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番号

性 育成場

1 牡 14.2 - 14.2 宮崎

2 牡 宮崎

3 牡 12.6 - 12.6 日高

4 めす 13.2 - 11.8 日高

5 めす 12.2 - 11.6 日高

6 めす 16.7 - 15.6 宮崎

7 めす 14.4 - 14.3 日高

8 めす 12.8 - 11.9 日高

9 めす 日高

10 めす 13.3 - 12.5 日高

11 めす 12.4 - 12.1 日高

12 めす 12.8 - 12.6 宮崎

13 牡 12.8 - 12.1 日高

14 牡 14.4 - 13.6 日高

15 牡 13.6 - 13.2 日高

16 牡 日高

17 牡 12.1 - 11.3 日高

18 牡 13.0 - 12.2 宮崎

19 牡 17.4 - 15.4 宮崎

20 牡 13.4 - 13.0 日高

21 牡 12.7 - 12.2 日高

22 牡 12.5 - 11.8 日高

23 牡 17.4 - 16.4 日高

24 牡 11.9 - 11.6 日高

25 牡 14.3 - 12.7 宮崎

26 牡 17.2 - 13.7 宮崎

27 めす 14.9 - 12.8 日高

28 めす 12.7 - 11.7 日高

29 めす 15.0 - 14.3 日高

30 めす 13.9 - 12.8 日高

31 めす 18.0 - 17.1 日高

32 めす 12.5 - 11.8 日高

33 めす 12.0 - 12.5 日高

34 めす 13.9 - 13.2 日高

35 めす 14.2 - 13.3 宮崎

36 めす 20.0 - 18.5 宮崎

37 牡 15.2 - 15.0 日高

38 牡 日高

39 牡 14.3 - 14.9 日高

40 牡 14.2 - 13.0 日高

41 牡 14.0 - 13.9 日高

42 牡 13.9 - 12.5 宮崎

43 牡 12.9 - 12.8 宮崎

44 牡 12.0 - 12.2 日高

45 牡 13.3 - 13.0 日高

46 牡 16.0 - 13.2 日高

47 牡 11.7 - 11.7 日高

48 牡 17.3 - 16.4 日高

49 牡 13.4 - 12.2 日高

50 めす 14.3 - 12.3 宮崎

51 めす 15.3 - 14.9 宮崎

52 めす 日高

53 めす 12.9 - 11.9 日高

54 めす 14.0 - 13.6 日高

55 めす 日高

56 めす 日高

57 めす 12.3 - 11.3 日高

58 めす 日高

59 めす 18.4 - 16.0 宮崎

60 めす 11.7 - 11.0 宮崎

61 牡 13.8 - 13.2 日高

62 牡 12.4 - 11.3 日高

63 牡 13.2 - 12.2 日高

64 牡 11.7 - 11.7 日高

65 牡 13.0 - 11.5 日高

66 牡 13.7 - 12.2 宮崎

67 牡 13.1 - 12.1 宮崎

68 牡 19.0 - 17.6 宮崎

69 牡 12.0 - 12.0 日高

70 牡 12.9 - 11.6 日高

71 牡 14.2 - 12.9 日高

72 牡 日高

73 牡 日高

74 めす 12.9 - 11.7 宮崎

75 めす 14.2 - 12.5 宮崎

76 めす 13.0 - 12.2 宮崎

77 めす 13.4 - 12.7 日高

78 めす 12.2 - 11.4 日高

79 めす 13.7 - 11.9 日高

80 めす 14.2 - 13.8 日高

81 めす 13.7 - 13.2 日高

82 めす 日高

83 めす 13.3 - 12.6 日高

84 めす 13.5 - 13.7 日高

 

73 頭 38 頭 万円 万円

73 頭 35 頭 万円 万円

100.0% 万円 万円売却率 売却総額（税込） 80,245 平均価格 （税込） 1,099

売却頭数 めす　売却頭数 めす　売却総額（税込） 35,519 めす　平均価格（税込） 1,015

上場頭数 牡　売却頭数 牡　売却総額（税込） 44,726 牡　平均価格（税込） 1,177

ペイルローズ2019 ザファクター 八嶋　長久 715 土田農場
フローラルホーム2019 エスケンデレヤ 稲垣　隆治 462 日本中央競馬会日高育成牧場

ディーズハイビガー2019 リーチザクラウン サンライズ 770 加野牧場
ヒミノオトヒメ2019 エスポワールシチー 欠場 中本　隆志

アートオブビーン2019 クリエイターⅡ 細川　勝也 605 岡田牧場
ケージーフジムスメ2019 カレンブラックヒル 三岡　陽 286 岩見牧場

ツクシヒメ2019 エスケンデレヤ 蓑島　竜一 407 沖田牧場
ワイズドリーム2019 ザファクター 井上　修一 1,320 山岡牧場

コスモミザール2019 マジェスティックウォリアー 小林　祐一 495 中村　雅明
ルナフェリーナ2019 トーセンホマレボシ 伊藤　永二郎 495 田湯牧場

ディープショコラ2019 クリエイターⅡ 欠場 日本中央競馬会日高育成牧場

ルイゼリアクィーン2019 マクフィ 山本　正美 1,100 日本中央競馬会日高育成牧場

ナイキトライアンフ2019 バゴ 熊木　浩 1,045 中川　隆
プモ2019 シルバーステート 欠場 高村牧場

サンマルセイコー2019 アドマイヤムーン 河合　純二 572 田端牧場
マオノココロ2019 スマートファルコン 須本　浩行 2,200 ダイヤモンドファーム

ダーティダンシング2019 アルデバランⅡ 井上　修一 440 石田　英機
アイズユーニン2019 バゴ 横尾　晴人 330 高橋　正三

マナエヴァ2019 ディープブリランテ 中村　孝 1,540 ユートピア牧場
レディプリンセス2019 ケイムホーム 河合　純二 935 本田　土寿

ラブレインボー2019 プリサイスエンド 横瀬　兼二 880 上山牧場
ニシノツインクル2019 ストロングリターン 大田　慎治 2,310 松本牧場

マニエルトウショウ2019 マクフィ 山田　泰司 517 宇南山牧場
サンコロネット2019 ザファクター 高橋　文男 3,190 笠松牧場

アマノチェリーラン2019 サトノアラジン 日向　均 308 丸村村下ファーム
サツマガイア2019 ディーマジェスティ 嶋田　賢 2,970 門別牧場

ファイナルリリー2019 ザファクター エースレーシング 1,650 阿部　栄乃進
ハルノヒダマリ2019 ヘニーヒューズ 欠場 三石川上牧場

テーオーティアラ2019 アイルハヴアナザー 欠場 森　政巳
セトノミッシー2019 アジアエクスプレス 欠場 滝本　健二

ポッドシャイニー2019 エスケンデレヤ 佐々木　基 935 タツヤファーム
マジッククレスト2019 ビッグアーサー 谷川　正純 385 クラウン日高牧場

グッドファイト2019 リオンディーズ 菅井牧場 550 藤本ファーム
コウユーココロザシ2019 パイロ 欠場 絵笛牧場

ウエスタンユーノー2019 アドマイヤムーン 杉山　元洋 1,485 ウエスタンファーム
ユキノヴィーナス2019 ザファクター 宮本　昇 1,100 前田牧場

マルトクビクトリー2019 ロージズインメイ 犬塚　悠治郎 2,970 竹中牧場
ヤマイチマロン2019 ヘニーヒューズ 庄司　修二 440 有限会社　石川牧場

プライムウィッシュ2019 ホッコータルマエ ＡＩレーシング 407 高村牧場
アイハヴアジョイ2019 マクフィ 村田　滋 220 日本中央競馬会日高育成牧場

ブラックシップ2019 ウインバリアシオン 藤田　岳彦 330 久保フアーム
ムツミマーベラス2019 クリエイターⅡ 保坂　和孝 1,155 田中　裕之

トーセンアート2019 ワンアンドオンリー 村山　輝雄 550 沖田　忠幸
ファインセイコー2019 シニスターミニスター 重野　心平 1,155 市川牧場

ディープスノー2019 ザファクター 大田　慎治 825 門別牧場
ショウサンユリシス2019 マクフィ エースレーシング 770 豊洋牧場

タイキジャスパー2019 アドマイヤムーン ケンレーシング組合 440 山田　昇史
レッドサーガ2019 プリサイスエンド 欠場 大北牧場

サトノアスカ2019 ドゥラメンテ 村田　滋 770 奥山　博
トワイスアップ2019 カレンブラックヒル 由井　健太郎 275 本田　土寿

ロゼットネビュラ2019 リオンディーズ 小田　吉男 1,155 日高大洋牧場
アイアムトゥルー2019 コパノリッキー 清水　義徳 715 荒井ファーム

ダイヤモンドハート2019 アジアエクスプレス ケンレーシング組合 440 上野　正恵
ジュエルメッセージ2019 ザファクター ビッグレッドファーム 2,200 三石橋本牧場

サマーリガード2019 パイロ 石井　輝昭 561 船越　伸也
スプリングドリュー2019 ホッコータルマエ 栗本　博晴 825 堀　弘康

エポカブラヴァ2019 ザファクター 小濱　正智 550 谷川牧場
フィールマイハート2019 キズナ 岡本　真二 1,705 日進牧場

スイートカルタゴ2019 シルバーステート 三島　宣彦 1,100 シンボリ牧場
ミュゼミランダ2019 マクフィ 村山　輝雄 550 元道牧場

キモンクイーン2019 サトノアラジン 岡田　壮史 660 田原橋本牧場
ダノンジュエル2019 ヴィクトワールピサ 森中　蕃 3,080 千代田牧場

カーナヴァル2019 エスケンデレヤ 伊藤　篤 660 オリエント牧場
クレーンズラヴァー2019 ビッグアーサー 木村　廣太 1,540 本桐牧場

ポポチャン2019 アドマイヤムーン 岡　浩二 660 ハクツ牧場
スノーピアサー2019 アイルハヴアナザー 前田　良平 990 高昭牧場

ノーザンスター2019 ディーマジェスティ 森中　蕃 3,410 土田農場
スワン2019 ヘニーヒューズ 菅　實 1,375 北星村田牧場

シャドウエルフ2019 マクフィ 河合　純二 605 成隆牧場
エアレモネード2019 ザファクター 欠場 猿倉牧場

ニシノビギン2019 ドゥラメンテ 宮本　孝一 2,310 本桐牧場
ホクセツダンス2019 ルーラーシップ 片野　新一 1,760 日高大洋牧場

ピサノレインボー2019 キンシャサノキセキ 川島　与市 3,630 飛野牧場
レッドティムール2019 ジャスタウェイ 清水　義徳 1,320 村上　欽哉

マイネアンティーク2019 ロードカナロア 欠場 今　牧場
ロイヤルフレア2019 サトノアラジン 大澤　繁昌 880 中地　広大

プレシャスペスカ2019 ザファクター 前田　清二 825 フクオカファーム
スノーボードロマン2019 クリエイターⅡ 田代　洋己 1,430 日本中央競馬会日高育成牧場

バクシンスクリーン2019 マクフィ 森中　啓子 2,750 日本中央競馬会日高育成牧場

ブルーブルチャンネ2019 アジアエクスプレス 内田　玄祥 330 西村牧場

クリスコンフリクト2019 クリエイターⅡ 西森　功 825 日本中央競馬会日高育成牧場

タキオンメーカー2019 エスケンデレヤ 蓑島　竜一 605 日本中央競馬会日高育成牧場

リーズントウショウ2019 ザファクター 大屋　高広 495 坂本　健一
レディバゴ2019 エスケンデレヤ 欠場 日本中央競馬会日高育成牧場

2021 JRAブリーズアップセール　取引成績

育成馬名 父 購買者名
落札価格

（税込・万円）
騎乗供覧タイム
（ラスト2F - 1F） 生産牧場


