
 2016 JRAブリーズアップセール上場候補馬一覧
上場
番号

育成馬名 母父 性 毛色 生月日 購買市場 価格
（税込･万円）

生産牧場 育成場

1 ビューティコマンダの１４ アルデバラン コマンダーインチーフ 牡 鹿 4/10 日高育成牧場 日高

2 シャトルシャロンの１４ ヨハネスブルグ タイキシャトル 牡 鹿 4/11 日高育成牧場 日高

3 シルクハリウッドの１４ タニノギムレット Kingmambo 牡 鹿 2/7 サマー 345.6 築紫　洋 日高

4 スノーボードロマンの１４ バゴ スウェプトオーヴァーボード 牡 鹿 4/17 日高育成牧場 宮崎

5 フジティアスの１４ バゴ フジキセキ めす 黒鹿 4/16 日高育成牧場 日高

6 バクシンスクリーンの１４ アルデバラン サクラバクシンオー めす 鹿 4/13 日高育成牧場 日高

7 オーブシュプレームの１４ デュランダル サクラバクシンオー めす 栗 4/19 サマー 378.0 増尾牧場 日高

8 フローラルホームの１４ ☆ サマーバード ケイムホーム めす 鹿 5/7 日高育成牧場 宮崎

9 サニーサイドの１４ ステイゴールド コマンダーインチーフ めす 黒鹿 2/25 セレクション 972.0 タイヘイ牧場 宮崎

10 プレギエーラの１４ ハービンジャー サンデーサイレンス めす 鹿 5/7 サマー 475.2 二風谷ファーム 宮崎

11 プロラタの１４ ハーツクライ エンパイアメーカー めす 黒鹿 3/8 セレクト 1,080.0 木村　秀則 日高

12 ダノンスズランの１４ ステイゴールド Awesome Again めす 鹿 2/16 セレクト 1,620.0 下河辺牧場 日高

13 フラワーパフュームの１４ シンボリクリスエス マーベラスサンデー 牡 青 2/24 セレクション 1,350.0 川向高橋育成牧場 宮崎

14 エレガントトークの１４ マンハッタンカフェ Machiavellian 牡 青鹿 4/25 サマー 1,458.0 宮内牧場 宮崎

15 ウルトラペガサスの１４ ☆ ルーラーシップ Fusaichi Pegasus 牡 鹿 4/9 サマー 885.6 坂田牧場 日高

16 ハートノイヤリングの１４ ☆ アイルハヴアナザー ハーツクライ 牡 栗 4/27 セレクション 1,188.0 山際　辰夫 日高

17 グレインラインの１４ エンパイアメーカー タイキシャトル 牡 黒鹿 3/8 セレクション 864.0 富田牧場 日高

18 キングズラヴの１４ ☆ サマーバード Kingmambo 牡 栗 5/19 サマー 972.0 バンダム牧場 日高

19 ノーブルビューティの１４ タイキシャトル キングカメハメハ 牡 栗 3/9 オータム 950.4 市川牧場 日高

20 グラッドリーの１４ サウスヴィグラス アグネスタキオン 牡 栗 3/29 サマー 756.0 ハクツ牧場 日高

21 エクボの１４ ☆ トーセンホマレボシ リンドシェーバー 牡 黒鹿 4/12 サマー 756.0 加藤牧場 日高

22 キャリコローズの１４ パイロ ネオユニヴァース 牡 青鹿 3/11 サマー 756.0 門別　敏朗 日高

23 セレーサの１４ ステイゴールド サクラバクシンオー 牡 鹿 5/12 セレクション 1,296.0 白井牧場 日高

24 シルクアウローラの１４ ケイムホーム クロフネ 牡 黒鹿 4/17 セレクション 1,296.0 千代田牧場 日高

25 クイックレスポンスの１４ エンパイアメーカー Storm Cat めす 黒鹿 4/29 セレクション 928.8 村田牧場 日高

26 チューベローズの１４ シニスターミニスター シンボリクリスエス めす 鹿 2/26 サマー 702.0 斉藤スタッド 日高

27 ゴートゥザノースの１４ ☆ サマーバード アグネスタキオン めす 栗 4/30 サマー 378.0 北海道静内農業高等学校 日高

28 プルームリジェールの１４ ☆ スマートファルコン Diesis めす 栗 2/24 サマー 345.6 猿倉牧場 宮崎

29 シンコペーションの１４ キャプテンスティーヴ フジキセキ めす 黒鹿 3/26 九州 324.0 釘田　義美 宮崎

30 マイネミニケリーの１４ ニューイングランド メジロライアン めす 鹿 3/29 八戸 216.0 野々宮牧場 宮崎

31 テンシノキセキの１４ エンパイアメーカー フジキセキ めす 鹿 2/18 サマー 799.2 駿河牧場 宮崎

32 ビクトワールイゾレの１４ ヨハネスブルグ ダンスインザダーク めす 鹿 3/3 サマー 756.0 松田牧場 日高

33 ピュアゴシップの１４ ハードスパン Pure Prize めす 黒鹿 3/22 サマー 864.0 森永牧場 日高

34 ブイアスカの１４ パイロ アドマイヤドン めす 黒鹿 4/13 サマー 820.8 戸川牧場 日高

35 フェルガーナの１４ ☆ サマーバード アグネスタキオン めす 栗 4/27 サマー 540.0 岡部牧場 日高

36 アドマイヤエバートの１４ クロフネ ディープインパクト めす 芦 3/25 サマー 1,058.4 日高大洋牧場 日高

37 ウエスティンタイムの１４ スズカマンボ ブライアンズタイム 牡 芦 3/7 サマー 1,101.6 グランド牧場 日高

38 クルミの１４ ☆ ストリートセンス アドマイヤベガ 牡 黒鹿 5/16 サマー 1,404.0 スイートフアーム 日高

39 テイエスサクランボの１４ サウスヴィグラス アフリート 牡 栗 3/15 サマー 712.8 川越ファーム 日高

40 シアトルブリッジの１４ アドマイヤムーン スキャン 牡 鹿 4/11 セレクション 864.0 新井　昭二 宮崎

41 ヴァルホーリングの１４ ジャングルポケット Halling 牡 黒鹿 5/2 サマー 540.0 オリオンファーム 宮崎

42 スイートピグレットの１４ クロフネ ブライアンズタイム 牡 芦 3/16 サマー 1,350.0 シンボリ牧場 宮崎

43 ハニーハントの１４ カジノドライヴ エンドスウィープ 牡 栗 1/20 サマー 615.6 小島牧場 宮崎

44 パピュラの１４ ☆ サマーバード ブライアンズタイム 牡 栗 4/19 サマー 540.0 日の出牧場 日高

45 スターリースカイの１４ ケイムホーム キングヘイロー 牡 黒鹿 4/3 サマー 486.0 日進牧場 日高

46 コロナガールの１４ バゴ コロナドズクエスト 牡 黒鹿 1/28 サマー 486.0 信岡牧場 日高

47 カネマサバレリーナの１４ ☆ スマートファルコン アフリート 牡 栗 4/16 サマー 1,080.0 桑原牧場 日高

48 リスキーディールの１４ シンボリクリスエス ネオユニヴァース 牡 青鹿 5/7 サマー 712.8 市川牧場 日高

49 ベラルーナの１４ エンパイアメーカー ディープインパクト めす 鹿 3/7 セレクション 756.0 上村　清志 日高

50 エブリシングの１４ ☆ サマーバード マンハッタンカフェ めす 黒鹿 4/6 サマー 561.6 高橋フアーム 日高

51 オルティスローザの１４ ☆ アイルハヴアナザー Fusaichi Pegasus めす 栗 3/22 セレクション 691.2 中田　英樹 日高

52 ウインヴァネッサの１４ バゴ アグネスタキオン めす 鹿 2/23 サマー 540.0 川島牧場 日高

53 イフリータの１４ ケイムホーム フレンチデピュティ めす 鹿 3/30 サマー 324.0 出口牧場 日高

54 アンプリペアードの１４ カネヒキリ More Than Ready めす 栗 5/3 サマー 378.0 木村　秀則 日高

55 タヒチアンメモリの１４ ☆ フリオーソ コマンダーインチーフ めす 栗 4/17 サマー 367.2 坂本　健一 日高

56 ペパーミントグラスの１４ ショウナンカンプ ヘクタープロテクター めす 青鹿 2/6 オータム 270.0 鎌田　正嗣 日高

57 フラワーロックの１４ ☆ キングズベスト アッミラーレ めす 鹿 5/6 サマー 820.8 酒井牧場 日高

58 セイカシリアスの１４ パイロ フォーティナイナー めす 黒鹿 4/30 八戸 486.0 山口　義彦 宮崎

59 ジョイオブフライトの１４ ☆ アイルハヴアナザー Silver Hawk めす 栗 3/17 サマー 648.0 オリエント牧場 宮崎

60 ブーティーの１４ タニノギムレット フジキセキ 牡 黒鹿 4/16 サマー 540.0 上水牧場 宮崎

61 ラブシービルの１４ ☆ サマーバード マイネルラヴ 牡 鹿 3/21 八戸 550.8 市川牧場 宮崎

62 エーシンブランディの１４ ヴァーミリアン ダンスインザダーク 牡 鹿 2/14 サマー 432.0 松本牧場 宮崎

63 エイシンルンルンの１４ ケイムホーム マヤノトップガン 牡 鹿 2/25 サマー 367.2 山野牧場 宮崎

64 ノースフラッシュの１４ メイショウボーラー プリサイスエンド 牡 黒鹿 3/21 サマー 432.0 北俣牧場 日高

65 ダームドゥラックの１４ ロージズインメイ シンボリクリスエス 牡 鹿 4/19 サマー 540.0 オリエント牧場 日高

66 サウンドアメニティの１４ デュランダル キンググローリアス 牡 栗 3/31 サマー 648.0 飯岡牧場 日高

67 ハンプトンコートの１４ バゴ ネオユニヴァース 牡 栗 3/24 サマー 540.0 上水牧場 日高

68 トミケンソリッドの１４ アンライバルド コマンダーインチーフ 牡 鹿 4/16 サマー 594.0 船越　伸也 日高

69 ハローオンザヒルの１４ ゼンノロブロイ シンボリクリスエス めす 青鹿 2/15 サマー 486.0 千葉飯田牧場 日高

70 タイキティアラの１４ メイショウボーラー エンドスウィープ めす 黒鹿 3/12 サマー 324.0 富菜牧場 日高

71 サンセットロードの１４ ロージズインメイ キングカメハメハ めす 黒鹿 2/26 サマー 378.0 木下牧場 日高

72 ローズヘイローの１４ プリサイスエンド キングヘイロー 牡 栗 2/28 サマー 378.0 石田牧場 日高

73 クリスコンフリクトの１４ ケイムホーム シンボリクリスエス 牡 黒鹿 3/30 日高育成牧場 日高

74 クィーンマーメイドの１４ ☆ トビーズコーナー キングヘイロー 牡 栗 3/3 サマー 324.0 三石川上牧場 日高

75 ゴッドビラブドミーの１４ デュランダル ブライアンズタイム 牡 鹿 4/7 サマー 475.2 芳住　鉄兵 日高

76 ミラキュラスの１４ ヴァーミリアン フジキセキ めす 黒鹿 1/27 サマー 324.0 沖田　忠幸 日高

77 ナイキトライアンフの１４ アルデバラン ボストンハーバー めす 黒鹿 3/28 サマー 324.0 中川　隆 日高

78 コウヨウオラリアの１４ プリサイスエンド ステイゴールド めす 黒鹿 4/27 サマー 324.0 本巣　一敏 日高

79 ヴィクトリアルイゼの１４ ☆ キングズベスト シンボリクリスエス めす 黒鹿 3/29 サマー 540.0 富本　茂喜 日高

80 ロマンダムールの１４ ☆ タートルボウル サンデーサイレンス めす 鹿 4/22 サマー 378.0 前田ファーム 宮崎

81 タイキノワールの１４ ストーミングホーム グラスワンダー めす 鹿 4/3 八戸 270.0 山田　昇史 宮崎

４７．カネマサバレリーナの１４　　５９．ジョイオブフライトの１４　　６４．ノースフラッシュの１４　　７９．ヴィクトリアルイゼの１４

３．シルクハリウッドの１４　　１０．プレギエーラの１４　　２７．ゴートゥザノースの１４　　３８．クルミの１４　　４４．パピュラの１４　　

父（☆は新種牡馬）

ＪＲＡホームブレッド

ＪＲＡホームブレッド

※全81頭中9頭欠場（4/21現在）
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ＪＲＡホームブレッド

ＪＲＡホームブレッド

ＪＲＡホームブレッド

ＪＲＡホームブレッド


