candy Girlオーデュボンパーク
＊ Storm Cat

��
��
�ゼラスキャット鹿USA 2013 Trail Robbery

13b
Raise a Native S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041
生 産 牧 場： 津田牧場
飼 養 者： エイトステーブル＝日高町富川北 �090-7650-4680

母 ワンサイドゲーム（09芦 ＊ウォーエンブレム）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（４）〕
シゲルクーガー（14�鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，障害１勝
アリュールベルン（15�芦 ゴールドアリュール）１勝，���１勝�３勝�
フラテルニテ（16牝芦 ＊クロフネ）２勝，�地方未出走
ボーリヴァージュ（17牝黒鹿 ゼンノロブロイ）���入着３回
ゲームアプレット（18牝芦 キズナ）�出走
オプティミストゥ（19牡栗 ＊ドレフォン）�未出走

２代母 ＊グッドゲーム（97 USA芦 Fly Till Dawn）USA６勝，ヴァリーヴューＳ‐G3，
Christiana S‐L，レイクプラシドＨ‐G2 ２着，Hilltop S‐L ２着，ミン
トジュレップＨ‐G3 ３着
スイートゲイム Sweet Game（03牝 Dixieland Band）GB出走

スイートシティバンド Sweet City Band（08牝 City Zip）USA出走
ピカチュープリンセス Pikachu Princess（15 牝 Redeemed）USA２勝，
MarylandMillion Lassie S‐R ２着

タイキルネサンス（05牡 ＊ファスリエフ）２勝
インパクトゲーム（08牝 ディープインパクト）１勝
ネバーリグレット（13� ダイワメジャー）３勝
クオリティスタート（14牝 ダノンシャンティ）��12 勝��２勝�入着，ノースクイー

ンＣ，ヒダカソウＣ（２回），ビューチフルドリーマーＣ２着，ノースクイーンＣ３着
ミリオンゲーム（16牝 トーセンホマレボシ）１勝，�	１勝
ラブミーグッド（18牝 カレンブラックヒル）��２勝
入着，金沢シンデレラＣ２着

３代母 ブームバードBoom Bird（89 USA栗 Storm Bird）USA３勝
グローバルヴューGlobal View（94牡 Fly Till Dawn）USA５勝，イロクオイＳ

‐G3，種牡馬
サムズフィリー Sam's Philly（08 牝 Orientate）USA１勝，Showtime Deb S

‐R ３着

29 ワンサイドゲーム２０２０ 牡・芦 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

＊ Our Emblem

�
�
�
�
�

��
��

�ウォーエンブレム Sweetest Ladyワンサイドゲーム
＊ Fly Till Dawn

��
��
�グッドゲーム芦 2009 Boom Bird

9b
Mr. Prospector M4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

母 インユアアームス（05黒鹿 ＊ファルブラヴ）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（３）〕
クリムトキッス（10牝鹿 キングカメハメハ）１勝
カラパナビーチ（12牡黒鹿 キングカメハメハ）２勝，鷹取特別（Ｄ1800），加古川

特別（Ｄ1800）２着，�入着，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着
ヌンクウボ（14牡鹿 ＊クロフネ）�１勝�１勝
サムライロード（15牡黒鹿 ルーラーシップ）��１勝
ワセダタンク（19牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）�未出走

２代母 フラッシュウェーブ（99鹿 ＊サンデーサイレンス）�１勝
フロンティアラ（08牝 ＊ファルブラヴ）�５勝�
スマートラファエル（09牡 キングカメハメハ）４勝，インディアＴ，中京スポニチ

賞２着，三峰山特別３着
ジュンスパーヒカル（12� ＊ファルブラヴ）４勝，箱根特別，英彦山特別，北山Ｓ２

着，玄海特別３着，シンガポールターフクラブ賞３着，etc.

３代母 ＊プラチナウェーブ（88 USA鹿 Mr. Prospector）USA１勝
イシノウェーブ（97牝 Irish River）２勝

フェニックスワン（07牝 ＊ブライアンズタイム）�２勝
クロスケ（15牡 キャプテントゥーレ）入着２回，ブラジルＣ‐L ３着，ラジ
オ日本賞‐OP ２着，�	
６勝，黒潮盃，etc.

ホオキパウェーブ（01牡 ＊カーネギー）３勝，オールカマー‐Jpn2，菊花賞‐Jpn1
２着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.

クリスタルコースト（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，対馬特別３着
シャイニービーム（12牡 カンパニー）�４勝，ニューイヤーＳ‐L ２着，米子Ｓ

‐L ３着，ポルックスＳ‐OP ３着，etc.，�３勝
シャイニーゲール（14牡 キングカメハメハ）�３勝，若駒Ｓ‐LR ３着，皿倉山

特別，横津岳特別，etc.

４代母 コワフュール Coiffure（73 USA鹿 Sir Gaylord）FR１勝，クロエ賞‐G3 ２着
［子］ スピットカール Spit Curl（80 牝 Northern Dancer）USA５勝，アラバ

マＳ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1 ２着，ダイアナＨ‐G2 ３着，etc.
ダイヴァーDiver（86 牡 Danzig）USA５勝，セネカＨ‐G3，種牡馬

30 インユアアームス２０２０ 牡・鹿 ５／ ６

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightインユアアームス ＊サンデーサイレンス

��
��
�フラッシュウェーブ黒鹿 2005 ＊プラチナウェーブ

5g
Seattle Slew S4×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 沖田 博志＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2930
生 産 牧 場： 沖田 博志
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

母 トーセンバスケット（05黒鹿 ＊ブライアンズタイム）３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
マシェリガール（13牝黒鹿 トーセンファントム）２勝，クローバー賞‐OP（芝 1500）
クリノエンジョイ（18牡黒鹿 トーセンロレンス）�出走
リュウノデイ（19牡鹿 イスラボニータ）�地方未出走

２代母 フルーティマズル（96黒鹿 ＊ホワイトマズル）入着
セレナガルーダ（03牡 ＊エルコンドルパサー）入着，��２勝
トーセンヴェリタス（04牡 フサイチソニック）��４勝
トーセンジャンボ（07牡 ＊アグネスデジタル）�２勝��13 勝�入着２回

３代母 メローフルーツ（91黒鹿 Halo）２勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，フラワーＣ‐Jpn3
２着，桜花賞‐Jpn1 ４着
メローサウンド（99牝 ＊エリシオ）出走

ナムラシャルマン（08牝 ジャングルポケット）出走
ナムラカモン（12牡 カンパニー）１勝，もちの木賞２着

フルーツマシン（00牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，初凪賞２着，成田特別２着，
山吹賞３着

フルーツマーケット（02牝 サクラバクシンオー）�１勝�入着�
エメラルドタワー（10牝 アドマイヤマックス）入着
メイショウダジン（17牡 トランセンド）�３勝，くすのき賞，雅Ｓ２着，
伊勢Ｓ３着，etc.

ワンダーフルーツ（04牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，雪うさぎ賞２着，新発田城
特別３着，香春岳特別３着

シャドウデイル（05牡 ＊アグネスワールド）２勝，すずらん賞‐OP ２着，�１勝
イブニングラッシュ（09牡 ＊ワイルドラッシュ）�２勝��２勝�１勝�入着，ジュ

ニアＧＰ２着

４代母 ＊バッフドオレンジ（82 USA栗 Exclusive Native）USA入着３回
［子］ オレンジピール（94牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，サンスポ４歳牝馬特

別‐Jpn2，チューリップ賞‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，etc.
［孫］ ラピッドオレンジ（03牝 ＊エルコンドルパサー）４勝，アネモネＳ‐L ３着，etc.，

��１勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3 ２着

31 トーセンバスケット２０２０ 	・黒鹿 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キズナ
＊ Storm Cat

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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayトーセンバスケット ＊ホワイトマズル

��
��
�フルーティマズル黒鹿 2005 メローフルーツ

＊バッフドオレンジ 3c
Halo S4×M4 Hail to Reason M4×S5×M5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲日西牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6109
生 産 牧 場： ㈲日西牧場
飼 養 者： ㈲日西牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6109

母 マヤノスターライト（00栗 ＊ジェイドロバリー）２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（11），地方－４（８）〕
ナカドイセンプー（07牝栃栗 マーベラスサンデー）�４勝，福山２歳優駿
（Ｄ1250）２着，ヤングＣｈ（Ｄ1600）３着

スプリングソナタ（09牡栗 ＊グラスワンダー）�１勝�入着３回
クリノスターオー（10牡青 アドマイヤボス）７勝，アンタレスＳ‐G3，シリウスＳ

‐G3，平安Ｓ‐G3，エルムＳ‐G3 ２着（２回），平安Ｓ‐G3 ２着（２回），etc.，
�����入着４回�，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，白山大賞典‐Jpn3
３着，マーキュリーＣ‐Jpn3 ３着，佐賀記念‐Jpn3 ３着，KOR入着，Kor
ea Cup‐L ２着

クリノアシュラオー（11�黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，��２勝
クリノフウジン（14牡栗 ネオユニヴァース）	４勝，門司Ｓ‐OP（Ｄ1700）２着，

門司Ｓ（Ｄ1700），天の川賞（Ｄ1700），奥羽Ｓ（Ｄ1700）３着，ＴＶＱ杯
（Ｄ1700）３着，茨城新聞杯（Ｄ1800）３着，��
１勝

クリノルネサンス（17牡青鹿 ＊パイロ）入着，	地方未出走

２代母 ＊ゴールドアンサー（90 USA栗 Gold Alert）USA９勝
マックスウィルビー（96牡 Personal Hope）２勝
マックスマイディア（99牝 マヤノトップガン）１勝
マヤノレハーナ（02牝 ＊タイキシャトル）１勝，�６勝��１勝�
マックスコヒヌール（06牡 ＊アグネスデジタル）１勝，�２勝�入着
マックスシャルビー（08牝 マヤノトップガン）１勝，�５勝�２勝��

３代母 クエスチョネンアンサーQuestion N Answer（84 USA栗 ＊ダストコマンダー）
USA１勝
プレミアアンサーPremier Answer（92 牝 Premiership）不出走

マラケシュゴールドMarrakech Gold（99牝 Native Regent）USA入着
サンオノフレ San Onofre（10� Surf Cat）USA６勝，ミッドナイトリュ
ートＳ‐G3，ロスアンジェルスＳ‐G3，コナゴールドＳ‐G2 ２着，etc.

デイヴェロDeivero（95牡 Notebook）PAN８勝，P. Arango Navarro Y Raul（Ba
by）Arango G.‐L ２着，P. Felipe E.Motta‐L ２着，P. Appucapa
‐LR ３着

32 マヤノスターライト２０２０ 牡・栗 ３／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤ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

�
�
�
�
�

��
��

�ジェイドロバリー Numberマヤノスターライト
＊ Gold Alert

��
��
�ゴールドアンサー栗 2000 Question N Answer

4g
Mr. Prospector M3×M4 Special M4×S5 Hail to Reason S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300
生 産 牧 場： ㈲平野牧場
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

母 スタコラサッサ（14黒鹿 ヴィクトワールピサ）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ラスリングカプス（93 USA黒鹿 Woodman）３勝
ウインドヴェイン（00牝 ＊エリシオ）４勝，羊ヶ丘特別，キーンランドＣ２着，大倉

山特別２着，小樽特別３着
ヴェイグストーリー（09牝 ゴールドアリュール）３勝，フルーツラインＣ３着
シアーライン（13� ＊キンシャサノキセキ）�４勝，なにわＳ２着，日吉特別２

着，大須特別３着
リーフィーウッド（02牝 ＊ホワイトマズル）１勝

クライスマイル（11牡 スクリーンヒーロー）４勝，レパードＳ‐G3 ２着，白嶺
Ｓ，青梅特別，アレキサンドライトＳ２着，赤富士Ｓ２着，etc.

ラテールプロミーズ（13� マンハッタンカフェ）�４勝，障害１勝，京都ハイ
ジャンプ‐JG2 ２着

クレスコワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）２勝，佐渡金銀山特別２着，古町特別３着
アストンマーチャン（04牝 アドマイヤコジーン）５勝，スプリンターズＳ‐G1，フ

ィリーズレビュー‐Jpn2，ファンタジーＳ‐Jpn3，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，阪神
ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着

フィールドドリーム（07牡 ＊ファルブラヴ）３勝
ジャジャマーチャン（08牝 アドマイヤコジーン）不出走

トゥラヴェスーラ（15牡 ドリームジャーニー）�４勝，淀短距離Ｓ‐L，京王杯
スプリングＣ‐G2 ２着，葵Ｓ（重賞）‐L ２着，高松宮記念‐G1 ４着，福
島ＴＶＯＰ‐OP，etc.

トオヤリトセイト（16牡 ドリームジャーニー）�３勝，アーリントンＣ‐G3 ３
着，斑鳩Ｓ２着，御池特別２着，六波羅特別２着，瀬戸内海特別２着，etc.

オコレマルーナ（09牡 ディープインパクト）４勝，市川Ｓ２着，湘南Ｓ２着，紅葉
Ｓ２着，ＴＶ山梨杯２着，ベゴニア賞２着，etc.

３代母 ＊フィールディ（83 IRE 鹿 Northfields）FR・USA19 勝，ボーゲイＨ‐G3，レ
イディカンタベリーＨ‐G3，スワニーリヴァーＨ‐G3（２回），Woodbine BC H
‐L，River Downs BC H‐L，etc.
フィールドオアシス（03牡 タヤスツヨシ）４勝，ユニコーンＳ‐Jpn3 ３着，昇竜Ｓ

‐OP ２着，鎌倉Ｓ２着，etc.

33 スタコラサッサ２０２０ 牡・鹿 ２／２９

＊

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

ネオユニヴァース

�
�
�
�
�

��
��

�ヴィクトワールピサ ＊ホワイトウォーターアフェアスタコラサッサ
＊ Woodman

��
��
�ラスリングカプス黒鹿 2014 ＊フィールディ

2n
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector M4×S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 栄進牧場
飼 養 者： エイシンステーブル 幾千世トレーニングセンター＝日高町幾千世 �080-1972-5880

母 ＊エーシンエポナ（10 USA鹿 Curlin）３勝，指宿特別（Ｄ1700）２着，早苗賞
（芝 2000）２着，ＴＶＱ杯（Ｄ1700）３着，足立山特別（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
エイシンピクセル（18牝栗 エピファネイア）�１勝
エイシンプシュケー（19牝芦 エイシンヒカリ）�地方未出走

２代母 ワイルドガムズWild Gams（03 USA鹿 Forest Wildcat）USA・CAN９勝，
サラブレッドクラブオヴアメリカＳ‐G3，シカーダＳ‐G3，セイフリーケプトＢ
ＣＳ‐G3，Presque Isle Downs Masters S‐L，My Juliet S‐L，etc.
オールモストフェイマス Almost Famous（11牡 Unbridled's Song）USA３勝，

マットウインＳ‐G3 ３着，Ohio Derby‐L ３着
ティズレイディズレッグズTiz Ladys Legs（12 牝 Tiznow）USA２勝
ワイルドリッジWild Ridge（13牝 Tapit）USA１勝
マウントブレイヴMt. Brave（16牝 Malibu Moon）�USA４勝，Flashy Lady S

，American Beauty S‐L ３着
キャプチャーCapture（17 牝 Curlin）�USA１勝
カサデロ Cazadero（18牡 ＊ストリートセンス）�USA２勝，バシュフォードマナ

ーＳ‐G3，Bachelor S‐L ２着

３代母 ダイアモンズアンドレッグズDiamonds and Legs（96 USA鹿 Quiet American）
USA３勝，Laura Gal S，Peach Blossom S‐L ２着，Susan'S Girl S‐L
３着
ダイアモンドワイルドキャットDiamondWildcat（02� Forest Wildcat）USA1

2 勝，Horatius S，JohnMcsorley S２着

４代母 アーラヴAh Love（90 USA鹿 Lear Fan）不出走
［子］ カウンテスマーク Countess Marq（98牝 Marquetry）USA３勝，Aut

umn Leaves H‐L ２着
＊ベットモアマネー（94牡 Irish Tower）２勝，三条特別，��１勝�入着

５回��
［孫］ マサーラMasala（06� Lion Heart）USA10 勝，Stymie S３着
［曾孫］ シンデレラズパレス Cinderella'spalace（10� Windsor Castle）USA10

勝，West Virginia Futurity‐R，Tri‐State Futurity３着

34 エーシンエポナ２０２０ 牡・鹿 ２／１２
＊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

＊

カーリン Smart Strike

�
�
�
�
�

��
��

�Curlin Sherriff's Deputyエーシンエポナ ワイルドガムズ Forest Wildcat

��
��
�Wild Gams鹿USA 2010 Diamonds and Legs

12c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339
生 産 牧 場： ㈱タイヘイ牧場
飼 養 者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339

母 ＊ラハイナⅡ（08 CHI 鹿 Milt's Overture）CHI10 勝，チリオークス‐G1，カルロ
スカンピノ賞‐G2，P. Constancio Silva Mandiola‐L，チリ１０００ギニー‐G1
２着，パドック賞‐G3 ２着，etc.
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ラハイナヌーン（16牝黒鹿 カフェラピード）入着５回，��１勝�
テーオーエルサ（18牝鹿 ロードカナロア）�１勝

２代母 レイディフロンティア Lady Frontier（93 CAN栗 ＊マイニング）不出走
オーヴァーチャーデイOverture Day（99牡 Milt's Overture）CHI11 勝，ベロシダ

ド賞‐G2，種牡馬
オーヴァーザクリフOver the Cliff（05 牡 Milt's Overture）CHI９勝，ベロシダ

ド賞‐G2 ２着，種牡馬
ラパンドラ La Pandora（09牝 Milt's Overture）CHI７勝

３代母 フロンティアナース Frontier Nurse（75 USA鹿 Dr. Fager）USA１勝
アパラチアンスプリング Appalachian Spring（82 牝 Honest Pleasure）USA５勝，

Cameo S，Dahlia S‐R ２着，Cover Girl H２着
フェリアーナ Ferriana（87牝 Iron）USA２勝
スーアルテサ Su Alteza（96牝 Compelling Sound）USA・PR35 勝，
Manayunk S，C. Eduardo Cautino Insua‐LR ３着

ストローベリーパーク Strawberry Park（85 牝 Secretariat）USA２勝
アイリッシュフリー Irish Free（92 牡 Local Talent）BRZ５勝，リオデジャネ

イロ生産者馬主協会大賞‐G2，P. Dia Da Justica‐L，種牡馬
アフリコAfrico（91牝 Bold Ruckus）USA入着７回

モニュメンサルMonumenthal（99 牝 Mr. Greeley）USA１勝
サーエドガー Sir Edgar（06� ThreeWonders）USA11 勝，Champal
i S３着

４代母 ゴールデンスパイクGolden Spike（65 USA鹿 Sir Gaylord）USA３勝
［子］ トラックバロン Track Barron（81牡 Buckfinder）USA12 勝，ホイットニ

ーＨ‐G1，ウッドワードＳ‐G1，ヴォスバーグＳ‐G1，etc.，種牡馬
ロマンティクリード Romantic Lead（73牡 Silent Screen）USA７勝，
マリブＳ‐G2，サンカルロスＨ‐G2 ３着，種牡馬

35 ラハイナⅡ２０２０ 牡・鹿 ２／１２

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊

ミルツオーヴァチュア Dynaformer

�
�
�
�
�

��
��

�Milt's Overture Brian's OvertureラハイナⅡ レイディフロンティア ＊マイニング

��
��
�Lady Frontier鹿CHI 2008 Frontier Nurse

5f
Mr. Prospector S4×M4 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



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

母 クロフォード（07青 フジキセキ）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，赤松賞
（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（６）〕
クリームヒルト（15牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）�１勝�３勝
ランスフォード（16牝黒鹿 ＊ハービンジャー）��２勝�
ラヴィンフォール（17牝青鹿 ルーラーシップ）�２勝，都井岬特別（芝 2000）２着
クラウディベイ（18牝黒鹿 ルーラーシップ）�入着
スマイルバック（19牝青 リオンディーズ）�未出走

２代母 ＊ストレイトフロムテキサス（99 USA青鹿 Judge T C）USA８勝，加ナッソ
ーＳ‐G2，Hillsborough S‐L，Ontario Colleen H‐L，ナタルマＳ‐G3 ２
着，Endeavour S‐L ２着，etc.
テキサスルビー（08牝 スペシャルウィーク）１勝

ナンヨープランタン（15牡 ルーラーシップ）�３勝，御在所特別２着，甲東特
別３着，ブエナビスタＣ３着，城崎特別３着

ディープサウス（10牝 ディープインパクト）２勝，糺の森特別２着，夕月特別２着，
君子蘭賞２着

アドマイヤテン（15牡 ヴィクトワールピサ）��10 勝
ウォーターリベルテ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）��８勝
ショウナンアニメ（17牡 スマートファルコン）�２勝

３代母 テラムテクサンTellum Texan（93 USA黒鹿 Eastern Echo）USA５勝
ゴーゲッテムガールGogetemgirl（04 牝 Tiznow）USA１勝

テソネーラ Tesonera（15牝 Sixties Icon）�PER３勝，パンプローナ賞‐G1 ３着
スターシップスピリット Starship Spirit（08 牝 Grand Slam）USA４勝

ニッキーアンドパーパNikki and Papa（17牝 Mineshaft）�USA入着２回，
フォワードギャルＳ‐G3 ３着

４代母 ドローンキーDrone Qui（84 USA芦 Drone）USA２勝
［孫］ シークレットゲッタウェイ Secret Getaway（05牡 Skip Away）USA・

CAN９勝，Toronto C‐L，Victoria Park S‐L，Tenacious
H，etc.，種牡馬

36 クロフォード２０２０ �・青鹿 １／２０

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサークロフォード
＊ Judge T C

��
��
�ストレイトフロムテキサス青 2007 Tellum Texan

22d
In Reality M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲パカパカファーム＝新冠町新和 �01456-5-6333
生 産 牧 場： ㈲パカパカファーム
飼 養 者： ㈲パカパカファーム（厚賀分場）＝日高町字賀張 �01456-5-6333

母 レイロー（15鹿 オルフェーヴル）出走
初仔

２代母 タイキクラリティ（03鹿 スペシャルウィーク）１勝，菜の花賞‐OP ３着
クラリティシチー（11牡 キングカメハメハ）３勝，東風Ｓ‐L，スプリングＳ‐G2 ３

着，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ２着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ２着，都大路Ｓ
‐L ２着，etc.

クラリティスカイ（12牡 ＊クロフネ）３勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，いちょうＳ（重賞）
‐L，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３着，中山金杯‐G3 ２着，小倉大賞典
‐G3 ３着，etc.

フィールドシャルム（13牡 アドマイヤムーン）１勝，奥尻特別，ホンコンＪクラブ
Ｔ３着，富良野特別３着，�２勝�５勝

エンドゲーム（14牡 ＊キングズベスト）１勝，���入着３回�７勝

３代母 ＊タイキダイヤ（96 USA鹿 ＊オジジアン）４勝，クリスタルＣ‐Jpn3，サンス
ポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ２着，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，シルクロードＳ‐Jpn3
３着，摩耶Ｓ‐OP，etc.
タイキブリリアント（04牡 ＊タイキシャトル）３勝，箕面特別３着

４代母 ＊パテントリークリア（88 USA鹿 Miswaki）IRE・USA３勝
［子］ ＊タイキフォーチュン（93牡 ＊シアトルダンサーⅡ）４勝，ＮＨＫマイルＣ

‐Jpn1，毎日杯‐Jpn3，葉牡丹賞，種牡馬
＊タイキリオン（99牡 Wild Again）３勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2，はなの

き賞，障害２勝，�３勝，トウケイニセイ記念２着，etc.
［孫］ セイウンコウセイ（13牡 アドマイヤムーン）�７勝，高松宮記念‐G1，函

館スプリントＳ‐G3，淀短距離Ｓ‐L，etc.
タイセイファントム（08牡 ＊ファンタスティックライト）６勝，コーラルＳ
‐L ２着，エニフＳ‐L ２着，すばるＳ‐L ３着（２回），etc.，�５勝�

ストレンジクォーク（12牡 メイショウサムソン）５勝，中山金杯‐G3 ３
着，修学院Ｓ，富里特別，etc.

アップクォーク（13� ＊ベーカバド）５勝，白富士Ｓ‐L ３着，ウェルカム
Ｓ，早苗賞，etc.，��１勝�

37 レイロー２０２０ �・鹿 １／１１
＊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

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�オルフェーヴル オリエンタルアートレイロー スペシャルウィーク

��
��
�タイキクラリティ鹿 2015 ＊タイキダイヤ

2f
サンデーサイレンス S4×M4×M4

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 藤本ファーム＝日高町美原 �01456-5-2066
生 産 牧 場： 藤本ファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

母 ＊ノーブルストーン（04 AUS栗 Hussonet）入着８回，桑名特別（芝 1200）２着，飛
竜特別（芝 1000）３着，医王寺特別（芝 1200）３着，鳥栖特別（芝 1200）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
イロハ（14牝鹿 ヴィクトワールピサ）１勝
ウォーターロレンス（15牡黒鹿 キングカメハメハ）１勝
カノア（17牝鹿 キングカメハメハ）入着２回，���出走
ヤマタケヴォランテ（18牝栗 ドゥラメンテ）�出走

２代母 レイスウィング LaceWing（97 GB栗 Caerleon）GB１勝
ボラデイルBorradaile（01� Green Desert）AUS５勝
リヴェッテドRiveted（05� Hussonet）AUS７勝
ダニッシュレイスDanish Lace（10牝 Manton）AUS９勝

３代母 カポディモンテ Capo Di Monte（82 IRE 鹿 Final Straw）GB・FR・USA
５勝，ヴァインランドＨ‐G3，Pretty Polly S‐L，Virginia S‐L，マッチメ
イカーＳ‐G2 ２着，サンチャリオットＳ‐G2 ２着，etc.
ドリームティケットDream Ticket（92 牝 Danzig）GB１勝

マジックミッションMagic Mission（98牝 Machiavellian）FR・USA４勝，
ロイヤルヒロインＳ‐G3，メイトリアークＳ‐G1 ３着，パロマーＢＣＨ
‐G2 ２着，etc.

＊タリスマニック（13牡 Medaglia d'Oro）FR・USA・UAE・HKG８勝，
ＢＣターフ‐G1，モーリスドニュイユ賞‐G2，ゴントービロン賞‐G3，etc.，
種牡馬

＊ドリームモーメント（05牝 Machiavellian）出走
ロジクライ（13牡 ハーツクライ）�５勝，富士Ｓ‐G3，シンザン記念‐G3，
六甲Ｓ‐LR，etc.

グリーンディライトGreen Delight（95 牝 Green Desert）FR出走
バーリンズソード Balin's Sword（00� Spectrum）GB・FR・USA３勝，ジ

ョンシェール賞‐G3 ３着
ガーデンシティGarden City（05 牝 Majorien）FR３勝，Criterium de Vites

se‐L ２着
コンプリメンタリーパスComplimentary Pass（96 牝 ＊デインヒル）GB入着

グイーバラGweebarra（04� Lomitas）GB・USA２勝，エイコムＳ‐G3 ２着

38 ノーブルストーン２０２０ �・青鹿 ３／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ブラックタイド

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキタサンブラック サクラバクシンオー

��
��
�シュガーハート鹿 2012 オトメゴコロ

＊

フソネット Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Hussonet Sacahuistaノーブルストーン レイスウィング Caerleon

��
��
�LaceWing栗AUS 2004 Capo Di Monte

2f
Burghclere S4×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
生 産 牧 場： ㈲岡田牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

母 アートオブダンサー（06鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
サイレントサード（14牡栗 タニノギムレット）１勝
ヒロシゲクリスタル（18牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�出走
マンセー（19牝鹿 ＊ケープブランコ）�地方未出走

２代母 アイアムダンサー（95鹿 ＊トニービン）不出走
タマモソルイマール（00牡 サニーブライアン）１勝
フラメンコダンサー（01牝 タマモクロス）１勝

３代母 ＊ダンシングゴッデス（85 USA鹿 Nijinsky）GB・IRE２勝，Pearl Sprint S‐L，
愛１０００ギニー‐G1 ２着，愛プリティポリーＳ‐G2 ４着，デズモンドＳ‐G3 ３着
キサグラムKissagram（90牝 Alysheba）不出走

＊アラバンサ（93牡 El Gran Senor）９勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，札幌
記念‐Jpn2 ３着，函館記念‐Jpn3 ３着，etc.，�８勝��

＊カラキーア（94牝 Sadler's Wells）GB・USA２勝，Virginia S‐L ２着
プレイフォーサン Pray For Sun（03牝 ＊ファンタスティックライト）FR
２勝，P. Caravelle‐L ２着

＊エアエミネム（98牡 ＊デインヒル）８勝，オールカマー‐Jpn2，神戸新聞杯
‐Jpn2，札幌記念‐Jpn2，etc.，種牡馬

チャームレディ（05牝 アグネスタキオン）不出走
エーティーラッセン（14牡 ＊サマーバード）�３勝，日経新春杯‐G2 ３着，明

石特別，オリオンＳ２着，etc.

４代母 プロデューサー Producer（76 USA黒鹿 Nashua）GB・FR・IRE・USA10 勝，
フォレ賞‐G1，オペラ賞‐G2，ロワイヨモン賞‐G3，クロエ賞‐G3，Susan'
S Girl H，etc.
［子］ バッハ Bach（97牡 Caerleon）GB・FR・IRE・USA・HKG６勝，ロイ

ヤルホイップＳ‐G2，Amethyst S‐L，Celebration S‐L，etc.，
種牡馬

［孫］ スリーピングインディアン Sleeping Indian（01牡 Indian Ridge）GB・
FR・USA６勝，英チャレンジＳ‐G2，ハンガーフォードＳ‐G3，
Dubai Duty Free C‐L，etc.，種牡馬

39 アートオブダンサー２０２０ 牡・鹿 ２／２２

＊

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 ＊ダーケストスターアートオブダンサー ＊トニービン

��
��
�アイアムダンサー鹿 2006 ＊ダンシングゴッデス

8i
Northern Dancer S4×M5 Nijinsky M4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



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

母 ヤマノグラス（08鹿 バブルガムフェロー）１勝，白鳥大橋特別（Ｄ1000）２着，�
２勝��２勝
〔産駒馬名登録数：３〕
モンテクロシェット（18牝鹿 ロードカナロア）�出走
キモットフェイス（19牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 ヤマノタンポポ（86鹿 トウシヨウボーイ）４勝，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3
ヤマノシラユキ（94牝 ＊スリルシヨー）１勝，�１勝
ヤマノバイオレット（96牝 フジキセキ）３勝

ヤマノラヴ（08牝 ＊アグネスデジタル）１勝，ラベンダー賞‐OP ３着，菜の花
賞，�１勝
ラブミーファイン（16牝 ジャスタウェイ）１勝，函館２歳Ｓ‐G3 ２着

ノーノーイエース（13牝 アジュディミツオー）�１勝��２勝�入着５回，ハ
ヤテスプリント２着

ゴールデンロドリゴ（97牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）６勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2 ２着，
ＣＢＣ賞‐Jpn2 ３着，函館スプリントＳ‐Jpn3 ２着，スプリンターズＳ
‐Jpn1 ５着，高松宮記念‐Jpn1 ５着，etc.

ヤマノヒマワリ（98牝 ＊ゴールデンフェザント）�３勝
レッツダンス（01牝 ダンスインザダーク）�３勝
ヤマノジェイド（02牡 ＊ジェイドロバリー）�２勝
ヤマノミルク（03牝 スペシャルウィーク）�３勝
ヤマノベガ（04牡 アドマイヤベガ）１勝，�５勝
イクシカナイダロウ（09牡 バランスオブゲーム）�２勝�１勝�入着��

３代母 パーソロツク（70鹿 ＊パーソロン）１勝
シマガミモンロー（84牝 マルゼンスキー）１勝

サンキョウアトラス（90牡 バンブーアトラス）３勝，八甲田山特別３着，��３勝
ツキノキャメル（92牡 ミホシンザン）３勝，牧園特別２着，稲荷特別３着，浜

名湖特別３着，�11 勝
マーブルゼファー（95牡 ＊スキャン）４勝，サロマ湖特別，おおぞらＳ２着，蒲

郡特別２着，etc.
マーブルシーク（96牡 ＊コマンダーインチーフ）４勝，京都４歳特別‐Jpn3 ３

着，高砂特別，沈丁花賞，etc.，�４勝�１勝

40 ヤマノグラス２０２０ 牡・鹿 ３／２８
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーヤマノグラス トウシヨウボーイ

��
��
�ヤマノタンポポ鹿 2008 パーソロツク

＊トルースピアー C6
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard M4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 恵比寿興業㈱那須野牧場＝栃木県那須郡那須町 �0287-76-2527
生 産 牧 場： ㈱ハシモトファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

母 ブライトメッセージ（08鹿 ＊シンボリクリスエス）入着
〔産駒馬名登録数：２〕
トーセンミランダ（18牝鹿 ドゥラメンテ）���出走

２代母 エヴリウィスパー（97栗 ＊ノーザンテースト）入着
アドマイヤキラメキ（02牝 ＊エンドスウィープ）４勝，樅の木賞２着，秋分特別３着，

妙高特別３着，苗場特別３着
トーセンスターダム Tosen Stardom（11牡 ディープインパクト）５勝，

チャレンジＣ‐G3，きさらぎ賞‐G3，カシオペアＳ‐L，etc.，AUS２勝，
ＶＲＣＬＫＳマッキノンＳ‐G1，ＭＲＣトゥーラクＨ‐G1，etc.，種牡馬

ネオスターダム（12牡 ネオユニヴァース）４勝，マーガレットＳ‐LR ３着，幕
張Ｓ，丹波特別，晩春Ｓ２着，長岡Ｓ２着，etc.

センテリュオ（15牝 ディープインパクト）５勝，オールカマー‐G2，マーメイ
ドＳ‐G3 ２着，エリザベス女王杯‐G1 ４着，エリザベス女王杯‐G1 ５
着，下鴨Ｓ，etc.

ダークメッセージ（03牡 ダンスインザダーク）５勝，日経新春杯‐G2 ２着，日経新
春杯‐G2 ３着，シリウスＳ‐G3 ２着，トパーズＳ‐L ２着，みなみ北海道Ｓ
‐L ２着，etc.

ケアレスウィスパー（04牝 フジキセキ）３勝，丹沢Ｓ，灘Ｓ２着，桃山Ｓ２着，サ
ンタクロースＳ３着，etc.，��入着，関東オークス‐Jpn2 ２着
トーセンバジル Tosen Basil（12 牡 ＊ハービンジャー）５勝，京都大賞典‐G2

２着，阪神大賞典‐G2 ３着，神戸新聞杯‐G2 ３着，etc.，AUS・HKG入
着２回，ＭＲＣアンダーウッドＳ‐G1 ２着，香港ヴァーズ‐G1 ３着

トーセンジョーダン（06牡 ジャングルポケット）９勝，天皇賞（秋）‐G1，札幌記念
‐G2，ＡＪＣＣ‐G2，ＡＲ共和国杯‐G2，アイルランドＴ‐L，etc.，種牡馬

トーセンホマレボシ（09牡 ディープインパクト）３勝，京都新聞杯‐G2，日本ダー
ビー‐G1 ３着，大寒桜賞，種牡馬

３代母 ＊クラフテイワイフ（85 USA栗 Crafty Prospector）USA７勝，Susan'S Gir
l S‐LR，Desert Vixen S‐LR，Heather S，Faneuil Miss S，Playp
en S，etc.

41 ブライトメッセージ２０２０ 牡・鹿 １／２８

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayブライトメッセージ ＊ノーザンテースト

��
��
�エヴリウィスパー鹿 2008 ＊クラフテイワイフ

9a
Northern Dancer M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

母 ＊サンドグロース（10 GB鹿 Mr. Greeley）GB入着４回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：海外－１（２），地方－１（１）〕
ヘッズトゲザーHeads Together（15 GB牝鹿 Kodiac）�FR２勝
トランクイッロ（17�鹿 スピルバーグ）�１勝��
レッドザグロス（18牡黒鹿 ハーツクライ）�未出走

２代母 ジェントルオンマイマインドGentle OnMyMind（05 IRE 鹿 Sadler's Wells）
IRE１勝
メドークリークMeadow Creek（11牡 Dansili）FR・UAE１勝，エクスビュリ賞

‐G3 ２着，P. Bedel‐L ２着，G.P. du Lion d'Angers‐L ２着，ドバイ
ミレニアムＳ‐G3 ３着，ヴィシー大賞‐G3 ３着

ソロモンズベイ Solomon's Bay（14� Exceed And Excel）�GB・HKG４勝，
Surrey S‐L

ハワブレイディHawa Bladi（16� Sea The Stars）�GB１勝
タンマニ Tammani（17 牡 Make Believe）�GB・FR２勝，P. Isonomy‐L，

ダフニス賞‐G3 ２着，Ascendant S‐L ３着

３代母 エジーラEzilla（97 IRE 鹿 Darshaan）不出走
エジマ Ezima（04牝 Sadler's Wells）GB・FR・IRE４勝，Saval Beg S‐L，

Trigo S‐L，Finale S‐L，etc.
タグルーダ Taghrooda（11牝 Sea The Stars）GB・FR４勝，英オークス

‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，Pretty Polly S‐L，etc.
エザーリ Ezalli（07 牝 Cape Cross）FR・IRE１勝，Celebration S‐L ２着

４代母 エザナEzana（83 IRE 栗 Ela‐Mana‐Mou）FR１勝
［孫］ エバディーラ Ebadiyla（94 牝 Sadler's Wells）GB・FR・IRE３勝，愛オー

クス‐G1，ロイヤルオーク賞‐G1，コロネイションＣ‐G1 ３着，etc.
エスティメイト Estimate（09 牝 Monsun）GB５勝，アスコットゴールド
Ｃ‐G1，ドンカスターＣ‐G2，サガロＳ‐G3，etc.

エンゼリ Enzeli（95 牡 Kahyasi）GB・FR・IRE・AUS６勝，アスコット
ゴールドＣ‐G1，ドンカスターＣ‐G3，Saval Beg S‐L，etc.

エダビヤ Edabiya（96牝 RainbowQuest）GB・FR・IRE２勝，モイグレ
アスタッドＳ‐G1，Debutante S‐L，フィリーズマイル‐G1 ３着

42 サンドグロース２０２０ �・青鹿 ３／２６
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellハーツクライ ＊トニービン

��
��
�アイリッシュダンス鹿 2001 ＊ビユーパーダンス

＊

ミスターグリーリー GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Mr. Greeley Long Legendサンドグロース ジェントルオンマイマインド Sadler's Wells

��
��
�Gentle On MyMind鹿GB 2010 Ezilla

13c
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈱エクワインレーシング＝むかわ町米原 �0145-42-5522
生 産 牧 場： 藤本ファーム
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

母 チェルヴァ（15鹿 キングカメハメハ）出走
初仔

２代母 ＊バランセラ（01 FR栗 Acatenango）FR・USA・CAN４勝，Fairway Flyer
S‐L，ＥＰテイラーＳ‐G1 ２着，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G1 ２着，ガ
ーデンシティＢＣＳ‐G1 ２着，ＥＰテイラーＳ‐G1 ３着，etc.
スペクトロライト（10牝 ディープインパクト）２勝

ライトウォーリア（17牡 ＊マジェスティックウォリアー）�４勝，加古川Ｓ，イ
ンディアＴ，仲冬Ｓ２着，平城京Ｓ３着

シーオブラブ（12牝 ディープインパクト）�１勝��入着
ワンダフルタウン（18牡 ルーラーシップ）�３勝，青葉賞‐G2，Ｒ－ＮＩＫＫ

ＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3，萩Ｓ‐L ３着
ビッシュ（13牝 ディープインパクト）３勝，紫苑Ｓ‐G3，オークス‐G1 ３着
キャラバン（14� ダイワメジャー）�６勝
ホウオウサーベル（16牡 ハーツクライ）�３勝，阿賀野川特別

３代母 バランシアガBaranciaga（91 USA鹿 Bering）FR３勝
ラテンムード Latin Mood（03� Acatenango）FR７勝，P. Denisy‐L，P. S

caramouche‐L，P. Right Royal‐L ２着，etc.，FR障害２勝

４代母 マクセンシアMaxencia（77 FR鹿 Tennyson）FR１勝
［子］ マジストロスMagistros（84牡 ＊カーホワイト）FR３勝，クリテリヨムドサン

クルー‐G2，P. des Foals‐L，ノアイユ賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬
［孫］ ヴィヴィッド Vivid（12 牝 Save Big Money）USA６勝，Rpdc Classi

c Distaff S‐R ２着，Useeit S‐R ３着
ファジースター Fuzzy Star（99 牡 Langfuhr）USA９勝，Caltech H
‐L ３着

ルーベラール Roubelard（87 牡 Petong）BEL２勝，P. Edmond Drugm
an‐LR ３着

［曾孫］ ユーアーワンダー Youarewonder（14� Thewayyouare）�IRE・HKG
・CHA３勝，Eyrefield S‐L ３着

モレスネベイMolesne Bay（07� Panis）FR・BEL２勝，Criterium d
e Vitesse‐L ３着

43 チェルヴァ２０２０ �・鹿 ２／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスチェルヴァ
＊ Acatenango

��
��
�バランセラ鹿 2015 Baranciaga

19
Halo S4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村田牧場
飼 養 者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �090-3115-0905

母 アメージングムーン（10鹿 アドマイヤムーン）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３）〕
アメージングサン（17�鹿 ロードカナロア）�１勝
ノースブリッジ（18牡鹿 モーリス）�２勝，葉牡丹賞（芝 2000）

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

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

カシノネロ（05牡 ＊メイショウドトウ）２勝
トキノヤマトボシ（06� メジロライアン）３勝，積丹特別
マンゴプディング（07牝 ＊ムーンバラッド）２勝，はなのき賞２着，あざみ賞３着
リキサンマックス（08牡 キングヘイロー）１勝，きさらぎ賞‐G3 ２着
イントゥザブルー（09牡 キングヘイロー）１勝，会津特別２着
キタサンラブコール（11牡 キングヘイロー）４勝，中京日経賞，ハッピーエンドＣ，

フィリピンＴ３着，秋明菊賞３着
キャノンプレート（12� マンハッタンカフェ）１勝，�７勝�２勝
ジョワユーズ（15牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

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

ＪクラブＴ３着
トキノフウジン（07牡 キングヘイロー）５勝，ＴＶ静岡賞，美唄特別，アカシ

ヤ特別２着，障害１勝
スルターナ（12牝 キングヘイロー）４勝，天の川賞，はこべら賞
アヴォンリー（16牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝，浦安特別，岩室温泉特別２着，�

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

ディープボンド（17牡 キズナ）�３勝，阪神大賞典‐G2，京都新聞杯‐G2，天
皇賞（春）‐G1 ２着，etc.

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

44 アメージングムーン２０２０ 牡・鹿 １／１１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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� キングカメハメハ
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＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズアメージングムーン ＊テンビー

��
��
�ビッグテンビー鹿 2010 モガミヒメ

＊セレタ 1b
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



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

母 シャイニインパクト（15青鹿 ディープインパクト）出走
初仔

２代母 ＊ウイングドキャット（00 USA黒鹿 Storm Cat）不出走
メイショウシェイク（06牡 ＊タイキシャトル）２勝
タキオンコウショウ（07牝 アグネスタキオン）１勝
ウイングザムーン（09牝 アドマイヤムーン）６勝，オパールＳ‐LR ３着，安土城Ｓ

‐OP，鞍馬Ｓ‐OP ２着，石清水Ｓ，浜松Ｓ２着，etc.
ホッコーユニバース（10牝 アグネスタキオン）出走

ハッピーハッピー（15牝 ＊シニスターミニスター）��14 勝，佐賀ヴィーナスＣ，
吉野ヶ里記念２着，佐賀王冠賞２着，中島記念３着

ワンダープチュック（14牡 ハーツクライ）�５勝，福島ＴＶＯＰ‐OP ２着，長岡Ｓ，
錦Ｓ，六波羅特別，松浜特別，etc.

３代母 ウィングレットWinglet（88 USA鹿 Alydar）USA２勝，プリンセスＳ‐G2，
ラカニャーダＳ‐G2 ２着，リンダヴィスタＨ‐G3 ３着
アジーナ Ajina（94牝 Strawberry Road）USA７勝，ＢＣディスタフ‐G1，マザー

グースＳ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，デムワゼルＳ‐G2，etc.
マンチュリアンManchurian（00牡 Deputy Minister）USA３勝，Stymie H
ジーニ Jinni（03 牝 A.P. Indy）USA３勝，Calder Oaks‐L ３着

コブラKobla（95 牝 Strawberry Road）USA出走
クオリティロードQuality Road（06牡 Elusive Quality）USA８勝，ドンＨ

‐G1，フロリダダービー‐G1，メトロポリタンＨ‐G1，etc.，種牡馬
コブラキャットKobla Cat（08 牝 Tale of the Cat）不出走
ビチューメン Bitumen（14� Mineshaft）�USA７勝，サンフォードＳ‐G3

ロブズスピリット Rob's Spirit（97 牡 Theatrical）USA４勝，サラナクＨ‐G3，ベ
ルモントレキシントンＳ‐G3，ヒルプリンスＳ‐G3 ２着，種牡馬

ゾーリZori（98 牝 A.P. Indy）USA入着
バンクジエイト Bank the Eight（07� Distorted Humor）USA８勝，Fed

erico Tesio S
ズールーアルファ Zulu Alpha（13� Street Cry）�IRE・USA12 勝，ペガサ

スワールドＣターフ招待Ｓ‐G1，マックディアミダＳ‐G2（２回），エルク
ホーンＳ‐G2，etc.

45 シャイニインパクト２０２０ 牡・黒鹿 ３／ ５
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シャイニインパクト
＊ Storm Cat

��
��
�ウイングドキャット青鹿 2015 Winglet

13c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈱鹿児島国際ゴルフ倶楽部＝新冠町西泊津 �090-7641-3884
生 産 牧 場： ㈲協和牧場
飼 養 者： ㈲協和牧場＝新冠町西泊津 �090-7641-3884

母 アサカラヴァーズ（11鹿 キングヘイロー）入着，��３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
シュピカ（18牝栗 ＊プリサイスエンド）�出走

２代母 キョウワノコイビト（99黒鹿 ＊トニービン）１勝，フィリーズレビュー‐Jpn2 ２
着，スイートピーＳ‐OP ３着，紅梅Ｓ‐OP ３着，文月特別２着，耶馬渓特別３着
ステキナコイビト（06牝 ＊カリズマティック）�３勝�

３代母 ＊エールノコイビト（92 IRE 芦 Caerleon）２勝，木古内特別２着
キョウワノホコリ（98� ＊エルハーブ）２勝，九重特別，�１勝��入着４回
キョウワグレイス（00牝 ＊ブライアンズタイム）不出走

シャインモーメント（05牡 キングヘイロー）５勝，アメジストＳ，立春賞
チェリーノコイビト（06牝 ＊スクワートルスクワート）��出走
チェリーサマー（12牡 チェリークラウン）３勝，鎌倉Ｓ２着，大島特別３
着，�３勝�入着�，サッポロクラシックＣ２着

チェリースプリング（14牝 チェリークラウン）１勝，�１勝��１勝，フ
ローラルＣ３着

チェリーウイング（15牡 チェリークラウン）�３勝�１勝��，菊水賞３着
チェリーフオール（16牝 チェリークラウン）��２勝	��入着３回��，
ル・プランタン賞３着

チェリーメドゥーサ（09牝 シックスセンス）３勝，秋華賞‐G1 ５着，白井特別，
ひいらぎ賞，etc.

キョウワジェイド（01牝 ＊オペラハウス）�３勝
キョウワシャドー（07牡 マーベラスサンデー）�２勝�１勝
，オータムＣ３

着，兵庫大賞典３着

４代母 ＊グレンビーサマー（86 IRE 芦 General Assembly）GB・IRE２勝
［孫］ キョウワマグナム（07牡 キングカメハメハ）５勝，春雷Ｓ‐L ２着，京洛

Ｓ‐OP ２着，北九州短距離Ｓ，etc.
ギンゲイ（05牡 ニューイングランド）４勝，手稲山特別，千種川特別２着，
みちのくＳ３着，etc.，�７勝�入着３回

キョウワヒラリー（14牝 ダイワメジャー）２勝，飛竜特別，飛翔特別３着
スティアヘッド（06牡 ステイゴールド）１勝，生田特別２着

46 アサカラヴァーズ２０２０ 牡・鹿 ３／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローアサカラヴァーズ ＊トニービン

��
��
�キョウワノコイビト鹿 2011 ＊エールノコイビト

17b
Halo S4×M4 Lyphard M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲木下牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9087-6596
生 産 牧 場： ㈲木下牧場
飼 養 者： ㈲木下牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9087-6596

母 スカイトラベラー（09鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
タイセイアンシェル（18牡鹿 ＊シニスターミニスター）�入着，���１勝

２代母 ＊スカイアライアンス（98 CAN鹿 Sky Classic）USA２勝，ナタルマＳ‐G3，
Cup And Saucer S‐R
アフィリエイト（06牡 GoneWest）３勝，刈谷特別
グァンタナメラ（07牝 フジキセキ）３勝

ハバナウインド（16牡 ＊ハービンジャー）２勝，あすなろ賞
エパティック（08牝 ディープインパクト）３勝，三面川特別３着，八ヶ岳特別３着
クライベイビー（14牝 ハーツクライ）１勝，��９勝
オーデットエール（15� ハーツクライ）１勝，萩Ｓ‐LR ２着

３代母 スイフトアライアンス Swift Alliance（90 CAN鹿 ＊アフリート）USA４勝，
Belle Isle S，Star Shoot S‐L ２着
クラシックアライアンス Classic Alliance（95牡 Sky Classic）USA７勝，Sport

City H‐L，Cup And Saucer S‐R ３着，種牡馬
スイフトリークラシック Swiftly Classic（97 牝 Sky Classic）USA１勝

スカイマム Sky Mom（05牝 Maria's Mon）USA・CAN６勝，アーリントン
オークス‐G3，Sunland Park Oaks‐L，Kentucky C Juvenile Fillies S
‐L，etc.

ファミリーファースト Family First（01 牝 Belong to Me）不出走
イクステンデドファミリー Extended Family（08� Stephen Got Even）US

A２勝，OBS Championship S C&G‐R ２着
プライムルーラー Prime Ruler（04� Orientate）USA６勝，Foothill S，Su

nny Slope S３着
モディフィケイションModification（05牝 Vindication）USA３勝，ヒューマナデ

ィスタフＳ‐G1 ３着
ソーヤーズヒル Sawyer's Hill（11 牡 Spring At Last）USA６勝，デルマーダ

ービー‐G2 ２着，トワイライトダービー‐G2 ２着
ヤウポン Yaupon（17牡 Uncle Mo）�USA・UAE４勝，アムステルダムＳ

‐G2，チックラングＳ‐G3

47 スカイトラベラー２０２０ �・鹿 ２／２０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアスカイトラベラー
＊ Sky Classic

��
��
�スカイアライアンス鹿 2009 Swift Alliance

5i
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： フクオカファーム＝浦河町東栄 �0146-25-2309
生 産 牧 場： フクオカファーム
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

母 ヘラルドスクエア（13鹿 キングカメハメハ）入着
〔産駒馬名登録数：１〕
トップマジェスティ（19牡青鹿 ディーマジェスティ）�未出走

２代母 コロンバスサークル（06黒鹿 ＊ホワイトマズル）５勝，みなみ北海道Ｓ‐LR ２
着，五稜郭Ｓ‐OP ３着，レインボーＳ，早春Ｓ，精進湖特別３着
レッドジェノヴァ（14牝 ＊シンボリクリスエス）５勝，京都大賞典‐G2 ２着，エリザ

ベス女王杯‐G1 ４着，２０１８ＷＡＳＪ第２戦，北海道１５０年記念，磐梯山特別，etc.
コロンバスデイ（15牝 ＊ノヴェリスト）２勝，三田特別３着

３代母 マンハッタンフィズ（01鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
アプリコットフィズ（07牝 ジャングルポケット）４勝，クイーンＳ‐G3，クイーン

Ｃ‐G3，キャピタルＳ‐L，etc.
バラックパリンカ（16� ＊ノヴェリスト）�４勝，御堂筋Ｓ，江坂特別，甲武特

別，etc.
クレスコグランド（08牡 タニノギムレット）３勝，京都新聞杯‐G2，大阪―ハンブ

ルクＣ‐L ３着，日本ダービー‐G1 ５着，etc.，種牡馬
シャンボールフィズ（09牝 キングカメハメハ）２勝，日野特別２着，石狩特別２着

オレンジフィズ（18牝 エピファネイア）�１勝，スイートピーＳ‐L ３着
ダービーフィズ（10牡 ジャングルポケット）５勝，函館記念‐G3，セントライト記

念‐G2 ２着，札幌記念‐G2 ３着，etc.
インペリアルフィズ（14牡 ジャングルポケット）�１勝，出雲崎特別２着

４代母 ＊サトルチェンジ（88 IRE 黒鹿 Law Society）GB・IRE３勝，Giolla Mear R
ace‐L，Lingfield Oaks Trial S‐L ３着
［子］ マンハッタンカフェ（98牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，有馬記念‐Jpn1，

菊花賞‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，etc.，優古牡，種牡馬
＊エアスマップ（95牡 ＊デインヒル）７勝，オールカマー‐Jpn2，エプソム

Ｃ‐Jpn3 ２着，新潟記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
［孫］ エアウルフ（07牡 ＊フレンチデピュティ）６勝，ポラリスＳ‐L，ポラリス

Ｓ‐L ２着（２回），欅Ｓ‐L ２着，etc.
ジャングルスマイル（06牡 ジャングルポケット）�38 勝�１勝��，白山
大賞典‐Jpn3 ２着，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ４着，中日杯，etc.

48 ヘラルドスクエア２０２０ 牡・青鹿 ５／ ３
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスヘラルドスクエア ＊ホワイトマズル

��
��
�コロンバスサークル鹿 2013 マンハッタンフィズ

＊サトルチェンジ 16c
サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



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

母 プルーフオブラヴ（00鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，まりも特別（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－７（24）〕
リビングプルーフ（07牝鹿 ＊ファルブラヴ）３勝

テトラドラクマ（15牝 ルーラーシップ）３勝，クイーンＣ‐G3，オーロＣ‐L
セプタリアン（16� キングヘイロー）�３勝，戎橋特別
レインカルナティオ（17牡 ルーラーシップ）�１勝，粟島特別３着

ジュライザセヴンス（08牡鹿 タニノギムレット）入着４回，�５勝�１勝��
テラノココロ（09牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）�５勝�入着
マッセナ（11牡鹿 メイショウサムソン）入着２回，�	１勝
	１勝�入着３回
プルーヴダモール（12牝芦 ＊チチカステナンゴ）１勝，障害１勝
クロークス（13牡栗 ＊コンデュイット）２勝
プルーフオブトップ（14牝鹿 ＊ファルブラヴ）�３勝
ジューンスクスク（15牝鹿 ＊タートルボウル）１勝
ダブルクラッチ（16牡鹿 トーセンジョーダン）��１勝��１勝
クァンタムリープ（17牡鹿 ロードカナロア）入着３回，��２勝
タブラオ（18牡鹿 ＊アイルハヴアナザー）���４勝，雲取賞（Ｄ1800）３着

２代母 ＊ページプルーフ（88 USA黒鹿 Seattle Slew）USA１勝
＊シーキングザパール（94牝 Seeking the Gold）７勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，Ｎ

Ｚトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，シルクロードＳ
‐Jpn3，etc.，FR・USA１勝，モーリスドゲースト賞‐G1

＊シーキングザダイヤ（01牡 Storm Cat）４勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2，アーリ
ントンＣ‐Jpn3，etc.，�１勝��２勝��入着２回��，彩の国浦和
記念‐Jpn2，日本ＴＶ盃‐Jpn2，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3，etc.，種牡馬

＊ブライテストページ（96� ＊コロニアルアッフェアー）３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.

49 プルーフオブラヴ２０２０ 牡・栗 ３／２９

＊

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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellプルーフオブラヴ
＊ Seattle Slew

��
��
�ページプルーフ鹿 2000 ＊バーブスボールド

17b
Halo M3×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲服部牧場＝新ひだか町静内神森 �0146-42-1477
生 産 牧 場： ㈲服部牧場
飼 養 者： ㈲服部牧場＝新ひだか町静内神森 �090-8906-7169

母 スズカエルマンボ（05鹿 ＊シンボリクリスエス）３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－３（13）〕
スズカエルフォトン（11�青鹿 スズカフェニックス）�８勝
ダノンプレシャス（13牡青鹿 ディープインパクト）３勝
クイーンマンボ（14牝青 マンハッタンカフェ）２勝，平安Ｓ‐G3 ２着，ＪＢＣＬ

クラシック‐Jpn1 ４着，���２勝��入着３回，Ｌプレリュード‐Jpn2，
関東オークス‐Jpn2，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着，マリーンＣ‐Jpn3 ２着，ブ
リーダーズＧＣ‐Jpn3 ２着，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3 ３着

シリウスインパクト（15牡鹿 ディープインパクト）入着，�３勝
スズカコーズマンボ（17牡鹿 スズカコーズウェイ）	３勝
ルナブランカ（18牝芦 ＊クロフネ）	出走

２代母 ＊スプリングマンボ（95 GB鹿 Kingmambo）不出走
キセキスズカ（99牡 フジキセキ）２勝，美濃特別３着，駒ケ岳特別３着，
１勝
スズカマンボ（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，天皇賞（春）‐Jpn1，朝日ＣｈＣ

‐Jpn3，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，産経大阪杯‐G2 ３着，鳴尾記念‐Jpn3 ２
着，etc.，種牡馬

スズカサンバ（04牡 アグネスタキオン）４勝，京都ゴールデンプレミアム，隅田川特別
スズカスコーピオン（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，三田特別２着，八瀬特別３

着，安房特別３着
スプリングサンダー（07牝 ＊クロフネ）５勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，ＣＢＣ賞‐G3

２着，阪急杯‐G3 ２着，六甲アイランドＳ，うずしおＳ，etc.
スズカメジャー（14牡 ダイワメジャー）	２勝，フローラルウォーク賞，障害１勝
スズカテイオー（15牡 ディープインパクト）１勝，西郷特別２着
スカーフェイス（16牡 ハーツクライ）	２勝，２０２０ＹＪＳＦＲ阪神１戦，生田特

別２着
スズカファイター（10牡 ディープインパクト）１勝，美濃特別３着
アイアムレジェンド（16牡 ハーツクライ）	２勝，甲南Ｓ２着，�３勝

３代母 ＊キーフライヤー（86 USA鹿 Nijinsky）USA３勝，Palisades S‐L，ケンタ
ッキーオークス‐G1 ４着，ニューヨークＨ‐G2 ３着，シープスヘッドベイＨ
‐G3 ２着，アシーニアＨ‐G3 ３着，etc.

50 スズカエルマンボ２０２０ 牡・鹿 ３／ 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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayスズカエルマンボ
＊ Kingmambo

��
��
�スプリングマンボ鹿 2005 ＊キーフライヤー

7
Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈱ハクレイファーム＝新冠町緑丘 �0146-47-1051
生 産 牧 場： ㈱ハクレイファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

母 ＊ベラルーサ（12 ARG鹿 Orpen）ARG５勝，ラミッション賞‐G2，ラモンビアウ
ス賞‐G2，パルティクラ賞‐G2 ２着，ロスアラス賞‐G2 ３着，チリ賞‐G3 ２着
本馬の他に産駒あり

２代母 バルカルセBalcarce（00 USA鹿 Roy）不出走
バスタデトークBasta de Talk（03 牝 Confidential Talk）ARG２勝
バヒアロサBahia Rosa（04牝 American Chance）USA・ARG３勝
ビエンBien（05� Orpen）SAF３勝
バイエルン Bayern（08牡 Orpen）ARG６勝，亜２０００ギニー‐G1 ２着
バルナバスBarnabas（09� Perfectperformance）CHI１勝
バヒスタ Bajista（10 牡 Perfectperformance）ARG６勝，ブエノスアイレス大賞

‐G1，ダルドローチャ大賞‐G1 ２着，クラウスラ賞‐G2 ３着，ウベルトＦビ
グナルト賞‐G3 ３着

３代母 ベイビーブライドBaby Bride（96 USA黒鹿 Dayjur）不出走

４代母 ラストフェザー Last Feather（79 USA黒鹿 Vaguely Noble）GB・FR２勝，
ミュージドラＳ‐G3，Rochford Thompson Newbury S‐L，英オークス
‐G1 ３着
［子］ プレシャスフェザー Precious Feather（97 牝 GoneWest）USA５勝，

Born Famous H‐L，Judy'S Red Shoes S‐L，Noble Royalty
H‐L，etc.

ルズナマ Ruznama（93牝 ＊フォーティナイナー）GB４勝，City Of Yor
k S‐L，Oh So Sharp S‐L，メイヒルＳ‐G3 ３着

［孫］ ＊オーサムフェザー（08牝 Awesome of Course）USA10 勝，ＢＣジュヴェ
ナイルフィリーズ‐G1，ガゼルＳ‐G1，Nasty Storm S‐L，etc.

エルムタバキ Elmutabaki（96� Unfuwain）GB２勝，July Trophy‐L
［曾孫］ シルクフェイマス（99牡 マーベラスサンデー）９勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，京

都記念‐Jpn2，日経新春杯‐Jpn2，etc.，種牡馬
オールドタイムリヴァイヴァルOld Time Revival（15� Brethren）�
USA３勝，Challedon S‐R，ゴーサムＳ‐G3 ２着，Miracle W
ood S２着，etc.

51 ベラルーサ２０２０ 牡・鹿 ３／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊

オーペン Lure

�
�
�
�
�

��
��

�Orpen Bonita Francitaベラルーサ バルカルセ Roy

��
��
�Balcarce鹿ARG 2012 Baby Bride

5g
Halo S4×M5 Mr. Prospector S4×M5 Danzig M4×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



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

母 ＊ティズウインディ（11 USA黒鹿 Tiznow）USA４勝，インディアナオークス‐G2，
フルールデリスＨ‐G2 ３着，シュヴィーＨ‐G3 ３着
〔産駒馬名登録数：１〕
ロールアップ（19牝鹿 ディープインパクト）�未出走

２代母 ウィンディインディWindyindy（04 USA黒鹿 A.P. Indy）USA３勝
メイキンセンスMakin' Sense（12 牝 ＊ストリートセンス）USA２勝
パッチ Patch（14牡 Union Rags）�USA２勝，ベルモントＳ‐G1 ３着，ルイジ

アナダービー‐G2 ２着，Alydar S‐R ３着

３代母 アンブライドルドウィンドUnbridledWind（96 USA黒鹿 Unbridled）US
A４勝，Lemhi Go H‐R

４代母 バンシーウィンズ BansheeWinds（90 USA黒鹿 Known Fact）USA３勝，
アーリントンワシントンラッシーＳ‐G2 ２着
［子］ バンシーブリーズ Banshee Breeze（95牝 Unbridled）USA10 勝，ＣＣＡ

オークス‐G1，アップルブラッサムＨ‐G1，スピンスターＳ‐G1，etc.
チャーム Charm（97牝 Polish Numbers）USA３勝，A.P. Indy S‐L
３着

ハードファクツ Hard Facts（09 牡 ＊ハードスパン）USA２勝，Broad
Brush S‐L ３着

［孫］ アメリカンアンセム American Anthem（14牡 Bodemeister）USA６勝，
サンカルロスＳ‐G2，ウッディスティーヴンズＳ‐G2，ラサロバ
レラＳ‐G3，etc.，種牡馬

フワールWhirl（03� Unbridled's Song）USA６勝，Zia Park Premier H
‐L，Charlie Iles Express H，Zia Park Express S３着

［曾孫］ ゼスティナ Zestina（15牝 サイレントネーム）CAN４勝，Ontario Damsel
S‐R，Passing Mood S‐R，ホイムジカルＳ‐G3 ３着，etc.

＊メンディド（13牝 Broken Vow）USA13 勝，サンタマルガリータＳ‐G1
２着，ラカニャーダＳ‐G2 ２着，Iowa Distaff S‐L ２着，etc.

スマイリングタイグレス Smiling Tigress（15 牝 Smiling Tiger）USA３
勝，Evening Jewel S‐R ３着

52 ティズウインディ２０２０ �・鹿 ３／２６

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hasiliハービンジャー ペナンパール Bering

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊

ティズナウ Cee's Tizzy

�
�
�
�
�

��
��

�Tiznow Cee's Songティズウインディ ウィンディインディ A.P. Indy

��
��
�Windyindy黒鹿USA 2011 UnbridledWind

8h
Seattle SlewM4×M5 Northern Dancer S5×S5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲登別上水牧場＝登別市来馬町 �0143-85-4077
生 産 牧 場： ㈲登別上水牧場
飼 養 者： ディーエスファーム＝日高町平賀 �090-3399-4109

母 ダンシングマオ（07鹿 ゴールドアリュール）４勝，茂原特別（Ｄ1200），銀嶺Ｓ
（Ｄ1400）２着，立夏Ｓ（Ｄ1400）２着，ブラッドストーンＳ（Ｄ1200）３着，春望
Ｓ（Ｄ1400）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ハービンマオ（15牝栗 ＊ハービンジャー）１勝，���１勝�，関東オークス‐Jpn2
タンカノキミ（17牝鹿 ヴァーミリアン）�入着

２代母 ＊エスカビオーサ（92 ARG鹿 Payant）USA・ARG５勝，亜１０００ギニー‐G1，
フランシスコベアスレイ賞‐G2，ラウルアリステギ賞‐G2，ベネスエラ共和国賞
‐G3，P. Amilcar A. Mercader‐L，etc.

＊ムチャスグラシアス（99牝 Gulch）�２勝
ミラキュラス（02牝 フジキセキ）１勝

レッドキュラス（10牝 ＊クロフネ）入着，��２勝
マイネルパナケーア（11牡 カンパニー）��２勝�入着
オープンマーケット（12牡 ＊ファルブラヴ）�２勝
スダチチャン（14牝 ヴァーミリアン）	３勝��１勝�入着
，梅桜賞３着
ラブミーサガ（15牝 ＊サウスヴィグラス）
１勝
コパノサンデー（16� ヴァーミリアン）�２勝
ネヘレニア（17牝 ジャングルポケット）��出走	１勝�

３代母 エレヒアElegia（81 ARG鹿 Utopico）ARG１勝
エクスプロフェソEx Profeso（88牡 Lefty）ARG４勝
エスカビユーズEscabieuse（95 牝 Payant）ARG１勝

シルヴァードリンク Silver Drink（03 牡 Silver Planet）ARG３勝，ブエノス
アイレス大賞‐G1，クラウスラ賞‐G2 ２着，ブエノスアイレス州ＪＣ賞
‐G2 ２着，種牡馬

４代母 エミサリアEmisaria（72 ARG鹿 ＊エルセンタウロ）不出走
［子］ エスプリン Esplin（84 牡 Pretencioso）CHI４勝，トムソンマシューズ賞

‐G3，フアンＳジャクソン賞‐G2 ３着，イサベル二世杯‐G2 ３着，etc.

５代母 エミタ Emita（67 ARG栗 Fresh Air）ARG３勝，P. Jockey Club de Santa
Fe３着，P. Antonio Cane３着

53 ダンシングマオ２０２０ 牡・鹿 ２／ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤダンシングマオ
＊ Payant

��
��
�エスカビオーサ鹿 2007 Elegia

19c
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718
生 産 牧 場： ㈲矢野牧場
飼 養 者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718

母 ＊マチュアード（09 GB黒鹿 Manduro）GB入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
マスターマインド（14�鹿 Holy Roman Emperor）�１勝�
アールウィザード（17牡黒鹿 ブラックタイド）入着２回，��１勝�入着
インヴァネス（18牝青 ＊キンシャサノキセキ）�１勝

２代母 タイムアウェイ Time Away（98 IRE 鹿 Darshaan）GB・FR・IRE２勝，ミ
ュージドラＳ‐G3，仏オークス‐G1 ３着，英ナッソーＳ‐G1 ３着，Pretty Poll
y S‐L ３着
タイムオン Time On（03牝 Sadler's Wells）GB・FR・ITY・USA３勝，マルレ

賞‐G2，Cheshire Oaks‐L
モージュストMot Juste（16 牝 Distorted Humor）�GB２勝，オーソーシャ

ープＳ‐G3，ネルグウィンＳ‐G3 ２着，セプターＳ‐G3 ３着
タイムコントロールTime Control（05 牝 Sadler's Wells）GB１勝

ウィローヴューWillow View（11牝 Lemon Drop Kid）不出走
ディジタルエイジDigital Age（16牡 Invincible Spirit）�USA５勝，タ
ーフクラシックＳ‐G1，アメリカンターフＳ‐G2，Columbia S，
Saratoga Derby２着

カーソリーグラーンス Cursory Glance（12牝 Distorted Humor）GB・IRE３
勝，モイグレアスタッドＳ‐G1，アルバニーＳ‐G3，ローザーＳ‐G2 ２着

ラーフィドRaafid（13� Shamardal）�FR・UAE４勝
ポスティド Posted（16牝 Kingman）�GB３勝，Fortune S‐L，Dick Hern S

‐L ２着

３代母 ノットビフォータイムNot Before Time（91 IRE 栗 Polish Precedent）不出走
タイムアヘッド Time Ahead（00牝 Spectrum）GB・FR１勝，仏オークス‐G1 ２着
モーメントオヴタイムMoment of Time（08牝 RainbowQuest）GB入着５回，

Lord Weinstock Memorial S‐L ３着

４代母 タイムチャーター Time Charter（79 IRE 鹿 Saritamer）GB・FR９勝，英オ
ークス‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，英チャンピオンＳ‐G1，コ
ロネイションＣ‐G1，サンチャリオットＳ‐G2，etc.

54 マチュアード２０２０ 牡・黒鹿 ２／１４
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

＊

マンデュロ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�Manduro Mandellichtマチュアード タイムアウェイ Darshaan

��
��
�Time Away黒鹿GB 2009 Not Before Time

22a
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

母 スイートエルドール（12栗 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
ローザマローネ（18牝栗 ドゥラメンテ）出走，�地方未出走
エイミーバローズ（19牝栗 ドゥラメンテ）�未出走

２代母 ＊クロカミ（93 IRE 青鹿 Caerleon）７勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，京王杯オータム
Ｈ‐Jpn3，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着（２回），東京新聞杯‐Jpn3 ３着，韓国馬事会
杯‐OP，etc.
クロウキャニオン（02牝 ＊フレンチデピュティ）１勝，�入着，兵庫ジュニアＧＰ

‐Jpn3 ３着
キラウエア（07牡 キングカメハメハ）５勝，昇竜Ｓ‐OP ２着，灘Ｓ，柳都Ｓ２

着，西脇特別２着，ＴＶＱ杯２着，etc.
ボレアス（08牡 ディープインパクト）３勝，レパードＳ‐G3，ユニコーンＳ

‐G3 ３着，いぶき賞‐OP ２着，etc.，��入着２回�，ジャパンＤダー
ビー‐Jpn1 ２着，浦和記念‐Jpn2 ３着

マウントシャスタ（09牡 ディープインパクト）４勝，神戸新聞杯‐G2 ３着，毎日
杯‐G3 ２着，大阪城Ｓ‐L ２着，宝塚記念‐G1 ５着，白百合Ｓ‐OP，etc.

カミノタサハラ（10牡 ディープインパクト）３勝，弥生賞‐G2，ホープフルＳ
‐LR ３着，皐月賞‐G1 ４着

ベルキャニオン（11牡 ディープインパクト）３勝，プリンシパルＳ‐LR，共同通信
杯‐G3 ２着，ホープフルＳ‐LR ２着，キャピタルＳ‐L ３着，湘南Ｓ，etc.

ラベンダーヴァレイ（13牝 ディープインパクト）４勝，チューリップ賞‐G3 ３
着，鳥羽特別，佐世保Ｓ２着，水無月Ｓ２着，淀屋橋Ｓ２着，etc.

フォックスクリーク（15牡 ディープインパクト）�４勝，春興Ｓ，オーストラ
リアＴ，木津川特別２着，秩父特別３着

ストーンリッジ（17牡 ディープインパクト）�１勝，きさらぎ賞‐G3 ２着
ヨーホーレイク（18牡 ディープインパクト）�２勝，ホープフルＳ‐G1 ３着，

きさらぎ賞‐G3 ２着，皐月賞‐G1 ５着，紫菊賞
カレンスターボーイ（03牡 アグネスタキオン）１勝
チトニア（14牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，神奈川新聞杯，マカオＪクラブＴ，三

年坂特別３着

３代母 ＊ミルド（86 USA黒鹿 Desert Wine）FR２勝，P. La Sorellina‐L

55 スイートエルドール２０２０ �・鹿 ４／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスロードカナロア Storm Cat

��
��
�レディブラッサム鹿 2008 ＊サラトガデュー

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandスイートエルドール
＊ Caerleon

��
��
�クロカミ栗 2012 ＊ミルド

4n
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲宮内牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1567
生 産 牧 場： ㈲宮内牧場
飼 養 者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776

母 ピエノフィオレ（12黒鹿 キングカメハメハ）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 フォーリアクイーン（97鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
クイーンテレージア（04牝 テイエムジャンボ）�７勝���
トップオバマ（06牡 ＊マリエンバード）�７勝��４勝，ＭＲＯ金賞３着
マツノグーセン（07牡 ＊マリエンバード）�１勝�２勝
イトククリ（08牝 サクラバクシンオー）３勝，長万部特別，刈谷特別，河北新報杯

２着，吾妻小富士賞２着
シニスタークイーン（09牝 ＊シニスターミニスター）３勝
シャインエタニティ（10牝 ＊グラスワンダー）入着，��１勝

グロリオーソ（18牝 フリオーソ）���２勝�１勝�入着，桜花賞２着，ユン
グフラウ賞３着，留守杯日高賞３着

シャルマンウーマン（11牝 サクラバクシンオー）１勝
ラブロイ（13	 ＊シンボリクリスエス）��４勝

３代母 ＊フォーリア（89 GB鹿 Sadler's Wells）GB３勝
ホクセツクィーン（99牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

サンエイキャピタル（15牡 ＊シニスターミニスター）���入着２回�５勝，不
来方賞，ウイナーＣ

４代母 ドゥヌーフDunoof（83 GB芦 Shirley Heights）GB・ITY１勝
［子］ セルティチュード Seltitude（96牝 Fairy King）GB・FR３勝，セーネオワ

ーズ賞‐G3，グロシェーヌ賞‐G2 ３着，サンジョルジュ賞‐G3 ３着
［孫］ シャルロットオーフレーズ Charlotte O Fraise（04 牝 Beat Hollow）F

R２勝，カルヴァドス賞‐G3
ディアマントヴェーレDiamantwelle（02 牝 ＊ザール）FR・GER・ITY２
勝，P. Baggio‐L

ラヴァーマン Lover Man（09	 Lawman）GB・FR・GER・BEL３勝，
P. Hampton‐L

［曾孫］ ディアマンタDiamanta（16牝 Maxios）�GER２勝，独オークス‐G1，
P. Dusseldorf‐L ３着

56 ピエノフィオレ２０２０ 
・栗 ３／１６

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスピエノフィオレ ＊サンデーサイレンス

��
��
�フォーリアクイーン黒鹿 2012 ＊フォーリア

9e
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308
生 産 牧 場： ㈲高橋ファーム
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

母 ブレイクダンサー（12鹿 ＊ファルブラヴ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
セレブリス（16牝黒鹿 トゥザグローリー）��２勝
ベラジオクイーン（17牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）��３勝
デルマキッショウ（18牝鹿 モーリス）�入着
アンドレア（19牝青鹿 レッドスパーダ）�未出走

２代母 プリティダンス（04栗 ダンスインザダーク）２勝，岡崎特別，浦佐特別３着，
糸魚川特別３着
ダンツワイズ（13� ＊ロージズインメイ）�１勝
ジャガーゲイム（14� ジャングルポケット）入着，�３勝
ラズベリル（15牝 ＊タートルボウル）��入着３回�１勝�	入着２回

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

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

洞爺湖特別３着，etc.
ヴィーダ（15� ＊ヨハネスブルグ）�１勝，苫小牧特別２着，�３勝�	１勝

ベルジュール（03� アグネスタキオン）３勝，夕月特別，浅草特別２着，堀川特別３着
ダノンベルベール（06牝 アグネスタキオン）２勝，阪神ジュベナイルフィリーズ

‐Jpn1 ２着，クイーンＣ‐G3 ２着，芙蓉Ｓ‐OP ２着，etc.
ダノンシュナップス（07牡 デュランダル）２勝，ひいらぎ賞３着
サトノアポロ（08� ＊シンボリクリスエス）５勝，中日新聞杯‐G3，クリスマスＣ，

習志野特別，etc.

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

Zeddaan‐L ２着

57 ブレイクダンサー２０２０ 牡・栗 １／１２
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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightブレイクダンサー ダンスインザダーク

��
��
�プリティダンス鹿 2012 ＊ミスベルベール

3n
Northern Dancer M4×S5×S5 Fairy BridgeM4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 追分ファーム＝安平町追分向陽 �0145-25-3655
生 産 牧 場： ㈲社台コーポレーション白老ファーム
飼 養 者： 白老ファームＹｅａｒｌｉｎｇ＝安平町早来富岡 �0145-26-2225

母 ヴェルジョワーズ（11鹿 ネオユニヴァース）２勝，西尾特別（芝 2000），石打特別
（芝 2000）２着
〔産駒馬名登録数：２〕
シュガービート（19牡黒鹿 ルーラーシップ）�未出走

２代母 ＊ビートリックスキッド（04 FR鹿 Victory Note）FR・USA２勝，ノネット賞
‐G3 ３着
ショウナンダイチ（10牡 ディープインパクト）２勝，村上特別，�１勝�６勝�
クールフォルム（13牡 ゴールドアリュール）�７勝
サトノガーネット（15牝 ディープインパクト）５勝，中日新聞杯‐G3，小倉記念

‐G3 ２着，五稜郭Ｓ，三田特別，オーストラリアＴ２着，etc.

３代母 ラキファン Laquifan（86 USA鹿 Lear Fan）FR２勝
ツァーロドニー Tzar Rodney（92牡 Assert）FR・USA７勝，オールアメリカンＨ

‐G3，ラフォルス賞‐G3，P. Maurice Caillaut‐L，etc.，種牡馬

４代母 ＊ラキオーラ（77 FR黒鹿 Lyphard）FR２勝，P. de La Seine‐L，クレオパ
トル賞‐G3 ２着
［孫］ スカイダンシング Sky Dancing（97牝 Exit to Nowhere）FR・GER・I

TY５勝，P. Buontalenta‐L
［曾孫］ ワイズダンWise Dan（07� Wiseman's Ferry）USA・CAN23勝，Ｂ

Ｃマイル‐G1（２回），ＷＲターフクラシック‐G1（２回），シャドウェ
ルターフマイルＳ‐G1（２回），etc.，米年度代表馬（2回）

スカロ Scalo（07 牡 Lando）FR・GER・ITY・CAN６勝，オイロパ賞
‐G1，ゲルリンク賞‐G2，ギヨームドルナーノ賞‐G2，etc.，種牡馬

サクセスフルダン Successful Dan（06� Successful Appeal）USA８
勝，アリシーバＳ‐G2，ファイエットＳ‐G2，ベンアリＳ‐G3，etc.

サウンドチェック Sound Check（13牡 Lando）�GER・ITY・AUS・N
Z８勝，ＭＲＣサンダウンクラシック‐G2，オレアンダーレネン‐G2，
Altano Rennen‐L，etc.

サイフォンシティ Siphon City（02 牡 Siphon）USA７勝，プレーリーメド
ーズコーンハスカーＨ‐G2，メモーリアルデイＨ‐G3，Sumter S

58 ヴェルジョワーズ２０２０ �・黒鹿 ５／１９
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスヴェルジョワーズ
＊ Victory Note

��
��
�ビートリックスキッド鹿 2011 Laquifan

5h
サンデーサイレンスM3×S4 Roberto S4×M5 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5 Fairy Bridge S5×M5
価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 乾 皆雄＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3753
生 産 牧 場： 乾 皆雄
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

母 ポリリズム（06栗 ＊バチアー）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（３）〕
バトルムーングロウ（11牝栗 アドマイヤムーン）２勝，勝浦特別（芝 1200）２着
マカルーテソーロ（16牡鹿 ローズキングダム）入着，�３勝��

２代母 スプリットザナイト（95鹿 ＊トニービン）出走
マジシャン（00牡 ダンスインザダーク）入着２回，�３勝�３勝�入着�
アドマイヤモナーク（01牡 ＊ドリームウェル）８勝，日経新春杯‐G2，ダイヤモンド

Ｓ‐Jpn3，有馬記念‐G1 ２着，京都大賞典‐G2 ２着，日経賞‐G2 ３着，etc.
アドマイヤセナ（03牡 アグネスタキオン）３勝，千里山特別２着，春日特別２着，

糸魚川特別２着
アドマイヤカーリン（08牡 ディープインパクト）２勝，玄海特別２着，芦ノ湖特別

２着，白鷺特別２着，淡路特別３着
デビル（11牡 ダイワメジャー）１勝
ライトファンタジア（12牝 ゼンノロブロイ）３勝，すみれＳ‐OP ２着，淡路特別２

着，高雄特別２着，梅花賞２着，西海賞３着
マレボプール（13牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，クリスマスローズＳ‐OP

３代母 ＊サウンド（84 USA芦 Danzig）USA１勝
ハギノリアルキング（90牡 ＊リアルシヤダイ）７勝，日経新春杯‐Jpn2，目黒記念

‐Jpn2，天皇賞（春）‐Jpn1 ３着，etc.
パルセイト（91牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，桃

花賞，北総特別２着，etc.
トーセンブリリアン（03牝 ＊ホワイトマズル）出走
トーセンベニザクラ（09牝 ダイワメジャー）４勝，フェアリーＳ‐G3，初
音Ｓ，etc.，��入着�，しらさぎ賞３着

ロングセレッソ（92牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，横津岳特別３着
サウンドカーニバル（00牝 バブルガムフェロー）入着，��１勝

マツリバヤシ（08牝 スマートボーイ）�１勝��入着２回	，エーデルワイス
賞‐Jpn3 ２着，ユングフラウ賞２着，東京２歳優駿牝馬３着，etc.

４代母 ディンDin（74 USA芦 Drone）USA３勝，リトルシルヴァーＨ‐G3

59 ポリリズム２０２０ 牡・栗 １／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊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

＊ Desert Style

�
�
�
�
�

��
��

�バチアー MorningWelcomeポリリズム ＊トニービン

��
��
�スプリットザナイト栗 2006 ＊サウンド

1l
Be My Guest M4×S5 Danzig M4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲上山牧場＝浦河町野深 �0146-27-4037
生 産 牧 場： ㈲上山牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

母 クールアンフルール（06鹿 サクラバクシンオー）入着４回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－１（１）〕
モズハツコイ（11牝芦 ＊クロフネ）３勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着，ききょうＳ‐OP
（芝 1400）３着，ＨＴＢ杯（芝 1200），函館日刊スポーツ杯（芝 1200），函館日刊ス
ポーツ杯（芝 1200）２着，みちのくＳ（芝 1200）２着，道頓堀Ｓ（芝 1200）２着，壬
生特別（芝 1200）２着，ＴＶｈ杯（芝 1200）３着，芦屋川特別（芝 1200）３着

ダンツカペラ（12牡黒鹿 ハーツクライ）１勝
イーガーアフェクト（13牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）１勝
プロークルサートル（17牡鹿 キズナ）入着２回，��１勝

２代母 フレッシュミドリ（90鹿 ＊ブレイヴエストローマン）出走
イクノアクティブ（94牝 ＊ドクターデヴィアス）３勝，箕面特別３着
ジャストタッチ（96牝 ＊ワツスルタツチ）�10 勝，黒潮菊花賞，高知新聞杯，青葉特別
フレッシュスキャン（97牝 ＊スキャン）�10 勝�入着，九州クイーン賞，吉野ヶ里記

念２着，肥後菊賞２着
イブキオネスト（99牡 ＊エリシオ）入着３回，��10 勝�入着，東京シティ盃２着
マルハチスレイマン（02牡 ＊エンドスウィープ）入着４回，��３勝
フレッシュパワー（07牝 ＊グラスワンダー）	１勝
１勝
ドクターコジロウ（08牡 マヤノトップガン）�３勝��
ビリーヴインラブ（09牝 ＊スタチューオブリバティ）	１勝�１勝
ヴェルシュナイダー（10牡 ＊プリサイスエンド）�11 勝�１勝，若駒賞２着，ビギナ

ーズＣ２着，ニューイヤーＣＪＢＣ２０１４３着，ハヤテスプリント３着

３代母 ＊ラストカツテイング（83 GB栗 Final Straw）不出走

４代母 カトルCutle（63 GB栗 ＊セントクレスピン）GB２勝
［子］ シャープエッジ Sharp Edge（70牡 ＊シルバーシヤーク）GB・FR５勝，愛

２０００ギニー‐G1，ジャンプラ賞‐G2，New Ham S，etc.，種牡馬
カットアバヴ Cut Above（78牡 High Top）GB・FR・IRE２勝，英セン
トレジャー‐G1，ホワイトローズＳ‐G3，愛ダービー‐G1 ２着，etc.，
種牡馬

カットルース Cut Loose（79牝 High Top）GB２勝，Virginia S，
Valdoe S２着

60 クールアンフルール２０２０ ・黒鹿 ２／１４
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

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

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモクールアンフルール ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�フレッシュミドリ鹿 2006 ＊ラストカツテイング

11d
ノーザンテーストM4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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

母 クールメアリー（15鹿 ＊タイキシャトル）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
クールココナヒメ（19牝鹿 ＊パイロ）�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 BC
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

ゴールドジェーン（08牝 キングカメハメハ）２勝
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

61 クールメアリー２０２０ 牡・鹿 ５／ ６

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンクールメアリー
＊ Stop the Music

��
��
�インキュラブルロマンティック鹿 2015 One I Love

4j
Secretariat S4×S5 Hail to Reason M4×M5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



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： ㈲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

母 エーティーロゼッタ（12鹿 ディープスカイ）２勝，矢車賞（芝 2000）３着
本馬の他に産駒あり

２代母 ヒカルカリーナ（99芦 メジロマックイーン）入着４回，��１勝
ヒカルハナミチ（07牡 デュランダル）２勝，�２勝
フーラブライド（09牝 ゴールドアリュール）６勝，中山牝馬Ｓ‐G3，愛知杯‐G3，

日経新春杯‐G2 ２着，日経新春杯‐G2 ３着，マーメイドＳ‐G3 ３着，etc.
エーティータラント（10牡 デュランダル）４勝，比良山特別，古都Ｓ２着，比良山

特別２着，境港特別２着，高雄特別２着，etc.
メイケイレジェンド（13牡 ステイゴールド）４勝，高雄特別
メイケイゴールド（15牡 ステイゴールド）２勝
メイケイハリアー（16牡 ゴールドアリュール）�２勝，白百合Ｓ‐L ３着，天神橋特

別２着

３代母 ヒカルパッション（93鹿 マルゼンスキー）出走
ヒカルマイステージ（06牡 アグネスタキオン）３勝，プリンシパルＳ‐L ３着，本栖

湖特別，新緑賞，etc.
ヒカルアカツキ（07� フジキセキ）３勝，糸魚川特別，障害１勝

４代母 ゴールデンローズ（82栗 ＊サーペンフロ）１勝
［子］ マヤノニチリン（89牡 ＊ストラダビンスキー）３勝，千歳特別３着，�２

勝��入着３回
［孫］ ベーシックドリーム（00牝 サクラチトセオー）��４勝	１勝�入着９回


，３歳スプリンターズＣ２着

５代母 サンマロ（76黒鹿 ＊ステユーペンダス）１勝
［子］ ランニングフリー（83牡 ＊サーペンフロ）７勝，日経賞‐Jpn2，ＡＪＣＣ

‐Jpn2，福島記念‐Jpn3，etc.，種牡馬
バーバレラ（85牝 ＊サーペンフロ）２勝，相馬特別，初冬特別３着
モビーディック（90牡 ＊クリスタルパレス）１勝，戸畑特別２着，高塔山
特別３着

［孫］ ワールドサンボーイ（99� マルブツセカイオー）２勝，沓掛特別，香嵐渓
特別２着，多治見特別２着，�９勝

62 エーティーロゼッタ２０２０ 牡・黒鹿 ４／１４
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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビエーティーロゼッタ メジロマックイーン

��
��
�ヒカルカリーナ鹿 2012 ヒカルパッション

＊テサロニアン 22
サンデーサイレンス S4×M4 マルゼンスキーM4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲アサヒ牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2775
生 産 牧 場： ㈲アサヒ牧場
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

母 ＊フォーシンズ（04 GER鹿 Sinndar）GB・IRE・CAN３勝，ブランドフォードＳ
‐G2，ブルーウインドＳ‐G3，レパーズタウン１０００ギニーＴＲ‐G3 ２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），海外－１（２），地方－１（３）〕
フェリスタス（09牝鹿 Dansili）出走

オノリス（15牡 トーセンホマレボシ）�２勝，鷹取特別２着，大津特別３着
ディオジェーヌ（10牝鹿 ディープインパクト）３勝，遊楽部特別（芝 1800）２着，

リボン賞（芝 2000）３着
エーデルグランツ（11牡青鹿 ディープインパクト）１勝，脊振山特別（芝 1800）３着
ラフォリア（14牝黒鹿 マンハッタンカフェ）入着２回，�３勝
ホッカイドウミスHokkaido Miss（15 牝鹿 オルフェーヴル）�FR・AUS２勝，A

US障害１勝
カトルショセット（18牝鹿 ハーツクライ）�１勝

２代母 フォーロージズ Four Roses（98 IRE 鹿 Darshaan）不出走
フォーダンサーズ Four Dancers（05 牡 ＊シアトルダンサーⅡ）FR・GER４勝
フォーキャラット Four Carat（11� Montjeu）FR・AUS４勝，AUS障害１勝
フォアシー Foresee（13� Sea The Stars）�GB・FR６勝

３代母 フロイライントービン Fraulein Tobin（82 USA黒鹿 J.O. Tobin）GB１勝
ファブリアーノ Fabriano（89牡 Shardari）GER・SWE７勝，Robert Pferdmen

ges‐Rennen‐L，Concord Uhren Preis‐L，ドイツ統一賞‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

ジャーメインGermane（92牝 Distant Relative）GB１勝，ロックフェルＳ‐G3，
Oh So Sharp S‐L ２着，Firth Of Clyde S‐L ３着
ラッキーチャッピー Lucky Chappy（09牡 High Chaparral）ITY・USA・A

US・UAE２勝，P. Giuseppe deMontel‐L，ハリウッドダービー‐G1
３着，ヴァージニアダービー‐G2 ２着，etc.

ファイアダンス Firedance（01牝 Lomitas）FR・GER１勝
フィアレスハンター Fearless Hunter（10� Alhaarth）�UAE・NOR・SWE

・DEN７勝，マリットスヴェアースミネロップ‐G3，Polar Mile Cup
‐L，マリットスヴェアースミネロップ‐G3 ２着，etc.

63 フォーシンズ２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊

シンダール Grand Lodge

�
�
�
�
�

��
��

�Sinndar Sinntaraフォーシンズ フォーロージズ Darshaan

��
��
�Four Roses鹿GER 2004 Fraulein Tobin

1e
Hail to Reason S5×S5 Mill Reef M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-8771

母 クリムゾンブーケ（06栗 ＊クロフネ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），海外－１（２）〕
ダノンロッソ（14牡青鹿 ダノンシャンティ）�３勝，障害１勝
クリムゾンティアーズCrimson Tears（15 牝栗 ハーツクライ）AUS２勝
ブーケルージュBouquet Rouge（17牝黒鹿 キズナ）�FR出走
サブロンカズマ（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝
セイルオンセイラー（19牡黒鹿 ＊ドレフォン）�未出走

２代母 スカーレットローズ（87栗 ＊ノーザンテースト）２勝
クリムズンハウス（93牡 ＊キャロルハウス）５勝，館山特別，飯盛山特別，五頭連峰

特別２着，瀬波特別３着，八海山特別３着，etc.
スカーレットレディ（95牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

サカラート（00牡 ＊アフリート）６勝，東海Ｓ‐Jpn2，etc.，�１勝��１勝�
１勝��入着３回�，日本ＴＶ盃‐Jpn2，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，マー
キュリーＣ‐Jpn3，かしわ記念‐Jpn1 ３着，etc.

ヴァーミリアン（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，フェブラリーＳ‐G1，ジャ
パンＣダート‐G1，etc.，��７勝�２勝	１勝，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1（３回），東京大賞典‐Jpn1，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1
（２回），名古屋ＧＰ‐Jpn2，ダイオライト記念‐Jpn2，彩の国浦和記念
‐Jpn2，etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

キングスエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）６勝，シリウスＳ‐G3，シリウ
スＳ‐G3 ２着，みやこＳ‐G3 ２着，ベテルギウスＳ‐OP，etc.，�入着
���，佐賀記念‐Jpn3 ３着

ソリタリーキング（07牡 キングカメハメハ）７勝，東海Ｓ‐G2，ブリリアント
Ｓ‐L，etc.，��１勝�１勝���入着５回，日本ＴＶ盃‐Jpn2，マーキ
ュリーＣ‐Jpn3，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ３着，etc.

スギノフォルモーザ（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
ハローサンライズ（98牝 ダンスインザダーク）２勝
ジュリアビコー（99牝 ＊ジェイドロバリー）１勝
ラバグルート（01牡 ダンスインザダーク）４勝，平尾台特別，豊前特別，日向特別

２着，響灘特別３着，早鞆特別３着，etc.

３代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走

64 クリムゾンブーケ２０２０ 牡・鹿 １／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュークリムゾンブーケ ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットローズ栗 2006 ＊スカーレツトインク

4d
Halo S4×S5

価格： 購買者：



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

母 ＊ミリオンセラーⅡ（06 USA黒鹿 A.P. Indy）USA４勝，Rosenna S
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
＊ラローデ（14 USA牝鹿 Shackleford）１勝
ミリオンドリームズ（16牝鹿 Frankel）１勝
ワインセラー（18牝鹿 キングカメハメハ）�出走

２代母 ミリオンギフト（98鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
＊ミリオンキング（04牡 Grand Slam）入着，��１勝
サンデイアフェアー Sunday Affair（07 牝 A.P. Indy）不出走

ニピゴンNipigon（12� Niigon）�USA・CAN７勝，Bunty Lawless S‐R ２
着，Coronation Futurity‐R ２着，Steady Growth S‐R ３着

ヨークトン Yorkton（14牡 Speightstown）USA・CAN７勝，ボールドヴェン
チャーＳ‐G3（２回），Queenston S‐R，King Corrie S，Charli
e Barley S，ニアークティックＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ウェイバーンWeyburn（18牡 Pioneerof the Nile）�USA２勝，ゴーサムＳ‐G3
＊ジョルジオ（13� Street Cry）入着２回，��１勝
＊グラスコックピット（17牡 Congrats）��６勝

３代母 ＊メイプルジンスキー（85 USA鹿 Nijinsky）USA５勝，アラバマＳ‐G1，モン
マスオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ４着
スカイビューティ Sky Beauty（90 牝 Blushing Groom）USA15 勝，エイコーンＳ

‐G1，マザーグースＳ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，メイトロンＳ‐G1，アラバ
マＳ‐G1，シュヴィーＨ‐G1，ヘムステッドＨ‐G1，ラフィアンＨ‐G1，ゴー
フォーワンドＳ‐G1，レアパフュームＳ‐G2，アディロンダックＳ‐G2，etc.

アワカントリープレイスOur Country Place（92牝 Pleasant Colony）不出走
プレザントホーム Pleasant Home（01牝 Seeking the Gold）USA５勝，ＢＣデ

ィスタフ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，スピンスターＳ‐G1 ２着，etc.
サイレンスビューティ Silence Beauty（97 牝 ＊サンデーサイレンス）IRE入着

テイルオヴエカティ Tale of Ekati（05 牡 Tale of the Cat）USA５勝，ウッド
メモリアルＳ‐G1，シガーマイル‐G1，ジェロームＨ‐G2，etc.，種牡馬

65 ミリオンセラーⅡ２０２０ 牡・栗 ４／ ４

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊

エイピーインディ Seattle Slew

�
�
�
�
�

��
��

�A.P. Indy Weekend SurpriseミリオンセラーⅡ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ミリオンギフト黒鹿USA 2006 ＊メイプルジンスキー

1g
Secretariat M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲富田牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1546
生 産 牧 場： �中神牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

母 マカロンドナンシー（06黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（４）〕
バニラマカロン（12牝芦 ＊クロフネ）入着，�２勝�
タイセイダンク（17牡鹿 ＊ダンカーク）��１勝�１勝
メイショウホシアイ（18牝栗 モーリス）�１勝

２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，東京新聞杯‐Jpn3，東スポ杯３歳Ｓ‐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
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
タイキデスティニー（02牡 ＊エルコンドルパサー）２勝

３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
キャビネットレヴェルCabinet Level（81 牝 General Assembly）GB１勝

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.

ライジングスピリッツRising Spirits（85 牝 Cure the Blues）IRE・USA２勝
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 Ladies Turf H
‐L，etc.
ヒタノエルナンドGitano Hernando（06牡 Hernando）GB・IRE・USA
・UAE・HKG・SIN７勝，シンガポール国際Ｃ‐G1，米グッドウッド
Ｓ‐G1，愛ダイアモンドＳ‐G3，etc.，種牡馬

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

ホットチョコレトHot Chocolate（87 牝 Chief Singer）不出走
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

66 マカロンドナンシー２０２０ 牡・黒鹿 ３／３１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイマカロンドナンシー ＊ノーザンテースト

��
��
�アドマイヤマカディ黒鹿 2006 ＊ミセスマカディー

14b
Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲川島牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2481
生 産 牧 場： ㈲川島牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

母 ＊プリティキャサリン（06 CAN鹿 Vindication）USA・CAN５勝，Tiburon S
‐L ２着，Alyssum S３着，Beverly J.Lewis S３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
ブボナ（13牝黒鹿 ゼンノロブロイ）１勝
フジワンタイフーン（15牡鹿 ＊ヨハネスブルグ）��２勝

２代母 インディジーン Indigene（98 USA栗 Deputy Minister）USA１勝
インディジーンチャーム Indigene Charm（08� Elusive Quality）USA３勝
チェイシンインジエイシズChasintheaces（10� Indian Charlie）USA・CAN７勝
ノーブルニックNoble Nick（13� Zensational）USA６勝，クーガーザセカンド

Ｈ‐G3 ３着

３代母 アーイシャ Aishah（87 USA栗 Alydar）USA６勝，レアパフュームＳ‐G2，
Ocean Tide S
エラジュド Elajjud（92牡 Dayjur）USA７勝，フィラデルフィアパークＢＣＨ‐G3

２着，種牡馬
アルディサ Aldiza（94 牝 Storm Cat）USA６勝，ゴーフォーワンドＨ‐G1，Gla

mour S‐L，テストＳ‐G1 ２着，etc.
アーントアン Aunt Anne（95牝 Deputy Minister）USA２勝，スピナウェイＳ

‐G1 ３着，テンプテドＳ‐G3 ３着
アトリエ Atelier（97 牝 Deputy Minister）USA９勝，モリーピッチャーＨ‐G2，

ネクストムーヴＨ‐G3，ターンバックジアラームＨ‐G3，etc.
アラビス Arabis（99 牝 Deputy Minister）USA５勝，Justakiss S
アウレリアAurelia（01 牝 Danzig）USA入着３回

＊オーレリアズベル（11牝 Lemon Drop Kid）USA４勝，ブルボネットオークス
‐G3，リグレットＳ‐G3，アーリントンオークス‐G3，etc.

アパッチプル－ムApache Plume（04牝 Storm Cat）USA入着２回
サマーブリージー Summer Breezy（09牝 Pulpit）USA・CAN入着
ウォーブリーズWar Breeze（16牡 War Command）�ARG・CHI３勝，
エルダービー‐G1，P. Raul S.Carmona Y Raul S.Urrutia‐L，エル
エンサヨ‐G1 ３着，etc.

ゼイコールミージャイアント They Call Me Giant（07� Giant's Causeway）U
SA３勝，Choice S‐L ２着，Jersey Derby‐L ３着

67 プリティキャサリン２０２０ �・鹿 ２／２３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊

ヴィンディケイション Seattle Slew

�
�
�
�
�

��
��

�Vindication Strawberry Reasonプリティキャサリン インディジーン Deputy Minister

��
��
�Indigene鹿CAN 2006 Aishah

A4
Raise a Native S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



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

母 ファイトユアソング（11鹿 スズカマンボ）３勝，��４勝，しらさぎ賞（Ｄ1400）２着
初仔

２代母 ファイトソング（04鹿 ＊アサティス）１勝，��２勝
トゥータフ（12牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝�入着９回，大観峰賞，筑紫野賞２着
グッドフォーユー（13牝 ディープスカイ）�１勝�３勝
エスケークラウン（14牡 リーチザクラウン）１勝，黄菊賞３着
ディーズフェイク（15牝 マンハッタンカフェ）２勝，ポプラ特別３着
スズカサウスソング（17牡 ＊サウスヴィグラス）入着，��１勝

３代母 ＊ジグズアンドリールズ（86 GB青鹿 Comedy Star）GB２勝
アイアイサー（91牝 Fairy King）１勝

モンキーフリップ（00牝 ＊アサティス）��９勝�入着，白百合特別２着
スナークレイアース（95牡 ＊アサティス）10勝，関越Ｓ‐L，etc.，	１勝
１勝�

����入着６回，マーキュリーＣ‐Jpn3，白山大賞典‐Jpn3，etc.
タマモビクトリー（99 ＊ミシル）３勝，三条特別２着，�５勝��，園田金盃３着，

六甲盃３着

４代母 シルネルタ Sirnelta（71 FR黒鹿 Sir Tor）FR３勝
［子］ デッドサーテンDead Certain（87 牝 Absalom）GB・FR５勝，チヴァリ

ーパークＳ‐G1，モーリスドゲースト賞‐G2，ローザーＳ‐G2，etc.
［孫］ バニスター Bannister（98 Inchinor）GB２勝，ジムクラックＳ‐G2

ロッツオヴマジック Lots of Magic（96 Magic Ring）GB３勝，ジャ
ージーＳ‐G3

プリメルアモル Primer Amor（87 牡 Persian Bold）FR・SPA８勝，P
.Gobierno Vasco‐L（２回），P. Banco de Credito Agricola‐L，
P. Sar Principe De Asturias‐L ３着，種牡馬

［曾孫］ アステア Astaire（11 牡 Intense Focus）GB・IRE５勝，ミドルパークＳ
‐G1，ジムクラックＳ‐G2，アバーナントＳ‐G3，etc.

ラフィニー Raphinae（11牝 Dubawi）GB・FR・GER２勝，Kolner H
erbst‐Preis‐L，P. Isola Bella‐L ３着

ノータベーネNota Bene（02 Zafonic）GB・UAE６勝，Carnarvo
n S‐L

68 ファイトユアソング２０２０ 牡・鹿 １／２４

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボファイトユアソング ＊アサティス

��
��
�ファイトソング鹿 2011 ＊ジグズアンドリールズ

16a
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲千葉飯田牧場＝日高町富川西 �01456-2-1789
生 産 牧 場： ㈲千葉飯田牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

母 クレマチスクィーン（10栗 ダンスインザダーク）��１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
オディナ（16牡栗 ＊ケープブランコ）�出走，�４勝
リターンオブクイン（18牝鹿 ストロングリターン）��１勝

２代母 レインボークイーン（93栗 ＊リンドシェーバー）３勝，クイーンＳ‐Jpn3，秋
華賞‐Jpn1 ４着，津軽海峡特別２着，かもめ島特別２着，礼文特別２着
テイエムハナザカリ（00牝 ＊ピルサドスキー）３勝
イリゼ（01牝 ＊エンドスウィープ）１勝

ブライアンズオーラ（09牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，大島特別３着
セトモモチャン（02牝 ＊タバスコキャット）３勝
テイエムスナイパー（04牡 ＊ボストンハーバー）�４勝
イチオシニオシ（05� バブルガムフェロー）�２勝
ダイヤモンドムーン（07牝 マンハッタンカフェ）４勝，舞浜特別，オーロラ特別２

着，洲本特別３着
ガンケン（16牡 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，妙高特別，浦安特別２着，鹿島特別

２着，西郷特別２着，陽春Ｓ３着，etc.
ナリタデリゲート（08牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
ガンジー（11牡 ＊アグネスデジタル）４勝，アクアラインＳ２着，橿原Ｓ２着，円山

特別２着，花のみちＳ３着，河原町Ｓ３着，etc.
ウインオリファン（12牡 デュランダル）２勝，伊勢特別２着

３代母 レインボースキー（81鹿 ＊ロイヤルスキー）２勝，��８勝

４代母 シルバーアロー（70黒鹿 ＊テスコボーイ）１勝
［孫］ ラガーレグルス（97牡 サクラチトセオー）３勝，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，

デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ２着，弥生賞‐Jpn2 ３着，etc.，種牡馬

５代母 ヒサエ（54鹿 ＊プリメロ）８勝，函館特別，特ハン，短距離Ｈ，障害２勝
［子］ ネイチブランナー（63牡 ＊ヤサカ）８勝，京阪杯，福島記念，天皇賞（秋）

２着，etc.，障害４勝，	
４勝
エクセルラナー（71牡 ＊シプリアニ）４勝，ステイヤーズＳ，朝日杯３歳
Ｓ３着，ＡＪＣＣ３着，etc.

69 クレマチスクィーン２０２０ 牡・鹿 ３／１８
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイクレマチスクィーン ＊リンドシェーバー

��
��
�レインボークイーン栗 2010 レインボースキー

＊ソネラ 4r
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-4070
生 産 牧 場： ㈲飛野牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

母 ゴールドヴァレー（10鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
オトリコミチュウ（16牝青鹿 ブラックタイド）入着，��１勝
ハセノガール（17牝鹿 ＊ワークフォース）���１勝
ロックオンエイム（18牝黒鹿 アドマイヤムーン）�１勝
サンマルヴァレー（19牝鹿 ルーラーシップ）�未出走

２代母 ＊プレイガール（98 IRE 鹿 Caerleon）GB入着２回
ノーワン（16牝 ハーツクライ）�２勝，フィリーズレビュー‐G2

３代母 ステイジストラック Stage Struck（92 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB１勝
ドラマクラスDrama Class（97 牝 Caerleon）GB１勝，Golden Daffodil S‐L

３着
スコティッシュステイジ Scottish Stage（03牝 Selkirk）GB・IRE２勝，Ne

wbury Fillies' Trial S‐L，愛オークス‐G1 ２着，リブルズデイルＳ‐G2
２着，etc.

ヴォイスコーチ Voice Coach（05� Alhaarth）GB・AUS４勝，ＡＴＣキン
グストンタウンＳ‐G3 ２着，ATC Premier'S C‐L ２着

＊エレアノラデュース（07牝 Azamour）GB・IRE３勝，ブランドフォードＳ‐G2，
Ballymacoll Stud S‐L，ヨークシャーオークス‐G1 ３着，etc.

ステイジギフト Stage Gift（03� Cadeaux Genereux）GB・FR・UAE６勝，ヨ
ークＳ‐G2，ラクープ‐G3，ダーリーＳ‐G3，etc.

ムーンライトダンスーズMoonlight Danceuse（05牝 Bering）FR１勝
マドゥライMadurai（11� Marju）FR・GER・BEL２勝，バーデンヴュルテ

ンベルクトロフィ‐G3 ２着，ヘルツォークフォンラティボルレネン‐G3
２着，Junioren Preis‐L ２着，etc.，IRE 障害１勝

４代母 サンプリンセス Sun Princess（80 GB鹿 ＊イングリツシユプリンス）GB・F
R３勝，英セントレジャー‐G1，英オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，凱
旋門賞‐G1 ２着，コロネイションＣ‐G1 ２着，etc.
［子］ プリンスオヴダンス Prince of Dance（86牡 Sadler's Wells）GB４勝，

デューハーストＳ‐G1，英シャンペインＳ‐G2，Newmarket S‐L

70 ゴールドヴァレー２０２０ �・鹿 １／２６

＊

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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayゴールドヴァレー
＊ Caerleon

��
��
�プレイガール鹿 2010 Stage Struck

1l
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 厚賀古川牧場＝日高町豊田 �090-8896-0500
生 産 牧 場： 厚賀古川牧場
飼 養 者： 厚賀古川牧場＝日高町豊田 �090-8896-0500

母 メイグレイス（07栗 ネオユニヴァース）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－２（11）〕
メイブルーラグーン（11牝鹿 キングカメハメハ）入着，�２勝�入着��
キャプテンペリー（13�栗 ＊クロフネ）�５勝，ニューイヤーＳ‐L（芝 1600）２着，芙

蓉Ｓ‐LR（芝 2000）３着，市川Ｓ（芝 1600），ロードカナロアメモリアル（芝 1600）
２着，江の島特別（芝 1600）２着，きんもくせい特別（芝 1800）３着，障害２勝

キャプテンルフィ（14牡黒鹿 ヴァーミリアン）入着４回，���入着２回
バーブル（17牡栗 トゥザワールド）���２勝�６勝�１勝�，イーハトーブマイ

ル（Ｄ1600）２着
ランプーン（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�地方未出走

２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，やまももＳ‐OP，サマーＳ，etc.，種牡馬
ジェネスジェット（98牝 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.
スタートラッカー（00牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

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

３代母 ステラスポート（81鹿 ＊ニゾン）３勝

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

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

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

71 メイグレイス２０２０ 	・栗 ３／１８
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスメイグレイス ＊トニービン

��
��
�サンシャインステラ栗 2007 ステラスポート

＊マジツクゴデイス 1s
サンデーサイレンス S3×M3 トニービンM3×S4

価格： 購買者：



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

母 ニーレンベルギア（09黒鹿 アグネスタキオン）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
アールヘブン（17牝黒鹿 ロードカナロア）��入着５回

２代母 ＊シルヴァーカップ（02 IRE 黒鹿 Almutawakel）ITY・USA８勝，サンタアナ
Ｈ‐G2，ブエナヴィスタＨ‐G2，サンゴルゴニオＨ‐G2，伊１０００ギニー‐G2，P
.Seregno‐L，etc.
シルヴァースプーン（08牝 アグネスタキオン）入着２回，�２勝�入着４回
シルヴァーグレイス（10牝 ハーツクライ）４勝，木津川特別，九州スポーツ杯２着，

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

Ｓ２着，テレ玉杯２着，初富士Ｓ３着，etc.
カフェラテ（12牝 マンハッタンカフェ）�３勝
ドラゴンカップ（13牡 ステイゴールド）４勝，柳都Ｓ，リボン賞，白川郷Ｓ２着，

納屋橋Ｓ３着，観月橋Ｓ３着，etc.
ブランニューカップ（14牝 マンハッタンカフェ）１勝
ルッジェーロ（15� ＊キンシャサノキセキ）�４勝，ヒヤシンスＳ‐L ３着，タンザ

ナイトＳ‐OP ３着，ながつきＳ‐OP ３着，ＮＳＴ賞‐OP ３着，春風Ｓ，etc.
アルジェンタータ（16牝 ハーツクライ）入着４回，��２勝
ラルナブリラーレ（17牝 ハーツクライ）�３勝，月岡温泉特別２着

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

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

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

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

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

72 ニーレンベルギア２０２０ 牡・鹿 ５／ ９

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hasiliハービンジャー ペナンパール Bering

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラニーレンベルギア
＊ Almutawakel

��
��
�シルヴァーカップ黒鹿 2009 Ribblesdale

9c
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲二風谷ファーム＝平取町二風谷 �01457-2-2916
生 産 牧 場： ㈲二風谷ファーム
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

母 ＊タッチミーベイブ（06 USA黒鹿 E Dubai）USA入着３回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），海外－１（１），地方－１（２）〕
ユードントノーミーライクザットUdontnomelikethat（11 USA牡黒鹿 Suances）

USA１勝
＊アジアンテースト（12 USA牡鹿 Into Mischief）３勝，清里特別（Ｄ1400）
タッチアコード（15牝芦 ＊ダンカーク）１勝
サンスクリット（17牡黒鹿 ＊マジェスティックウォリアー）���２勝
エコロラファール（19牝鹿 ＊ドレフォン）�未出走

２代母 メイクコンタクトMake Contact（97 USA栗 Time to Explode）USA９勝，
Belle Roberts H‐L，Strawberry Morn S，Sun H，Liberation H
‐R，Nanaimo H，etc.
アイリッシュデイダンサー Irish Day Dancer（05 牝 Vicar）不出走

ゴーフォーギネスGo for Guinness（10� Rosberg）CAN６勝，Stellar'S Jay
H‐R，Redekop British Columbia Cup Classic H‐R ２着

ナインオークロックガンNine o'Clock Gun（08� Holy Bull）CAN８勝
アイランドストーム Island Storm（12牝 Langfuhr）USA・CAN４勝
スピードマーク Speed Mark（14 牡 Langfuhr）KOR４勝

３代母 シルケンモーメント Silken Moment（89 USA栗 Timeless Moment）USA
１勝，MyDear S‐L ２着
シルケンセニョリータ Silken Senorita（95 牝 Mi Selecto）USA出走

アルファベティカル Alphabetical（99� Alphabet Soup）USA８勝，Choi
ce S２着，Lamplighter S３着

ボージェントルマン Beau Gentleman（96� Beau Genius）USA５勝，Benbur
b S‐R，Puss N Boots S‐R ２着，Peninsula S‐R ３着，etc.

４代母 シルクリリー Silk Lilly（76 USA黒鹿 Never Bend）不出走
［孫］ チャペルロイヤル Chapel Royal（01 牡 Montbrook）USA３勝，サンフ

ォードＳ‐G2，フラッシュＳ‐G3，米シャンペインＳ‐G1 ２着，etc.，
種牡馬

73 タッチミーベイブ２０２０ 牡・青鹿 ５／ ４
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellダイワメジャー ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットブーケ栗 2001 ＊スカーレツトインク

＊

イーデュバイ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�E Dubai Words ofWarタッチミーベイブ メイクコンタクト Time to Explode

��
��
�Make Contact黒鹿USA 2006 Silken Moment

4g
Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲天羽牧場＝日高町清畠 �01456-5-7530
生 産 牧 場： ㈲天羽牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

母 マリンフェスタ（03鹿 サクラバクシンオー）３勝，アイビスサマーダッシュ
‐Jpn3 ２着，飯豊特別（芝 1200），はやぶさ賞（芝 1000），長岡特別（芝 1200）２着，
疾風特別（芝 1000）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８），地方－１（１）〕
ケイリンチャンプ（10牡鹿 ＊タイキシャトル）１勝
ケイリンボス（11牡栗 ダイワメジャー）３勝，富嶽賞（Ｄ1400），大須特別
（Ｄ1400）３着，戎橋特別（芝 1200）３着，��１勝�入着����

レンイングランド（12牡芦 ＊クロフネ）３勝，函館スプリントＳ‐G3 ３着，クリス
マスローズＳ‐OP（芝 1200），寒椿賞（Ｄ1400），ＨＴＢ杯（芝 1200）３着，ヤマ
ボウシ賞（Ｄ1400）３着

ペガサスハーツ（18牝鹿 ハーツクライ）�１勝
アスターヘキサゴン（19牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 ロングチアーズ（89栗 ミホシンザン）入着
ファイトコマンダー（96	 ＊コマンダーインチーフ）７勝，札幌記念‐Jpn2 ２着，エイ

プリルＳ‐L ３着，札幌日経ＯＰ‐OP，メトロポリタンＳ‐OP ２着，但馬Ｓ，etc.
ユウジンカザン（98牝 ＊ジェネラス）��２勝

イーグルカザン（08牡 ＊イーグルカフェ）４勝，檜山特別，やまぶどう賞，etc.，
�４勝�１勝，白嶺賞，すずらん賞，赤松杯，etc.

３代母 スイーブ（68栗 ＊テユーダーペリオツド）出走
ロングイーグル（78牡 ＊トライバルチーフ）３勝，菊花賞３着，京都新聞杯２着，金

杯２着，etc.
ロンググレイス（80牝 ＊ゲイルーザツク）６勝，エリザベス女王杯，ローズＳ，金杯

‐Jpn3，etc.，優古牝
フアイアーダンサー（81牝 アローエクスプレス）３勝，京都牝馬特別‐Jpn3，報知

４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，黄菊賞
ロングシンホニー（86牡 ＊パーソロン）４勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3 ３着，中日ス

ポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3 ３着，日本ダービー‐Jpn1 ５着，etc.，�１勝
４勝
ロングバージン（87牝 ＊ノーザンテースト）１勝

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

74 マリンフェスタ２０２０ 牡・鹿 ５／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモマリンフェスタ ミホシンザン

��
��
�ロングチアーズ鹿 2003 スイーブ

＊カナデアンガール 2r
Northern Dancer S5×M5 ヒンドスタンM5×M5

価格： 購買者：



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

母 バブルファンタジー（02鹿 スペシャルウィーク）１勝，香春岳特別（芝 1200）２着，
飛竜特別（芝 1000）３着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（６）〕
フォゲラバーディ（09牝青鹿 ＊ロージズインメイ）１勝
パブロワ（11牝芦 ＊クロフネ）１勝，�入着��，黒髪山賞（Ｄ1800）２着
ダイヤモンドバブル（12牝鹿 ソングオブウインド）入着，�１勝
デルマカンダガワ（14牡鹿 ジャングルポケット）��１勝
ダイシンリカール（16牡鹿 ロードカナロア）��４勝
ホワイトアイ（18牝鹿 モーリス）�出走

２代母 ＊バブルプロスペクター（84 USA栗 Miswaki）IRE１勝
＊バブルウイングス（92牝 In TheWings）GB４勝

ショウナンパントル（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，阪神ジュベナイルフィ
リーズ‐Jpn1，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，紫苑Ｓ‐L ２着，優２牝

＊バブルドリーム（93牝 Akarad）不出走
＊ラヴアンドバブルズ（01牝 Loup Sauvage）FR３勝，クロエ賞‐G3，Criteri

um de Languedoc‐L，クレオパトル賞‐G3 ２着，P. des Sablonnets
‐L ２着

マニックサンデー（97牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2
エポワス（08� ＊ファルブラヴ）７勝，キーンランドＣ‐G3，大阪―ハンブルク

Ｃ‐L，函館スプリントＳ‐G3 ３着，ＵＨＢ賞‐OP，タンザナイトＳ‐OP
２着，etc.

ウインシュナイト（98牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，巴賞‐L，小倉大賞典‐Jpn3
２着，下鴨Ｓ，オリエンタル賞，クリスマスキャロルＨ２着，etc.

ザッツザプレンティ（00牡 ダンスインザダーク）３勝，菊花賞‐Jpn1，Ｒたんぱ杯
２歳Ｓ‐Jpn3，ジャパンＣ‐G1 ２着，日本ダービー‐Jpn1 ３着，阪神大賞典
‐G2 ２着，etc.，種牡馬

３代母 ＊バブルカンパニー（77 FR栗 Lyphard）FR・USA１勝

４代母 プロディス Prodice（69 FR栗 Prominer）FR３勝，サンタラリ賞，P. des
Reves d'Or，仏オークス２着，仏グランクリテリヨム３着，P. Imprudence
２着

75 バブルファンタジー２０２０ 牡・鹿 ５／２６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスロードカナロア Storm Cat

��
��
�レディブラッサム鹿 2008 ＊サラトガデュー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールバブルファンタジー
＊ Miswaki

��
��
�バブルプロスペクター鹿 2002 ＊バブルカンパニー

1b
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲碧雲牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2270
生 産 牧 場： ㈲碧雲牧場
飼 養 者： オークツリーファーム＝平取町本町 �080-5582-8673

母 リリークラウン（05芦 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（19）〕
アルユニバース（09牡黒鹿 ネオユニヴァース）入着，�４勝
チャイヨー（13牝芦 ＊アグネスデジタル）�５勝��３勝，ウイナーＣ（Ｄ1400），

留守杯日高賞（Ｄ1600）２着，イーハトーブマイル（Ｄ1600）３着，ひまわり賞
（Ｄ2000）３着，あやめ賞（Ｄ1400）３着，ビギナーズＣ（Ｄ1400）３着

チャンピオンノホシ（15牡芦 ＊タイキシャトル）�７勝

２代母 ＊マミーブルーⅡ（95 USA芦 Red Ransom）不出走
＊グッドセイラー（01牝 Premiership）１勝
カウンタック（02牡 Grand Slam）１勝
エスペランサシチー（09牡 ＊フレンチデピュティ）１勝

３代母 ＊ブルーアヴェニュー（90 USA芦 Classic Go Go）USA５勝，Pleasanton
Senorita H，San Jose Breeders' Cup H３着

＊クロフネ（98牡 ＊フレンチデピュティ）６勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，ジャパンＣダ
ート‐Jpn1，武蔵野Ｓ‐Jpn3，etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

ベッラベルーチ Bella Bellucci（99 牝 ＊フレンチデピュティ）USA５勝，アスタリ
タＳ‐G2，カムリーＳ‐G3，Santa Paula S‐L，etc.
グラペッリGrapelli（04 牡 ＊サンダーガルチ）USA・CAN４勝，サンラファエ

ルＳ‐G2 ３着
チャーオベッラ Ciao Bella（09 牝 Giant's Causeway）USA４勝，ランパー

トＳ‐G3，ラプレヴォワイヤントＨ‐G3 ２着，Dowager S‐L ２着
ミスパスカリ（01牝 Mr. Greeley）３勝，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，御在所特別，

高山特別２着，etc.
マウントロブソン（13牡 ディープインパクト）５勝，スプリングＳ‐G2，オク

トーバーＳ‐L，福島ＴＶＯＰ‐L，etc.
ポポカテペトル（14牡 ディープインパクト）５勝，菊花賞‐G1 ３着，日本海Ｓ，

烏丸Ｓ，etc.
ミヤマザクラ（17牝 ディープインパクト）�２勝，クイーンＣ‐G3，Ｒ－ＮＩ

ＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3 ２着，桜花賞‐G1 ５着
シシリアンブリーズ（08牝 ゼンノロブロイ）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着

76 リリークラウン２０２０ �・芦 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル 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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandリリークラウン
＊ Red Ransom

��
��
�マミーブルーⅡ芦 2005 ＊ブルーアヴェニュー

2r
ノーザンテースト S4×S5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 宝寄山 拓樹＝日高町賀張 �01456-5-2700
生 産 牧 場： 宝寄山 拓樹
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

母 セラミスト（14青鹿 ＊パイロ）入着３回
〔産駒馬名登録数：２〕
サンドアラバスタ（18牡黒鹿 フリオーソ）���入着３回
パイロスパー（19牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�地方未出走

２代母 ＊ジャパニーズウィスパー（01 UAE黒鹿 Machiavellian）USA１勝
サムライソード Samurai Sword（08牡 Motivator）GB・UAE４勝，BenMarsh

all S‐L ２着
ショーグン（10牡 Doyen）３勝，嵯峨野特別３着
キンゲン（16牡 ゴールドアリュール）２勝，カトレア賞２着

３代母 サワラ Sawara（94 GB鹿 Danzig）不出走
メイデンタワーMaiden Tower（00 牝 ＊グルームダンサー）FR・USA５勝，サン

ドリンガム賞‐G2，グロット賞‐G3，P. La Camargo‐L，etc.
ピクチャーハット Picture Hat（06 牝 El Prado）FR・GER・USA１勝，P.

De Bagatelle‐L ２着
ハットボックスHat Box（08牝 Street Cry）不出走
エルブエンコンセホ El Buen Consejo（12 牡 Corinthian）PAN１勝，
P. Ernesto N Diaz，Ramon Y Ernesto N Diez‐L ３着，P. Arquitecto G
erman Ruiz B.‐L ３着

クリエイティヴシンキング Creative Thinking（14牝 Creative Cause）USA
・CAN３勝，Keertana Overnight S，Flaming Page S３着

ペンライパヴィリオン Penglai Pavilion（10牡 Monsun）GB・FR・AUS・U
AE５勝，P. Turenne‐L，ドーヴィル大賞‐G2 ２着，GB障害３勝

トーキョーローズ Tokyo Rose（03牝 ＊ジェイドロバリー）FR４勝，P. Ceres‐L
サルサビール Salsabeel（14� Exceed And Excel）GB・FR・UAE２勝，ク

インシー賞‐G3 ２着，Flying Scotsman S‐L ２着，シングスピールＳ
‐G3 ３着

４代母 ナルワラNarwala（87 IRE 黒鹿 Darshaan）GB・USA３勝，プリンセスロ
イヤルＳ‐G3，ロングアイランドＨ‐G2 ２着
［子］ アフィデイヴィト Affidavit（92 牡 Affirmed）GB・FR４勝，ユベールド

ショードネイ賞‐G2，ベルトゥー賞‐G3，P. de l'Avre‐L，種牡馬

77 セラミスト２０２０ �・青鹿 ３／２４
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellハーツクライ ＊トニービン

��
��
�アイリッシュダンス鹿 2001 ＊ビユーパーダンス

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionセラミスト
＊ Machiavellian

��
��
�ジャパニーズウィスパー青鹿 2014 Sawara

6d
Halo S3×M5 Mr. Prospector M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-35-3078

母 ＊ボールルーム（08 IRE 青鹿 Storm Cat）IRE 入着３回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５）〕
バトルスピリッツ（14�鹿 Sea The Stars）３勝，ノエル賞（芝 1600）３着
トモジャチャーリー（16牡鹿 ジャスタウェイ）�１勝
レッドペルーシュ（17牝鹿 スピルバーグ）�１勝

２代母 ヴァージニアウォーターズ VirginiaWaters（02 USA鹿 Kingmambo）GB
・IRE３勝，英１０００ギニー‐G1，レパーズタウン１０００ギニーＴＲ‐G3，愛メイトロ
ンＳ‐G1 ３着，Flame Of Tara S‐L ２着，愛パークＳ‐G3 ３着
エンペラークラウディウス Emperor Claudius（07 牡 Giant's Causeway）GB・I

RE・HKG７勝，Celebration S‐L，Chesham S‐L ２着
ホエアーWhere（10牝 Danehill Dancer）IRE 入着

レインゴッデス Rain Goddess（14 牝 Galileo）GB・FR・IRE・USA・CAN２
勝，スノーフェアリーＳ‐G3，愛オークス‐G1 ２着，愛プリティポリーＳ
‐G1 ２着，ブランドフォードＳ‐G2 ３着，Sandringham H‐L ２着

ダヴマウンテンDove Mountain（11� Danehill Dancer）�GB・IRE３勝，GB
・IRE障害２勝

ダークロッホナガーDark Lochnagar（16 牡 Australia）�GB２勝

３代母 レジェンドメイカー Legend Maker（94 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR２勝，ロ
ワイヨモン賞‐G3，ポモーヌ賞‐G2 ３着
シュヴァリエ Chevalier（00 牡 ＊デインヒル）FR・IRE１勝，クリテリヨムアンテル

ナシヨナル‐G1 ２着，種牡馬
カンタベリーレイスCanterbury Lace（01牝 ＊デインヒル）不出走

チャチャメイディー Chachamaidee（07牝 Footstepsinthesand）GB・IRE７
勝，愛メイトロンＳ‐G1，レノックスＳ‐G2，チャートウェルフィリーズ
Ｓ‐G3，etc.

アレグザンダーオヴヘイルズ Alexander of Hales（04 牡 ＊デインヒル）FR・IRE・
AUS３勝，ガリニュールＳ‐G3，愛ダービー‐G1 ２着，ＡＴＣランドウィッ
クシティＳ‐G3 ２着（２回），etc.，種牡馬

チーフローンイーグル Chief Lone Eagle（06 牡 Giant's Causeway）IRE１勝，
テトラークＳ‐G3 ２着，種牡馬

78 ボールルーム２０２０ 牡・青鹿 ４／２９
＊ Silver Hawk

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� グラスワンダー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Amerifloraスクリーンヒーロー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ランニングヒロイン栗 2004 ダイナアクトレス

＊

ストームキャット Storm Bird

�
�
�
�
�

��
��

�Storm Cat Terlinguaボールルーム ヴァージニアウォーターズ Kingmambo

��
��
�VirginiaWaters青鹿IRE 2008 Legend Maker

9e
Northern Dancer M4×S5×S5×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲梅田牧場＝浦河町荻伏町 �0146-25-2425
生 産 牧 場： ㈲梅田牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

母 バイカターキン（13鹿 ＊エンパイアメーカー）不出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ラナチャンス（18牡鹿 ミッキーアイル）�１勝

２代母 アブラシオ（05鹿 ＊グラスワンダー）１勝
トラストフェアリー（11牝 ＊ケイムホーム）１勝
ソルプレーサ（12牡 ＊エンパイアメーカー）３勝，白馬岳特別，岩室温泉特別３着，

火打山特別３着，茨城新聞杯３着，�６勝�入着，園田ＦＣスプリント３着
ゴールデンターキン（14牝 ネオユニヴァース）１勝
オーヴァルエース（16牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，ヒヤシンスＳ‐L，寒椿賞，種牡馬

３代母 ジュウジホウセキ（92鹿 マルゼンスキー）１勝，村上特別２着
ウメノコトブキ（98牝 ＊グルームダンサー）５勝，塩沢特別，苫小牧特別，彦星賞２

着，etc.
アキノグローブ（07牡 マーベラスサンデー）３勝，伊勢特別，九十九島特別，

川内特別２着，etc.
キスザブライド（11牝 アドマイヤジャパン）�２勝�１勝，大観峰賞３着

トラストジュゲム（02牡 ＊スキャターザゴールド）６勝，門松Ｓ‐OP，甲南Ｓ，上賀
茂Ｓ，etc.

ホッコーガンバ（08牡 ゼンノロブロイ）４勝，道新スポーツ賞，石狩特別，マレー
シアＣ２着，etc.

４代母 ジユウジターキン（80鹿 ＊ハンターコム）２勝
［孫］ ディアジーナ（06牝 メジロマックイーン）４勝，フローラＳ‐Jpn2，クイ

ーンＣ‐G3，フラワーＣ‐G3 ２着，etc.
コスモラブシック（99牡 アスワン）６勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ３着，青函Ｓ
‐OP ２着，淀屋橋Ｓ，etc.

コスモターゲット（01牡 シンボリルドルフ）２勝，広瀬川特別
［曾孫］ モエレフィールド（03� ＊フィールドアスカ）３勝，マーガレットＳ‐L ２

着，すずらん賞‐OP ３着，浅草特別（２回），etc.，�１勝�４勝�	
キクノピオニール（16牡 アドマイヤジャパン）��未出走�12 勝，中京ペ
ガスターＣ３着

79 バイカターキン２０２０ 牡・鹿 ４／２４

＊

＊ 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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudバイカターキン ＊グラスワンダー

��
��
�アブラシオ鹿 2013 ジュウジホウセキ

＊フオルカー 13c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718
生 産 牧 場： ㈲矢野牧場
飼 養 者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718

母 プレシャスジェムズ（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）５勝，ながつきＳ（Ｄ1800），
渡島特別（Ｄ1700），etc.，��入着３回�，クイーン賞‐Jpn3 ２着，マリーン
Ｃ‐Jpn3 ３着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（５）〕
ジェミーウェイ（16牝栗 ジャスタウェイ）��３勝�２勝
スマートパルフェ（18牝黒鹿 ルーラーシップ）�１勝
アレグロヴィーヴォ（19牡青鹿 ドゥラメンテ）�未出走

２代母 ＊プレシャスキャット（96 USA栗 Storm Cat）USA３勝，Sam Houston Dis
taff H‐L ３着
パンプアップ（04牡 Point Given）４勝
コヅル（05牝 ＊ブライアンズタイム）２勝
ダンツクイック（06牡 ＊スキャターザゴールド）�９勝��入着 11回
スリープレシャス（08牡 スズカマンボ）１勝，��１勝
ハヤブサソング（09牝 スズカマンボ）１勝
プレシャスデイズ（10牝 スズカフェニックス）��１勝�
プレシャスヴィガー（11牝 ＊サウスヴィグラス）入着，��３勝�入着
スリープレッピー（13	 ヴィクトワールピサ）入着２回，
３勝
タイニーマイス（15牝 スズカマンボ）�
２勝�３勝�１勝

３代母 ナースルールーNurse Lulu（81 USA鹿 Jacinto）不出走
ドクターキャリントンDr. Carrington（85	 Mari's Book）USA13 勝，Whirla

way S‐L，カーターＨ‐G1 ３着，トルーノースＨ‐G2 ２着，etc.

４代母 ヘンメディックHenmedic（77 USA栗 Dr. Fager）USA出走

５代母 ディマシュクDimashq（71 USA栗 Damascus）USA２勝
［子］ オネストグロー Honest Glow（80牝 Honest Pleasure）USA３勝，S

atin And Lace S，Big Sandy S３着
オネストジョイ Honest Joy（79牝 Honest Pleasure）USA８勝，Mar
igold S

［孫］ ドツェロDotsero（87 牡 Conquistador Cielo）USA５勝，イリノイダービ
ー‐G2，Count Fleet S‐L，Southwest S‐L ２着，種牡馬

80 プレシャスジェムズ２０２０ 牡・鹿 ４／１７

＊

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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayプレシャスジェムズ
＊ Storm Cat

��
��
�プレシャスキャット黒鹿 2007 Nurse Lulu

9e
Deputy Minister S4×S5 Roberto M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



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

母 リスキーディール（06青鹿 ネオユニヴァース）入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（12）〕
プライズゲット（11牡鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝
コパノディール（13牝黒鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝，知立特別（芝 1200），なで

しこ賞（Ｄ1400）２着，吾妻小富士賞（芝 1200）３着，�１勝
ファイトエルフ（14�青鹿 ＊シンボリクリスエス）��５勝�４勝��入着�
パワポケチャラット（16牡鹿 ＊ハービンジャー）入着，���１勝
テイエムカチドキ（18牡黒鹿 ルーラーシップ）�入着

２代母 ＊リッチアフェアー（00 GB青 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，函館スプリント
Ｓ‐G3 ２着，ファンタジーＳ‐G3 ２着，etc.，優２牝

ステイオンザトップ（14牡 ステイゴールド）�３勝，六波羅特別，道頓堀Ｓ２
着，蓬莱峡特別２着，鷹巣山特別２着，オリエンタル賞２着，etc.

ブランノワール（16牝 ロードカナロア）�４勝，エルフィンＳ‐L ２着，京都牝
馬Ｓ‐G3 ３着，うずしおＳ，夕月特別

アドマイヤロケット（12牡 ゼンノロブロイ）４勝，ブラジルＣ‐LR ２着，白川郷Ｓ

３代母 マッチトゥーリスキーMuch Too Risky（82 GB栗 Bustino）GB２勝
＊ホワイトウォーターアフェア（93牝 Machiavellian）GB・FR・IRE４勝，ポモーヌ

賞‐G2，ジョンポーターＳ‐G3，Lupe S‐L，etc.
＊アサクサデンエン（99牡 Singspiel）８勝，安田記念‐G1，京王杯スプリングＣ

‐G2，安田記念‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ヴィクトワールピサ（07牡 ネオユニヴァース）７勝，有馬記念‐G1，皐月賞‐G1，etc.，

FR・UAE１勝，ドバイワールドＣ‐G1，優３牡，優古牡，種牡馬
リトルロック Little Rock（96牡 ＊ウォーニング）GB・FR・IRE・GER・ITY６勝，

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

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.

81 リスキーディール２０２０ 牡・鹿 ４／１７
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスリスキーディール
＊ Machiavellian

��
��
�リッチアフェアー青鹿 2006 Much Too Risky

8d
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×M5

価格： 購買者：



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

母 ＊ウタヒメ（10 USA鹿 Mr. Greeley）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 ＊ミスエマ（00 IRE 黒鹿 Key of Luck）FR・IRE５勝，セーネオワーズ賞‐G3
（２回），グリーンランズＳ‐G3，Woodlands S‐L，サンジョルジュ賞‐G3 ２
着，P. du Cercle‐L ２着，etc.

＊カグラ（08牝 Vindication）FR２勝，Criterium de Vitesse‐L
＊シンボリエンパイア（09牡 ＊エンパイアメーカー）５勝，ファイナルＳ‐OP ３着，

夏至Ｓ，錦秋Ｓ２着，オホーツクＨ３着
＊シンボリヘンリー（11牡 Henrythenavigator）��２勝
＊シンボリタピット（12牡 Tapit）３勝，高田城特別２着，三条特別２着，なずな賞２

着，いわき特別３着，赤倉特別３着，��１勝��
スマートエマ Smart Emma（13牝 Smart Strike）USA４勝，Kentucky Downs P

review Ladies Turf S３着
サトノファクト（16牡 ディープインパクト）１勝

３代母 ディスリガードザットDisregard That（90 IRE 黒鹿 Don't Forget Me）不出走
ミスセレンディピティMiss Serendipity（01 牝 Key of Luck）IRE２勝，Tipper

ary S‐L ３着

４代母 ペンデュリナ Pendulina（78 IRE 黒鹿 Prince Tenderfoot）IRE３勝，Cor
nelscourt S‐L
［子］ セジュラス Sedulous（86 牝 ＊タツプオンウツド）IRE・USA４勝，キラ

ヴランＳ‐G3，愛パークＳ‐G3 ３着
タポライト Tapolite（84 牝 ＊タツプオンウツド）IRE・USA２勝，Tyr
os S‐L

［孫］ アーティスティックブルー Artistic Blue（96 牝 Diesis）IRE１勝，Tyr
os S‐L，マクドナボランドＳ‐G3 ２着，Leopardstown 1000 Gui
neas Trial‐L ３着

クールクラリティ Cool Clarity（98 牝 Indian Ridge）IRE１勝，Atha
si S‐L，Belgrave S‐L ３着

クイーンオヴパームズQueen of Palms（01牝 Desert Prince）IRE２勝，
Fairy Bridge S‐L

82 ウタヒメ２０２０ �・鹿 ３／２５
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊

ミスターグリーリー GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Mr. Greeley Long Legendウタヒメ
＊ Key of Luck

��
��
�ミスエマ鹿USA 2010 Disregard That

2e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲飛渡牧場＝新冠町朝日 �090-3119-2641
生 産 牧 場： ㈲飛渡牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-8771

母 エカルラート（08黒鹿 ハーツクライ）入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（11）〕
ラフォンテロッソ（13牝黒鹿 ＊ワークフォース）�１勝
アドマイヤホルン（14牝栗 ＊ファルブラヴ）入着，��10 勝
スズカカナロア（16牡鹿 ロードカナロア）�２勝，尾頭橋特別（Ｄ1400）２着，マ

カオＪクラブＴ（Ｄ1200）３着
シラカバ（17牝栗 ＊ノヴェリスト）入着，���出走
カーディナル（18牡鹿 ＊ハービンジャー）�入着４回

２代母 スカーレットローズ（87栗 ＊ノーザンテースト）２勝
クリムズンハウス（93牡 ＊キャロルハウス）５勝，館山特別，飯盛山特別，五頭連峰

特別２着，瀬波特別３着，八海山特別３着，etc.
スカーレットレディ（95牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

サカラート（00牡 ＊アフリート）６勝，東海Ｓ‐Jpn2，etc.，�１勝��１勝�
１勝��入着３回�，日本ＴＶ盃‐Jpn2，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，マー
キュリーＣ‐Jpn3，かしわ記念‐Jpn1 ３着，etc.

ヴァーミリアン（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，フェブラリーＳ‐G1，ジャ
パンＣダート‐G1，etc.，��７勝�２勝	１勝，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1（３回），東京大賞典‐Jpn1，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1
（２回），名古屋ＧＰ‐Jpn2，ダイオライト記念‐Jpn2，彩の国浦和記念
‐Jpn2，etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

ソリタリーキング（07牡 キングカメハメハ）７勝，東海Ｓ‐G2，ブリリアント
Ｓ‐L，etc.，��１勝�１勝���入着５回，日本ＴＶ盃‐Jpn2，マーキ
ュリーＣ‐Jpn3，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ３着，etc.

スギノフォルモーザ（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
ハローサンライズ（98牝 ダンスインザダーク）２勝
ラバグルート（01牡 ダンスインザダーク）４勝，平尾台特別，豊前特別，日向特別

２着，響灘特別３着，早鞆特別３着，etc.
クリムゾンブーケ（06牝 ＊クロフネ）１勝

３代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走

83 エカルラート２０２０ 
・栗 ４／２４

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスエカルラート ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットローズ黒鹿 2008 ＊スカーレツトインク

4d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



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

母 アドマイヤパンチ（06青鹿 ＊ワイルドラッシュ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－４（10），地方－１（４）〕
ファイナルブロー（11牡鹿 カンパニー）１勝，湯沢特別（芝 1200）２着
ワンダフルラッシュ（13牝黒鹿 ＊バゴ）３勝，葵Ｓ‐LR（芝 1200）３着，クリスマス

ローズＳ‐OP（芝 1200）３着，黒松賞（芝 1200），道新スポーツ杯（芝 1200）２着
ジオパーククイーン（14牝黒鹿 ＊バトルプラン）�４勝
サンレイポケット（15牡黒鹿 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（芝 2000）２着，新潟記念‐G3 ３着，ジューンＳ
（芝 2400），中京スポニチ賞（芝 2000），栄特別（芝 2000），下鴨Ｓ（芝 2000）２
着，許波多特別（芝 2200）２着

スズカブランコ（16牡栗 ＊ケープブランコ）�１勝

２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，ディープインパクトＣ３着
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，甲東特別，福寿草特別２着，etc.
アドマイヤデウス（11牡 アドマイヤドン）５勝，日経賞‐G2，日経新春杯‐G2，若

葉Ｓ‐LR，京都大賞典‐G2 ２着，日経賞‐G2 ３着，etc.
アドマイヤアロー（14牝 ＊ワークフォース）２勝

３代母 ＊アドマイヤラピス（92 IRE 栗 Be My Guest）７勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2
２着，嵐山Ｓ‐OP，セプテンバーＳ‐OP，忘れな草賞‐OP ２着，迎春Ｓ，etc.
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

84 アドマイヤパンチ２０２０ 牡・芦 ４／２２

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkアドマイヤパンチ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロイヤルカード青鹿 2006 ＊アドマイヤラピス

1l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈱ハッピーデイズ＝東京都世田谷区 �090-2434-9870
生 産 牧 場： アイズスタッド㈱
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

母 ミナミ（14黒鹿 ルーラーシップ）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 マハービスタ（09鹿 ディープインパクト）�２勝
タイセイビスタ（15牡 ＊シンボリクリスエス）入着３回，��１勝�
マハーラーニー（16牝 ロードカナロア）�１勝，�７勝

３代母 ＊マハーブ（95 USA黒鹿 Nureyev）GB・FR１勝
マレーシアMalaysia（01 牝 Quiet American）USA２勝，My Charmer S２着

バルマー Balmat（11 牡 Kitten's Joy）FR２勝，P. Ridgway‐L ３着
ドックスフォリーDox Folly（14� Paddy O'Prado）�USA11 勝，Hoosie

r Breeders Sophomore S‐R ３着
マハーバリプラム（05牝 フジキセキ）６勝，室町Ｓ‐OP，ＢＳＮ賞‐OP，千葉Ｓ

‐OP ３着，etc.
コロマンデル（12牡 キングカメハメハ）５勝，神無月Ｓ，日吉特別，鈴鹿特別

２着，etc.
デイトユアドリーム（06牝 ＊トワイニング）４勝，苗場特別，プラタナス賞，仲冬Ｓ

２着，etc.
ユアマイラブ（13牡 ＊キンシャサノキセキ）４勝，��７勝��入着，船橋記念３着

マハーバーラタ（08牝 ディープインパクト）１勝
ヒンドゥタイムズ（16牡 ＊ハービンジャー）�５勝，大阪城Ｓ‐L，チャレンジＣ

‐G3 ３着，京成杯‐G3 ３着，etc.

４代母 パーソナルビジネス Personal Business（86 USA鹿 Private Account）US
A５勝，ジョンＡモリスＨ‐G1，ラフィアンＨ‐G1 ２着，Mom'S Command S
‐LR ２着，アフェクショニトリーＨ‐G3 ３着
［子］ インコンフェレンス In Conference（92牝 Dayjur）USA４勝，ヒューマ

ナディスタフＨ‐G3，オナラブルミスＳ‐G3 ３着
［孫］ エニーリミット Any Limit（03 牝 Limit Out）USA９勝，ファーストフラ

イトＨ‐G2，オノラブルミスＨ‐G2，ハリケインバーティＳ‐G3，etc.
インソーリト Insolito（06 牡 Storm Boot）PAN６勝，P. Dia Del Trab
ajo‐L

85 ミナミ２０２０ 牡・鹿 ４／２１

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴミナミ ディープインパクト

��
��
�マハービスタ黒鹿 2014 ＊マハーブ

2s
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 上村 清志＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2504
生 産 牧 場： 上村 清志
飼 養 者： セールスプレップサービス＝新ひだか町三石美野和 �090-6995-3324

母 ベラルーナ（09鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－１（３）〕
サッチン（14牝鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝，�３勝
ベラソヴラーノ（15牝鹿 ルーラーシップ）１勝
キャノンバローズ（16�鹿 ＊エンパイアメーカー）�３勝，ベストウィッシュＣ
（Ｄ1800）２着

ネオルーナ（18牡鹿 ＊ハービンジャー）�出走
セプテンベル（19牝鹿 ドゥラメンテ）�未出走

２代母 ＊エンジェルインザモーニング（93 USA鹿 Mt. Livermore）不出走
トミケントラスト（04牡 ＊デヒア）１勝，�１勝�２勝�１勝�入着，福山スプリン

トＣ２着
オリエンタルロック（05牡 マンハッタンカフェ）２勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3
マイネルゼーラフ（11牡 ゼンノロブロイ）１勝，障害１勝

３代母 ドルフィンズドリームDolphins Dream（76 USA黒鹿 New Prospect）不出走
ビッグドリームズ Big Dreams（80牝 Great Above）USA11 勝，Ocean City S
（２回），Margate S，Dixie Miss S，etc.
＊ハウスバスター（87牡 Mt. Livermore）USA15 勝，カーターＨ‐G1，ジェロー

ムＨ‐G1，ヴォスバーグＳ‐G1，etc.，種牡馬
ケロケロQuero Quero（00牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）USA４勝，ハニムー

ンＨ‐G2，ミレイディＨ‐G1 ２着，ゲイムリーＨ‐G1 ３着，etc.
キャットバスター Cat Buster（01 牡 Tale of the Cat）USA４勝，Budwei

ser H，KLAQ H３着
ジェントルケリーGentle Kelly（82 牝 Gentle King）USA10 勝，Lake Huron S

３着，Verona S‐R ３着
キャリーキャン Carrie Can（92牝 Saratoga Six）USA10 勝，Hayward H，

Menlo Park H（２回），BayMeadows Dash H‐L ２着，etc.
ドルフィンズクイーンDolphin's Queen（88牝 Gentle King）不出走

マディーズプロミスMaddie's Promise（97 牝 ＊デヒア）USA３勝，TTA Sale
s Futurity‐R，J.E.H. Stallion Station S‐L ２着，Silver Spur S‐L ２
着，etc.

86 ベラルーナ２０２０ 牡・鹿 ５／ ９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアベラルーナ
＊ Mt. Livermore

��
��
�エンジェルインザモーニング鹿 2009 Dolphins Dream

13
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 本田 土寿＝熊本県熊本市 �090-8769-3133
生 産 牧 場： 本田 土寿
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

母 デンコウブルー（06黒鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－５（31）〕
シゲルリュウザ（10牡鹿 アドマイヤコジーン）�４勝��３勝
ロアーズオブザシー（11牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�１勝�１勝�
ウインヴォルケーノ（13牡黒鹿 ＊ロージズインメイ）���１勝・16勝，仙酔峡賞
（Ｄ1750）２着，錦江湾賞（Ｄ1800）２着，すみれ賞（Ｄ1800）３着

カシノジェーン（14牝青鹿 ＊ブラックホーク）�２勝
エリーバラード（16牝黒鹿 ＊アルデバランⅡ）��２勝��

２代母 プロミストーク（98黒鹿 ＊ジェイドロバリー）不出走
セイウンニムカウ（02牡 ＊カーネギー）２勝，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，アーリン

トンＣ‐Jpn3 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，朝日杯フューチュリティＳ
‐Jpn1 ５着，コスモス賞‐OP ３着，etc.

ナムラシャンティ（03牡 サクラバクシンオー）�１勝

３代母 マークプロミス（92栗 トウシヨウボーイ）２勝，桃花賞，うぐいす賞２着
マークターミー（97牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，オーロラ特別，洞海湾Ｓ３着，

	
１勝
エターナルシャイン（99牝 ＊ノーザンテースト）出走

シュウボンバー（05牡 スペシャルウィーク）２勝，高田城特別
ナムラローマン（00牝 ダンスインザダーク）出走

ナムラアミューズ（08牝 アドマイヤコジーン）不出走
ナムラヒューマン（12牡 スクリーンヒーロー）３勝，鳴海特別３着，�６
勝�，御厨人窟賞３着，だるま夕日賞３着

リヴァプール（02牝 ダンスインザダーク）５勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３着，グリ
ーンＳ，金峰山特別，etc.
アースザスリー（10牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，石打特別，秩父特別３着，

野島崎特別３着，etc.
ツルマルヤマト（07牡 ダンスインザダーク）入着６回，�３勝��入着２回，北上

川大賞典２着

４代母 ヤングサリー（79栗 ＊リマンド）１勝
［子］ ケースバイケース（89牡 アスワン）２勝，秋吉台特別

87 デンコウブルー２０２０ 牡・鹿 ３／２１

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスデンコウブルー ＊ジェイドロバリー

��
��
�プロミストーク黒鹿 2006 マークプロミス

＊ヘザーランズ 1l
Mr. Prospector M4×M4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 西村牧場＝新ひだか町静内中野町 �0146-42-0582
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-8771

母 ローザレーヌ（06青鹿 マンハッタンカフェ）３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
エフォートラン（15牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�５勝
アンフヴェール（17牝黒鹿 ＊パイロ）��１勝

２代母 トウショウアイ（87鹿 トウシヨウボーイ）２勝，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２
着，ローズＳ‐Jpn2 ３着，大沼Ｓ２着，露草賞３着
シルキーカイザー（94牡 メジロライアン）１勝，秩父特別３着，柏崎特別３着，

��２勝
エスティーマック（95� メジロマックイーン）入着，��２勝
アッパレイモン（96牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，梅田Ｓ，遠州灘Ｓ２着，北山Ｓ３着，

金蹄Ｓ３着，��１勝�
モリスガタ（97牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，若葉Ｓ‐OP ３着，ゆりかもめ賞，セン

トポーリア賞２着
オペラアイ（00牝 ＊オペラハウス）�２勝

マームードイモン（05牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，富良野特別，比良山特別２
着，支笏湖特別２着，恋路ケ浜特別２着，白川特別２着，etc.

アイチャンルック（01牝 ＊ジェネラス）��３勝，ロジータ記念，ＴＣＫディスタフ
２着，黒潮盃２着，東京プリンセス賞２着，トゥインクルレディ賞３着
タガノハヤテ（11牡 ゴールドアリュール）４勝，濃尾特別，もちの木賞２着

ミッキーラブ（04牡 マンハッタンカフェ）２勝
ダンツキャピタル（05牡 ＊アグネスデジタル）	４勝
アムールエテルネル（07牝 ＊アルカセット）入着，�４勝
アイファインバンド（08牝 ＊タップダンスシチー）�６勝	２勝

３代母 アローキヨサチ（77鹿 アローエクスプレス）��２勝
テイーロデイ（82牝 ＊ビービービー）��
��17 勝，上山優駿樹氷賞，紅葉賞，飯

豊連峰特別
シャトルフォンテン（01牡 エイシンサンディ）��３勝�入着４回�，平和賞２着

４代母 ダイサンキヨサチ（59鹿 トサミドリ）
［子］ アポスピード（66牡 ＊アポツスル）２勝，札幌記念，目黒記念（秋）２着，

青函Ｓ‐OP，��12 勝，種牡馬

88 ローザレーヌ２０２０ ・鹿 ３／２３

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジローザレーヌ トウシヨウボーイ

��
��
�トウショウアイ青鹿 2006 アローキヨサチ

＊チツプトツプ 4m
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲広富牧場＝日高町広富 �01456-7-2156
生 産 牧 場： ㈲広富牧場
飼 養 者： ㈲ベーシカル・コーチング・スクール＝日高町富浜 �01456-2-2448

母 ナリタカサブランカ（08鹿 ディープインパクト）�１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
スターオブジーン（16牡鹿 ドリームジャーニー）入着２回，��２勝�，佐賀皐月

賞（Ｄ1800）２着，カペラ賞（Ｄ1800）３着
プレイイットサム（18牡芦 ＊クロフネ）�２勝，山藤賞（芝 2000）

２代母 ロングディライト（94鹿 ＊ミルジヨージ）不出走
グルメシャープ（98牡 ダンスインザダーク）１勝
コインオブスター（00牝 ダンスインザダーク）３勝，ひめさゆり賞，飯坂特別３着，

あすなろ賞３着
トウエンクィーン（01牝 ＊ジェイドロバリー）��１勝
ナリタプレリュード（02牡 フジキセキ）５勝，福島記念‐Jpn3 ２着，しらかばＳ

‐OP ３着，丹沢Ｓ，渡島特別，木古内特別，etc.
ナリタテイオー（06牡 ダンスインザダーク）入着，�３勝
エスペランサナナ（11牝 フジキセキ）入着，�１勝�３勝�	入着４回

３代母 ノーザンミンクス（81鹿 ＊ノーザンテースト）４勝
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.
テセウスクラージュ（92牡 ＊ミルジヨージ）５勝，阿武隈Ｓ２着，早春賞２着，昇仙

峡特別２着，etc.，
９勝�
タヤスオドリコ（93牝 ＊ミルジヨージ）４勝，彦星賞，柏崎特別，野島崎特別３着

シゲルリンゴ（09牝 ゴールドアリュール）１勝，�２勝��入着，玄界灘賞，
九州大賞典２着

ロングオペラ（96牝 ＊オペラハウス）出走
コメディアデラルテ（02牡 ＊ホワイトマズル）２勝，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，

はなみずき賞
フジノプロテクター（97牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，会津特別，勿来特別２着，

小名浜特別３着，etc.

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
［子］ ノースフライト（90牝 ＊トニービン）８勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈ

Ｓ‐Jpn1，マイラーズＣ‐Jpn2，etc.，優古牝

89 ナリタカサブランカ２０２０ �・鹿 ４／ ２
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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアナリタカサブランカ ＊ミルジヨージ

��
��
�ロングディライト鹿 2008 ノーザンミンクス

＊フオーワードフライト 12c
ノーザンテースト S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲長谷川牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6121
生 産 牧 場： ㈲長谷川牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

母 ウインドストリーム（10鹿 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
エアーレジーナ（18牝鹿 ルーラーシップ）�１勝
マガーリ（19牝鹿 オルフェーヴル）�未出走

２代母 ＊ベユーズラッシー（03 USA黒鹿 Outflanker）USA９勝，チャーチルディス
タフマイルＳ‐G3，ステイジドアベティＨ‐G3，フランセスＡジェンターＳ‐G3，
Calder Oaks‐L，Turf Distaff S‐R，etc.
スヴァラッシー（11牝 ディープインパクト）１勝

シュルルヴァン（17牝 エピファネイア）�１勝

３代母 バイユープランズ Bayou Plans（91 USA鹿 Bayou Hebert）USA９勝，Colf
ax Maid S‐R，Illinois Breeders' Debutante S‐R，Illinois Silent Beauty S‐R，
Windy City S‐R，Rolling Meadows S‐L ２着，etc.
スワンピー Swampy（98� Mountain Cat）USA・DOM２勝
マイダスアイズMidas Eyes（00 牡 Touch Gold）USA５勝，フォアゴーＨ‐G1，

スウェイルＳ‐G3，ダービートライアルＳ‐G3，etc.，種牡馬
バーボネンブルーズ Bourbon N Blues（01 牡 Lycius）USA５勝，Prank Call S

，Naked Greed S２着，Pasco S３着，種牡馬
アルジール Al Zir（07 牡 Medaglia d'Oro）GB２勝，レイシングポストトロフィ

‐G1 ３着
オーサムベル Awesome Belle（09 牝 Awesome of Course）USA７勝，Mairzy Do

ates S，Frances A. Genter S，Judy'S Red Shoes S，etc.
ベストプランイェット Best Plan Yet（11 牡 Hear No Evil）USA４勝，Forty N

iner S，Foolish Pleasure S，In Reality S‐R，etc.

４代母 ベタープランズBetter Plans（85 USA黒鹿 Architect）USA６勝

５代母 ファクトオアファンシー Fact Or Fancy（77 USA鹿 In Reality）不出走
［子］ オールザットザズAll That Zazz（94 牝 Runaway Groom）USA６勝

ファルール Fa' Leur（87 牝 L'Enjoleur）USA４勝
ファクツファウンド Facts Found（98� Discover）USA２勝

90 ウインドストリーム２０２０ 牡・鹿 ４／１７
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラウインドストリーム
＊ Outflanker

��
��
�ベユーズラッシー鹿 2010 Bayou Plans

A4
サンデーサイレンスM3×S4 Danzig M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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

母 エクセレントピーク（08鹿 アドマイヤジャパン）２勝，飯豊特別（芝 1200）３着，
福島中央ＴＶ杯（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：２〕
グランチーノ（17牝鹿 ＊ワークフォース）��入着４回
シーオブクラウズ（18牡芦 ＊クロフネ）出走，�地方未出走

２代母 チョウカイクリス（03鹿 サクラバクシンオー）出走
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，醍醐Ｓ，ＳＴＶ賞，障害２勝
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.
［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.

91 エクセレントピーク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

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤジャパン ビワハイジエクセレントピーク サクラバクシンオー

��
��
�チョウカイクリス鹿 2008 クリスタルトロフィ

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
生 産 牧 場： ㈲岡田牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

母 ミキノセレナーデ（05鹿 ＊コロナドズクエスト）３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－４（16）〕
ミキノハルモニー（11牡栃栗 タイムパラドックス）２勝，桃山Ｓ（Ｄ1900）２着，

甲南Ｓ（Ｄ2000）３着，鳥取特別（Ｄ2000）３着，�７勝�５勝�
ミキノカンタータ（13牝黒鹿 ジャングルポケット）�１勝
スターセレナーデ（14牝黒鹿 ＊キングズベスト）�１勝
ミキノトムトム（15牡鹿 ＊シニスターミニスター）入着３回，�２勝
フォギーデイ（17牝青鹿 リアルインパクト）�１勝
ヒロシゲダンボー（18牝鹿 ジャスタウェイ）��入着

２代母 ムーンセレナード（87黒鹿 ミスターシービー）４勝，北九州短距離Ｓ‐OP，野
路菊Ｓ‐OP ３着，ゆうすげＳ，りんどう賞，やまなみＳ３着
ルナモジュール（93牝 ＊スリルシヨー）１勝
ムーンクラフト（96牡 サクラバクシンオー）５勝，青梅特別，春風賞２着，初風特

別２着，常葉特別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
キングスレガリア（06牡 キングカメハメハ）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３

着，萩Ｓ‐OP ２着
オスカールビー（15牝 ハーツクライ）３勝，御室特別，汐留特別，西海賞３着，

都井岬特別３着
エムエヌメロディー（02牝 ＊グラスワンダー）�出走

ラッシュフェイス（18牝 ＊ベーカバド）��２勝��，ノトキリシマ賞２着

３代母 ダイナセレナード（79黒鹿 ＊エルセンタウロ）４勝，鷹取特別，愛宕特別
マキシマムデニール（91牝 ＊ノーザンテースト）不出走

ボードスウィーパー（01牡 ＊エンドスウィープ）８勝，霜月Ｓ‐L（２回），コーラ
ルＳ‐L ３着，ギャラクシーＳ‐L ３着，etc.

ノーザンセレナード（93牝 ＊ノーザンテースト）２勝
ラッシュストリート（05� マーベラスサンデー）４勝，招福Ｓ，etc.，	１勝�

入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

92 ミキノセレナーデ２０２０ 牡・栗 ３／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュゴールドシップ メジロマックイーン

��
��
�ポイントフラッグ芦 2009 パストラリズム

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�コロナドズクエスト Laughing Lookミキノセレナーデ ミスターシービー

��
��
�ムーンセレナード鹿 2005 ダイナセレナード

＊フリソデ A13
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



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

母 キセキノショウリ（11黒鹿 フジキセキ）��１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（７）〕
アークヴィグラス（16牝栗 ＊サウスヴィグラス）��１勝・３勝��２勝�１勝�，エ

ーデルワイス賞‐Jpn3，東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600），ローレル賞（Ｄ1600），東京
プリンセス賞（Ｄ1800）２着，桜花賞（Ｄ1600）３着，読売レディス杯（Ｄ1500），リ
リーＣ（Ｄ1200），フルールＣ（Ｄ1000），ヒダカソウＣ（Ｄ1600）２着，ＮＡＲ優２牝

トミケンレゲンダ（17牡鹿 ローレルゲレイロ）�１勝

２代母 サマーベイブ（97黒鹿 ＊トニービン）２勝，スイートピーＳ‐OP ２着，赤松賞
シーサイドブリーズ（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

メイブリーズ（09牝 ＊クロフネ）２勝，春菜賞２着
タガノエトワール（11牝 キングカメハメハ）３勝，秋華賞‐G1 ３着，ローズＳ

‐G2 ２着，清水Ｓ，難波Ｓ
トロピカルストーム（13� ＊ハービンジャー）�２勝，呼子特別，札幌日刊スポ

ーツ杯２着，積丹特別２着，磐梯山特別２着，駒ケ岳特別２着，etc.

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

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

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

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

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

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

93 キセキノショウリ２０２０ 牡・青鹿 ５／１７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーキセキノショウリ ＊トニービン

��
��
�サマーベイブ黒鹿 2011 ダイナフエアリー

＊フアンシミン 9f
Halo M4×S5

価格： 購買者：



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

母 デアリングプライド（09鹿 ダイワメジャー）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
トルミロス（16牝鹿 ルーラーシップ）��２勝
プライドマイセルフ（18牝栗 ドゥラメンテ）��入着３回
デアリングヒューズ（19牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 ＊デアリングダンジグ（90 USA鹿 Danzig）不出走
＊サクラシーキング（94牡 Seeking the Gold）４勝，春望賞，河口湖特別，柏崎特別，

安芸Ｓ２着，ウェルカムＳ２着，etc.，種牡馬
エクトンパーク Ecton Park（96 牡 ＊フォーティナイナー）USA・UAE６勝，スー

パーダービー‐G1，ジムダンディＳ‐G2，William Donald Schaefer H‐L，
Risen Star S‐L，パシフィッククラシック‐G1 ３着，etc.，種牡馬

ピットファイター（99牡 Pulpit）８勝，武蔵野Ｓ‐G3，アンタレスＳ‐Jpn3，師走Ｓ
‐OP，ペルセウスＳ‐OP ２着，etc.，�１勝�１勝�，マーキュリーＣ‐Jpn3

スマートカイザー（00牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，花見山特別，層雲峡特別３着，
羊蹄山特別３着，周防灘特別３着，福島中央ＴＶ杯３着，etc.，種牡馬

デアリングハート（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，府中牝馬Ｓ‐G3，府中牝馬Ｓ
‐Jpn3，クイーンＳ‐Jpn3，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ３
着，etc.，��入着２回
デアリングバード（11牝 キングカメハメハ）出走
デアリングタクト（17牝 エピファネイア）�５勝，オークス‐G1，桜花賞
‐G1，秋華賞‐G1，エルフィンＳ‐L，ジャパンＣ‐G1 ３着，etc.，HK
G入着，優３牝

パイレートクイーン（11牝 ダイワメジャー）１勝

３代母 インペチュアスギャル Impetuous Gal（75 CAN栗 Briartic）USA10 勝，ア
ーリントンメイトロンＨ‐G2，Cleopatra H，La Prevoyante H，Kent
ucky Cardinal H，フォールズシティＨ‐G3 ２着，etc.
バンカーズレイディ Banker's Lady（85牝 Nijinsky）USA８勝，トップフライトＨ

‐G1，シュヴィーＨ‐G1，レイディーズＨ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G2，
ロングルックＨ‐G2，etc.

94 デアリングプライド２０２０ 牡・栗 ５／ ８

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケデアリングプライド
＊ Danzig

��
��
�デアリングダンジグ鹿 2009 Impetuous Gal

1l
Northern Dancer M4×S5×M5 Nearctic M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲坂東牧場＝平取町川向 �01456-2-1545
生 産 牧 場： ㈲坂東牧場
飼 養 者： ㈲坂東牧場＝平取町川向 �01456-2-1545

母 カリビアンロマンス（11鹿 ＊コマンズ）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（３）〕
デルマルーヴル（16牡青鹿 ＊パイロ）�２勝，レパードＳ‐G3 ２着，ヒヤシンスＳ

‐L（Ｄ1600）３着，etc.，��１勝��１勝����入着６回，名古屋ＧＰ
‐Jpn2，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着，全日本
２歳優駿‐Jpn1 ２着，川崎記念‐Jpn1 ３着，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ２着，マー
キュリーＣ‐Jpn3 ２着，白山大賞典‐Jpn3 ２着

サンチャップリン（17	鹿 ＊エスケンデレヤ）１勝，���１勝
ビービーキング（18牡鹿 ワールドエース）�未出走

２代母 ＊サバナパディーダ（03 IRE 鹿 Cape Cross）GB・FR・ITY10 勝，ウィンザー
フォレストＳ‐G2，チャートウエルＳ‐G3，パン賞‐G3，P. Seregno‐L，P
. Gino E Luciano Mantovani‐L，etc.
ラストムーン（10牝 アドマイヤムーン）��４勝
ウニヴェルソ（12牝 ネオユニヴァース）�６勝��８勝�
カリビアンゴールド（14牝 ステイゴールド）４勝，紫苑Ｓ‐G3 ２着，洛陽Ｓ‐L ２

着，スイートピーＳ‐LR ２着，クイーンＳ‐G3 ３着，巴賞‐OP ３着，etc.

３代母 カプリオーラCapriola（81 USA栗 Mr. Prospector）不出走
タラブーシTarabusi（92 牡 Villa d'Este）FR・SPA６勝
ドゥエリンDuerin（93 牡 Villa d'Este）FR・SPA４勝，P. Philips‐L ３着
ナリッチキンNarrichkin（95 牡 Don Roberto）FR・SPA８勝
サルメ Salumee（00牡 Desert Prince）ITY14 勝，Criterium Varesino‐L ２着，

P. Toscana‐L ２着，Criterium di Pisa‐L ３着

４代母 ハイポイントレイディHigh Point Lady（76 CAN鹿 Knightly Dawn）US
A１勝

５代母 ミスジェットホームMiss Jet Holme（68 USA栗 Noholme）USA１勝
［孫］ ワイルドフォレストWild Forest（89	 Green Forest）USA13 勝，マイ

アミＨ‐G3 ２着，Calder H‐L ３着
ダワンデDawandeh（84牝 My Gallant）USA５勝，Herecomestheb
ride S３着

95 カリビアンロマンス２０２０ 牡・鹿 ３／１８

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�コマンズ Cotehele Houseカリビアンロマンス
＊ Cape Cross

��
��
�サバナパディーダ鹿 2011 Capriola

13e
Mr. Prospector S4×M4 Danzig M4×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 前谷 武志＝新ひだか町静内豊畑 �090-5983-9711
生 産 牧 場： 前谷 武志
飼 養 者： 前谷 武志＝新ひだか町静内豊畑 �090-5983-9711

母 アガサ（10青 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３）〕
チェリーレッド（16牝青鹿 ヴァーミリアン）１勝，���入着６回
イバル（17牡青鹿 ＊パイロ）�２勝，くすのき賞（Ｄ1700）２着
シゲルジンベイザメ（19牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 ＊ソプラニーノ（97 USA栗 Theatrical）IRE１勝
オリーブブランチ（02牝 Machiavellian）出走

クイーンオリーブ（08牝 マンハッタンカフェ）４勝，秩父特別，熊野特別，早
春Ｓ２着，ノベンバーＳ２着，瓢湖特別２着，etc.

エンターティナー（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝

３代母 マイダーリングワンMy Darling One（81 USA栗 Exclusive Native）USA
５勝，ファンタジーＳ‐G1，フェアグラウンズオークス‐G3，ケンタッキーオー
クス‐G1 ３着，Las Virgenes S‐L ３着
オストラOstora（86 牝 Blushing Groom）GB入着２回

ラビリント Labirinto（98� Theatrical）FR・USA・SWE・SPA８勝，ストッ
クホルム国際Ｃ‐G3，G.P. de Lyon‐L，P. Rene Bedel‐L，etc.

オンダOnda（01牝 Jules）USA・BRZ２勝
トネマイ Tonemai（06 牡 Wild Event）BRZ８勝，フランシスコＥパウラ
マシャド大賞‐G1，ジョアンＢフィリョ大賞‐G2，フロンティン博士大
賞‐G2（２回），etc.，種牡馬

ミザMyza（90牝 Danzig）FR・USA１勝，P. de la Vallee d'Auge‐L ２着，
P. du Cercle‐L ３着

＊ハートレイク（91牡 Nureyev）２勝，安田記念‐Jpn1，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，
GB・IRE・UAE・HKG４勝，コンコルドＳ‐G3，etc.，種牡馬

ダーリングフレイムDarling Flame（93牝 Capote）GB・FR・USA２勝，チェリ
ーヒントンＳ‐G3 ２着
ファイアーメイド Firemaid（04牝 Machiavellian）AUS２勝
シャマールウィンド ShamalWind（09牝 Dubawi）GB・AUS８勝，Ｍ
ＲＣオークレイプレイト‐G1，MRCW.J. Adams S‐L（２回），VR
C Red Roses S‐L，etc.

96 アガサ２０２０ 牡・栗 ４／ ５
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジアガサ
＊ Theatrical

��
��
�ソプラニーノ青 2010 My Darling One

16
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

母 アルボナンザ（10栗 キングカメハメハ）４勝，円山特別（Ｄ1400），高瀬川Ｓ
（Ｄ1400）２着，播磨Ｓ（Ｄ1400）３着，羅生門Ｓ（Ｄ1400）３着，鳴門Ｓ（Ｄ1400）３着，etc.
本馬の他に産駒あり

２代母 エスジーボナンザ（97黒鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝
エスジーコマンダー（04牡 ＊コマンダーインチーフ）入着，�１勝
エスジーステラ（05牝 ＊ワイルドラッシュ）�２勝�
エスジーセブンティ（06牝 ＊プリサイスエンド）１勝，�２勝�
メルシーサイレンス（07牡 ゼンノロブロイ）２勝，�１勝�入着
サワヤカユウタ（08牡 アドマイヤコジーン）１勝
スパツィオ（12牡 ＊アルデバランⅡ）入着，�８勝��２勝
セフティバレンチノ（13牡 ＊ベーカバド）入着，�３勝�
メイショウイッポン（14牡 メイショウサムソン）２勝，檜山特別３着，��１勝
シュヌーク（15牝 ブラックタイド）�３勝

３代母 エスジービアンカ（89黒鹿 マルゼンスキー）６勝，神無月Ｓ‐OP ２着，スカ
イブルーＳ，阿蘇Ｓ，天草特別，阿武隈Ｓ２着
エスジーバーニング（96牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，平尾台特別，豊前特別，Ｔ

ＶＱ杯２着，etc.
エスジービーム（99牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，北山Ｓ，和布刈特別，信濃川特

別，etc.，�１勝
エスジーブルーム（09牝 ＊アフリート）３勝，平尾台特別，猪苗代特別３着

４代母 チエリーダツチエス（82鹿 ＊マンオブビイジヨン）入着
［子］ インタースナイパー（87牡 ニホンピロウイナー）４勝，ＮＺトロフィー４

歳Ｓ‐Jpn2 ３着，小倉大賞典‐Jpn3 ３着，関門橋Ｓ‐OP ３着，etc.

５代母 ヒダカチエリー（68鹿 コダマ）２勝
［子］ インターグロリア（74牝 ＊ネヴアービート）９勝，桜花賞，エリザベス女

王杯，マイラーズＣ，etc.，優３牝，優古牝
［孫］ メイショウキオウ（97牡 ＊コマンダーインチーフ）７勝，中京記念‐Jpn3，

ブリリアントＳ‐L，マイラーズＣ‐Jpn2 ３着，etc.

97 アルボナンザ２０２０ 牡・鹿 ５／１１
＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスアルボナンザ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エスジーボナンザ栗 2010 エスジービアンカ

＊ストーミーセツシヨン 1w
Halo S4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



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

母 スマッシュハート（11栗 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５）〕
ストロングライン（16牡芦 ＊ダンカーク）�２勝，香嵐渓特別（Ｄ1900）２着
タイセイシリウス（17牡鹿 エピファネイア）�２勝，磐梯山特別（芝 2600）
エスコバル（18牡鹿 モーリス）�１勝

２代母 ビーナスライン（01栗 フジキセキ）６勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，シルクロー
ドＳ‐G3 ３着，キーンランドＣ‐Jpn3 ３着，高松宮記念‐G1 ４着，羊ヶ丘特別，etc.
アストライオス（09牡 サクラバクシンオー）�６勝�２勝�入着３回��
ビーナスジュエリー（10牝 ＊シンボリクリスエス）�５勝
トーホウビスカヤ（14牝 ＊ストリートセンス）１勝，飛竜特別２着
キングオブヘヴン（15� キングカメハメハ）���５勝�１勝
エスジースミチャン（18牝 トーセンジョーダン）��１勝

３代母 ホクトペンダント（93鹿 ＊パークリージエント）２勝，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2 ２着，桜花賞‐Jpn1 ５着，フローラＳ‐OP ２着，うぐいす賞，きんせん
か賞２着，etc.
レッダンゴールド（97牝 ＊サンデーサイレンス）入着３回

ユメノオーラ（03牝 ＊マイネルラヴ）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2 ２着，
エルフィンＳ‐OP ２着，エクセル博多開設記念，etc.

ナリタスレンダー（05� ＊ホワイトマズル）３勝，山陽特別３着，甲東特別３着，
花見小路特別３着，etc.

ルナ（09牡 ＊クロフネ）５勝，ニューイヤーＳ‐L ３着，漁火Ｓ，春興Ｓ，etc.
チョウカイモンド（02� ＊サンデーサイレンス）１勝，河口湖特別３着，�２勝
チョウカイファイト（03牡 アグネスタキオン）４勝，福島民報杯‐L，中日新聞杯

‐G3 ３着，ノベンバーＳ，etc.，�５勝
ベルベットロード（06牡 キングカメハメハ）３勝，オリエンタル賞，セントポーリ

ア賞，エーデルワイスＳ２着，etc.
ファントムロード（08� フジキセキ）５勝，フリーウェイＳ，袖ケ浦特別，五泉特

別，etc.
サンマルペンダント（14牝 ＊トビーズコーナー）２勝，岩室温泉特別，外房Ｓ３着，

�５勝

98 スマッシュハート２０２０ �・鹿 ５／ ６

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hasiliハービンジャー ペナンパール Bering

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファススマッシュハート フジキセキ

��
��
�ビーナスライン栗 2011 ホクトペンダント

＊ギヤラントグロウ 4r
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲笠松牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2402
生 産 牧 場： ㈲笠松牧場
飼 養 者： ㈲笠松牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2402

母 ナニアヒアヒ（14栗 キングカメハメハ）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ウィキウィキ（04鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝，沓掛特別２着，城崎特別２着
エンドレスノット（09牝 ディープインパクト）４勝，外房特別，仲冬Ｓ２着，秋川

特別３着
ウリウリ（10牝 ディープインパクト）６勝，ＣＢＣ賞‐G3，京都牝馬Ｓ‐G3，セン

トウルＳ‐G2 ２着，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，etc.
ジャカランダレーン（18牝 ラブリーデイ）�１勝，もみじＳ‐OP ３着，ダリア

賞‐OP ３着
レレマーマ（12� カネヒキリ）３勝，ブラッドストーンＳ２着，日吉特別２着
マカヒキ（13牡 ディープインパクト）�４勝，日本ダービー‐G1，弥生賞‐G2，若

駒Ｓ‐LR，皐月賞‐G1 ２着，etc.，FR１勝，ニエル賞‐G2
ウーリリ（16牡 ディープインパクト）�３勝，六甲Ｓ‐L，毎日杯‐G3 ２着，節分Ｓ

３代母 ＊リアルナンバー（97 ARG青鹿 Rainbow Corner）ARG５勝，ヒルベルトレ
レナ賞‐G1，アブリル賞‐G2，P. Bolivia‐L，P. Omnium‐L ２着
トパンガ（06� キングカメハメハ）５勝，松籟Ｓ，北海Ｈ，八甲田山特別，障害１勝
ハギノタイクーン（09牡 キングカメハメハ）４勝，フェアウェルＳ３着，堺Ｓ３着，

オークランドＲＣＴ３着，etc.
カンデラ（12牝 ダイワメジャー）３勝，昇仙峡特別２着，渡島特別３着
ジュントップヒトミ（13牝 ゼンノロブロイ）入着２回，�１勝�入着��

ジュンブルースカイ（18牡 ドゥラメンテ）�２勝，萩Ｓ‐L ２着，東スポ杯２歳
Ｓ‐G3 ３着

アオイテソーロ（14牝 ルーラーシップ）３勝，インディアＴ２着

４代母 ヌメラーリアNumeraria（89 ARG青 ＊サザンヘイロー）ARG４勝，亜１０００
ギニー‐G1，カルロストムキンソン賞‐G2，P. Bolivia‐L
［子］ ヌメラドーラNumeradora（94牝 Senor Pete）CHI４勝，アルベルトＳ

マグナスコ賞‐G2
［孫］ ＊シックスイス（10牝 Luhuk）ARG８勝，アルトゥーロＡブルリッチ賞

‐G3，P. General Alvear‐L，ベネスエラ賞‐G2 ３着，etc.

99 ナニアヒアヒ２０２０ 牡・栗 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスナニアヒアヒ ＊フレンチデピュティ

��
��
�ウィキウィキ栗 2014 ＊リアルナンバー

1m
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲上水牧場＝むかわ町花岡 �0145-42-3152
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

母 ＊ピュアブラウン（01 CAN鹿 Indian Charlie）２勝，ベゴニア賞（芝 1600），咲花
特別（Ｄ1800）２着，��入着，関東オークス‐Jpn3 ３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－４（20）〕
ピュアシンフォニー（07牝鹿 ＊ストラヴィンスキー）��４勝

コクスイセン（13牡 ブラックタイド）３勝，雅Ｓ，濃尾特別２着，��１勝
ピュアオパール（08牝青鹿 ＊ロックオブジブラルタル）２勝，カンナＳ‐OP
（芝 1200），��入着，関東オークス‐Jpn2 ２着

ピュアダイヤモンド（09牝青鹿 フジキセキ）２勝
ピュアインペリアル（17牝 ＊クロフネ）�２勝���入着３回，金沢シンデレラ

Ｃ３着
プレツィオーゼ（12�鹿 ハーツクライ）入着，�４勝��
テイエムサンピラー（13牝芦 ＊クロフネ）入着２回，�９勝，春望賞（Ｄ1400），鶴

見岳賞（Ｄ1400），サイネリア賞（Ｄ1400）３着
ギンジ（17�青鹿 キズナ）���２勝�１勝
ラカン（18牡黒鹿 キズナ）�１勝

２代母 オンザフックOn the Hook（95 USA栗 Phone Trick）USA入着２回
アフリートトリックAfleet Trick（06� Northern Afleet）USA１勝
パンチタPanchita（11 牝 Crossword）USA１勝

３代母 ヴィクトリアスガールVictorious Girl（84 USA栗 Raise a Man）USA１勝
ヴォラプチャス Voluptuous（90 牝 Cozzene）USA２勝，La Habra S‐L ２着，

Providencia S‐R ３着
ビッグスコアー Big Score（00 牝 Grand Slam）USA６勝，Kindergarten S

‐L，Czaria H，Santa Teresa H，etc.
インパッション Impassion（92牝 Shadeed）USA１勝，Colleen S‐L ３着，

Jersey Jumper S３着，Shrewsbury S３着
ウォーブリングWarbling（06 牝 Unbridled's Song）USA３勝，インサイドイ

ンフォメイションＳ‐G2，プリンセスルーニーＨ‐G1 ２着，バレリーナ
Ｓ‐G1 ２着，etc.

ミスアドリアナアットMissadryannaatto（99 牝 Green Dancer）USA１勝，Ju
venile S‐R ２着

100 ピュアブラウン２０２０ 牡・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リアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊

インディアンチャーリー In Excess

�
�
�
�
�

��
��

�Indian Charlie Soviet Sojournピュアブラウン オンザフック Phone Trick

��
��
�On the Hook鹿CAN 2001 Victorious Girl

7f
Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339
生 産 牧 場： ㈱タイヘイ牧場
飼 養 者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339

母 ＊ベアフットレディ（08 IRE 鹿 Footstepsinthesand）GB・FR・IRE・CAN５勝，
カナディアンＳ‐G2，ネルグウィンＳ‐G3，Lyric S‐L，コロネイションＳ
‐G1 ３着，ミュージドラＳ‐G3 ２着，etc.
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（６）〕
アスタービーナス（15牝鹿 ディープインパクト）２勝，日田特別（芝 2000）３着
ミスジャスミン（16牝鹿 オルフェーヴル）��６勝
ムーンショット（17牡鹿 ディープインパクト）�１勝，生田特別（芝 2000）３着
マテンロウアレス（18牡鹿 ダイワメジャー）�入着８回

２代母 レイディアンガラド Lady Angharad（96 IRE 鹿 ＊テンビー）GB・USA５勝，
Woodcote S‐L，Estrapade H‐L ３着，Nicole S３着
グイリオンGwyllion（04牝 Red Ransom）GB出走

バハマズ Bahamas（14� Rip VanWinkle）�GB・ITY・HKG２勝，伊グ
ランクリテリウム‐G2 ２着

センテネローラCentenerola（05 牝 Century City）GB１勝
サムシングパーフェクト Something Perfect（06 牝 Perfect Soul）GB１勝
アナズアーチAnna's Arch（07� Arch）GB１勝，GB障害６勝
ラストチャンス Last Chance（11牡 Ace）IND１勝，Colts' Championship S

‐LR ２着，Breeders' Juvenile Colts' Championship‐LR ３着
フレイムオヴシア Flame of Thea（17� Arazan）�IND入着，Gool S.Poonaw

alla Million‐LR ３着

３代母 ラヴェッツォーラ Lavezzola（89 IRE 栗 ＊サーモンリープ）ITY３勝，P. B
uontalenta‐L ３着
レバディエ Le Badie（04 牝 Spectrum）ITY３勝，P. Duca d'Aosta‐L ２着

モンタリーMontaly（11� Yeats）�GB・FR５勝，ロンズデイルＣ‐G2，E
sher S‐L ２着

４代母 ルヴィウルマン Luvi Ullmann（83 IRE 鹿 Thatching）ITY７勝
［子］ ローマンインプ Roman Imp（94� Imp Society）GB・HKG３勝，リッ

チモンドＳ‐G2 ３着，Sandown National S‐L ２着
ダンジノDanzino（95� Roi Danzig）GB５勝，Wulfrun S‐L ３着

101 ベアフットレディ２０２０ 牡・鹿 １／ ８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊

フットステップスインザサンド Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Footstepsinthesand Glatisantベアフットレディ レイディアンガラド ＊テンビー

��
��
�Lady Angharad鹿IRE 2008 Lavezzola

1m
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718
生 産 牧 場： ㈲矢野牧場
飼 養 者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718

母 ＊ホームタイム（08 GB栗 Dubai Destination）FR１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：海外－４（15）〕
シェアージオナー Share The Honour（13 GB�栗 Shamardal）�IRE２勝，IR

E障害１勝
ホワットアウェルカムWhat AWelcome（14 GB�栗 Nathaniel）�GB・SAU

・BHR９勝
スペースバンディット Space Bandit（15 GB�栗 Shamardal）�GB・UAE３勝
サンチャート Sunchart（17 GB�鹿 Teofilo）�GB・IRE１勝，Devoy S‐L

２着，Vinnie Roe S‐L ２着
ファイトユアコーナー Fight Your Corner（18 GB牡栗 Helmet）�海外未出走

２代母 レッドスリッパ－ズ Red Slippers（89 USA栗 Nureyev）GB・FR・USA３
勝，サンチャリオットＳ‐G2，Virginia S‐L
レッドブリッジ Redbridge（94牡 Alleged）GB・UAE３勝，Leicester Mercury

S‐L，Doonside C‐L ３着，Jebel Ali S‐L ３着，Sheikh Maktoum
Al Maktoum Challenge R3‐L ３着

リードネスRedones（96 牡 Seeking the Gold）GB・UAE・SAU４勝，種牡馬
ウェストウィンドWestWind（04牝 Machiavellian）FR・IRE・UAE２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
イースタンジョイEastern Joy（06牝 Dubai Destination）FR１勝

イフティマル Ihtimal（11 牝 Shamardal）GB・UAE４勝，メイヒルＳ‐G2，
ＵＡＥオークス‐G3，スイートソレラＳ‐G3，U.A.E. One Thousand G
uineas‐L，英１０００ギニー‐G1 ３着，etc.

ファーストヴィクトリー First Victory（13 牝 Teofilo）GB２勝，オーソーシャ
ープＳ‐G3

＊サンダースノー（14牡 Helmet）GB・FR・IRE・USA・UAE８勝，ドバイワール
ドＣ‐G1（２回），ジャンプラ賞‐G1，クリテリヨムアンテルナシヨナル‐G1，
アルマクトゥームチャレンジＲ２‐G2，ＵＡＥダービー‐G2，etc.，種牡馬

３代母 モ－ニングディヴォ－ションMorning Devotion（82 USA栗 Affirmed）GB
・USA１勝，フィリーズマイル‐G3 ３着，ランカシャーオークス‐G3 ４着

102 ホームタイム２０２０ 牡・鹿 ４／１１
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellハーツクライ ＊トニービン

��
��
�アイリッシュダンス鹿 2001 ＊ビユーパーダンス

＊

ドバイデスティネイション Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�Dubai Destination Mysterialホームタイム レッドスリッパ－ズ Nureyev

��
��
�Red Slippers栗GB 2008 Morning Devotion

4k
Nureyev M3×M5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲本間牧場＝日高町幾千世 �090-5223-7272
生 産 牧 場： ㈲本間牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

母 セラミックアート（10栗 フジキセキ）入着２回，��１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ヴァインドレッサー（02鹿 ＊エンドスウィープ）１勝
マスターソムリエ（07牡 フジキセキ）２勝
パヤドール（08牝 フジキセキ）入着２回，�３勝�
サトノジューク（09牡 マンハッタンカフェ）�７勝
ダイアペイソン（11牝 マツリダゴッホ）�５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.
プリオラート（14牡 スマートファルコン）��５勝
ランドアーティスト（17� ヴィクトワールピサ）�１勝

３代母 ヴァイオレットラブ（97栗 ＊ドクターデヴィアス）出走
コイウタ（03牝 フジキセキ）５勝，ヴィクトリアマイル‐Jpn1，クイーンＣ‐Jpn3，

桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.，優古牝
アルティメイトラブ（09牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，�２勝
ゴッドセレクション（18牡 ＊ノヴェリスト）�３勝，伏竜Ｓ‐OP，もちの木
賞３着，�入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ２着

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，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，etc.

ベールドインパクト（09牡 ディープインパクト）３勝，ディセンバーＳ‐L，京都記
念‐G2 ２着，京都新聞杯‐G2 ２着，etc.

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

４代母 ＊ヴアインゴールド（79 USA鹿 Mr. Prospector）USA３勝，ガーデニアＳ
‐G3，デムワゼルＳ‐G1 ３着
［子］ ビハインドザマスク（96牝 ＊ホワイトマズル）10勝，スワンＳ‐Jpn2，京

都牝馬Ｓ‐Jpn3，セントウルＳ‐Jpn3，etc.
ファントムジェット Phantom Jet（84 牡 Tri Jet）USA13 勝，タンパベイ
ダービー‐G3，ウッドローンＳ‐G3，Heritage S‐L，etc.，種牡馬

103 セラミックアート２０２０ 牡・青鹿 ４／ ２

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーセラミックアート ＊エンドスウィープ

��
��
�ヴァインドレッサー栗 2010 ヴァイオレットラブ

＊ヴアインゴールド 4r
Halo M4×S5 Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



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

母 セキサンキセキ（08青鹿 フジキセキ）１勝，フェニックス賞‐OP（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（６）〕
トモジャクール（13牝黒鹿 メイショウボーラー）１勝，�４勝，カンナ賞
（Ｄ1800），すみれ賞（Ｄ1800）３着，如月賞（Ｄ1750）３着

トキノオー（15牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
ジン（16牡黒鹿 ルーラーシップ）���１勝�入着
キセキガクル（17�黒鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��１勝�入着
ウインガヴァナー（18牡黒鹿 ルーラーシップ）�入着

２代母 セキサンシラオキ（90鹿 マルゼンスキー）１勝，フェニックス賞‐OP ２着，
きんせんか賞３着
セキサンエース（95牡 ＊カンパラ）	２勝

セキサンデインヒル（97牡 ＊デインヒル）３勝，夏木立賞２着
ミキノスパークル（99牝 メジロマックイーン）入着２回，赤松賞２着，サフラン賞

３着，��３勝
クレスト（00� ＊リアルシヤダイ）��１勝�
セキサンジョオウ（01牝 サクラバクシンオー）１勝，はやぶさ賞３着

フミノファルコン（10牡 ＊スタチューオブリバティ）５勝，桶狭間Ｓ，リボン賞，
鳴門Ｓ２着，ファイナルＳ２着，富嶽賞２着，etc.

グレートステージ（02牡 ＊スキャン）�14 勝
，摂津盃，菊水賞，園田ダービー，姫
山菊花賞２着，園田ジュニアＣ３着

セキサンフジ（03牡 フジキセキ）２勝，くすのき賞，山陽特別２着，丹波特別３着
セキサンダンスイン（06牝 ダンスインザダーク）１勝，岡崎特別２着，対馬特別３着

３代母 スワローソロン（82鹿 ＊パーソロン）出走
セキノリンダ（89牝 アンバーシヤダイ）出走

グレートザラン（01牡 ＊アジュディケーティング）入着２回，フェニックス賞
‐OP ３着，�２勝�入着��

４代母 リンダセニヨリータ（66鹿 ＊ヒンドスタン）不出走
［孫］ サンエイソロン（78牡 ＊パーソロン）６勝，サンケイ大阪杯，京都新聞杯，

ＮＨＫ杯，etc.，種牡馬

104 セキサンキセキ２０２０ 牡・青鹿 ５／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーセキサンキセキ マルゼンスキー

��
��
�セキサンシラオキ青鹿 2008 スワローソロン

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415
生 産 牧 場： ㈲藤原牧場
飼 養 者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415

母 スターアクトレス（11鹿 ＊フレンチデピュティ）�１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
スターオンステージ（18牝栗 ＊シニスターミニスター）�出走
グラングリシーヌ（19牡鹿 ＊シンボリクリスエス）�未出走

２代母 マザーリーフ（03黒鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
シシャモクイーン（08牝 ＊ファンタスティックライト）�１勝
ダンスディレクター（10牡 ＊アルデバランⅡ）７勝，シルクロードＳ‐G3（２回），阪

神Ｃ‐G2 ２着（２回），セントウルＳ‐G2 ３着，ＣＢＣ賞‐G3 ２着，高松宮
記念‐G1 ４着，etc.，種牡馬

３代母 スカラシップ（94黒鹿 ＊トニービン）４勝，かもめ島特別，知床特別
メンデル（02牡 ＊デヒア）４勝，ＫＢＣ杯‐L ２着，灘Ｓ，雅Ｓ２着，etc.，�１勝
スノーモンキー（10牡 ＊ファスリエフ）４勝，マーヴェラスＪＳＴ，白馬岳特別，伊

丹Ｓ２着，etc.

４代母 パワフルレデイ（81黒鹿 マルゼンスキー）不出走
［子］ ウイニングチケット（90牡 ＊トニービン）６勝，日本ダービー‐Jpn1，京

都新聞杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，種牡馬
ロイヤルタッチ（93牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，きさらぎ賞‐Jpn3，
Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

マルブツパワフル（88牡 ＊プルラリズム）４勝，北九州記念‐Jpn3 ２着，
ＪｓＧＰ，中京日経賞，etc.

サイボーグ（02牡 ＊タバスコキャット）５勝，なにわＳ，アクアラインＳ
２着，白鳥大橋特別２着，etc.

リボンストライプ（92牝 ＊トニービン）１勝，奥尻特別３着
［孫］ エアセレソン（00牡 ＊チーフベアハート）７勝，新潟大賞典‐Jpn3，難波

Ｓ（２回），寿Ｓ，etc.
ラインスピリット（11牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）８勝，淀短距離
Ｓ‐L，オパールＳ‐LR，スプリンターズＳ‐G1 ３着，etc.

サクラサクラサクラ（06牝 アッミラーレ）２勝，�２勝��２勝�１勝，
クイーン賞‐Jpn3 ２着，東京シンデレラマイル２着，東京シンデレ
ラマイル３着，etc.

105 スターアクトレス２０２０ 牡・鹿 ３／ ７
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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandスターアクトレス ＊サンデーサイレンス

��
��
�マザーリーフ鹿 2011 スカラシップ

＊クレイグダーロツチ 11c
トニービン S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

母 ブラックシンデレラ（14鹿 ハーツクライ）入着
〔産駒馬名登録数：１〕
ロンドンボーイ（19牡栗 ＊シニスターミニスター）��出走

２代母 ラブジュリエット（09鹿 フサイチコンコルド）不出走
ジュリーハーツ（15牝 ハーツクライ）２勝，閃光特別，飛翼特別２着
オースミカムイ（17� オルフェーヴル）��１勝
セイウンロミオ（18牡 ドゥラメンテ）�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，���
未出走�出走

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，��１勝�１勝，ジュ
ニアＧＰ，ＯＲＯＣ２着，オパールＣ２着

オースミグラスワン（02牡 ＊グラスワンダー）７勝，新潟大賞典‐Jpn3（２回），大阪
城Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L ３着，etc.

ローデッド（12牝 ディープインパクト）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着

106 ブラックシンデレラ２０２０ 牡・栗 ４／２８
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスブラックシンデレラ フサイチコンコルド

��
��
�ラブジュリエット鹿 2014 ホッコーオウカ

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンスM3×S4 Sadler's Wells S4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



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

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
（芝 1600）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
キューティクル（12牝黒鹿 ＊ブライアンズタイム）��５勝
イッツマイシャウト（13牡栗 ＊ワイルドラッシュ）入着，��１勝�１勝��入着２回

２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，
金盃２着

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，麒麟山特別，滝桜賞２着

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

ドラゴンブレス（08牡 キングカメハメハ）入着２回，�２勝
アファーブル（09牝 ＊ブライアンズタイム）入着，�２勝
マジカルドラゴン（10牡 ＊ブライアンズタイム）�６勝
ドラゴンマジック（12� ステイゴールド）１勝
インカンターレ（13牝 ステイゴールド）�１勝��

３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

＊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.

４代母 チヨダフジ（75栗 ＊フアバージ）１勝
［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.

107 マジックシアター２０２０ 牡・鹿 ４／ ５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスマジックシアター ＊パラダイスクリーク

��
��
�マジカルウーマン鹿 2006 ブレイブウーマン

＊ビユーチフルドリーマー 12
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631
生 産 牧 場： ㈲フジワラファーム
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

母 ＊リトルシャンブルズ（11 GB栗 Shamardal）GB３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：海外－１（２）〕
エルモクラテスHermocrates（16 FR牡鹿 Farhh）�GB２勝
ダイコトミーDichotomy（18 GB牡鹿 Dabirsim）�海外未出走
オクシデンタル（19牡栗 No Nay Never）�未出走

２代母 メイオーシスMeiosis（97 USA鹿 Danzig）GB・IRE・USA１勝
ラヒーヤ Rahiyah（04牝 Rahy）GB・FR１勝，仏１０００ギニー‐G1 ３着，ロックフ

ェルＳ‐G2 ２着，Guisborough S‐L ２着
デカスリートDecathlete（11 牡 Medaglia d'Oro）FR・UAE２勝，ラロシェ

ット賞‐G3 ２着
ドラムモアDrummore（15牡 Dubawi）�FR・UAE２勝，P. Montenica

‐L ２着
ファイナルソング Final Song（17牝 Dark Angel）�GB・UAE・SAU３勝，

ナドアルシバターフスプリント‐G3，アルクオズスプリント‐G1 ２着，
クイーンメアリーＳ‐G2 ３着，ダッチェスオヴケンブリッジＳ‐G2 ３着，
Dubai Sprint‐L ２着，etc.

オコティージョOcotillo（13� Raven's Pass）GB・IRE・GER・BEL３勝
ネヴァーサレンダーNever Surrender（14� High Chaparral）�GB２勝

３代母 ゴ－ルデンオピニオンGolden Opinion（86 USA栗 Slew o' Gold）GB・F
R４勝，コロネイションＳ‐G1，サンドリンガム賞‐G3，ロンポワン賞‐G3，P.
Montenica‐L，ジュライＣ‐G1 ２着，etc.
リーガルオピニオン Legal Opinion（93牝 Polish Precedent）FR出走

イナーテンプル Inner Temple（00 牡 Rahy）FR３勝，P. du Haras de la Hu
derie‐L

トルジー Tolzey（01牝 Rahy）GB・FR・GER１勝，P. des Lilas‐L ２着，
Albany S‐L ２着，Hilary Needler Trophy‐L ２着

ダリーンDareen（98牝 Rahy）FR２勝
ウェイトアンドシーWait and See（05牝 Montjeu）FR２勝，ヴァントー賞

‐G3 ２着
ダクシャDaksha（10牝 Authorized）FR・GER４勝，アレフランス賞‐G3，

Iffezheimer Diana‐Trial‐L，Nereide‐Rennen‐L，etc.

108 リトルシャンブルズ２０２０ 牡・栗 ４／ ２
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellダイワメジャー ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットブーケ栗 2001 ＊スカーレツトインク

＊

シャマルダル Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Shamardal Helsinkiリトルシャンブルズ メイオーシス Danzig

��
��
�Meiosis栗GB 2011 Golden Opinion

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

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： オークツリーファーム＝平取町二風谷 �080-5582-8673
生 産 牧 場： オークツリーファーム
飼 養 者： オークツリーファーム＝平取町二風谷 �080-5582-8673

母 ピエスドール（14鹿 ステイゴールド）�３勝
初仔

２代母 ＊マネーキャントバイミーラヴ（06 IRE 鹿 Pivotal）GB・USA２勝，Sandrin
gham S‐L，Height Of Fashion S‐L，英ナッソーＳ‐G1 ３着，Pretty Poll
y S‐L ３着
マイフリヴァ（11牡 Smart Strike）１勝
ミッキーロケット（13牡 キングカメハメハ）５勝，宝塚記念‐G1，日経新春杯‐G2，

神戸新聞杯‐G2 ２着，中日新聞杯‐G3 ２着，有馬記念‐G1 ４着，etc.，種牡馬
ダノンポピー（15牝 ダイワメジャー）２勝，種市特別，野島崎特別２着

３代母 サブリアン Sabreon（97 GB鹿 Caerleon）GB１勝
ムーンクリスタルMoon Crystal（05 牝 ＊ファスリエフ）GB２勝

メリットアイランドMerritt Island（12牝 Exceed And Excel）GB・FR３勝，
P. Occitanie‐L ２着

フラッドウォーニング FloodWarning（14牝 Pivotal）GB・FR３勝，P. Solitud
e‐L ２着，Newbury Fillies' Trial S‐L ２着

４代母 サブリア Sabria（91 USA黒鹿 Miswaki）不出走
［子］ ランドシーア Landseer（99 牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・USA４勝，

仏２０００ギニー‐G1，キーンランドターフマイル‐G1，コヴェントリー
Ｓ‐G3，etc.

イフティアル Ikhtyar（00 牡 Unfuwain）GB・FR２勝，Gala S‐L，
プリンスオヴウェイルズＳ‐G1 ３着，スコティッシュダービー‐G2
３着，etc.，種牡馬

モーリスユトリロMaurice Utrillo（06� Sadler's Wells）IRE・SIN８勝，
Singapore Gold Cup‐L ２着，New Year Cup‐L ３着

［孫］ アイキャンフライ I Can Fly（15 牝 Fastnet Rock）GB・FR・IRE・US
A・UAE４勝，ソロナウェイＳ‐G2，Ruby S‐L，クイーンエリザ
ベス二世Ｓ‐G1 ２着，etc.

ヴァイカウントバーフィールド Viscount Barfield（13� Raven's Pass）
�GB・FR・UAE・NOR・SWE７勝，City Plate S‐L，ポーラー
Ｃ‐G3 ２着，Varsprint‐L ２着，etc.

109 ピエスドール２０２０ �・鹿 ３／３１

＊

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

＊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エスドール
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2014 Sabreon

4n
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

母 ＊イースターアイランド（14 USA栗 Giant's Causeway）USA出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ヴィクトリオン（18牡鹿 Uncle Mo）�１勝

２代母 オーサムマリア Awesome Maria（07 USA芦 Maria's Mon）USA９勝，オ
グデンフィップスＨ‐G1，メイトロンＳ‐G2，シュヴィーＨ‐G2，セイビンＳ
‐G3（２回），ランパートＳ‐G3（２回），etc.
オーエマAwe Emma（15牝 War Front）�USA４勝
カルトゥーシュCartouche（18牝 Galileo）�IRE１勝

３代母 ディスクリートリーオーサムDiscreetly Awesome（02 USA鹿 Awesome Again）
不出走

４代母 プリティディスクリート Pretty Discreet（92 USA鹿 Private Account）US
A３勝，アラバマＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1 ２着，フリゼットＳ‐G1 ３着，T
urnback The Alarm H‐L ３着
［子］ ディスクリートリーマインDiscreetly Mine（07牡 Mineshaft）USA５勝，

キングズビショップＳ‐G1，アムステルダムＳ‐G2，リズンスター
Ｓ‐G2，etc.，種牡馬

＊ディスクリートキャット（03牡 Forestry）USA・UAE６勝，シガーマイ
ル‐G1，ジェロームＢＣＨ‐G2，ＵＡＥダービー‐G2，etc.，種牡馬

プリティーワイルド PrettyWild（00 牡 Wild Again）USA７勝，Mr.
Prospector S，Frisk Me Now S，米フュチュリティＳ‐G1 ２着，etc.，
種牡馬

［孫］ チャリー Chary（06牝 Montbrook）USA３勝，Calder Oaks‐L
＊コーテサン（11牝 ＊ストリートセンス）USA３勝，Keertana S，Juve

nile Filly Turf S‐R，Ladies Marathon S‐L ２着，etc.
コンコルドズエッジ Concorde's Edge（02牡 Concorde's Tune）USA
４勝，Gilded Time S

［曾孫］ ブロードウェイラン Broadway Run（15牝 Prospective）�USA２勝，
Coronation Cup S‐L，License Fee S‐L ２着，City Of Ocal
a Florida Sire S‐R ２着，etc.

110 イースターアイランド２０２０ 牡・栗 ４／１５
＊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

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Giant's Causeway Mariah's Stormイースターアイランド オーサムマリア Maria's Mon

��
��
�Awesome Maria栗USA 2014 Discreetly Awesome

2n
ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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

母 ＊トゥルヴァ（15 GB鹿 Frankel）不出走
初仔

２代母 トロージャンクイーンTrojan Queen（06 USA鹿 ＊エンパイアメーカー）FR
１勝
エマージェント Emergent（13 牝 Oasis Dream）IRE１勝，デリンズタウンスタッ

ド１０００ギニーＴＲ‐G3 ３着，Salsabil S‐L ３着
サンガリウス Sangarius（16 牡 Kingman）�GB４勝，ハンプトンコートＳ‐G3，

Quebec S‐L，Flying Scotsman S‐L，ハクスリーＳ‐G2 ２着，Her
on S‐L ３着

ハイドロズHydros（17 牡 Frankel）�GB１勝

３代母 バンクスヒル Banks Hill（98 GB鹿 ＊デインヒル）GB・FR・USA５勝，ジ
ャックルマロワ賞‐G1，コロネイションＳ‐G1，ＢＣターフ牝馬‐G1，サンドリ
ンガム賞‐G2，仏１０００ギニー‐G1 ２着，etc.
アイディアルワールド Ideal World（05 牡 Kingmambo）FR４勝，P. de Reux

‐L，P. Pelleas‐L，ニエル賞‐G2 ２着，種牡馬
ロマンティカ Romantica（09 牝 Galileo）FR・USA４勝，ジャンロマネ賞‐G1，

ノネット賞‐G2，アレフランス賞‐G3，etc.

４代母 ハシリ Hasili（91 IRE 鹿 Kahyasi）FR４勝，P. des Sablonnets‐L，P.
des Lilas‐L ２着，P. Imprudence‐L ２着
［子］ シャンゼリゼ Champs Elysees（03 牡 ＊デインヒル）FR・ITY・USA・C

AN６勝，ハリウッドターフカップ‐G1，カナディアンインターナシ
ョナルＳ‐G1，ノーザンダンサーターフＳ‐G1，etc.，種牡馬

インターコンティネンタル Intercontinental（00 牝 ＊デインヒル）GB・F
R・USA13 勝，メイトリアークＳ‐G1，ＢＣターフ牝馬‐G1，ギャラ
クシーＳ‐G2，etc.

カシーク Cacique（01牡 ＊デインヒル）GB・FR・USA７勝，マンノウォ
ーＳ‐G1，マンハッタンＨ‐G1，ダニエルヴィルデンシュタイン賞
‐G2，etc.，種牡馬

ヒートヘイズ Heat Haze（99牝 Green Desert）FR・IRE・USA７勝，ビヴ
ァリーディＳ‐G1，メイトリアークＳ‐G1，ラスシエネガスＨ‐G3，etc.

111 トゥルヴァ２０２０ �・鹿 ３／１８
＊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

＊

フランケル Galileo

�
�
�
�
�

��
��

�Frankel Kindトゥルヴァ トロージャンクイーン ＊エンパイアメーカー

��
��
�Trojan Queen鹿GB 2015 Banks Hill

11
デインヒルM4×M4

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
生 産 牧 場： ㈲岡田牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

母 ＊シティウェルズ（12 CAN鹿 City Zip）CAN２勝，オンタリオコリーンＳ‐G3 ３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
グラッツィエディオ（17牝栗 Tonalist）��入着�１勝
リッケンバッカー（18牡鹿 ロードカナロア）�１勝，アーリントンＣ‐G3 ２着，

ＮＨＫマイルＣ‐G1 ４着
ドゥライトアルディ（19牝鹿 ＊ドレフォン）�未出走

２代母 ミーティアウェルズMeteorWells（02 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
メルトシティMelt City（09 牡 Proud Citizen）RUS４勝
マイスムーズトーカーMy Smooth Talker（11� Yes It's True）USA４勝
スマッシュアンドダッシュ Smash and Dash（14� ＊ハードスパン）USA２勝

３代母 ミーティアステイジMeteor Stage（82 USA黒鹿 Stage Door Johnny）US
A入着２回
フルステージ Full Stage（86牡 Full Partner）USA・PR８勝，C.Jorge Washin

gton‐L，種牡馬
ステイジコロニー Stage Colony（87牡 Pleasant Colony）USA10 勝，フォートマ

ーシーＨ‐G3，ラトガーズＨ‐G3，Royal Palm H‐L，etc.，種牡馬
プレザントステイジ Pleasant Stage（89牝 Pleasant Colony）USA２勝，ＢＣジュ

ヴェナイルフィリーズ‐G1，オークリーフＳ‐G2，エイコーンＳ‐G1 ２着，etc.
ミーティアコロニーMeteor Colony（93牝 Pleasant Colony）USA１勝

チェインジインザウェザー Changeintheweather（99 牡 GoneWest）USA５
勝，グレイＳ‐G1，Gate Dancer S，ボルティモアＨ‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

コロニアルプレイ Colonial Play（94 牝 Pleasant Colony）USA４勝，オーキッドＨ
‐G2，シープスヘッドベイＨ‐G2 ３着，ボイリングスプリングズＨ‐G3 ３着
マーシュサイドMarsh Side（03牡 GoneWest）USA・CAN・UAE７勝，ノ

ーザンダンサーターフＳ‐G1，カナディアンインターナショナルＳ‐G1，
スカイクラシックＳ‐G2，etc.，種牡馬

ソーラーコロニー Solar Colony（95牝 Pleasant Colony）USA２勝
アセンディングエインジェルAscending Angel（11 牝 Pulpit）USA入着５回

＊ナダル（17牡 Blame）USA４勝，アーカンソーダービー‐G1，サンヴィセ
ンテＳ‐G2，レベルＳ‐G2，種牡馬

112 シティウェルズ２０２０ 牡・鹿 ３／ １

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊

シティジップ Carson City

�
�
�
�
�

��
��

�City Zip Baby Zipシティウェルズ ミーティアウェルズ Sadler's Wells

��
��
�MeteorWells鹿CAN 2012 Meteor Stage

23b
Northern Dancer M4×S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： トド岩高原銀河農場物語㈱＝新冠町大狩部 �0146-45-5004
生 産 牧 場： トド岩高原銀河農場物語㈲
飼 養 者： ㈱ＰＹＲＡＭＩＤ ＴＲＡＩＮＩＮＧ＝新冠町西泊津 �080-6092-3040

母 ターコイズ（15栗 ＊ハードスパン）出走
初仔

２代母 ＊アクアリスト（03 GB栗 ＊コロナドズクエスト）不出走
スピリットレイク（10牝 Invincible Spirit）２勝
スモーダリング（12牝 ＊パイロ）３勝
エレメンツ（13牝 ＊パイロ）１勝
ファッショニスタ（14牝 ＊ストリートセンス）５勝，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ３

着，etc.，��３勝，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1，スパーキングＬＣ‐Jpn3
（２回），ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ３着，Ｌプレリュード‐Jpn2 ２着

ホットミスト（17牝 ＊パイロ）１勝

３代母 オイスターキャッチャーOyster Catcher（96 IRE 鹿 Bluebird）IRE３勝，
Belgrave S‐L，コンコルドＳ‐G3 ３着

４代母 ブリッジドBrigid（91 USA栗 Irish River）FR１勝
［子］ ＊リッスン（05牝 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，フィリーズマイル‐G1，

Balanchine S‐L，モイグレアスタッドＳ‐G1 ２着，etc.
セクオイア Sequoyah（98牝 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，モイグレ
アスタッドＳ‐G1，Debutante Fillies S‐L ２着，レイルウェイＳ
‐G3 ３着

［孫］ ヘンリーザナヴィゲイター Henrythenavigator（05 牡 Kingmambo）GB
・FR・IRE・USA６勝，英２０００ギニー‐G1，愛２０００ギニー‐G1，セン
トジェイムズパレスＳ‐G1，etc.，種牡馬

タッチングスピーチ（12牝 ディープインパクト）３勝，ローズＳ‐G2，エ
リザベス女王杯‐G1 ３着，京都記念‐G2 ２着

ゾフェール Zofelle（16 牝 Zoffany）�GB・USA５勝，マーシュアズリ
ヴァーＳ‐G3，Pago Hop S，チャーチルディスタフマイルＳ‐G2
３着，etc.

クイーンクレオパトラQueen Cleopatra（03 牝 Kingmambo）GB・FR
・IRE１勝，デリンズタウンスタッド１０００ギニーＴＲ‐G3，仏オーク
ス‐G1 ３着，愛１０００ギニー‐G1 ３着，etc.

113 ターコイズ２０２０ 牡・鹿 ２／ １

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒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

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystターコイズ
＊

＊コロナドズクエスト

��
��
�アクアリスト栗 2015 Oyster Catcher

9b
Danzig M3×S4 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer M4×S5×S5
Damascus S5×M5
価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲小島牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2505
生 産 牧 場： ㈲桑田ファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

母 ファーレサルティ（06黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－２（６）〕
サルタレロ（12牡鹿 メイショウサムソン）�３勝�２勝
ダンサクドゥーロ（14牡芦 ＊クロフネ）４勝，北國新聞杯（Ｄ1900）３着，天草特別
（Ｄ1700）３着，���出走

ニューリリース（17牡栗 ジャスタウェイ）入着，��１勝
アカヒゲ（18牡栗 ＊ヨハネスブルグ）�出走
サパテアール（19牡青鹿 ＊プリサイスエンド）�未出走

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

日本海Ｓ，加治川特別，魚野川特別，etc.
マイケイティーズ（98牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

アドマイヤムーン（03牡 ＊エンドスウィープ）９勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，京都記念‐G2，札幌記念‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，UAE・HK
G１勝，ドバイデューティフリー‐G1，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

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

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

やまき賞
ケイアース（04牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，牡丹賞，八重桜賞２着，初霜特別３

着，神奈川新聞杯３着
ケイティーズジェム（08牝 ディープインパクト）２勝，白菊賞２着
ケイティーズハート（09牝 ハーツクライ）３勝，羊蹄山特別２着，エリモハリアー

Ｃ３着
エフフォーリア（18牡 エピファネイア）�４勝，皐月賞‐G1，共同通信杯‐G3，

日本ダービー‐G1 ２着，百日草特別

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

114 ファーレサルティ２０２０ 牡・黒鹿 ５／１９
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲
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��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

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

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイファーレサルティ
＊ Kris

��
��
�ケイティーズファースト黒鹿 2006 Katies

7f
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718
生 産 牧 場： ㈲矢野牧場
飼 養 者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718

母 ＊キストゥリメンバー（11 USA栗 Big Brown）USA７勝，チルッキＳ‐G2，Mo
nroe H，Pago Hop S，Battle Of New Orleans S，バレリーナＳ‐G1 ２
着，etc.
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ベゼドランジュ（18牝栗 ハーツクライ）�１勝

２代母 タフトリルクイーン Taft Lil Queen（95 USA栗 Irish Open）USA11 勝，
Cy‐Fair S，Suthern Accent S２着，Monique Rene H２着，Dixie
Miss S２着，Majorette H３着（２回），etc.
エルヴィエント El Viento（03 牡 El Corredor）PR７勝，C.Agustin Mercado Re

veron‐L，C. Dia Del Fanatico Hipico‐L，C.Jose Coll Vidal‐L，C
.GeorgeWashington‐L ２着

キスザブリーズKiss the Breeze（05牝 Kafwain）USA１勝
キスザダディ Kiss the Daddy（10牝 Scat Daddy）USA７勝，Power By F

ar H‐R
ザプリンス The Prince（06� Not For Love）USA９勝，JimmyWinkfield S

２着，Fred Cappy Capossela S３着
フォーロイヤルティ For Royalty（07 牝 Not For Love）USA２勝，Mountaine

er Juvenile Fillies S‐L
バックフリップ Back Flip（12 牝 Super Saver）USA１勝，O.B.S.Champi

onship S‐R ３着
コンステレイション Constellation（13牝 Bellamy Road）USA５勝，ラブレ

アＳ‐G1，Ruthless S‐L，Furlough S，マディソンＳ‐G1 ２着，
スピナウェイＳ‐G1 ３着，etc.

アッパールームUpper Room（14� Harlan's Holiday）�USA２勝，Parx
Derby３着

クイーンマムQueen Mum（15牝 Paynter）USA１勝，Rags To Riches S
２着

ピーツプレイコール Pete's Play Call（13� Munnings）�USA14 勝，Gravese
nd S‐L，Bonapaw S，トボガンＳ‐G3 ２着

３代母 エストンEston（86 USA鹿 Ancestral）USA１勝

115 キストゥリメンバー２０２０ �・鹿 ４／１１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスロードカナロア Storm Cat

��
��
�レディブラッサム鹿 2008 ＊サラトガデュー

＊

ビッグブラウン Boundary

�
�
�
�
�

��
��

�Big Brown Mienキストゥリメンバー タフトリルクイーン Irish Open

��
��
�Taft Lil Queen栗USA 2011 Eston

9b
Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 鎌田 正嗣＝浦河町西幌別 �0146-28-1971
生 産 牧 場： 鎌田 正嗣
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

母 スイートハート（15青鹿 ＊ワークフォース）出走
初仔

２代母 スプレッドウィング（01鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
メイショウナナボシ（07牝 サクラバクシンオー）２勝，鏑矢特別２着

メイショウソテツ（16牡 ＊アイルハヴアナザー）�３勝，浦佐特別，もちの木賞３着
モンキーキック（14牡 ローエングリン）��４勝�１勝�６勝

３代母 マーチンミユキ（89鹿 マルゼンスキー）３勝，姫島特別２着
フレンドレイ（97牝 ＊デインヒル）出走

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.
アデイインザライフ（11牡 ディープインパクト）６勝，新潟記念‐G3，弥
生賞‐G2 ３着，京成杯‐G3 ３着，etc.

ラフアップ（04牝 ＊クロフネ）１勝
シングルアップ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，マーガレットＳ‐L ３
着，フェニックス賞‐OP，障害１勝

バアゼルリバー（06牡 フジキセキ）４勝，白川特別，etc.，障害３勝，阪神スプ
リングジャンプ‐JG2，中山大障害‐JG1 ２着，etc.

スターペスミツコ（02牝 ＊カーネギー）１勝，須賀川特別３着
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
パールフューチャー（13牡 ネオユニヴァース）１勝，紫菊賞３着，�３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

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

116 スイートハート２０２０ 	・青 ２／２３
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲
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�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonスイートハート ＊サンデーサイレンス

��
��
�スプレッドウィング青鹿 2015 マーチンミユキ

＊コランデイア 9e
サンデーサイレンスM3×S4 Sadler's Wells S4×M4 マルゼンスキーM4×S5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



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

母 ＊サトノジェイド（11 FR鹿 Cape Cross）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
クープラン（18牡鹿 ドゥラメンテ）�１勝

２代母 ＊ミスティックリップス（04 GER鹿 ＊ジェネラス）FR・GER・ITY１勝，独オ
ークス‐G1，独１０００キニー‐G2 ２着，Dusseldorfer Stutenpreis‐L ３着
プリヴェザPreveza（09牝 Dalakhani）FR１勝
マジックリップスMagic Lips（10 牝 New Approach）GER２勝
サトノオニキス（13牝 ディープインパクト）２勝，川俣特別２着，新発田城特別３着
ミスティックグロウ（15� オルフェーヴル）３勝，魚沼特別
ハーメティキスト（16牡 ロードカナロア）�４勝，湘南Ｓ，富里特別，富良野特別，

オホーツクＳ３着
チュウワノキセキ（17牡 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，春待月賞２着，ブエナビス

タＣ２着，エリカ賞２着，北國新聞杯３着，アルメリア賞３着

３代母 マヨラータMajorata（94 GER鹿 Acatenango）GER出走

４代母 マヨリテートMajoritat（84 GER黒鹿 Konigsstuhl）GER６勝，独オークス
‐G2，独１０００ギニー‐G2，トラーヴェミュンデカジノ賞‐G3，Fruhjahrs‐Stute
n Preis‐L，バイエリシェスツフトレネン‐G2 ２着，etc.
［子］ マリナスMalinas（01 牡 Lomitas）GER・ITY２勝，ウニオンレネン‐G2，

独ダービー‐G1 ２着，伊ジョッキークラブ大賞‐G1 ３着，etc.，種牡馬
［孫］ ＊ムーンレディ（97牝 Platini）FR・GER・USA６勝，ロングアイランドＨ

‐G2，独セントレジャー‐G2，ドイツヘロルト賞‐G3，etc.
ミナッチアMinaccia（95 牝 Platini）GER４勝，Meile Der Nord‐L，

Preis Des Gestutes Wiesenhof‐L，Grosser Hoppegartener Stu
tenpreis Der 3‐L ２着

メンドシノMendosino（99� Acatenango）GER１勝，P. der Junghei
nrich Gabelstapler‐L，Dallmayr Prodomo‐Trophy‐L ３着，
GB障害４勝

マリンダMalinda（98牝 Law Society）GER・ITY４勝，Dallmayr Pr
odomo‐Trophy‐L

117 サトノジェイド２０２０ 牡・黒鹿 ４／２８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊

ケイプクロス Green Desert

�
�
�
�
�

��
��

�Cape Cross Park Appealサトノジェイド
＊

＊ジェネラス

��
��
�ミスティックリップス鹿FR 2011 Majorata

8a
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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

母 シエルクレール（15鹿 ダイワメジャー）�２勝
初仔

２代母 ＊シエルルージュ（06 FR鹿 Red Ransom）FR・USA２勝，レゼルヴォワール
賞‐G3 ２着，P. Aymeri de Mauleon‐L ３着
ダーダネルス（13牡 ディープスカイ）�２勝
プライム（16� ダイワメジャー）２勝
ルルルージュ（18牝 ダイワメジャー）�１勝，雪うさぎ賞２着

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

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

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

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

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

スペシャルギャラリー Special Gallery（89 牝 Tate Gallery）GB・IRE・B
RZ６勝，P. Tiradentes‐L，コルデイロデグラーサ大賞‐G2 ３着

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

コモンワールド CommonWorld（99 牡 ＊スピニングワールド）GB・FR
・IRE・GER・UAE・NOR８勝，グラッドネスＳ‐G3，ヴェストラ
ンデスバンク大賞‐G3，Ruby S‐L，etc.，種牡馬

118 シエルクレール２０２０ 牡・黒鹿 ５／ ６
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケシエルクレール
＊ Red Ransom

��
��
�シエルルージュ鹿 2015 Raisonnable

4g
サンデーサイレンスM3×S4 Kris S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041
生 産 牧 場： ㈲北島牧場
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

母 ＊ジャズプリンセス（02 IRE 黒鹿 Bahhare）IRE４勝，アサシＳ‐G3，愛パークＳ
‐G3，リッジウッドパールＳ‐G2 ２着，Kilboy Estate S‐L ２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（２）〕
ハーマンミュート（10�青鹿 Oasis Dream）１勝
ロジネオ（13牡黒鹿 ヴィクトワールピサ）�２勝�入着
スペースシップ（17牡芦 ゴールドシップ）�１勝，あすなろ賞（芝 2000）３着

２代母 ジャズアップ Jazz Up（98 GB鹿 Cadeaux Genereux）不出走
ラドリードラゴンRudry Dragon（04牡 Princely Heir）GB・QAT２勝
ショーラーン Sholaan（09� Invincible Spirit）�GB・UAE５勝，Garhoud Sp

rint‐L ３着，Jebel Ali Sprint‐L ３着
バウンスザブルーズ Bounce The Blues（17 牝 Excelebration）�GB・IRE２勝，

Owenstown Stud S‐L，チャートウェルフィリーズＳ‐G3 ２着，Rose
mary S‐L ２着，セプターＳ‐G3 ３着

３代母 スロージャズ Slow Jazz（91 USA黒鹿 Chief's Crown）FR３勝，P. Petite
Etoile‐L，Criterium de l'Ouest‐L ２着
メロージャズMellow Jazz（97 牝 Lycius）GB２勝

インプロヴァイズ Improvise（02 牝 Lend a Hand）GB・USA１勝，Etern
al S‐L ２着

ミスターカヴァーンMister Cavern（99� Lion Cavern）FR・ITY９勝，P. d'E
state‐L，P. Eupili‐L，プリミパッシ賞‐G3 ２着，etc.

マガダールMagadar（03 牝 Lujain）GB１勝
ミスオコナーMiss O Connor（15 牝 Roderic O'Connor）�GB・FR・IRE４

勝，パース賞‐G3，Dick Hern S‐L
アイリッシュアドミラル Irish Admiral（17� French Navy）�GB・IRE２勝，

Knockaire S‐L ３着
ランダマイザーRandomizer（04 牝 Elusive Quality）USA入着３回

ジョークセンジャズ Jokes N Jazz（09 牝 It's No Joke）USA４勝，Donna Ree
d S‐R，Iowa Breeders' Oaks‐R，Iowa Sorority S‐R ３着

ズーラ Zoola（10 牝 Iffraaj）GB・IRE１勝，Harry Rosebery S‐L ２着，Tip
perary S‐L ３着

119 ジャズプリンセス２０２０ �・鹿 ４／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊

バッハーレ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�Bahhare Wasnahジャズプリンセス ジャズアップ Cadeaux Genereux

��
��
�Jazz Up黒鹿IRE 2002 Slow Jazz

16
Halo S4×S5 Danzig S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲服部牧場＝新ひだか町静内神森 �0146-42-1477
生 産 牧 場： ㈲服部牧場
飼 養 者： ㈲服部牧場＝新ひだか町静内神森 �090-8906-7169

母 フェアレディ（15鹿 ハーツクライ）��入着
初仔

２代母 ＊レディインディ（01 USA鹿 A.P. Indy）CAN入着
モーメントオヴマジェスティMoment of Majesty（07 牝 Saint Liam）USA・CAN

４勝，Belle Mahone S‐L，Zadracarta S‐R，ダンススマートリーＳ‐G2
２着，カナディアンＳ‐G2 ３着，River Memories S‐L ２着，etc.
フールズゴールド Fools Gold（15 牝 Medaglia d'Oro）�USA４勝，ワヤＳ

‐G3，River Memories S‐L ２着，Powder Break S２着，ワヤＳ
‐G3 ３着，Miss Liberty S‐L ３着

トーセンレディ（10牝 ダイワメジャー）１勝，��５勝
リーゼントロック（11牡 ダイワメジャー）６勝，大沼Ｓ‐L，マーチＳ‐G3 ３着，総武

Ｓ‐OP ２着，マリーンＳ‐OP ３着，etc.，�入着��，佐賀記念‐Jpn3 ２着
サトノファンタス（12牡 ステイゴールド）１勝
ロッキーバローズ（14� マンハッタンカフェ）１勝

３代母 フィジー Fiji（94 GB鹿 RainbowQuest）GB・USA８勝，ゲイムリーＨ
‐G1，イエローリボンＳ‐G1，サンタバルバラＨ‐G2，サンタアナＨ‐G2，Go
lden Daffodil S‐L，etc.
マルクスアンドロニクスMarcus Andronicus（03 牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE

１勝，仏２０００ギニー‐G1 ２着，グリーナムＳ‐G3 ２着，Tyros S‐L ２着，etc.，
種牡馬

ルプリデュサン Le Prix Du Saint（11 牝 ＊ハードスパン）IRE入着
ミニスターヤリズMinister Yari's（17 牝 Raison d'Etat）�PR２勝，C.Vers

et'S Jet‐LR ２着

４代母 アイランドジャンボリー Island Jamboree（86 USA鹿 Explodent）USA10
勝，Lyrique H‐L，Run For The Roses S，Chapel Belle S，Southla
nd S，Senorita S，etc.
［孫］ ジャワズウォー Java's War（10 牡 War Pass）USA・CAN３勝，ブル

ーグラスＳ‐G1，Sunday Silence S‐L，ブリーダーズフュチュリ
ティ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

120 フェアレディ２０２０ 牡・鹿 ４／１０
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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスフェアレディ
＊ A.P. Indy

��
��
�レディインディ鹿 2015 Fiji

2e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲水上牧場＝新ひだか町三石稲見 �0146-35-3039
生 産 牧 場： 水上 習孝
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

母 ＊スキャンダルシート（06 IRE 鹿 Galileo）IRE２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ミュゼリバイアサン（13�鹿 Intense Focus）１勝
キズナハイトーン（17�黒鹿 キズナ）入着，��１勝

２代母 サンドレラ Sandrella（95 IRE 鹿 Darshaan）不出走
キティホークミスKitty Hawk Miss（05 牝 Galileo）IRE２勝
ネヴァーレットユーダウンNever Let You Down（07牝 Barathea）FR・BEL入着

ドリームデスティネイションDream Destination（13� Showcasing）GB・I
RE１勝，サイレニアＳ‐G3 ２着

グレンカダムゴールドGlencadam Gold（08� Refuse to Bend）GB・AUS６勝，
ＡＴＣメトロポリタンＨ‐G1，ＮＪＣニューカースルＧＣ‐G3，ATC Pre
mier'S C‐L，ＡＴＣヒルＳ‐G2 ２着

モスマンMothman（09牡 Barathea）FR１勝，P. de l'Avre‐L ３着

３代母 トライトゥキャッチミ－Try to Catch Me（86 USA鹿 Shareef Dancer）
FR１勝
ナワフェルNawafell（91 牝 Kris）GB・HUN２勝

ホイフェルWhifell（07� Whipper）ITY１勝，P. Daumier‐L ３着
デザートフロリックDesert Frolic（93 牝 Persian Bold）GB５勝

ジャカルタジェイド Jakarta Jade（00牝 Royal Abjar）IRE・USA３勝，Bl
ueWind S.‐L ３着

カードル Cadre（05� ＊キングズベスト）GB・UAE３勝，Fortune S‐L ３着
デュバイプリンスDubai Prince（08� Shamardal）GB・IRE・UAE５勝，ス

トレンソールＳ‐G3，キラヴランＳ‐G3，GB・IRE障害６勝
＊ストーミングホーム（98牡 Machiavellian）GB・FR・USA８勝，英チャンピオン

Ｓ‐G1，チャールズホイッティンガムメモリアルＨ‐G1，クレメントＬハーシ
ュターフＣｈ‐G1，キングエドワード七世Ｓ‐G2，etc.，種牡馬

４代母 イツインジエア It's in the Air（76 USA鹿 Mr. Prospector）USA16 勝，ヴ
ァニティＨ‐G1（２回），アラバマＳ‐G1，ラフィアンＨ‐G1，デラウェアオーク
ス‐G1，オークリーフＳ‐G2，etc.

121 スキャンダルシート２０２０ 牡・鹿 ３／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaスキャンダルシート サンドレラ Darshaan

��
��
�Sandrella鹿IRE 2006 Try to Catch Me

4k
Mr. Prospector S4×M5×M5 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈱ハクレイファーム＝新冠町緑丘 �0146-47-1051
生 産 牧 場： ㈱ハクレイファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

母 ミニョネット（10栗 ＊クロフネ）入着５回，�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ケイティパッション（16牡鹿 ＊ワークフォース）�１勝�入着２回
カフジドラド（18牡栃栗 エピファネイア）�出走

２代母 ビスクドール（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着
アイスドール（03牝 ＊キャプテンスティーヴ）６勝，エニフＳ‐L，オアシスＳ‐L ３

着，紫苑Ｓ‐L ３着，花園Ｓ，etc.，��入着，クイーン賞‐Jpn3 ３着
レースドール（04牝 ＊クロフネ）２勝，ひいらぎ賞３着
ドリームローズ（05牝 サクラバクシンオー）１勝，矢車賞３着
ジュモー（06牝 タニノギムレット）３勝

プロフェット（13� ＊ハービンジャー）２勝，京成杯‐G3，札幌２歳Ｓ‐G3 ２
着，白富士Ｓ‐L ３着，ＴＶｈ賞２着，関門橋Ｓ２着，etc.

クラージュゲリエ（16牡 キングカメハメハ）�２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都
２歳Ｓ‐G3，日経新春杯‐G2 ３着，アンドロメダＳ‐L ２着，共同通信杯
‐G3 ３着，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，etc.

バトードール（07牡 ＊クロフネ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，端午Ｓ‐OP，etc.，
��２勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，報知ＧＰＣ，報知オールスタ
ーＣ２着，etc.

オウケンビリーヴ（13牝 ＊クロフネ）５勝，陽春Ｓ，大山崎特別，etc.，�１勝��
入着２回，クラスターＣ‐Jpn3，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3 ２着，スパーキ
ングＬＣ‐Jpn3 ２着

３代母 ＊フェアリードール（91 USA栗 Nureyev）GB出走
トゥザヴィクトリー（96牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，

サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，UAE入着，優古牝
ビーポジティブ（99牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，��１勝�，クイーン賞‐Jpn3，

エンプレス杯‐Jpn2 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着
サイレントディール（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，武蔵野Ｓ‐G3，シンザン記

念‐Jpn3，etc.，�１勝��入着	，佐賀記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

４代母 ドリームディールDream Deal（86 USA栗 Sharpen Up）USA４勝，モンマ
スオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ２着，アラバマＳ‐G1 ３着，Revidere S２着

122 ミニョネット２０２０ 
・栗 ２／２２

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hasiliハービンジャー ペナンパール Bering

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューミニョネット ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビスクドール栗 2010 ＊フェアリードール

9f
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲オリエント牧場＝新冠町高江 �0146-47-2643
生 産 牧 場： ㈲オリエント牧場
飼 養 者： オリエントファーム＝新冠町高江 �0146-47-2787

母 ＊シルキークラフト（04 USA栗 Crafty Prospector）�６勝�
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－３（５）〕
ロジウエスト（10牝鹿 ＊ケイムホーム）１勝
テーオーエナジー（15牡栗 カネヒキリ）�４勝，師走Ｓ‐L（Ｄ1800），ポルックス

Ｓ‐OP（Ｄ1800），��１勝�入着��，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，佐賀記念‐Jpn3
３着，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ５着

ブルベアロッソ（16牝栗 アドマイヤムーン）��３勝
シルキークォーツ（18牝鹿 メイショウサムソン）��１勝

２代母 ＊オシアナ（83 USA鹿 Northern Dancer）不出走
ウォーターエインジェルWater Angel（88 牝 Halo）不出走

イクスポーネントExponent（95 牝 Exbourne）不出走
ドレイトンDrayton（04� Danetime）GB・IRE・SAF・UAE・MUS４勝，
Coolmore S‐L，Marble Hill S‐L，レイルウェイＳ‐G2 ２着

ウェストインディズWest Indies（91 牝 GoneWest）不出走
インディアンヘイロー Indian Halo（95牝 Halo）USA入着
インディアンオーシャン Indian Ocean（02牡 Stormy Atlantic）USA３
勝，アファームドＨ‐G3，スワップスＢＣＳ‐G2 ３着，種牡馬

コロニーベイColony Bay（92牝 Pleasant Colony）USA出走
リンジージーン Lindsay Jean（98牝 Saint Ballado）USA７勝，ブラウンベス

Ｈ‐G3，Miss America H‐L，Moment To Buy H‐L，Autumn Le
aves H，Palo Alto H，etc.

クローゼット Crozet（01 牝 ＊カリズマティック）USA３勝，BayMeadows
Oaks‐L

オナーコロニー Honour Colony（02牝 Honour and Glory）USA７勝，L
ady Canterbury Breeders' Cup S‐L，John Bullit S３着

ビワシンセイキ（98牡 ＊フォーティナイナー）８勝，フェブラリーＳ‐Jpn1 ２着，etc.，
�１勝	
１勝����入着７回，とちぎマロニエＣ‐Jpn3，かきつ
ばた記念‐Jpn3，東京大賞典‐Jpn1 ２着，帝王賞‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

３代母 サウスオーシャン South Ocean（67 CAN鹿 New Providence）USA４勝，
Canadian Oaks，Yearling Sales S，Bison City S２着，Maple Le
af S２着，Belle Mahone S２着，etc.

123 シルキークラフト２０２０ �・栗 ３／１３

＊

＊ 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

＊

クラフティプロスペクター Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Crafty Prospector Real Crafty Ladyシルキークラフト
＊ Northern Dancer

��
��
�オシアナ栗USA 2004 South Ocean

4j
Northern Dancer M3×S5 South OceanM3×S5 Raise a Native M4×S5
Native Dancer M5×M5
価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339
生 産 牧 場： ㈱タイヘイ牧場
飼 養 者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339

母 サウンドアドバイス（10栗 アグネスタキオン）３勝，桶狭間Ｓ（Ｄ1400）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
カフジアマリージャ（18牝栗 エピファネイア）�入着

２代母 ミネルバサウンド（03鹿 ＊ブライアンズタイム）４勝，アカシヤ特別，噴火湾
特別３着
ミネルバローズ（09牝 フジキセキ）不出走

メラン（16牡 ＊アルデバランⅡ）�２勝
ハッスルバッスル（14牡 ネオユニヴァース）２勝
アートノーブル（16牝 ハーツクライ）�１勝
ブレイヴサウンド（17牡 ダイワメジャー）���未出走�１勝�入着
エイジ（18牡 キズナ）��２勝

３代母 シンメイミネルバ（97黒鹿 Caerleon）出走
モンテミウ（05牝 ＊ボストンハーバー）２勝，はやぶさ賞，中京日経賞２着
サウンドオブハート（09牝 アグネスタキオン）６勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，ターコイズ

Ｓ‐L，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，etc.
チビラーサン（16牝 ＊ケープブランコ）�２勝，鷹巣山特別２着，春菜賞２着，

神奈川新聞杯３着
カフェブリリアント（10牝 ＊ブライアンズタイム）６勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，府中牝馬

Ｓ‐G2 ３着，京成杯オータムＨ‐G3 ２着，etc.

４代母 ＊フジャブ（92 USA鹿 Woodman）GB１勝
［子］ スペランツァ（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，すずらん賞‐OP ２着，

クローバー賞‐OP ２着
テンカタイヘイ（00牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，駒場特別，矢作川特
別，相模特別２着，etc.

エーシンハダル（07牡 サクラバクシンオー）４勝，ＴＶ静岡賞２着，�１
勝�10 勝���，白銀争覇３着

［孫］ シルポート（05牡 ＊ホワイトマズル）10勝，マイラーズＣ‐G2（２回），京
都金杯‐G3，ファイナルＳ‐L，etc.，種牡馬

124 サウンドアドバイス２０２０ 牡・鹿 ２／２３

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラサウンドアドバイス ＊ブライアンズタイム

��
��
�ミネルバサウンド栗 2010 シンメイミネルバ

＊フジャブ 3n
Halo M4×S5 Nijinsky S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

母 フルマークス（11栗 Kitten's Joy）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
ブラックルシアン（16牡鹿 ブラックタイド）��１勝�１勝
ケイティミラクル（17牡黒鹿 キズナ）�１勝
レコパンダンカーク（18牡栗 ＊ダンカーク）��入着�入着
ナインティゴット（19牡鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 ＊ルックトゥザキング（03 USA栗 Kingmambo）FR２勝，P. Caravelle‐L
３着
レグロン L'Aiglon（08牡 Montjeu）USA２勝

３代母 ラフィングルック Laughing Look（86 USA鹿 Damascus）不出走
ミリタリールックMilitary Look（90� Assault Landing）USA９勝，Marylan

dMillion Sprint H‐R，MarylandMillion Nursery S‐R，Hoover S‐L
２着，etc.

ウォーニンググランスWarning Glance（91� Caveat）USA14 勝，フォートマー
シーＨ‐G3，Chieftain H‐L，Fort Mchenry H‐L，etc.

＊コロナドズクエスト（95牡 ＊フォーティナイナー）USA10 勝，トラヴァーズＳ‐G1，
ハスケル招待Ｈ‐G1，ウッドメモリアルＳ‐G2，リヴァリッジＳ‐G2，ドゥ
ワイアＳ‐G2，レムゼンＳ‐G2，カウディンＳ‐G2，etc.，種牡馬

ゲイズGaze（97牝 Danzig）不出走
パルーザル Perusal（04 牡 Dynaformer）USA２勝，Lexington S‐L ３着
イメイジング Imaging（07牡 Dynaformer）USA入着４回，Vision S２着
エアサポート Air Support（08 牡 Smart Strike）USA・CAN５勝，ボーリン

ググリーンＳ‐G2，ヴァージニアダービー‐G2，トランシルヴァニアＳ
‐G3，etc.，種牡馬

ウェスタンヒューマーWestern Humor（00 牝 GoneWest）不出走
プリティアミュージングPretty Amusing（06牝 War Chant）不出走
シーズプリティラッキー She's Pretty Lucky（15牝 Lookin At Lucky）
�USA５勝，Letellier Memorial S，Miss Houston Turf S‐R ２着

オーパタOpata（11牝 Indian Charlie）不出走
ジョーヴァ Jova（15� Holiday Promise）�USA６勝，Brickyard S
‐R ２着，Indiana Futurity‐R ２着

125 フルマークス２０２０ 牡・栗 １／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

キテンズジョイ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Kitten's Joy Kitten's Firstフルマークス
＊ Kingmambo

��
��
�ルックトゥザキング栗 2011 Laughing Look

8c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

母 ＊トールディクイント（15 IRE 鹿 Sea The Stars）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
シゲルプレミアム（19牡黒鹿 キズナ）�未出走

２代母 アクイラドリエンテ Aquila D'oriente（09 ITY鹿 Dubawi）ITY３勝，Cri
terium Aretuseo‐L，マリオインチーザ賞‐G3 ３着，Criterium Femminile
‐L ３着

３代母 ファノファディガ Fanofadiga（95 IRE 鹿 Alzao）ITY６勝
フィリファネジ Figli Fanesi（08 牡 Tiger Hill）FR・ITY５勝，P. Duca d'Aosta

‐L，P. Botticelli‐L，G.P. d'Italia‐L ２着

４代母 ギフトオヴザナイトGift of the Night（90 USA黒鹿 Slewpy）FR１勝，
P. Herod‐L ２着
［子］ ＊ファルブラヴ（98牡 Fairy King）１勝，ジャパンＣ‐G1，GB・FR・IRE

・ITY・USA・HKG12勝，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G1，ヨークイ
ンターナショナルＳ‐G1，etc.，種牡馬

ファットソタ Fattsota（08� Oasis Dream）GB・FR・ITY・UAE６勝，
James Seymour S‐L ３着，GB障害２勝

［孫］ プリテンド Pretend（11� Invincible Spirit）GB・UAE７勝，Hever
Sprint S‐L，チップチェイスＳ‐G3 ２着

フィウリン Fiulin（05� Galileo）GB３勝，Further Flight S‐L，N
oel Murless S‐L ２着，英ジョッキークラブＣ‐G3 ３着，GB障害１勝

ベッラノスタルジア Bella Nostalgia（12 牝 Raven's Pass）GB１勝，
Sandown Distaff S‐L ３着

［曾孫］ ファヌルピファー Fanoulpifer（11� High Chaparral）GB・ITY６勝，
P. Giuseppe deMontel‐L，カルロダレッシオ賞‐G3 ２着，P.
Emanuele Filiberto‐L ３着

フィローナ Filona（10牝 Motivator）ITY入着７回，P. Vittorio Crespi
‐L ２着

５代母 リトルナナ Little Nana（75 FR栗 Lithiot）FR・USA10 勝，P. Francois An
dre

126 トールディクイント２０２０ �・栗 ３／２５
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellダイワメジャー ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットブーケ栗 2001 ＊スカーレツトインク

＊

シーザスターズ Cape Cross

�
�
�
�
�

��
��

�Sea The Stars Urban Seaトールディクイント アクイラドリエンテ Dubawi

��
��
�Aquila D'oriente鹿IRE 2015 Fanofadiga

4i
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 田上 徹＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2399
生 産 牧 場： 田上 徹
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

母 インヴィジブルワン（15黒鹿 ディープインパクト）１勝
初仔

２代母 ＊ワールドリープレジャー（00 USA黒鹿 Devil His Due）USA８勝，Politel
y S‐R，Summer King S３着
ウェストスピリットWest Spirit（06 牡 Smart Strike）RUS１勝
ゲイムオンデュードGame On Dude（07� Awesome Again）USA・UAE16 勝，ハ

リウッドゴールドＣ‐G1（２回），サンタアニタＨ‐G1（３回），パシフィッククラ
シック‐G1，オーサムアゲインＳ‐G1，米グッドウッドＳ‐G1，カリフォルニア
ンＳ‐G2，サンアントニオＳ‐G2（２回），チャールズタウンクラシック‐G2，etc.

マイキーMy Key（10牡 Macho Uno）KOR８勝
ワールドリースター（12牡 アドマイヤドン）１勝
カルトデュモンド（14牡 ディープインパクト）���４勝
ルプレジール（16牝 ゴールドアリュール）２勝
ケイキビーチ（17牝 キングカメハメハ）�１勝

３代母 ファストプレジャー Fast Pleasure（92 USA黒鹿 Fast Play）USA10 勝

４代母 シスプレジャーファガー Sis Pleasure Fager（80 USA栗 What a Pleasure）
USA７勝，Constitution S２着，Marigold S２着，Lieutenant Govern
or Of Kentucky S３着

５代母 プリンセスファガーPrincess Fager（72 USA栗 Dr. Fager）USA２勝
［子］ ＊プレジャーコネクション（89牝 Danzig Connection）USA８勝，Cinc

innati Trophy S‐L，Valdale S‐L，Rolling Meadows S，etc.
ジスワンフォースー Thisonefor Sue（92牡 Star de Naskra）USA２勝，
Pioneer S，Minstrel S２着

［孫］ ＊ケイエスミラクル（88牡 Stutz Blackhawk）５勝，スワンＳ‐Jpn2，マ
イルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，オパールＳ‐OP，etc.

エノマオ Enomao（92牡 Conquilot）VEN12勝，P. Ciudad de Valenci
a‐L

スリングショット Sling Shot（87� Stutz Blackhawk）USA12 勝，T
ampa Premier S‐L ３着

127 インヴィジブルワン２０２０ �・鹿 １／２１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアインヴィジブルワン
＊ Devil His Due

��
��
�ワールドリープレジャー黒鹿 2015 Fast Pleasure

1l
Halo M4×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲上水牧場＝むかわ町花岡 �0145-42-3152
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

母 アイアムノココロ（07青鹿 フジキセキ）１勝，���１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（４）〕
レークサイド（16牡鹿 ルーラーシップ）��２勝�２勝
ダンツガゼール（17牝青鹿 ルーラーシップ）�１勝
ヒロノクイーン（18牝黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�入着
テーオースパロー（19牡黒鹿 ルーラーシップ）�未出走

２代母 ＊コマーサント（00 FR鹿 Marchand de Sable）FR・USA４勝，ＥＰテイラ
ーＳ‐G1，プシュケ賞‐G3，フラワーボールＳ‐G1 ２着，フロール賞‐G3 ２着，
ペネロープ賞‐G3 ３着
ウィッシュ（08牝 ディープインパクト）入着４回

エンドーツダ（16牝 ＊タートルボウル）�２勝
ベストディール（09牡 ディープインパクト）３勝，京成杯‐G3，百日草特別
オーダードリブン（13牡 ディープインパクト）１勝，鞍ケ池特別３着，糸魚川特別

３着，��出走
ペルソナデザイン（16牡 ハーツクライ）�１勝，国分寺特別２着

３代母 デセプシヨンDeception（93 FR鹿 Tropular）FR入着３回
デフラシヨンDeflation（99� Marchand de Sable）FR４勝，G.P. Inter‐Regio

nal des 3ans‐L ２着，FR障害１勝

４代母 ブラッシングオークBlushing Oak（87 FR鹿 ＊クリスタルグリツターズ）FR
入着２回

５代母 オークワンドOakWand（69 USA黒鹿 Never Bend）USA３勝
［子］ ネヴァーサイNever Cye（80牡 Cyane）USA７勝，Chesapeake H，

General Charles B. Lyman H‐R ２着，Native Dancer H‐L
３着，etc.，種牡馬

［孫］ ハーバーマスター Harbour Master（95 牡 Bluebird）GB・FR・IRE・H
KG２勝，コヴェントリーＳ‐G3，フィーニクスＳ‐G1 ３着

カロライナブルーズ Carolina Blues（92� Mari's Book）USA10 勝，
Pennsylvania Futurity‐R，Fred Brodbeck Memorial S‐R ２着，
Horatius S２着，etc.

128 アイアムノココロ２０２０ 牡・青鹿 ３／２４

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーアイアムノココロ
＊ Marchand de Sable

��
��
�コマーサント青鹿 2007 Deception

1c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538
生 産 牧 場： ㈲前野牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

母 ＊マジックミラージュ（02 IRE 芦 Giant's Causeway）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－２（７）〕
ラパヌイ（08牝鹿 ＊アフリート）２勝
オニノシタブル（11牡栗 ＊ストーミングホーム）４勝，大島特別（Ｄ1400）２着
アオジャシン（12牡芦 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��５勝�，サッポロクラシッ

クＣ（Ｄ1200）３着
グランピー（16牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）���１勝
グレアミラージュ（17牡鹿 ディープブリランテ）�１勝

２代母 ミシーズミラージュMissy's Mirage（88 USA芦 Stop the Music）USA14
勝，シュヴィーＨ‐G1，ヘムステッドＨ‐G1，ファーストフライトＨ‐G2，コロ
ンビアＳ‐G3，Correction H‐L（２回），etc.
アティテュードオヴグラティテュードAtitudeofgratitude（01牝 Deputy Minister）

USA２勝
フラッシュアクト Flash Act（06 牝 Sky Mesa）USA２勝

ナインルートNine Route（15 牡 ＊ザファクター）USA３勝，Gander S‐R
アプリヘンダー Apprehender（09� Posse）USA11 勝，Ed Skinner S，King C

otton S（２回），カウントフリートスプリントＨ‐G3 ２着，Iowa Sprint H
‐L ２着（２回），Remington Park Sprint Cup‐L ２着，etc.

３代母 ファーストミラージュ First Mirage（82 USA芦 Riva Ridge）不出走
ジョーイズファーストジョーヴ Joey's First Jove（86� Northern Jove）USA18 勝，

Batty S，Equus Breeders' Cup H，Joyce Kilmer H，etc.
クラッシーミラージュ Classy Mirage（90牝 Storm Bird）USA13 勝，バレリーナ

Ｈ‐G1，ジェニュインリスクＨ‐G2，ベッドオーロージズＨ‐G2，ディスタフ
Ｈ‐G2，プライオレスＳ‐G2，etc.
マイクスクラシックMike's Classic（99� Seeking the Gold）USA・CAN12

勝，ＡＧヴァンダービルトＨ‐G2 ３着，Eillo S２着
ダブリンDublin（07 牡 Afleet Alex）USA２勝，ホープフルＳ‐G1，アーカン

ソーダービー‐G1 ３着，レベルＳ‐G2 ３着，etc.，種牡馬
アイアランド Ireland（11牝 Afleet Alex）USA１勝，Martha Washington S

‐L ３着

129 マジックミラージュ２０２０ 牡・栗 ５／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤ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

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Giant's Causeway Mariah's Stormマジックミラージュ ミシーズミラージュ Stop the Music

��
��
�Missy's Mirage芦IRE 2002 First Mirage

9b
Roberto S4×M5 Hail to Reason M4×S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲宮内牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1567
生 産 牧 場： ㈲宮内牧場
飼 養 者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776

母 スマッシュ（10黒鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－１（４）〕
モルフェオルフェ（15牝鹿 オルフェーヴル）４勝，立志Ｓ（芝 1600）
スマッシュパワー（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��４勝
スマッシャー（18牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�２勝，端午Ｓ‐OP
（Ｄ1400）３着

ダンツアクア（19牝栗 モーリス）�未出走

２代母 ロフティーエイム（02鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ‐Jpn3，函
館記念‐Jpn3 ２着，檜原湖特別，野島崎特別２着，両国特別２着，etc.
ビーウィッチド（12牝 ＊ハービンジャー）１勝
エイムアンドエンド（15牡 エイシンフラッシュ）�３勝，共同通信杯‐G3 ３着，Ｔ

Ｖ山梨杯，幕張Ｓ２着
テキーラ（16牡 ＊ノヴェリスト）�２勝
ロフティーピーク（17牝 ＊ヘニーヒューズ）�２勝，知床特別２着

３代母 ＊ウィッチフルシンキング（94 USA鹿 Lord Avie）USA12 勝，パカラップＳ
‐G2，ジャストアゲイムＨ‐G3，イーゴンマイルＳ‐G3，ニジャナＳ‐G3，Fir
st Lady S‐L，etc.
マンティスハント（01牝 Deputy Minister）入着３回

ゴーハンティング（08� フジキセキ）４勝，飯豊特別，葉山特別，石狩特別，etc.
クロスボウ（10牡 ゴールドアリュール）４勝，初茜賞，錦秋Ｓ２着，障害１勝
アガスティア（11牡 マンハッタンカフェ）２勝，中京スポニチ賞３着，吹田特

別３着，障害１勝
サングレーザー（14牡 ディープインパクト）７勝，札幌記念‐G2，マイラーズ

Ｃ‐G2，スワンＳ‐G2，etc.，種牡馬
バイマイサイド（15牡 ステイゴールド）�３勝，鳴滝特別，グレイトフルＳ２

着，金山特別３着
カレンマーガレット（07牝 ネオユニヴァース）出走

パンプキンズ（16牡 スターリングローズ）��８勝，ダイヤモンドＣ，東北優
駿，寒菊賞，etc.

メーデイア（08牝 キングヘイロー）４勝，��５勝�１勝，ＪＢＣＬクラシック
‐Jpn1，Ｌプレリュード‐Jpn2，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3（２回），etc.
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＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファススマッシュ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロフティーエイム黒鹿 2010 ＊ウィッチフルシンキング

2b
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



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

母 アスクザリーズン（12栗 キングカメハメハ）�１勝�入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
プレストハンター（18牡黒鹿 ＊パイロ）���１勝

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

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

セイクレットレーヴ（09牡 アドマイヤムーン）２勝，ＮＺトロフィー‐G2 ２着，
ＮＨＫマイルＣ‐G1 ５着，クロッカスＳ‐OP，etc.，
４勝

ディーマジェスティ（13牡 ディープインパクト）４勝，皐月賞‐G1，セントラ
イト記念‐G2，共同通信杯‐G3，etc.，種牡馬

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

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

レイクトーヤ Lake Toya（02牝 Darshaan）GB・FR４勝，Gillies S‐L，P.
Caravelle‐L，Gillies S‐L ２着，etc.
ソウベツ Sobetsu（14 牝 Dubawi）GB・FR３勝，サンタラリ賞‐G1，ノネッ

ト賞‐G2，英ナッソーＳ‐G1 ３着
＊ブルーダヌーブ（04牝 Bahri）FR１勝

オセアグレイト（16牡 オルフェーヴル）�５勝，ステイヤーズＳ‐G2，ダイヤ
モンドＳ‐G3 ３着，迎春Ｓ，etc.

＊スノーパイン（10牝 Dalakhani）FR２勝
タワーオブロンドン（15牡 Raven's Pass）７勝，スプリンターズＳ‐G1，セン

トウルＳ‐G2，京王杯スプリングＣ‐G2，etc.，種牡馬
シックススセンス Sixth Sense（13 牡 Shamardal）GB・FR・IRE・MAC２勝，

Winkfield S‐L，シェーヌ賞‐G3 ３着，Chesham S‐L ３着
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＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスアスクザリーズン
＊

＊サンデーサイレンス

��
��
�シンティー栗 2012 ＊シンコウエルメス

4n
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲下河辺牧場＝日高町福満 �01456-2-5188
生 産 牧 場： ㈲下河辺牧場
飼 養 者： ㈲下河辺牧場＝日高町福満 �01456-2-5188

母 ネオヴァシュラン（12黒鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アンティキティラ（19牝鹿 ＊シニスターミニスター）��１勝

２代母 ピサノキャニオン（00鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，ニセコ特別，�１勝
キャニオンランズ（09牝 ＊シンボリクリスエス）�４勝
キャニオンバレー（10牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，丹沢Ｓ，麒麟山特別，春光Ｓ

２着，甲南Ｓ２着
ブライトエンジェル（14牝 ＊ハービンジャー）入着，�６勝

３代母 オーパスワン（91鹿 Theatrical）３勝，なでしこ賞２着，犬山特別３着，長久
手特別３着
エクシードワン（99牝 ナリタブライアン）２勝，湯沢特別

アナモリ（05牝 ＊トワイニング）５勝，内房Ｓ，天王山特別，橿原Ｓ３着，etc.
キングオブヘイロー（06牡 ゴールドアリュール）３勝，オーロラ特別，伊良湖

特別，西陣Ｓ２着，etc.，��２勝
アッチッチ（01牝 ＊アフリート）３勝

ジャッキー（14牡 サムライハート）�２勝，白河特別３着
サンライズベガ（04牡 アドマイヤベガ）６勝，小倉大賞典‐G3，京都新聞杯‐Jpn2

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

サンライズホープ（17牡 ＊マジェスティックウォリアー）�４勝，灘Ｓ，２０２０Ｙ
ＪＳＦＲ阪神２戦，鈴鹿Ｓ２着

サンライズクラウド（09牡 ネオユニヴァース）１勝，�２勝，水無月賞３着

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

ビーチＳ‐G3，Lord Avie S‐L，Tyro S‐L，etc.，種牡馬
シアトルモーン Seattle Morn（90牡 Grey Dawn）USA８勝，Johnny
Morris H‐L，Smoke Screen S，イリノイダービー‐G2 ２着，etc.，
種牡馬

［曾孫］ ノーザンクレイズNorthern Kraze（05牝 Aljabr）USA・CAN２勝，
Wonder Where S‐R，Carotene S‐R ３着
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＊

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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudネオヴァシュラン ＊サンデーサイレンス

��
��
�ピサノキャニオン黒鹿 2012 オーパスワン

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

価格： 購買者：



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

母 ラブミーテンダー（12鹿 ゼンノロブロイ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 フォーチュンワード（05黒鹿 ＊デヒア）３勝，芙蓉Ｓ‐OP，ダリア賞‐OP ２着，
相模湖特別，三面川特別３着
グレイトパール（13牡 キングカメハメハ）７勝，アンタレスＳ‐G3，平安Ｓ‐G3，

仁川Ｓ‐L，初夢Ｓ，��５勝�１勝���，九州大賞典（２回），etc.
サトノフォーチュン（18牡 ディープインパクト）�１勝，ゆりかもめ賞３着

３代母 コパノオマモリ（00鹿 ＊エリシオ）不出走

４代母 ビクトリアクラウン（79栗 ＊フアバージ）６勝，エリザベス女王杯，クイーン
Ｓ，クイーンＣ，新潟３歳Ｓ，牝馬東タイ杯２着，etc.，優２牝，優３牝
［子］ ビューチフルロマン（86牝 ＊ノノアルコ）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，関越

Ｓ‐OP，秋嶺Ｓ，etc.
クラシックダンサー（87牝 ＊ノーザンテースト）５勝，白秋Ｓ，阿賀野川
特別，秋川特別，etc.

ヒトメボレ（89牝 ＊モガミ）３勝，佐渡Ｓ，月岡特別３着，弥彦特別３着
［孫］ ブロンコーネ（03牝 ＊ブライアンズタイム）１勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着
［曾孫］ 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
ブライトアイザック（06牡 スペシャルウィーク）７勝，欅Ｓ‐L，ペルセウ
スＳ‐L ３着，アハルテケＳ‐OP，etc.

アルトップラン（05牡 マヤノトップガン）５勝，東海Ｓ‐G2 ３着，両国
Ｓ，美唄特別，etc.

セイコーサンデー（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，目黒記念‐Jpn2 ３
着，エイプリルＳ‐OP ２着，スピカＳ，etc.

ドットコム（05牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ホープフルＳ‐L ３着，美
浦Ｓ，習志野特別，etc.

トミケンユークアイ（09� メイショウボーラー）５勝，マリーンＳ‐LR
３着，釜山Ｓ，津軽海峡特別，etc.

ブラックランナー（03牡 ＊クロフネ）５勝，仁川Ｓ‐L ３着，アレキサンド
ライトＳ，千葉ＴＶ杯，etc.
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Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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��
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�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルラブミーテンダー ＊デヒア

��
��
�フォーチュンワード鹿 2012 コパノオマモリ

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ヒサイファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2532
生 産 牧 場： ヒサイファーム
飼 養 者： セールスプレップサービス＝新ひだか町三石美野和 �090-6995-3324

母 ヴォレダンルシエル（15青鹿 キングカメハメハ）入着
初仔

２代母 ピンクパピヨン（98青鹿 ＊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，福寿草特別３着
ピンクキャンドル（04牝 マヤノトップガン）入着

ポートレイト（13牝 ＊ベーカバド）入着３回，万両賞２着，�１勝
ラントゥユー（16牝 オネストジョン）�入着２回�，黒潮ジュニアＣｈＳ３着

ウォーボネット（05牡 ＊ファルブラヴ）２勝，二本松特別２着
マナクーラ（06牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，萩Ｓ‐OP ３着，八神峰特別，弥彦

特別２着，信濃川特別２着，青嵐賞２着，etc.
ピーチブローフィズ（07牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
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，大阪―ハンブルクＣ‐L ２着，若葉Ｓ‐LR ２着，etc.
トウシンモンステラ（10牡 キングカメハメハ）５勝，ディープインパクトＣ，木曽

川特別，淡路特別，ゆきやなぎ賞，花のみち特別２着，etc.，�１勝
トーセンミルキー（11牝 ＊クロフネ）１勝
キングパール（12牡 キングカメハメハ）２勝，飯盛山特別

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.

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
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ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲
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�

�
�
�
�
�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 ＊マンファスヴォレダンルシエル ＊サンデーサイレンス

��
��
�ピンクパピヨン青鹿 2015 ＊マリスターⅡ

3o
Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



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

母 ナタリー（12鹿 ディープインパクト）�７勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
チュンチュンマル（18牡鹿 スズカコーズウェイ）��２勝�

２代母 ＊スプリングマンボ（95 GB鹿 Kingmambo）不出走
キセキスズカ（99牡 フジキセキ）２勝，美濃特別３着，駒ケ岳特別３着，�１勝
スズカマンボ（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，天皇賞（春）‐Jpn1，朝日ＣｈＣ

‐Jpn3，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，産経大阪杯‐G2 ３着，鳴尾記念‐Jpn3 ２
着，etc.，種牡馬

スズカサンバ（04牡 アグネスタキオン）４勝，京都ゴールデンプレミアム，隅田川特別
スズカエルマンボ（05牝 ＊シンボリクリスエス）３勝

クイーンマンボ（14牝 マンハッタンカフェ）２勝，平安Ｓ‐G3 ２着，etc.，
��２勝��入着３回，Ｌプレリュード‐Jpn2，関東オークス‐Jpn2，兵
庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着，マリーンＣ‐Jpn3 ２着，etc.

スズカスコーピオン（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，三田特別２着，八瀬特別３
着，安房特別３着

スプリングサンダー（07牝 ＊クロフネ）５勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，ＣＢＣ賞‐G3
２着，阪急杯‐G3 ２着，六甲アイランドＳ，うずしおＳ，etc.
スズカメジャー（14牡 ダイワメジャー）�２勝，フローラルウォーク賞，障害１勝
スズカテイオー（15牡 ディープインパクト）１勝，西郷特別２着
スカーフェイス（16牡 ハーツクライ）�２勝，２０２０ＹＪＳＦＲ阪神１戦，生田特

別２着
スズカファイター（10牡 ディープインパクト）１勝，美濃特別３着
アイアムレジェンド（16牡 ハーツクライ）�２勝，甲南Ｓ２着，�３勝

３代母 ＊キーフライヤー（86 USA鹿 Nijinsky）USA３勝，Palisades S‐L，ケンタ
ッキーオークス‐G1 ４着，ニューヨークＨ‐G2 ３着，シープスヘッドベイＨ
‐G3 ２着，アシーニアＨ‐G3 ３着，etc.

＊レース（92牝 Gulch）USA１勝
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.

135 ナタリー２０２０ 牡・鹿 ２／１６

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hasiliハービンジャー ペナンパール Bering

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアナタリー
＊ Kingmambo

��
��
�スプリングマンボ鹿 2012 ＊キーフライヤー

7
Northern Dancer S5×S5×M5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲登別上水牧場＝登別市来馬町 �0143-85-4077
生 産 牧 場： ㈲登別上水牧場
飼 養 者： ディーエスファーム＝日高町平賀 �090-3399-4109

母 レッドイオ（05栗 ゴールドアリュール）�２勝��１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（15）〕
リュウジンオー（10牡栗 タイムパラドックス）�８勝
ウマンマミーア（11牡鹿 ＊オペラハウス）１勝
ゴールドバンカー（12牡栗 ＊トワイニング）障害１勝，�５勝
コパノオーロ（15牝鹿 ショウナンカンプ）���１勝�１勝�
モモドリーム（18牝栗 トーセンジョーダン）���入着２回

２代母 ジュピターガール（89栗 ＊パークリージエント）２勝，すずかけＳ‐OP，きん
せんか賞２着
ジュピテリアン（95� ＊アレミロード）障害２勝，東京オータムジャンプ‐JG3 ３着，

新潟ジャンプＳ‐JG3 ３着，��１勝
エフテーシャンハイ（97牝 ＊シャンハイ）�１勝	

ジーナフォンテン（98牝 ベストタイアップ）入着，�５勝��８勝，エンプレス杯

‐Jpn2，スパーキングＬＣ‐Jpn3，川崎記念‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念
‐Jpn2 ３着，エンプレス杯‐Jpn2 ３着，etc.
カジノフォンテン（16牡 ＊カジノドライヴ）���12 勝，川崎記念‐Jpn1，かし

わ記念‐Jpn1，東京大賞典‐G1 ２着，京成盃グランドマイラーズ（２回），
勝島王冠，etc.

イパネマフォンテン（99牝 ウイニングチケット）�１勝
バローネフォンテン（00牡 ＊オペラハウス）障害３勝，東京オータムジャンプ‐JG3，

東京ハイジャンプ‐JG2 ３着，�４勝
マイネディオーネ（02牝 ＊ブロッコ）�２勝�入着
カリスマミッキー（08牡 ＊カリズマティック）３勝，淡路特別，タイランドＣ，障害３勝

３代母 ダイナシヨール（82栗 ＊デイクタス）３勝，ひよどり越特別２着，白川特別３着
ショルダーチャージ（92牡 アスワン）２勝，鹿島灘特別
トップラダー（94牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，九十九里特別２着，陣馬特別２着
（２回），青嵐賞２着，etc.

４代母 ＊ギルバーツガール（71 GB鹿 Klairon）不出走
［孫］ グランドキャニオン（85牡 ＊デイクタス）６勝，函館記念‐Jpn3 ２着，巴

賞‐OP，ジュニアＣ‐OP ２着，etc.

136 レッドイオ２０２０ 牡・芦 ２／ ９

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤレッドイオ ＊パークリージエント

��
��
�ジュピターガール栗 2005 ダイナシヨール

＊ギルバーツガール 23b
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



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

母 ＊シエルルージュ（06 FR鹿 Red Ransom）FR・USA２勝，レゼルヴォワール賞
‐G3 ２着，P. Aymeri de Mauleon‐L ３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（４）〕
ダーダネルス（13牡鹿 ディープスカイ）�２勝
シエルクレール（15牝鹿 ダイワメジャー）�２勝
プライム（16�鹿 ダイワメジャー）２勝
ルルルージュ（18牝鹿 ダイワメジャー）�１勝，雪うさぎ賞（芝 1200）２着

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

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

ペアータルト Pear Tart（08 牝 ＊デヒア）AUS６勝，ＱＬＤタタソールズティ
アラ‐G1，ＢＲＣクイーンズランドギニーズ‐G2，ＭＲＣトリスタークＳ
‐G2 ２着，ATCWiggle Quality H‐L ３着

ラソールRathor（02� Machiavellian）GB・USA12 勝
メダイヨンMedaillon（11� Medicean）�FR・GER・BEL５勝

３代母 サルヴォーラ Salvora（82 USA栗 Spectacular Bid）FR１勝
＊オーブアンディアンヌ（90牝 Bluebird）FR・USA５勝，イエローリボン招待Ｓ‐G1，

ラスパルマスＨ‐G2，P. de La Seine‐L，etc.
スペンデレラ Spenderella（92 牝 Common Grounds）FR１勝

スターバンド Star Band（01牝 Dixieland Band）不出走
アイアムアスター I Am a Star（13 牝 I Am Invincible）AUS10 勝，ＶＲ
ＣエンパイアローズＳ‐G1，ＶＲＣミレイディＳ‐G2，ＭＶＲＣＷＨス
トックスＳ‐G2（２回），etc.

マーレイノストラムMare Nostrum（98牝 Caerleon）FR２勝，ヴァントー賞‐G3，
サンタラリ賞‐G1 ２着，ヴェルメイユ賞‐G1 ３着
イラプト Erupt（12 牡 Dubawi）GB・FR・USA・CAN５勝，パリ大賞‐G1，

カナディアンインターナショナルＳ‐G1，リス賞‐G3，etc.，種牡馬

137 シエルルージュ２０２０ 牡・鹿 ４／１７

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊

レッドランソム Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�Red Ransom ＊アラビアⅡシエルルージュ レゾナーブル Common Grounds

��
��
�Raisonnable鹿FR 2006 Salvora

4g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲小島牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2505
生 産 牧 場： ㈲小島牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

母 ポムフィリア（12鹿 ＊フォーティナイナーズサン）２勝，三浦特別（Ｄ1600）３着，
���入着２回，関東オークス‐Jpn2 ２着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着
〔産駒馬名登録数：１〕
サンゴ（19牡芦 ＊クロフネ）�未出走

２代母 ナナヨーティアラ（02鹿 ＊マイネルラヴ）３勝，千種川特別，六甲アイランド
Ｓ２着
メイショウライナー（10牡 キングヘイロー）５勝，鞍馬Ｓ‐OP ３着，北九州短距離

Ｓ，鷹ケ峰特別，合馬特別２着，障害２勝
プラチナティアラ（11牝 ＊プリサイスエンド）１勝，函館２歳Ｓ‐G3 ２着
シルヴィーボーテ（13牝 キングカメハメハ）入着３回，�２勝
イリスファルコン（14牝 ダイワメジャー）３勝，合馬特別，千歳特別３着
バイオスパーク（15牡 オルフェーヴル）�５勝，福島記念‐G3，都大路Ｓ‐L ２着，

函館記念‐G3 ３着，飛鳥Ｓ，嵯峨野特別，etc.
ヘルムヴィーゲ（16牝 ジャスタウェイ）�２勝��入着２回
マイネルクロンヌ（17牡 オルフェーヴル）�１勝

３代母 ナナヨーストーム（93鹿 ＊セレスティアルストーム）３勝，サンスポ４歳牝馬
特別‐Jpn2 ２着，忘れな草賞‐OP，あすなろ賞，白菊賞２着，黄菊賞３着

４代母 ナナヨーアトラス（86栗 バンブーアトラス）２勝，忘れな草賞‐OP ２着，端
午賞，初雛賞２着，こぶし賞２着，若菜賞３着，etc.
［子］ ナナヨーウイング（94牝 ＊セレスティアルストーム）２勝，オークス

‐Jpn1 ２着，忘れな草賞‐OP ３着
ナナヨーウォリアー（95牡 ＊グロウ）５勝，ブリリアントＳ‐OP，やまな
みＳ，etc.，��入着，スーパーダートダービー‐Jpn2 ２着

ナナヨーボーイ（91牡 サンシヤインボーイ）２勝，もみじＳ‐OP ２着，
ぶっぽうそう特別２着，わらび賞２着，etc.

カネショウアトラス（03牡 ＊デヒア）��５勝，埼玉栄冠賞２着，京浜盃３着
ナムラモンスター（00牡 ＊スキャン）５勝，雪割草特別，立夏Ｓ２着，多
摩川特別２着，etc.

［孫］ ナナヨーヒマワリ（01牡 エアジハード）６勝，マーチＳ‐G3，北山Ｓ，桃
山特別，etc.，障害１勝

138 ポムフィリア２０２０ 牡・黒鹿 ３／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊ Distorted Humor

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナーズサン Cindazannoポムフィリア ＊マイネルラヴ

��
��
�ナナヨーティアラ鹿 2012 ナナヨーストーム

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



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

母 シーキングフェイム（07鹿 ダンスインザダーク）３勝，忘れな草賞‐OP（芝 2000）
３着，壇之浦特別（芝 2000），遊楽部特別（芝 1800），八雲特別（芝 2000）２着，日
田特別（芝 1800）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
アイニイ（16牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）�３勝
アーニングフェイム（17牝黒鹿 エイシンフラッシュ）�１勝
プロイ（18牝鹿 リオンディーズ）�出走

２代母 タイランツフェイム（93鹿 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，織姫賞２着
レオナ（00牝 マヤノトップガン）�４勝
ミススズラン（01牝 バブルガムフェロー）�11 勝
マイネルアラバンサ（03牡 スペシャルウィーク）２勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，毎日杯

‐Jpn3 ３着，すみれＳ‐OP ２着，弥彦特別，�７勝�１勝，マーチＣ，etc.
ロッタ（04牝 ＊ティンバーカントリー）１勝

カッサイ（11牡 スクリーンヒーロー）１勝，�18 勝��入着３回���，建依
別賞，黒潮スプリンターズＣ，珊瑚冠賞２着，園田ＦＣスプリント２着
（２回），だるま夕日賞２着，etc.

オギノシュタイン（08牝 ディープインパクト）�２勝��入着２回�
シンボ（17牡 ＊ベーカバド）�１勝，横津岳特別，	１勝�１勝�，北海優駿２

着，金杯，寒菊賞２着，知床賞２着，etc.
タイセイローマン（09牡 アドマイヤドン）２勝，ホープフルＪｓ２着，�１勝	��
シゲルフタゴザ（10牡 アドマイヤドン）��３勝
シルバークィーン（13牝 スクリーンヒーロー）�３勝	

３代母 フロリンダ（87鹿 ミスターシービー）１勝
ゴールドバニー（96牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，相馬特別

マルモリバニー（10牝 ダンスインザダーク）��入着
セイウンヴィーナス（17牝 カレンブラックヒル）�３勝，クイーンＣ‐G3
３着，八丈島特別２着，カーネーションＣ２着，etc.

４代母 フジタカレデイ（78芦 ＊バーバー）入着
［子］ マツクスビユーテイ（84牝 ＊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，etc.，優３牝

139 シーキングフェイム２０２０ 
・鹿 ３／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイシーキングフェイム ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�タイランツフェイム鹿 2007 フロリンダ

＊タイランツクヰーン 14f
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲平野牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2277
生 産 牧 場： ㈲平野牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

母 アルフィルク（09栗 アグネスタキオン）入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（８）〕
マックスハート（14牡栗 オウケンブルースリ）��６勝
ドラゴンハート（15牡栗 オウケンブルースリ）１勝，�１勝��
プレイングラン（16牡栗 オウケンブルースリ）１勝
アルシャイン（18牡黒鹿 ホッコータルマエ）���１勝
エヴァーフリー（19牝栃栗 コパノリッキー）���出走

２代母 タイキポーラ（96栃栗 トウカイテイオー）７勝，マーメイドＳ‐Jpn3，エル
フィンＳ‐OP ２着，道頓堀Ｓ，飛鳥Ｓ，不知火特別，etc.
タイキフーガ（03� ＊グラスワンダー）�３勝�１勝
キャサリンアイドル（05牝 バブルガムフェロー）�２勝

カンパニリズモ（14� ジャングルポケット）入着，���７勝
レディボロニヤ（15牝 ＊サウスヴィグラス）�	３勝��１勝
クリスリターン（17牡 ストロングリターン）���２勝

ポーラシークエンス（06牝 ＊アグネスデジタル）
１勝�６勝�入着
ネオポラリス（07� ネオユニヴァース）２勝，ムーニーバレーレーシングクラブ賞，

	２勝
ポーラメソッド（11牡 ＊チチカステナンゴ）２勝
エルブルース（12牝 ＊チチカステナンゴ）��６勝
マージーサイド（13� ヴァーミリアン）��１勝
グランディール（16牡 ルーラーシップ）�出走，
３勝��

３代母 ＊スターオブザノース（86 IRE 栃栗 Chief Singer）IRE１勝
タイキルドルフ（91� シンボリルドルフ）３勝，織姫賞３着，松島特別３着
タイキテンペスト（92牡 ＊キャロルハウス）１勝，咲花特別２着
タイキアルタイル（95� ＊ダンスオブライフ）
１勝�

４代母 ノーザンシーンNorthern Scene（79 IRE 栗 Habitat）GB１勝
［子］ ロクトンノースRocton North（88� Ballad Rock）GB・GER３勝

トカチTokachi（89 牡 ＊ダンスオブライフ）IRE・SWE２勝
アンダーウォータースキューバディヴァUndawaterscubadiva（92� Keen）
GB１勝

140 アルフィルク２０２０ 牡・黒鹿 ３／２４
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラアルフィルク トウカイテイオー

��
��
�タイキポーラ栗 2009 ＊スターオブザノース

1l
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5 Habitat S5×M5
Principia S5×M5
価格： 購買者：



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： 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

母 ルレシャンテ（14黒鹿 ヴィクトワールピサ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 トレアンサンブル（95鹿 ＊トニービン）出走
マルカラスカル（02牡 ＊グラスワンダー）３勝，加古川特別，障害７勝，中山グラン

ドジャンプ‐JG1，中山大障害‐JG1，中山大障害‐JG1 ３着，優障害
ミステリーチューン（03牝 スペシャルウィーク）�２勝�２勝�入着 13回，ル・プ

ランタン賞３着
トリビュートソング（05牡 ＊グラスワンダー）４勝，サンシャインＳ，南武特別，浦

佐特別，山吹賞２着，etc.，障害１勝，新潟ジャンプＳ‐JG3 ２着
ソウルフルヴォイス（07牝 キングカメハメハ）４勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ３着，エーデ

ルワイスＳ，ミモザ賞，スピカＳ２着，グレイトフルＳ２着，etc.
アンコールピース（09牝 ネオユニヴァース）１勝
サトノエメラルド（15牡 キングカメハメハ）�２勝，障害２勝，阪神ジャンプＳ

‐JG3 ３着

３代母 ダイナアクトレス（83鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，京王杯スプリングＣ
‐Jpn2，スプリンターズＳ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優古牝（2回）
ステージチャンプ（90牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，日経賞‐Jpn2，ステイヤーズＳ

‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.
プライムステージ（92牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，札幌３

歳Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
アブソリュート（04� タニノギムレット）７勝，富士Ｓ‐G3，東京新聞杯‐G3，

マイルＣｈＳ‐G1 ５着，etc.
ランニングヒロイン（93牝 ＊サンデーサイレンス）出走

スクリーンヒーロー（04牡 ＊グラスワンダー）５勝，ジャパンＣ‐G1，ＡＲ共和
国杯‐Jpn2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，etc.，優古牡，種牡馬

ベストロケーション（05牝 ＊クロフネ）５勝，京都牝馬Ｓ‐G3 ２着，キーンランド
Ｃ‐G3 ３着，ラピスラズリＳ‐OP ２着，etc.
ベストアクター（14� ディープインパクト）�６勝，阪急杯‐G3，雲雀Ｓ，神

奈川新聞杯，etc.
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＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

ネオユニヴァース

�
�
�
�
�

��
��

�ヴィクトワールピサ ＊ホワイトウォーターアフェアルレシャンテ ＊トニービン

��
��
�トレアンサンブル黒鹿 2014 ダイナアクトレス

＊マジツクゴデイス 1s
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-35-3078

母 ＊カワカミサクラ（13 IRE 鹿 Danehill Dancer）IRE 出走
〔産駒馬名登録数：１〕
カワカミカリーナ（18牝青鹿 ブラックタイド）�入着

２代母 ＊ボールルーム（08 IRE 青鹿 Storm Cat）IRE 入着３回
バトルスピリッツ（14� Sea The Stars）３勝，ノエル賞３着
トモジャチャーリー（16牡 ジャスタウェイ）�１勝
レッドペルーシュ（17牝 スピルバーグ）�１勝

３代母 ヴァージニアウォーターズ VirginiaWaters（02 USA鹿 Kingmambo）GB
・IRE３勝，英１０００ギニー‐G1，レパーズタウン１０００ギニーＴＲ‐G3，愛メイトロ
ンＳ‐G1 ３着，Flame Of Tara S‐L ２着，愛パークＳ‐G3 ３着
エンペラークラウディウス Emperor Claudius（07 牡 Giant's Causeway）GB・I

RE・HKG７勝，Celebration S‐L，Chesham S‐L ２着
ホエアーWhere（10牝 Danehill Dancer）IRE 入着

レインゴッデス Rain Goddess（14 牝 Galileo）GB・FR・IRE・USA・CAN
２勝，スノーフェアリーＳ‐G3，愛オークス‐G1 ２着，愛プリティポリ
ーＳ‐G1 ２着，etc.

４代母 レジェンドメイカー Legend Maker（94 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR２勝，ロ
ワイヨモン賞‐G3，ポモーヌ賞‐G2 ３着
［子］ アレグザンダーオヴヘイルズ Alexander of Hales（04 牡 ＊デインヒル）

FR・IRE・AUS３勝，ガリニュールＳ‐G3，愛ダービー‐G1 ２着，
ＡＴＣランドウィックシティＳ‐G3 ２着（２回），etc.，種牡馬

［孫］ チャチャメイディー Chachamaidee（07牝 Footstepsinthesand）GB・I
RE７勝，愛メイトロンＳ‐G1，レノックスＳ‐G2，チャートウェル
フィリーズＳ‐G3，etc.

ジェイワンダー J Wonder（11 牝 Footstepsinthesand）GB・FR・USA
４勝，オークトリーＳ‐G3，フレッドダーリングＳ‐G3

チーフホイップ ChiefWhip（13� Giant's Causeway）�GB・HKG５
勝，プレミアＣ‐G3

ケルタースQertaas（06 牝 Linamix）FR２勝，P. de La Seine‐L
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＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ステイゴールド
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�
� ゴールデンサッシュゴールドシップ メジロマックイーン
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��
�ポイントフラッグ芦 2009 パストラリズム

＊

デインヒルダンサー ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Danehill Dancer Mira Adondeカワカミサクラ
＊ Storm Cat

��
��
�ボールルーム鹿IRE 2013 VirginiaWaters

9e
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲市川ファーム＝浦河町姉茶 �0146-27-4283
生 産 牧 場： ㈲市川ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

母 ＊ルヴァンクレール（05 IRE 栗 Danehill Dancer）�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（９）〕
イーハトーボ（12牝栗 アドマイヤムーン）�１勝�３勝�３勝
モンブランテソーロ（16牡鹿 ダノンバラード）�３勝，ｔｖｋ賞（芝 1800），湘南

Ｓ（芝 1600）２着，スピカＳ（芝 1800）２着，古作特別（芝 1600）２着，むらさき
賞（芝 1800）３着，茨城新聞杯（芝 1800）３着，出雲崎特別（芝 2000）３着

ベルウッドヤワラ（17牡栗 ＊キングズベスト）��２勝
キアヌマウナ（18牝鹿 ホッコータルマエ）�入着２回

２代母 ロッホクラール Loch Clair（89 IRE 鹿 Lomond）GB出走
アゴニーアーントAgony Aunt（94 牝 Formidable）GB１勝

アゴニーアンドエクスタシー Agony And Ecstasy（07 牝 Captain Rio）GB
・FR・IRE４勝，Snowdrop Fillies S‐L，P. Ceres‐L ２着

メディシンジャックMedicine Jack（14� Equiano）�GB・IRE５勝，レイルウ
ェイＳ‐G2，Waterford Testimonial S‐L，フィーニクスＳ‐G1 ３着

マジックチャームMagic Charm（98牝 Magic Ring）GB３勝

３代母 バークレアBurghclere（77 GB鹿 Busted）GB１勝
＊インヴァイト（86牝 Be My Guest）GB２勝

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

＊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.

＊レディブロンド（98牝 Seeking the Gold）５勝，スプリンターズＳ‐Jpn1 ４
着，セプテンバーＳ，ＴＶｈ賞，etc.
ゴルトブリッツ（07牡 スペシャルウィーク）６勝，アンタレスＳ‐G3（２回），etc.，
�２勝�	１勝�１勝，帝王賞‐Jpn1，マーキュリーＣ‐Jpn3

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

４代母 ハイクレア Highclere（71 GB鹿 Queen's Hussar）GB・FR３勝，仏オーク
ス‐G1，英１０００ギニー‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1 ２着，Prin
cess Margaret S２着
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Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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� キングカメハメハ
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＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run
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�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊

デインヒルダンサー ＊デインヒル
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�
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�
�
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��

�Danehill Dancer Mira Adondeルヴァンクレール ロッホクラール Lomond

��
��
�Loch Clair栗IRE 2005 Burghclere

2f
Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



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

母 ＊シンプリーディヴァイン（04 USA栗 Grand Slam）USA２勝，OpenMind S
‐L ２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），海外－１（４），地方－２（９）〕
バーブズエインジェルBarbs Angel（11 USA牝鹿 Bernstein）USA・PR４勝
フジノナデシコ（13牝鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝，�７勝��１勝�，徽軫賞
（Ｄ1500）２着，読売レディス杯（Ｄ1500）３着

グログラン（15牝栗 ゴールドアリュール）�２勝
シンプリーノキセキ（17牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝

２代母 ファッションエディター Fashion Editor（98 USA鹿 Deputy Minister）不出走
リュクサンブール Luxembourg（03 牡 ＊ワイルドラッシュ）USA２勝，Ziggy'S B

oy S２着，ウィザーズＳ‐G3 ３着，種牡馬
マグニフィセントレイディMagnificent Lady（05牝 Cherokee Run）USA出走

ナジャールドゥイグアスNajar Do Iguassu（17牡 Kodiak Kowboy）�BRZ
２勝，P. ABCPCC‐L，Criterium Paranaense‐L ２着，エニウブッ
フォル博士大賞‐G3 ３着

アフターミーAfterme（07� Grand Slam）USA・PR４勝
フィフティサウザンド Fifty Thousand（08牡 Mineshaft）RUS２勝

３代母 ファッションディライト Fashion Delight（87 USA鹿 Fappiano）USA４勝，
Schaumburg H，アーリントンワシントンラッシーＳ‐G1 ４着，アルシバ
イアディズＳ‐G2 ３着
マグニフィシェンスMagnificience（04牝 Stormy Atlantic）USA３勝，サンタポ

ーラＳ‐G3，エイグリームＨ‐G2 ２着，Pine Tree Lane S‐R ３着
ロビラード Robillard（12 牝 Distorted Humor）USA４勝，シープスヘッドベ

イＳ‐G2 ３着，Lady Baltimore S‐L ２着

４代母 チャールストンラグ Charleston Rag（82 IRE 栗 General Assembly）USA
３勝，フリゼットＳ‐G1
［孫］ カジュアルルック Casual Look（00牝 Red Ransom）GB・FR・IRE・

USA２勝，英オークス‐G1，フィリーズマイル‐G1 ２着，愛オーク
ス‐G1 ３着，etc.
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サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー
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� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo
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�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊

グランドスラム GoneWest

�
�
�
�
�
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�Grand Slam Bright Candlesシンプリーディヴァイン ファッションエディター Deputy Minister

��
��
�Fashion Editor栗USA 2004 Fashion Delight

11f
Mr. Prospector S4×M4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲高村牧場＝浦河町上絵笛 �0146-22-0683
生 産 牧 場： ㈲高村牧場
飼 養 者： ㈲高村牧場＝浦河町上絵笛 �0146-22-0683

母 ナパ（06黒鹿 スペシャルウィーク）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（１）〕
ジーンノワール（12牝黒鹿 ＊ファルブラヴ）�１勝�入着
コスモイグナーツ（15牡青鹿 エイシンフラッシュ）３勝，アイビーＳ‐OP
（芝 1800），武庫川Ｓ（芝 1600）

ワノンミヤビ（19牝黒鹿 エイシンフラッシュ）�地方未出走

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

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

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

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

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

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

プテンバーＳ３着，etc.
カシャッサ（08牝 フジキセキ）�１勝�入着，金の鞍賞３着
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＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini
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�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊サンデーサイレンス
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�スペシャルウィーク キャンペンガールナパ Peaks and Valleys

��
��
�ラヴァーズチェイス黒鹿 2006 ＊パルフェアムール

12d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲カタオカファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-42-7368
生 産 牧 場： ㈲カタオカファーム
飼 養 者： 藤春 修二＝浦河町野深 �0146-27-4135

母 アグネスリース（06鹿 ＊フレンチデピュティ）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（１）〕
アグネスフォルテ（13�栗 ＊ハービンジャー）２勝，京都新聞杯‐G2 ２着，清滝特

別（芝 1800），大寒桜賞（芝 2200）２着，能勢特別（芝 2000）３着，玄海特別
（芝 2000）３着，障害１勝

レディポワソン（16牝鹿 ショウナンカンプ）入着，��１勝
バージョンアップ（18牝栗 エピファネイア）�１勝
ニジゾラ（19牝鹿 ディープブリランテ）�地方未出走

２代母 アグネスシスター（00黒鹿 ダンスインザダーク）出走
アグネスルビー（05牝 タニノギムレット）出走

アグネスキング（11牡 ＊スタチューオブリバティ）１勝，白梅賞３着
アグネスウイッシュ（08牡 サクラバクシンオー）４勝，山城Ｓ，宗像特別，クロフ

ネＣ２着，アクアマリンＳ２着，淀屋橋Ｓ２着，etc.
アグネスマチュア（09牡 サクラバクシンオー）２勝，戎橋特別，湯沢特別２着，土

湯温泉特別２着，八代特別２着

３代母 アグネスオーロラ（88鹿 ＊イルドブルボン）入着
アグネスアテーナー（96牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，あやめ賞２着

アグネスナチュラル（06牝 サクラバクシンオー）４勝，葵Ｓ‐L ３着，阪神ドリ
ームプレミアム，ＴＶｈ賞，etc.

４代母 アグネスレデイー（76鹿 ＊リマンド）５勝，オークス，京都記念（春），朝日Ｃ
ｈＣ，エリザベス女王杯２着，サンスポ４歳牝馬特別２着，etc.，優３牝
［子］ アグネスフローラ（87牝 ＊ロイヤルスキー）５勝，桜花賞‐Jpn1，オーク

ス‐Jpn1 ２着，チューリップ賞‐OP，etc.，優３牝
［孫］ アグネスタキオン（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，皐月賞‐Jpn1，弥

生賞‐Jpn2，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，種牡馬
アグネスフライト（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー
‐Jpn1，京都新聞杯‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

アグネスパレード（91牝 バンブーアトラス）２勝，チューリップ賞‐Jpn3，
オークス‐Jpn1 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.

146 アグネスリース２０２０ 牡・鹿 ４／２７
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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandアグネスリース ダンスインザダーク

��
��
�アグネスシスター鹿 2006 アグネスオーロラ

＊ヘザーランズ 1l
Northern Dancer S5×M5 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村田牧場
飼 養 者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �090-3115-0905

母 オーシャンフリート（08栗 ＊アフリート）５勝，河原町Ｓ（Ｄ1400），釧路湿原特
別（Ｄ1700）２着，渡島特別（Ｄ1700）２着，津軽海峡特別（Ｄ1700）２着，三河Ｓ
（Ｄ1400）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（７）〕
ヒルノアルゲーロ（15牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�７勝
ベルキューズ（16牝栗 ＊ヘニーヒューズ）３勝
テーオールノワール（18�黒鹿 ＊パイロ）�出走

２代母 ウインクパール（96鹿 ＊トニービン）出走
オーシャンクルーズ（04牡 ＊アフリート）２勝，桑名特別２着，小名浜特別３着，ム

ーニーバレーレーシングクラブ賞３着
サンワードヒラリー（05牝 キングヘイロー）１勝
オーシャンロード（06牝 ナリタトップロード）１勝

３代母 ＊キソティック（87 FR鹿 Caerleon）FR入着４回
アクティブリード（92牝 ＊シエイデイハイツ）不出走

ブルーレインボウ（98牝 マルゼンスキー）不出走
コスモバタフライ（08牝 ソングオブウインド）３勝，紫苑Ｓ‐LR ３着，伊
達特別，幕張特別２着（２回），etc.

キソティックラヴ（98牝 ＊ブライアンズタイム）３勝
ラヴソースウィート（06牝 スペシャルウィーク）�７勝�１勝��３勝
ソリストサンダー（15牡 ＊トビーズコーナー）�５勝，武蔵野Ｓ‐G3 ２着，
福島民友Ｃ‐L ３着，etc.，��入着，かしわ記念‐Jpn1 ２着

４代母 アイディリック Idyllic（82 USA黒鹿 Foolish Pleasure）不出走
［子］ シーニック Scenic（86 牡 Sadler's Wells）GB・IRE・USA４勝，デュー

ハーストＳ‐G1，スコテイッシュクラシック‐G3，セントジェイムズ
パレスＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

サイレントウォリア SilentWarrior（92 牡 Nashwan）FR３勝，ダフニ
ス賞‐G3，ギヨームドルナーノ賞‐G2 ３着，種牡馬

［孫］ ウィズアウトコネクションWithout Connexion（99牡 RainbowQuest）
FR・ITY６勝，フェデリコテシオ賞‐G3，P. Le Fabuleux‐L，ロ
ーマ賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬

147 オーシャンフリート２０２０ 牡・黒鹿 １／２２

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyオーシャンフリート ＊トニービン

��
��
�ウインクパール栗 2008 ＊キソティック

14f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



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

母 ナスケンアイリス（07栗 ＊フレンチデピュティ）入着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－５（13），地方－４（16）〕
ナスケンリュウジン（11牡栗 ＊ケイムホーム）３勝
ネクストムーブ（13牡栗 ＊バトルプラン）３勝，初霞賞（Ｄ1800）２着，わらび賞
（Ｄ1800）２着，��１勝

オーブスプリング（14牝栗 ディープブリランテ）�２勝��２勝，フローラルＣ
（Ｄ1600），ブロッサムＣ（Ｄ1600）３着

モジアナフレイバー（15牡鹿 ＊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，川崎マイラーズ（Ｄ1600），
勝島王冠（Ｄ1800）（２回），大井記念（Ｄ2000），勝島王冠（Ｄ1800）３着

ゴルトマイスター（16牡栗 ゴールドアリュール）�４勝，アハルテケＳ‐OP
（Ｄ1600）３着，北総Ｓ（Ｄ1800），三浦特別（Ｄ1600）

ヴォルスト（17�鹿 キズナ）２勝，���１勝
アルコディオーサ（18牝鹿 ディープインパクト）�１勝
モルトフレイバー（19牡鹿 ドゥラメンテ）�地方未出走

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
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

148 ナスケンアイリス２０２０ 牡・鹿 ２／１７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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��
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�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスロードカナロア Storm Cat

��
��
�レディブラッサム鹿 2008 ＊サラトガデュー

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandナスケンアイリス
＊ Capote

��
��
�オブザーヴァント栗 2007 ＊パテントリークリア

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

価格： 購買者：



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

母 レオソレイユ（02栗 ＊オペラハウス）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－２（４）〕
レオアクティブ（09牡栗 アドマイヤムーン）４勝，京王杯２歳Ｓ‐G2，京成杯オー

タムＨ‐G3，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３着，マーガレットＳ‐LR
（芝 1400）２着，関屋記念‐G3 ３着，バーデンバーデンＣ‐L（芝 1200）３着，
朱鷺Ｓ‐OP（芝 1400），ダリア賞‐OP（芝 1400）２着，パラダイスＳ‐OP
（芝 1400）３着，くるみ賞（芝 1400）２着，種牡馬

レオハイタッチ（10�鹿 タニノギムレット）１勝
レオフラッパー（12牝栗 ステイゴールド）３勝，国分寺特別（芝 1600）３着
カズノキング（15牡鹿 ロードカナロア）��２勝
ラッキーバローズ（16牡鹿 ドリームジャーニー）入着７回，��出走�入着６回
ソレイユドゥアルル（17牝鹿 ロードカナロア）��２勝

２代母 ホマレノプリンセス（90鹿 ＊プリンスオブバーズ）３勝，日田特別，箕面特別，
英彦山特別２着，ＴＶＱ杯３着
バンダムタイクーン（96牡 ＊ラストタイクーン）２勝，栗駒特別，稲村ヶ崎特別２着，

中ノ岳特別２着（２回），石和特別３着，沓掛特別３着，etc.
ブレイクタイム（97牡 ＊デインヒル）６勝，京成杯オータムＨ‐Jpn3（２回），安田記

念‐Jpn1 ２着，アイビスサマーダッシュ‐Jpn3 ２着，函館スプリントＳ
‐Jpn3 ３着，中日スポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬

ブラックシルエット（98牡 ＊オジジアン）３勝，宝ケ池特別，箕面特別
レオティアラ（04牝 ＊マリエンバード）３勝
ハリソンバローズ（05牡 ＊タイキシャトル）１勝，吾妻小富士賞３着，�１勝�入着２回
ドリームボルト（08牡 ＊タイキシャトル）入着，��２勝�入着�

３代母 フクシヨウカマダ（79鹿 ＊コインドシルバー）１勝，�３勝
クレールシラオキ（91牝 ＊クリスタルグリツターズ）入着２回

レタセモア（98牡 ＊デュラブ）�５勝�７勝�入着��，兵庫ジュニアＧＰ
‐Jpn3 ２着，スプリングＣ，ゴールドウィング賞，etc.

４代母 サチカマダ（68鹿 ＊ヴイミー）４勝，カーネーシヨンＣ
［孫］ キツポウシ（82牡 アローエクスプレス）６勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，吾

妻小富士賞‐OP ２着，阿武隈特別，etc.，�７勝�１勝

149 レオソレイユ２０２０ 牡・鹿 ３／１９
＊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

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�オペラハウス Colorspinレオソレイユ ＊プリンスオブバーズ

��
��
�ホマレノプリンセス栗 2002 フクシヨウカマダ

＊フロリースカツプ 3l
Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718
生 産 牧 場： ㈲矢野牧場
飼 養 者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718

母 ＊スターズインハーアイズ（99 IRE 黒鹿 Woodman）GB入着３回
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－７（10）〕
アインラクス（05牡鹿 ダンスインザダーク）２勝，若駒Ｓ‐OP（芝 2000）
プレザントブリーズ（06牝黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝，りんどう賞（芝 1400）２着
ダノンパッション（07牡青鹿 アグネスタキオン）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2

３着，黄菊賞（芝 1800）
スターリーウインド（12牝黒鹿 ゼンノロブロイ）２勝，粟島特別（芝 1800）３着，

鳥栖特別（芝 2000）３着
ダノンスターズ（14牡黒鹿 ハーツクライ）１勝
クロンヌデトワール（15牝栗 オルフェーヴル）１勝
スターズプレミア（17牡鹿 ロードカナロア）�１勝
ヴィトーリア（18牡黒鹿 ドゥラメンテ）�入着
ダークエクリプス（19牡青鹿 ドゥラメンテ）�未出走

２代母 ＊ウインドインハーヘア（91 IRE 鹿 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカ
ル‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，英オークス‐G1
２着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着

＊レディブロンド（98牝 Seeking the Gold）５勝，スプリンターズＳ‐Jpn1 ４着，
セプテンバーＳ，ＴＶｈ賞，長万部特別，ＴＶｈ杯，etc.

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，オーストラリアＴ‐L ２着，アンドロメダ
Ｓ‐L ２着，etc.，種牡馬

ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，日本ダービー‐Jpn1，有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1，
天皇賞（春）‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，神戸新聞杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，
年代表（2回），優３牡，優古牡，種牡馬

オンファイア（03牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，種牡馬
ニュービギニング（04牡 アグネスタキオン）３勝，ホープフルＳ‐L，毎日杯‐Jpn3

３着，松籟Ｓ，古都Ｓ３着

３代母 バークレアBurghclere（77 GB鹿 Busted）GB１勝

150 スターズインハーアイズ２０２０ �・黒鹿 ４／ ２
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellハーツクライ ＊トニービン

��
��
�アイリッシュダンス鹿 2001 ＊ビユーパーダンス

＊

ウッドマン Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Woodman ＊プレイメイトスターズインハーアイズ
＊ Alzao

��
��
�ウインドインハーヘア黒鹿IRE 1999 Burghclere

2f
Lyphard S4×M4

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 宝寄山 拓樹＝日高町賀張 �01456-5-2700
生 産 牧 場： 宝寄山 拓樹
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

母 エーレンガート（13鹿 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
アメリカンムーン（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）��出走

２代母 ＊ブリクセン（98 USA鹿 GoneWest）GB・IRE１勝，Tyros S‐L ３着
ストーリーブック Storybook（04牝 Halling）GB・USA３勝

ロメオリーマ Romeo Lima（12牡 Medaglia d'Oro）FR・USA３勝，P. Her
od‐L ２着，種牡馬

カンクラージュ Camp Courage（13� War Front）�FR・USA２勝，Grand
Criterium de Bordeaux‐L ２着，Criterium de L'Ouest‐L ３着

ゲットオンザバスGet On the Bus（18 牝 Uncle Mo）�USA入着，ソレント
Ｓ‐G2 ２着

アフリカンストーリー African Story（07� Pivotal）FR・UAE・HKG８勝，ドバイワ
ールドＣ‐G1，アルマクトゥームチャレンジＲ３‐G1，ゴドルフィンマイル‐G2，
ブルジナハール‐G3（２回），アルマクトゥームチャレンジＲ２‐G2 ２着，etc.

アフリカンブルー（11� ディープスカイ）�６勝�11 勝��１勝，カンナ賞３着
アフリカンゴールド（15� ステイゴールド）�４勝，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，六社

Ｓ，兵庫特別，渥美特別，烏丸Ｓ２着，etc.
イサク（16牡 マンハッタンカフェ）１勝
ロンゴノット（17牡 ＊パイロ）�２勝，横手特別２着

３代母 デイニシュDanish（91 IRE 鹿 ＊デインヒル）FR・IRE・ITY・USA６勝，Ｑ
エリザベス二世チャレンジＣ‐G1，サラトガＢＣＨ‐G3，My Charmer H‐L，
P .La Sorellina‐L，フラワーボ－ルＨ‐G1 ２着，etc.

４代母 ティーハウス Tea House（80 IRE 栗 Sassafras）FR・IRE・USA４勝，C
ornelscourt S‐L
［子］ エイス Ace（01牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・USA・UAE３勝，デズ

モンドＳ‐G3，ＢＣターフ‐G1 ２着，プリンスオヴウェイルズＳ
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ホークアイ Hawkeye（98牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・ITY・USA・
HKG・SIN３勝，デズモンドＳ‐G3，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G1
３着，ムーランドロンシャン賞‐G1 ３着，etc.，種牡馬

151 エーレンガート２０２０ �・鹿 ４／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズエーレンガート
＊ GoneWest

��
��
�ブリクセン鹿 2013 Danish

10c
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



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

母 ＊ホワイトソックス（12 USA青鹿 Scipion）�３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ナリノストーム（18牡青鹿 キズナ）出走，�地方未出走

２代母 オーシャンキャットOcean Cat（92 USA黒鹿 Storm Cat）USA７勝，V
allejo S‐L，Table Hands S‐L，Turbo Launch S‐L，リーヴシュライジ
ュニアＳ‐G2 ３着，Moccasin S‐L ２着，etc.

＊エンシャントゴールド（98牝 Seeking the Gold）USA出走
マイアンMayan（03牝 Cherokee Run）不出走
ジーアイジップ Z. I. Zipp（07� City Zip）USA３勝，Turfway Prevu
e S

ゴールドマインGold Mine（99牡 Mr. Prospector）USA１勝，種牡馬
レモンドロップマティーニ Lemon Drop Martini（02 牝 Lemon Drop Kid）不出走

レモンペッパー Lemon Pepper（06 牝 Fisher Pond）CAN４勝，Alberta O
aks‐R，Sturgeon River S‐R，Edmonton Distaff H‐L ２着，
Duchess Of York H３着，Northlands Oaks３着

ヴィクトリーデイ Victory Day（13� Exhi）CAN５勝，Alberta Premier'S
Futurity‐R

トゥーオーシャンズTwoOceans（07 牝 Cape Town）USA４勝
ロサ Loza（09牡 Cape Town）MEX８勝

３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.

＊パシフィカス（81牝 Northern Dancer）GB２勝
ビワハヤヒデ（90牡 ＊シャルード）10勝，菊花賞‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，

宝塚記念‐Jpn1，etc.，年代表，優３牡，優古牡，種牡馬
ナリタブライアン（91牡 ＊ブライアンズタイム）12勝，日本ダービー‐Jpn1，有

馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，etc.，優２牡，年代表，優３牡，種牡馬
＊キャットクイル（90牝 Storm Cat）GB入着

キズナ（10牡 ディープインパクト）６勝，日本ダービー‐G1，産経大阪杯‐G2，
京都新聞杯‐G2，etc.，FR１勝，優３牡，種牡馬

152 ホワイトソックス２０２０ 牡・鹿 ４／ １
＊ 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ダイワメジャー ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットブーケ栗 2001 ＊スカーレツトインク

＊

シピオン A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Scipion Strawberry Reasonホワイトソックス オーシャンキャット Storm Cat

��
��
�Ocean Cat青鹿USA 2012 Pacific Princess

13a
Hail to Reason S4×M5 Northern Dancer S4×M5 Secretariat M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈱タガミファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2401
生 産 牧 場： ㈱タガミファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

母 シャラントレディ（07黒鹿 フジキセキ）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（１）〕
アングレーム（15牝黒鹿 ＊ハービンジャー）１勝，��１勝
スティングレイ（16牡鹿 ＊クロフネ）１勝
ココリカレドニアン（18牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）�出走

２代母 ＊コニャックレディ（95 USA栗 Olympio）USA４勝，Margarita H‐L
＊カフェオリンポス（01牡 Grand Slam）６勝，トパーズＳ‐L，コーラルＳ‐L，トパ

ーズＳ‐L ２着，etc.，��１勝�入着，ジャパンＤダービー‐Jpn1，マイルＣ
ｈＳ南部杯‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬

ガリラニGalilani（02 牝 Storm Creek）FR１勝
ネスノNesno（03牡 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GB２勝
リントス（09牝 ＊ウォーエンブレム）１勝

グトルフォス（16牡 ゴールドアリュール）３勝，日野特別，小金井特別２着，
わらび賞２着，くすのき賞２着

マイネルユニブラン（14牡 スズカマンボ）２勝，臥牛山特別，きんもくせい特別２
着，��３勝

ユニバーサルレディ（16牝 ロジユニヴァース）�１勝��

３代母 カルマネッタ Carmanetta（84 USA栗 Roberto）FR・USA４勝，イエルバ
ブエナＨ‐G3 ２着，ヴァントー賞‐G3 ２着，Marie P. Debartolo Memorial H
‐L ２着
アメリック Amerique（94� St. Jovite）USA３勝，サンフアンカピストラーノＨ

‐G1，ユナイテドネイションズＨ‐G1 ３着，Cape Henlopen S‐L ２着，etc.，
USA障害１勝

ナチュラルカルマNatural Carma（98牝 Valiant Nature）USA１勝
ブリュールマイアー Bruhlmeyer（15� Super Saver）�USA５勝，Don C.

Mcneill S‐R ３着
スピニングウインド SpinningWind（00牝 ＊デヒア）USA２勝

トルーブリーズTrue Breeze（08牝 Yes It's True）USA２勝
エクスターペイター Extirpator（15� Gemologist）�USA８勝，Delta
Mile S‐L ２着（２回）

153 シャラントレディ２０２０ 牡・鹿 ３／１３
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー
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�
� ランニングヒロインモーリス ＊カーネギー
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��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊サンデーサイレンス

�
�
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�
�
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��

�フジキセキ ＊ミルレーサーシャラントレディ
＊ Olympio

��
��
�コニャックレディ黒鹿 2007 Carmanetta

2f
サンデーサイレンスM3×S4 Roberto M4×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631
生 産 牧 場： ㈲フジワラファーム
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

母 スリーアロー（11黒鹿 ＊アルデバランⅡ）３勝，和布刈特別（Ｄ1700），釧路湿原
特別（Ｄ1700）２着，ポプラ特別（Ｄ1700）２着，大倉山特別（Ｄ1700）２着，舞鶴
特別（Ｄ1800）２着，etc.，�３勝
初仔

２代母 ピサノベネチアン（02栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
ティンクルチャーミ（07牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
サトノパンサー（08牡 キングカメハメハ）５勝，プロミネントＪＳＴ，京橋特別，

筥崎特別，足立山特別，アメジストＳ２着，etc.
メイショウヤギュウ（09牡 ＊クロフネ）１勝
バロンミノル（10牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
サトノフラリッシュ（12牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

３代母 ＊ストームザミント（93 USA黒鹿 Storm Cat）USA２勝
オナーザミント（98牝 Honour and Glory）不出走

ドゥオナー（04牝 ダンスインザダーク）入着２回，�１勝�入着
シゲルコング（14牡 ＊シニスターミニスター）２勝，オキザリス賞，初春Ｓ
２着，障害１勝，��入着��，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

オノユウ（07牝 バブルガムフェロー）�５勝��入着，エーデルワイス賞
‐Jpn3，東京２歳優駿牝馬２着，フローラルＣ，etc.
バブルガムダンサー（17牝 ＊パイロ）��３勝��入着２回��，栄冠賞，
のじぎく賞３着，若草賞３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，etc.，種牡馬

プロフェシーライツ（00牝 ＊アフリート）１勝
ディープルマン（08牡 ダンスインザダーク）２勝，赤穂特別３着，�１勝
バンザイ（09牡 ＊タイキシャトル）３勝，若竹賞，葉山特別３着
メイショウイマワカ（10牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，メルボルンＴ２着

４代母 ミントクーラーMint Cooler（84 USA鹿 Key to the Mint）USA４勝，
Primrose S‐R，ＣＣＡオークス‐G1 ２着

154 スリーアロー２０２０ 牡・青鹿 ２／１２
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲
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� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク
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�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊ Mr. Prospector
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�アルデバランⅡ Chimes of Freedomスリーアロー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ピサノベネチアン黒鹿 2011 ＊ストームザミント

2s
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478
生 産 牧 場： 岡田スタッド
飼 養 者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478

母 エリモフェザー（10栗 ＊シニスターミニスター）４勝，鳥屋野特別（Ｄ1200）
〔産駒馬名登録数：１〕
ハルハル（18牝鹿 マツリダゴッホ）��入着

２代母 リトルマーメード（01栗 ＊トワイニング）２勝
ビビビ（12牝 ＊ワイルドラッシュ）��１勝�３勝
アポロナイスジャブ（13� ＊アポロキングダム）３勝，��出走��２勝�１勝
グッドアビリティ（14牝 ブラックタイド）�４勝
フォルメッシ（18牡 ＊ロージズインメイ）���２勝

３代母 エリモドリーム（95鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
エリモニックス（00牡 ＊ブラックタイアフェアー）�２勝�２勝��
キャッチザドリーム（02牝 ＊アフリート）出走

ウインシンデレラ（11牝 スパイキュール）�２勝��１勝
ミチノクワンコソバ（12牝 エイシンサンディ）	４勝

ドリームガールズ（05牝 サクラバクシンオー）１勝，障害１勝
エクセルフラッグ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝

４代母 エリモキリコ（90鹿 マルゼンスキー）不出走

５代母 サニーエンゼル（79鹿 ＊エリモホーク）１勝
［子］ エリモドミネ（84牡 ＊ステイールハート）５勝，響灘特別，ＵＨＢ賞，御

在所特別，etc.
エリモノオオカミ（91牡 ＊リヴリア）２勝，横津岳特別，奥只見特別２着
エリモチャレンジ（89牡 ＊ウオロー）�２勝�３勝
エリモワンダー（88牡 アスワン）
１勝

155 エリモフェザー２０２０ 牡・鹿 ４／１６
＊サンデーサイレンス
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＊ Orpen
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�シニスターミニスター Sweet Ministerエリモフェザー ＊トワイニング

��
��
�リトルマーメード栗 2010 エリモドリーム

＊マタテイナ 6b
Halo S4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 木村牧場㈲＝日高町清畠 �01456-2-0800
生 産 牧 場： 木村牧場㈲
飼 養 者： 木村牧場㈲＝日高町清畠 �01456-2-0800

母 アズマクィーン（12鹿 アドマイヤムーン）４勝，千種川特別（芝 1200），ＨＢＣ賞
（芝 1200）２着，立待岬特別（芝 1200）２着
初仔

２代母 ハートオブクィーン（05青鹿 ＊ジョリーズヘイロー）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，
桜花賞‐Jpn1 ４着，ラベンダー賞‐OP，�１勝

３代母 マイシークレット（92鹿 Woodman）１勝
ブレイクサイレンス（99� イタリアンカラー）�１勝
マキノコーラルシー（01牝 イタリアンカラー）不出走

ボストンレッド（06牡 ＊ボストンハーバー）入着，�２勝�１勝�入着２回
ワイズチェアマン（08� ＊グラスワンダー）�２勝
フクノツール（09牡 サクラプレジデント）�１勝�１勝
テュケー（10牝 ネオユニヴァース）入着
ノルニル（16牝 ＊パイロ）�１勝�

ナイスイタリアン（12牡 ステイゴールド）�	１勝
ジョイフルヘイロウ（02牡 キングヘイロー）�	４勝
フクノスズラン（04牝 ＊スクワートルスクワート）�３勝

ユーセイテラー（10牡 ＊ファンタスティックライト）�１勝�入着２回

４代母 ＊ヘブンズシークレット（87 USA鹿 ＊セクレト）不出走
［子］ キタノシュンライ（93� ＊バイアモン）
�２勝

デルマリチャード（04牡 ＊マチカネキンノホシ）�１勝
［孫］ マーチレット（00牝 エアダブリン）�３勝

ウェイザベル（03牝 ＊グランドオペラ）�２勝
グリーンタッチ（01牝 ロイヤルタッチ）�２勝�入着
タマノバルク（02牝 ＊タイキブリザード）�１勝

５代母 ヘヴンリーブルーHeavenly Blue（81 USA鹿 Raise a Native）不出走
［子］ テイトダンサーTate Dancer（89� Green Dancer）USA４勝
［孫］ コンティニュアスリー Continuously（99 牡 Diesis）GB・USA４勝，ハ

リウッドターフカップ‐G1，サンルイスオビスポＨ‐G2 ２着，サン
セットＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

156 アズマクィーン２０２０ 牡・鹿 ２／１６

＊

ウォーフロント Danzig
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胸囲
管囲
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�アドマイヤムーン マイケイティーズアズマクィーン ＊ジョリーズヘイロー
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��
�ハートオブクィーン鹿 2012 マイシークレット

＊ヘブンズシークレット 9c
Halo M4×S5×M5 Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲山際セントラルスタッド＝新ひだか町三石旭町 �0146-33-2843
生 産 牧 場： ㈲山際セントラルスタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

母 ナイスクオリア（11栗 キングカメハメハ）�４勝�３勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ステラーポルックス（18牝鹿 エピファネイア）��１勝�入着２回

２代母 エアクリスティーナ（97青鹿 フジキセキ）出走
クレバークリス（06牝 ＊クロフネ）２勝

ミヤジシルフィード（16牡 ロードカナロア）１勝，小倉２歳Ｓ‐G3 ３着，��１勝
ゲンパチリベロ（18牡 ドゥラメンテ）�１勝，山藤賞２着

３代母 ＊シークレットシェアラー（80 USA栗 Secretariat）USA４勝，ロングアイラン
ドＨ‐G2 ３着
シェアザグロ－リ－Share the Glory（88 牡 Halo）USA６勝，Vanlandingham S

‐L，レッドスミスＨ‐G2 ３着，ニッカボッカーＨ‐G3 ２着，etc.，種牡馬
サンデーブランチ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，宝塚記念‐Jpn1 ２着，金鯱

賞‐Jpn2 ２着，緑風Ｓ，etc.，種牡馬
エアウイングス（94牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，

スイートピーＳ‐OP
エクスプロイト（00牡 ＊コマンダーインチーフ）５勝，両国特別，湾岸Ｓ２着，

初日の出賞３着，etc.
ウイングレット（01牝 ＊タイキシャトル）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，ターコイズ

Ｓ‐L，スイートピーＳ‐L，etc.
ソアリングピアス（03牝 ＊エルコンドルパサー）１勝
ナムラバンザイ（15牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝，もみじＳ‐OP ３着，中京
２歳Ｓ‐OP ３着，��５勝��１勝�２勝

エオリアンハープ（06牝 キングカメハメハ）５勝，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，ター
コイズＳ‐L ３着，紫苑Ｓ‐L ３着，etc.

キングストーン（11牡 キングカメハメハ）４勝，稲荷特別，若戸大橋特別，門
司Ｓ２着，etc.

４代母 ニジャナNijana（73 USA栗 Nijinsky）USA10 勝，スカイラヴィルＳ‐G3，
Parlo Turf H（２回），Shrewsbury H，Rare Treat S，ダイアナＨ‐G2
３着，etc.

157 ナイスクオリア２０２０ �・鹿 １／１２
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ジオポンティ Tale of the Cat
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胸囲
管囲
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�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスナイスクオリア フジキセキ
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��
�エアクリスティーナ栗 2011 ＊シークレットシェアラー

2n
Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲市川牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4747
生 産 牧 場： ㈲市川牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

母 ＊アンソニカ（07 USA鹿 Purge）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（５）〕
ダイワレンジャー（13�栗 ゴールドアリュール）�２勝��
インツォリア（14牡鹿 スマートファルコン）１勝
アラゴネス（16�黒鹿 ゴールドアリュール）入着，���３勝
ドナキアーロ（17牝鹿 ディープブリランテ）�２勝
ウロボン（19牡黒鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 ＊エナブル（95 USA鹿 Roanoke）USA９勝
マネーブルMoneybru（03牝 Talk Is Money）USA２勝

ミッドナイトマイリーMidnight Miley（12 牝 Midnight Lute）USA・CAN６
勝，オンタリオメイトロンＳ‐G3，シーウエイＳ‐G3，La Lorgnette S
‐L，Sweet Briar Too S３着

メレディスビーMeredith Bee（04牝 El Corredor）USA３勝，Manatee S２着
＊スーニ（06牡 Soto）３勝，�２勝��４勝�１勝	１勝
１勝�，ＪＢＣスプリン

ト‐Jpn1（２回），全日本２歳優駿‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，兵庫ジュニアＧＰ
‐Jpn2，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3，etc.

ジャストヴィークル（11牡 ネオユニヴァース）１勝，�２勝�

３代母 サティンプロミス Satin Promise（90 USA芦 Dixieland Band）不出走
サティネット Satinet（94 牝 Olympio）USA４勝

ブリッツジュールズ Britt's Jules（01� Jules）USA11 勝，Excalibur S，
Sportsman'S Paradise S，Triple Sec S，etc.

プロベイションレディ Probation Ready（04牡 More Than Ready）USA・
CAN８勝，Delta Express S，Black Gold S，Inaugural S，etc.，
種牡馬

プロミスオヴウォー Promise ofWar（96� Lord AtWar）USA15 勝，Tri‐Sta
te H‐L，Yaqthan S，Brooks Fields S２着，etc.

ボールドウィンカウンティ Baldwin County（98� Prized）USA８勝，Charlie I
les Express H

シューイン Shoo In（05牝 Dynaformer）不出走
グッチファクターGucci Factor（13� Gio Ponti）�USA８勝，ポーカーＳ

‐G3，Mohawk S‐R，Kingston S‐R，etc.

158 アンソニカ２０２０ �・栗 ２／ ７

＊

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

＊

パージ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�Purge Copelan's Bid Galアンソニカ
＊ Roanoke

��
��
�エナブル鹿USA 2007 Satin Promise

9f
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： アイズスタッド㈱＝日高町清畠 �01456-5-2022
生 産 牧 場： アイズスタッド㈱
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

母 グロッタアズーラ（07黒鹿 フジキセキ）入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－４（９），地方－１（１）〕
ナンベーサン（13牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝
ラーナアズーラ（14牝栗 ＊パイロ）３勝
ドンフォルティス（15牡栗 ＊ヘニーヒューズ）３勝，伏竜Ｓ‐OP（Ｄ1800），ヤマボ

ウシ賞（Ｄ1400），��１勝��入着�，北海道２歳優駿‐Jpn3，全日本２歳
優駿‐Jpn1 ２着

ドンマニフィコ（17牡芦 ＊ダンカーク）�１勝
カイマナリノ（18牝栗 ミッキーアイル）�入着２回

２代母 サダムブルーアイズ（02黒鹿 ＊エルコンドルパサー）入着

３代母 ミスティックアイズ（92鹿 Eastern Echo）２勝，えりも特別２着，ＮＳＴ賞３着
ピュアウィンク（99牝 ＊トニービン）不出走

ジャコスキー（06牡 キングカメハメハ）３勝，アプローズ賞，京都ゴールデン
プレミアム２着，難波Ｓ３着，etc.

パンプルムース（12牝 マンハッタンカフェ）１勝，閃光特別３着
ジャコマル（14牡 ダノンシャンティ）�５勝，グレイトフルＳ，唐戸特別，小

倉城特別２着，etc.
ミスティックエイジ（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，京都２歳Ｓ‐L，京都新聞杯

‐Jpn2 ３着，Ｒたんぱ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
フレンチミステリー（03牝 ＊フレンチデピュティ）１勝

メイショウアズミノ（11牝 ハーツクライ）３勝，ＨＢＣ賞２着，ＳＴＶ杯３着，
道新スポーツ杯３着

４代母 ＊スキム（85 USA鹿 Nijinsky）USA１勝
［子］ タガノスキム（98牡 ＊フォーティナイナー）２勝，山科特別３着，�２勝

�１勝�	入着２回��

タガノトニー（97牡 ＊トニービン）２勝，三条特別３着，筑後川特別３着，
�２勝�入着３回��

［孫］ ステイジン Stagyn（97牝 Stagecraft）CHI５勝，カルロスＡナバロ賞‐G2，
パドック賞‐G3，P. Gregorio Amunategui Jordan‐L，etc.

159 グロッタアズーラ２０２０ 牡・栗 ４／ ７
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲
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��
�

�
�
�
�
�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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーグロッタアズーラ ＊エルコンドルパサー

��
��
�サダムブルーアイズ黒鹿 2007 ミスティックアイズ

＊スキム 13b
Kingmambo S3×M4 Sadler's Wells S4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
生 産 牧 場： ㈲岡田牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

母 ヤマカツサファイヤ（13青鹿 マンハッタンカフェ）１勝
初仔

２代母 ヤマカツマリリン（04栗 ＊グラスワンダー）３勝，アンコールＳ‐OP ２着，京
洛Ｓ‐OP ２着，セプテンバーＳ，中京日経賞，伊吹山特別２着，etc.，�２勝
ヤマカツエース（12牡 キングカメハメハ）７勝，金鯱賞‐G2（２回），ＮＺトロフィ

ー‐G2，中山金杯‐G3，福島記念‐G3，大阪杯‐G1 ３着，etc.，種牡馬
ヤマカツグレース（14牝 ＊ハービンジャー）２勝，フローラＳ‐G2 ２着，大阪―ハンブ

ルクＣ，大阪―ハンブルクＣ２着，２０１８ファイナルＳ２着，君子蘭賞２着，etc.
ヤマカツヒーロー（15牡 ＊ヘニーヒューズ）�２勝
ヤマカツマーメイド（17牝 ロードカナロア）�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‐G1 ５着，りんどう賞
ルース（18牝 ドゥラメンテ）�２勝，デイジー賞，サフラン賞３着

３代母 ＊イクセプトフォーワンダ（95 CAN鹿 Tejabo）USA７勝，ダンススマートリ
ーＨ‐G3，Victoriana S‐R，Victoriana S‐R ２着，La Prevoyante S
‐R ２着，ベサラビアンＨ‐G3 ３着，etc.
ワンダフルクエスト（06牡 ＊コロナドズクエスト）�５勝�入着２回��，北海道２

歳優駿‐Jpn3 ３着，ブリーダーズＧＪｒＣ，イノセントＣ

４代母 ユニークギャルUnique Gal（90 CAN黒鹿 Bold Ruckus）不出走

５代母 スピントゥウイン Spin toWin（76 CAN黒鹿 Right Combination）USA２勝
［子］ シニスタースピンスター Sinister Spinster（81 牝 Sinister Purpose）US

A10 勝，Ontario Matron H‐LR，Birmingham H，Ontario
Damsel S‐R，etc.

［孫］ クイーンズギャンブルレイディQueens Gamble Lady（01牝 Tejano Run）
PR12 勝，C.Cardiologo‐LR ３着

［曾孫］ ジェラスアゲイン Jealous Again（07 牝 Trippi）GB・USA２勝，クイー
ンメアリーＳ‐G2，ケンタッキージュヴェナイルＳ‐G3 ２着

クルージングカート Cruising Kat（99� Katahaula County）USA７勝，
ブリティッシュコロンビアダービー‐G2，City Of Vancouver S
‐R ３着

160 ヤマカツサファイヤ２０２０ 牡・青鹿 ４／１５

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲
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�
�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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジヤマカツサファイヤ ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン青鹿 2013 ＊イクセプトフォーワンダ

2k
Danzig S4×M5 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲タニグチ牧場＝新冠町高江 �0146-47-3088
生 産 牧 場： ㈲タニグチ牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

母 エリモインプレス（03鹿 ＊エルコンドルパサー）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－３（４）〕
トミケンアルドール（09牡栗 ジャングルポケット）５勝，師走Ｓ（Ｄ1800），摩耶

Ｓ（Ｄ1800），ゴールデンブライドルＴ（Ｄ1800）３着，福島放送賞（Ｄ1700）３
着，オーロラ特別（Ｄ1700）３着

ブリリアント（10牡鹿 ハーツクライ）１勝，新緑賞（芝 2300）２着
サーストンカインド（12牝鹿 ディープスカイ）入着，��２勝
テイエムギフテッド（15牡黒鹿 ネオユニヴァース）２勝，��１勝，佐賀スプリン

グＣ（Ｄ1800）３着
ヒガシギンガ（17牝栗 ネオユニヴァース）��１勝�
テイエムプレスダン（18牡鹿 スマートファルコン）�出走

２代母 エリモエキスプレス（94栗 サクラユタカオー）不出走
エリモエキスパート（00牡 ＊コマンダーインチーフ）��３勝�１勝
エクステンション（01牡 ＊ラムタラ）�１勝	２勝
１勝

３代母 パッシングピース（89黒鹿 ＊アーテイアス）出走
エリモセントラル（95牝 ＊ドクターデヴィアス）６勝，京都金杯‐Jpn3 ２着，渡月

橋Ｓ，ムーンライトＨ，etc.
エリモファイナル（02牝 ＊オペラハウス）４勝，紅梅Ｓ‐OP，ストークＳ，西宮

Ｓ２着，etc.
ハギノパトリオット（12� キングカメハメハ）入着４回，障害３勝，新潟
ジャンプＳ‐JG3 ２着

エリモロマンス（97牝 ＊サンシャインフォーエヴァー）３勝，矢車賞，れんげ賞２着
エリモサリュート（04� ＊ラムタラ）３勝，桑名特別３着
エリモラフィーネ（05牝 フジキセキ）１勝，まりも特別３着

４代母 ＊シインギング（72 USA鹿 Majestic Prince）USA２勝
［子］ ハリケーンアサ（81牡 ＊サドンソー）２勝，４歳中距離特別

エリモイースタン（77牡 ＊イースタンフリート）��８勝，北関東さつき
賞２着

161 エリモインプレス２０２０ 牡・黒鹿 ３／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ディープインパクト
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＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊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

�
�
�
�
�

��
��

�エルコンドルパサー ＊サドラーズギャルエリモインプレス サクラユタカオー

��
��
�エリモエキスプレス鹿 2003 パッシングピース

＊シインギング 2f
Nureyev S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

母 スマートルビー（13栗 ゼンノロブロイ）３勝，土湯温泉特別（芝 1800），テレ玉杯
（芝 2000）２着
初仔

２代母 ビーウインド（01鹿 ＊スピニングワールド）入着２回
マジックウインド（07牝 ネオユニヴァース）�１勝�２勝
ステラウインド（09牡 ゼンノロブロイ）６勝，万葉Ｓ‐L，青葉賞‐G2 ３着，七夕賞

‐G3 ２着，函館記念‐G3 ３着，ジューンＳ，etc.
ペプチドウインド（10牡 ダンスインザダーク）１勝，�２勝�
エイユービリオネア（11牡 ＊ヨハネスブルグ）２勝
ジュンエスポワール（15牡 ハーツクライ）入着，�１勝�１勝�１勝
ベルウインド（16牡 オルフェーヴル）�４勝��
ムーンライト（17牝 ハーツクライ）	２勝，豊橋特別２着

３代母 ビクトリーマッハ（89黒鹿 バンブーアトラス）３勝，西海賞２着，都井岬特別２着
スルーザシーズン（96牝 ＊スキャン）３勝

マイティーボタン（04牝 ＊タイキシャトル）１勝
モンサンアルナイル（13
 ＊カジノドライヴ）２勝，三陸特別３着，	��４勝

トーホウグリーン（05牝 アグネスタキオン）２勝
チェンジイット（13牝 トーホウエンペラー）�３勝��，クイーンＣ２着，
新春ペガサスＣ３着

ナリタシーズン（07牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，八海山特別，米沢特別２着，
�４勝

ヒルノケアンズ（10牝 ハーツクライ）３勝，飯豊特別３着，相模湖特別３着

４代母 ＊ワンスウエド（84 USA栗 Blushing Groom）不出走
［子］ テイエムオペラオー（96牡 ＊オペラハウス）14勝，ジャパンＣ‐G1，有馬

記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，etc.，優３牡，年代表，優古牡，種牡馬
チャンネルフォー（88牝 ＊ノーザンディクテイター）４勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2
２着，阪急杯‐Jpn3 ３着，札幌日刊スポーツ杯‐OP ２着，etc.

［孫］ テイエムガルチオー（00牡 ＊サンダーガルチ）２勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，若
駒Ｓ‐OP ３着，etc.，�入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn3 ３着

162 スマートルビー２０２０ 牡・青鹿 ２／ ８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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� キングカメハメハ
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�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルスマートルビー ＊スピニングワールド

��
��
�ビーウインド栗 2013 ビクトリーマッハ

＊ワンスウエド 4m
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M5 Nureyev M4×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲上水牧場＝むかわ町花岡 �0145-42-3152
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

母 マッテンタルト（12栗 キングカメハメハ）�５勝
本馬の他に産駒あり

２代母 フランダース（02栗 ＊サンデーサイレンス）入着
アントワープ（07牝 キングカメハメハ）�１勝��１勝

ヴォカツィオーネ（14牝 ＊カジノドライヴ）３勝，釧路湿原特別（２回），渡島特別
２着，釧路湿原特別２着，檜山特別３着，２０１８ＷＡＳＪ第３戦３着，��１勝

クレバーアポロ（09牡 キングカメハメハ）３勝，茨城新聞杯３着
レディトリス（13牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

３代母 ＊グレートクリスティーヌ（87 USA鹿 Danzig）USA１勝
＊ログキャビン（96牡 Woodman）２勝，石狩特別２着，陸奥湾特別２着，ニセコ特

別３着，etc.
ビリーヴ（98牝 ＊サンデーサイレンス）10勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，高松宮記念

‐Jpn1，函館スプリントＳ‐Jpn3，etc.，優古牝
＊ファリダット（05牡 Kingmambo）５勝，栗東Ｓ‐L，マーガレットＳ‐L，安田

記念‐G1 ３着，etc.
＊フィドゥーシア（12牝 Medaglia d'Oro）７勝，春雷Ｓ‐L，アイビスサマーダ

ッシュ‐G3 ２着，葵Ｓ‐LR ２着，etc.
＊ジャンダルム（15牡 Kitten's Joy）�５勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，春雷Ｓ‐L，

信越Ｓ‐L，etc.
シマノタカラチャン（99牝 ＊ジェイドロバリー）１勝

リコーデリンジャー（15牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝��３勝，エ
ーデルワイス賞‐Jpn3 ３着，リリーＣ３着

４代母 グレイトレイディエムGreat Lady M.（75 USA芦 Icecapade）USA14 勝，
A Gleam H，La Brea S，Autumn Days H，Las Cienegas H，R
ancho Bernardo H，etc.
［子］ レイディズシークレット Lady's Secret（82 牝 Secretariat）USA25 勝，

ＢＣディスタフ‐G1，ホイットニーＨ‐G1，サンタマルガリータＨ
‐G1，etc.，年代表

ミシスルーMissy Slew（85牝 Seattle Slew）USA６勝，Philadelphi
a H，Charming Story S２着

163 マッテンタルト２０２０ 牡・黒鹿 ４／３０

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスマッテンタルト ＊サンデーサイレンス

��
��
�フランダース栗 2012 ＊グレートクリスティーヌ

22d
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲パカパカファーム＝新冠町新和 �01456-5-6333
生 産 牧 場： ㈲パカパカファーム
飼 養 者： ㈲パカパカファーム（厚賀分場）＝日高町字賀張 �01456-5-6333

母 ワビサビ（15青鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
初仔

２代母 ライツェント（07青鹿 スペシャルウィーク）入着
オデュッセウス（13� ＊ファルブラヴ）３勝，橘Ｓ‐OP，すずらん賞‐OP，クロッカ

スＳ‐OP ２着，船橋Ｓ２着，�３勝�入着，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ３着
ディアドラ（14牝 ＊ハービンジャー）７勝，秋華賞‐G1，アイルランドＴ府中牝馬Ｓ

‐G2，クイーンＳ‐G3，紫苑Ｓ‐G3，etc.，GB・FR・IRE・UAE・HKG・S
AU・BHR１勝，英ナッソーＳ‐G1，etc.

３代母 ＊ソニンク（96 GB黒鹿 Machiavellian）不出走
アコースティクス（01牝 Cape Cross）不出走

ロジユニヴァース（06牡 ネオユニヴァース）５勝，日本ダービー‐Jpn1，弥生
賞‐Jpn2，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優３牡，種牡馬

モンローブロンド（02牝 アドマイヤベガ）４勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，佐世
保Ｓ，西日本スポーツ杯，etc.

ルミナスポイント（03牝 アグネスタキオン）５勝，安芸Ｓ，天王山特別，春風Ｓ２
着，etc.
ジューヌエコール（14牝 ＊クロフネ）４勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，函館スプリ

ントＳ‐G3，ききょうＳ‐OP，etc.
ヴァイスハイト（04牝 アドマイヤベガ）２勝，羊ヶ丘特別３着

ヴァイトブリック（16牡 ＊シンボリクリスエス）�２勝，ヒヤシンスＳ‐L ２着，
白嶺Ｓ３着，�入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ２着

ノットアローン（05牡 アグネスタキオン）３勝，若葉Ｓ‐L，セントライト記念
‐Jpn2 ３着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐Jpn3 ２着，etc.

ランフォルセ（06牡 ＊シンボリクリスエス）８勝，エルムＳ‐G3，etc.，��２勝�
１勝�入着�	
，浦和記念‐Jpn2，ダイオライト記念‐Jpn2，etc.

ノーザンリバー（08牡 アグネスタキオン）６勝，カペラＳ‐G3，etc.，��４勝	
�入着２回，さきたま杯‐Jpn2（２回），東京盃‐Jpn2，etc.，種牡馬

４代母 ソニックレイディ Sonic Lady（83 USA鹿 Nureyev）GB・FR・IRE・USA
８勝，愛１０００ギニー‐G1，ムーランドロンシャン賞‐G1，サセックスＳ‐G1，コ
ロネイションＳ‐G2，チャイルドＳ‐G2，etc.

164 ワビサビ２０２０ �・鹿 １／ ２

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hasiliハービンジャー ペナンパール Bering

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayワビサビ スペシャルウィーク

��
��
�ライツェント青鹿 2015 ＊ソニンク

B3
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



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

母 キャプテンガール（10栃栗 ＊キャプテンスティーヴ）��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－１（２）〕
オジョーノキセキ（15牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�２勝，マーガレットＳ‐LR
（芝 1200）２着，カンナＳ‐OP（芝 1200）３着，若菜賞（芝 1200），千葉日報杯
（芝 1200）３着

コルク（16牡栗 ナカヤマフェスタ）入着，��入着��２勝�
アールクインダム（17牝黒鹿 ローズキングダム）�３勝，菜の花賞（芝 1600）
スイートクラウン（18牝鹿 リーチザクラウン）�１勝

２代母 ツーツーエイプリル（04栗 ＊グラスワンダー）��１勝
ブランドアオモリ（11牡 カーム）�１勝��入着�
ホメテノバスコ（13牡 ＊カジノドライヴ）�１勝
エリーアワード（16牝 アッミラーレ）�６勝
ルナクレスタ（17牝 トゥザワールド）��未出走��１勝

３代母 モガミポイント（85鹿 マルゼンスキー）３勝，弥彦特別，千葉Ｓ３着
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

ビッグテンビー（98牝 ＊テンビー）１勝
ローレルゲレイロ（04牡 キングヘイロー）５勝，スプリンターズＳ‐G1，
高松宮記念‐G1，阪急杯‐G3，etc.，優短距，種牡馬

リキサンマックス（08牡 キングヘイロー）１勝，きさらぎ賞‐G3 ２着
アメージングムーン（10牝 アドマイヤムーン）１勝，ファンタジーＳ‐G3
３着

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
ゼフィランサス（08牝 キングヘイロー）３勝
ディープボンド（17牡 キズナ）�３勝，阪神大賞典‐G2，京都新聞杯‐G2，
天皇賞（春）‐G1 ２着，etc.

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

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

165 キャプテンガール２０２０ 牡・鹿 ３／１７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスロードカナロア Storm Cat

��
��
�レディブラッサム鹿 2008 ＊サラトガデュー

＊ Fly So Free

�
�
�
�
�

��
��

�キャプテンスティーヴ Sparkling Deliteキャプテンガール ＊グラスワンダー

��
��
�ツーツーエイプリル栃栗 2010 モガミポイント

＊セレタ 1b
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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

母 スプリングサンダー（07鹿 ＊クロフネ）５勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，ＣＢＣ賞‐G3
２着，阪急杯‐G3 ２着，六甲アイランドＳ（芝 1400），うずしおＳ（芝 1400），etc.
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５）〕
スズカメジャー（14牡鹿 ダイワメジャー）�２勝，フローラルウォーク賞
（芝 1600），障害１勝

スズカテイオー（15牡鹿 ディープインパクト）１勝，西郷特別（芝 1800）２着
スカーフェイス（16牡鹿 ハーツクライ）�２勝，２０２０ＹＪＳＦＲ阪神１戦（芝 1600），

生田特別（芝 2400）２着
ネイチャーズサン（17牡鹿 オルフェーヴル）�地方未出走
スズカオーザ（18�鹿 ディープインパクト）�未出走

２代母 ＊スプリングマンボ（95 GB鹿 Kingmambo）不出走
キセキスズカ（99牡 フジキセキ）２勝，美濃特別３着，駒ケ岳特別３着，�１勝
スズカマンボ（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，天皇賞（春）‐Jpn1，朝日ＣｈＣ

‐Jpn3，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，産経大阪杯‐G2 ３着，鳴尾記念‐Jpn3 ２
着，etc.，種牡馬

スズカサンバ（04牡 アグネスタキオン）４勝，京都ゴールデンプレミアム，隅田川特別
スズカエルマンボ（05牝 ＊シンボリクリスエス）３勝

クイーンマンボ（14牝 マンハッタンカフェ）２勝，平安Ｓ‐G3 ２着，etc.，
��２勝��入着３回，Ｌプレリュード‐Jpn2，関東オークス‐Jpn2，兵
庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着，マリーンＣ‐Jpn3 ２着，etc.

スズカスコーピオン（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，三田特別２着，八瀬特別３
着，安房特別３着

スズカファイター（10牡 ディープインパクト）１勝，美濃特別３着
アイアムレジェンド（16牡 ハーツクライ）�２勝，甲南Ｓ２着，�３勝

３代母 ＊キーフライヤー（86 USA鹿 Nijinsky）USA３勝，Palisades S‐L，ケンタ
ッキーオークス‐G1 ４着，ニューヨークＨ‐G2 ３着，シープスヘッドベイＨ
‐G3 ２着，アシーニアＨ‐G3 ３着，etc.

＊レース（92牝 Gulch）USA１勝
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.

166 スプリングサンダー２０２０ 牡・鹿 ４／ ４
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellハーツクライ ＊トニービン

��
��
�アイリッシュダンス鹿 2001 ＊ビユーパーダンス

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュースプリングサンダー
＊ Kingmambo

��
��
�スプリングマンボ鹿 2007 ＊キーフライヤー

7
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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

母 フェアブルーム（09鹿 ディープインパクト）�４勝���入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
ワンダーポケット（18牝鹿 ジャングルポケット）�未出走

２代母 ＊ビーフェアー（96 BRZ黒鹿 Fast Gold）USA・BRZ５勝，エンリケポソーロ
大賞‐G1，マルシアーヌＡモレイラ大賞‐G1，ガヴェアディアナ大賞‐G1，マリ
アノプロコピオ大賞‐G3，南十字星大賞‐G1 ２着，etc.
ボースサイズ Both Sides（03� ＊ストラヴィンスキー）USA１勝，Norgor Derb

y２着，Sunray Park & Casino S３着
ビーソーフェア Be So Fair（04 牝 ＊ストラヴィンスキー）BRZ３勝，エルナーニＡシル

ヴァ会長大賞‐G2 ３着，P. Presidente Luiz Oliveira De Barros‐L ２着
ヴェリーナイスムーン Very Nice Moon（13牝 Nedawi）BRZ５勝，イメン

シティ大賞‐G1，ジョゼアントニオＰアンドラデ会長大賞‐G2，ギレェル
ミエリス会長大賞‐G3，P. Presidente Luiz Oliveira De Barros‐L

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

クルタナ（07牝 Dixie Union）１勝，飛翔特別２着
フェアープライド（08牡 ディープインパクト）１勝，�１勝
サトノミラクル（11牡 ネオユニヴァース）１勝

３代母 ミスティムーンMisty Moon（86 BRZ黒鹿 Baronius）BRZ１勝
＊ヴァージニー（94牝 Legal Case）USA・BRZ９勝，ビヴァリーヒルズＨ‐G1，ガヴェ

アディアナ大賞‐G1，エンリケポソーロ大賞‐G1，マルシアーヌＡモレイラ大賞
‐G1，フランシスコＶパウラマシャド大賞‐G2，ローシャファリア大賞‐G2，etc.

オールウェイズラッキー Always Lucky（95牝 Westheimer）BRZ２勝，ゼリアゴ
ンザガペイショトディカストロ大賞‐G1 ２着

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

サンバクイーン Samba Queen（03牝 Giant's Causeway）USA入着
シッピン Sippin（14牝 Swissle Stick）USA９勝，NewMexico Classic Lassie Ch

ampionship S‐R，Lasenora S‐R，Rio Grande Senorita Futurity
‐R，etc.

167 フェアブルーム２０２０ �・鹿 ２／ ７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアフェアブルーム
＊ Fast Gold

��
��
�ビーフェアー鹿 2009 Misty Moon

8g
Halo M4×S5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

母 ジョウノカーラ（09鹿 Dylan Thomas）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（12）〕
ローズメジャー（15牝黒鹿 ダイワメジャー）��７勝�入着
エルヴィラブレイン（17牝栗 ダイワメジャー）��５勝��入着�

２代母 ＊スイートリトリート（98 GB栗 Indian Ridge）IRE出走
マーシレス（11牡 ダイワメジャー）３勝，火打山特別２着
サンマルリトリート（15牝 ＊ハードスパン）１勝

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

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

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

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

インコミュニカード Incommunicado（94牝 Sadler's Wells）不出走
トータルリスポンス Total Response（10牝 Kheleyf）AUS・NZ３勝，Star

Way 1000‐L ３着
コロッサル Colossal（01 牡 Grand Lodge）IRE・MAC５勝，Macau Spring Tro

phy‐L ２着
アレクシアドAlexiade（02牝 Montjeu）FR・IRE２勝

アレクシオスコムネノス Alexios Komnenos（14 牡 Choisir）GB・IRE・USA２
勝，デズモンドＳ‐G3，タイロスＳ‐G3 ２着，Celebration S‐L ３着

168 ジョウノカーラ２０２０ 牡・黒鹿 ５／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

ディラントマス ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Dylan Thomas Lagrionジョウノカーラ
＊ Indian Ridge

��
��
�スイートリトリート鹿 2009 Aptostar

1l
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

母 スパイチャクラ（13鹿 Shamardal）３勝，蒲郡特別（芝 1200）２着，桑名特別
（芝 1200）２着
初仔

２代母 ＊グリーンアイズⅡ（03 IRE 芦 Green Desert）不出走
エイトマイル（16牡 スクリーンヒーロー）�１勝

３代母 カルラフシャ Karlafsha（87 IRE 芦 Top Ville）FR２勝，P. des Lilas‐L，
P. Edellic‐L ３着
カルリーカ Karliyka（92牝 ＊ラストタイクーン）FR４勝，G.P. de La Teste‐L

２着，P. de Saint‐Cyr‐L ２着
カラスタ Karasta（98 牝 Lake Coniston）GB・FR・IRE２勝，メイヒルＳ

‐G3，マルセルブサック賞‐G1 ２着
カスタリ Kasthari（99� Vettori）GB２勝，ドンカスターＣ‐G2，ドンカスタ

ーＣ‐G2 ３着，ヘンリー二世Ｓ‐G2 ３着，etc.，GB障害４勝
カルキーラKarkiyla（00 牝 Darshaan）不出走
カラン Kalann（07� Barathea）GB・IRE３勝，ドンカスターＣ‐G2 ３
着，Loughbrown S.‐L ３着，GB・IRE障害２勝

カルリーナ Karliyna（02牝 RainbowQuest）GB１勝，Lord Weinstock Me
morial S‐L ２着

カルガリ Kargali（05 牡 Invincible Spirit）GB・FR・IRE４勝，グラッドネス
Ｓ‐G3，Heritage S‐L，グラッドネスＳ‐G3 ３着

カリマーKalimar（98 牝 Bigstone）FR出走
ティボーキナTibouchina（03牝 Daylami）GB・IRE２勝
ウイッシュカムトルーWish Come True（10� Aussie Rules）ITY・A
US４勝，伊ダービー‐G2 ２着，タッツＱＬＤタタソールズＣ‐G3 ２
着，Kilmore TC Kilmore C‐L ２着，etc.，AUS障害１勝

４代母 カロサ Karosa（75 FR芦 Caro）FR１勝，アランベール賞‐G3 ２着，グロシ
ェーヌ賞‐G3 ３着
［孫］ プラウドネイティヴ Proud Native（94� Imp Society）GB・FR・IRE

・HKG・SWE18勝，テビーオープンスプリント選手権‐G3，バリー
オーガンＳ‐G3，Achilles S‐L，etc.

169 スパイチャクラ２０２０ 牡・鹿 ４／１６
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲
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� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク
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�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

シャマルダル Giant's Causeway
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��

�Shamardal Helsinkiスパイチャクラ
＊ Green Desert

��
��
�グリーンアイズⅡ鹿 2013 Karlafsha

14f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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

母 ビガップ（13鹿 ネオユニヴァース）�入着
〔産駒馬名登録数：１〕
ラルスフェイス（19牝青鹿 モーリス）�未出走

２代母 エアジャメヴー（05黒鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
エアブルーノ（10牡 アドマイヤムーン）��６勝
エアマチュール（11牝 ディープインパクト）２勝
ウィンガーランド（14牝 ステイゴールド）入着，�４勝�入着２回
ロナ（16牝 ロードカナロア）�１勝

３代母 エアデジャヴー（95鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，クイーンＳ‐Jpn3，オークス
‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ３着，秋華賞‐Jpn1 ３着，クイーンＣ‐Jpn3 ２着，etc.
エアシェイディ（01牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，キャピタルＳ

‐L，福島ＴＶＯＰ‐L，etc.，種牡馬
エアメサイア（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，秋華賞‐Jpn1，ローズＳ‐Jpn2，

オークス‐Jpn1 ２着，etc.
エアワンピース（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）４勝，豊栄特別
エアスピネル（13牡 キングカメハメハ）�４勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，富士

Ｓ‐G3，京都金杯‐G3，etc.
エアウィンザー（14� キングカメハメハ）�７勝，チャレンジＣ‐G3，カシオ

ペアＳ‐L，金鯱賞‐G2 ３着，etc.
エアマグダラ（03牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，かもめ島特別

エアアンセム（11牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，函館記念‐G3，ホープフルＳ
‐LR，都大路Ｓ‐L ２着，etc.

エアルプロン（09牡 ディープインパクト）３勝，ｔｖｋ賞，燕特別，鹿野山特別３
着，etc.

ジルダ（12牝 ゼンノロブロイ）３勝，エルフィンＳ‐OP ３着，知多特別

４代母 ＊アイドリームドアドリーム（87 USA鹿 Well Decorated）USA２勝
［子］ エアシャカール（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，皐月賞‐Jpn1，菊花

賞‐Jpn1，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，優３牡，種牡馬
［孫］ エアソミュール（09牡 ジャングルポケット）10勝，毎日王冠‐G2，鳴尾記

念‐G3，白富士Ｓ‐L，etc.

170 ビガップ２０２０ �・鹿 ２／２７
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲
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� ランニングヒロインモーリス ＊カーネギー
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�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊サンデーサイレンス
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�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスビガップ ＊シンボリクリスエス

��
��
�エアジャメヴー鹿 2013 エアデジャヴー

＊アイドリームドアドリーム 4r
サンデーサイレンスM3×S4 ノーザンテーストM4×S5 Roberto S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041
生 産 牧 場： ㈲北島牧場
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

母 クナウ（13鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，ダリア賞‐OP（芝 1400）２着，サフラ
ン賞（芝 1600）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
キーチズカンパニー（19牡鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 フラワーブリーズ（92鹿 ＊フェアジャッジメント）��３勝�，関東オークス
２着，東京３歳優駿牝馬３着，リリーＣ
ドリームナイト（00牝 ＊スキャン）�２勝��入着２回
ラッキーシーズ（01牝 ＊カコイーシーズ）�３勝

ラッキーガーデン（07牝 シックスセンス）�６勝，コウノトリ賞２着
ポムショコラ（12牝 ヴァーミリアン）�５勝，兵庫若駒賞２着，園田クイーン

セレクション３着
カシマフラワー（02牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ３着，

函館２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，すずらん賞‐OP，飛騨Ｓ３着，�１勝，エーデルワ
イス賞‐Jpn3
アムネシア（14牝 ＊キンシャサノキセキ）�３勝��１勝，ハヤテスプリント２着
アールランペイジ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，立待岬特別３着

ヒサクィーン（03牝 アグネスタキオン）１勝
アスターウィング（08牡 ＊クリストワイニング）１勝，ドラセナ賞２着

ベルモンタージュ（08牝 ＊アフリート）��１勝
ネクサスエッジ（17牝 メイショウボーラー）��２勝�１勝��１勝，加賀友

禅賞３着
エフティチャーミー（10牝 ブラックタイド）１勝，ダリア賞‐OP ２着
ソラニサクハナ（12牝 ＊ホワイトマズル）�１勝�１勝	�入着３回
ツーエムブルーム（14牡 ＊ホワイトマズル）�２勝�４勝��入着

３代母 ノーザンフエロー（84鹿 ＊ノーザンアンサー）不出走
スノードラゴン（93牡 ＊スルーザドラゴン）�２勝，ヤングＣｈＣ３着

４代母 エリモローズ（67栃栗 ＊チヤイナロツク）５勝，ビクトリアＣ２着，京都牝馬
特別２着，松籟Ｓ，北斗賞
［曾孫］ ヒダカブライアン（94牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，毎日杯‐Jpn3 ２着，

六甲Ｓ‐OP，もみじＳ‐OP，etc.

171 クナウ２０２０ 牡・鹿 ２／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat
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�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊ Kris S.
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�シンボリクリスエス Tee Kayクナウ ＊フェアジャッジメント

��
��
�フラワーブリーズ鹿 2013 ノーザンフエロー

＊ビユーチフルドリーマー 12
Roberto M4×M5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： モリナガファーム＝日高町豊田 �01456-5-2716
生 産 牧 場： モリナガファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

母 ピユカンタービレ（08青 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：４〕
ビップコルベット（18牝青鹿 ＊シニスターミニスター）�出走

２代母 エアラグドール（96栗 Storm Cat）不出走
エアジンクス（01牝 スペシャルウィーク）出走

ベアフルート（09牝 サクラバクシンオー）１勝
クレイジーアクセル（15牝 ＊ロージズインメイ）��５勝�１勝�１勝�，
クイーン賞‐Jpn3，関東オークス‐Jpn2 ３着，東京湾Ｃ，ロジータ記
念２着，戸塚記念３着，etc.，ＮＡＲ優古牝

アサクササンジャ（02牡 ＊エルコンドルパサー）１勝，�１勝�３勝��入着
ビーチパトロール（05牡 ＊フレンチデピュティ）２勝
ラムタムタガー（06牡 ダンスインザダーク）２勝，五泉特別３着，�１勝��
エクストラセック（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，柏崎特別，白鳥大橋特別２着，三

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

越後Ｓ，etc.，�入着���，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ２着，全日本２歳優
駿‐Jpn1 ４着

３代母 ＊ステラマドリッド（87 USA鹿 Alydar）USA６勝，エイコーンＳ‐G1，フリゼ
ットＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，Bridgework S，etc.
リファインメントRefinement（94 牝 Seattle Slew）USA出走

＊ライラックスアンドレース（08牝 Flower Alley）USA３勝，アシュランドＳ
‐G1，California Oaks‐L，Corte Madera S‐L ２着
ラッキーライラック（15牝 オルフェーヴル）７勝，大阪杯‐G1，エリザベ
ス女王杯‐G1（２回），阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1，etc.，HKG入
着，優２牝

＊アイルドフランス（95牝 Nureyev）FR・USA６勝，ヒルズバーロウＨ‐G3，ミネル
ヴ賞‐G3，Criterium de L'Ouest‐L，etc.

＊スターアイル（04牝 ＊ロックオブジブラルタル）２勝
ミッキーアイル（11牡 ディープインパクト）８勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，
マイルＣｈＳ‐G1，スワンＳ‐G2，etc.，優短距，種牡馬

172 ピユカンタービレ２０２０ 牡・栗 ２／２５
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ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲
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＊サンデーサイレンス
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�スペシャルウィーク キャンペンガールピユカンタービレ Storm Cat

��
��
�エアラグドール青 2008 ＊ステラマドリッド

6a
Deputy Minister S4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



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

母 ゴッドビラブドミー（04芦 ＊ブライアンズタイム）�７勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－３（13）〕
グランシュクレ（12牝芦 サムライハート）１勝
シュエット（13牝黒鹿 ブラックタイド）�４勝，菊水賞（Ｄ1700）
ジュンヴァリアス（14牡鹿 デュランダル）２勝，調布特別（芝 1800）２着，こうやま

き賞（芝 1600）２着，賢島特別（芝 1600）３着，セントポーリア賞（芝 1800）３着
ライジングドラゴン（15牡芦 カネヒキリ）�３勝，釧路湿原特別（Ｄ1700），ＴＶ

ｈ賞（Ｄ1700）２着，梅田Ｓ（Ｄ1800）３着
ミューチャリー（16牡芦 ＊パイロ）���７勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，

ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ４着，川崎記念‐Jpn1 ４着，東京大賞典‐G1 ５着，
川崎記念‐Jpn1 ５着，大井記念（Ｄ2000），マイルＧＰ（Ｄ1600），羽田盃
（Ｄ1800），鎌倉記念（Ｄ1500），東京ダービー（Ｄ2000）２着，etc.

ジュンスピード（17牝芦 ＊カジノドライヴ）��出走���１勝・１勝
ジュンハイビスカス（18牝芦 ディープブリランテ）�出走

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

宇治川特別２着，鷹ケ峰特別３着，三年坂特別３着，etc.
オメガカリビアン（05牝 ＊フレンチデピュティ）不出走

オヤコダカ（12牡 サムライハート）�17 勝�２勝��入着２回，兵庫ジュニア
ＧＰ‐Jpn2 ２着，道営記念２着（２回），笠松ＧＰ２着，旭岳賞（２回），
星雲賞（２回），etc.

ゴッドダンシング（06牝 ダンスインザダーク）１勝
ゴッドフローラ（08牝 アグネスタキオン）１勝，�１勝�入着

３代母 ＊ファーガーズプロスペクト（90 USA芦 Chief's Crown）USA１勝
オメガスピリット（01牝 ＊スピニングワールド）３勝，有田特別，医王寺特別，別府

特別３着
ヌーヴォレコルト（11牝 ハーツクライ）５勝，オークス‐G1，中山記念‐G2，

ローズＳ‐G2，etc.，USA・HKG１勝

173 ゴッドビラブドミー２０２０ 牡・黒鹿 ５／２０
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プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲
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� Preachパイロ ワイルドヴィジョン Wild Again
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＊ Roberto
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�ブライアンズタイム Kelley's Dayゴッドビラブドミー ＊コマンダーインチーフ
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��
�ゴッドインチーフ芦 2004 ＊ファーガーズプロスペクト

3d
Roberto M3×M5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718
生 産 牧 場： ㈲矢野牧場
飼 養 者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718

母 プレザントブリーズ（06黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝，りんどう賞（芝 1400）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（４）〕
プラチナヴォイス（14牡鹿 ＊エンパイアメーカー）�３勝，萩Ｓ‐LR，スプリング

Ｓ‐G2 ３着，名古屋日刊スポーツ杯，ｔｖｋ賞２着，野分特別２着
ヒノモト（15牡鹿 キングカメハメハ）�４勝
ライデンシャフト（16牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）１勝

２代母 ＊スターズインハーアイズ（99 IRE 黒鹿 Woodman）GB入着３回
アインラクス（05牡 ダンスインザダーク）２勝，若駒Ｓ‐OP
ダノンパッション（07牡 アグネスタキオン）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，

黄菊賞
スターリーウインド（12牝 ゼンノロブロイ）２勝，粟島特別３着，鳥栖特別３着
クロンヌデトワール（15牝 オルフェーヴル）１勝
スターズプレミア（17牡 ロードカナロア）�１勝

３代母 ＊ウインドインハーヘア（91 IRE 鹿 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカ
ル‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，英オークス‐G1
２着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着

＊ヴェイルオブアヴァロン（97牝 ＊サンダーガルチ）GB・FR・USA７勝，ドラローズ
Ｈ‐G3，Solo Haina H，ギャラクシーＳ‐G2 ３着，etc.

＊レディブロンド（98牝 Seeking the Gold）５勝，スプリンターズＳ‐Jpn1 ４着，
セプテンバーＳ，ＴＶｈ賞，etc.
ラドラーダ（06牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，ユートピアＳ，市川Ｓ２着
レイデオロ（14牡 キングカメハメハ）７勝，日本ダービー‐G1，天皇賞
（秋）‐G1，オールカマー‐G2，etc.，優３牡，優古牡，種牡馬

ゴルトブリッツ（07牡 スペシャルウィーク）６勝，アンタレスＳ‐G3（２回），etc.，
�２勝��１勝�１勝，帝王賞‐Jpn1，マーキュリーＣ‐Jpn3

ブラックタイド（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，スプリングＳ‐Jpn2，きさらぎ
賞‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，etc.，種牡馬

ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，日本ダービー‐Jpn1，有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1，
天皇賞（春）‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，神戸新聞杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，
年代表（2回），優３牡，優古牡，種牡馬
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＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hasiliハービンジャー ペナンパール Bering

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジプレザントブリーズ
＊ Woodman

��
��
�スターズインハーアイズ黒鹿 2006 ＊ウインドインハーヘア

2f
Northern Dancer S5×S5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲広田牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3330
生 産 牧 場： ㈲広田牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

母 ピンクガーター（00鹿 ＊アフリート）３勝，五泉特別（芝 1400）２着，福島中央Ｔ
Ｖ杯（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－２（９）〕
ローザディアマント（08牝鹿 スペシャルウィーク）１勝
グラスメジャー（09牡鹿 ゼンノロブロイ）１勝
ジュンツバサ（12牡鹿 ステイゴールド）２勝，セントライト記念‐G2 ３着，種牡馬
ジュンヌダルク（14牝黒鹿 スマートファルコン）��３勝��５勝
ブルーオルフェ（15牡鹿 オルフェーヴル）��１勝

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

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

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

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

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

ミカエルビスティー（07牡 ネオユニヴァース）４勝，ホープフルＳ‐L ２着，すみれ
Ｓ‐OP ２着，精進湖特別，ストークＳ２着，府中Ｓ２着，etc.，�入着４回

マイネルシュライ（08牡 ハーツクライ）２勝，館山特別２着，ｔｖｋ賞２着，魚野
川特別２着，岡崎特別２着，館山特別３着，etc.

ハタノシュヴァリエ（12牝 ディープスカイ）�２勝�
ニューホープ（16牡 フリオーソ）��１勝�１勝�２勝�３勝	１勝，福永洋

一記念３着，マーチＣ，東海ゴールドＣ，岐阜金賞，若駒賞，etc.

３代母 プリンセスエス Princess S.（78 USA鹿 Assagai Jr.）USA・PR７勝，C.B
ebe Cabrera‐L，C.Roberto Clemente‐L，C.Susana D‐L ２着

175 ピンクガーター２０２０ 牡・鹿 ３／１２
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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyピンクガーター
＊ Storm Cat

��
��
�オーピーキャット鹿 2000 Princess S.

9f
Halo S4×S5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈱鹿児島国際ゴルフ倶楽部＝新冠町西泊津 �090-7641-3884
生 産 牧 場： ㈱鹿児島国際ゴルフ倶楽部 協和牧場
飼 養 者： ㈲協和牧場＝新冠町西泊津 �090-7641-3884

母 キョウワジャンヌ（08栗 ハーツクライ）３勝，秋華賞‐G1 ２着，ローズＳ‐G2
３着，ヴィクトリアマイル‐G1 ４着，エクセル浜松開設記念（芝 1400），鹿ケ谷特
別（芝 1600）
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（４）〕
キョウワオルレアン（15牝鹿 ロードカナロア）�１勝
トゥールナージュ（16牝鹿 エイシンフラッシュ）入着３回，��３勝
キョウワセイヴァー（17�鹿 ロードカナロア）�１勝

２代母 ＊アサカフジ（95 USA鹿 Seeking the Gold）２勝，中之島特別，壬生特別２
着，胡蝶蘭賞２着，鞍馬特別３着
キョウワロアリング（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，北九州記念‐Jpn3，中京日

経賞，芦屋川特別，有田特別，賢島特別２着，etc.
ヘイローフジ（03牝 キングヘイロー）６勝，京阪杯‐G3 ３着，尾張Ｓ‐OP，長岡京

Ｓ，朱雀Ｓ３着，トリトンＳ３着，etc.
ローレルベローチェ（11牡 サクラバクシンオー）６勝，淀短距離Ｓ‐L，シルク

ロードＳ‐G3 ２着，浜松Ｓ，壬生特別
ローレルレジェンド（09牡 ディープインパクト）２勝
ファインスカイ（10牝 アグネスタキオン）３勝，八海山特別３着
キョウワゼノビア（13牝 ハーツクライ）５勝，パラダイスＳ‐L ３着，谷川岳Ｓ‐L

３着，長岡Ｓ，福島中央ＴＶ杯

３代母 コニーズギフト Connie's Gift（86 USA鹿 Nijinsky）GB・USA５勝，ルイ
ヴィルＢＣＨ‐G2
ゴールドトークンGold Token（93牡 Mr. Prospector）USA７勝，Polynesian

S‐L，Isi Newborn Memorial H，サルヴェイターマイル‐G3 ３着，etc.，
種牡馬

レモンドロップギフト Lemon Drop Gift（04 牝 Lemon Drop Kid）不出走
ノンストップユーNonstopyou（12牝 Cima de Triomphe）ARG５勝，ディ

エゴホワイト賞‐G3 ２着

176 キョウワジャンヌ２０２０ 牡・鹿 ４／ ７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスキョウワジャンヌ
＊ Seeking the Gold

��
��
�アサカフジ栗 2008 Connie's Gift

17b
トニービン S3×M4 Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×M5
Buckpasser M5×M5
価格： 購買者：



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

母 ＊レックスレイノス（06 IRE 栃栗 Intikhab）GB・USA２勝，アメリカンオークス
‐G1 ３着，ハニムーンＨ‐G2 ３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（７）〕
レッドファルダ（12牡栗 ゼンノロブロイ）１勝
ドゥラセア（13牝黒鹿 マンハッタンカフェ）��２勝
パースピレーション（17牡鹿 ハーツクライ）��５勝
シゲルカイチョウ（18牡栗 ハーツクライ）�入着

２代母 ブレイジンググローリーBlazing Glory（89 IRE 鹿 ＊グロウ）IRE３勝
プリンスドームPrince Dome（94� Salt Dome）GB５勝
ラピアッツァ La Piazza（96牝 ＊ポリッシュパトリオット）GB３勝
ミスチャイルドリーMiss Childrey（01 牝 Dr Fong）GB・IRE２勝，Swordlesto

wn Stud Sprint S‐L，デリンズタウンスタッド１０００ギニーＴＲ‐G3 ３着
フォーシズオヴダークネス Forces of Darkness（09 牝 Lawman）FR・IRE・US

A４勝，ミネルヴ賞‐G3，サンタラリ賞‐G1 ３着，ヒルズバラＳ‐G3 ２着
ウォータルーブリッジWaterloo Bridge（13� Zoffany）GB・IRE・USA２

勝，英ノーフォークＳ‐G2
ヴァニラゴールド Vanilla Gold（16牝 No Nay Never）�FR２勝，P. Mon

tenica‐L ３着，P. des Sablonnets‐L ３着

３代母 サルヴェイショニスト Salvationist（77 GB鹿 Mill Reef）FR４勝
ノーザングローNorthern Glow（88牝 ＊グロウ）IRE・SAF５勝，Orby S‐L ３着

ウェスタングローWestern Glow（99牝 West Man）SAF１勝
マディガンMadigan（08� Joshua Dancer）ZIM11 勝，Ipi Tombe S
‐L，Zimbabwe Guineas‐L，Zimbabwe Derby‐L，etc.

ハキキ Hakiki（92� Ballad Rock）GB・FR・GER・NOR・SWE・DEN11勝，
Dortmunder Flieger Preis‐L，Jagersro Sprint‐L，テビーオープンスプ
リント選手権‐G3 ２着，etc.

４代母 スイートチャリティ Sweet Charity（66 GB鹿 Javelot）GB４勝
［子］ マルキドサードMarquis de Sade（73牡 Queen's Hussar）GB４勝，キ

ングエドワード七世Ｓ‐G2，Trafalgar House H，Duke Of Edin
burgh S２着，種牡馬

177 レックスレイノス２０２０ �・栗 ２／２２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊

インティハブ Red Ransom

�
�
�
�
�

��
��

�Intikhab Crafty Exampleレックスレイノス ブレイジンググローリー ＊グロウ

��
��
�Blazing Glory栃栗IRE 2006 Salvationist

5h
Mr. Prospector S4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



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

母 アイシークレット（07鹿 ゴールドアリュール）２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（７）〕
セグレートシチー（15牡栗 ＊サウスヴィグラス）１勝，���入着７回
アイオロス（16牡鹿 ＊ダンカーク）���５勝�２勝
サイファーシチー（18牡栗 スズカコーズウェイ）�２勝
サラサワン（19牡鹿 ＊ダノンレジェンド）�未出走

２代母 ワンモアヒット（95鹿 ＊アサティス）４勝，北斗賞，白鳥大橋特別２着，七重
浜特別２着，駒場特別３着，�３勝�３勝��
ワンモアフリート（02牝 ＊アフリート）２勝，出雲崎特別２着

グッドギアー（12牝 スズカマンボ）�１勝�７勝�，ヴィーナススプリント，
あやめ賞，寒菊賞２着

ヒットミーアゲイン（04牡 スペシャルウィーク）１勝
プリモワンショット（06牝 ＊スキャターザゴールド）��２勝
イチモクリョウゼン（08牝 スズカマンボ）�３勝��入着
ワンモアストライク（09牝 スズカマンボ）�１勝��１勝
スリースペシャル（10� スペシャルウィーク）１勝
クロオビ（11牡 ＊サウスヴィグラス）��１勝
ホウオウサファイア（13牝 ＊サウスヴィグラス）��６勝

３代母 ベイブルーム（89鹿 ＊ノーザンディクテイター）不出走
ヒクテアマタ（97牝 ＊ミシル）１勝，礼文特別３着，�１勝�１勝��	


４代母 ノースケープ（84鹿 ＊クラウンドプリンス）出走
［子］ フェスティバル（99牝 ＊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
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.

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

［孫］ 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.

178 アイシークレット２０２０ 牡・栗 ４／２７

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤアイシークレット ＊アサティス

��
��
�ワンモアヒット鹿 2007 ベイブルーム

＊アマリテユード 2f
Northern Dancer M5×M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲ヤマイチ牧場＝むかわ町穂別和泉 �0145-45-2938
生 産 牧 場： ㈲ヤマイチ牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

母 ネオフェリーク（07芦 キングカメハメハ）���入着９回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
ネオヴァモス（13�鹿 ＊キンシャサノキセキ）�５勝
ネオヴァヴェル（14�芦 ＊キンシャサノキセキ）��４勝
ネオシャンドマルス（15牡芦 ネオヴァンドーム）��出走�３勝�入着

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

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

ウェディングベール（15牝 ＊タートルボウル）２勝，栗子特別２着
カルカソンヌ（06牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，夏木立賞，フリージア賞２着
ラレッサングル（13牝 キングカメハメハ）入着 12回，汐留特別２着，�３勝�

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

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

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

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

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

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

ボルショイバレイ Bolshoi Ballet（18 牡 Galileo）�GB・FR・IRE３勝，愛ダ
ービートライアルＳ‐G3，バリーサックスＳ‐G3

179 ネオフェリーク２０２０ 牡・鹿 ５／ 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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスネオフェリーク
＊ Kaldoun

��
��
�オーベルゲイド芦 2007 Anna Edes

8f
Mr. Prospector S4×M4 Miesque S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 土井牧場＝新冠町新和 �0146-47-5261
生 産 牧 場： 土井牧場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

母 スーパーマダム（10鹿 タニノギムレット）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
アリアナティー（16牝黒鹿 ローエングリン）�３勝��，園田クイーンセレクショ

ン（Ｄ1400）
ララクリスティーヌ（18牝青鹿 ミッキーアイル）�１勝，紅梅Ｓ‐L（芝 1400）２着

２代母 オメガフォーチュン（97黒鹿 フジキセキ）出走
オメガエクスプレス（04牡 サクラバクシンオー）３勝，橘Ｓ‐OP，かささぎ賞，尾

瀬特別２着，さくらんぼ特別３着
オメガファルコン（05� サクラバクシンオー）５勝，招福Ｓ，松戸特別，両国特別，

北総Ｓ２着，赤富士Ｓ２着，etc.
オメガクリスマス（07牝 ＊クロフネ）２勝
オメガスパーキング（09牡 キングカメハメハ）３勝，大島特別２着，�２勝，あす

なろ賞２着
オメガタックスマン（12牡 ショウナンカンプ）２勝，久多特別２着，知多特別２着，

秋明菊賞２着

３代母 ＊エリンバード（91 FR鹿 Bluebird）GB・FR・ITY・USA４勝，伊１０００ギニー
‐G2，P. Seregno‐L，英ナッソーＳ‐G2 ３着，P. Tantieme‐L ２着，フ
ェデリコテシオ賞‐G3 ３着
オメガグレイス（99牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，若鮎賞，ＴＶｈ賞２着，道新ス

ポーツ杯２着，etc.
エールスタンス（03牝 ＊エルコンドルパサー）２勝，飯盛山特別，小名浜特別２着，

��１勝
ミュゼエイリアン（12� スクリーンヒーロー）３勝，毎日杯‐G3，東風Ｓ‐L，

セントライト記念‐G2 ２着，etc.，�地方未出走
エリンコート（08牝 デュランダル）４勝，オークス‐G1，忘れな草賞‐OP

４代母 メイドオヴエリンMaid of Erin（82 USA鹿 Irish River）FR出走
［孫］ スリーボディーズ Three Bodies（06 牡 Domedriver）FR３勝，P. Rid

gway‐L，ギヨームドルナーノ賞‐G2 ２着，P. de Boulogne‐L
２着，etc.

180 スーパーマダム２０２０ 牡・青鹿 ３／ ４
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルスーパーマダム フジキセキ

��
��
�オメガフォーチュン鹿 2010 ＊エリンバード

1l
Roberto S4×M4 サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



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

母 ベストオブミー（05栗 ＊ブライアンズタイム）２勝，フィリーズレビュー‐Jpn2
２着，若菜賞（Ｄ1400），樅の木賞（Ｄ1700）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（４），地方－３（４）〕
ムーンマジェスティ（12牡栗 アドマイヤムーン）１勝，�１勝
ベストインザスカイ（13牡鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝，��２勝
プロディジー（15牝鹿 ヴィクトワールピサ）１勝
サクラトップハロー（16牡黒鹿 マンハッタンカフェ）��１勝
ババルダージュ（17牝黒鹿 ジャスタウェイ）��未出走��出走
プライムデイ（18牡黒鹿 キズナ）�１勝

２代母 ＊フラワーアーチ（94 IRE 栗 Nashwan）４勝，尾瀬特別，里見特別，福島ＴＶ
杯２着，妙高特別２着，朝日岳特別３着，etc.
グロリアスアーチ（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
ブルーミングデイズ（03牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
ヒラボクエクセル（06牡 スペシャルウィーク）１勝

３代母 フォレストフラワー Forest Flower（84 USA栗 Green Forest）GB・IRE５
勝，愛１０００ギニー‐G1，ミルリーフＳ‐G2，クイーンメアリーＳ‐G3，チェリー
ヒントンＳ‐G3，フィーニクスＳ‐G1 ２着，etc.
ヒルオヴドリームズ Hill of Dreams（90� Shirley Heights）GB・BEL４勝，G

.H. D'Ostende‐L ２着
ハートフォードカースルHertford Castle（91 牝 Reference Point）GB出走

カスティリアン Castilian（96 牡 Priolo）GB・NOR２勝，Pilot Fineliner Cu
p‐L ３着

サファランド Safarando（97牡 Turtle Island）GB・USA６勝，Easter S
‐L ２着，Oceanside S‐R ３着，種牡馬

クワイエトストームQuiet Storm（00牝 Desert Prince）GB２勝，Upavon
Fillies S‐L ２着，Pipalong S‐L ３着
フォレストストーム Forest Storm（06牝 Galileo）IRE１勝，Flame Of
Tara S‐L ２着

ニューアライアンスNew Alliance（12牝 Burden of Proof）IND４勝，
Bangalore Oaks‐LR，Mysore 1000 Guineas‐LR，Bangalor
e 1000 Guineas‐LR ３着

181 ベストオブミー２０２０ 牡・鹿 ４／ ８
＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayベストオブミー
＊ Nashwan

��
��
�フラワーアーチ栗 2005 Forest Flower

2n
Halo S4×S5 Bustino S4×M5 Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



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

母 ＊クァンタムミス（08 USA芦 Smoke Glacken）USA５勝，シカーダＳ‐G3，Tr
evose S‐L，Wonders Delight S‐R，BlueMountain S‐R
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），海外－２（10）〕
ジーズブル－ズThese Blues（13 USA�芦 ＊ハードスパン）�USA７勝
ファントムプロトン Phantom Proton（14 USA牝黒鹿 Ghostzapper）�USA３

勝，グレイトレイディエムＳ‐G2 ３着
キャルベイ（17牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
ステラダイヤ（18牝鹿 ロードカナロア）�１勝
サニーウェザー（19牡芦 キズナ）�未出走

２代母 クワナカウンティQuanah County（01 USA黒鹿 Valid Expectations）USA
１勝，Moccasin S‐L ２着，Courtship S２着，Anoakia S‐L ３着
ホワイトパールWhite Pearl（06 牝 Langfuhr）USA１勝
プリティワンダーPrettyWonder（09 牝 StevieWonderboy）USA・CAN２勝
ケルワイン Kelwynne（10牝 Yes It's True）USA３勝，BlueMountain S‐R

２着
カウンティアレックスCounty Alex（11 牝 Afleet Alex）RUS２勝
トナサー Tonasah（13牝 Malibu Moon）USA２勝，アディロンダックＳ‐G2 ２

着，メイトロンＳ‐G2 ３着，Furlough S２着
ユニオンゲイブルズUnion Gables（18 牝 Speightstown）�USA１勝，メイ

トロンＳ‐G3 ２着，P. G. Johnson S３着
ジョンズバースデイ John's Birthday（14牡 Tiznow）USA１勝
マリブジンジャーMalibu Ginger（15 牡 Malibu Moon）�KOR１勝
アピーリングオナーAppealing Honor（16 牝 Quality Road）�USA１勝
リオアンジーRio Angie（17 牝 Honor Code）�UAE２勝

３代母 プラティナムパールPlatinum Pearl（88 USA芦 Plugged Nickle）USA２勝
ランプサスカウンティ Lampsas County（96 牝 Manzotti）USA７勝，San Jacin

to S‐R ２着

４代母 ピンクプラティナム Pink Platinum（69 USA芦 Quadrangle）USA18 勝，
Louis S. MeenMemorial H，Balmoral H（２回），Miz Clementine H，
Furl Sail H，Pan Zareta H２着（２回），etc.

182 クァンタムミス２０２０ �・鹿 ４／１９

＊

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

＊

スモークグラッケン Two Punch

�
�
�
�
�

��
��

�Smoke Glacken Majesty's Crownクァンタムミス クワナカウンティ Valid Expectations

��
��
�Quanah County芦USA 2008 Platinum Pearl

20a
Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 三木田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8896-1945
生 産 牧 場： 三木田牧場
飼 養 者： 三木田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8896-1945

母 ウィローパドック（06黒鹿 ＊クロフネ）�３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（11）〕
ヤマカゲ（11�栗 フジキセキ）入着，�４勝�１勝
ビーハグ（12�黒鹿 ゼンノロブロイ）入着３回，障害１勝，��１勝��３勝
カヴァロディーオ（15牡栗 ハーツクライ）�	入着�１勝�１勝
ハッピールーラ（17�鹿 ルーラーシップ）入着２回，��出走�
出走
テイエムタツマキ（18牡青鹿 キズナ）�１勝

２代母 ＊ラスリングカプス（93 USA黒鹿 Woodman）３勝
ウインドヴェイン（00牝 ＊エリシオ）４勝，羊ヶ丘特別，キーンランドＣ２着，大倉

山特別２着，小樽特別３着
リーフィーウッド（02牝 ＊ホワイトマズル）１勝

クライスマイル（11牡 スクリーンヒーロー）４勝，レパードＳ‐G3 ２着，白嶺
Ｓ，青梅特別，アレキサンドライトＳ２着，赤富士Ｓ２着，etc.

クレスコワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）２勝，佐渡金銀山特別２着，古町特別３着
アストンマーチャン（04牝 アドマイヤコジーン）５勝，スプリンターズＳ‐G1，フ

ィリーズレビュー‐Jpn2，ファンタジーＳ‐Jpn3，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，阪神
ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着

フィールドドリーム（07牡 ＊ファルブラヴ）３勝
ジャジャマーチャン（08牝 アドマイヤコジーン）不出走

トゥラヴェスーラ（15牡 ドリームジャーニー）�４勝，淀短距離Ｓ‐L，京王杯
スプリングＣ‐G2 ２着，葵Ｓ（重賞）‐L ２着，高松宮記念‐G1 ４着，福
島ＴＶＯＰ‐OP，etc.

トオヤリトセイト（16牡 ドリームジャーニー）�３勝，アーリントンＣ‐G3 ３
着，斑鳩Ｓ２着，御池特別２着，六波羅特別２着，瀬戸内海特別２着，etc.

オコレマルーナ（09牡 ディープインパクト）４勝，市川Ｓ２着，湘南Ｓ２着，紅葉
Ｓ２着，ＴＶ山梨杯２着，ベゴニア賞２着，etc.

３代母 ＊フィールディ（83 IRE 鹿 Northfields）FR・USA19 勝，ボーゲイＨ‐G3，レ
イディカンタベリーＨ‐G3，スワニーリヴァーＨ‐G3（２回），Woodbine BC H
‐L，River Downs BC H‐L，etc.
フィールドオアシス（03牡 タヤスツヨシ）４勝，ユニコーンＳ‐Jpn3 ３着，昇竜Ｓ

‐OP ２着，鎌倉Ｓ２着，etc.

183 ウィローパドック２０２０ �・鹿 ３／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューウィローパドック
＊ Woodman

��
��
�ラスリングカプス黒鹿 2006 ＊フィールディ

2n
Halo S4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： �橋本牧場＝安平町早来守田 �0145-22-2123
生 産 牧 場： �橋本牧場
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

母 ＊ペルサントクリール（04 USA栗 Point Given）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－５（９），地方－１（３）〕
シャンパンルージュ（10牝鹿 ＊ファスリエフ）２勝
グッドタイムロール（11牝栗 ＊アグネスデジタル）１勝
フィエルテ（12牝鹿 キングヘイロー）３勝，障害１勝
ローランドアイ（14牝栗 トランセンド）�３勝
メイショウイサナ（15牡栗 メイショウボーラー）�２勝，柏崎特別（芝 1600）２着
メイショウマンサク（18牝鹿 メイショウサムソン）�１勝

２代母 トラインスー Try N Sue（95 USA鹿 Sir Harry Lewis）USA７勝，Yadd
o H‐R，Niagara S‐R，Proud Puppy H２着，New York Oaks‐R ２
着，Bouwerie S‐R ２着，etc.
ソールポゼッション Soul Possession（02牝 Belong to Me）USA２勝

イングリッシュソウル English Soul（15 牝 English Channel）�USA４勝，
Fleet Indian S‐R，East View S‐R，Bouwerie S‐R ２着，カ
ーディナルＳ‐G3 ３着，New York Oaks‐R ３着

ライオンキングダム Lion Kingdom（06� Lion Heart）USA４勝
オウマンAuhh Man（07牡 El Corredor）USA２勝
リーガリーベイ Legally Bay（10牝 Read the Footnotes）USA３勝
ユーコールミーアレックスUCall Me Alex（12� Afleet Alex）�USA13 勝

３代母 ファイナルアコード Final Accord（89 USA栗 D'Accord）USA１勝
ウィンタードリームズWinter Dreams（97牝 Distinctive Pro）USA３勝，Bouw

erie S‐R，Maid Of TheMist S‐R ３着，East View S‐R ３着
ハッグズキャッスル Haggs Castle（98� Husband）USA５勝，New York Stallion C

ormorant S‐R，Ashley T.Cole H‐R ２着，Mohawk H‐R ３着
＊バイザスポーツ（00牝 Devil's Bag）GB・ITY・USA３勝，ガゼルＨ‐G1，Inter

national Trial S‐L，ベルダムＳ‐G1 ３着
ロードジャスティス Lord Justice（06 牡 A.P. Indy）USA・CAN４勝，Big

Brown S，Spend A Buck S，種牡馬
クリムゾングローリー Crimson Glory（07 牝 Ghostzapper）USA・CAN４勝，

Ernie Samuel Memorial S‐R ２着

184 ペルサントクリール２０２０ 牡・黒鹿 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

＊

ポイントギヴン ＊サンダーガルチ

�
�
�
�
�

��
��

�Point Given Turko's Turnペルサントクリール トラインスー Sir Harry Lewis

��
��
�Try N Sue栗USA 2004 Final Accord

31
Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



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

母 フェザーレイ（01黒鹿 ＊エルコンドルパサー）３勝，長岡特別（芝 1200）２着，火
打山特別（芝 1400）２着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－５（18）〕
ラバーフロー（08牡栗 タニノギムレット）１勝，�５勝��入着２回
オハイアリイ（09牝青鹿 ＊ホワイトマズル）��１勝�
サムソンズプライド（10牡鹿 メイショウサムソン）５勝，プリンシパルＳ‐LR

（芝 2000），白富士Ｓ‐L（芝 2000）３着，緑風Ｓ（芝 2400），稲村ヶ崎特別（芝 2000），
山藤賞（芝 2000），早春Ｓ（芝 2400）２着，迎春Ｓ（芝 2200）２着，オクトーバー
Ｓ（芝 2400）２着，緑風Ｓ（芝 2400）２着，スピカＳ（芝 1800）３着，etc.

ネロフレイバー（11牡黒鹿 アドマイヤドン）�１勝��入着８回
プレイアンドラスト（12牝鹿 メイショウサムソン）�２勝
デュパルクカズマ（14�鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝，	
１勝�８勝
カネトシバレンシア（18牝栗 ＊ノヴェリスト）	出走

２代母 エルフィンフェザー（95鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，月岡特別３着
ナイトアットオペラ（02牝 ＊オペラハウス）３勝，房総特別２着，まりも特別２着，

葉牡丹賞２着
ウイングビート（03� ＊エルコンドルパサー）３勝
エルフィンパーク（05牝 タニノギムレット）不出走

ブレスジャーニー（14牡 ＊バトルプラン）３勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3，サウジア
ラビアＲＣ‐G3，チャレンジＣ‐G3 ３着，アルデバランＳ‐OP ３着，	
��入着２回

カールファターレ（07牝 キングカメハメハ）１勝
フェニーチェ（09牝 ＊ファルブラヴ）４勝
ビービーガウディ（14牡 ＊カジノドライヴ）４勝，大雪Ｈ，新緑賞，立川特別３着，

	��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
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
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，Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

185 フェザーレイ２０２０ 牡・鹿 ３／１２

＊

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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�エルコンドルパサー ＊サドラーズギャルフェザーレイ ＊サンデーサイレンス

��
��
�エルフィンフェザー黒鹿 2001 ダイナカール

＊パロクサイド 8f
Northern Dancer S4×M5×M5 Mr. Prospector M4×S5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲佐藤牧場＝新冠町東川 �0146-47-6768
生 産 牧 場： ㈲佐藤牧場
飼 養 者： ㈲佐藤牧場＝新冠町東川 �0146-47-6768

母 ヤマノローラ（06黒鹿 スペシャルウィーク）２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（１）〕
ワールドレジェンド（12牡栗 キングカメハメハ）１勝，ニセコ特別（Ｄ1700）２着
シンクレスシップ（16牡芦 ＊クロフネ）��１勝�入着３回
ハクアイウィンザー（17牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�２勝
ローラズウィシュ（18牝青 モーリス）�出走
ツッチーフェイス（19牝黒鹿 ＊ハービンジャー）�未出走

２代母 ＊ボーイントンキャニオン（92 USA鹿 GoneWest）USA入着３回
エイティカラー（97牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝
マッドパーティー（98牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝
トキノナイスナイス（99牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，��３勝

オキナワレッド（10牝 ＊サウスヴィグラス）��５勝，優駿スプリント２着，ロ
ジータ記念３着

ライジングウェーブ（03牡 ＊メイショウドトウ）��12 勝�，大井記念，報知オール
スターＣ３着

フジベガ（05牡 アドマイヤベガ）１勝，��２勝
テンノサクラコ（13牝 カネヒキリ）２勝，両津湾特別３着

３代母 ホームタウンクイーン Hometown Queen（84 USA鹿 Pleasant Colony）
USA５勝，Magnolia S‐L，ケンタッキーオークス‐G1 ２着，ヘムステッド
Ｈ‐G1 ２着，ファンタジーＳ‐G1 ３着，シュヴィーＨ‐G1 ４着
コリッジヒル College Hill（94 牡 Pine Bluff）USA４勝，William Henry Harris

on H‐R ２着
エタジュニEtats Unis（95 牝 Dixieland Band）不出走

ポラーズヴィジョン Pollard's Vision（01牡 Carson City）USA６勝，イリノ
イダービー‐G2，ナショナルＪＣＨ‐G3，レナードリチャーズＳ‐G3，etc.，
種牡馬

バウマンズバンド Bowman's Band（98牡 Dixieland Band）USA７勝，メドーラ
ンズＢＣＳ‐G2，Brandywine H‐L，R.R.M.Carpenter Jr.Memorial S
‐L，etc.，種牡馬

186 ヤマノローラ２０２０ �・黒鹿 ３／１２

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールヤマノローラ
＊ GoneWest

��
��
�ボーイントンキャニオン黒鹿 2006 Hometown Queen

23b
Secretariat S5×M5 Raise a Native S5×M5 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲バンブー牧場＝浦河町野深 �0146-27-4211
生 産 牧 場： ㈲バンブー牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

母 ヴェリーバンブー（10黒鹿 ＊ファルブラヴ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ゴーザハーモニー（16牡黒鹿 ＊キングズベスト）��２勝
エールソングス（18牝青鹿 バンブーエール）��３勝�１勝

２代母 トロピカルナイト（00青鹿 ＊サンデーサイレンス）入着２回
バンブーレブルー（05� ＊ムーンバラッド）�４勝�１勝
ルージュバンブー（06牝 ＊マリエンバード）２勝，チューリップ賞‐Jpn3 ３着，桜

花賞‐Jpn1 ５着，西海賞２着
キングブレイク（09牡 キングカメハメハ）３勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，香取特別，白川

特別２着，初茜賞２着，彦星賞２着，etc.
ワードイズボンド（11牡 ＊グラスワンダー）４勝，朱雀Ｓ，清水Ｓ３着，修学院Ｓ３着
キングヴァラール（12牡 キングカメハメハ）��３勝�

３代母 ＊ウインドフレスカ（93 USA青 Kris S.）入着
スムースバリトン（02牡 スペシャルウィーク）２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，いち

ょうＳ‐L ２着，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.

４代母 ドーナットホールDonut Hole（73 USA黒鹿 Donut King）USA３勝，D
ixie Miss S２着，Debutante S３着
［子］ ドーナッツプライドDonut's Pride（82 牝 Nodouble）USA７勝，フォ

ールズシティＨ‐G3，Cornucopia S‐L ２着，Mint Julep S２
着，etc.

カーネルズアルファ Colonel's Alpha（79牝 Colonel Power）USA５勝，
Fantasia S‐R，Southern Belle S‐R，Sunshine Miss S
‐R ２着

［孫］ ラストヴァイス Last Vice（96 牝 Vice Regent）USA４勝，Ontario L
assie S‐R，ShadyWell S‐R，Nandi S‐R，etc.

アファインペイストリー Afine Pastry（92 牝 ＊アフリート）USA６勝，
Winning Colors H，Southern Belle H

イメジオヴプロスペクト Image of Prospect（90� Northern Prospect）
USA22 勝，Piston Breeders' Cup H，Inkster H３着

187 ヴェリーバンブー２０２０ 牡・鹿 ３／ ５
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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightヴェリーバンブー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トロピカルナイト黒鹿 2010 ＊ウインドフレスカ

9f
Northern Dancer M4×S5×S5 Fairy BridgeM4×S5

価格： 購買者：



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

母 マイネアンティーク（09黒鹿 サクラバクシンオー）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４）〕
サンキューユウガ（16牡青鹿 ロードカナロア）�３勝，千種川特別（芝 1200）２着，

豊中特別（芝 1200）２着，芦屋川特別（芝 1200）２着，皆生特別（芝 1200）２着，
桑名特別（芝 1200）２着

メイメイ（17牝鹿 ＊キングズベスト）��入着４回
ミヤジオシャラク（18牝鹿 モーリス）�１勝

２代母 スターアルファ（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，播磨特別，木古内特別，
ドンカスターＳ２着，八雲特別３着，湯浜特別３着
ローカス（98牝 ＊トニービン）３勝，北摂特別３着

アドマイヤツバサ（07牡 ＊ロージズインメイ）３勝，西日本スポーツ杯，釧路湿原
特別２着，障害２勝，�１勝，雲仙岳賞，尾鈴山賞３着，九州大賞典３着

サーモピレー（11牡 ＊クロフネ）�２勝��２勝，全日本２歳優駿‐Jpn1 ３着，
東京湾Ｃ，クラウンＣ２着，習志野きらっとスプリント３着，東京ダー
ビー３着，etc.

ジュラナスリング（00牡 ＊トニービン）３勝，富嶽賞２着，初霜特別２着，障害１勝
タガノレグルス（12牡 ＊チチカステナンゴ）１勝，若戸大橋特別３着

３代母 ＊アンテイツクヴアリユー（79 USA鹿 Northern Dancer）不出走
ベガ（90牝 ＊トニービン）４勝，オークス‐Jpn1，桜花賞‐Jpn1，エリザベス女王

杯‐Jpn1 ３着，etc.，優３牝
アドマイヤベガ（96牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー‐Jpn1，京都

新聞杯‐Jpn2，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
アドマイヤドン（99牡 ＊ティンバーカントリー）５勝，朝日杯フューチュリティＳ

‐Jpn1，フェブラリーＳ‐Jpn1，etc.，�２勝��３勝，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1（３回），etc.，優２牡，優ダート（2回），ＤＧ優秀（2回），種牡馬

ヒストリックスター（05牝 ＊ファルブラヴ）不出走
ハープスター（11牝 ディープインパクト）５勝，桜花賞‐G1，札幌記念
‐G2，チューリップ賞‐G3，etc.，優３牝

マックロウ（97牡 ＊トニービン）３勝，京都記念‐Jpn2，目黒記念‐Jpn2 ２着，天
皇賞（春）‐Jpn1 ４着，etc.，種牡馬

188 マイネアンティーク２０２０ 牡・鹿 ４／ ５
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

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

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモマイネアンティーク ＊サンデーサイレンス

��
��
�スターアルファ黒鹿 2009 ＊アンテイツクヴアリユー

9f
サンデーサイレンスM3×S4 ノーザンテーストM4×S5
Northern Dancer M4×S5×M5
価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 追分ファーム＝安平町追分向陽 �0145-25-3655
生 産 牧 場： ㈲社台コーポレーション白老ファーム
飼 養 者： 白老ファームＹｅａｒｌｉｎｇ＝安平町早来富岡 �0145-26-2225

母 サルサドゥーラ（10栗 ゴールドアリュール）��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
インコンパラブル（15牡鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��２勝
ワンビリーブ（17牡栗 ＊カジノドライヴ）��３勝，飛燕賞（Ｄ1400）２着
シエンブラ（18牡栗 ＊カジノドライヴ）���入着３回

２代母 ＊タイムトゥダンス（91 USA鹿 Nijinsky）USA２勝
ミスティーダンス（97牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，忘れな草賞‐OP ２着

ミストラルクルーズ（03牡 ＊エルコンドルパサー）４勝，セントライト記念‐Jpn2
３着，七夕賞‐G3 ２着，利尻特別，駒ケ岳特別２着，岩木山特別２着，etc.

キュールエラピス（11牡 ＊チチカステナンゴ）２勝，メルボルンＴ
タイムトゥチェンジ（98牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，京阪杯‐Jpn3 ３着，渡月

橋Ｓ，許波多特別，ゴールデンブーツＴ，鶴橋特別，etc.，�１勝�
タイムトリッパー（00牡 サクラバクシンオー）１勝
シャドウブルース（04牡 ＊クロフネ）２勝
プレミアムタイム（09牡 ハーツクライ）４勝，道新スポーツ賞，ライラック賞２着

３代母 モーメントトゥバイMoment to Buy（81 USA鹿 Timeless Moment）USA
10 勝，ハリウッドオークス‐G1，パロマーＨ‐G3，California Oaks‐L，Ba
m'S Penny S‐L，Miss America H‐L，etc.

＊アクイシティヴ（89牝 Slew o' Gold）USA４勝
アスクザロード Ask the Lord（97� Lord AtWar）USA23 勝，Slipton Fel

l H‐L，Dust Commander S，Cigar S，etc.
アレステドドリームズ Arrested Dreams（96牝 ＊デヒア）USA８勝，Thelma S

‐L，Pago Hop S‐L，Pontalba S‐L，etc.
プリーチイト Preach It（01 牝 Saint Ballado）USA３勝，Wayward Lass S

２着，Florida Breeders' Distaff S‐R ３着
オラトリーOratory（02 牡 Pulpit）USA３勝，ピーターパンＳ‐G2，種牡馬

モーメンタリーホープMomentary Hope（98牝 ＊サザンヘイロー）不出走
ラヴァロ Ravalo（04� Mutakddim）USA・CAN18勝，ケネディロードＳ

‐G3，メリーランドスプリントＨ‐G3，Remington Park Sprint Cup
‐L，etc.

189 サルサドゥーラ２０２０ �・栗 ３／ ７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤサルサドゥーラ
＊ Nijinsky

��
��
�タイムトゥダンス栗 2010 Moment to Buy

2n
Deputy Minister S4×S5 Northern Dancer M4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： アークフロンティア㈱＝神奈川県横浜市 �045-271-1935
生 産 牧 場： 宝寄山 拓樹
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

母 グランプリソフィ（07鹿 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：７〕
ハローミスソフィ（17牝青 ヴィクトワールピサ）���出走
ダディーズソフィア（18牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）��入着３回

２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，サンフェリペＳ‐G2 ２
着，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，毎日杯‐Jpn3，京成杯‐Jpn3 ３着，etc.，優
３牡，種牡馬

レースパイロット（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，エ
ルフィンＳ‐OP ３着，ミモザ賞

グランプリゲイト（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝
ジャングルバード（04牝 ジャングルポケット）１勝
オフリミッツ（05牡 ジャングルポケット）１勝，�２勝
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

３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
アルアルースAlaroos（88 牝 Persian Bold）不出走

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

190 グランプリソフィ２０２０ 牡・栗 ４／２５
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラグランプリソフィ
＊

＊ラストタイクーン

��
��
�マンファス鹿 2007 Pilot Bird

22d
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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

母 ダブルアクセル（10鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（６）〕
ラインジュピター（16牡鹿 ＊ダンカーク）入着２回，��出走�５勝�入着���
スノートレイン（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）入着，���１勝
ノアヴィグラス（18牝栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝

２代母 ホクトペンダント（93鹿 ＊パークリージエント）２勝，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2 ２着，桜花賞‐Jpn1 ５着，フローラＳ‐OP ２着，うぐいす賞，きんせん
か賞２着，etc.
レッダンゴールド（97牝 ＊サンデーサイレンス）入着３回

ユメノオーラ（03牝 ＊マイネルラヴ）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2 ２着，エ
ルフィンＳ‐OP ２着，エクセル博多開設記念，雪割草特別，伊吹山特別２着

ナリタスレンダー（05� ＊ホワイトマズル）３勝，山陽特別３着，甲東特別３着，
花見小路特別３着，三年坂特別３着，舞子特別３着

ルナ（09牡 ＊クロフネ）５勝，ニューイヤーＳ‐L ３着，漁火Ｓ，春興Ｓ，千葉
日報杯，天の川Ｓ３着，etc.

ビーナスライン（01牝 フジキセキ）６勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，シルクロードＳ
‐G3 ３着，キーンランドＣ‐Jpn3 ３着，高松宮記念‐G1 ４着，羊ヶ丘特別，etc.
トーホウビスカヤ（14牝 ＊ストリートセンス）１勝，飛竜特別２着

チョウカイモンド（02� ＊サンデーサイレンス）１勝，河口湖特別３着，�２勝
チョウカイファイト（03牡 アグネスタキオン）４勝，福島民報杯‐L，中日新聞杯

‐G3 ３着，ノベンバーＳ，ＴＶ山梨杯，神奈川新聞杯２着，etc.，�５勝
ベルベットロード（06牡 キングカメハメハ）３勝，オリエンタル賞，セントポーリ

ア賞，エーデルワイスＳ２着，逆瀬川Ｓ３着，精進湖特別３着，etc.
ファントムロード（08� フジキセキ）５勝，フリーウェイＳ，袖ケ浦特別，五泉特

別，房総特別２着，袖ケ浦特別２着，etc.
サンマルペンダント（14牝 ＊トビーズコーナー）２勝，岩室温泉特別，外房Ｓ３着，

�５勝

３代母 ホクトビーナス（86芦 マルゼンスキー）２勝，桜花賞‐Jpn1 ２着，うぐいす賞

191 ダブルアクセル２０２０ 	・黒鹿 ４／２３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラダブルアクセル ＊パークリージエント

��
��
�ホクトペンダント鹿 2010 ホクトビーナス

＊ギヤラントグロウ 4r
サンデーサイレンスM3×S4 マルゼンスキーM4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲二風谷ファーム＝平取町二風谷 �01457-2-2916
生 産 牧 場： ㈲二風谷ファーム
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

母 フィエラメンテ（08鹿 タニノギムレット）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（２）〕
トモノメジェール（13牝栗 ゼンノロブロイ）�２勝
サンドクイーン（15牝栗 ゴールドアリュール）１勝
カレンソナーレ（16牝鹿 オルフェーヴル）１勝
アウトストラーダ（18牡鹿 ジャスタウェイ）�入着２回

２代母 ＊フェアリードール（91 USA栗 Nureyev）GB出走
トゥザヴィクトリー（96牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，

サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＳ‐Jpn3，etc.，
UAE入着，ドバイワールドＣ‐G1 ２着，優古牝
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，鳴尾記念‐G3，中日新聞杯‐G3，etc.，種牡馬
ビーポジティブ（99牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，��１勝�，クイーン賞‐Jpn3，

エンプレス杯‐Jpn2 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着
サイレントディール（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，武蔵野Ｓ‐G3，シンザン記

念‐Jpn3，ブリリアントＳ‐L，オーストラリアＴ‐L，etc.，�１勝��入着�，
佐賀記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

ギーニョ（03牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，十勝岳特別２着，グリーンチャンネル
Ｃ２着，安城特別３着

クリスタルウイング（05牡 アドマイヤベガ）３勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，日高特別，
ＨＴＢ賞２着，障害１勝

ベネンシアドール（06牝 キングカメハメハ）不出走
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，宝塚記念‐G1 ２着，オークス‐G1 ３着，etc.

３代母 ドリームディールDream Deal（86 USA栗 Sharpen Up）USA４勝，モンマ
スオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ２着，アラバマＳ‐G1 ３着，Revidere S２着

４代母 ライクリーイクスチェインジ Likely Exchange（74 USA鹿 Terrible Tiger）
USA23 勝，デラウェアＨ‐G1，Mint Julep H，Fleur De Lis H（２回），La
tonia Championship H，Kentucky Cardinal H，etc.

192 フィエラメンテ２０２０ 牡・鹿 ５／２１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスロードカナロア Storm Cat

��
��
�レディブラッサム鹿 2008 ＊サラトガデュー

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルフィエラメンテ
＊ Nureyev

��
��
�フェアリードール鹿 2008 Dream Deal

9f
Nureyev M3×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848
生 産 牧 場： ㈱ハシモトファーム
飼 養 者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848

母 プレミアノアール（04栗 スペシャルウィーク）�１勝��
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－１（２）〕
プリフォンテイン（10牡鹿 アドマイヤムーン）１勝
カオール（11牝青 ＊コマンズ）２勝
ディマンズ（12�鹿 ＊コマンズ）１勝
ブラックハウス（13�鹿 ＊ストーミングホーム）入着，�２勝���
ラルーナテーラー（17牝鹿 ＊ハービンジャー）��出走�入着
シゲルブチョウ（18牝栗 ＊サウスヴィグラス）�出走
アクティブテーラー（19牝鹿 ＊ザファクター）�未出走

２代母 ヴァンドノワール（96青 ＊ヘクタープロテクター）１勝
ブラックエンブレム（05牝 ＊ウォーエンブレム）４勝，秋華賞‐Jpn1，フラワーＣ

‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ４着，きんせんか賞，葉牡丹賞３着
テスタメント（11牡 ディープインパクト）３勝，高湯温泉特別，いわき特別２

着，白井特別３着
ブライトエンブレム（12牡 ネオユニヴァース）２勝，札幌２歳Ｓ‐G3，弥生賞

‐G2 ２着，皐月賞‐G1 ４着
アストラエンブレム（13� ダイワメジャー）�７勝，ラピスラズリＳ‐L，谷川

岳Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L，新潟記念‐G3 ２着，エプソムＣ‐G3 ２着，etc.
ウィクトーリア（16牝 ヴィクトワールピサ）３勝，フローラＳ‐G2，ローズＳ

‐G2 ３着，オークス‐G1 ４着
アトリビュート（17牝 ディープインパクト）�２勝，三国特別

ピースエンブレム（06牝 ＊ウォーエンブレム）４勝，舞浜特別，ミモザ賞２着
アドバンスクラーレ（07牝 サクラバクシンオー）出走

アドマイヤデライト（13牡 アドマイヤムーン）２勝，伏拝特別，九州スポーツ
杯２着

ダノンオリエント（09牡 ハーツクライ）１勝
ホルボッシュ（11牡 ＊チチカステナンゴ）１勝，夏木立賞２着，ひめさゆり賞２着，

寒竹賞２着

３代母 ＊プリンセスデリーデ（81 GB鹿 Vaguely Noble）FR１勝，P. du Ranelagh
‐L ２着，フロール賞‐G3 ３着，P. Charles Laffitte‐L ３着

193 プレミアノアール２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ８
＊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 キャンペンガールプレミアノアール ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ヴァンドノワール栗 2004 ＊プリンセスデリーデ

3c
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S5×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



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

母 ＊ビヴァレッジクイーン（10 USA黒鹿 Indygo Shiner）USA１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：海外－２（７）〕
ブルーメッシーナ Blue Messina（16 USA牝黒鹿 Blame）�PAN５勝，P. Erne

sto Y Ramon Navarro Diaz‐L ２着
ホイスキーファクターWhiskey Factor（17 USA�鹿 ＊ザファクター）�USA２勝
カルペベルムCarpe Bellum（19 USA牡栗 Carpe Diem）�海外未出走

２代母 ビアバロネスBeer Baroness（03 USA黒鹿 Mr. Greeley）USA・CAN出走
ライトオンルネRight On Renee（08牝 Stormy Atlantic）USA１勝

＊リアアントニア（11牝 Rockport Harbor）USA・CAN２勝，ＢＣジュヴェナイル
フィリーズ‐G1，スピンスターＳ‐G1 ２着，サンタアニタオークス‐G1 ２着，
アイオワオークス‐G3 ２着
リアアメリア（17牝 ディープインパクト）�３勝，ローズＳ‐G2，アルテミス

Ｓ‐G3，オークス‐G1 ４着
クロスザライン Cross the Line（12� Line of David）USA・CAN４勝，Calif

ornia Derby‐L，エルカミノレアルダービー‐G3 ２着

３代母 ラヴィッシュナンバーズ Lavish Numbers（95 USA黒鹿 Polish Numbers）
USA３勝，Maid Of TheMist S‐R

４代母 タイムリーネスTimeleighness（87 USA黒鹿 Sir Raleigh）不出走
［子］ ビヘイヴィングバッドリー Behaving Badly（01 牝 Pioneering）USA９

勝，サンタモニカＨ‐G1，ジェニュインリスクＢＣＨ‐G2，ランチョ
ベルナルドＨ‐G3（２回），etc.

ライトアップザタウン Light Up the Town（94� Citidancer）USA８
勝，Mister Diz S‐R ３着，C. Edmund O'Brien S‐R ３着，
Skip Trial S３着

［孫］ タイムアンドタイズ Time and Tides（11 牝 Colonel John）USA６勝，
Wine Country S２着

［曾孫］ フローモーション Flowmotion（14� Warrior's Reward）�USA・CA
N７勝，Display S‐L ２着

＊ジャスパーウィン（15牡 Jimmy Creed）�３勝，安芸Ｓ３着，清里特別３着

194 ビヴァレッジクイーン２０２０ 牡・黒鹿 ２／２０
ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Harlan's Holiday

�
�
�
�
�
�
�
�
� Christmas in Aikenグッドサマリタン

Good Samaritan プルダンサー Pulpit

��
��
�Pull DancerUSA 鹿 2014 Mayhavebeentheone

＊

インディゴシャイナー A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Indygo Shiner Navarraビヴァレッジクイーン ビアバロネス Mr. Greeley

��
��
�Beer Baroness黒鹿USA 2010 Lavish Numbers

A1
A.P. Indy M3×S4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲ユートピア牧場＝登別市上鷲別町 �0143-44-4435
生 産 牧 場： �橋本牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

母 ピュアノアール（12鹿 ブラックタイド）３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
シュヴノアール（18牝鹿 ＊マクフィ）���１勝�１勝
シェリノアール（19牝鹿 ビッグアーサー）��出走

２代母 ピュアシンフォニー（07鹿 ＊ストラヴィンスキー）��４勝
コクスイセン（13牡 ブラックタイド）３勝，雅Ｓ，濃尾特別２着，��１勝
ピュアアモーレ（14牝 マツリダゴッホ）入着，��３勝
ピュアセレニティー（16牝 ブラックタイド）���４勝�１勝�
スリーシンフォニー（17牡 スマートファルコン）��２勝

３代母 ＊ピュアブラウン（01 CAN鹿 Indian Charlie）２勝，ベゴニア賞，咲花特別２
着，��入着，関東オークス‐Jpn3 ３着
ピュアオパール（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）２勝，カンナＳ‐OP，��入着，

関東オークス‐Jpn2 ２着
ピュアダイヤモンド（09牝 フジキセキ）２勝

ピュアインペリアル（17牝 ＊クロフネ）�２勝���入着３回，金沢シンデレラ
Ｃ３着

テイエムサンピラー（13牝 ＊クロフネ）入着２回，	９勝，春望賞，鶴見岳賞，サイ
ネリア賞３着

４代母 オンザフックOn the Hook（95 USA栗 Phone Trick）USA入着２回

５代母 ヴィクトリアスガールVictorious Girl（84 USA栗 Raise a Man）USA１勝
［孫］ ウォーブリングWarbling（06 牝 Unbridled's Song）USA３勝，インサ

イドインフォメイションＳ‐G2，プリンセスルーニーＨ‐G1 ２着，
バレリーナＳ‐G1 ２着，etc.

ビッグスコアー Big Score（00 牝 Grand Slam）USA６勝，Kindergar
ten S‐L，Czaria H，Santa Teresa H，etc.

インディアングレイシー Indian Gracey（08牝 Indian Ocean）USA３勝，
California State Fair Sprint H‐L，オークリーフＳ‐G1 ３着

ミスメアリーパットMiss Mary Pat（04 牝 Service Stripe）USA３勝，
TTA Sales Futurity‐R，Silver Spur Breeders' Cup S

195 ピュアノアール２０２０ 
・黒鹿 ４／１３
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアピュアノアール ＊ストラヴィンスキー

��
��
�ピュアシンフォニー鹿 2012 ＊ピュアブラウン

7f
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲村下農場＝浦河町野深 �0146-27-4454
生 産 牧 場： ㈲村下農場
飼 養 者： ㈲村下農場＝浦河町野深 �0146-27-4454

母 キーポケット（04鹿 ＊デヒア）��１勝・13勝�２勝�１勝�入着��，読売レデ
ィス杯（Ｄ1500），福山牝馬特別（Ｄ1600）（２回），新春賞（Ｄ1870），兵庫サマー
クイーン賞（Ｄ1700），兵庫クイーンＣ（Ｄ1700），etc.
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（５）〕
キーナンバー（13牡栗 デュランダル）３勝，フィリピンＴ（芝 1200），皆生特別
（芝 1200），はやぶさ賞（芝 1000），鷹ケ峰特別（芝 1400）２着，雪うさぎ賞
（芝 1200）２着，相模湖特別（芝 1400）３着，大日岳特別（芝 1200）３着，���１勝

ハイヒールモモタン（15牝鹿 ＊クロフネ）入着，�２勝�入着	
ジャストポケット（17牝鹿 ジャスタウェイ）�入着，�２勝
グランボルドー（18牝鹿 ＊ハービンジャー）�出走

２代母 ターフメビュース（93黒鹿 ＊エブロス）３勝
メジャープラネット（01牡 サクラバクシンオー）�４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
フランチェスカ（00牝 ＊ブラックタイアフェアー）入着

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Ｓ２着，etc.

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.

196 キーポケット２０２０ 牡・栗 ３／３０
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�デヒア Sister Dotキーポケット ＊エブロス

��
��
�ターフメビュース鹿 2004 ローマステーション

＊アルパインスウイフト 2d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲村上牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2508
生 産 牧 場： ㈲村上牧場
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

母 ソラコマチ（09鹿 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－２（６）〕
レゴリス（16�黒鹿 ゴールドアリュール）�入着，�３勝
ジェネティクス（17牡鹿 ＊サウスヴィグラス）�５勝，りんくうＳ‐OP（Ｄ1200），

天王山Ｓ‐OP（Ｄ1200）３着，藤森Ｓ（Ｄ1200）
ラッキーカイザー（18牡鹿 ＊サウスヴィグラス）���２勝�１勝

２代母 ブイルージュ（99鹿 ＊ウォーニング）３勝，寒桜賞２着
ブイコナン（07牡 フサイチコンコルド）２勝
メデューサノヒトミ（11牝 ＊タイキシャトル）�２勝�入着２回
ノーブルカイザー（12牡 ＊アグネスデジタル）��１勝
サンスペンサー（13牝 デュランダル）��５勝�１勝	１勝
マラビージャ（15牡 ディープブリランテ）��３勝
キングリアリティー（17牡 リアルインパクト）��２勝�入着

３代母 ハツピーガーランド（84鹿 ＊フリートウイング）１勝
パローニアクレスト（94牝 ＊キンググローリアス）
13 勝

ダークマター（01牡 ダンスインザダーク）４勝，北斗賞，山吹賞２着，
３勝��
ラブスプラッシュ（04牝 ＊タバスコキャット）��４勝
ビッグスプラッシュ（11牝 サイレントディール）�１勝�６勝�，高知優
駿３着

ユビキタス（05牡 ＊アグネスデジタル）４勝，ユニコーンＳ‐Jpn3，欅Ｓ‐L ２
着，ペルセウスＳ‐L ２着，etc.

ラヴィール（01牝 ＊キンググローリアス）�２勝�２勝
グランドファシナ（11牝 ＊アグネスデジタル）�１勝�
入着３回�，園田プリ

ンセスＣ３着
スティールティアラ（16牝 ＊サウスヴィグラス）��６勝��，サッポロクラシ

ックＣ２着，フローラルＣ２着

４代母 シングルワン（74栗 ＊ヴイエナ）�６勝
［子］ ハツピープログレス（78牡 ＊フリートウイング）11勝，安田記念‐Jpn1，

京王杯スプリングＨ‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

197 ソラコマチ２０２０ �・鹿 １／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモソラコマチ ＊ウォーニング

��
��
�ブイルージュ鹿 2009 ハツピーガーランド

＊レスリーカーター 16g
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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

母 ＊ヴァバーウエン（13 USA栗 Kitten's Joy）USA２勝，ボイリングスプリングズＳ
‐G3 ３着
〔産駒馬名登録数：１〕
エアセイラン（18牡黒鹿 Air Force Blue）�出走

２代母 ゴーンオーヴァーボードGone Overboard（03 USA栗 GoneWest）USA３勝
ヴィクトリーマストVictory Mast（11� Mizzen Mast）USA・CAN１勝
バーケンヘッドBirkenhead（12牝 Mizzen Mast）USA３勝
アップタウンルーラーUptown Ruler（16� Mizzen Mast）�USA２勝

３代母 ジャンガダ Jangada（89 USA栗 Raft）USA３勝，Dade Turf Classic S
３着
コラクル Coracle（96 牝 Exbourne）USA５勝，セニョリータＳ‐G3

ナッティフッティNutty Futty（12 牡 Johar）USA４勝，ウィズアンティシペ
イションＳ‐G2 ３着

フェラッカ Felucca（00牝 Diesis）USA入着
マークエスザクーラーMark S the Cooler（06� Johar）USA２勝，Ocea

nside S‐R ２着
ダイノードDynode（05牝 Dynaformer）不出走

ダイナミゼンDynamizzen（12牝 Mizzen Mast）USA３勝，Eleanor Casey
Memorial S‐R ３着

バトンガール Button Girl（08 牝 Mizzen Mast）USA３勝，Queen Tutta S２着

４代母 ファーレットPharlette（80 FR栗 Pharly）不出走
［子］ ラーフアルガルブ Raah Algharb（92牡 GoneWest）GB・UAE３勝，

フライイングチルダーズＳ‐G2，Roses S‐L，コーンウォリスＳ
‐G3 ３着

［孫］ ケテワヨ Cetewayo（94牡 His Majesty）USA11 勝，ソードダンサーＨ
‐G1，ガルフストリームパークＢＣＨ‐G1，レッドスミスＨ‐G2，etc.，
種牡馬

ダイナフォースDynaforce（03牝 Dynaformer）FR・USA５勝，ビヴァリー
ディＳ‐G1，フラワーボールＳ‐G1，P. Charles Laffitte‐L，etc.

198 ヴァバーウエン２０２０ �・鹿 ４／ １

＊

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

＊

キテンズジョイ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Kitten's Joy Kitten's Firstヴァバーウエン ゴーンオーヴァーボード GoneWest

��
��
�Gone Overboard栗USA 2013 Jangada

1o
GoneWest M3×S4 Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718
生 産 牧 場： ㈲矢野牧場
飼 養 者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718

母 ダイワドレッサー（13鹿 ネオユニヴァース）１勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ２
着，フェアリーＳ‐G3 ２着，福島記念‐G3 ３着，木更津特別（芝 1600）３着
初仔

２代母 リバティープリント（05青鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，呉竹賞
テキスタイルアート（12� ＊ロージズインメイ）２勝，妙高特別３着，��３勝
ライゴッド（15牝 スマートファルコン）１勝，���６勝，しらさぎ賞３着

３代母 エアリバティー（94鹿 ＊トニービン）３勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，ファン
タジーＳ‐Jpn3 ３着，秋華賞‐Jpn1 ５着，西海賞，石打特別，etc.
マイネマリアンヌ（09牝 ダイワメジャー）出走

ボルドープラージュ（16牝 ＊アイルハヴアナザー）��２勝�１勝�４勝�	入
着５回，ラブミーチャン記念，加賀友禅賞２着，留守杯日高賞２着，etc.

マイネリベルタス（11牝 ＊コンデュイット）２勝，君子蘭賞３着

４代母 ＊ジョイアスピルエット（83 USA鹿 Nureyev）IRE・USA１勝，Ballycorus
S‐L ３着
［子］ ワイルドリージョイアスWildly Joyous（91� Wild Again）USA７勝，

ベンアリＳ‐G3，Thistledown B C H‐L，Governor'S H‐L，etc.
エアピース（97牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，呉竹賞，��入着，関
東オークス‐Jpn3 ２着

エアジラソーレ（98牡 ＊トニービン）３勝，陸奥湾特別，湯川特別，立川
特別２着，etc.

［孫］ サトノプライマシー（09� ネオユニヴァース）５勝，オアシスＳ‐L ２着，
薫風Ｓ，横手特別，etc.

ピースデザイン（02牡 ＊エリシオ）３勝，福島ＴＶＯＰ‐L ３着，漁火Ｓ２
着，甲南Ｓ３着，�１勝

リバティバランス（07牡 ネオユニヴァース）５勝，サンタクロースＳ，鋸
山特別，堺Ｓ２着，etc.，
８勝��

５代母 ＊グリーミングスマイル（78 USA鹿 Gleaming）不出走
［子］ グリンGrin（86� Danzig）USA15 勝，Wolf Hill S

199 ダイワドレッサー２０２０ 牡・鹿 ２／２４

＊

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

＊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ドレッサー ＊スウェプトオーヴァーボード

��
��
�リバティープリント鹿 2013 エアリバティー

＊ジョイアスピルエット 9c
Sharpen Up S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： 岡野牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

母 ケイティローレル（06栗 サクラローレル）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（11）〕
ケイティブレイブ（13牡栗 アドマイヤマックス）�３勝，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，フ

ェブラリーＳ‐G1 ２着，etc.，��１勝���６勝��１勝��１勝，帝王賞
‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，浦和記念‐Jpn2（２回），日本ＴＶ盃‐Jpn2，ダイオラ
イト記念‐Jpn2，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，名古屋大賞典‐Jpn3，白山大賞典‐Jpn3，etc.

ケイティマドンナ（16牝栗 サクラプレジデント）�入着３回，��２勝，ロジータ
記念（Ｄ2100）３着

ウインアポロン（17牡黒鹿 アドマイヤマックス）入着，�地方未出走

２代母 ＊ビーマイフアイア（86 IRE 栗 Be My Guest）不出走
ワイズプリンス（90牡 ＊ワイズカウンセラー）�10 勝
ウイニングリバー（93牝 ＊ムーンマツドネス）�４勝

マイネルブルック（01牡 ＊スターオブコジーン）３勝，きさらぎ賞‐Jpn3，寒竹
賞，葉牡丹賞２着

ケイティラブ（04牝 ＊スキャン）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3，稲妻特別，
ＴＶユー福島賞３着，駿風Ｓ３着
マイネルエメ（15牡 ステイゴールド）１勝，こうやまき賞３着，�	９勝��

ビーマイナカヤマ（94牡 ＊エブロス）７勝，ガーネットＳ‐Jpn3（２回），etc.，
１
勝��１勝��２勝１勝�１勝�入着，とちぎマロニエＣ‐Jpn3，朱鷺大賞
典‐Jpn3，かしわ記念‐Jpn3，群馬記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

ファンドリウイナー（96牡 ニホンピロウイナー）２勝
マーブルステラ（98牝 ＊ゴールデンフェザント）２勝，別府特別２着
カヤドールージュ（02牝 ＊クロコルージュ）１勝
マイネルフォーグ（04牡 ＊スターオブコジーン）２勝，谷川岳Ｓ‐L，ＮＺトロフィー

‐Jpn2 ２着，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，阪神Ｃ‐G2 ３着，ファイナルＳ‐L
２着，etc.

３代母 ファイアアンドアイス Fire and Ice（76 FR栗 Reliance）FR出走
ボトヴィルフレイムBotvyle Flame（91牝 Reprimand）不出走

ラージRaazi（95 牝 My Generation）GB入着
ホンコンレジェンド Hongkong Legend（05� Mull of Kintyre）SWE・
DEN８勝，Copenhagen GoldenMile‐L ２着

200 ケイティローレル２０２０ �・栗 ５／１３
＊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

Rainbow Quest

�
�
�
�
�

��
��

�サクラローレル ＊ローラローラケイティローレル
＊ Be My Guest

��
��
�ビーマイフアイア栗 2006 Fire and Ice

1s
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲坂東牧場＝平取町川向 �01456-2-1545
生 産 牧 場： ㈲坂東牧場
飼 養 者： ㈲坂東牧場＝平取町川向 �01456-2-1545

母 ＊リヴィアローズ（07 IRE 鹿 Galileo）入着４回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（６）〕
レッドローゼス（14牡鹿 ステイゴールド）�６勝，福島民報杯‐L（芝 2000），プリ

ンシパルＳ‐LR（芝 2000）２着，初富士Ｓ（芝 1800），ＨＴＢ賞（芝 2000），山藤
賞（芝 1800），甲斐路Ｓ（芝 1800）２着，美浦Ｓ（芝 2000）２着，スピカＳ
（芝 1800）２着，日高特別（芝 2000）２着，ウェルカムＳ（芝 1800）３着，etc.

エクスカリバー（18牡鹿 ブラックタイド）��入着２回

２代母 キフツゲイトローズKiftsgate Rose（00 FR鹿 Nashwan）不出走
ヴェローチェVeloce（08� Hurricane Run）GB３勝，GB・ITY障害３勝

３代母 カプーチュカKapuchka（90 IRE 鹿 ＊ソヴィエトスター）GB出走
キックボクサー Kick Boxer（97� Exit to Nowhere）FR・USA４勝，P. Mont

enica‐L ２着，P. Saraca‐L ２着，P. des Sablonnets‐L ３着
ケンタッキーローズ Kentucky Rose（98牝 Hernando）FR・USA２勝，P. Joub

ert‐L，フロール賞‐G3 ２着
ウェッジWedge（05牝 Storm Cat）FR２勝
ウェッジトラストWedge Trust（10 牝 Zamindar）FR３勝，P. de Bonne
val‐L，セーネオワーズ賞‐G3 ２着，P. Texanita‐L ２着，etc.

ピッチ Pitch（11� Manduro）FR６勝，La Coupe DeMarseille‐L，
G.P. de Marseille‐L ３着

キーグスクオー Keegsquaw（09牝 Street Cry）FR４勝，P. Dahlia‐L，
P. Luth Enchantee‐L ２着，P. Urban Sea‐L ３着，etc.
ルシアスティベリウス Lucius Tiberius（15 牡 Camelot）�GB・FR・IRE
・USA・UAE３勝，ダーリーＳ‐G3 ３着，August S‐L ３着，
Nijinsky S‐L ３着

セレスティッシム Celestissime（16牝 Camelot）�FR・GER２勝，G.
P. der Stadtsparkasse Dusseldorf‐L ３着

201 リヴィアローズ２０２０ 牡・栗 ４／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

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

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

＊

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaリヴィアローズ キフツゲイトローズ Nashwan

��
��
�Kiftsgate Rose鹿IRE 2007 Kapuchka

22b
ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer M4×S5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



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

母 モンテドーター（03青鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（２）〕
トミーバローズ（09牡黒鹿 アドマイヤムーン）１勝
ソルフェージュ（15牡鹿 オルフェーヴル）入着３回，唐戸特別（芝 2000）３着，臥

牛山特別（芝 2000）３着，�２勝�
ダバイオルガ（17牝黒鹿 ＊パイロ）��入着２回
マルス（18牡青鹿 リオンディーズ）�１勝
ベニノリッキー（19牡黒鹿 コパノリッキー）�地方未出走

２代母 ＊カディザデー（88 IRE 黒鹿 Darshaan）GB・IRE入着２回
ダンスドレス（94牝 ＊クリミナルタイプ）１勝
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，夏至Ｓ２着，甲斐路特別３着，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，函館スプリントＳ‐Jpn3，ファルコンＳ‐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

セイウンヒメラギ（01牝 ＊コマンダーインチーフ）出走
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
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，淀屋橋Ｓ３着，�６勝

３代母 カディッシア Kadissya（79 USA鹿 Blushing Groom）FR２勝，P. de la
Theve
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
カシーダKassiyda（86牝 Mill Reef）GB２勝

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.
カストリア Kastoria（01 牝 Selkirk）GB・FR・IRE・CAN・HKG６勝，
愛セントレジャー‐G1，カラＣ‐G3，Ballyroan S‐L，etc.

202 モンテドーター２０２０ 牡・鹿 ４／１３

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayモンテドーター
＊ Darshaan

��
��
�カディザデー青鹿 2003 Kadissya

5e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲三好牧場＝浦河町姉茶 �0146-25-2342
生 産 牧 場： ㈲三好牧場
飼 養 者： 藤春 修二＝浦河町野深 �0146-27-4135

母 ナンヨーナイト（05鹿 ＊クロフネ）２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－１（２）〕
キングノヨアケ（12牡黒鹿 カネヒキリ）４勝，北山Ｓ（Ｄ1800）
チシャーキャット（14牝鹿 メイショウボーラー）１勝
ユメノツリー（15牝鹿 ブラックタイド）�２勝
オオゾラ（16牡鹿 ＊パイロ）�１勝
オーケーゴールド（17牡栗 ゴールドアリュール）入着２回，���入着
オーケーナイト（18牡栗 オルフェーヴル）�入着

２代母 ＊マローラ（94 IRE 栗 Caerleon）GB１勝
ナリタマローラ（00牝 ＊フォーティナイナー）２勝，��１勝
シルクオリンピア（01牝 ＊アフリート）入着

イワミノキズナ（10牡 ブラックタイド）�６勝��２勝，ヤングＣｈ，福山ダ
ービー２着，福山弥生賞２着，福山２歳優駿２着，若駒賞３着

サクセスラゴーラ（03牡 スペシャルウィーク）２勝，��１勝
セリーヌローズ（04牝 ＊フォーティナイナー）�１勝	

ティアップリバティ（13牝 ＊カジノドライヴ）１勝，
12 勝，高知県知事賞，福
永洋一記念，大高坂賞，だるま夕日賞２着，高知県知事賞３着

ペニーウエイト（09牝 ダイワメジャー）１勝，
１勝�
ケイツーリラ（15牝 ＊シンボリクリスエス）２勝，瀬波温泉特別３着

３代母 ママルーナMamaluna（86 USA栗 Roberto）GB・IRE・ITY３勝，英ナッ
ソーＳ‐G2，Zetland S‐L，英オークス‐G1 ３着，フィーニクスチャンピオ
ンＳ‐G1 ４着，愛プリティポリーＳ‐G2 ２着，etc.
ミアルーナMialuna（97牝 Zafonic）ITY出走

ペイパルブル Papal Bull（03 牡 Montjeu）GB・FR・GER６勝，プリンセスオ
ヴウェイルズＳ‐G2，キングエドワード七世Ｓ‐G2，ジェフリーフリアＳ
‐G3，etc.，種牡馬

スタチュトーリ Statutory（10� Authorized）GB・UAE４勝，Jockey Club
Rose Bowl‐L ２着

セイントポールハウス St Paul House（98牡 Machiavellian）FR・ITY10 勝，ウン
ブリア賞‐G3（２回），トゥディーニ賞‐G3（２回），種牡馬

203 ナンヨーナイト２０２０ 牡・黒鹿 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューナンヨーナイト
＊ Caerleon

��
��
�マローラ鹿 2005 Mamaluna

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

価格： 購買者：



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

母 ピンクベリーニ（11鹿 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
ピンクキャンディー（16牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回，��５勝
アンストッパブル（17�鹿 ＊ノヴェリスト）入着４回，��３勝

２代母 ＊フラライン（05 USA栗 Distorted Humor）入着
キララアモーレ（16牝 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
オーバーリミット（17牡 キングカメハメハ）�１勝，�２勝

３代母 コールミーグラニーCall Me Granny（92 USA鹿 Slew City Slew）USA５勝

４代母 グラニーコーリングGranny Calling（84 USA鹿 Blade）USA６勝，Win
dy City S‐R ３着
［子］ グレイシャスグラニーGracious Granny（91牝 Lost Code）USA10 勝，

Chou Croute H‐L，Wilma C.Kennedy S‐L，Victoria La
ss H，etc.

［孫］ ＊オリジナルスピンⅡ（03牝 Distorted Humor）USA２勝，アーリントン
ワシントンラッシーＳ‐G3，テストＳ‐G1 ２着，ＢＣジュヴェナイ
ルフィリーズ‐G1 ３着

ヒューマーアットラスト Humor At Last（02� Distorted Humor）US
A８勝，Tex'S Zing S‐R，Sun Power S‐R，ケンタッキーＣス
プリントＳ‐G3 ２着，etc.

ラストグランスタンディング Last Gran Standing（03� Distorted Humor）
USA・CAN８勝，Sun Power S‐R，Zen S‐R ２着，Illinoi
s Futurity‐R ２着，etc.

グラニーズプライドGranny's Pride（01 牝 Broad Brush）USA４勝，
Pan Zareta S２着

ラストディマンド Last Demand（06� Home at Last）USA４勝，Ill
inois Futurity‐R ２着

［曾孫］ ウノマスモデロUnoMas Modelo（13� Macho Uno）�USA10 勝，
Bet On Sunshine S

スペシャルリザーヴ Special Reserve（16� Midshipman）�USA５勝，
コモンウェルスＳ‐G3 ２着

204 ピンクベリーニ２０２０ �・鹿 ２／ ５

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーピンクベリーニ
＊ Distorted Humor

��
��
�フラライン鹿 2011 Call Me Granny

2o
Seattle Slew S4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



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

母 アグネスダリム（09栗 ゴールドアリュール）３勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 アグネスパサー（01鹿 ＊エルコンドルパサー）出走
アグネスサクラ（06牝 ＊ホワイトマズル）３勝，白藤賞，三面川特別２着，木津川特

別２着，アプローズ賞２着，衣笠特別２着，etc.
ブレイキングドーン（16牡 ヴィクトワールピサ）２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

‐G3，弥生賞‐G2 ３着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3 ２着，ホー
プフルＳ‐G1 ５着

アグネスピンキー（08牝 タニノギムレット）１勝，�５勝
ボルンカズマ（16牡 ジャスタウェイ）１勝，���２勝
ルドンカズマ（17牡 ゴールドアリュール）�２勝

３代母 アグネスセレーネー（96栗 ＊トニービン）出走
アグネストレジャー（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，白富士Ｓ‐L ３着，むらさ

き賞，三田特別，etc.
アグネスラック（03牝 ＊クロフネ）３勝，豊明特別

４代母 アグネスフローラ（87鹿 ＊ロイヤルスキー）５勝，桜花賞‐Jpn1，オークス
‐Jpn1 ２着，チューリップ賞‐OP，エルフィンＳ‐OP，若菜賞，優３牝
［子］ アグネスタキオン（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，皐月賞‐Jpn1，弥

生賞‐Jpn2，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，種牡馬
アグネスフライト（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー
‐Jpn1，京都新聞杯‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

アグネスタカオー（93牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，蓬莱峡特別，松島
特別２着，千葉日報杯２着

アグネスプロトン（99牡 ＊エリシオ）２勝，医王寺特別２着

５代母 アグネスレデイー（76鹿 ＊リマンド）５勝，オークス，京都記念（春），朝日Ｃ
ｈＣ，エリザベス女王杯２着，サンスポ４歳牝馬特別２着，etc.，優３牝
［孫］ アグネスパレード（91牝 バンブーアトラス）２勝，チューリップ賞‐Jpn3，

オークス‐Jpn1 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.

205 アグネスダリム２０２０ �・栗 ３／ １

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤアグネスダリム ＊エルコンドルパサー

��
��
�アグネスパサー栗 2009 アグネスセレーネー

＊ヘザーランズ 1l
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478
生 産 牧 場： 岡田スタッド
飼 養 者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478

母 ＊エーソングフォー（05 USA栗 More Than Ready）２勝，紅梅Ｓ‐OP（芝 1400）
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－５（15）〕
ラグタイム（11牝鹿 ディープインパクト）１勝
チェルカトーレ（12牝栗 ステイゴールド）入着３回，閃光特別（芝 1000）３着，

��３勝�入着
パラレルユニバース（13牝鹿 ネオユニヴァース）�２勝�２勝
ミッシングリンク（14牝栗 ヴィクトワールピサ）４勝，柳都Ｓ（Ｄ1800），雄国沼

特別（芝 1800），八丈島特別（芝 1800）３着，���１勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，
ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ５着，京成盃グランドマイラーズ（Ｄ1600）３着

エーノキセキ（15牝青 ＊キンシャサノキセキ）�３勝�
ファストーゾ（17牝鹿 ロードカナロア）�出走，��４勝
トモジャワールド（19牡芦 ＊クロフネ）�未出走

２代母 ミスガーランドMiss Garland（89 USA栗 ＊パレスミュージック）USA３勝，
Fleet Victress S‐L ２着
ピースナウPeace Now（95	 Wolf Power）USA３勝
パンディットPundit（96 牝 Beau Genius）USA１勝

ブリーチブロンド Bleach Blonde（07牝 Marino Marini）USA７勝，Luthe
r Burbank H２着（２回），Golden Poppy S２着，Harvest S３着，
Corte Madera S３着

モアパワートゥヒムMore Power to Him（14牡 Slew's Tiznow）�USA・C
AN６勝，Mt.Rainier S，エルカミノレアルダービー‐G3 ２着，Cal
ifornia Derby‐L ２着，Bull Dog H２着（２回），Joseph T.Grace H
２着，etc.

ルフト Luft（98	 Salt Lake）USA11 勝
アーニーボーゲン Ernie Bogen（03	 ＊サザンヘイロー）USA１勝，World App

eal S３着

３代母 ミスアクトレスMiss Actress（79 USA黒鹿 Mr. Cockatoo）USA４勝，ガ
ーデニアＳ‐G3 ２着
アクティングサッシー Acting Sassy（96 牝 Cozzene）USA６勝，Carris Memor

ial H３着

206 エーソングフォー２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ７
＊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

＊

モアザンレディ ＊サザンヘイロー

�
�
�
�
�

��
��

�More Than Ready Woodman's Girlエーソングフォー ミスガーランド ＊パレスミュージック

��
��
�Miss Garland栗USA 2005 Miss Actress

1j
Halo S4×M4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： 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

母 ＊ジムジャム（14 GB芦 Frankel）不出走
初仔

２代母 ジブブーム Jibboom（04 USA芦 Mizzen Mast）USA５勝，ブエナヴィスタ
Ｈ‐G2，レイヴンランＳ‐G2，モンロヴィアＨ‐G3，サンタモニカＨ‐G1 ２着
フライイングジブ Flying Jib（11 牝 Oasis Dream）IRE・USA３勝，アサシＳ‐G3，

Silken Glider S‐L

３代母 パリセードPalisade（94 USA黒鹿 GoneWest）GB・USA２勝
シーディフェンス Sea Defence（11牡 Mizzen Mast）GB・HKG５勝，ステュア

ーズＣ‐G1，香港マイル‐G1 ２着，Celebration Cup‐L ２着，etc.

４代母 ペプラム Peplum（88 USA鹿 Nijinsky）GB・FR２勝，Cheshire Oaks
‐L，プリンセスロイヤルＳ‐G3 ３着
［子］ ボートマン Boatman（96牡 Irish River）GB・USA３勝，クレメントＬ

ハーシュターフＣｈ‐G1 ２着，マンハッタンＨ‐G1 ２着，Autum
n S‐L ２着，種牡馬

［孫］ エイヴィエイト Aviate（07 牝 Dansili）GB・FR・IRE・USA４勝，チャ
ーチルディスタフマイルＳ‐G2，ミュージドラＳ‐G3，ハニーフォク
スＳ‐G3 ３着

アーリーマーチ Early March（02牡 Dansili）GB・FR２勝，ラロシェッ
ト賞‐G3，ジャンリュクラガルデール賞‐G1 ２着，シュマンドフェ
ルデュノール賞‐G3 ３着，etc.，種牡馬

［曾孫］ フライティレイディ Flighty Lady（17牝 Sir Percy）�FR・USA２勝，
マルセルブサック賞‐G1 ３着，クレオパトル賞‐G3 ２着，ヴァント
ー賞‐G3 ３着，etc.

５代母 チェインストアChain Store（72 USA鹿 Nodouble）USA８勝
［子］ アルバハスリ Al Bahathri（82 牝 Blushing Groom）GB・IRE６勝，愛１

０００ギニー‐G1，コロネイションＳ‐G2，ローザーＳ‐G2，etc.
［孫］ ハーフハド Haafhd（01牡 Alhaarth）GB５勝，英２０００ギニー‐G1，英チ

ャンピオンＳ‐G1，クレイヴァンＳ‐G3，etc.，種牡馬

207 ジムジャム２０２０ �・鹿 ３／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ブラックタイド

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキタサンブラック サクラバクシンオー

��
��
�シュガーハート鹿 2012 オトメゴコロ

＊

フランケル Galileo

�
�
�
�
�

��
��

�Frankel Kindジムジャム ジブブーム Mizzen Mast

��
��
�Jibboom芦GB 2014 Palisade

9e
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲上水牧場＝むかわ町花岡 �0145-42-3152
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

母 プリモタイム（04鹿 ＊ブライアンズタイム）��１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－５（36）〕
プリモトレジャー（10牝栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝��３勝�入着
ワンダフルタイム（11牝栗 ＊サウスヴィグラス）�３勝�10 勝�入着����，新

春盃（Ｄ1800），尾張名古屋杯（Ｄ1600），留守杯日高賞（Ｄ1600）３着
パパラヴズマンボ（12牝青鹿 スズカマンボ）２勝
ディーズプリモ（13牝鹿 ＊シニスターミニスター）���１勝・４勝，東京湾Ｃ
（Ｄ1700），クラウンＣ（Ｄ1600）３着

ヒガシウィルウィン（14牡栗 ＊サウスヴィグラス）	�４勝�４勝���１勝・４
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，サンタアニ
タＴ（Ｄ1600），東京ダービー（Ｄ2000），京浜盃（Ｄ1700），ニューイヤーＣ
（Ｄ1600），勝島王冠（Ｄ1800）２着，etc.，ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優３牡

スリーグランド（17牡栗 ＊シニスターミニスター）	４勝，栗東Ｓ‐L（Ｄ1400）２着，
バレンタインＳ‐OP（Ｄ1400），端午Ｓ‐OP（Ｄ1400）３着，姫路Ｓ（Ｄ1400），
清里特別（Ｄ1400）２着，���１勝
入着，黒船賞‐Jpn3 ２着

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
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
タイニーダンサー（13牝 ＊サウスヴィグラス）�５勝��１勝�，関東オークス

‐Jpn2，北海道２歳優駿‐Jpn3，エーデルワイス賞‐Jpn3，クイーン賞
‐Jpn3 ２着，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3 ２着，etc.，ＮＡＲ優２牝

３代母 ウイニングベット（85鹿 アローエクスプレス）２勝

208 プリモタイム２０２０ 牡・鹿 ４／１２

＊

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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayプリモタイム ＊アサティス

��
��
�キハク鹿 2004 ウイニングベット

＊プロポンチス 4d
Roberto M3×S5 Deputy Minister S4×S5 Hail to Reason M4×S5
Graustark M4×M5
価格： 購買者：



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

母 ブレイジング（12黒鹿 ＊パイロ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ノーブルライガー（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着３回，��１勝
ブルアモーレ（18牝黒鹿 ジャスタウェイ）�入着
ジョーフェイス（19牡青鹿 ＊キンシャサノキセキ）�未出走

２代母 ＊ブリクセン（98 USA鹿 GoneWest）GB・IRE１勝，Tyros S‐L ３着
ストーリーブック Storybook（04牝 Halling）GB・USA３勝

ロメオリーマ Romeo Lima（12牡 Medaglia d'Oro）FR・USA３勝，P. Her
od‐L ２着，種牡馬

カンクラージュ Camp Courage（13� War Front）�FR・USA２勝，Grand
Criterium de Bordeaux‐L ２着，Criterium de L'Ouest‐L ３着

ゲットオンザバスGet On the Bus（18 牝 Uncle Mo）�USA入着，ソレント
Ｓ‐G2 ２着

アフリカンストーリー African Story（07� Pivotal）FR・UAE・HKG８勝，ドバイワ
ールドＣ‐G1，アルマクトゥームチャレンジＲ３‐G1，ゴドルフィンマイル‐G2，
ブルジナハール‐G3（２回），アルマクトゥームチャレンジＲ２‐G2 ２着，etc.

アフリカンブルー（11� ディープスカイ）�６勝�11 勝��１勝，カンナ賞３着
アフリカンゴールド（15� ステイゴールド）�４勝，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，六社

Ｓ，兵庫特別，渥美特別，烏丸Ｓ２着，etc.
イサク（16牡 マンハッタンカフェ）１勝
ロンゴノット（17牡 ＊パイロ）�２勝，横手特別２着

３代母 デイニシュDanish（91 IRE 鹿 ＊デインヒル）FR・IRE・ITY・USA６勝，Ｑ
エリザベス二世チャレンジＣ‐G1，サラトガＢＣＨ‐G3，My Charmer H‐L，
P. La Sorellina‐L，フラワーボ－ルＨ‐G1 ２着，etc.

４代母 ティーハウス Tea House（80 IRE 栗 Sassafras）FR・IRE・USA４勝，C
ornelscourt S‐L
［子］ エイス Ace（01牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・USA・UAE３勝，デズ

モンドＳ‐G3，ＢＣターフ‐G1 ２着，プリンスオヴウェイルズＳ
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

209 ブレイジング２０２０ 牡・鹿 ３／ ９

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionブレイジング
＊ GoneWest

��
��
�ブリクセン黒鹿 2012 Danish

10c
Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



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

母 パーティブロッサム（09黒鹿 キングヘイロー）２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ワカタケル（17牡鹿 トーセンホマレボシ）���出走
カズアティシャ（18牡鹿 ホッコータルマエ）��１勝�

２代母 ジェミーブロッサム（00青鹿 Wild Again）１勝
アドニスラモーサ（06牝 アグネスタキオン）��２勝
テンゲントッパ（08牡 キングヘイロー）２勝，三国特別２着，三条特別２着
パフュームボム（11牝 ＊プリサイスエンド）３勝，障害１勝
シンコーマーチャン（14牡 キングヘイロー）３勝，�地方未出走
ナナカマドカ（16牝 カネヒキリ）��６勝

３代母 ＊パレイシャルアフェア（95 USA鹿 Kingmambo）FR・USA３勝，P. Carav
elle‐L ２着，P. La Sorellina‐L ３着，Criterium de Languedoc‐L ３着
ゲットマイウェイ（02牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，高湯温泉特別，赤倉特別２着，

奥の細道特別２着，etc.

４代母 パーティサイテド Party Cited（89 USA鹿 Alleged）GB・USA５勝，イエ
ルバブエナＨ‐G3，Del Mar Bayakoa H‐L，サンタアナＨ‐G1 ２着，フィリ
ーズマイル‐G1 ３着，ビヴァリーヒルズＨ‐G1 ３着，etc.
［子］ コンポージャー Composure（00 牝 Touch Gold）USA４勝，サンタアニ

タオークス‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G1，オークリーフＳ‐G2，etc.
レディセット Ready Set（05� Touch Gold）USA７勝，ウェストヴァ
ージニアダービー‐G3，Cliff Guilliams H，Eight Thirty S，etc.

［孫］ ペンウィズ Penwith（11 牝 Bernardini）USA５勝，ロイヤルデルタＳ
‐G2，ベルダムＳ‐G1 ３着，デラウェアＨ‐G1 ３着，etc.

サドンブレイキングニューズ Suddenbreakingnews（13� Mineshaft）
USA３勝，サウスウェストＳ‐G3，Clever Trevor S‐L，アーカン
ソーダービー‐G1 ２着，etc.

［曾孫］ シェアードセンス Shared Sense（17牡 ＊ストリートセンス）�USA４勝，
インディアナダービー‐G3，オクラホマダービー‐G3，ディスカヴ
ァリーＳ‐G3 ３着

210 パーティブロッサム２０２０ 牡・黒鹿 ３／１０
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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローパーティブロッサム Wild Again

��
��
�ジェミーブロッサム黒鹿 2009 ＊パレイシャルアフェア

9b
Kingmambo S3×M4

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲天羽牧場＝日高町清畠 �01456-5-7530
生 産 牧 場： ㈲天羽牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

母 ジーニマジック（10鹿 ダイワメジャー）３勝，アネモネＳ‐LR（芝 1600）２着，ク
イーンＣ‐G3 ３着，ツインターボＣ（芝 1200）２着，白河特別（芝 1200）３着，菜
の花賞（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：２〕
シゲルカチョウ（18牝鹿 ＊マクフィ）�出走

２代母 ＊ベッラベリッシモ（97 IRE 鹿 Alzao）GB１勝
マヤノピナクル（13牡 ドリームジャーニー）１勝，種市特別２着，南相馬特別２着，

ノエル賞３着

３代母 ベッラヴィテッサBella Vitessa（92 IRE 鹿 Thatching）GB出走
ロスザボスRos The Boss（99 牝 ＊デインヒル）GB２勝

ケイトザグレイトKate The Great（06 牝 ＊ザール）GB１勝
イースタンインパクト Eastern Impact（11� Bahamian Bounty）GB・I
RE・UAE６勝，ベンゴーフＳ‐G3，Queensferry S‐L，ジュライＣ
‐G1 ３着，etc.

サマーグハンド Summerghand（14� Lope de Vega）�GB・IRE・UA
E12 勝，アバーナントＳ‐G3，Hopeful S‐L ２着，ルネサンスＳ
‐G3 ３着

アルサルワAlsalwa（07牝 Nayef）IRE２勝
アナザータッチ Another Touch（13� Arcano）�GB・UAE８勝，Po
mfret S‐L，Doncaster Mile‐L ３着，Ganton S‐L ３着

リベレイティング Liberating（10 牝 Iffraaj）GB・FR・IRE１勝，Patton S
‐L ３着，Naas Juvenile Fillies Sprint‐L ３着

ボシーゲスト Bossy Guest（12� Medicean）�GB・UAE・SAU３勝，Ri
pon Champion 2‐Y‐O Trophy‐L ２着，ジャージーＳ‐G3 ３着，Sir
Henry Cecil S‐L ３着

イエフディ Yehudi（02 牡 Sadler's Wells）FR・IRE２勝，Eyrefield S‐L，ク
リテリヨムドサンクルー‐G1 ２着，種牡馬

＊ベルエアメイダン（09牝 Shamardal）入着，�２勝��
スマートフルーレ（16牝 ゴールドアリュール）３勝，平城京Ｓ２着，柳都Ｓ２

着，etc.，��入着，マリーンＣ‐Jpn3 ３着

211 ジーニマジック２０２０ �・鹿 ３／３０
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケジーニマジック
＊ Alzao

��
��
�ベッラベリッシモ鹿 2010 Bella Vitessa

2f
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



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

母 イシス（12青鹿 キングヘイロー）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
オシリスブレイン（17牡青鹿 ＊バゴ）�２勝
ドゥラッツォ（19牝青鹿 ドゥラメンテ）�未出走

２代母 アラマサスナイパー（03黒鹿 ステイゴールド）１勝
キングザピューマ（10牡 キングヘイロー）�１勝�３勝
クリスマス（11牝 ＊バゴ）５勝，函館２歳Ｓ‐G3，オーシャンＳ‐G3 ３着，函館スプリ

ントＳ‐G3 ３着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ４着，ＵＨＢ賞‐OP，etc.
ティラール（14牝 ＊ファスリエフ）入着，��５勝��１勝
タカミツリリー（15牝 ＊エンパイアメーカー）�入着３回，下北半島特別３着，�３勝
ケイズデイジー（16牝 ＊ケープブランコ）��２勝	
ゴールドスナイパー（17牡 ＊エスケンデレヤ）���４勝

３代母 ＊ターミナルフラワー（97 USA黒鹿 Salt Lake）１勝
マイスペース（04牡 ＊サザンヘイロー）入着，��６勝
アラマサロビンソン（05牝 ＊グランデラ）１勝
アラマサスチール（08牝 マヤノトップガン）１勝，�２勝��
アラマサル（12牡 カンパニー）入着，��７勝

４代母 ポジションドPositioned（81 USA鹿 Cannonade）USA５勝
［子］ ベリーロード Berry Road（88牝 Strawberry Road）USA５勝，Sun S

eeker Farm H，ミスアメリカＨ‐G3 ２着，Campanile Inv.H
‐R ２着，etc.

［孫］ フリーウェイティケット Freeway Ticket（98
 Deposit Ticket）USA
９勝，Tex'S Zing S‐R，Honor The Hero Turf Express S２着，
Autobot S２着，etc.

キャスルウッド Castlewood（97
 Runaway Groom）USA14 勝，H
awthorne Juvenile S‐L ２着，ハンシンＣ‐G3 ３着

インディゴフライアー Indigo Flyer（01
 Notebook）USA５勝，So
phomore Turf S‐L ２着

ギャラントダヴGallant Dove（04牝 ＊シルバーチャーム）PR４勝，C.
Carlos Romero Barcelo‐L ３着

212 イシス２０２０ �・黒鹿 ２／ ８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローイシス ステイゴールド

��
��
�アラマサスナイパー青鹿 2012 ＊ターミナルフラワー

5g
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M4×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 新井昭二牧場＝日高町豊郷 �090-8708-5922
生 産 牧 場： 新井 昭二
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

母 ハイレイヤー（07鹿 ＊シンボリクリスエス）入着３回，�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（６）〕
ペタルーダ（14牝鹿 ＊クロフネ）���６勝
ラクロアクリスエス（15牡鹿 ＊タートルボウル）１勝
ライトマン（17牡鹿 エイシンフラッシュ）�１勝
サイモンバロン（19牡鹿 ＊ハービンジャー）�未出走

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UAE・HKG１勝，Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

213 ハイレイヤー２０２０ 牡・鹿 ４／２３

＊

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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayハイレイヤー ＊サンデーサイレンス

��
��
�セシルカット鹿 2007 ダイナカール

＊パロクサイド 8f
Halo M4×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



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

母 ラフェクレール（07栗 スペシャルウィーク）入着４回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－１（１）〕
サクレディーヴァ（13牝芦 ＊クロフネ）３勝，デイジー賞（芝 1800）３着
エピックアン（15牡芦 ＊クロフネ）�３勝，清里特別（Ｄ1400）２着，大倉山特別
（Ｄ1700）２着，鎌倉Ｓ（Ｄ1400）３着，中京スポーツ杯（Ｄ1400）３着

エイカイキャロル（16牝鹿 ロードカナロア）１勝，医王寺特別（芝 1200）２着，�
�１勝

アウゲンブリック（19牡黒鹿 ロードカナロア）�未出走

２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，東京新聞杯‐Jpn3，東スポ杯３歳Ｓ‐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
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
タイキデスティニー（02牡 ＊エルコンドルパサー）２勝
マカロンドナンシー（06牝 ダンスインザダーク）１勝

３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
キャビネットレヴェルCabinet Level（81 牝 General Assembly）GB１勝

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.

ライジングスピリッツRising Spirits（85 牝 Cure the Blues）IRE・USA２勝
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 Ladies Turf H
‐L，etc.
ヒタノエルナンドGitano Hernando（06牡 Hernando）GB・IRE・USA
・UAE・HKG・SIN７勝，シンガポール国際Ｃ‐G1，米グッドウッド
Ｓ‐G1，愛ダイアモンドＳ‐G3，etc.，種牡馬

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

214 ラフェクレール２０２０ 牡・鹿 ２／１１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールラフェクレール ＊ノーザンテースト

��
��
�アドマイヤマカディ栗 2007 ＊ミセスマカディー

14b
ノーザンテーストM3×S4

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 前川 勝春＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3832
生 産 牧 場： 前川 勝春
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

母 オールプリュネル（13鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
モンテローザ（18牝鹿 ロードカナロア）�出走

２代母 ディアウィンク（98鹿 ＊タイトスポット）１勝
マイネルクラッチ（04牡 ＊スクワートルスクワート）３勝，月岡温泉特別，須磨特別

２着，月岡温泉特別２着，豊栄特別２着，武庫川Ｓ３着，etc.
ドリームザドリーム（05牡 ＊エイシンプレストン）１勝
ナカヤマフェスタ（06牡 ステイゴールド）５勝，宝塚記念‐G1，セントライト記念

‐Jpn2，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，メトロポリタンＳ‐L，etc.，FR入着２回，
凱旋門賞‐G1 ２着，etc.，優古牡，種牡馬

ディアアレトゥーサ（07牝 トーセンダンス）３勝，紫苑Ｓ‐L，福島記念‐G3 ２着，
村上特別，織姫賞２着，ミモザ賞３着

ディアエスペランサ（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）入着５回
ゴールドポセイドン（14牡 ステイゴールド）１勝

サトノセレリティ（11牡 ディープスカイ）４勝，成田特別２着，障害１勝
ダンシングリッチー（17� オーシャンブルー）２勝，タイランドＣ，高雄特別３着

３代母 セイレイ（91鹿 ＊デインヒル）３勝，南武特別，佐倉特別，八海山特別３着

４代母 ＊センスオブリズム（84 IRE 鹿 Cure the Blues）IRE 入着
［子］ フォレストコンサート Forest Concert（89 牝 Thatching）IRE２勝，B

eamish Stout S‐L ３着
ディアエイジ（01牡 メジロライアン）入着３回，揖斐川特別３着，�１勝

［孫］ ＊アフォード（98牡 Affirmed）２勝，万代特別，売布特別３着，三条特別３着
＊リブレメンテ（02牝 Fly So Free）１勝，小樽特別２着
アサギリ（06牡 サクラバクシンオー）２勝，噴火湾特別３着

＊タイキアンコール（95牝 Night Shift）１勝，牡丹賞３着

５代母 センシビリティ Sensibility（71 USA鹿 Hail to Reason）FR・IRE１勝
［孫］ シアトリカル Theatrical（82 牡 Nureyev）GB・IRE・GER・USA10 勝，

ＢＣターフ‐G1，ターフクラシックＳ‐G1，マンノウォーＳ‐G1，etc.，
種牡馬

215 オールプリュネル２０２０ �・鹿 ４／２８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスロードカナロア Storm Cat

��
��
�レディブラッサム鹿 2008 ＊サラトガデュー

＊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オールプリュネル ＊タイトスポット

��
��
�ディアウィンク鹿 2013 セイレイ

＊センスオブリズム 3h
His Majesty M4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

母 アドマイヤヒナタ（13鹿 キングカメハメハ）�１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ジオパークマグマ（18牡鹿 トーセンジョーダン）�入着

２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
アドマイヤパンチ（06牝 ＊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.
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，ディープインパクトＣ３着
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，甲東特別，福寿草特別２着，etc.
アドマイヤデウス（11牡 アドマイヤドン）５勝，日経賞‐G2，日経新春杯‐G2，若

葉Ｓ‐LR，京都大賞典‐G2 ２着，日経賞‐G2 ３着，etc.
アドマイヤアロー（14牝 ＊ワークフォース）２勝

３代母 ＊アドマイヤラピス（92 IRE 栗 Be My Guest）７勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2
２着，嵐山Ｓ‐OP，セプテンバーＳ‐OP，忘れな草賞‐OP ２着，迎春Ｓ，etc.
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

216 アドマイヤヒナタ２０２０ 
・鹿 ４／ ２

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスアドマイヤヒナタ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロイヤルカード鹿 2013 ＊アドマイヤラピス

1l
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector M4×S5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲大栄牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2460
生 産 牧 場： ㈲大栄牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

母 ＊ローンリリー（11 IRE 鹿 Medaglia d'Oro）USA入着５回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１）〕
タイムトゥテスティファイTime to Testify（17 USA牡鹿 ＊デクラレーションオブウォー）

�USA１勝
コールサインフィフィCall Sign Fifi（18 USA牝鹿 Air Force Blue）�USA出走
マーケットセグメンテーションMarketsegmentation（19 USA牝黒鹿 American Pharoah）

�海外未出走

２代母 エンプレスオヴフランスEmpress of France（06 USA栗 Storm Cat）IRE
・USA２勝

３代母 ミスターピーズプリンセスMr. P's Princess（93 USA鹿 Mr. Prospector）
不出走

＊ファスリエフ（97牡 Nureyev）GB・FR・IRE５勝，モルニー賞‐G1，フィーニクス
Ｓ‐G1，コヴェントリーＳ‐G3，etc.，種牡馬

マデルノMaderno（99牡 Nureyev）GB・IRE・HKG２勝，グリーナムＳ‐G3 ３着
バタフライコーヴButterfly Cove（01牝 Storm Cat）不出走

ミスティフォーミーMisty For Me（08牝 Galileo）GB・FR・IRE・USA５勝，愛
１０００ギニー‐G1，マルセルブサック賞‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，etc.
カヴァーソング Cover Song（13牝 Fastnet Rock）USA２勝，オータム
ミスＳ‐G3

ローリーポーリー Roly Poly（14 牝 War Front）GB・FR・IRE・USA・
HKG６勝，ロートシルト賞‐G1，サンチャリオットＳ‐G1，ファルマ
スＳ‐G1，etc.

ユーエスネイヴィーフラッグU S Navy Flag（15牡 War Front）GB・F
R・IRE・USA・AUS５勝，ジュライＣ‐G1，デューハーストＳ‐G1，
ミドルパークＳ‐G1，etc.，種牡馬

トワール Twirl（09 牝 Galileo）GB・IRE・USA２勝，Hurry Harriet S‐L，
ミュージドラＳ‐G3 ２着，パークイクスプレスＳ‐G3 ２着，etc.

バリードイル Ballydoyle（13 牝 Galileo）GB・FR・IRE・USA３勝，マルセル
ブサック賞‐G1，愛デビュターントＳ‐G2，英１０００ギニー‐G1 ２着，etc.

カマリンスカヤ Kamarinskaya（03牝 Storm Cat）FR・IRE１勝，レパーズタウン
１０００ギニーＴＲ‐G3，Flame Of Tara S‐L ２着，愛パークＳ‐G3 ３着

217 ローンリリー２０２０ 牡・青鹿 ２／２５
スキャットダディ ＊ヨハネスブルグ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Scat Daddy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Love Styleメンデルスゾーン

Mendelssohn レスリーズレイディ Tricky Creek

��
��
�Leslie's LadyUSA 鹿 2015 Crystal Lady

＊

メダーリアドーロ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Medaglia d'Oro Cappucino Bayローンリリー エンプレスオヴフランス Storm Cat

��
��
�Empress of France鹿IRE 2011 Mr. P's Princess

16h
Storm Cat M3×S5 Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： パングロス㈲＝東京都千代田区 �090-6263-5286
生 産 牧 場： 木村 秀則
飼 養 者： 木村 秀則＝新ひだか町静内駒場 �090-6263-5286

母 ウェディングソング（15鹿 ルーラーシップ）不出走
初仔

２代母 ＊モンスーンウェディング（04 GB黒鹿 Monsun）GB１勝
ライオネルカズマ（14牡 キングカメハメハ）３勝，長久手特別２着，小豆島特別２

着，有松特別３着，千種川特別３着，���出走

３代母 ハイアベラ Hyabella（88 GB鹿 Shirley Heights）GB３勝，BenMarshall
S‐L，Atalanta S‐L
サマーダンス Summer Dance（94牝 Sadler's Wells）GB１勝

シエロカナリアス Cielo Canarias（08� Exceed And Excel）FR・ITY・SP
A13 勝，P. Jacques de Bremond‐L ３着

ハイパースペクトラHyperspectra（95 牝 RainbowQuest）GB１勝
フランス France（00牡 Desert Prince）GB・FR・IRE・USA２勝，テトラー

クＳ‐G3，愛２０００ギニー‐G1 ２着，愛インターナショナルＳ‐G2 ３着，etc.，
種牡馬

スペクトラルスター Spectral Star（02 牝 Unfuwain）GB１勝
シロッコスター Shirocco Star（09 牝 Shirocco）GB・FR・IRE１勝，英オー
クス‐G1 ２着，愛オークス‐G1 ２着，愛プリティポリーＳ‐G1 ３着，etc.

メディアハイプMedia Hype（07牡 Tiger Hill）GB・FR・SWE５勝，Wil
d Flower S‐L，ストックホルム国際Ｃ‐G3 ３着

ヒッピーヒッピーシェイク Hippy Hippy Shake（09牝 Danehill Dancer）G
B３勝，Lyric S‐L，Upavon Fillies S‐L ２着
トウィストンシェイク Twist 'n' Shake（16牝 Kingman）GB・FR２勝，
P. de Bagatelle‐L，リューリー賞‐G3 ２着，Michael Seely Mem
orial Fillies' S‐L ２着

ホサイファー Hothaifah（99牡 Green Desert）FR・UAE・SAU２勝，エクリプ
ス賞‐G3 ２着

ヴェンチュラハイウェイVentura Highway（00牝 Machiavellian）不出走
アレッサンドロヴォルタ Alessandro Volta（05� Montjeu）GB・FR・IRE・A

US２勝，リングフィールドダービートライアルＳ‐G3，Eyrefield S‐L
ポーエト Poet（05� Pivotal）GB・FR・IRE・GER・UAE７勝，ローズオヴランカ

スターＳ‐G3，キルターナンＳ‐G3，Steventon S‐L，etc.，GB障害１勝

218 ウェディングソング２０２０ 牡・黒鹿 ４／２４
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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴウェディングソング
＊ Monsun

��
��
�モンスーンウェディング鹿 2015 Hyabella

13e
Halo S4×S5 Mill Reef S5×M5

価格： 購買者：



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

母 ジョディーズロマン（10栗 サムライハート）１勝，�３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
ジョディーズマロン（18牡栗 ＊ディスクリートキャット）�２勝
サバンナチャンス（19牝芦 ＊ダンカーク）�未出走

２代母 ＊ジョディーディア（93 USA栗 Woodman）USA１勝
ガンプション（98牡 Meadowlake）１勝
ミホフレミントン（99牝 バブルガムフェロー）１勝

キジョーコンコルド（06牡 フサイチコンコルド）�１勝，新春ペガサスＣ３着
マイティーカラー（00牝 ＊トニービン）５勝，美作特別，ビワハヤヒデメモリアル，

筑後川特別，ゴールデンホイップＴ２着，九州スポーツ杯２着，etc.
マイティースコール（08牡 ステイゴールド）２勝，琵琶湖特別，比良山特別２

着，高山特別３着，�１勝�入着
ハッピーウィーク（09牝 スペシャルウィーク）１勝，君子蘭賞３着
ブライトアイディア（10牡 ゴールドアリュール）４勝，福島民友Ｃ‐L ２着，阿

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

但馬Ｓ３着
ピースマインド（13牡 ディープインパクト）�３勝，刈谷特別，高山特別，由

布院特別２着，栄特別２着，松浜特別２着，etc.
プリティジョディー（01牝 ダンスインザダーク）�１勝

ヒカルジョディー（06牡 ＊トワイニング）４勝，鷹ケ峰特別，吾妻小富士賞，雲
仙特別２着，etc.，�４勝，絆Ｃ，トウケイニセイ記念，etc.

ジョディーズライン（07牝 ＊クロフネ）１勝，萌黄賞２着，登別特別３着
ケイアイコンセプト（05牡 ＊クロフネ）４勝，彦星賞，種市特別
スピルオーバー（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，御影Ｓ２着，�１勝�入着２回

３代母 グレイスフルジョディーGraceful Jody（86 USA栗 Vice Regent）不出走

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

ス二世チャレンジＣ‐G1，ギャロレットＨ‐G3，ボイリングスプリン
グズＨ‐G3，etc.
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＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サムライハート エアグルーヴジョディーズロマン
＊ Woodman

��
��
�ジョディーディア栗 2010 Graceful Jody

12c
Northern Dancer S5×M5 His Majesty S5×M5 Buckpasser S5×M5
Intriguing S5×M5
価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲上水牧場＝むかわ町花岡 �0145-42-3152
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

母 アントワープ（07鹿 キングカメハメハ）�１勝��１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），地方－２（４）〕
タイセイスウォード（12牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝��１勝�１勝
ヴォカツィオーネ（14牝栗 ＊カジノドライヴ）３勝，釧路湿原特別（Ｄ1700）（２回），

渡島特別（Ｄ1700）２着，釧路湿原特別（Ｄ1700）２着，檜山特別（Ｄ1700）３
着，２０１８ＷＡＳＪ第３戦（Ｄ1700）３着，���１勝

ルクスムンディー（15牡鹿 ＊カジノドライヴ）１勝，���出走
カズオルヴァル（17�鹿 ＊カジノドライヴ）�１勝
トリストラム（18牡鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝

２代母 フランダース（02栗 ＊サンデーサイレンス）入着
クレバーアポロ（09牡 キングカメハメハ）３勝，茨城新聞杯３着
レディトリス（13牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

３代母 ＊グレートクリスティーヌ（87 USA鹿 Danzig）USA１勝
ビリーヴ（98牝 ＊サンデーサイレンス）10勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，高松宮記念

‐Jpn1，函館スプリントＳ‐Jpn3，etc.，優古牝
＊ファリダット（05牡 Kingmambo）５勝，栗東Ｓ‐L，マーガレットＳ‐L，安田

記念‐G1 ３着，etc.
＊フィドゥーシア（12牝 Medaglia d'Oro）７勝，春雷Ｓ‐L，アイビスサマーダ

ッシュ‐G3 ２着，葵Ｓ‐LR ２着，etc.
＊ジャンダルム（15牡 Kitten's Joy）�５勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，春雷Ｓ‐L，

信越Ｓ‐L，etc.
シマノタカラチャン（99牝 ＊ジェイドロバリー）１勝

リコーデリンジャー（15牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝��３勝，エ
ーデルワイス賞‐Jpn3 ３着，リリーＣ３着

４代母 グレイトレイディエムGreat Lady M.（75 USA芦 Icecapade）USA14 勝，
A Gleam H，La Brea S，Autumn Days H，Las Cienegas H，R
ancho Bernardo H，etc.
［子］ レイディズシークレット Lady's Secret（82 牝 Secretariat）USA25 勝，

ＢＣディスタフ‐G1，ホイットニーＨ‐G1，サンタマルガリータＨ
‐G1，etc.，年代表
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デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスアントワープ ＊サンデーサイレンス

��
��
�フランダース鹿 2007 ＊グレートクリスティーヌ

22d
Danzig S4×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

母 レッドジュラーレ（14黒鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ノアヴァイオレット（19牝黒鹿 リーチザクラウン）�未出走

２代母 イタリアンレッド（06鹿 ネオユニヴァース）８勝，府中牝馬Ｓ‐G2，小倉記念
‐G3，七夕賞‐G3，ムーンライトＨ，西海賞，etc.
バレーノロッソ（15牡 ＊ノヴェリスト）�３勝，鴨川特別，脊振山特別
アルデンテ（16牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

３代母 ＊バルドネキア（95 IRE 栗 Indian Ridge）FR・ITY４勝，プシュケ賞‐G3，
P. Archidamia‐L，P. Torricola‐L，伊オークス‐G1 ２着，オペラ賞‐G2
２着，etc.
タヤスターゲット（01牡 Ashkalani）３勝，成田特別，甲斐路特別，丹沢Ｓ２着，etc.，

��２勝�入着
アルテシア（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝

ベリアル（08牡 タニノギムレット）１勝，湯沢特別２着
ミュゼダルタニアン（12牡 ＊ハービンジャー）２勝，長良川特別２着，水仙賞３着

プラジェラート（03牝 ＊エルコンドルパサー）２勝，岡崎特別２着
イタリアンネオ（11牡 ネオユニヴァース）３勝，三春駒特別，若竹賞

リンゴット（08� デュランダル）３勝，ＴＶ山梨杯

４代母 ローザデカーリアン Rosa de Caerleon（86 IRE 芦 Caerleon）ITY６勝，ロ
イヤルメアズ賞‐G3，バグッタ賞‐G3，P. Seregno‐L，P. Pietro Bessero
‐L，Criterium Nazionale‐L，etc.
［子］ マジュストリナMagiustrina（96 牝 Indian Ridge）ITY４勝，Criteriu

m Femminile‐L，P. Gino Mantovani‐L，P. Repubbliche Ma
rinare‐L ２着，etc.

オロパOropa（99牝 Indian Ridge）ITY１勝，P. Fia European Breed
ers Fund‐L ２着，P. Terme Di Merano‐L ３着

［孫］ ダークレイDark Ray（09牝 Dark Angel）ITY６勝，P. Buontalenta
‐L，Criterium Partenopeo‐L ２着，P. Buontalenta‐L ３着

イルスプレーモ Il Supremo（08牡 Daggers Drawn）ITY８勝，P. Em
irates Airline‐L
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＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlレッドジュラーレ ネオユニヴァース

��
��
�イタリアンレッド黒鹿 2014 ＊バルドネキア

20c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： Ｗｉｎｇ Ｆａｒｍ＝日高町幾千世 �01456-3-9007
生 産 牧 場： ㈱幾千世牧場
飼 養 者： Ｉｋｕｃｈｉｓｅ Ｓｔｕｄ＝日高町幾千世 �090-9525-9309

母 アマルティア（13鹿 アドマイヤムーン）１勝
初仔

２代母 エミネントシチー（98鹿 ＊ブライアンズタイム）２勝，�１勝
エスポワールシチー（05牡 ゴールドアリュール）９勝，フェブラリーＳ‐G1，ジャ

パンＣダート‐G1，etc.，��３勝�３勝�１勝�１勝，ＪＢＣスプリント
‐Jpn1，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1（３回），かしわ記念‐Jpn1（３回），etc.，
優ダート（2回），ＤＧ特別（2回），種牡馬

プレジールシチー（11牡 ゴールドアリュール）２勝，障害１勝
ダークリパルサー（15牡 ＊ハードスパン）２勝，オキザリス賞，��出走，全日本２

歳優駿‐Jpn1 ４着
ミヤジコクオウ（17牡 ヴィクトワールピサ）�３勝，鳳雛Ｓ‐L，レパードＳ‐G3 ２着，

伏竜Ｓ‐OP ３着，ネモフィラ賞，��出走，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ５着
オジョウサン（18牝 ジャスタウェイ）��１勝

３代母 ヘップバーンシチー（90鹿 ＊ブレイヴエストローマン）出走

４代母 コンパルシチー（78鹿 ＊トラフイツク）４勝，節分賞
［子］ リンカーンシチー（86牡 ＊カジユン）３勝，クリスタルＣ‐Jpn3，札幌３

歳Ｓ‐Jpn3 ２着，菜の花Ｓ‐OP，etc.
セントライトシチー（89牡 ＊スイフトスワロー）４勝，ゴールデンブーツＴ
ダンヒルシチー（91牡 シンボリルドルフ）３勝，糸魚川特別３着，下呂特
別３着，すいれん賞３着

５代母 リンネス（72鹿 ＊フイダルゴ）２勝，小倉３歳Ｓ‐OP
［子］ ヤンキースシチー（80牡 ＊シヤトーゲイ）４勝，青梅特別，�４勝

フロリダシチー（81牡 ＊ボールドラツド）３勝，佐渡Ｓ
［孫］ ゴールドシチー（84牡 ＊ヴアイスリーガル）３勝，阪神３歳Ｓ‐Jpn1，皐

月賞‐Jpn1 ２着，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.，優２牡
クラウンシチー（90牡 マルゼンスキー）７勝，京王杯オータムＨ‐Jpn3，
七夕賞‐Jpn3 ２着，京王杯オータムＨ‐Jpn3 ３着，etc.

プラチナシチー（89牡 ＊ロイヤルスキー）５勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2 ３着，オ
パールＳ‐OP ２着，垂水Ｓ，etc.
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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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズアマルティア ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー鹿 2013 ヘップバーンシチー

＊チツプトツプ 4m
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲北星村田牧場＝新冠町北星町 �0146-47-2161
生 産 牧 場： ㈲北星村田牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

母 ＊クイーンオブトロイ（07 IRE 鹿 Storm Cat）IRE２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－２（11）〕
フライングアキレス Flying Achilles（12 AUS�鹿 Fastnet Rock）�AUS・HK

G７勝
ミスターユニヴァースMr Universe（15 NZ牡黒鹿 Smart Missile）�NZ４勝，

City Of Napier Sprint‐L ２着
テイエムクイーン（17牝鹿 オルフェーヴル）�１勝
オブデュモンド（18牡黒鹿 ドゥラメンテ）�入着３回

２代母 ウォリアークイーンWarrior Queen（97 USA鹿 Quiet American）GB・I
RE・USA２勝，Round Tower S‐L，Rockingham H‐L ２着，クイーン
メアリーＳ‐G3 ３着
エイピーウォリアー A. P. Warrior（03 牡 A.P. Indy）USA４勝，サンフェリペＳ

‐G2，ラホヤＨ‐G2，サンタアニタダービー‐G1 ３着，ノーフォークＳ‐G2
２着，スワップスＢＣＳ‐G2 ３着，etc.，種牡馬

イジプシャンクイーンEgyptian Queen（04牝 Storm Cat）不出走
グローバルヴューGlobal View（11牡 Galileo）USA３勝，アメリカンターフ

Ｓ‐G2，ジェネラスＳ‐G3，Harry F. Brubaker S２着，PennMile S
２着，種牡馬

３代母 コールミーフリートCall Me Fleet（93 USA鹿 ＊アフリート）不出走
コールミープリティCall Me Pretty（98 牝 Peaks and Valleys）不出走

ボーントゥロック Born to Rock（07牝 Fastnet Rock）AUS・NZ５勝，ITC Gai
Waterhouse Classic‐L，ＱＬＤタタソールズウインターＳ‐G1 ３着

プリティハッピーアバウトイット Prettyhappyaboutit（09 牝 Magnus）AUS
４勝，SAJC Lightning S‐L

ラピッドランソム Rapid Ransom（00牝 Red Ransom）IRE１勝，愛デビュターン
トＳ‐G3 ３着
レアランソム Rare Ransom（06牝 Oasis Dream）IRE・USA２勝，愛デビュ

ターントＳ‐G2 ３着
フラッシュアウェイ Flashaway（12� ＊エスケンデレヤ）�USA・CAN５勝，B

udweiser Special H２着，Charlie Barley S２着，Toronto C‐L ３着，etc.
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Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊

ストームキャット Storm Bird

�
�
�
�
�

��
��

�Storm Cat Terlinguaクイーンオブトロイ ウォリアークイーン Quiet American

��
��
�Warrior Queen鹿IRE 2007 Call Me Fleet

4j
Mr. Prospector S4×M5×M5 South OceanM4×M5

価格： 購買者：



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

母 スズカブルーム（02鹿 ＊スキャターザゴールド）３勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－５（13），地方－６（23）〕
テイエムシシオー（09牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）２勝，�５勝，新涼賞（Ｄ1400），

耶馬溪賞（Ｄ1400）２着，カンナ賞（Ｄ1400）２着
テイエムシングン（10牡鹿 サクラバクシンオー）１勝
イエローサブマリン（11牝栗 スズカフェニックス）��１勝
スマートアヴァロン（12牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）７勝，コーラルＳ‐L（Ｄ1400），

すばるＳ‐L（Ｄ1400），根岸Ｓ‐G3 ３着，すばるＳ‐L（Ｄ1400）３着，ポラ
リスＳ‐L（Ｄ1400）３着，ギャラクシーＳ‐OP（Ｄ1400）２着，霜月Ｓ‐OP
（Ｄ1400）２着，天王山Ｓ‐OP（Ｄ1200）２着，天保山Ｓ‐OP（Ｄ1400）３着
（２回），室町Ｓ‐OP（Ｄ1200）３着，etc.，��１勝

メイショウダッサイ（13牡黒鹿 スズカマンボ）�１勝，障害９勝，中山グランドジ
ャンプ‐JG1（4250），中山大障害‐JG1（4100），阪神スプリングジャンプ‐JG2
（3900），東京ハイジャンプ‐JG2（3110），小倉サマージャンプ‐JG3（3390），
中山グランドジャンプ‐JG1（4250）２着，東京ハイジャンプ‐JG2（3110）２着，
中山大障害‐JG1（4100）３着，阪神ジャンプＳ‐JG3（3140）３着，優障害

ピンクドッグウッド（14牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�３勝��１勝�２勝，エーデ
ルワイス賞‐Jpn3 ３着，東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600），京浜盃（Ｄ1700）２着，
フルールＣ（Ｄ1000），ＮＡＲ優２牝

ノーズオブゴールド（15牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�７勝�
クリスマスベル（16牝栗 ロジユニヴァース）�１勝�２勝
ジェセニア（18牝栗 ＊サウスヴィグラス）�２勝

２代母 イエローブルーム（89栗 ＊パークリージエント）２勝，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2 ２着，樅の木賞２着，寒桜賞３着
インターアプローズ（97牡 ＊トニービン）５勝，神鍋特別，伊丹特別，洲本特別２着，

貴船Ｓ３着，高瀬川特別３着，etc.
テイエムミシルオー（99牡 ＊ミシル）３勝，摩周湖特別２着，ポプラ特別３着
ホワイトカーニバル（00牝 ＊ミシル）２勝，フェアリーＳ‐Jpn3，クイーンＣ

‐Jpn3 ３着，�入着��，エーデルワイス賞‐Jpn3 ２着
スズカイエロー（03牡 ＊スキャターザゴールド）３勝，障害１勝
スズカイルマン（07� アグネスタキオン）３勝

224 スズカブルーム２０２０ �・栗 ３／１２

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your HeelsクリエイターⅡ モレーナ Privately Held

��
��
�MorenaUSA 芦 2013 Charytin

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�スキャターザゴールド Dance Smartlyスズカブルーム ＊パークリージエント

��
��
�イエローブルーム鹿 2002 グランドリーム

＊エリモルーシー 16h
Mr. Prospector M3×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308
生 産 牧 場： ㈲高橋ファーム
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

母 シンコームーン（09栗 ＊フォーティナイナーズサン）３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
コングールテソーロ（16牡鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝

２代母 シンコールビー（00青鹿 サクラローレル）２勝，フローラＳ‐Jpn2，オーク
ス‐Jpn1 ３着
シンコープリンス（07牡 マンハッタンカフェ）３勝
シンコーロマン（08牝 ＊シルバーチャーム）入着４回，�３勝�入着
シンコープリンセス（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，Miss Prosperity S，Ak‐Sar‐Ben Que
en'S H，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

オープンマグネットOpen Magnet（99� Honour and Glory）PR11 勝，
P. Princesa Del Oro‐L ２着，C.Carlos Romero Barcelo‐L
２着

225 シンコームーン２０２０ 牡・鹿 ４／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊ Distorted Humor

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナーズサン Cindazannoシンコームーン サクラローレル

��
��
�シンコールビー栗 2009 ＊ダズリンデセプション

23b
Storm Cat S3×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-35-3078

母 ＊ハートフル（13 IRE 黒鹿 Shamardal）IRE１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 マッドアバウトユーMad About You（05 IRE 鹿 Indian Ridge）FR・IRE
・USA３勝，グラッドネスＳ‐G3，Garnet S‐L，愛１０００ギニー‐G1 ２着，愛
プリティポリーＳ‐G1 ２着，マルセルブサック賞‐G1 ３着，etc.
マリンカMalinka（12牝 Pivotal）IRE２勝
ソウルシーカー Soul Seeker（17� Oasis Dream）�GB・IRE２勝
アマシェール AMa Chere（18 牝 Kodiac）�IRE１勝，シルヴァーフラッシュＳ

‐G3 ３着

３代母 イリジスティブルジュエル Irresistible Jewel（99 IRE 鹿 ＊デインヒル）GB・FR
・IRE３勝，リブルズデイルＳ‐G2，ブランドフォードＳ‐G3，オペラ賞‐G1 ２着
ロイヤルダイアモンド Royal Diamond（06� ＊キングズベスト）GB・IRE・AUS

・UAE９勝，愛セントレジャー‐G1，英ＢＣロングディスタンスＣ‐G3，バリ
ーカレンＳ‐G3，etc.

プリンセスハイウェイ Princess Highway（09牝 Street Cry）GB・FR・IRE・CAN３
勝，リブルズデイルＳ‐G2，ブルーウインドＳ‐G3，愛オークス‐G1 ３着，etc.

ミッドナイトソーツMidnight Thoughts（10 牝 Henrythenavigator）不出走
トモローズドリーム Tomorrow's Dream（17牝 Oasis Dream）�GB・FR３

勝，Rosemary S‐L ３着

４代母 インアンティシペイション In Anticipation（91 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE２勝
［子］ ダイアモンドトリムDiamond Trim（98牝 Highest Honor）IRE・ITY

５勝，Finale S‐L
［孫］ プロファウンドビューティ Profound Beauty（04 牝 ＊デインヒル）IRE・

AUS９勝，バリーローンＳ‐G3（２回），カラＣ‐G3，Saval Beg S
‐L，etc.

メイキングライトMaking Light（14 牝 Tamayuz）IRE５勝，パークイク
スプレスＳ‐G3，キラヴランＳ‐G3，Platinum S‐L，etc.

［曾孫］ カーラビアンカ Carla Bianca（11牝 Dansili）IRE・USA５勝，メルド
Ｓ‐G3，ダンスディザインＳ‐G3，Naas Oaks Trial‐L，etc.

226 ハートフル２０２０ 牡・鹿 ３／２４

＊

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

＊

シャマルダル Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Shamardal Helsinkiハートフル マッドアバウトユー Indian Ridge

��
��
�Mad About You黒鹿IRE 2013 Irresistible Jewel

1l
Danzig S4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631
生 産 牧 場： ㈲フジワラファーム
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

母 ダイヤモンドギフト（08栗 ＊ブライアンズタイム）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８），地方－４（12）〕
キザシ（12牡栗 ＊サウスヴィグラス）１勝，��３勝��入着
ビークイック（13牡栗 ＊シニスターミニスター）３勝，���２勝
プレシャスクイン（14牝栗 ＊バトルプラン）入着，��４勝
ホリーセクション（15牝栗 ＊タートルボウル）��入着�２勝�１勝
フラッフィーベア（16牝鹿 ナカヤマフェスタ）�２勝
エドノフェリーチェ（17牝芦 ゴールドシップ）�２勝，潮来特別（芝 2500）２着，

青嵐賞（芝 2400）３着
モンストルシチー（18牡黒鹿 フェノーメノ）�出走

２代母 ダイヤモンドクイン（98鹿 ＊ラムタラ）��５勝
ブリリン（06牝 ＊タイキシャトル）��６勝

シャフトオブライト（15牡 ディープスカイ）�３勝，藻岩山特別，タイランド
Ｃ２着，寿Ｓ３着，ムーンライトＨ３着，筑後川特別３着

ダークブレイズ（09牡 ＊ロージズインメイ）２勝
アルテ（11� マツリダゴッホ）４勝，中京スポーツ杯，羊ヶ丘特別２着，フローラ

ルウォーク賞２着，石狩特別３着
サトノハーデス（12牡 ＊エンパイアメーカー）１勝
フォーラウェイ（13牡 スズカマンボ）�３勝，荒川峡特別，胎内川特別，魚沼特別

２着，鴨川特別２着，春日山特別２着，etc.

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

227 ダイヤモンドギフト２０２０ 牡・黒鹿 ２／２２

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayダイヤモンドギフト ＊ラムタラ

��
��
�ダイヤモンドクイン栗 2008 ハギノトツプレデイ

＊マイリー 7e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲いとう牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2419
生 産 牧 場： ㈲いとう牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

母 ダノニー（06青鹿 マンハッタンカフェ）２勝，岩船特別（芝 2200）
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（１）〕
ソード（13牝黒鹿 キングカメハメハ）�１勝�入着４回
ティーブラッサム（14牡黒鹿 ＊ハービンジャー）２勝
プラチナアッシュ（15�黒鹿 エイシンフラッシュ）２勝，信夫山特別（芝 2600）２

着，障害２勝
クレイジーエックス（18牡青鹿 ＊ノヴェリスト）�出走

２代母 リズミカルシチー（98鹿 ＊トニービン）出走
プリズム（05牝 ゴールドアリュール）�１勝
ロメラ（07牝 サクラバクシンオー）�入着２回

シュプリームゾーン（14牡 ＊シニスターミニスター）１勝，花見山特別２着，早
鞆特別３着，���３勝�１勝�入着

ブラウンシュガー（08� キングヘイロー）�６勝
エキゾチック（10牝 フジキセキ）�１勝

３代母 ケイジヨイナー（86鹿 ＊サドンソー）不出走
マイネルヤマト（89牡 オペツクホース）２勝，京成杯‐Jpn3 ２着，菜の花Ｓ‐OP，

福島３歳Ｓ‐OP ２着
ヘイセイクラウド（90牡 シービークラウド）	３勝�13 勝�，東海ゴールドＣ，ウ

インター争覇
ナムラコクオー（91牡 ＊キンググローリアス）６勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2，プロキオンＳ

‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3，etc.，�21 勝��
マキシムメルシー（93牝 ＊イブンベイ）出走

ナムラハクシャ（99牡 バブルガムフェロー）４勝，グランドマーチスメモリア
ル，瀬戸内海特別，木曽川特別２着，etc.

ナムラマームード（96牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，美唄特別２着，指宿特別３
着，障害２勝

ナムラシゲコ（02牝 ＊エンドスウィープ）１勝
ナムラビクター（09牡 ゼンノロブロイ）７勝，アンタレスＳ‐G3，仁川Ｓ‐L，

チャンピオンズＣ‐G1 ２着，etc.，��	�出走
ナムラアラシ（13牡 ＊エンパイアメーカー）７勝，ブリリアントＳ‐L ３着，仁

川Ｓ‐OP，アルデバランＳ‐OP，etc.，��未出走
���出走

228 ダノニー２０２０ 牡・青 ３／２０
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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジダノニー ＊トニービン

��
��
�リズミカルシチー青鹿 2006 ケイジヨイナー

＊アストニシメント 7c
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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

母 ピースオブラヴ（02黒鹿 ＊マイネルラヴ）３勝，マーメイドＳ‐G3 ２着，ドンカ
スターＳ（芝 1800），ＨＢＣ賞（芝 1800），豊明特別（芝 1800）２着，etc.，��２勝
・４勝��，リリーＣ（Ｄ1000）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（６）〕
エターナルトルース（10牝黒鹿 スペシャルウィーク）入着，�３勝
クワトロガッツ（11牡黒鹿 マンハッタンカフェ）２勝，刈谷特別（芝 1600），秋川

特別（芝 1600）２着，二王子特別（芝 1800）２着，栄特別（芝 2000）２着
アズナヴァル（13牡鹿 ディープインパクト）入着２回，���３勝��入着２回
ジャスティンラヴ（14牝黒鹿 ステイゴールド）１勝
ハンサムハーリー（18牡黒鹿 ダイワメジャー）�出走

２代母 ピアラプソディ（94鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
ピアメロディ（99牝 ＊バイアモン）	１勝�入着６回
ジェンツシュレック（00牡 ＊ホワイトマズル）	４勝


３代母 ベルプリンセス（81鹿 ＊シルバーシヤーク）２勝，障害１勝

４代母 カネジヨリー（68芦 ＊グレイモナーク）１勝
［子］ イブキカネール（82牡 ハシコトブキ）３勝，きさらぎ賞‐Jpn3，阪神３歳

Ｓ‐Jpn1 ４着
カミアサヒ（80牝 グロリアスオー）２勝，野路菊賞

［孫］ マウンドギャロップ（93牡 ギヤロツプダイナ）�11 勝�１勝，シアンモア
記念２着，上山ＧＰ山形記念２着，３歳優駿，etc.

シルバーギャロップ（00牡 ＊スリルシヨー）�５勝�１勝，北関東皐月
賞，北関東弥生賞２着，もみじ特別３着

ピアサファイア（87牝 ＊ジユニアス）３勝，大和特別３着
ピアドール（85牝 ＊サーペンフロ）３勝，都井岬特別３着，障害３勝

［曾孫］ ナムラミラクル（13牡 スパイキュール）５勝，グリーンチャンネルＣ‐L
２着，ＢＳＮ賞‐L ２着，武蔵野Ｓ‐G3 ３着，etc.，障害１勝

シルヴァサウンド（95牡 ＊スキャン）３勝，中ノ岳特別，鎌倉特別３着

５代母 シンカオル（64黒鹿 ＊フエリオール）不出走
［孫］ テスコスター（79牝 ＊ラフインゴラ）��３勝，東京３歳優駿牝馬３着

229 ピースオブラヴ２０２０ �・黒鹿 ２／２２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyピースオブラヴ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ピアラプソディ黒鹿 2002 ベルプリンセス

＊アリアデ 7c
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

母 ロゼットネビュラ（06鹿 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（７）〕
ジョッセルフェルト（12牡鹿 メイショウサムソン）１勝
スマイルサンティエ（15牝鹿 ＊エンパイアメーカー）�７勝
マイネルレガシー（18牡鹿 ルーラーシップ）�入着３回
ローズルルス（19牝黒鹿 リオンディーズ）�地方未出走

２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，オークス‐Jpn1 ４着，阪神３歳牝
馬Ｓ‐Jpn1 ５着
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，秋華賞‐Jpn1 ２着，エリザ
ベス女王杯‐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，神戸新聞杯‐G2，東ス
ポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，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‐Jpn3，京都２歳Ｓ‐L，菊花賞‐Jpn1 ３着，etc.

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，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，毎日王冠‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ロゼノアール（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，奥尻特別３着
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，大阪―ハンブルクＣ‐L，金鯱賞‐Jpn2 ２着，etc.，
種牡馬

ロザリオ（05牡 ジャングルポケット）２勝，高千穂特別２着

３代母 リヴィエールドレ Riviere Doree（80 USA栗 Secretariat）FR２勝，P. Co
ronation‐L

４代母 リヴァークイーン Riverqueen（73 FR鹿 Luthier）FR５勝，仏１０００ギニー‐G1，
サンクルー大賞‐G1，サンタラリ賞‐G1，グロット賞‐G3，仏オークス‐G1 ２着
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＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスロゼットネビュラ
＊ Lyphard

��
��
�ローザネイ鹿 2006 Riviere Doree

1w
Sharpen Up S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： アシュビル㈱＝愛知県名古屋市 �03-3475-0707
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

母 ＊ビジュアルショック（07 USA鹿 Kingmambo）入着５回，小野川湖特別
（Ｄ1700）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（６）〕
レッドカルディア（13牝鹿 ディープインパクト）１勝
ブラックスビーチ（14牝鹿 ディープインパクト）３勝，スイートピーＳ‐LR
（芝 1800），三木特別（芝 1800），トルマリンＳ（芝 1800）２着

レッドゼノビア（15牝栗 オルフェーヴル）��３勝�１勝
レッドムルガン（16牡鹿 ＊ハービンジャー）���出走
レッドルピナス（17牝鹿 ディープインパクト）�入着３回，�２勝
レッドマジェスティ（18牡青鹿 ハーツクライ）�未出走

２代母 ＊リーチフォーザムーン（00 USA鹿 Pulpit）GB・IRE１勝，フィリーズマイル
‐G1 ３着

＊ルナフェリーナ（05牝 Storm Cat）不出走
タイセイトレンディ（15� ネオユニヴァース）�２勝，摩周湖特別２着

＊リトルドア（06� Storm Cat）１勝
レッドソレイユ（11� ディープインパクト）１勝
レッドリュンヌ（13牝 ゼンノロブロイ）１勝，��入着６回�４勝
レッドオールデン（15� ルーラーシップ）�１勝，木古内特別２着，恵山特別２着

３代母 チャンシースクオーChancey Squaw（91 USA鹿 Chief's Crown）USA１勝
＊アグネスデジタル（97牡 Crafty Prospector）７勝，安田記念‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1，フェブラリーＳ‐Jpn1，etc.，��２勝	１勝

１勝，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，全日本３歳優駿‐Jpn2，etc.，UAE・H
KG１勝，香港カップ‐G1，etc.，優古牡，種牡馬

＊シェルゲーム（01牡 Swain）３勝，巴賞‐L，青葉賞‐Jpn2 ３着，毎日杯‐Jpn3 ２
着，etc.，種牡馬

＊ジャリスコライト（03牡 ＊ファンタスティックライト）３勝，京成杯‐Jpn3，いちょ
うＳ‐L，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ３着，etc.

デイムウルスラDame Ursula（06 牝 Elusive Quality）USA出走
フェアリーランド Fairyland（15牝 Scat Daddy）GB・USA２勝，Bolton L

anding S２着
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＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊

キングマンボ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Kingmambo Miesqueビジュアルショック
＊ Pulpit

��
��
�リーチフォーザムーン鹿USA 2007 Chancey Squaw

22d
Mr. Prospector M3×M5 Seattle Slew S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 西村牧場＝新ひだか町静内中野町 �0146-42-0582
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-8771

母 マイティーボタン（04栗 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），海外－１（２），地方－３（11）〕
ブラックフライデーBlack Friday（10牡鹿 ブラックタイド）１勝，SIN２勝
ヘルヴェティア（11牝栗 ＊サウスヴィグラス）入着，��６勝
モンサンアルナイル（13�栗 ＊カジノドライヴ）２勝，三陸特別（Ｄ1700）３着，�

��４勝
ドライブラン（17牝栗 ＊カジノドライヴ）入着２回，��１勝
ピヴワヌ（18牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 スルーザシーズン（96栗 ＊スキャン）３勝
トーホウグリーン（05牝 アグネスタキオン）２勝

チェンジイット（13牝 トーホウエンペラー）�３勝��，クイーンＣ２着，新
春ペガサスＣ３着

ナリタシーズン（07牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，八海山特別，米沢特別２着，�４勝
ナリタタイフーン（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
ヒルノケアンズ（10牝 ハーツクライ）３勝，飯豊特別３着，相模湖特別３着
マジックベル（12牝 マンハッタンカフェ）	２勝�２勝�
タニセンビクトリー（13牡 ハーツクライ）１勝
アカツキジョー（15牡 ＊グラスワンダー）２勝，�地方未出走

３代母 ビクトリーマッハ（89黒鹿 バンブーアトラス）３勝，西海賞２着，都井岬特別２着
ビーウインド（01牝 ＊スピニングワールド）入着２回

ステラウインド（09牡 ゼンノロブロイ）６勝，万葉Ｓ‐L，青葉賞‐G2 ３着，七
夕賞‐G3 ２着，etc.

スマートルビー（13牝 ゼンノロブロイ）３勝，土湯温泉特別，テレ玉杯２着
ムーンライト（17牝 ハーツクライ）�２勝，豊橋特別２着

４代母 ＊ワンスウエド（84 USA栗 Blushing Groom）不出走
［子］ テイエムオペラオー（96牡 ＊オペラハウス）14勝，ジャパンＣ‐G1，有馬

記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，etc.，優３牡，年代表，優古牡，種牡馬
チャンネルフォー（88牝 ＊ノーザンディクテイター）４勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2
２着，阪急杯‐Jpn3 ３着，札幌日刊スポーツ杯‐OP ２着，etc.
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Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンマイティーボタン ＊スキャン

��
��
�スルーザシーズン栗 2004 ビクトリーマッハ

＊ワンスウエド 4m
Mr. Prospector S4×M4 Blushing Groom S5×M5 Nijinsky M5×M5
Foreseer M5×M5
価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

母 ダブルファンタジー（10栗 ＊ジャイアントレッカー）２勝，千歳特別（芝 1500）３
着，�１勝��入着�，マリーンＣ‐Jpn3 ３着
〔産駒馬名登録数：２〕
マイスクワッド（18牝青鹿 カレンブラックヒル）���出走
ディアナスター（19牝鹿 ドゥラメンテ）�未出走

２代母 ガーデンローズ（99黒鹿 ＊トニービン）２勝，御在所特別３着
ヴィーナスローズ（05牝 ＊クロフネ）�２勝
センティラシオン（08牝 ＊クロフネ）１勝
デビルシニスタ（09牡 ＊シニスターミニスター）入着２回，��３勝

３代母 クイーンアドマイヤ（93青鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
アドマイヤアイドル（00牝 ＊ブライアンズタイム）�入着

モネロ（09牡 ＊チーフベアハート）１勝，わらび賞３着
ブラックロード（14牡 ＊シンボリクリスエス）��２勝�２勝，オパールＣ，サ

ファイア賞
アドマイヤターボ（01牡 ＊オペラハウス）２勝，松前特別２着

４代母 ＊ダンスロマンス（87 USA鹿 Northern Dancer）USA出走
［子］ クラレットパンチ（97牝 フジキセキ）５勝，スイートピーＳ‐OP ３着，

新潟日報賞，弥彦特別，etc.
［孫］ ラジョーネ（97牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，伊達特別，秋分特別２

着，早鞆特別２着，etc.
アドマイヤレグルス（03牡 ＊ブライアンズタイム）１勝，鳥取特別２着，
舞鶴特別３着，�１勝��入着２回

クラレットジャグ（05� ＊フレンチデピュティ）１勝，赤倉特別２着，�２勝
［曾孫］ リアリティー（10牝 アドマイヤマックス）２勝，ダリア賞‐OP ３着

ブレイズガール（13牝 ローレルゲレイロ）２勝，桑名特別，八幡特別２着，
伏拝特別２着，etc.

シークレットベース（08牝 テレグノシス）１勝，松浜特別３着，�３勝
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＊

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

＊ Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�ジャイアントレッカー Homewreckerダブルファンタジー ＊トニービン

��
��
�ガーデンローズ栗 2010 クイーンアドマイヤ

＊ダンスロマンス 4m
Northern Dancer S4×M5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



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

母 ビバパーチェ（13黒鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ピースオブワールド（00鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，阪神ジュベナイルフ
ィリーズ‐Jpn1，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ３着，秋華賞
‐Jpn1 ４着，かえで賞，優２牝
ラブアンドピース（06牝 キングカメハメハ）出走

ピュアソルジャー（10牡 ジャングルポケット）３勝，霊山特別，新緑賞，北斗
特別２着，百日草特別２着，陣馬特別３着，etc.

オッドアイビーナス（07牝 ＊クロフネ）不出走
ゴージャスガール（12牝 ジャングルポケット）１勝，知床特別２着

サトノピースピース（08牡 ＊ブライアンズタイム）２勝
モーニングコール（10牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，吾妻小富士賞３着，ＨＢＣ賞

３着，かささぎ賞３着
ビバワールド（11� キングカメハメハ）１勝
プロミスオヴピースPromise of Peace（14牡 キングカメハメハ）�GB・FR・GE

R２勝
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，ＶＲＣザバ
ートカミングズＳ‐G3 ３着

ピースボヌール（17� ルーラーシップ）�１勝

３代母 ＊ビバムール（92 IRE 黒鹿 Caerleon）２勝
ピサノバーキン（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

トシギャングスター（07牡 ＊クロフネ）４勝，ファルコンＳ‐G3 ２着，薫風Ｓ，
ポインセチア賞，etc.

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
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＊

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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudビバパーチェ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ピースオブワールド黒鹿 2013 ＊ビバムール

4d
Northern Dancer S4×M5 Fappiano M4×S5 Halo M4×S5
Mr. Prospector S5×M5 Nijinsky S5×M5
価格： 購買者：



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

母 ハーモニックソウル（12鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
リュンヌドネージュ（18牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�出走

２代母 コイウタ（03栃栗 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
アルティメイトラブ（09牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，�２勝

フィロロッソ（17牡 ＊ハービンジャー）�３勝，川西特別，黒竹賞３着
ゴッドセレクション（18牡 ＊ノヴェリスト）�３勝，伏竜Ｓ‐OP，もちの木賞３

着，�入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ２着
クルトメッシュ（10牡 ＊ホワイトマズル）入着，�３勝�３勝
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.
シーシャンティ（15牡 ロードカナロア）�３勝

３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，etc.

ベールドインパクト（09牡 ディープインパクト）３勝，ディセンバーＳ‐L，京都記
念‐G2 ２着，京都新聞杯‐G2 ２着，etc.

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

４代母 ＊ヴアインゴールド（79 USA鹿 Mr. Prospector）USA３勝，ガーデニアＳ
‐G3，デムワゼルＳ‐G1 ３着
［子］ ビハインドザマスク（96牝 ＊ホワイトマズル）10勝，スワンＳ‐Jpn2，京

都牝馬Ｓ‐Jpn3，セントウルＳ‐Jpn3，etc.
ファントムジェット Phantom Jet（84 牡 Tri Jet）USA13 勝，タンパベイ
ダービー‐G3，ウッドローンＳ‐G3，Heritage S‐L，etc.，種牡馬

235 ハーモニックソウル２０２０ 牡・黒鹿 ４／１８

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlハーモニックソウル フジキセキ

��
��
�コイウタ鹿 2012 ヴァイオレットラブ

＊ヴアインゴールド 4r
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲エクセルマネジメント＝えりも町歌別 �01466-2-2151
生 産 牧 場： ㈲エクセルマネジメント
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

母 ウィズザフロウ（09栗 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３）〕
キタサンバルカン（16牡鹿 ルーラーシップ）�３勝，ゆりかもめ賞（芝 2400）２着，

稲城特別（芝 2400）３着
ウィズザベスト（18�栗 モーリス）出走，�地方未出走

２代母 プチノワール（05青 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，函館スプリントＳ‐G3 ２
着，ファンタジーＳ‐G3 ２着，etc.，優２牝
リアンティサージュ（17牡 オルフェーヴル）�４勝，フリーウェイＳ，仲春特

別，小豆島特別３着
ステイオンザトップ（14牡 ステイゴールド）�３勝，六波羅特別，道頓堀Ｓ２着，

蓬莱峡特別２着，鷹巣山特別２着，オリエンタル賞２着，etc.
ブレイニーラン（15牡 ディープインパクト）�２勝，御在所特別，山中湖特別２着，

豊川特別３着
ブランノワール（16牝 ロードカナロア）�４勝，エルフィンＳ‐L ２着，京都牝馬Ｓ

‐G3 ３着，うずしおＳ，夕月特別
ヴァンタブラック（17牡 ブラックタイド）�１勝，沈丁花賞２着

３代母 ＊リッチアフェアー（00 GB青 Machiavellian）GB１勝，Lady Godiva Fillies
S‐L ３着
アドマイヤロケット（12牡 ゼンノロブロイ）４勝，ブラジルＣ‐LR ２着，白川郷Ｓ

４代母 マッチトゥーリスキーMuch Too Risky（82 GB栗 Bustino）GB２勝
［子］ ＊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.
［孫］ 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

＊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

236 ウィズザフロウ２０２０ �・黒鹿 ２／１８

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hasiliハービンジャー ペナンパール Bering

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラウィズザフロウ Singspiel

��
��
�プチノワール栗 2009 ＊リッチアフェアー

8d
Halo M4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



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

母 シルクヴィーナス（06青鹿 ＊ティンバーカントリー）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－４（５），地方－２（４）〕
プレイアンドリアル（11牡鹿 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（芝 1600），ＮＡＲ優ターフ（2回）
デイドリーム（12牝栗 アドマイヤムーン）１勝，稲光特別（芝 1000）２着
テンプルツリー（13牝黒鹿 ブラックタイド）１勝
ソフィスティケイト（17牝鹿 サイレントディール）��２勝
カイトゲニー（18牝黒鹿 カレンブラックヒル）�２勝，橘Ｓ‐L（芝 1400）３着，つ

わぶき賞（芝 1400）

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

Ｓ２着，新潟日報賞２着，納屋橋Ｓ３着，etc.
シルクヴァルキリー（03牝 マーベラスサンデー）２勝
シルクヴェルサイユ（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

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

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

別，舞子特別２着，etc.

４代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）GB・IRE４勝，愛１０００ギニ
ー‐G1，コロネイションＳ‐G2，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2 ２着，チャイル
ドＳ‐G3 ２着，プリンセスエリザベスＳ‐G3 ３着
［子］ ＊ヒシアマゾン（91牝 Theatrical）10 勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，阪神３

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

ＢＣ賞‐G3，北九州記念‐Jpn3，etc.，優短距

237 シルクヴィーナス２０２０ 牡・黒鹿 ４／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenシルクヴィーナス
＊ Danzig

��
��
�シルクフレアー青鹿 2006 Jet Route

7f
Hail to Reason S5×S5 Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718
生 産 牧 場： ㈲矢野牧場
飼 養 者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718

母 ＊サラシー（11 FR栗 Teofilo）FR出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１）〕
ポーチチPortici（16 FR牝栗 Mastercraftsman）�FR１勝
イシャンゴ Ishango（17 FR�栗 Le Havre）�FR出走
ヴォルベンWorben（18 GB�鹿 Wootton Bassett）�海外未出走

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

Camargo‐L ３着

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

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

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

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

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

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

ail S‐L，Dick Poole S‐L，ヨークサマーＳ‐G3 ２着，etc.
ラストトレイン Last Train（09 牡 Rail Link）GB・FR２勝，バルブヴィル賞‐G3，

パリ大賞‐G1 ２着，ヴィコンテッスヴィジェ賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬
リポスト Riposte（10 牝 Dansili）GB・FR・IRE・USA４勝，シープスヘッドベイ

Ｓ‐G2，ニューヨークＳ‐G2，リブルズデイルＳ‐G2，etc.

238 サラシー２０２０ �・鹿 ３／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊

テオフィロ Galileo

�
�
�
�
�

��
��

�Teofilo Speirbheanサラシー マレーラ Desert Prince

��
��
�Marella栗FR 2011 Rainbow Lake

1k
Northern Dancer S5×M5 Danzig M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

母 ＊ドバウィディエティ（13 IRE 鹿 Dubawi）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 タンフィーズTanfidh（06 GB鹿 Marju）GB２勝
ケストレルドットコムKestrel Dot Com（12� Oasis Dream）�GB・BHR３勝
ワルサーンWarsaan（15� Oasis Dream）�GB・QAT３勝
アルガザールAlghazaal（17� Teofilo）�IRE１勝

３代母 ウィジダンWijdan（91 USA栗 Mr. Prospector）GB２勝，Pretty Polly S
‐L ２着
オリエンタルファッションOriental Fashion（96牝 Marju）GB・FR・ITY３勝，

リボー賞‐G2，P. de la Cochere‐L，P. de Lieurey‐L ２着，etc.
グリーンコーストGreen Coast（03 牡 Green Desert）GB・UAE４勝，ゴド

ルフィンマイル‐G2 ２着，ブルジナハール‐G3 ２着，マクトゥームチャ
レンジＲ１‐G3 ２着，etc.，種牡馬

フェイマスウォリアー FamousWarrior（07� Alhaarth）IRE・UAE６勝，
Star Appeal S‐L ２着，レパーズタウン２０００ギニーＴＲ‐G3 ３着

ブルブル Bulbul（09 牝 Shamardal）IRE１勝，アサシＳ‐G3 ２着
サンジャン St Jean（10牡 Teofilo）IRE・AUS・NZ６勝，クイーンエリザベ

スＨ‐G3
デュバイファッションDubai Fashion（13牝 Dubawi）GB・UAE２勝，Q

uebec S‐L ２着，Gillies Fillies' S‐L ２着
モハファザートMohafazaat（02 牝 Sadler's Wells）GB１勝

ムテーバMutebah（11牝 Marju）FR１勝，P. des Tourelles‐L ３着
アルバシール Albasheer（18 牡 Shamardal）�GB１勝，英シャンペイン
Ｓ‐G2 ２着

マクデーラMakderah（03牝 ＊デインヒル）GB・USA４勝，ニューヨークＳ‐G2，
October S‐L，ダイアナＳ‐G1 ３着，etc.

ファターナ Fatanah（07牝 Green Desert）GB１勝，Newbury Fillies' Trial S
‐L ２着

サファルジャル Safarjal（09 牝 Marju）GB入着５回
カラマ Karama（16牝 Kitten's Joy）�USA２勝，Stormy Blues S‐L，B

oiling Springs S２着，Game Face S２着

239 ドバウィディエティ２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊

デュバウィ Dubai Millennium

�
�
�
�
�

��
��

�Dubawi Zomaradahドバウィディエティ タンフィーズ Marju

��
��
�Tanfidh鹿IRE 2013 Wijdan

2f
Mr. Prospector M4×M5 Highclere S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ヒサイファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2532
生 産 牧 場： ヒサイファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

母 レディパッション（11青 ネオユニヴァース）�３勝�
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
ジュントモチャン（16牝黒鹿 ルーラーシップ）�１勝
アニマーダ（17牡青鹿 ＊サウスヴィグラス）�出走，�１勝�３勝
ケラススヴィア（18牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）���６勝，東京プリンセス賞
（Ｄ1800），桜花賞（Ｄ1600），東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600），ローレル賞
（Ｄ1600），ユングフラウ賞（Ｄ1400）２着

２代母 ＊アリゲーターアリー（98 USA黒鹿 GoneWest）USA出走
クリスタリ Kristali（02� Kris S.）USA７勝，Oliver S，Arthur L S２着
ドラゴンアリー（09牝 Indian Charlie）	１勝��

ヴィクトアリー（15牝 ヴィクトワールピサ）１勝，��７勝	�入着２回�，
兵庫サマークイーン賞２着，佐賀ヴィーナスＣ３着

エバーグレーズ（10牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
ゴッドバローズ（12� ステイゴールド）１勝，�	11 勝�４勝�入着��
ウエヲムイテアルコ（13牡 マンハッタンカフェ）２勝

３代母 マッキーMackie（93 USA黒鹿 Summer Squall）USA３勝，ブシャーＳ
‐G3，アシュランドＳ‐G1 ３着，フェアグラウンズオークス‐G3 ２着
ミスターメロンMr. Mellon（99牡 Red Ransom）USA３勝，アーリントンクラシ

ック‐G2，Rushaway S‐L，ジェファーソンＣ‐G3 ２着，種牡馬
ビューセット Beaucette（00 牝 Mr. Prospector）GB・USA３勝，Golden Popp

y H２着
インディアンブリュ Indian Brut（11 牡 Indian Charlie）USA６勝，Oakla

nd S２着
＊シーキングザベスト（01牡 Seeking the Gold）８勝，武蔵野Ｓ‐G3，ギャラクシー

Ｓ‐L，etc.，�１勝��入着，東京盃‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬
モンフルールMontfleur（02 牝 Sadler's Wells）GB出走

マウィンゴMawingo（08牡 Tertullian）GER・ITY・AUS・SIN５勝，ＢＲ
ＣドゥームベンＣ‐G1，バヴァーリアンクラシック‐G3，ＭＲＣＣＦオー
ルＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

デインベリーヒルDanebury Hill（04 牡 ＊デインヒル）GB・SCG８勝，ソラリオＳ
‐G3 ３着，Easter S‐L ３着，種牡馬

240 レディパッション２０２０ 牡・鹿 ５／２０

＊

＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスレディパッション
＊ GoneWest

��
��
�アリゲーターアリー青 2011 Mackie

1s
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：


