
 2012JRAブリーズアップセール上場馬一覧（2月27日発表）

新規
限定

上場
番号

馬　　名 性 毛色 父
（☆は新種牡馬）

母父 市場
購買価格
（万円）

生月日 産地 生産牧場 育成場

1 ムカラファの10 牡 栗 ☆ アルデバラン Deputy Commander サマー 525.0 2/11 新　冠 芳住　革二 日高
2 ペイミーキャッシュの10 牡 栗 ケイムホーム Hamas セレクション 735.0 2/19 荻　伏 梅田牧場 日高
3 ダンシングサクセスの10 牡 栗 アグネスタキオン Success Express セレクション 1,050.0 3/3 荻　伏 村中牧場 日高
4 フィエスタの10 牡 栗 バゴ Unbridled's Song サマー 630.0 5/15 浦　河 金成吉田牧場 日高
5 レディインディの10 めす 栗 ダイワメジャー A.P. Indy セレクション 1,239.0 2/9 静　内 服部　牧場 日高
6 ステファニーズホープの10 めす 青鹿 マンハッタンカフェ Java Gold セレクション 882.0 3/3 門　別 藤本ファーム 日高
7 コメンデーションの10 めす 鹿 キングカメハメハ コマンダーインチーフ サマー 630.0 3/30 三　石 前川　正美 日高
8 デヴォアの10 めす 鹿 ハーツクライ Distant View サマー 661.5 3/25 浦　河 杵臼牧場 宮崎
9 フェアリーステップの10 めす 栗 ネオユニヴァース Dixieland Band セレクト 630.0 3/15 静　内 田中　裕之 宮崎
10 スリリングヴィクトリーの10 めす 栗 ダイワメジャー Event of the Year サマー 735.0 3/7 新　冠 秋田牧場 宮崎
11 ベラミロードの10 めす 黒鹿 アドマイヤムーン アレミロード サマー 756.0 4/8 静　内 静内酒井牧場 日高
12 オテンバコマチの10 めす 黒鹿 ケイムホーム ダンシングブレーヴ セレクション 1,050.0 3/26 三　石 水上　習孝 日高
13 アリゲーターアリーの10 めす 黒鹿 シンボリクリスエス Gone West セレクション 840.0 4/26 三　石 ヒサイファーム 日高
14 メガクライトの10 牡 栗 ☆ アルデバラン アグネスタキオン セレクト 1,575.0 3/10 安　平 ノーザンファーム 日高
15 ラストランナーの10 牡 栗 スペシャルウィーク ラストタイクーン サマー 630.0 3/19 荻　伏 北俣ファーム 日高
16 ニシノアリスの10 牡 鹿 ステイゴールド サクラバクシンオー サマー 588.0 4/17 荻　伏 櫛桁牧場 日高
17 ロマンスビコーの10 牡 黒鹿 シンボリクリスエス Lammtarra セレクション 1,102.5 3/26 三　石 斉藤スタッド 宮崎
18 エムケイミラクルの10 牡 青鹿 ケイムホーム フジキセキ 八戸 840.0 3/21 青　森 佐々木牧場 宮崎
19 フジコウゴールドの10 牡 栗 アドマイヤジャパン フォーティナイナー サマー 315.0 4/19 三　石 米田牧場 宮崎
20 ステファノティスの10 牡 鹿 ファンタスティックライト フォーティナイナー サマー 630.0 3/25 三　石 中橋　清 宮崎
21 イシノクイルの10 牡 鹿 アルカセット サンデーサイレンス サマー 262.5 3/16 平　取 北島牧場 日高
22 オンワードテティスの10 牡 栗 ☆ アルデバラン タイトスポット オータム 252.0 3/13 浦　河 オンワード牧場 日高

限定 23 ワンモアベイビーの10 牡 栗 ケイムホーム ジェネラス 4/1 浦　河 JRA 日高育成牧場 日高
限定 24 キセキスティールの10 牡 黒鹿 ケイムホーム フジキセキ 3/29 浦　河 JRA 日高育成牧場 日高
限定 25 フジティアスの10 牡 鹿 ケイムホーム フジキセキ 3/6 浦　河 JRA 日高育成牧場 日高
限定 26 ユメノセテアラムの10 牡 鹿 ケイムホーム アラムシャー 2/22 浦　河 JRA 日高育成牧場 日高
限定 27 フレンドリータッチの10 めす 鹿 ケイムホーム ワッスルタッチ 2/27 浦　河 JRA 日高育成牧場 日高
限定 28 シャトルシャロンの10 めす 鹿 ケイムホーム タイキシャトル 4/15 浦　河 JRA 日高育成牧場 日高

29 カミモリローマンの10 めす 芦 スウェプトオーヴァーボード ブライアンズタイム サマー 210.0 3/1 静　内 大典牧場 日高
30 シルクアムールの10 めす 鹿 ☆ アルデバラン ブライアンズタイム サマー 262.5 3/31 門　別 加藤牧場 日高
31 ナイキトライアンフの10 めす 鹿 ☆ ブラックタイド ボストンハーバー サマー 262.5 2/23 平　取 中川　隆 日高
32 ステンレスダンサーの10 めす 鹿 ダンスインザダーク ジェイドロバリー サマー 420.0 1/26 三　石 前川　正美 日高
33 エヴァソーマッチの10 めす 栗 フジキセキ アフリート サマー 525.0 3/15 三　石 米田　和子 宮崎
34 トリリウムの10 めす 黒鹿 シンボリクリスエス トニービン サマー 420.0 5/15 むかわ 上水牧場 宮崎
35 ワイルドピンクの10 めす 鹿 シニスターミニスター タイキシャトル サマー 315.0 3/11 静　内 原　達也 宮崎
36 ジェニーソングの10 めす 鹿 ダンスインザダーク Rahy サマー 714.0 4/25 浦　河 日優牧場 日高
37 シェリーバレンシアの10 めす 鹿 マンハッタンカフェ スピニングワールド サマー 315.0 4/5 浦　河 三枝牧場 日高
38 アポロヘルムの10 めす 鹿 タイキシャトル フジキセキ サマー 315.0 5/15 浦　河 笹島　政信 日高
39 ビューティサツキの10 牡 栃栗 ☆ ジャイアントレッカー マヤノトップガン 九州 210.0 5/24 宮　崎 田上　勝雄 宮崎
40 カクテルの10 牡 鹿 ☆ アルデバラン Most Welcome セレクション 1,312.5 2/10 荻　伏 ㈲吉田ファーム 宮崎
41 フェリストウショウの10 牡 栗 フォーティナイナーズサン サンキリコ オータム 640.5 5/17 荻　伏 丸村村下ファーム 日高
42 ヒカルヤマトの10 牡 黒鹿 アドマイヤジャパン ニホンピロウイナー サマー 378.0 4/22 浦　河 中脇　満 日高
43 テールトゥノーズの10 牡 鹿 キングカメハメハ ノーザンテースト セレクション 1,701.0 3/2 三　石 城地　和義 日高
44 アトミックカフェの10 牡 黒鹿 キャプテンスティーヴ コマンダーインチーフ サマー 325.5 4/13 青　森 谷川　博勝 日高
45 マイドリームランの10 牡 黒鹿 ファンタスティックライト ウォーニング サマー 462.0 4/11 浦　河 ガーベラパークスタツド 日高
46 サマーヴォヤージュの10 牡 栗 ネオユニヴァース Summer Squall セレクション 1,375.5 5/11 三　石 山際牧場 日高
47 ガクエングレイスの10 牡 鹿 ☆ チチカステナンゴ アドマイヤベガ サマー 966.0 4/12 新　冠 村上　欽哉 日高
48 イブキサーマディの10 牡 黒鹿 ファンタスティックライト サンデーサイレンス サマー 525.0 4/17 荻　伏 野村　正 日高
49 レジェルマンの10 牡 青鹿 バブルガムフェロー グラスワンダー サマー 273.0 3/22 門　別 豊洋牧場 宮崎
50 ズーナクアの10 牡 栗 ダイワメジャー Silver Hawk セレクション 903.0 5/6 三　石 土田　扶美子 宮崎
51 フラワーサークルの10 めす 鹿 ☆ アルデバラン サクラバクシンオー サマー 420.0 4/20 豊　浦 飯原牧場 日高
52 フジノバイオレットの10 めす 黒鹿 ケイムホーム コマンダーインチーフ サマー 420.0 4/8 静　内 マルショウ牧場 日高
53 シルキークラフトの10 めす 鹿 ケイムホーム Crafty Prospector サマー 315.0 3/30 新　冠 オリエント牧場 宮崎
54 ヘバラーの10 めす 栗 ☆ アルデバラン Fairy King サマー 525.0 2/6 三　石 前田　宗将 宮崎
55 フラワーブリーズの10 めす 鹿 ☆ ブラックタイド フェアジャッジメント 八戸 472.5 2/28 平　取 北島牧場 宮崎
56 スギノセンヒメの10 めす 栗 アグネスデジタル フォーティナイナー セレクション 630.0 2/18 三　石 乾　皆雄 日高
57 オートサンデーの10 めす 黒鹿 シンボリクリスエス サンデーサイレンス サマー 630.0 3/11 静　内 高橋　修 日高
58 アポロサミットの10 めす 鹿 ブラックホーク ネオユニヴァース サマー 157.5 5/24 三　石 築紫　洋 日高
59 スルーパスの10 めす 栗 サウスヴィグラス ミシル サマー 336.0 4/28 静　内 グランド牧場 日高
60 エンキャンタドゥの10 めす 栗 ネオユニヴァース Rahy サマー 525.0 2/4 浦　河 辻　牧場 日高
61 セトモモチャンの10 めす 栗 ☆ アルデバラン タバスコキャット サマー 525.0 5/13 門　別 千葉飯田牧場 日高
62 フリクションの10 めす 鹿 シンボリクリスエス Cox's Ridge サマー 525.0 4/18 日　高 シンボリ牧場 日高
63 セーフアズロックの10 牡 栗 ☆ アルデバラン Rock of Gibraltar オータム 588.0 2/28 三　石 前田　宗将 日高
64 キタサンバースデーの10 牡 栗 ステイゴールド マリエンバード セレクション 1,071.0 4/12 三　石 木田　祐博 日高
65 グレイスフルハートの10 牡 青鹿 ティンバーカントリー チーフベアハート サマー 378.0 3/26 むかわ 桑原牧場 日高
66 メイショウヤエガキの10 牡 鹿 ハーツクライ クリエイター サマー 1,071.0 5/9 平　取 稲原牧場 日高
67 ダイコーダンスインの10 牡 黒鹿 リンカーン ダンスインザダーク サマー 315.0 3/26 三　石 仲野牧場 日高
68 インカルネの10 牡 鹿 アルカセット フレンチデピュティ サマー 420.0 1/21 平　取 高橋　啓 宮崎
69 ジョンコの10 牡 芦 ☆ チチカステナンゴ アグネスタキオン サマー 882.0 5/11 静　内 グランド牧場 宮崎
70 シャバダバダの10 牡 青 ☆ ブラックタイド サクラローレル サマー 262.5 2/16 門　別 幾千世牧場 宮崎
71 トゥインクルタイムの10 牡 栗 バゴ フジキセキ セレクション 630.0 2/23 栃　木 恵比寿興業㈱那須野牧場 宮崎
72 フィールザミリオンの10 牡 鹿 ☆ アルデバラン Aptitude サマー 420.0 4/23 三　石 山際セントラルスタッド 日高
73 スティルシャインの10 牡 鹿 タイキシャトル エリシオ サマー 546.0 4/4 静　内 千代田牧場 日高
74 ヒットザボードの10 めす 鹿 ネオユニヴァース A.P. Indy サマー 525.0 4/8 静　内 井高牧場 日高
75 ホットマイハートの10 めす 栗 アドマイヤジャパン モガンボ サマー 315.0 2/27 新　冠 オリエント牧場 日高
76 チアズスワローの10 めす 芦 スウェプトオーヴァーボード フレンチデピュティ サマー 315.0 2/9 静　内 今　牧場 日高
77 ブライアンズソノの10 めす 黒鹿 ケイムホーム マヤノトップガン サマー 315.0 3/4 荻　伏 村下　清志 日高
78 シャカラカベイビーの10 めす 栗 オレハマッテルゼ Nashwan サマー 262.5 4/10 静　内 畠山牧場 日高
79 ピアソラの10 めす 黒鹿 マンハッタンカフェ Quiet American セレクト 735.0 4/10 新　冠 川島牧場 宮崎
80 クイーンズバンダムの10 めす 鹿 ザール El Gran Senor 八戸 157.5 2/26 青　森 長谷地　義正 宮崎
81 チェロキーステージの10 めす 青鹿 ケイムホーム Cherokee Colony サマー 766.5 4/13 浦　河 谷口牧場 日高
82 グランドアメリフローラの10 めす 黒鹿 マンハッタンカフェ Grand Slam サマー 472.5 2/9 静　内 タイヘイ牧場 日高
83 メジロマルチネスの10 めす 栗 デュランダル フォーティナイナー サマー 745.5 3/8 洞爺湖 メジロ牧場 日高
84 アピューリアの10 めす 栗 タイキシャトル Kingmambo サマー 420.0 4/6 様　似 富田　恭司 日高

欠場 シルクアンフィニの10 めす 鹿 マイネルラヴ ブライアンズタイム サマー 357.0 2/18 新　冠 ラッキー牧場 宮崎

○「新規馬主限定セッション」：対象馬は網掛けのNo.23～28（JRAホームブレッド）。No.21.22.29.30.31は補欠馬（限定セッションに加えることがあります。）
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