
上場
番号

育成馬名 性 購買市場
購買価格
（税込･万円）

生産牧場 育成場

1新規 タキオンメーカーの16 アルデバラン 牡 日高育成牧場 日高
2新規 ビューティコマンダの16 ケイムホーム 牡 日高育成牧場 宮崎
3新規 フェバリットソングの16 バゴ 牡 サマー 421.2 坂本牧場 日高
4新規 クリスコンフリクトの16 ☆ ケープブランコ めす 日高育成牧場 日高
5新規 ドリームニキハートの16 バゴ めす 日高育成牧場 宮崎
6新規 アサクサコンソメの16 プリサイスエンド めす サマー 324.0 丸村村下ファーム 日高
7新規 イットーエンプレスの16 アルデバラン めす 日高育成牧場 日高
8新規 センターグランタスの16 ヨハネスブルグ めす サマー 432.0 庄野牧場 日高
9 アラマサスナイパーの16 ☆ ケープブランコ めす サマー 432.0 アラキフアーム 日高
10 ケストレルクエストの16 ハーツクライ めす セレクション 1,296.0 ミリオンファーム 宮崎
11 マイネカプリースの16 クロフネ めす セレクション 756.0 イワミ牧場 宮崎
12 ジョンコの16 ノヴェリスト めす セレクション 756.0 グランド牧場 日高
13 フレッシュドールの16 ケイムホーム 牡 サマー 756.0 下河辺トレーニングセンター 日高
14 クラッシーシャーロットの16 ロードカナロア 牡 セレクション 1,296.0 上村　清志 日高
15 シーアクトレスの16 アドマイヤムーン 牡 サマー 626.4 松本　信行 宮崎
16 ラストワルツの16 シンボリクリスエス 牡 セレクション 777.6 タイヘイ牧場 宮崎
17 スマイルゲートの16 ヨハネスブルグ 牡 サマー 1,296.0 上水牧場 日高

18 セイウンクノイチの16 キングズベスト 牡 セレクション 756.0 筒井　征文 日高
19 タイキエルドールの16 トランセンド 牡 サマー 604.8 坪田　信作 日高
20 アイカギの16 ☆ ケープブランコ 牡 セレクション 1,404.0 川越ファーム 日高
21 テンザンオペラの16 プリサイスエンド 牡 サマー 669.6 高松牧場 宮崎
22 ガルネリの16 ロージズインメイ 牡 サマー 648.0 桑原牧場 宮崎
23 プランシングレディの16 シニスターミニスター 牡 サマー 1,047.6 へいはた牧場 日高
24 ダイタクドクターの16 サウスヴィグラス 牡 サマー 756.0 高橋農場 日高
25 サクセスゴーランドの16 オルフェーヴル めす セレクション 1,512.0 吉田ファーム 日高
26 ピエナフローラの16 ☆ トゥザグローリー めす サマー 648.0 まるとみ冨岡牧場 日高
27 グリッツェルンの16 ヨハネスブルグ めす オータム 507.6 ノースガーデン 日高
28 ダノンスズランの16 マンハッタンカフェ めす セレクト 1,296.0 下河辺牧場 日高
29 ペイルローズの16 フリオーソ めす サマー 421.2 土田農場 日高
30 デンコウブルーの16 アルデバラン めす 九州 378.0 本田　土寿 宮崎
31 スマートシャワーの16 ☆ ケープブランコ めす サマー 432.0 松田牧場 宮崎
32 プラチナハートの16 エイシンフラッシュ めす サマー 831.6 土田農場 日高
33 スズカゲランの16 ☆ グランプリボス めす サマー 367.2 野坂牧場 日高
34 フェアノータムの16 ヘニーヒューズ めす オータム 1,134.0 ムラカミファーム 日高
35 エメラルドコーストの16 ディープブリランテ めす サマー 799.2 藤春　修二 日高
36 シャインレジーナの16 ワイルドラッシュ 牡 サマー 432.0 大林ファーム 日高
37 コーラルチャイムズの16 アルデバラン 牡 サマー 777.6 斉藤スタッド 日高
38 ソングオブサイレンスの16 ☆ ジャスタウェイ 牡 セレクト 1,080.0 下屋敷牧場 日高

39 ミスティックスノーの16 スウェプトオーヴァーボード 牡 サマー 378.0 真壁　信一 日高
40 ナムラミステリーの16 ケイムホーム 牡 セレクション 756.0 平野牧場 日高
41 ファインセイコーの16 クロフネ 牡 サマー 1,047.6 桜井牧場 日高
42 ミホユニヴァースの16 アルデバラン 牡 八戸 442.8 青南ムラカミファーム 宮崎
43 ホリデイオンアイスの16 クロフネ 牡 サマー 604.8 村上　進治 宮崎
44 ファミリーバイブルの16 キングズベスト 牡 サマー 993.6 三好牧場 宮崎
45 アンムートの16 キンシャサノキセキ 牡 サマー 540.0 山口　忠彦 日高
46 レディジェーンの16 ゴールドアリュール 牡 サマー 864.0 飛渡牧場 日高
47 ウルビーノの16 パイロ 牡 サマー 540.0 野島牧場 日高
48 スリリングヴィクトリーの16 キンシャサノキセキ めす サマー 324.0 秋田牧場 日高
49 ゼフィランサスの16 ハービンジャー めす セレクション 1,134.0 村田牧場 日高
50 サマーリガードの16 パイロ めす サマー 432.0 船越　伸也 日高
51 シャイニングムーンの16 ハーツクライ めす サマー 864.0 グランデファーム 日高
52 パピュラの16 ヨハネスブルグ めす サマー 432.0 日の出牧場 日高
53 アルーリングアイズの16 ☆ ケープブランコ めす セレクション 540.0 岡本　昌市 日高
54 マヤノプリヤの16 オルフェーヴル めす セレクション 918.0 北島牧場 宮崎
55 タムロウイングの16 ☆ ジャスタウェイ めす サマー 594.0 宮内牧場 宮崎
56 ラメールの16 ヨハネスブルグ めす サマー 378.0 川越ファーム 宮崎
57 ティファイファイの16 ドリームジャーニー めす サマー 540.0 戸川牧場 日高
58 マイディアソングの16 ハービンジャー めす サマー 712.8 いとう牧場 日高
59 キアロディルーナの16 アポロキングダム 牡 サマー 529.2 広富牧場 日高

60 パッシオーネの16 アイルハヴアナザー 牡 セレクション 1,080.0 能登　浩 日高
61 ミストラルグリーンの16 バゴ 牡 セレクト 540.0 松浦牧場 日高
62 メアリーズガーデンの16 ☆ ケープブランコ 牡 サマー 518.4 沖田　忠幸 日高
63 シークレットソングの16 ヨハネスブルグ 牡 サマー 810.0 斉藤スタッド 日高
64 ジュエリストの16 シンボリクリスエス 牡 サマー 756.0 大作ステーブル 日高
65 ユリオプスデイジーの16 ケイムホーム 牡 サマー 324.0 千代田牧場 日高
66 ゴートゥザノースの16 バゴ 牡 サマー 561.6 北海道静内農業高等学校 日高
67 モルフェスペシャルの16 スクワートルスクワート 牡 八戸 334.8 町屋　勝幸 宮崎
68 バンダムメッシの16 ヘニーヒューズ 牡 サマー 540.0 石川牧場 宮崎
69 マヤノカピオラニの16 パイロ めす サマー 486.0 白瀬　盛雄 宮崎
70 アグネスフィーバーの16 エイシンフラッシュ めす サマー 324.0 高松牧場 宮崎
71 ローマンクィーンの16 ハーツクライ めす セレクト 1,080.0 タイヘイ牧場 日高
72 ラブミークリームの16 ☆ ダンカーク めす サマー 378.0 三石川上牧場 日高
73 レディパッションの16 ルーラーシップ めす サマー 777.6 ヒサイファーム 日高
74 ホシノメガミの16 ヨハネスブルグ めす サマー 453.6 林　孝輝 日高
75 アースメイの16 プリサイスエンド めす サマー 324.0 グローリーファーム 日高
76 ヒミノオトヒメの16 マツリダゴッホ めす サマー 432.0 中本　隆志 日高
77 ベガフライトの16 ローエングリン めす サマー 388.8 大滝　康晴 日高
78 イイデエースの16 バゴ めす サマー 432.0 武田牧場 宮崎
79 ジュメイラジョアンの16 マンハッタンカフェ めす 八戸 648.0 タイヘイ牧場 宮崎

※全79頭中11頭欠場（4/22現在）
5番 ドリームニキハートの16
13番 フレッシュドールの16
14番 クラッシーシャーロットの16
23番 プランシングレディの16

ＪＲＡホームブレッド

ＪＲＡホームブレッド

65番　　ユリオプスデイジーの16
75番　　アースメイの16

2018ＪＲＡブリーズアップセール　上場候補馬一覧

父（☆は新種牡馬）

ＪＲＡホームブレッド
ＪＲＡホームブレッド

ＪＲＡホームブレッド

　　39番　　ミスティックスノーの16

　　24番　　ダイタクドクターの16

　　59番　　キアロディルーナの16
77番　　ベガフライトの16

　　35番　　エメラルドコーストの16


