
 

 2013 JRA ブリーズアップセール上場馬一覧
2013/4/19

BU
NO.

育成馬名
父

(☆は新種牡馬）
母父 性 毛色

生年
月日

購買市場
価格

（万円）
生産
地域

生産牧場
BU
NO.

育成場

1 バクシンスクリーンの11 アルデバラン サクラバクシンオー 牡 鹿 3/15 1 日高

2 ラストローレンの11 アルデバラン ラストタイクーン 牡 栗 4/9 2 日高

3 フレンドリータッチの11 アルデバラン ワツスルタツチ 牡 鹿 3/7 3 日高

4 フジティアスの11 アルデバラン フジキセキ めす 鹿 3/15 4 日高

5 ワンモアベイビーの11 アルデバラン ジェネラス めす 栗 4/15 5 日高

6 ビューティコマンダの11 アルデバラン コマンダーインチーフ めす 黒鹿 2/23 6 日高

7 キセキスティールの11 アルデバラン フジキセキ めす 鹿 4/29 7 日高

8 エポックサクラの11 アルデバラン サクラバクシンオー めす 芦 3/20 8 日高

9 クレバーマリリンの11 ☆ ディープスカイ Ｇｏｎｅ　Ｗｅｓｔ めす 栗 3/24 サマー 525.0 浦　河 ミリオンファーム 9 日高

10 シアトリカルポーズの11 アドマイヤムーン Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ めす 黒鹿 3/24 セレクション 525.0 静　内 桜井牧場 10 宮崎

11 ドラールフォンテンの11 ステイゴールド キンググローリアス めす 青鹿 2/20 セレクション 735.0 門　別 賀張三浦牧場 11 宮崎

12 シーソングの11 　 バゴ コマンダーインチーフ めす 黒鹿 3/3 サマー 367.5 浦　河 金成吉田牧場 12 宮崎

13 タイキシャインの11 ☆ ヨハネスブルグ タイキシャトル 牡 黒鹿 3/9 セレクション 840.0 門　別 山際　辰夫 13 日高

14 ホワイトトルネードの11 フジキセキ Ｗａｒｎｉｎｇ 牡 栗 3/29 セレクション 1680.0 平　取 坂東牧場 14 日高

15 キャットアリの11 タイキシャトル Ｓｔｏｒｍ Ｃａｔ 牡 栗 4/21 セレクション 1050.0 門　別 下河辺牧場 15 日高

16 ケイアイリュージンの11 ☆ ディープスカイ グルームダンサー 牡 栗 3/30 セレクト 1260.0 静　内 田中　裕之 16 日高

17 サンセットムーンの11 　 ステイゴールド キャロルハウス 牡 黒鹿 2/16 サマー 840.0 門　別 中前牧場 17 宮崎

18 マヤノビジューの11 ケイムホーム ウォーニング 牡 黒鹿 4/7 九州 399.0 熊　本 本田　土寿 18 宮崎

19 グランドアピアの11 キャプテンスティーヴ デュラブ 牡 栗 3/23 八戸 210.0 青　森 荒谷牧場 19 宮崎

20 オマイタの11 ☆ ヨハネスブルグ Ｍｉｓｗａｋｉ 牡 栗 4/25 セレクション 840.0 浦　河 駿河牧場 20 宮崎

21 オテンバコマチの11 　 アルデバラン ダンシングブレーヴ 牡 栗 5/1 サマー 630.0 三　石 水上　習孝 21 日高

22 ダノンクラフトの11 　 バゴ クロフネ 牡 黒鹿 5/5 サマー 1753.5 22 日高

23 レディストロベリーの11 ☆ ディープスカイ Ｃａｅｒｌｅｏｎ 牡 鹿 5/10 セレクション 840.0 様　似 富田　恭司 23 日高

24 メダイユドールの11 　 サクラバクシンオー フォーティナイナー 牡 栗 4/17 サマー 630.0 荻　伏 丸村村下ファーム 24 日高

25 レディマハロの11 　 オレハマッテルゼ フォーティナイナー めす 栗 4/10 サマー 315.0 25 日高

26 ジルニーナの11 ☆ マツリダゴッホ オジジアン めす 鹿 3/18 サマー 745.5 浦　河 田中スタッド 26 日高

27 クインオブオールディーの11 　 バゴ Ｋｒｉｓ　Ｓ． めす 黒鹿 4/27 サマー 420.0 新　冠 須崎牧場 27 日高

28 ホッカイラヴの11 オペラハウス アフリート めす 栗 4/4 八戸 315.0 平　取 高橋　幸男 28 宮崎

29 マイネレーヌの11 　 ハーツクライ マイネルラヴ めす 黒鹿 3/4 サマー 745.5 門　別 荒井ファーム 29 宮崎

30 アイビスティアラの11 ☆ ヨハネスブルグ アグネスタキオン めす 鹿 3/8 サマー 315.0 浦　河 浦河日成牧場 30 宮崎

31 キャニオンリリーの11 ☆ ヨハネスブルグ エルハーブ めす 栗 3/30 サマー 630.0 浦　河 谷川牧場 31 日高

32 ピアノリサイタルの11 ダイワメジャー カーネギー めす 栗 3/26 オータム 525.0 三　石 片山牧場 32 日高

33 フェレットの11 　 バゴ サンデーサイレンス めす 鹿 5/1 サマー 315.0 三　石 藤巻　則弘 33 日高

34 ディマーの11 　 サウスヴィグラス Ｃａｅｒｌｅｏｎ めす 栗 5/31 サマー 315.0 34 日高

35 コロナガールの11 　 デュランダル コロナドズクエスト めす 栗 2/17 サマー 315.0 浦　河 信岡牧場 35 日高

36 ブライアンズソノの11 ☆ エイシンデピュティ マヤノトップガン 牡 鹿 4/18 サマー 493.5 36 日高

37 グランドホイッスルの11 ☆ パイロ シアトルスズカ 牡 鹿 3/6 セレクション 840.0 静　内 グランド牧場 37 日高

38 グラスレビンの11 ☆ ヨハネスブルグ ブライアンズタイム 牡 鹿 4/7 サマー 735.0 三　石 山際セントラルスタッド 38 日高

39 エンゼルアーチの11 　 ゴールドアリュール Ｓｍａｒｔ　Ｓｔｒｉｋｅ 牡 栗 4/12 サマー 367.5 厚　真 大川牧場 39 宮崎

40 レイナフェリスの11 　 アルデバラン コマンダーインチーフ 牡 鹿 4/23 サマー 945.0 厚　真 阿部　栄乃進 40 宮崎

41 カリカーの11 カリズマティック Ｇｕｌｃｈ 牡 栗 4/1 八戸 315.0 青　森 谷川　博勝 41 宮崎

42 パディントンの11 バゴ スキャターザゴールド 牡 黒鹿 3/1 セレクション 735.0 えりも エクセルマネジメント 42 日高

43 クレバージーンの11 ☆ パイロ スペシャルウィーク 牡 栗 2/24 サマー 525.0 浦　河 ミリオンファーム 43 日高

44 パシティアの11 　 ステイゴールド シンボリクリスエス 牡 鹿 3/4 サマー 840.0 新　冠 柏木　一則 44 日高

45 グロリアスバラッドの11 　 ワイルドラッシュ Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ 牡 栗 3/2 サマー 577.5 静　内 藤原牧場 45 日高

46 ボンビバンの11 　 マンハッタンカフェ Ｒｅｄ　Ｒａｎｓｏｍ 牡 黒鹿 5/9 サマー 651.0 46 日高

47 マチカネアオイの11 ☆ ヴィクトリー サンデーサイレンス 牡 鹿 3/27 サマー 525.0 新　冠 小泉　学 47 日高

48 フジノバイオレットの11 　 サウスヴィグラス コマンダーインチーフ めす 鹿 4/3 サマー 525.0 静　内 マルショウ牧場 48 宮崎

49 ウエスタンバスターの11 　 ブラックタイド Ｈｏｕｓｅｂｕｓｔｅｒ めす 黒鹿 2/27 サマー 430.5 門　別 大江牧場 49 宮崎

50 アラマサスナイパーの11 　 バゴ ステイゴールド めす 黒鹿 3/4 サマー 367.5 新　冠 アラキフアーム 50 日高

51 エイシンパンドラの11 　 ダンスインザダーク フォーティナイナー めす 黒鹿 2/25 サマー 315.0 浦　河 高村牧場 51 日高

52 マイアタックレディの11 　 ワイルドラッシュ サマーサスピション めす 鹿 5/10 サマー 315.0 三　石 川端　英幸 52 日高

53 クラシックチュチュの11 ブライアンズタイム キングカメハメハ めす 黒鹿 4/23 オータム 630.0 静　内 桜井牧場 53 日高

54 カメレオンの11 　 バゴ サクラバクシンオー めす 鹿 3/4 サマー 262.5 新　冠 武田　修一 54 宮崎

55 マチカネフウリンの11 　 クロフネ サンデーサイレンス めす 栗 5/7 サマー 693.0 浦　河 昭和牧場 55 宮崎

56 ピサノボニータの11 　 ホワイトマズル サンデーサイレンス めす 黒鹿 2/15 サマー 367.5 静　内 西村　和夫 56 日高

57 マヤノラトゥールの11 　 ストラヴィンスキー アフリート めす 鹿 4/27 サマー 210.0 三　石 谷口育成牧場 57 日高

58 エイシンサイレンスの11 　 マイネルラヴ サンデーサイレンス めす 青鹿 3/20 サマー 315.0 三　石 城地　清満 58 日高

59 スマイルビジンの11 　 クロフネ ゴールドヘイロー めす 芦 3/24 サマー 525.0 三　石 三石橋本牧場 59 日高

60 ボストンパールの11 ブラックタイド ボストンハーバー 牡 鹿 4/14 八戸 483.0 門　別 白瀬　盛雄 60 日高

61 クリックストリームの11 ☆ カンパニー グラスワンダー 牡 栗 2/18 サマー 798.0 新　冠 新冠橋本牧場 61 日高

62 ビクトリアスズランの11 　 チチカステナンゴ サンデーサイレンス 牡 芦 4/23 サマー 829.5 荻　伏 笠松牧場 62 宮崎

63 サイレントビーナスの11 ☆ カンパニー サンデーサイレンス 牡 栗 2/18 サマー 420.0 静　内 神垣　道弘 63 宮崎

64 ビッグキャンドルの11 　 ダンスインザダーク シャーディー めす 鹿 4/30 サマー 420.0 青　森 大西興産 64 宮崎

65 アポインテッドラブの11 ☆ マツリダゴッホ Ｇｅｎｔｌｅｍｅｎ めす 鹿 5/2 サマー 315.0 三　石 前田　宗将 65 日高

66 ウインゼフィールの11 　 シンボリクリスエス サンデーサイレンス めす 鹿 5/9 サマー 630.0 新　冠 村上　欽哉 66 日高

67 ヒミノオトヒメの11 　 アドマイヤジャパン コマンダーインチーフ めす 青 4/13 サマー 262.5 新　冠 中本　隆志 67 日高

68 ハートフルビコーの11 　 ブラックタイド ゼンノメイジン めす 鹿 3/16 サマー 640.5 荻　伏 斉藤　政志 68 日高

69 ミスアリバイの11 　 ゼンノロブロイ Ｅｌ　Ｐｒａｄｏ めす 鹿 2/22 サマー 420.0 浦　河 富田牧場 69 日高

70 ルシエルの11 　 シンボリクリスエス Ｓｋｙ　Ｃｌａｓｓｉｃ めす 鹿 3/2 サマー 525.0 門　別 賀張三浦牧場 70 日高

71 ジョーベアトリチェの11 　 ボストンハーバー キャロルハウス 牡 栗 4/6 サマー 525.0 浦　河 ガーベラパークスタツド 71 日高

72 ドリームエンブレムの11 　 ハーツクライ ウォーエンブレム 牡 黒鹿 4/22 サマー 630.0 浦　河 杵臼牧場 72 日高

73 プレインエンジェルの11 　 アドマイヤジャパン トニービン 牡 栗 5/6 サマー 210.0 門　別 碧雲牧場 73 日高

74 モンテドーターの11 ダンスインザダーク ブライアンズタイム 牡 青鹿 4/29 セレクション 756.0 静　内 タイヘイ牧場 74 日高

75 ホッカイカレンの11 　 ケイムホーム サクラバクシンオー 牡 鹿 2/14 サマー 525.0 平　取 高橋　幸男 75 日高

76 エンジェルステージの11 　 ブラックタイド タニノギムレット 牡 鹿 5/25 サマー 420.0 荻　伏 富塚ファーム 76 宮崎

77 イナズマローレルの11 　 アルデバラン ピルサドスキー 牡 黒鹿 2/23 サマー 1081.5 新　冠 小泉牧場 77 宮崎

78 ラインクリスタルの11 アグネスデジタル ダンスインザダーク 牡 栗 4/3 セレクション 735.0 静　内 高橋　修 78 日高

79 ガクエングレイスの11 　 チチカステナンゴ アドマイヤベガ 牡 芦 3/26 サマー 315.0 新　冠 村上　欽哉 79 日高

80 オンワードシルフィの11 　 ケイムホーム トワイニング 牡 鹿 3/14 サマー 693.0 荻　伏 オンワード牧場 80 日高

81 シルバーインゴットの11 　 アドマイヤジャパン Ｓｉｌｖｅｒ　Ｈａｗｋ 牡 鹿 4/8 サマー 210.0 三　石 小河　豊水 81 日高

82 プリンセスヴェールの11 　 オペラハウス アグネスタキオン 牡 栗 4/23 サマー 430.5 浦　河 笹地牧場 82 日高

欠場

欠場

JRAホームブレッド
（日高育成牧場生産）

新規馬主限定セッション対象馬

欠場

欠場

欠場


