
母 スノーボードロマン（10芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（１）〕
ミュークレックス（14牡鹿 ＊バゴ）１勝
ベイビーキャズ（15�鹿 ＊アルデバランⅡ）１勝
フレンドロマン（18牝芦 ＊バゴ）入着，��１勝
サトミン（19牝芦 ＊クリエイターⅡ）�出走

２代母 カミモリローマン（98栗 ＊ブライアンズタイム）�２勝�５勝
ナンヨーオウトー（08牡 リンカーン）１勝

３代母 ＊イティサール（87 GB青鹿 Caerleon）GB入着３回
カフハル Kafhar（93 牡 In TheWings）ITY３勝，P. Botticelli‐L，グイドベ

ラルデリ賞‐G2 ３着，種牡馬
ベルティサールBeltisaal（94 牝 Belmez）FR出走

ベルアルティスト Belle Artiste（02 牝 Namid）IRE２勝，デリンズタウンスタ
ッド１０００ギニーＴＲ‐G3

スイータースティル Sweeter Still（05 牝 ＊ロックオブジブラルタル）IRE・US
A・CAN５勝，セニョリータＳ‐G3，Sandy Blue H‐L，China Doll
S‐L，etc.
カメコ Kameko（17牡 Kitten's Joy）GB・USA４勝，英２０００ギニー‐G1，
フューチュリティトロフィＳ‐G1，ジョーエルＳ‐G2，etc.，種牡馬

キングズバーンズ Kingsbarns（10 牡 Galileo）GB・FR・IRE２勝，レイシン
グポストトロフィ‐G1，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G1 ３着，ロイヤル
ホイップＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

エリザベスオヴアラゴン Elizabethofaragon（17牝 Galileo）�GB・IRE２勝，
River Eden Fillies' S‐L ２着，Trigo S‐L ３着

トーホウビーナス（97牝 Woodman）１勝
トーホウチェイサー（07牡 ゴールドアリュール）６勝，ＮＳＴ賞‐L，すばるＳ

‐L ３着，千葉Ｓ‐OP ３着，etc.，�２勝

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場

購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－１号

1 スノーボードロマン２０２０ 牡・芦 ４／ １

＊

ガリレオ Sadler's Wells

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Galileo

�
�
�
�
�
�
�
�
� Urban Seaケープブランコ ローレルディライト Presidium

��
��
�Laurel DelightIRE 栗 2007 Foudroyer

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceスノーボードロマン ＊ブライアンズタイム

��
��
�カミモリローマン芦 2010 ＊イティサール

10c
Mr. Prospector S5×M5



母 ルスナイサンバ（03栗 キングヘイロー）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－６（24）〕
メイショウユキチ（10�鹿 ＊プリサイスエンド）１勝
カネトシバリアント（12�栗 ＊タイキシャトル）入着，��14 勝
タヒチアンムーン（13牝栗 マヤノトップガン）�４勝
バトルサンバ（14牡栗 ＊バトルプラン）１勝，�２勝
ラテンリズム（15牝鹿 スズカマンボ）��１勝��入着７回
サイモンサンバ（17牝栗 ＊アグネスデジタル）�２勝
オマツリサンバ（18牝鹿 マツリダゴッホ）�	出走
ミネソタ（19牡黒鹿 ホッコータルマエ）���１勝

２代母 オオミーアキノ（84栗 ＊ノーザンテースト）１勝
アスクローザ（89牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，白菊賞２着

フューチャサンデー（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，大
沼Ｓ‐OP ３着，湘南Ｓ，フリーウェイＳ３着，��入着，スパーキング
ＬＣ‐Jpn3 ３着

グレイスナッキー（90牝 ＊ナトルーン）１勝，クイーンＣ‐Jpn3 ２着
ミスアヴェニュー（91牝 ＊リヴリア）入着３回

リスティアエーデル（01牝 フジキセキ）１勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3 ３着，紫苑Ｓ
‐L ３着，きんせんか賞，	１勝

インターブラボー（92牡 トウシヨウボーイ）４勝，若潮賞，サンシャインＳ２着，
ＵＨＢ賞３着，積丹特別３着，障害１勝

キョウエイクロップ（93牝 ＊ヘクタープロテクター）２勝
スイートテンダイヤ（96牝 バンブーアトラス）２勝

コスモワイルド（09牡 ＊ワイルドラッシュ）入着２回，コスモス賞‐OP ３着，
南武特別３着，	１勝��１勝
１勝，オパールＣ，ブリーダーズゴール
ドジュニアＣ３着

タカノバレリーナ（97牝 ＊オジジアン）１勝
エネルマオー（02牡 ＊リンドシェーバー）４勝，鷹ケ峰特別，勝浦特別，寒桜賞，

トリトンＳ２着，札幌日刊スポーツ杯２着，etc.，�１勝��

３代母 オオミシヤダイ（76栗 ＊リマンド）６勝，北九州記念，衣笠特別，祇園特別，
伊良湖特別

生産牧場 北海道浦河町野深
高昭牧場

購買市場 北海道サマーセール ５，２８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－１号

2 ルスナイサンバ２０２０ 牡・栗 ３／２９

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormエスケンデレヤ アルデバランライト Seattle Slew

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイロールスナイサンバ ＊ノーザンテースト

��
��
�オオミーアキノ栗 2003 オオミシヤダイ

＊フライングシヤツトル 1s
Northern Dancer M4×S5×S5×M5



母 プリニア（13栗 ＊プリサイスエンド）不出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
クールマニワ（18�栗 ＊エスケンデレヤ）１勝，�地方未出走

２代母 グディニア（00鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
アンブロークン（05� ＊シンボリクリスエス）１勝
スマイルミッキー（06牡 ＊コロナドズクエスト）２勝，和布刈特別２着，��１勝�
カメンマキアート（10牝 ＊ブライアンズタイム）�１勝
ブルーウィステリア（11牝 キングヘイロー）�１勝�４勝
ミッドアイガー（12牡 ＊フレンチデピュティ）��３勝

３代母 ＊ノースオブダンジグ（83 USA鹿 Danzig）USA２勝，Heavenly Cause S
‐R ２着，Toddler S‐R ２着
ポールトゥウィン（89牝 ＊リアルシヤダイ）１勝

グロンシャール（96牝 ＊ヘクタープロテクター）４勝，真間川特別２着，春風賞
３着，八ケ岳特別３着，etc.

ノースショアー（92牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，フロ
ーラＳ‐OP ３着

ノースサンデー（93牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，桜花賞‐Jpn1 ３着，京都牝馬
特別‐Jpn3 ３着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，etc.
ノースダンシング（00牡 ＊ダンシングブレーヴ）�12 勝	11 勝，九州記念

ノースサファイア（94牝 ＊ジェイドロバリー）２勝
ヤマノサファイア（08牡 ＊ワイルドラッシュ）４勝，妙高特別，羅生門Ｓ２着，

桶狭間Ｓ２着，etc.
マチカネアカツキ（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，日本ダービー‐Jpn1 ３着，

Ｒたんぱ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
ホーマンソレイユ（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，庄内川特別２着，はなのき賞３着
メイショウヨリトモ（05牡 マンハッタンカフェ）２勝，はやぶさ賞３着

４代母 ノースアングルNorth Angle（79 USA鹿 Quadrangle）USA２勝
［子］ ノ－スワッチNorthWatch（85牝 Cannonade）USA４勝，Tri‐Stat

e Futurity‐R，Blue Delight H‐L ２着，Dancealot S‐L ２
着，etc.

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場

購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－１号

3 プリニア２０２０ 牡・芦 ３／２７

＊

タピット Pulpit

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your HeelsクリエイターⅡ モレーナ Privately Held

��
��
�MorenaUSA 芦 2013 Charytin

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyプリニア ＊サンデーサイレンス

��
��
�グディニア栗 2013 ＊ノースオブダンジグ

3n
Summing S4×M4 Mr. Prospector S5×M5



母 フローラルホーム（09黒鹿 ＊ケイムホーム）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（６），地方－１（３）〕
ヨシオ（13牡鹿 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，大沼Ｓ‐L（Ｄ1700）２着，ジャニュアリ

ーＳ‐OP（Ｄ1200），ラジオ日本賞‐OP（Ｄ1800）３着，下総Ｓ（Ｄ1800），響灘
特別（Ｄ1700），韓国馬事会杯（Ｄ1800）２着，津軽海峡特別（Ｄ1700）２着，浦
安特別（Ｄ1200）３着，etc.，��入着２回，マーキュリーＣ‐Jpn3 ２着，サ
マーＣｈ‐Jpn3 ３着

シメイ（15牡青鹿 ＊バゴ）入着，��１勝���２勝�入着
オーブリオン（19牝青鹿 ＊エスケンデレヤ）�出走

２代母 タイキフローラ（00青鹿 ＊タイキシャトル）出走
サイレントドン（07牡 アドマイヤドン）��７勝
パワーフォーワード（08牡 アドマイヤドン）��４勝
シゲルヘビザ（10牡 アドマイヤドン）１勝，障害１勝
ノゾミセンプー（11牡 ＊サウスヴィグラス）	13 勝
ナイスパートナー（12牡 カネヒキリ）	３勝�

３代母 マリエドゥジュワン（92鹿 General Assembly）１勝

４代母 ＊ロイコン（75 GB鹿 High Top）GB・IRE２勝
［子］ キングズリヴァ－Kings River（82 牡 Irish River）GB・IRE・USA13 勝，

グレンカーンＳ‐G3，River City H‐L，What A Guest S‐L
（２回），etc.

［孫］ ＊シンコウラブリイ（89牝 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワン
Ｓ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，etc.，優古牝

＊タイキエルドラド（94牡 Theatrical）５勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，目黒記
念‐Jpn2 ２着，金鯱賞‐Jpn2 ３着，etc.，種牡馬

ハッピーパス（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，札
幌日刊スポーツ杯‐L，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.

＊タイキトレジャー（96牡 Miswaki）８勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，マイ
ルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，スワンＳ‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

＊タイキマーシャル（92
 ＊ダンスオブライフ）８勝，エプソムＣ‐Jpn3，
京成杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，朱鷺Ｓ‐OP，etc.

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場

購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１３号

4 フローラルホーム２０２０ �・鹿 ３／１８

＊

デュバウィ Dubai Millennium

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayフローラルホーム ＊タイキシャトル

��
��
�タイキフローラ黒鹿 2009 マリエドゥジュワン

＊ロイコン 4d
Mr. Prospector M4×S5 Secretariat M5×M5



母 ＊ルナフェリーナ（05 USA黒鹿 Storm Cat）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），海外－２（２），地方－１（２）〕
モアオヴジスMore of This（09 USA�栗 More Than Ready）USA・CAN１勝
レイディインレイス Lady in Lace（11 USA牝黒鹿 Mr. Greeley）USA１勝
タイセイトレンディ（15�青鹿 ネオユニヴァース）�２勝，摩周湖特別（芝 1200）２着
モリンガ（17牝黒鹿 ハーツクライ）入着，�２勝
サワーホマレー（19牝栗 トーセンホマレボシ）�入着３回

２代母 ＊リーチフォーザムーン（00 USA鹿 Pulpit）GB・IRE１勝，フィリーズマイル
‐G1 ３着

＊リトルドア（06� Storm Cat）１勝
＊ビジュアルショック（07牝 Kingmambo）入着５回，小野川湖特別３着

ブラックスビーチ（14牝 ディープインパクト）３勝，スイートピーＳ‐LR，三
木特別，トルマリンＳ２着

レッドソレイユ（11� ディープインパクト）１勝
レッドリュンヌ（13牝 ゼンノロブロイ）１勝，��入着６回�４勝
レッドオールデン（15� ルーラーシップ）１勝，木古内特別２着，恵山特別２着

３代母 チャンシースクオーChancey Squaw（91 USA鹿 Chief's Crown）USA１勝
＊アグネスデジタル（97牡 Crafty Prospector）７勝，安田記念‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1，フェブラリーＳ‐Jpn1，etc.，��２勝�１勝
	１勝，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，全日本３歳優駿‐Jpn2，etc.，UAE・H
KG１勝，香港カップ‐G1，etc.，優古牡，種牡馬

＊シェルゲーム（01牡 Swain）３勝，巴賞‐L，青葉賞‐Jpn2 ３着，毎日杯‐Jpn3 ２
着，etc.，種牡馬

＊ジャリスコライト（03牡 ＊ファンタスティックライト）３勝，京成杯‐Jpn3，いちょ
うＳ‐L，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ３着，etc.

デイムウルスラDame Ursula（06 牝 Elusive Quality）USA出走
フェアリーランド Fairyland（15牝 Scat Daddy）GB・USA２勝，Bolton L

anding S２着

生産牧場 北海道新ひだか町静内真歌
タイヘイ牧場

購買市場 八戸市場 ６，８２０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１３号

5 ルナフェリーナ２０２０ 
・黒鹿 ３／２２
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊

ストームキャット Storm Bird

�
�
�
�
�

��
��

�Storm Cat Terlinguaルナフェリーナ
＊ Pulpit

��
��
�リーチフォーザムーン黒鹿USA 2005 Chancey Squaw

22d
Northern Dancer M4×S5 Danzig S5×M5



母 ユッコ（12栗 ハーツクライ）１勝，�７勝���，シアンモア記念（Ｄ1600），ビ
ューチフルドリーマーＣ（Ｄ1900）２着
初仔

２代母 ＊キッズスター（00 USA栗 Saint Ballado）１勝，��１勝��１勝
キッズニゴウハン（08牡 キングカメハメハ）４勝，外房特別，古町特別，�３勝�
キッズラルナ（10牡 アドマイヤムーン）�２勝��入着
キッズアベリア（11牝 ネオユニヴァース）�９勝�７勝��
チュラカーギー（13牝 ゴールドアリュール）４勝，舞浜特別，春風Ｓ２着
キッズジョリー（15牡 スマートファルコン）入着，	�３勝�３勝�４勝

３代母 ダートスターDart Star（89 USA黒鹿 Blue Ensign）不出走
スターズプラウドペニー Star's Proud Penny（95牝 Proud Birdie）USA３勝，ミ

エスクＳ‐G3，Providencia S‐R ２着，セニョリータＳ‐G3 ３着，etc.
スターピックス Starpix（02
 Linamix）FR・GER・UAE４勝，P. Aymeri de

Mauleon‐L，ジャンプラ賞‐G1 ２着，P. Saraca‐L ２着，etc.
スイスコーツチート Swiss Courts Cheat（97 牝 Notebook）USA入着２回

スイスラッド Swiss Lad（02牡 Phone Saga）USA10 勝，Cavonnier S‐R，
デルマーフュチュリティ‐G2 ３着，Bull Dog S２着，etc.

４代母 カワノKawano（76 USA鹿 King's Bishop）USA出走
［子］ ウワナカワナUwana Kawana（86牝 Hold Your Peace）USA６勝，

Rebel S，Delta Miss S２着
エルアンダリン El Andarin（92 牡 Blue Ensign）PAN５勝，P. Arango
Navarro y Raul（Baby）Arango G.‐L，P. Felipe E. Motta‐L，P.
Neco，Ernesto，Jr. y J. de la Guardia‐L ２着

５代母 エイブラジェイAbla‐Jay（55 USA鹿 Double Jay）USA８勝
［子］ ノーダブルNodouble（65 牡 Noholme）USA13 勝，メトロポリタンＨ，

ブルックリンＨ，カリフォルニアンＳ，etc.，種牡馬
ブレイクアップザゲイム Break Up the Game（71牡 Noholme）USA1
0 勝，ケリーオリンピックＨ‐G3，Rumson H，Oceanport H，etc.，
種牡馬

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場

購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－６号

6 ユッコ２０２０ �・栗 ３／１７

＊

デュバウィ Dubai Millennium

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスユッコ
＊ Saint Ballado

��
��
�キッズスター栗 2012 Dart Star

A1
Halo M4×M4



母 レディバゴ（13鹿 ＊バゴ）入着３回
〔産駒馬名登録数：２〕
ビッグブルールーフ（18牝鹿 ＊ケープブランコ）��入着２回�
エスケントバゴ（19牡鹿 ＊エスケンデレヤ）���入着３回

２代母 ビリーヴザミラクル（02栗 フジキセキ）２勝
カレンミラコーリ（10牡 マヤノトップガン）�２勝�
エンジェルフォース（11牝 ジャングルポケット）��１勝
エドノジョウオー（15牝 ヴァーミリアン）��１勝
マイネルアルケミー（16牡 ＊ダンカーク）�４勝，ＴＶｈ賞‐OP ３着，クリスマスロー

ズＳ‐OP ３着，福島２歳Ｓ‐OP ３着，バーデンバーデンＣ，帆柱山特別，etc.

３代母 ＊アズウィロー（91 CAN鹿 Alwasmi）USA４勝
アズイクスペクテド As Expected（99� Valid Expectations）USA・CAN９勝，

コノートＣ‐G3 ２着
カレンママ（01牝 ＊エンドスウィープ）３勝

カレンジェニオ（08牡 スペシャルウィーク）４勝，木古内特別３着，わらび賞
３着，�６勝��入着

カレンタントミール（10牝 ＊シェルゲーム）出走
カレングロリアーレ（16牡 トーセンホマレボシ）３勝，相模湖特別，新春
Ｓ２着

カレンステイシー（11牝 アドマイヤジャパン）３勝，乙訓特別３着，摩周湖特
別３着
カレンロマチェンコ（18牡 ＊マクフィ）�３勝，昇竜Ｓ‐OP

カレンガリアード（15牡 トーセンホマレボシ）３勝，香嵐渓特別，��１勝

４代母 ウィローフライトWillow Flight（79 CAN栗 Lend Lease）USA８勝，T
attling H，Maple Leaf S‐LR ２着（２回），Tattling H‐L ２着，Onta
rio Matron H‐L ２着，Whimsical S‐L ２着，etc.
［子］ ヴィクタークーリー Victor Cooley（93� Cool Victor）USA13 勝，ヴォ

スバーグＳ‐G1，コモンウェルスＢＣＳ‐G2，Pelleteri H‐L，etc.

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場

購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－６号

7 レディバゴ２０２０ �・鹿 ３／２０

＊

デュバウィ Dubai Millennium

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxレディバゴ フジキセキ

��
��
�ビリーヴザミラクル鹿 2013 ＊アズウィロー

11d
Height of Fashion M4×M5 Mr. Prospector S5×M5
Northern Dancer S5×M5×M5



母 ゲッカビジン（15鹿 ＊ヨハネスブルグ）不出走
初仔

２代母 オクシペタルム（08黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
タイムファクター（16牡 ＊ケープブランコ）���３勝�４勝
アスターコルネット（17牡 ＊マジェスティックウォリアー）１勝
グランツアーテム（18牡 ＊マクフィ）�２勝

３代母 エアウイングス（94青鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn2，スイートピーＳ‐OP
エクスプロイト（00牡 ＊コマンダーインチーフ）５勝，両国特別，湾岸Ｓ２着，初日

の出賞３着，etc.
ウイングレット（01牝 ＊タイキシャトル）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，ターコイズＳ

‐L，スイートピーＳ‐L，etc.
ウイングドウィール（09牝 ＊シンボリクリスエス）５勝，佐渡Ｓ，冬至特別，カ

ーネーションＣ，etc.
タブレットピーシー（11� ＊チチカステナンゴ）４勝，いわき特別，初富士Ｓ３

着，レジェンドトレーナーズＣ３着，etc.
ウイングチップ（12� ＊シンボリクリスエス）４勝，福島ＴＶＯＰ‐OP ３着，

外房特別，初富士Ｓ２着，etc.
ソアリングピアス（03牝 ＊エルコンドルパサー）１勝

ナムラバンザイ（15牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝，もみじＳ‐OP ３着，中京２歳
Ｓ‐OP ３着，��６勝��１勝�２勝

エオリアンハープ（06牝 キングカメハメハ）５勝，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，ターコイ
ズＳ‐L ３着，紫苑Ｓ‐L ３着，etc.

キングストーン（11牡 キングカメハメハ）４勝，稲荷特別，若戸大橋特別，門司Ｓ
２着，etc.

４代母 ＊シークレットシェアラー（80 USA栗 Secretariat）USA４勝，ロングアイラン
ドＨ‐G2 ３着
［子］ シェアザグロ－リ－Share the Glory（88 牡 Halo）USA６勝，Vanla

ndingham S‐L，レッドスミスＨ‐G2 ３着，ニッカボッカーＨ‐G3
２着，etc.，種牡馬

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場

購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－６号

8 ゲッカビジン２０２０ �・芦 ３／ ６

＊

タピット Pulpit

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your HeelsクリエイターⅡ モレーナ Privately Held

��
��
�MorenaUSA 芦 2013 Charytin

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythゲッカビジン ＊シンボリクリスエス

��
��
�オクシペタルム鹿 2015 エアウイングス

＊シークレットシェアラー 2n
Mr. Prospector S5×M5 Narrate S5×M5 Damascus S5×M5



母 ホットレッグス（03栗 Galileo）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－３（17）〕
ゴールドテーラー（10牝栗 ステイゴールド）４勝，テレ玉杯（芝 2000），玄海特別
（芝 2000）３着，三面川特別（芝 1800）３着，睦月賞（芝 2400）３着，許波多特別
（芝 2200）３着，白井特別（芝 2000）３着

ホットランナー（11牝栗 ダイワメジャー）１勝
セイザン（13牝栗 ダイワメジャー）�11 勝
シャムロック（14牡栗 ダイワメジャー）３勝，利根川特別（Ｄ1800）３着
バトルガニアン（15牡栗 ハーツクライ）�２勝
リュクスエンヴィ（18牝栗 ダイワメジャー）���出走�４勝
パッションメーカー（19牝栗 トーセンラー）�出走

２代母 ＊アクセラレイション（97 FR栗 Acatenango）FR２勝，コリーダ賞‐G3，サン
ロマン賞‐G3 ２着，オマール賞‐G3 ３着
ミッキーロイヤル（05牡 アグネスタキオン）�１勝
ロスヴィータ（07牝 ゼンノロブロイ）１勝
フルアクセル（08牡 アグネスタキオン）５勝，湘南Ｓ，尖閣湾特別，初富士Ｓ２着，

市川Ｓ２着，ＴＶ山梨杯３着，etc.
トドロキテンシツー（09牝 フジキセキ）�４勝�入着
デルマネネ（13牝 ダイワメジャー）�１勝

３代母 ＊ワールウインド（92 FR鹿 Leading Counsel）FR２勝，P. Ronde de Nuit
‐L ２着，P. La Camargo‐L ３着
ゴーアウトバックワーズGoOut Backwards（00 牝 ＊ドクターデヴィアス）FR１勝

プリオーデインド Preordained（08牝 Choisir）IND２勝，Bangalore Juven
ile Million‐LR ２着，Bangalore Winter Milllion‐LR ２着，Dec
can Fillies Championship S‐LR ３着

ホーカーハリケーン（06牝 ネオユニヴァース）４勝，札幌スポニチ賞，斑鳩Ｓ２着，
小豆島特別２着，etc.

生産牧場 青森県上北郡七戸町
石田 英機

購買市場 八戸市場 １０，１２０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１３号

9 ホットレッグス２０２０ �・栗 ３／２３
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaホットレッグス
＊ Acatenango

��
��
�アクセラレイション栗 2003 ＊ワールウインド

11f
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M5



母 ＊ヴァバーウエン（13 USA栗 Kitten's Joy）USA２勝，ボイリングスプリングズＳ
‐G3 ３着
〔産駒馬名登録数：２〕
エアセイラン（18牡黒鹿 Air Force Blue）入着２回，�地方未出走
ユーロックデュード（19牝芦 エイシンヒカリ）�出走

２代母 ゴーンオーヴァーボードGone Overboard（03 USA栗 GoneWest）USA３勝
バーケンヘッドBirkenhead（12牝 Mizzen Mast）USA３勝
アップタウンルーラーUptown Ruler（16� Mizzen Mast）�USA２勝
バトンボーイButton Boy（18� Flintshire）�USA１勝

３代母 ジャンガダ Jangada（89 USA栗 Raft）USA３勝，Ellis Park Dade Turf Cla
ssic S３着
コラクル Coracle（96 牝 Exbourne）USA５勝，セニョリータＳ‐G3

ナッティフッティNutty Futty（12 牡 Johar）USA４勝，ウィズアンティシペ
イションＳ‐G2 ３着

フェラッカ Felucca（00牝 Diesis）USA入着
マークエスザクーラーMark S the Cooler（06� Johar）USA２勝，Ocea

nside S‐R ２着
ダイノードDynode（05牝 Dynaformer）不出走

ダイナミゼンDynamizzen（12牝 Mizzen Mast）USA３勝，Eleanor Casey
Memorial S‐R ３着

バトンガール Button Girl（08 牝 Mizzen Mast）USA３勝，Queen Tutta S２着

４代母 ファーレットPharlette（80 FR栗 Pharly）不出走
［子］ ラーフアルガルブ Raah Algharb（92牡 GoneWest）GB・UAE３勝，

フライイングチルダーズＳ‐G2，Roses S‐L，コーンウォリスＳ
‐G3 ３着

［孫］ ケテワヨ Cetewayo（94牡 His Majesty）USA11 勝，ソードダンサーＨ
‐G1，ガルフストリームパークＢＣＨ‐G1，レッドスミスＨ‐G2，etc.，
種牡馬

ダイナフォースDynaforce（03 牝 Dynaformer）FR・USA５勝，ビヴァ
リーディＳ‐G1，フラワーボールＳ‐G1，P. Charles Laffitte‐L，etc.

生産牧場 北海道様似町田代
スイートフアーム

購買市場 北海道セレクションセール ７，７００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１３号

10 ヴァバーウエン２０２０ �・鹿 ４／ １

＊

ウォーフロント Danzig

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊

キテンズジョイ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Kitten's Joy Kitten's Firstヴァバーウエン ゴーンオーヴァーボード GoneWest

��
��
�Gone Overboard栗USA 2013 Jangada

1o
GoneWest M3×S4 Northern Dancer S4×M5



母 インヴィジブルワン（15黒鹿 ディープインパクト）１勝
初仔

２代母 ＊ワールドリープレジャー（00 USA黒鹿 Devil His Due）USA８勝，Politel
y S‐R，Summer King S３着
ウェストスピリットWest Spirit（06 牡 Smart Strike）RUS１勝
ゲイムオンデュードGame On Dude（07� Awesome Again）USA・UAE16 勝，ハ

リウッドゴールドＣ‐G1（２回），サンタアニタＨ‐G1（３回），パシフィッククラ
シック‐G1，オーサムアゲインＳ‐G1，米グッドウッドＳ‐G1，カリフォルニア
ンＳ‐G2，チャールズタウンクラシック‐G2，サンアントニオＳ‐G2（２回），etc.

マイキーMy Key（10牡 Macho Uno）KOR８勝
ワールドリースター（12牡 アドマイヤドン）１勝
カルトデュモンド（14牡 ディープインパクト）��未出走��４勝
ルプレジール（16牝 ゴールドアリュール）２勝
ケイキビーチ（17牝 キングカメハメハ）�１勝

３代母 ファストプレジャー Fast Pleasure（92 USA黒鹿 Fast Play）USA10 勝

４代母 シスプレジャーファガー Sis Pleasure Fager（80 USA栗 What a Pleasure）
USA７勝，Constitution S２着，Marigold S２着，Lieutenant Govern
or of Kentucky S３着

５代母 プリンセスファガーPrincess Fager（72 USA栗 Dr. Fager）USA２勝
［子］ ＊プレジャーコネクション（89牝 Danzig Connection）USA８勝，Cinc

innati Trophy S‐L，Valdale S‐L，Rolling Meadows S，etc.
ジスワンフォースー Thisonefor Sue（92牡 Star de Naskra）USA２勝，
Pioneer S，Minstrel S２着

［孫］ ＊ケイエスミラクル（88牡 Stutz Blackhawk）５勝，スワンＳ‐Jpn2，マ
イルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，オパールＳ‐OP，etc.

エノマオ Enomao（92牡 Conquilot）VEN12勝，P. Ciudad de Valenci
a‐L

［曾孫］ ジャストベットオンミー Just Bet OnMe（94牝 Darn That Alarm）U
SA４勝，Seaquay H

生産牧場 北海道新ひだか町三石本桐
田上 徹

購買市場 北海道セレクションセール １１，０００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－６号

11 インヴィジブルワン２０２０ �・鹿 １／２１
Kingmambo

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアインヴィジブルワン
＊ Devil His Due

��
��
�ワールドリープレジャー黒鹿 2015 Fast Pleasure

1l
Halo M4×M5



母 ＊テンダーエモーション（11 GB栗 Pivotal）GB・FR・GER２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シゲルブイン（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）���１勝�

２代母 シルカズシスター Silca's Sister（03 GB栗 Inchinor）GB・FR・USA２勝，
モルニー賞‐G1，カーディナルＨ‐G3 ２着
サムソナイト Samsonite（12� Pivotal）GB２勝
スタートタイム Start Time（13� Invincible Spirit）�GB・UAE５勝，ホーリス

ヒルＳ‐G3 ２着
ティグルTigrr（19 牡 Teofilo）�FR２勝

３代母 シルカシーサ Silca‐Cisa（89 GB栗 Hallgate）GB２勝，Cammidge Trop
hy‐L ２着
ムーゾコルトMuso Corto（95� Reprimand）ITY４勝，P. Fia Breeder's C‐L

２着
ゴールデンシルカGolden Silca（96牝 Inchinor）GB・FR・IRE・GER・ITY・USA・

UAE８勝，ミルリーフＳ‐G2，ツークンフツレネン‐G2，デズモンドＳ‐G3，etc.
カリパトリア Calipatria（07 牝 Shamardal）GB・FR・GER５勝，ハノーファ

ー秋季牝馬賞‐G3，Henkel‐Trophy‐L
シルカレジェンド Silca Legend（98牡 Efisio）GB・IRE・GER・NOR・SWE・D

EN６勝，Bremer Sprint Cup‐L ２着，Jagersro Sprint‐L ２着，Kla
mpenborg Store Sprint‐L ３着，種牡馬

フォーエヴァシルカ For Evva Silca（99 牝 Piccolo）GB・IRE出走
ワルシャワWarsaw（05牡 Danehill Dancer）GB・IRE・UAE・OMN６勝，

Coolmore S‐L
＊マイネルエテルネル（10牡 Tamayuz）４勝，小倉２歳Ｓ‐G3，バーデンバーデ

ンＣ‐L，デイリー杯２歳Ｓ‐G2 ３着，etc.
グリーンマナリシGreen Manalishi（01� Green Desert）GB・FR・IRE14 勝，Ci

ty Wall S‐L，Queensferry S‐L（２回），Cleves S‐L ２着，etc.
シルカキアーヴェ Silca Chiave（04牝 Pivotal）GB・IRE１勝，モイグレアスタッ

ドＳ‐G1 ２着，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着
ストリクトリーシルカ Strictly Silca（10 牝 Danehill Dancer）GB２勝，W

inkfield S‐L ２着

生産牧場 北海道日高町富川東
シンボリ牧場

購買市場 北海道セプテンバーセール １２，１００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－６号

12 テンダーエモーション２０２０ �・鹿 ３／１４

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

�
�
�
�
�
�
�
�
� Chipeta Springsドレフォン エルティマース Ghostzapper

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊

ピヴォタル Polar Falcon

�
�
�
�
�

��
��

�Pivotal Fearless Revivalテンダーエモーション シルカズシスター Inchinor

��
��
�Silca's Sister栗GB 2011 Silca‐Cisa

3c
５代までにクロスなし



母 フェザーレイ（01黒鹿 ＊エルコンドルパサー）３勝，長岡特別（芝 1200）２着，火
打山特別（芝 1400）２着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８），地方－５（18）〕
ラバーフロー（08牡栗 タニノギムレット）１勝，�５勝��入着２回
オハイアリイ（09牝青鹿 ＊ホワイトマズル）��１勝�
サムソンズプライド（10牡鹿 メイショウサムソン）５勝，プリンシパルＳ‐LR

（芝 2000），白富士Ｓ‐L（芝 2000）３着，緑風Ｓ（芝 2400），稲村ヶ崎特別（芝 2000），
山藤賞（芝 2000），早春Ｓ（芝 2400）２着，迎春Ｓ（芝 2200）２着，オクトーバー
Ｓ（芝 2400）２着，緑風Ｓ（芝 2400）２着，スピカＳ（芝 1800）３着，etc.

ネロフレイバー（11牡黒鹿 アドマイヤドン）�１勝��入着８回
プレイアンドラスト（12牝鹿 メイショウサムソン）�２勝
デュパルクカズマ（14�鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝，	
１勝�８勝
カネトシバレンシア（18牝栗 ＊ノヴェリスト）	１勝
ケンインパルス（19牡栗 ＊ヘニーヒューズ）	��入着

２代母 エルフィンフェザー（95鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，月岡特別３着
ナイトアットオペラ（02牝 ＊オペラハウス）３勝，房総特別２着，まりも特別２着，

葉牡丹賞２着
ウイングビート（03� ＊エルコンドルパサー）３勝
エルフィンパーク（05牝 タニノギムレット）不出走

ブレスジャーニー（14牡 ＊バトルプラン）３勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3，サウジア
ラビアＲＣ‐G3，チャレンジＣ‐G3 ３着，アルデバランＳ‐OP ３着

カールファターレ（07牝 キングカメハメハ）１勝
フェニーチェ（09牝 ＊ファルブラヴ）４勝
ビービーガウディ（14牡 ＊カジノドライヴ）４勝，大雪Ｈ，新緑賞，立川特別３着，

	��３勝�

３代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，札

幌記念‐Jpn2（２回），産経大阪杯‐Jpn2，etc.，年代表，優古牝
ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞‐G2，etc.，

UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

生産牧場 北海道浦河町野深
高昭牧場

購買市場 北海道セレクションセール １５，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－１号

13 フェザーレイ２０２０ 牡・鹿 ３／１２

＊

ウォーフロント Danzig

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�エルコンドルパサー ＊サドラーズギャルフェザーレイ ＊サンデーサイレンス

��
��
�エルフィンフェザー黒鹿 2001 ダイナカール

＊パロクサイド 8f
Northern Dancer S4×M5×M5 Mr. Prospector M4×S5 Halo M4×S5



母 ラブミーテンダー（12鹿 ゼンノロブロイ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 フォーチュンワード（05黒鹿 ＊デヒア）３勝，芙蓉Ｓ‐OP，ダリア賞‐OP ２着，
相模湖特別，三面川特別３着
グレイトパール（13牡 キングカメハメハ）７勝，アンタレスＳ‐G3，平安Ｓ‐G3，

仁川Ｓ‐L，初夢Ｓ，��７勝�１勝���，中島記念，etc.
サトノフォーチュン（18牡 ディープインパクト）�２勝，ゆりかもめ賞３着

３代母 コパノオマモリ（00鹿 ＊エリシオ）不出走

４代母 ビクトリアクラウン（79栗 ＊フアバージ）６勝，エリザベス女王杯，クイーン
Ｓ，クイーンＣ，新潟３歳Ｓ，牝馬東タイ杯２着，etc.，優２牝，優３牝
［子］ ビューチフルロマン（86牝 ＊ノノアルコ）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，関越

Ｓ‐OP，秋嶺Ｓ，etc.
クラシックダンサー（87牝 ＊ノーザンテースト）５勝，白秋Ｓ，阿賀野川
特別，秋川特別，etc.

ヒトメボレ（89牝 ＊モガミ）３勝，佐渡Ｓ，月岡特別３着，弥彦特別３着
［孫］ ブロンコーネ（03牝 ＊ブライアンズタイム）１勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着
［曾孫］ カチューシャ（09牝 ＊ケイムホーム）６勝，オアシスＳ‐L，etc.，��入

着２回，Ｌプレリュード‐Jpn2 ３着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着
ブライトアイザック（06牡 スペシャルウィーク）７勝，欅Ｓ‐L，ペルセウ
スＳ‐L ３着，アハルテケＳ‐OP，etc.

アルトップラン（05牡 マヤノトップガン）５勝，東海Ｓ‐G2 ３着，両国
Ｓ，美唄特別，etc.

セイコーサンデー（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，目黒記念‐Jpn2 ３
着，エイプリルＳ‐OP ２着，スピカＳ，etc.

ドットコム（05牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ホープフルＳ‐L ３着，美
浦Ｓ，習志野特別，etc.

トミケンユークアイ（09� メイショウボーラー）５勝，マリーンＳ‐LR
３着，釜山Ｓ，津軽海峡特別，etc.

ブラックランナー（03牡 ＊クロフネ）５勝，仁川Ｓ‐L ３着，アレキサンド
ライトＳ，千葉ＴＶ杯，etc.

生産牧場 北海道新ひだか町静内田原
千代田牧場

購買市場 北海道セレクションセール １３，２００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－１号

14 ラブミーテンダー２０２０ 牡・黒鹿 ３／１６
Kingmambo

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルラブミーテンダー ＊デヒア

��
��
�フォーチュンワード鹿 2012 コパノオマモリ

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M5



母 エリモフェザー（10栗 ＊シニスターミニスター）４勝，鳥屋野特別（Ｄ1200）
〔産駒馬名登録数：２〕
ハルハル（18牝鹿 マツリダゴッホ）��出走�入着
イスラアネーロ（19牡栗 イスラボニータ）�入着３回

２代母 リトルマーメード（01栗 ＊トワイニング）２勝
ビビビ（12牝 ＊ワイルドラッシュ）��１勝�３勝
アポロナイスジャブ（13� ＊アポロキングダム）３勝，��出走��２勝�１勝
グッドアビリティ（14牝 ブラックタイド）�４勝
フォルメッシ（18牡 ＊ロージズインメイ）���２勝

３代母 エリモドリーム（95鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
エリモニックス（00牡 ＊ブラックタイアフェアー）�２勝�２勝	�
キャッチザドリーム（02牝 ＊アフリート）出走

ウインシンデレラ（11牝 スパイキュール）�２勝��１勝
ミチノクワンコソバ（12牝 エイシンサンディ）
４勝

ドリームガールズ（05牝 サクラバクシンオー）１勝，障害１勝
エクセルフラッグ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝

４代母 エリモキリコ（90鹿 マルゼンスキー）不出走

５代母 サニーエンゼル（79鹿 ＊エリモホーク）１勝
［子］ エリモドミネ（84牡 ＊ステイールハート）５勝，響灘特別，ＵＨＢ賞，御

在所特別，etc.
エリモノオオカミ（91牡 ＊リヴリア）２勝，横津岳特別，奥只見特別２着
エリモチャレンジ（89牡 ＊ウオロー）�２勝�３勝
エリモワンダー（88牡 アスワン）�１勝

生産牧場 北海道新ひだか町静内目名
岡田スタツド

購買市場 北海道セレクションセール ８，８００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－１号

15 エリモフェザー２０２０ 牡・鹿 ４／１６
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊ Old Trieste

�
�
�
�
�

��
��

�シニスターミニスター Sweet Ministerエリモフェザー ＊トワイニング

��
��
�リトルマーメード栗 2010 エリモドリーム

＊マタテイナ 6b
Halo S4×S5



母 ハタノファベルジェ（08鹿 Lemon Drop Kid）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（６）〕
ハタノソルプレーザ（12牡鹿 ＊ブライアンズタイム）�１勝�２勝
ハタノコンフリクト（13牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝�入着�
ヴィーヴァステラ（16牝鹿 ＊ハービンジャー）���１勝
ミステール（17牝鹿 ネオユニヴァース）�１勝
ラウルス（19牡鹿 ＊アジアエクスプレス）��入着

２代母 ＊クラスター（97 USA黒鹿 Danzig）USA出走
アーバンウォリアーUrbanWarrior（01 牡 Cape Town）USA６勝，Chenery

S，種牡馬
ハタノアブソルート（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，�１勝�１勝��入着，大

村湾賞，水無月賞２着，志布志湾賞３着
テイエムイナズマ（10牡 ブラックタイド）５勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，小倉日経

ＯＰ‐LR，大阪城Ｓ‐L，キャピタルＳ‐L ２着，六甲Ｓ‐LR ２着，etc.
ハタノガイスト（12	 サクラバクシンオー）１勝
ハタノインサイト（13牝 ＊フレンチデピュティ）１勝

３代母 ノット Knot（82 USA黒鹿 Majestic Light）USA２勝，Churchill Downs
Debutante S
ブレイドBraid（88 牝 Devil's Bag）不出走

ロードウェスト LordWest（96 牡 West byWest）USA３勝，Summit Silv
er Cup H‐R ３着

ヒッチ Hitch（89牝 Cox's Ridge）USA９勝，HBPA H‐L，Dogwood S‐L，
Clipsetta S‐L，etc.
スティント Stint（96 牝 Wild Again）USA３勝，Thelma S‐L ３着
ジョイン Join（99 牝 Danzig）USA１勝，Audubon Oaks３着
＊バロンカラノテガミ（00牡 ＊コロナドズクエスト）５勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3

３着，越後Ｓ‐OP ３着，ＴＶ埼玉杯，etc.
スレッド Thread（91牝 Topsider）USA６勝，Audubon Oaks‐L，Palisade

s S‐L，Regret S‐L ２着，etc.
ウェンドWend（01牝 Pulpit）USA７勝，ジェニーワイリーＳ‐G2，ニューヨ

ークＨ‐G2，ハニーフォクスＨ‐G3，etc.

生産牧場 北海道日高町富川東
有限会社グッドラック・ファーム

購買市場 北海道サマーセール １５，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－１号

16 ハタノファベルジェ２０２０ 牡・黒鹿 ５／ ３
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

レモンドロップキッド Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�Lemon Drop Kid Charming Lassieハタノファベルジェ
＊ Danzig

��
��
�クラスター鹿 2008 Knot

16g
Hail to Reason S5×S5



母 タカミツサクラ（14鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
キタノロッキー（19牡黒鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�出走

２代母 キタノオーロラ（05栗 ＊グランデラ）２勝，佐渡金銀山特別

３代母 スピーディローザー（95栗 ＊ヘクタープロテクター）３勝，信貴山特別，かも
め島特別２着，天神橋特別３着
キタノリューオー（04牡 ＊タバスコキャット）４勝，フリーウェイＳ，立春賞，奥多

摩Ｓ２着，etc.
シャイニータイガー（06牡 ステイゴールド）４勝，白鷺特別，萬代橋特別２着

４代母 タイガーローザ（85栗 カネミノブ）２勝，フラワーＣ‐Jpn3 ３着，ひいらぎ
賞‐OP，野菊賞２着，きんもくせい特別２着，葉牡丹賞３着
［子］ リアルサイボーグ（94牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，山吹賞３着
［孫］ ファションローザ（97牝 ＊シャンハイ）�１勝�３勝，さつき賞２着

５代母 クインテツソ（74栗 ＊テツソ）不出走
［子］ タイガーボーイ（82牡 ＊ボールドラツド）４勝，セントライト記念‐Jpn3，

函館記念‐Jpn3 ２着，マーガレット賞
タイガールイス（83牡 ＊ボールドラツド）８勝，フェブラリーＨ‐Jpn3 ２
着，根岸Ｓ‐Jpn3 ２着，七夕賞‐Jpn3 ３着，etc.，�１勝��

［孫］ タイガーエース（89牡 ＊メンデス）３勝，府中３歳Ｓ‐OP ２着，クローバ
ー賞‐OP ３着，春菜賞，etc.，�８勝

タイガーチャンプ（92牡 ＊アレミロード）６勝，いちょうＳ‐OP ２着，ス
トークＳ，ゴールデンスパーＴ，etc.，種牡馬

タイガープリンス（84牡 ＊ロイヤルニジンスキー）２勝，ひいらぎ賞‐OP
２着，河口湖特別，佐倉特別２着，etc.

アネスト（97牝 オグリキャップ）�１勝��入着２回，東京３歳優駿牝馬２着
ロバートタイガー（88牡 ＊メンデス）４勝，船橋Ｓ，昇仙峡特別，迎春Ｓ
３着，�２勝

アラマサプリンセス（91牝 ダイナガリバー）４勝，習志野特別，織姫賞，
日本海Ｓ２着

生産牧場 北海道日高町清畠
木村牧場

購買市場 北海道サマーセール ５，９４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－２号

17 タカミツサクラ２０２０ 牡・鹿 ５／１８
＊ Kris S.

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythタカミツサクラ ＊グランデラ

��
��
�キタノオーロラ鹿 2014 スピーディローザー

＊タイランツクヰーン 14f
５代までにクロスなし



母 コパノリンデン（12鹿 ゴールドアリュール）�１勝��
〔産駒馬名登録数：１〕
ヴェルトクリーガー（19牡鹿 ＊エスケンデレヤ）�出走

２代母 ヒガシリンクス（99鹿 ＊トニービン）不出走
コパノオーシャンズ（04牝 アグネスタキオン）４勝，朱鷺Ｓ‐OP，水無月特別，あ

やめ賞２着，北九州短距離Ｓ３着（２回），木津川特別３着
ブライズルーム（18牝 ルーラーシップ）�１勝

シノブワンダー（06牡 ＊グランデラ）�１勝
シルクターンベリー（07牡 ＊アフリート）３勝，�３勝
サイモンロード（08� ＊シンボリクリスエス）１勝，�11 勝����	
�，かきつ

ばた記念‐Jpn3 ３着，梅見月杯（３回），名古屋記念（２回），東海菊花賞，東
海桜花賞，etc.

コパノツイテル（09牡 ＊アルカセット）１勝，�11 勝
コパノリチャード（10牡 ダイワメジャー）６勝，高松宮記念‐G1，スワンＳ‐G2，

阪急杯‐G3，アーリントンＣ‐G3，阪神Ｃ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
コパノピエール（14牡 ダイワメジャー）２勝，舞子特別２着，鷹ケ峰特別３着，出

石特別３着，�１勝
コパノロビンソン（15牡 ダイワメジャー）�２勝

３代母 ビッグラブリー（92鹿 Caerleon）１勝
マルケイボス（10牡 アドマイヤボス）�２勝，若鮎賞３着

４代母 ＊アルガリー（85 USA栗 Blushing Groom）GB入着４回
［子］ ウェディングベリー（93牝 ＊スキャン）２勝，清澄特別，アメジストＳ３着

ファイナリー（95牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，新津特別３着，寺泊特別３
着，�２勝

［孫］ コパノフウジン（02牡 ＊ヘネシー）４勝，福島民友Ｃ‐L，シルクロードＳ
‐G3 ２着，京阪杯‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

ユキノアラシ（04牡 エアジハード）�７勝��，兵庫ダービー，菊水賞
コアレスウィーク（02� スペシャルウィーク）２勝，二王子特別，大森浜
特別３着，熊野特別３着

テーオーソルジャー（11牡 ゴールドアリュール）３勝，萌黄賞

生産牧場 北海道日高町福満
ヤナガワ牧場

購買市場 北海道サマーセール １６，５００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－２号

18 コパノリンデン２０２０ 牡・鹿 ３／２５

＊

デュバウィ Dubai Millennium

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤコパノリンデン ＊トニービン

��
��
�ヒガシリンクス鹿 2012 ビッグラブリー

＊アルガリー 6b
Northern Dancer S5×M5



母 ボウルズ（15鹿 エイシンフラッシュ）１勝
初仔

２代母 アグネスメープル（08栗 アグネスタキオン）�２勝
ヒイロメープル（17牡 ＊パイロ）���３勝
シュシュエラブル（19牝 エピファネイア）��出走�１勝

３代母 アグネスミネルバ（94栗 ＊トニービン）４勝，壬生特別，北摂特別，かささぎ
賞２着
アグネスラズベリ（01牝 エアジハード）７勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，阪神牝馬

Ｓ‐G2 ２着，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，�１勝
レッドオルバース（12牡 ダイワメジャー）３勝，錦秋Ｓ２着，安達太良Ｓ２着，

夏至Ｓ２着，etc.
ブリリアントクロス（03牝 ＊エルコンドルパサー）１勝

サクラディソール（10牝 ダイワメジャー）３勝，アネモネＳ‐LR ３着，犬山特
別，菜の花賞，etc.

ラヴファンタジスタ（05牡 ＊ファルブラヴ）２勝，有明特別３着
ワイルドベリー（06牝 フジキセキ）出走

アシドベリー（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，�３勝��１勝，ブ
ロッサムＣ３着

テムジン（09牡 ディープインパクト）４勝，富嶽賞，藤森Ｓ２着，etc.，��４勝，
サンタアニタＴ２着

４代母 ＊ベリアーニ（85 USA鹿 Nureyev）GB・USA２勝
［子］ スターバレリーナ（90牝 Risen Star）４勝，ローズＳ‐Jpn2，高松宮杯

‐Jpn2 ２着，毎日王冠‐Jpn2 ３着，etc.
［孫］ アンドゥオール（99牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ‐Jpn2，マー

チＳ‐Jpn3，ベテルギウスＳ‐L ２着，etc.，��出走
グランパドドゥ（97牝 フジキセキ）３勝，中日新聞杯‐Jpn3，オークス
‐Jpn1 ５着，秋華賞‐Jpn1 ５着，etc.

［曾孫］ ロゴタイプ（10牡 ローエングリン）６勝，皐月賞‐G1，安田記念‐G1，朝
日杯フューチュリティＳ‐G1，etc.，優２牡，種牡馬

生産牧場 北海道日高町富川西
チャンピオンズファーム

購買市場 北海道サマーセール ８，５８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－２号

19 ボウルズ２０２０ 牡・鹿 ３／ ２
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンフラッシュ ＊ムーンレディボウルズ アグネスタキオン

��
��
�アグネスメープル鹿 2015 アグネスミネルバ

＊ベリアーニ 8k
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5



母 ポリリズム（06栗 ＊バチアー）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（３）〕
バトルムーングロウ（11牝栗 アドマイヤムーン）２勝，勝浦特別（芝 1200）２着
マカルーテソーロ（16牡鹿 ローズキングダム）入着，�３勝��
マリトッツォ（19牝鹿 ドゥラメンテ）�未出走

２代母 スプリットザナイト（95鹿 ＊トニービン）出走
マジシャン（00牡 ダンスインザダーク）入着２回，�３勝�３勝�入着�
アドマイヤモナーク（01牡 ＊ドリームウェル）８勝，日経新春杯‐G2，ダイヤモンド

Ｓ‐Jpn3，有馬記念‐G1 ２着，京都大賞典‐G2 ２着，日経賞‐G2 ３着，etc.
アドマイヤセナ（03牡 アグネスタキオン）３勝，千里山特別２着，春日特別２着，

糸魚川特別２着
アドマイヤカーリン（08牡 ディープインパクト）２勝，玄海特別２着，芦ノ湖特別

２着，白鷺特別２着，淡路特別３着
デビル（11牡 ダイワメジャー）１勝
ライトファンタジア（12牝 ゼンノロブロイ）３勝，すみれＳ‐OP ２着，淡路特別２

着，高雄特別２着，梅花賞２着，西海賞３着
マレボプール（13牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，クリスマスローズＳ‐OP

３代母 ＊サウンド（84 USA芦 Danzig）USA１勝
ハギノリアルキング（90牡 ＊リアルシヤダイ）７勝，日経新春杯‐Jpn2，目黒記念

‐Jpn2，天皇賞（春）‐Jpn1 ３着，etc.
パルセイト（91牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，桃

花賞，北総特別２着，etc.
トーセンブリリアン（03牝 ＊ホワイトマズル）出走
トーセンベニザクラ（09牝 ダイワメジャー）４勝，フェアリーＳ‐G3，初
音Ｓ，etc.，��入着	，しらさぎ賞３着

ロングセレッソ（92牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，横津岳特別３着
サウンドカーニバル（00牝 バブルガムフェロー）入着，��１勝

マツリバヤシ（08牝 スマートボーイ）�１勝��入着２回
，エーデルワイス
賞‐Jpn3 ２着，ユングフラウ賞２着，東京２歳優駿牝馬３着，etc.

４代母 ディンDin（74 USA芦 Drone）USA３勝，リトルシルヴァーＨ‐G3

生産牧場 北海道新ひだか町三石川上
乾 皆雄

購買市場 北海道セレクションセール ８，８００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－２号

20 ポリリズム２０２０ 牡・栗 １／２６
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊ Desert Style

�
�
�
�
�

��
��

�バチアー MorningWelcomeポリリズム ＊トニービン

��
��
�スプリットザナイト栗 2006 ＊サウンド

1l
Be My Guest M4×S5 Danzig M4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5



母 レッドセイリング（10鹿 ゼンノロブロイ）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ブルベアモル（17牡鹿 レッドスパーダ）��１勝
ニシノアナ（19牝鹿 ＊ドレフォン）�１勝

２代母 ＊チャールストンハーバー（98 USA鹿 Grindstone）USA出走
アシュレイリバー（04牝 Mr. Greeley）１勝

スマイル（16牡 ダイワメジャー）�４勝，迎春Ｓ，館山特別，長良川特別２着，
グッドラックＨ２着

アルマフォルト（17牡 ジャスタウェイ）�１勝，唐戸特別３着
カレンデイムーン（08牡 タニノギムレット）２勝，竹尾特別３着
カレンブラックヒル（09牡 ダイワメジャー）７勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，毎日王冠‐G2，

ＮＺトロフィー‐G2，小倉大賞典‐G3，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，etc.，種牡馬
レッドアルヴィス（11牡 ゴールドアリュール）５勝，ユニコーンＳ‐G3，欅Ｓ‐L，

すばるＳ‐L，大和Ｓ‐OP ２着
プエルト（12� メイショウサムソン）２勝，��１勝
モーゼス（13牡 ダイワメジャー）１勝，ひめさゆり賞３着

３代母 ペニーズヴァレンタイン Penny's Valentine（89 USA栗 Storm Cat）FR・I
TY・USA２勝，伊１０００ギニー‐G2 ３着
ペニーズゴールド Penny's Gold（97 牝 Kingmambo）FR・USA７勝，ボールスト

ンスパＨ‐G3，ジェニーワイリーＳ‐G3，クインシー賞‐G3，etc.
ロイヤルオポチュニティRoyal Opportunity（03 牝 Kingmambo）USA１勝

ストレイトオヴザンジバル Strait of Zanzibar（09� Arch）GB・IRE・UAE1
0 勝，El Gran Senor S‐L

＊ザーキー（05牝 Kingmambo）GB入着
ペニーズピクニック Penny's Picnic（10牡 Kheleyf）FR５勝，クリテリヨムドメゾ

ンラフィット‐G2，エクリプス賞‐G3，P. La Fleche‐L，etc.，種牡馬

４代母 ミセズペニーMrs. Penny（77 USA栗 Great Nephew）GB・FR・IRE・US
A６勝，仏オークス‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1，チヴァリーパークＳ‐G1，クイ
ーンシャーロットＨ‐G3，チェリーヒントンＳ‐G3，etc.

生産牧場 北海道浦河町杵臼
杵臼牧場

購買市場 北海道セレクションセール １１，０００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－２号

21 レッドセイリング２０２０ 牡・黒鹿 ４／１６
マルジュ ＊ラストタイクーン

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ Marju

�
�
�
�
�
�
�
�
� Flame of Taraサトノクラウン

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルレッドセイリング
＊ Grindstone

��
��
�チャールストンハーバー鹿 2010 Penny's Valentine

25
Mr. Prospector S5×M5



母 ダイワサンルージュ（06鹿 ＊コロナドズクエスト）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（６）〕
グランプリブレイド（11牡黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝
コウエイラブリー（12牝鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝
ローザルージュ（13牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝，��１勝���入着３回
クールマドカ（14牝黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）�３勝�入着５回�
クールキッズ（15牝栗 ゴールドアリュール）�２勝

２代母 サンルージュ（92鹿 ＊シエイデイハイツ）不出走
ホーマンハンター（97牡 ＊ジェイドハンター）１勝，�１勝
デザートモーニング（02牡 ＊グラスワンダー）１勝，臥牛山特別３着
ダイワパッション（03牝 ＊フォーティナイナー）４勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，

フェアリーＳ‐Jpn3，黒松賞
エポカドーロ（15牡 オルフェーヴル）３勝，皐月賞‐G1，日本ダービー‐G1 ２

着，スプリングＳ‐G2 ２着，あすなろ賞，種牡馬
キングストンボーイ（18牡 ドゥラメンテ）�２勝，青葉賞‐G2 ２着，ベゴニア賞

マイネルヴルメリオ（04牡 バブルガムフェロー）１勝，和田岬特別３着，�２勝
ダンツミラション（07牝 キングカメハメハ）１勝

３代母 ＊チカノヴァ（83 USA鹿 Northern Dancer）不出走
ダロスDaros（89� ＊ダミスター）GB・FR・USA４勝，デルマーダービー‐G2，

Doncaster Mile‐L，オークトリー招待Ｓ‐G1 ３着，etc.

４代母 ケルンルージュ Cairn Rouge（77 IRE 鹿 ＊ピツトカーン）GB・FR・IRE・U
SA６勝，愛１０００ギニー‐G1，英チャンピオンＳ‐G1，コロネイションＳ‐G2，マ
ルカイＳ‐G3，英チャンピオンＳ‐G1 ２着，etc.
［孫］ バートベルトリヒアゲン Bad Bertrich Again（93 牡 ＊ドージング）FR・

GER・ITY・USA・SWI３勝，オイローパシャンピオナート‐G2
デインフェアDanefair（92 牝 ＊デインヒル）FR４勝，ミネルヴ賞‐G3，
P. des Tuileries‐L，P. Melisande‐L

プロリックス Prolix（95 牡 Kris）GB・FR・UAE・SAU16勝，スコテイ
ッシュクラシック‐G3，Dee S‐L，ロイヤルロッジＳ‐G2 ２着，etc.，
種牡馬

生産牧場 北海道新ひだか町三石本桐
久井牧場

購買市場 北海道サマーセール １４，８５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－２号

22 ダイワサンルージュ２０２０ 牡・栗 ４／２４

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormエスケンデレヤ アルデバランライト Seattle Slew

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�コロナドズクエスト Laughing Lookダイワサンルージュ ＊シエイデイハイツ

��
��
�サンルージュ鹿 2006 ＊チカノヴァ

1l
Northern Dancer M4×S5×S5 Raise a Native S5×M5



母 セカンドノホシ（01鹿 シンボリルドルフ）１勝，�１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（13）〕
スターリバイバル（06牡栗 ゴールドアリュール）１勝，岳特別（Ｄ1700）２着
ムサシグラスオー（07牡鹿 ＊グラスワンダー）���２勝・５勝
スプリングボックス（14牡黒鹿 ハーツクライ）入着３回，障害３勝，小倉サマージ

ャンプ‐JG3（3390），�３勝，金沢スプリングＣ（Ｄ1900）３着
ランパートエース（15牡栗 ゼンノロブロイ）�３勝
コスモギンガ（17牝芦 ゴールドシップ）１勝，山藤賞（芝 2000）２着，きんもくせ

い特別（芝 1800）３着，���出走
マイトシップ（19牡鹿 ゴールドシップ）�出走

２代母 セカンドサービス（94鹿 ＊リズム）不出走
ドリームキッズ（99牡 ミホノブルボン）入着，ラベンダー賞‐OP ２着，�３勝，野菊賞
リンガスファースト（04牡 ＊オペラハウス）２勝，�３勝
メイクデュース（06牝 トウカイテイオー）１勝，日田特別２着，りんどう賞３着

ウィナーポイント（15牝 スクリーンヒーロー）�３勝，汐留特別，ＳＴＶ杯２
着，初咲賞３着，糸魚川特別３着

３代母 ＊ファーストサービス（85 USA栗 Blushing Groom）GB出走
マフブーバMahboobah（90牝 Diesis）不出走

ブームブームベイビーBoom Boom Baby（97牝 True Hero）不出走
ブームタイムセイヴィングズ Boom Time Savings（03 牝 Secret Savings）
AUS入着４回，ＡＴＣリースリングスリッパートライアル‐G2 ２着，
ＡＴＣシルヴァースリッパーＳ‐G2 ２着

ブームワー Boomwaa（11� Mutawaajid）AUS７勝，ＶＲＣマリバーノ
ンプレイト‐G3，ＭＲＣヴェインＳ‐G3 ３着，VRCMaribyrnong Tr
ial S‐L ３着

４代母 トーナメントスター Tournament Star（78 USA鹿 Nijinsky）USA３勝，
Busher H２着，Beaugay H３着，My Fair Lady H３着
［孫］ ディレイオヴゲイムDelay of Game（93� Summer Squall）USA16 勝，

スタイヴァサントＨ‐G3，Tampa Bay BC S‐L（２回），キーン
ランドターフマイル‐G2 ２着，etc.

生産牧場 北海道日高町賀張
出口牧場

購買市場 北海道セプテンバーセール ８，２５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－２号

23 セカンドノホシ２０２０ 牡・芦 ４／１４
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュゴールドシップ メジロマックイーン

��
��
�ポイントフラッグ芦 2009 パストラリズム

＊パーソロン

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリルドルフ スイートルナセカンドノホシ ＊リズム

��
��
�セカンドサービス鹿 2001 ＊ファーストサービス

23b
５代までにクロスなし



母 シャイニインパクト（15青鹿 ディープインパクト）出走
初仔

２代母 ＊ウイングドキャット（00 USA黒鹿 Storm Cat）不出走
メイショウシェイク（06牡 ＊タイキシャトル）２勝
タキオンコウショウ（07牝 アグネスタキオン）１勝
ウイングザムーン（09牝 アドマイヤムーン）６勝，オパールＳ‐LR ３着，安土城Ｓ

‐OP，鞍馬Ｓ‐OP ２着，石清水Ｓ，浜松Ｓ２着，etc.
ホッコーユニバース（10牝 アグネスタキオン）出走

ハッピーハッピー（15牝 ＊シニスターミニスター）��15 勝，佐賀ヴィーナスＣ，
吉野ヶ里記念２着，佐賀王冠賞２着，吉野ヶ里記念３着，中島記念３着

ワンダープチュック（14牡 ハーツクライ）�５勝，福島ＴＶＯＰ‐OP ２着，長岡Ｓ，
錦Ｓ，六波羅特別，松浜特別，etc.

３代母 ウィングレットWinglet（88 USA鹿 Alydar）USA２勝，プリンセスＳ‐G2，
ラカニャーダＳ‐G2 ２着，リンダヴィスタＨ‐G3 ３着
アジーナ Ajina（94牝 Strawberry Road）USA７勝，ＢＣディスタフ‐G1，マザー

グースＳ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，デムワゼルＳ‐G2，etc.
マンチュリアンManchurian（00牡 Deputy Minister）USA３勝，Stymie H
ジーニ Jinni（03 牝 A.P. Indy）USA３勝，Calder Oaks‐L ３着

コブラKobla（95 牝 Strawberry Road）USA出走
クオリティロードQuality Road（06牡 Elusive Quality）USA８勝，ドンＨ

‐G1，フロリダダービー‐G1，メトロポリタンＨ‐G1，etc.，種牡馬
コブラキャットKobla Cat（08 牝 Tale of the Cat）不出走
ビチューメン Bitumen（14� Mineshaft）�USA８勝，サンフォードＳ‐G3

ロブズスピリット Rob's Spirit（97 牡 Theatrical）USA４勝，ベルモントレキシン
トンＳ‐G3，サラナクＨ‐G3，ヒルプリンスＳ‐G3 ２着，種牡馬

ゾーリZori（98 牝 A.P. Indy）USA入着
バンクジエイト Bank the Eight（07� Distorted Humor）USA８勝，Fed

erico Tesio S
ズールーアルファ Zulu Alpha（13� Street Cry）�IRE・USA12 勝，ペガサ

スワールドＣターフ招待Ｓ‐G1，エルクホーンＳ‐G2，マックディアミダ
Ｓ‐G2（２回），etc.

生産牧場 北海道浦河町野深
高昭牧場

購買市場 北海道セレクションセール ７，７００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１１号

24 シャイニインパクト２０２０ 牡・黒鹿 ３／ ５
マルジュ ＊ラストタイクーン

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ Marju

�
�
�
�
�
�
�
�
� Flame of Taraサトノクラウン

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアシャイニインパクト
＊ Storm Cat

��
��
�ウイングドキャット青鹿 2015 Winglet

13c
Northern Dancer S5×M5



母 ＊オーデュボンパーク（13 USA鹿 Candy Ride）USA１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
モズクレオパトラ（19牝栗 American Pharoah）�出走

２代母 ＊ゼラスキャット（06 USA栗 Storm Cat）USA１勝
タピキャット Tapicat（10 牝 Tapit）USA４勝，フロリダオークス‐G3，Voodo

o Dancer S，ブエナヴィスタＳ‐G2 ３着，レイクジョージＳ‐G2 ３着，
Pebbles S‐L ２着

＊ジェラスキャット（11牝 Tapit）USA３勝
デュードヴァン（17牡 ＊デクラレーションオブウォー）�３勝，ユニコーンＳ

‐G3 ２着，師走Ｓ‐L ３着，グリーンチャンネルＣ‐L ３着，青竜Ｓ‐OP，
カトレア賞

サトノポーラスター（17� ダイワメジャー）１勝
エンスージアズム（18牝 ディープインパクト）�２勝，フラワーＣ‐G3 ２着

３代母 トレイルロバリーTrail Robbery（91 USA栗 Alydar）USA入着
ポハーヴェ Pohave（98� Holy Bull）USA５勝，トリプルベンドＨ‐G1，ロスア

ンジェルスタイムズＨ‐G3，エインシェントタイトルＨ‐G1 ２着，etc.
マイカトリオーナMy Catriona（05牝 Tactical Cat）不出走

クヴェルKvell（09 牝 More Than Ready）USA１勝
ボウスター Boaster（16 牡 Creative Cause）�USA９勝，West Virgin
ia Breeders' Classic S‐R ３着

４代母 トラックロバリー Track Robbery（76 USA栗 No Robbery）USA22 勝，ア
ップルブラッサムＨ‐G1，スピンスターＳ‐G1，ヴァニティＨ‐G1，サンタアナ
Ｈ‐G2，ビヴァリーヒルズＨ‐G3，etc.
［子］ トレインロバリー Train Robbery（87 牝 Alydar）USA８勝，モンマスパ

ークＢＣＨ‐G3，ハニービーＳ‐G3，Remington Park Oaks‐L，etc.
［孫］ キャットシーフ Cat Thief（96 牡 Storm Cat）USA４勝，ＢＣクラシック

‐G1，スワップスＳ‐G1，ブリーダーズフュチュリティ‐G2，etc.，種牡馬
［曾孫］ ラシャングリーク Russian Greek（09牡 Giant's Causeway）USA12 勝，

California Derby‐L，Gold Rush S‐L，Carl Hanford Me
morial S３着

生産牧場 北海道新冠町万世
森永 聡

購買市場 北海道セレクションセール １１，０００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１１号

25 オーデュボンパーク２０２０ 牡・黒鹿 ２／２６
Kingmambo

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊

キャンディライド Ride the Rails

�
�
�
�
�

��
��

�Candy Ride Candy Girlオーデュボンパーク
＊ Storm Cat

��
��
�ゼラスキャット鹿USA 2013 Trail Robbery

13b
Raise a Native S5×M5 Northern Dancer S5×M5



母 ケーズノーツ（14青鹿 サクラプレジデント）�出走
初仔

２代母 リバーサウンド（03黒鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
カワカミタキオン（09牝 アグネスタキオン）不出走

スマイルサルファー（18� ＊プリサイスエンド）��４勝�１勝��，兵庫ダー
ビー，西日本ダービー，兵庫若駒賞２着

カワカミマゴコロ（11牝 ＊パイロ）１勝
メイショウバッハ（13牡 メイショウボーラー）４勝，２０１７ＷＡＳＪ第３戦，��７勝
イクゼファイターズ（18牡 トゥザワールド）��３勝�１勝	入着
ミルトクリーガー（19牡 メイショウボーラー）�１勝

３代母 ＊チームカラーズ（88 USA鹿 Mr. Prospector）不出走
ヘルワHelwa（95牝 Silver Hawk）不出走

ストロングシュート Strong Suit（08 牡 Rahy）GB・FR・IRE・USA５勝，英チ
ャレンジＳ‐G2，レノックスＳ‐G2，コヴェントリーＳ‐G2，etc.，種牡馬

デサルDesaru（96牡 Chief's Crown）GB１勝，ロイヤルロッジＳ‐G2 ３着
シルヴァーカラーズ Silver Colours（97 牝 Silver Hawk）GB１勝，Montrose Fil

lies S‐L
シルヴァーピヴォタル Silver Pivotal（04 牝 Pivotal）GB３勝，Michael See

ly Memorial Fillies' S‐L，ウィンターダービー‐G3 ２着
シルヴァーギャラクシー Silver Galaxy（11牡 Galileo）UAE４勝，ジェ
ベルアリマイル‐G3，Jebel Ali S‐L ３着，種牡馬

アリストクラト Aristocrat（06� Galileo）IRE・AUS５勝，Eyrefield S‐L
３着，AUS障害１勝

ゴッドオブチャンス（98牡 Cozzene）５勝，京王杯スプリングＣ‐G2，スワンＳ
‐Jpn2 ３着（２回），京都金杯‐Jpn3 ２着，etc.

ボストンカラーズ（04牡 ＊ボストンハーバー）１勝，福島中央ＴＶ杯２着，
２勝

４代母 プライヴェトカラーズPrivate Colors（82 USA黒鹿 Private Account）US
A３勝
［子］ プライヴェトドリームズ Private Dreams（04牝 ＊ヨハネスブルグ）USA

・CHI４勝，Hastings Park H

生産牧場 北海道新ひだか町三石川上
三石川上牧場

購買市場 北海道サマーセール ７，９２０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１１号

26 ケーズノーツ２０２０ 牡・黒鹿 ３／２４

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�
�
�
�
� Charming Lassieアポロキングダム ベッラガット Storm Cat

��
��
�Bella GattoUSA 栗 2003 Winter Sparkle

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーケーズノーツ ＊ブライアンズタイム

��
��
�リバーサウンド青鹿 2014 ＊チームカラーズ

6a
Mr. Prospector S4×M4 Hail to Reason M5×M5



母 エーレンガート（13鹿 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アメリカンムーン（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）��出走�１勝

２代母 ＊ブリクセン（98 USA鹿 GoneWest）GB・IRE１勝，Tyros S‐L ３着
ストーリーブック Storybook（04牝 Halling）GB・USA３勝

ロメオリーマ Romeo Lima（12牡 Medaglia d'Oro）FR・USA３勝，P. Her
od‐L ２着，種牡馬

カンクラージュ Camp Courage（13� War Front）FR・USA２勝，Grand Cr
iterium de Bordeaux‐L ２着，Criterium de l'Ouest‐L ３着

ゲットオンザバスGet On the Bus（18 牝 Uncle Mo）�USA１勝，ソレント
Ｓ‐G2 ２着

アフリカンストーリー African Story（07� Pivotal）FR・UAE・HKG８勝，ドバイワ
ールドＣ‐G1，アルマクトゥームチャレンジＲ３‐G1，ゴドルフィンマイル‐G2，
ブルジナハール‐G3（２回），アルマクトゥームチャレンジＲ２‐G2 ２着，etc.

アフリカンブルー（11� ディープスカイ）�６勝�11 勝��１勝，カンナ賞３着
アフリカンゴールド（15� ステイゴールド）�４勝，京都記念‐G2，ＡＲ共和国杯‐G2

３着，中日新聞杯‐G3 ２着，六社Ｓ，兵庫特別，etc.
イサク（16牡 マンハッタンカフェ）１勝
ロンゴノット（17牡 ＊パイロ）�２勝，横手特別２着

３代母 デイニシュDanish（91 IRE 鹿 ＊デインヒル）FR・IRE・ITY・USA６勝，Ｑ
エリザベス二世チャレンジＣ‐G1，サラトガＢＣＨ‐G3，My Charmer H‐L，
P. La Sorellina‐L，フラワーボ－ルＨ‐G1 ２着，etc.

４代母 ティーハウス Tea House（80 IRE 栗 Sassafras）FR・IRE・USA４勝，C
ornelscourt S‐L
［子］ エイス Ace（01牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・USA・UAE３勝，デズ

モンドＳ‐G3，ＢＣターフ‐G1 ２着，プリンスオヴウェイルズＳ
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ホークアイ Hawkeye（98牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・ITY・USA・
HKG・SIN３勝，デズモンドＳ‐G3，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G1
３着，ムーランドロンシャン賞‐G1 ３着，etc.，種牡馬

生産牧場 北海道日高町賀張
宝寄山 拓樹

購買市場 北海道セレクションセール １５，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－６号

27 エーレンガート２０２０ 	・鹿 ４／２６
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスジャスタウェイ Wild Again

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズエーレンガート
＊ GoneWest

��
��
�ブリクセン鹿 2013 Danish

10c
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M4×M5



母 ＊マウンテンミステリー（02 CAN栗 Mt. Livermore）USA・CAN１勝
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－９（11），地方－３（５）〕
ミッキーミステリー（07牡黒鹿 Vindication）１勝
ダイワジェシカ（08牝栗 アグネスタキオン）１勝
サトノオラクル（09牡栗 ネオユニヴァース）入着，�１勝
メジャーミノル（10牡栗 ダイワメジャー）１勝
ボンセジュール（11牝栗 ダイワメジャー）１勝
メイショウナガマサ（12牡鹿 マンハッタンカフェ）１勝，花見山特別（Ｄ1700）３着
ティープラズマ（13牝黒鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝
ダブルミステリー（14牝栗 ダイワメジャー）１勝，��３勝�
サージュミノル（15牡黒鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝，樅の木賞（Ｄ1800）２着，

もちの木賞（Ｄ1800）２着
レクスミノル（16牡栗 ヴィクトワールピサ）１勝
ランスオブマインド（17牝栗 ジャスタウェイ）��１勝
ホウオウモンスター（19牡鹿 フェノーメノ）�出走

２代母 サーチザシー Search the Sea（92 CAN栗 Seeking the Gold）USA５勝，
Ontario Damsel S‐R，Mazarine S‐L ２着，Fort Erie Breeders' Cup S
３着，Natalma S３着
テーラノヴァ Terra Nova（98牝 Mt. Livermore）USA１勝，ShadyWell S‐R

２着
アトランティクフュリー Atlantic Fury（99 牝 Wild Again）USA３勝，Cup and

Saucer S‐R，Carotene S‐R ２着，Green River S‐L ３着
エンドレスシーEndless Sea（00牝 Mt. Livermore）不出走

シルヴァーオーシャン Silver Ocean（08� Silver Train）GB・FR・GER・I
TY・UAE・NOR・SWE12勝，プラムスメモリアル‐G3，ポーラーＣ
‐G3，P. Pisa‐L，Criterium di Pisa‐L，Nickes Minneslopning
‐L（３回），etc.

ドラゴンフィッシュDragonfish（08� Arch）USA６勝

３代母 シーリージェント Sea Regent（77 CAN鹿 Vice Regent）USA３勝，On
tario Damsel S‐R，Ontario Lassie S‐R ２着

生産牧場 北海道浦河町杵臼
金成吉田牧場

購買市場 北海道サマーセール ４，７３０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－６号

28 マウンテンミステリー２０２０ �・黒鹿 ５／ ３
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

＊

マウントリヴァーモア Blushing Groom

�
�
�
�
�

��
��

�Mt. Livermore Flama Ardienteマウンテンミステリー サーチザシー Seeking the Gold

��
��
�Search the Sea栗CAN 2002 Sea Regent

A4
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5



母 ラビアンローズ（06青鹿 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（５）〕
チェリージュビレ（11牝鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝
リッコドンナ（13牝青鹿 ＊ジャイアントレッカー）�２勝�２勝�入着３回��
スリーミスヨハネス（14牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝
スリーヘリオス（15�黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

２代母 ＊ストリートパレード（01 USA黒鹿 Seeking the Gold）出走
コウソクコーナー（12� サクラバクシンオー）１勝
プエルトプリンセサ（13牝 ＊キンシャサノキセキ）２勝
イワネコゴシキ（16牡 グランプリボス）�１勝，�１勝�	入着
グランフェスタ（17牡 ワールドエース）１勝，��	出走

３代母 ハ－トオヴジョイ Heart of Joy（87 USA黒鹿 ＊リイフオー）GB・FR・IRE
・USA10 勝，パロマーＨ‐G2，ラスシエネガスＨ‐G3，サンシメオンＨ‐G3，ネ
ルグウィンＳ‐G3，B. Thoughtful H‐L（２回），etc.

＊マイネルラヴ（95牡 Seeking the Gold）５勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，シルク
ロードＳ‐Jpn3，セントウルＳ‐Jpn3，etc.，種牡馬

レッドティアラRed Tiara（96 牝 Mr. Prospector）GB出走
レッドダイアデム Red Diadem（03牝 Pivotal）GB・USA４勝，Daisycutt

er H‐L
ファーベロウ Furbelow（09牝 Pivotal）GB１勝
アドヴァタイズ Advertise（16 牡 Showcasing）GB・FR・IRE５勝，フィ
ーニクスＳ‐G1，コモンウェルスＣ‐G1，モーリスドゲースト賞‐G1，etc.，
種牡馬

ミラクルワーカーMiracleWorker（97 牝 Seeking the Gold）USA１勝
ウォーターウォーカーWaterWalker（02 牝 Belong to Me）USA２勝，T

homas J. Malley S３着
ペピーノーズ Peppi Knows（07� Stephen Got Even）USA14 勝，Changing

Times S‐L，Whirlaway S‐L，Finger Lakes Juvenile S，etc.
ヴァイタルフォース Vital Force（05� War Chant）USA３勝，Free Spirits H

３着

生産牧場 北海道浦河町東幌別
辻 牧場

購買市場 北海道サマーセール １１，０００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－７号

29 ラビアンローズ２０２０ 
・鹿 ４／２９

＊

ウォーフロント Danzig

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールラビアンローズ
＊ Seeking the Gold

��
��
�ストリートパレード青鹿 2006 Heart of Joy

14c
Halo M4×S5 Mr. Prospector M4×S5 Nijinsky S5×M5



母 ナイキトライアンフ（04鹿 ＊ボストンハーバー）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－４（５）〕
ストリートライト（08牝鹿 ＊チーフベアハート）�１勝�１勝�入着２回�
コーリンバロック（12�栗 ＊ロージズインメイ）１勝
キングフェルメント（13牡黒鹿 ヴァーミリアン）�１勝�入着８回�
レジーナフォルテ（14牝黒鹿 ＊アルデバランⅡ）６勝，ルミエールオータムダッシュ

‐L（芝 1000），春雷Ｓ‐L（芝 1200）２着，ルミエールオータムダッシュ‐L（芝 1000）
２着，アイビスサマーダッシュ‐G3 ３着，カーバンクルＳ‐OP（芝 1200）３着
（２回），クリスマスローズＳ‐OP（芝 1200）３着，ＴＶユー福島賞（芝 1200），ア
クアマリンＳ（芝 1200），さくらんぼ特別（芝 1200），雪うさぎ賞（芝 1200）

イデアエルピス（16牡鹿 ＊カリズマティック）�１勝
ゴールドブレイン（18牡鹿 タイムパラドックス）�	
１勝
ベアグッジョブ（19牡鹿 ＊バゴ）�１勝

２代母 ウィンヒストリー（96鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
ノゾミカナエタマエ（01牝 ＊タイキシャトル）１勝
セイウンクレナイ（02牝 ＊タイキシャトル）１勝
マチカネノワキ（03牡 スペシャルウィーク）３勝，�３勝�１勝	
�，星雲賞３着
マチカネカミカゼ（05牡 アグネスタキオン）３勝，ｔｖｋ賞，松浜特別，国東特別

２着，鹿屋特別２着，etc.，�１勝�１勝�５勝�入着	
，せきれい賞，etc.
シャインプレジャー（06牝 ＊アグネスデジタル）出走

ウインフェニックス（11牡 スズカフェニックス）４勝，いちょうＳ‐LR ２着，
ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ３着，２０１５ＷＡＳＪ第４戦，羊ヶ丘特別，晩春
Ｓ２着，etc.

ヤシャマル（17牡 キズナ）�４勝，日経新春杯‐G2 ３着，府中Ｓ
シェイクラブハート（08牝 ＊アグネスデジタル）１勝

３代母 タレンテイドガール（84鹿 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，オー
クス‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，漁火特別，桃花賞

＊エミネントガール（92牝 Nashwan）出走
グローバルピース（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ホエールキャプチャ（08牝 ＊クロフネ）７勝，ヴィクトリアマイル‐G1，府
中牝馬Ｓ‐G2，ローズＳ‐G2，etc.

生産牧場 北海道平取町川向
中川 隆

購買市場 北海道サマーセール ７，７００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－７号

30 ナイキトライアンフ２０２０ ・鹿 ４／２２

＊

ナシュワン Blushing Groom

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

�
�
�
�
�
�
�
�
� Height of Fashionバゴ ムーンライツボックス Nureyev

��
��
�Moonlight's BoxFR 黒鹿 2001 Coup de Genie

＊ Capote

�
�
�
�
�

��
��

�ボストンハーバー Harbor Springsナイキトライアンフ ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�ウィンヒストリー鹿 2004 タレンテイドガール

＊ビユーチフルドリーマー 12
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母 ＊インドリヤ（12 USA鹿 Stormy Atlantic）USA・BRZ３勝，インデペンデンシア
大賞‐G3，シダディジャルディンＡＢＣＰＣＣ大賞‐G1 ３着，P. Presidente C
arlos Paes de Barros‐L ２着
〔産駒馬名登録数：１〕
イグザルト（19牡黒鹿 ドゥラメンテ）�入着

２代母 ソフィーズサラダ Sophie's Salad（04 USA鹿 Rahy）USA２勝，Klassy B
riefcase S２着
ドンアントニオDon Antonio（10 牡 Mizzen Mast）PR１勝
カレーシ Khaleesi（13 牝 Kitten's Joy）USA・BRZ１勝，イメンシティ大賞‐G1

２着，ジョゼアントニオＰアンドラデ会長大賞‐G2 ３着
ロリータ Lollita（14牝 Setembro Chove）BRZ２勝，P. Presidente Luiz Alves de

Almeida‐L ３着
マーゲリーMargaery（15 牝 アグネスゴールド）BRZ２勝
ナタリーNataly（16 牝 Setembro Chove）�BRZ２勝

３代母 レイディタビサ Lady Tabitha（93 USA鹿 Lyphard）USA４勝，Holiday
Inaugural S‐L，Dahlia S２着，Weekend Delight S‐L ３着

４代母 アビジャン Abidjan（84 USA鹿 Sir Ivor）USA６勝，Delicada S，Bl
ush With Pride S‐L ３着，Castle Forbes S３着
［孫］ イグゾティックブルーム Exotic Bloom（04牝 Montbrook）USA・CAN

６勝，Windward S‐L，My Charmer S，シーウエイＳ‐G3
３着

シートゥビー See Tobe（07� Concerto）USA４勝，Japan Racing A
ssociation S‐L，ニッカボッカーＳ‐G3 ２着，East Hanover S
‐L ２着，etc.

［曾孫］ ストップチャージングマリア Stopchargingmaria（11 牝 Tale of the Cat）
USA９勝，ＢＣディスタフ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，アラバマＳ
‐G1，etc.

ヴァンベートーヴェン Van Beethoven（16牡 Scat Daddy）GB・FR・I
RE・USA・UAE２勝，レイルウェイＳ‐G2，セクレタリアトＳ‐G1
２着，Marble Hill S‐L ２着，種牡馬

生産牧場 北海道日高町富川東
シンボリ牧場

購買市場 北海道サマーセール １０，４５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－７号

31 インドリヤ２０２０ �・鹿 ３／１４

＊

＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊

ストーミーアトランティック Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Stormy Atlantic Hail Atlantisインドリヤ ソフィーズサラダ Rahy

��
��
�Sophie's Salad鹿USA 2012 Lady Tabitha

11g
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母 エニシノイト（10芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（３）〕
シンボリティアラ（15牝芦 スクリーンヒーロー）２勝
タケマルグランプリ（17牝鹿 グランプリボス）��３勝
スイートフィル（18牝芦 グランプリボス）�１勝

２代母 ユウワンチョイス（97黒鹿 フジキセキ）出走
ドリームパラソル（03牝 キングヘイロー）１勝

レイモニ（09牝 サムライハート）�２勝��入着４回�，ユングフラウ賞２着，
リリーＣ

オールフォーミー（05牝 フサイチコンコルド）２勝，障害１勝
クリノビートイット（07牝 フサイチコンコルド）�２勝
タイセイメテオ（12牡 アドマイヤコジーン）入着３回，�１勝�２勝��，ＯＲＯター

フスプリント２着，桂樹杯２着，すずらん賞３着，早池峰スーパースプリント３着
サツマ（13牝 アドマイヤコジーン）�１勝
ミスギオンデジタル（15牝 ＊アグネスデジタル）�６勝�

３代母 トライハーベスト（93鹿 ＊スリルシヨー）不出走

４代母 チヨダマサコ（77鹿 ＊ラバージヨン）１勝
［子］ ニツポーテイオー（83牡 ＊リイフオー）８勝，安田記念‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1，etc.，優短距（2回），優古牡，種牡馬
タレンテイドガール（84牝 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，
オークス‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，etc.

スリードーター（82牝 ＊サンプリンス）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，タ
ーコイズＳ‐OP ２着，初富士賞，etc.

［孫］ ベストクルーズ（07牝 ＊クロフネ）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ
‐Jpn1 ３着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，京都牝馬Ｓ‐G3 ３着，etc.

シンコウシングラー（95牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，ＡＲ共和国杯
‐Jpn2 ３着，セントライト記念‐Jpn2 ３着，ニューマーケットＣ，etc.，
種牡馬

［曾孫］ エーシンホワイティ（07牡 サクラバクシンオー）５勝，ファルコンＳ‐G3，
春雷Ｓ‐L，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ２着，etc.，障害６勝

生産牧場 北海道新ひだか町静内浦和
増本 良孝

購買市場 北海道サマーセール ７，７００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－７号

32 エニシノイト２０２０ 	・鹿 ５／２６
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアトーセンラー
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア黒鹿 2008 Dance Image

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceエニシノイト フジキセキ

��
��
�ユウワンチョイス芦 2010 トライハーベスト

＊ビユーチフルドリーマー 12
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母 ホワイトポピー（10芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，妙高特別（Ｄ1200）
２着，浦安特別（Ｄ1200）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
ホワイトガーベラ（19牡芦 ＊アジアエクスプレス）�未出走

２代母 ヴァージンスノー（05芦 スペシャルウィーク）不出走

３代母 ＊ノベンバーサンライズ（90 USA芦 Danzig）不出走
シルバーベル（97牝 Red Ransom）入着２回

ゴールドベル（09� ステイゴールド）５勝，豊明Ｓ，清洲特別，御在所特別，
�１勝

ラトーヌサンライズ（00牝 ＊タイキシャトル）３勝
ラトーヌインパクト（09牝 ディープインパクト）不出走
アイスフィヨルド（15牡 ＊クリストワイニング）３勝，隅田川特別３着（２回）

ビッグホワイト（02牡 フジキセキ）４勝，久留米特別，ジャニュアリーＳ２着，日
向特別２着，etc.

ノベンバーペガサス（08牝 サンライズペガサス）１勝，苗場特別３着，岩室温泉特
別３着，�２勝

ハイランドジャガー（09牡 ＊ロージズインメイ）３勝，指宿特別

４代母 タイムリーローマンTimely Roman（73 USA芦 Sette Bello）不出走
［子］ タイムリーライター TimelyWriter（79 牡 Staff Writer）USA９勝，フロ

リダダービー‐G1，フラミンゴＳ‐G1，米シャンペインＳ‐G1，etc.
タイムリーアサーション Timely Assertion（84牝 Assert）USA５勝，サ
ンタアニタオークス‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G2，ラカニャーダＳ
‐G1 ４着，etc.

［孫］ トピックガラピアト Topic Gallapiat（93 牝 Gallapiat）USA８勝，Detroi
t Miss H，Wayward Lass S，Birmingham H３着，etc.

ワッチザクロックWatch the Clock（92 牝 Mtoto）GB２勝，Sweet S
olera S‐L ３着

［曾孫］ パーペチュイティ Perpetuity（04� China Visit）IND２勝，General
Rajendrasinhji Trophy‐L ２着，Ramniwas Ramnarain Ruia Gol
d Cup‐L ３着

生産牧場 北海道日高町豊郷
新井 弘幸

購買市場 北海道サマーセール ４，１８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－７号

33 ホワイトポピー２０２０ �・鹿 ４／２９
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceホワイトポピー スペシャルウィーク

��
��
�ヴァージンスノー芦 2010 ＊ノベンバーサンライズ

9b
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母 トーホウリリー（13栗 ネオユニヴァース）�２勝
初仔

２代母 ＊トーホウガイア（01 USA栗 Unbridled's Song）入着，�９勝
トーホウブーケ（08牝 トーホウエンペラー）��１勝
トーホウアマポーラ（09牝 フジキセキ）６勝，ＣＢＣ賞‐G3，キーンランドＣ‐G3

２着，うずしおＳ，壬生特別，伊万里特別，etc.
トーホウジュナール（18牝 エイシンフラッシュ）�１勝

トーホウヴィオラ（10牝 ＊ファンタスティックライト）�１勝��
トーホウジャッカル（11牡 スペシャルウィーク）３勝，菊花賞‐G1，神戸新聞杯

‐G2 ３着，宝塚記念‐G1 ４着，天皇賞（春）‐G1 ５着，玄海特別２着，種牡馬
トーホウアスティ（12牝 ＊フレンチデピュティ）�２勝
トーホウアルテミス（15牝 ハーツクライ）３勝，海の中道特別，矢車賞，嵯峨野特

別３着，皿倉山特別３着
トーホウゴールデン（17牡 オルフェーヴル）入着，��２勝

３代母 アガミAgami（95 USA鹿 Nureyev）GB・FR入着２回
フサイチプリティ Fusaichi Pretty（08 牝 Fusaichi Pegasus）USA２勝

ファストロジー Fastology（15牝 Astrology）CAN１勝
アバヴアンドビヨンド Above and Beyond（19� Iliad）�CAN１勝，
Birdcatcher S２着

４代母 アガスリー Agacerie（81 USA鹿 Exclusive Native）USA９勝，ヴァインラ
ンドＨ‐G3，Eatontown H‐L，Pucker Up S‐L，Kerala S‐L，Moo
nMaiden S‐L，etc.
［子］ ＊スリーエフ（91牝 Nureyev）３勝，五色沼特別，御嶽特別，ＨＴＢ賞２着，etc.
［孫］ レッドテラー Red Terror（00� Red Ransom）AUS３勝，ＡＴＣフラ

ンクパッカープレイト‐G3，ATC Carbine Club S‐L ２着
ゴールドアカデミーGold Academy（98� ＊ロイヤルアカデミーⅡ）SIN
・MAL４勝，Patrons' Bowl‐L，Queen Elizabeth II Cup‐L
３着，Singapore Derby Trial‐L ３着

サイレントムーヴィー Silent Movie（04� ＊ロイヤルアカデミーⅡ）AU
S７勝，BRC Spear Chief H‐L ２着，Tattersall's Mile‐L ２着

生産牧場 北海道浦河町野深
丸村村下ファーム

購買市場 北海道セプテンバーセール ８，８００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－７号

34 トーホウリリー２０２０ �・栗 ３／２７

＊

＊ A.P. Indy

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパストーホウリリー
＊ Unbridled's Song

��
��
�トーホウガイア栗 2013 Agami

16a
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母 ジョウノアドバンス（12栗 ＊ファルブラヴ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
モアナグレイス（17牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��２勝�
ドバイウィンド（18牡鹿 ナカヤマフェスタ）��２勝��
ピアーステソーロ（19牡鹿 シルバーステート）�出走

２代母 ジョウノノーブル（06栗 キングカメハメハ）出走
キャッツウィスカー（16牡 タニノギムレット）�２勝
ザハロワ（17牝 ＊モンテロッソ）�１勝

３代母 シーズグレイス（93栗 ＊サンデーサイレンス）３勝，エリザベス女王杯‐Jpn1
３着，ローズＳ‐Jpn2 ２着，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，萩Ｓ‐OP，芙蓉Ｓ‐OP
シャドウスケイプ（99牡 ＊フォーティナイナー）４勝，根岸Ｓ‐Jpn3，etc.，�１勝

����入着５回，クラスターＣ‐Jpn3，東京盃‐Jpn2 ３着，etc.
クリヴィア（00牝 ＊トニービン）１勝

ジョウノボヘミアン（06牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，東大路Ｓ，猪苗代特別，
白馬岳特別

コスモノビリス（12牡 ＊シンボリクリスエス）��１勝�６勝�入着２回，スプ
リングＣ３着

リンリンリン（04牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，浦安特別２着，越後Ｓ３着，�１勝

４代母 ザンベージ（85鹿 ＊ノーザンテースト）出走
［子］ ユウキサンガール（90牝 ＊トニービン）３勝，花背特別２着，寒梅賞２着

ジョウノエンジェル（91牝 トウシヨウボーイ）３勝，石和特別２着
［孫］ トーセンシャナオー（03牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，セントライト記

念‐Jpn2，プリンシパルＳ‐L ３着，若葉Ｓ‐L ３着，�１勝
アーバンウィナー（07牡 タヤスツヨシ）４勝，いちょうＳ‐L ２着，札幌
２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，二本松特別３着

５代母 ヨドセンリヨウ（75黒鹿 ＊エルセンタウロ）１勝
［孫］ ショウワモダン（04牡 エアジハード）10勝，安田記念‐G1，ダービー卿Ｃ

ｈＴ‐G3，ディセンバーＳ‐L，etc.

生産牧場 北海道日高町緑町
ヴェルサイユファーム株式会社

購買市場 北海道サマーセール ４，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－７号

35 ジョウノアドバンス２０２０ 	・鹿 ３／ ３
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightジョウノアドバンス キングカメハメハ

��
��
�ジョウノノーブル栗 2012 シーズグレイス

＊リリーオブザナイル 10a
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M5 Miesque S4×M5
Northern Dancer M4×S5



母 ミラクルベリー（08黒鹿 ＊ファルブラヴ）１勝，志摩特別（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（８）〕
アルスラーン（15牡黒鹿 ヴィクトワールピサ）入着６回，春日山特別（芝 2000）２

着，�３勝
メイデンボヤージュ（16牝芦 ＊クロフネ）�４勝��１勝
グランレイ（17牡鹿 ルーラーシップ）�３勝，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３

着，耶馬渓特別（芝 1200）２着，巌流島Ｓ（芝 1200）３着
クラーロイメル（18牝青鹿 ドゥラメンテ）�１勝
プレミアムベリー（19牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 ミラクルワウ（03栗 フジキセキ）入着
ダノンミシガン（11牡 ＊チチカステナンゴ）３勝，�４勝
チラリ（12牝 ＊チチカステナンゴ）�入着５回

ソウルトレイン（17牡 レッドスパーダ）�３勝，札幌道新スポーツ賞，白梅賞，
長篠Ｓ２着，千両賞２着

３代母 ＊トリプルワウ（83 CAN鹿 Coastal）USA14 勝，ネクストムーヴＨ‐G3，D
urham C‐L，Maple Leaf S‐LR，Ontario Matron H‐LR，Woodbine
BC S‐L，etc.
アリワウ Alywow（91牝 Alysheba）USA７勝，ニジャナＳ‐G3，Canadian H

‐L，Lady Dean S‐L，etc.
ヒドンキャット Hidden Cat（97 牝 Storm Cat）USA４勝，Twixtslusive H‐L
センチュリーシティ Century City（99 牡 Danzig）GB・IRE・USA６勝，アルカ

ディアＨ‐G2，愛インターナショナルＳ‐G2，テトラークＳ‐G3，etc.，種牡馬
ダブルワウDoubleWow（92牝 With Approval）USA３勝

ラペルーズ La Perouse（03 牝 El Prado）USA４勝，Likely Exchange S
ワウミーフリーWowMe Free（04牝 Menifee）USA・CAN５勝，ネクスト

ムーヴＨ‐G3，Ladies H‐L，シュヴィーＨ‐G2 ３着，etc.
トリプレックス（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，フィリピンＴ，英彦山特別，国

東特別，etc.
ダイワキャグニー（14� キングカメハメハ）�８勝，エプソムＣ‐G3，キャピ

タルＳ‐L，プリンシパルＳ‐LR，etc.

生産牧場 北海道日高町豊田
浜本牧場

購買市場 北海道サマーセール ８，３６０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１３号

36 ミラクルベリー２０２０ �・栗 ４／１５

＊

アンブライドルズソング Unbridled

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� Trolley Songダンカーク シークレットステイタス A.P. Indy

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightミラクルベリー フジキセキ

��
��
�ミラクルワウ黒鹿 2008 ＊トリプルワウ

7
Seattle Slew S4×M5 Le Fabuleux S5×M5



母 ＊ラピーダシャリナ（06 USA黒鹿 Vicar）USA１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－４（12）〕
ラピッドライズ（13牝青鹿 メイショウボーラー）２勝，�３勝��
ワンウェイドライヴ（14牝栗 ＊カジノドライヴ）�１勝�１勝
シティーポップ（15牝鹿 ロードカナロア）２勝
レッドアルビオン（16牡黒鹿 ダイワメジャー）��５勝�
クイックスタディ（17牝黒鹿 スピルバーグ）��出走�２勝
ラブリーアタランテ（19牝栗 ラブリーデイ）�出走

２代母 バーバリカ Barbarika（85 USA鹿 Bates Motel）FR・USA７勝，ジョニーウォ
ーカークラシックＨ‐G2，ターフウェイパークＨ‐G3，ルイヴィルＢＣＨ‐G2 ３着

＊バービキャット（93牝 Storm Cat）USA入着
レッドスパーダ（06牡 ＊タイキシャトル）７勝，京王杯スプリングＣ‐G2，関屋

記念‐G3，東京新聞杯‐G3，ニューイヤーＳ‐L，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２
着，etc.，種牡馬

シェリフズデピュティ Sherriff's Deputy（94 牝 Deputy Minister）不出走
デピュティDeputy（98 牝 Hadif）USA４勝
コンクエストストレイトアップ Conquest Strate Up（12牝 Not Bourbon）
CAN４勝，La Prevoyante S‐R，Zadracarta S‐R ３着

カーリン Curlin（04 牡 Smart Strike）USA・UAE11 勝，ドバイワールドＣ
‐G1，プリークネスＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，ジョッキークラブゴー
ルドＣ‐G1（２回），ウッドワードＳ‐G1，スティーヴンフォスターＨ‐G1，
アーカンソーダービー‐G2，etc.，米年度代表馬（2回），種牡馬

＊ジョウテンターボ（99牡 Miswaki）１勝，	２勝���

３代母 ウォーイクスチェインジWar Exchange（72 USA芦 Wise Exchange）US
A10 勝，Conniver H，Geisha H‐R ２着，Benjamin Franklin H２着，
Dogwood S２着，Heirloom S２着，etc.

生産牧場 北海道浦河町野深
藤春 修二

購買市場 北海道セプテンバーセール ７，９２０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１３号

37 ラピーダシャリナ２０２０ 
・鹿 ５／ ２
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊

ヴィカー Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�Vicar Escrow Agentラピーダシャリナ バーバリカ Bates Motel

��
��
�Barbarika黒鹿USA 2006 War Exchange

19c
Northern Dancer S5×M5 Secretariat S5×M5



母 ワタシダイナマイト（12栗 ＊スニッツェル）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
イレギュラー（19牡鹿 シルバーステート）�出走

２代母 ステキプレゼント（99青鹿 ジェニュイン）４勝，仲春特別，稲妻特別，袖ケ浦
特別２着，驀進特別２着，疾風特別２着，etc.
ツヨイコ（08牝 タイムパラドックス）�２勝�１勝
ステキトワイライト（10牝 サクラバクシンオー）１勝
クラシックマーク（11牝 ＊アグネスデジタル）１勝，障害１勝
ドゥモワゼル（14牝 ショウナンカンプ）２勝，クリスマスローズＳ‐OP ２着
ヒットパレード（17牝 ニホンピロアワーズ）��２勝

３代母 アララットサン（89栗 ＊リアルシヤダイ）３勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着，アイビーＳ
‐OP ３着，本栖湖特別，伊吹山特別２着，湯沢特別２着
イイコトバカリ（98牝 ＊ソウルオブザマター）１勝

マルタカスティーヴ（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）�４勝，黒潮皐月賞２着，
黒潮ダービー３着

メガクラム（00牝 ＊ピルサドスキー）不出走
エッフェル（10牡 オレハマッテルゼ）１勝，�３勝，錦江湾賞，如月賞，御船

山賞２着，etc.
アナタゴノミ（01牝 ＊デヒア）入着２回

サアドウゾ（06牝 ゴールドアリュール）３勝，驀進特別，飛翔特別，熊本城特
別２着

オマワリサン（08牡 リンカーン）４勝，千里山特別，赤倉特別，浄土平特別，etc.，
�１勝

カゼニタツライオン（10牡 ネオユニヴァース）２勝，葵Ｓ‐LR ２着，�１勝，
大分川賞

ワラッチャオ（12牝 ハーツクライ）１勝，閃光特別２着

４代母 ダイナフエザー（79栗 ＊ノーザンテースト）５勝，山桜賞
［子］ フェザーマイハット（87牝 ＊リアルシヤダイ）５勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ

‐Jpn3 ３着，ＢＳＮ杯‐OP，石和特別，etc.
［曾孫］ トーセンシルエット（11牝 トーセンダンス）２勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着

生産牧場 北海道様似町緑町
小田牧場

購買市場 北海道サマーセール ６，０５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－３号

38 ワタシダイナマイト２０２０ 牡・栗 ５／ ３
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

��
��
�チャールストンハーバー黒鹿 2009 Penny's Valentine

＊ Redoute's Choice

�
�
�
�
�

��
��

�スニッツェル Snippets' Lassワタシダイナマイト ジェニュイン

��
��
�ステキプレゼント栗 2012 アララットサン

＊パロクサイド 8f
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×M5 Storm Bird S5×M5



母 プレミアノアール（04栗 スペシャルウィーク）�１勝��
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－２（４）〕
プリフォンテイン（10牡鹿 アドマイヤムーン）１勝
カオール（11牝青 ＊コマンズ）２勝
ディマンズ（12�鹿 ＊コマンズ）１勝
ブラックハウス（13�鹿 ＊ストーミングホーム）入着，�２勝���
シゲルブチョウ（18牝栗 ＊サウスヴィグラス）�２勝
アクティブテーラー（19牝鹿 ＊ザファクター）��入着

２代母 ヴァンドノワール（96青 ＊ヘクタープロテクター）１勝
ブラックエンブレム（05牝 ＊ウォーエンブレム）４勝，秋華賞‐Jpn1，フラワーＣ

‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ４着，きんせんか賞，葉牡丹賞３着
テスタメント（11牡 ディープインパクト）３勝，高湯温泉特別，いわき特別２

着，白井特別３着
ブライトエンブレム（12牡 ネオユニヴァース）２勝，札幌２歳Ｓ‐G3，弥生賞

‐G2 ２着，皐月賞‐G1 ４着
アストラエンブレム（13� ダイワメジャー）�７勝，ラピスラズリＳ‐L，谷川

岳Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L，新潟記念‐G3 ２着，エプソムＣ‐G3 ２着，etc.
ウィクトーリア（16牝 ヴィクトワールピサ）３勝，フローラＳ‐G2，ローズＳ

‐G2 ３着，オークス‐G1 ４着
アトリビュート（17牝 ディープインパクト）�２勝，三国特別，オルフェーヴ

ルＣ２着，宮崎特別２着，皆生特別３着
ピースエンブレム（06牝 ＊ウォーエンブレム）４勝，舞浜特別，ミモザ賞２着
アドバンスクラーレ（07牝 サクラバクシンオー）出走

アドマイヤデライト（13牡 アドマイヤムーン）２勝，伏拝特別，九州スポーツ
杯２着

ダノンオリエント（09牡 ハーツクライ）１勝
ホルボッシュ（11牡 ＊チチカステナンゴ）１勝，夏木立賞２着，ひめさゆり賞２着，

寒竹賞２着

３代母 ＊プリンセスデリーデ（81 GB鹿 Vaguely Noble）FR１勝，P. du Ranelagh
‐L ２着，フロール賞‐G3 ３着，P. Charles Laffitte‐L ３着

生産牧場 北海道新冠町東泊津
ハシモトフアーム

購買市場 北海道セレクションセール １１，０００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－３号

39 プレミアノアール２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ８
＊エンドスウィープ

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールプレミアノアール ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ヴァンドノワール栗 2004 ＊プリンセスデリーデ

3c
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S5×M5 Nijinsky S5×M5



母 ティンタジェル（09鹿 キングカメハメハ）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
ウワサノジョニー（14牡鹿 ＊プリサイスエンド）�１勝�
ゴールデンスパロー（15牝栗 ＊タイキシャトル）��１勝�１勝
ボルゾーバー（18牡鹿 タニノギムレット）入着４回，��１勝

２代母 メジロシェダー（04鹿 アグネスタキオン）出走
イヴアルブ（10牡 ＊シニスターミニスター）��５勝，東京湾Ｃ３着
デラニュースター（13牝 ＊カジノドライヴ）�１勝�入着

３代母 ＊ニーニャデガルチ（93 CAN鹿 Gulch）４勝，オホーツクＨ，��入着，さき
たま杯‐Jpn3 ３着
ソロデビュー（00牡 ダンスインザダーク）１勝，ムーニーバレーレーシングクラブ

賞３着
チザルピーノ（01牡 スペシャルウィーク）４勝，彦星賞，柏崎特別３着

４代母 ディーヴァズデビューDiva's Debut（86 CAN鹿 Deputy Minister）USA７
勝，Etobicoke H‐L，Whimsical S‐L，John Reading S，ジェニュイ
ンリスクＳ‐G2 ２着，Berlo H‐L ２着，etc.
［子］ キャプディヴァ Capdiva（94牝 Capote）USA４勝，Canadian Oaks

‐R，Fury S‐R
［孫］ リバティラヴァー Liberty Lover（12 牡 Diabolical）USA８勝，New

Mexico Classic Cup Juvenile‐R，Red HedemanMile S‐R，P
epsi Cola S‐R ３着，etc.

ダイアボリカルキングDiabolical King（13	 Diabolical）�USA５勝，
Mountain Top NewMexico Bred Futurity‐R，Rio Grande Se
nor Futurity‐R ２着

ホエアダズザキャッシュゴーWheredoesthecashgo（15	 Southwestern Heat）
�USA６勝，Rio Grande Senor Futurity‐R，O.D. McDonald S
‐R ３着

［曾孫］ アラセリスベイビーエメ Aracelis Baby M.（09 牝 Simon Pure）PR25 勝，
C. Ano Nuevo‐L，C. Dia de la Raza‐L，C. Dia de la Mujer
‐L ２着，etc.

生産牧場 北海道浦河町姉茶
荻伏三好フアーム

購買市場 北海道サマーセール ８，２５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－３号

40 ティンタジェル２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ９

＊

＊ Unbridled

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Toussaudバトルプラン フランダーズ Seeking the Gold

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスティンタジェル アグネスタキオン

��
��
�メジロシェダー鹿 2009 ＊ニーニャデガルチ

15c
Mr. Prospector S4×M4×S5×M5 Northern Dancer S5×S5



母 アイビー（06鹿 サクラバクシンオー）�２勝��４勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（21）〕
アイビーグラチア（14牝黒鹿 スパイキュール）��７勝
エルフィ（15牝鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝，��４勝
ハイカラコマチ（16牝鹿 カネヒキリ）��入着２回�８勝
リリメリア（18牝鹿 ベルシャザール）��２勝�入着４回
アリビオ（19牝鹿 ジャスタウェイ）�出走

２代母 ロイヤルアンブリー（94鹿 ＊アレミロード）３勝，雄国沼特別，西湖特別２着
フーダニット（00牝 ＊ジェイドロバリー）�６勝
ラヴァーズデライト（01牝 バブルガムフェロー）�９勝
ロイヤルブリーズ（02	 ＊エンドスウィープ）１勝，
１勝���
アルファーレグナム（03牡 フサイチコンコルド）�４勝
ナモンアンブリー（05牝 ゴールドアリュール）�５勝�５勝�

マルカンタイショウ（08牡 ＊エアエミネム）��２勝�３勝

３代母 アンブローシア（85鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，白菊賞
エアチャリオット（91	 サクラユタカオー）４勝，弥生賞‐Jpn2 ２着，ＢＳＮオー

プン‐OP，ジュニアＣ‐OP，etc.
ダンツプライズ（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，兵庫特別２着，etc.，�３勝，

中島記念，九州大賞典２着
ミラクルラブ（99牝 ＊サンデーサイレンス）出走

ヤマシロギク（04牝 ＊アフリート）不出走
ソフトポジション（15牡 アサクサキングス）１勝，雪うさぎ賞２着，石狩
特別３着，長万部特別３着，��出走�３勝
入着��

ロンドインディ（02牝 フジキセキ）出走
セレスロンディー（07牡 ＊プリサイスエンド）３勝，シンザン記念‐G3 ３着，

こぶし賞３着，千両賞３着

４代母 シヤダイアンブリー（76黒鹿 ＊モデルフール）��１勝
［孫］ サクラエキスパート（93牡 サクラチヨノオー）６勝，愛知杯‐Jpn3，函館

記念‐Jpn3 ２着，カブトヤマ記念‐Jpn3 ２着，etc.

生産牧場 北海道日高町幾千世
本間牧場

購買市場 北海道サマーセール ５，０６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－３号

41 アイビー２０２０ 牡・鹿 ３／１１
＊ Halo

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellブラックタイド

＊ Alzao

��
��
�ウインドインハーヘア黒鹿 2001 Burghclere

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモアイビー ＊アレミロード

��
��
�ロイヤルアンブリー鹿 2006 アンブローシア

＊アンブリー 7
ノーザンテーストM4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5
Pocahontas S5×M5



母 ムーンレイク（12鹿 アドマイヤムーン）�入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
レイクプラン（17牡黒鹿 ＊バトルプラン）��２勝��入着
ウォニー（18牡栗 ＊バトルプラン）��４勝
トニーアイリス（19牝鹿 ベルシャザール）���出走

２代母 ベレッツァ（03黒鹿 フジキセキ）２勝，紫川特別２着，須賀川特別３着
リリアーナ（10牝 ジャングルポケット）�１勝�１勝�	入着７回
メイザフォース（11牝 ＊シンボリクリスエス）�２勝
ホウオウスティング（16牡 ルーラーシップ）��５勝�

３代母 ＊ビアンキ（98 USA鹿 Gulch）GB入着３回
タッキーナ（06牝 アグネスタキオン）不出走

タキオンメーカー（12牝 ＊エンパイアメーカー）不出走
イッツクール（16牡 ＊アルデバランⅡ）�３勝，マーガレットＳ‐L ２着，
ききょうＳ‐OP，中京スポーツ杯，etc.

４代母 ノーザントリックNorthern Trick（81 USA栗 Northern Dancer）FR４勝，
仏オークス‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1，ノネット賞‐G3，凱旋門賞‐G1 ２着，
サンタラリ賞‐G1 ２着
［子］ オンダノヴァOnda Nova（01牝 Keos）FR３勝，P. Imprudence‐L
［孫］ ジューヌターコ Jeune‐Turc（04 牡 Know Heights）USA・ARG・BRZ

４勝，ブラジル大賞‐G1，サンパウロ大賞‐G1，P. Justica do Traba
lho‐L，etc.，種牡馬

シーヴァ Shiva（95牝 ＊ヘクタープロテクター）GB・IRE４勝，タタソー
ルズゴールドＣ‐G1，ブリガディアジェラルドＳ‐G3，アールオヴセ
フトンＳ‐G3，etc.

ライトシフト Light Shift（04 牝 Kingmambo）GB・FR・IRE４勝，英オ
ークス‐G1，Cheshire Oaks‐L，愛オークス‐G1 ２着，etc.

ノンノルイージNonno Luigi（02 牡 Dubai Dust）USA・BRZ２勝，ガ
ヴェアＡＢＣＰＣＣ大賞‐G1

リムノス Limnos（94牡 ＊ヘクタープロテクター）FR４勝，フォワ賞‐G2，
ジャンドショードネイ賞‐G2，P. Le Fabuleux‐L，etc.，種牡馬

生産牧場 北海道新ひだか町三石美野和
土田農場

購買市場 北海道サマーセール ４，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－３号

42 ムーンレイク２０２０ 牡・鹿 ４／１０

＊

ナシュワン Blushing Groom

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

�
�
�
�
�
�
�
�
� Height of Fashionバゴ ムーンライツボックス Nureyev

��
��
�Moonlight's BoxFR 黒鹿 2001 Coup de Genie

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズムーンレイク フジキセキ

��
��
�ベレッツァ鹿 2012 ＊ビアンキ

4m
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S4×M5×M5
サンデーサイレンスM4×M4 Halo S5×M5×M5



母 アグネスアーニャ（12鹿 ＊アグネスデジタル）３勝，�１勝
初仔

２代母 アグネスラック（03芦 ＊クロフネ）３勝，豊明特別
アグネスコスモス（10牝 ＊アグネスワールド）入着，�７勝
アグネスオラシオン（11牡 ＊ティンバーカントリー）１勝
アグネスフェアリー（13牝 ヴィクトワールピサ）１勝
テイエムメジャー（18牡 ダイワメジャー）��１勝

３代母 アグネスセレーネー（96栗 ＊トニービン）出走
アグネスパサー（01牝 ＊エルコンドルパサー）出走

アグネスサクラ（06牝 ＊ホワイトマズル）３勝，白藤賞，三面川特別２着，木津
川特別２着，etc.
ブレイキングドーン（16牡 ヴィクトワールピサ）２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
‐G3，弥生賞‐G2 ３着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3 ２着，etc.

ルドンカズマ（17牡 ゴールドアリュール）�２勝，菅名岳特別３着
アグネストレジャー（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，白富士Ｓ‐L ３着，むらさ

き賞，三田特別，etc.

４代母 アグネスフローラ（87鹿 ＊ロイヤルスキー）５勝，桜花賞‐Jpn1，オークス
‐Jpn1 ２着，チューリップ賞‐OP，エルフィンＳ‐OP，若菜賞，優３牝
［子］ アグネスタキオン（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，皐月賞‐Jpn1，弥

生賞‐Jpn2，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，種牡馬
アグネスフライト（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー
‐Jpn1，京都新聞杯‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

アグネスタカオー（93牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，蓬莱峡特別，松島
特別２着，千葉日報杯２着

アグネスプロトン（99牡 ＊エリシオ）２勝，医王寺特別２着

５代母 アグネスレデイー（76鹿 ＊リマンド）５勝，オークス，京都記念（春），朝日Ｃ
ｈＣ，エリザベス女王杯２着，サンスポ４歳牝馬特別２着，etc.，優３牝
［孫］ アグネスパレード（91牝 バンブーアトラス）２勝，チューリップ賞‐Jpn3，

オークス‐Jpn1 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.

生産牧場 北海道浦河町野深
高松牧場

購買市場 北海道サマーセール ８，３６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－３号

43 アグネスアーニャ２０２０ 牡・黒鹿 ２／２１
＊ Kris S.

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawアグネスアーニャ ＊クロフネ

��
��
�アグネスラック鹿 2012 アグネスセレーネー

＊ヘザーランズ 1l
Mr. Prospector S4×M4



母 クインズラッシュ（11芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
ロードエクスプレス（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝，秋明菊賞（芝 1400）３着
レモンソーダ（18牝鹿 ミッキーアイル）��未出走�１勝
セキトバノゴトク（19牡鹿 ビッグアーサー）�１勝

２代母 ケイアイギャラリー（99黒鹿 ＊ウォーニング）５勝，ＨＢＣ賞，白鳥大橋特別，
七重浜特別３着，キーンランドＣ３着
ケイアイデイジー（07牝 ＊クロフネ）３勝，葵Ｓ‐L，淀短距離Ｓ‐L ３着，橘Ｓ‐OP

２着，朱鷺Ｓ‐OP ３着
クインズマラクータ（14牡 ゴールドアリュール）２勝，恵那特別２着
ケイアイターコイズ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）�４勝，端午Ｓ‐OP ２着，

銀嶺Ｓ，はこべら賞，鳴海特別２着，ドンカスターＣ２着，etc.
ケイアイユニコーン（09牡 キングカメハメハ）３勝，刈谷特別，会津特別，皆生特

別２着，etc.，�２勝�１勝��，ＯＲＯターフスプリント，グランシャリオ
門別スプリント

ケイアイウィルゴー（10牝 ＊タイキシャトル）３勝，千種川特別，桑名特別，彦根Ｓ
３着，高砂特別３着
ケイアイサクソニー（16牡 ロードカナロア）�４勝，韋駄天Ｓ‐OP ２着，浜松

Ｓ，皆生特別，あやめ賞，周防灘特別２着，etc.
クインズロンペール（12牡 ＊クロフネ）１勝，�３勝�２勝��
クインズサリナ（14牝 ダノンシャンティ）４勝，マーガレットＳ‐LR ２着，フェニ

ックス賞‐OP，山城Ｓ

３代母 ＊サラトガワールド（87 USA鹿 Saratoga Six）IRE１勝
ケイアイミサイル（03牝 スペシャルウィーク）１勝

ミキノドラマー（13牡 ショウナンカンプ）４勝，ルミエールオータムダッシュ‐L，
ルミエールオータムダッシュ‐L ３着，韋駄天Ｓ‐OP ３着，etc.，種牡馬

生産牧場 北海道新ひだか町静内豊畑
松田牧場

購買市場 北海道セプテンバーセール ６，１６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－３号

44 クインズラッシュ２０２０ 牡・芦 ４／２８
サクラユタカオー

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceクインズラッシュ ＊ウォーニング

��
��
�ケイアイギャラリー芦 2011 ＊サラトガワールド

2h
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×S5



母 スピーディユウマ（10青鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
サウザンマイルズ（17牝鹿 ＊クロフネ）���入着５回
スピーディパイン（19牡鹿 ビッグアーサー）���出走

２代母 クイックセイコー（02黒鹿 ＊エルコンドルパサー）３勝
チーキーデヴィル（12牝 ハーツクライ）�１勝�２勝�
ラッキーペニー（13牝 ダイワメジャー）１勝

ハッピープリベイル（19牡 エピファネイア）�１勝
ノーベルプライズ（16牡 ダイワメジャー）�２勝，葛飾特別３着

３代母 ＊スコールイ（93 USA青鹿 Seeking the Gold）３勝，長万部特別２着
セイコーアカデミー（99牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，共同通信杯‐Jpn3 ３着，

五稜郭特別，東雲賞，etc.
ファインセイコー（01牝 ＊サンデーサイレンス）出走

セイコーライコウ（07牡 ＊クロフネ）７勝，アイビスサマーダッシュ‐G3，シル
クロードＳ‐G3 ３着，韋駄天Ｓ‐OP，etc.

エムオーシャトル（18牝 ＊マクフィ）�２勝，飯豊特別，黒松賞，�２勝
エフセイコー（03牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，ホープフルＳ‐L ２着，若竹賞
セイコースペシャル（04� スペシャルウィーク）３勝
スピーディセイコー（05牡 サクラバクシンオー）２勝

４代母 プレミアプレイメイト Premier Playmate（86 USA黒鹿 Pass Catcher）US
A２勝，アディロンダックＳ‐G2 ３着，Colleen S‐L ２着，Garden City Br
eeders' Cup S２着，Junior Champion S３着

５代母 ベッドタイムトーイBedtime Toy（76 USA鹿 Night Invader）USA２勝
［子］ シンフリーデリシャス Sinfully Delicious（83 牝 Jet Diplomacy）USA

３勝，Miramar S‐L
ストレスバスター Stress Buster（89� Lines of Power）USA３勝，
Hopemont S，ピルグリムＳ‐G3 ２着，パームビーチＳ‐G3 ３着

パーフェクトコンパニオン Perfect Companion（95� Alaskan Frost）
USA１勝，Matt Scudder S２着

生産牧場 北海道日高町富川北
サンバマウンテンファーム

購買市場 北海道サマーセール ７，７００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１１号

45 スピーディユウマ２０２０ 牡・鹿 ３／１９

＊

＊ Deputy Minister

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� フレンチデピュティ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mitterandノボジャック

＊
＊アフリート

��
��
�フライトオブエンジェルスUSA 栗 1997 Intently

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアスピーディユウマ ＊エルコンドルパサー

��
��
�クイックセイコー青鹿 2010 ＊スコールイ

5j
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母 テラノイロハ（09青鹿 ゼンノロブロイ）２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ミミグッド（19牝青鹿 ロードバリオス）�１勝

２代母 ＊ティエッチグリーン（96 USA鹿 Kingmambo）３勝
イカイカブラウン（07牡 フジキセキ）��１勝
ファンタズミック（08牡 ハーツクライ）２勝，��１勝�３勝�入着
ヴァンフレーシュ（10牝 サクラバクシンオー）２勝，カンナＳ‐OP，相模湖特別３着

アルムブラスト（17牡 リアルインパクト）�２勝，カンナＳ‐OP，勝浦特別３着
トラストルシファー（12牝 ステイゴールド）２勝
パノラマ（14牡 アドマイヤムーン）�３勝��４勝�入着２回
テイエムアステル（15牝 ハーツクライ）�３勝
テイエムキンシャ（17牡 ＊キンシャサノキセキ）��３勝

３代母 ＊コンファームドダンサー（86 USA青鹿 Green Dancer）USA６勝，アーリント
ンオークス‐G3，アーリントンメイトロンＨ‐G3 ３着，Majorette H‐L ３着

＊ティエッチゴア（93牡 Easy Goer）３勝，相模湖特別，松川浦特別，白河特別３着，etc.
＊ティエッチグレース（97牝 Capote）７勝，バーデンバーデンＣ‐L，アイビスサマー

ダッシュ‐Jpn3 ２着，ＢＳＮ賞‐OP，etc.

４代母 コンファーム Confirm（77 USA黒鹿 Proudest Roman）USA１勝，Junio
r Miss S３着
［子］ オータムグリッター Autumn Glitter（83 牝 Exceller）IRE・USA６勝，

ラスパルマスＨ‐G2，ラプレヴォワイヤントＨ‐G2 ２着，ゴールデ
ンハーヴェストＨ‐G2 ２着，etc.

ホリークーム Hollycombe（94牡 Capote）USA５勝，デルマーＢＣＨ
‐G2，ポトレログランデＨ‐G2 ２着，種牡馬

ヨランダ Yolanda（81牝 Exclusive Native）USA４勝，Junior Miss S
‐L，Berlo H‐L ２着

サラトガシズル Saratoga Sizzle（87 牝 Saratoga Six）USA４勝，Wi
lma C. Kennedy S，スピナウェイＳ‐G1 ３着，アディロンダックＳ
‐G2 ３着

生産牧場 熊本県熊本市東区
本田 土寿

購買市場 九州１歳市場 ６，６００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１１号

46 テラノイロハ２０２０ 牡・鹿 ３／ ２

＊

デュバウィ Dubai Millennium

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルテラノイロハ
＊ Kingmambo

��
��
�ティエッチグリーン青鹿 2009 ＊コンファームドダンサー

23b
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母 ルーチェデルソーレ（09鹿 メイショウボーラー）�１勝��２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（６）〕
キーローズ（15牝青鹿 ローズキングダム）入着，�１勝
ツーポッキー（16牝栗 キングヘイロー）�１勝�２勝
アンビートンレイン（17牝鹿 セイクリムズン）�１勝
デルソーレ（18牡鹿 グロリアスノア）��１勝
タイガーキャット（19牡芦 ＊ラニ）�出走

２代母 ＊ビューティトゥペトリオロ（93 IRE 鹿 Scenic）FR・ITY・USA４勝，伊１０００
ギニー‐G2，P. Torricola‐L
ランフォーウィン（02牡 ＊クロコルージュ）１勝
アリーペデ（06牝 タニノギムレット）��６勝

スターレーン（14牝 スマートファルコン）�２勝�３勝�１勝	３勝�
入着
４回��，ル・プランタン賞，秋桜賞２着，読売レディス杯２着，若草賞
２着，梅桜賞２着，etc.

アドマイヤアクア（08牡 ＊ロージズインメイ）入着，�２勝
３勝

３代母 オーヴァスペントOverspent（72 IRE 栗 Busted）GB１勝
オルトレマーレOltremare（79 牝 Hotfoot）ITY７勝，P. Repubbliche Marinare

‐L，P. Alessandro Perrone‐L ３着

４代母 ミスジャステスMiss Justice（61 GB黒鹿 ＊キングスベンチ）GB１勝
［孫］ ガルンペGalunpe（83牝 He Loves Me）FR・USA９勝，ウィルシャー

Ｈ‐G2，マルレ賞‐G2，ノネット賞‐G3，etc.
ケイスロー Case Law（87牡 Ahonoora）GB・FR・IRE９勝，Abern
ant S‐L，Trafalgar House Sprint S‐L，フィーニクススプリント
Ｓ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

ロマンティックラヴ Romantic Love（75牝 Sovereign Path）ITY１勝，
P. Torricola‐L，リディアテシオ賞‐G1 ３着，伊１０００ギニー
‐G2 ２着，etc.

ガヴァナージェネラルGovernor General（83 牡 Dominion）GB・FR・
USA４勝，Abernant S‐L，キングズスタンドＳ‐G2 ２着，デュ
ークオヴヨークＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

生産牧場 北海道新冠町高江
大林ファーム

購買市場 八戸市場 ４，４００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１２号

47 ルーチェデルソーレ２０２０ 牡・栗 ４／ ６
＊

＊ヘネシー

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mythネロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニシノタカラヅカ栗 2011 ＊デユプリシト

＊タイキシャトル

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウボーラー ＊ナイスレイズルーチェデルソーレ
＊ Scenic

��
��
�ビューティトゥペトリオロ鹿 2009 Overspent

5h
Storm Cat S4×M4 Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5



母 ヴィオレッタ（13青 ＊シンボリクリスエス）出走
初仔

２代母 プリンセスカメリア（01栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
サンライズスター（08牡 ＊ファルブラヴ）�６勝�１勝
アルフレード（09牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，朝日杯フューチュリティＳ‐G1，

ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，東京新聞杯‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3 ３着，き
んもくせい特別，優２牡

フィリアプーラ（16牝 ＊ハービンジャー）２勝，フェアリーＳ‐G3

３代母 ラトラヴィアータ（94栗 サクラユタカオー）５勝，摩耶Ｓ‐OP ３着，セプテ
ンバーＳ，苗場特別，ユートピアＳ３着
アルフォンシーヌ（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，フラワーＣ‐Jpn3 ３着

ミッキータイガー（10牡 キングカメハメハ）２勝，栄特別
リビアーモ（05牝 アドマイヤベガ）６勝，オーロＣ‐L，秋風Ｓ，若潮賞，etc.

ジャガンツ（13牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，雄国沼特別２着
マグナレガーロ（15牡 キングカメハメハ）４勝，アルデバランＳ‐OP ２着，舞

鶴Ｓ，���３勝
パルティアーモ（16牝 ＊ワークフォース）４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，新

潟牝馬Ｓ‐OP ３着，早春Ｓ，etc.
ヴォリアーモ（17牝 ルーラーシップ）�１勝，松浜特別２着，ゆりかもめ賞２

着，八甲田山特別３着
バロンドゥフォール（10� ディープインパクト）５勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，阿武隈Ｓ，

秋川特別，etc.

４代母 サクラハゴロモ（84鹿 ＊ノーザンテースト）２勝
［子］ サクラバクシンオー（89牡 サクラユタカオー）11勝，スプリンターズＳ

‐Jpn1（２回），スワンＳ‐Jpn2，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，etc.，優
短距，種牡馬

スプリングコート（91牝 ＊トニービン）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ジ
ャニュアリーＳ，北大路特別，etc.

［曾孫］ ミッキードリーム（07牡 キングカメハメハ）５勝，朝日ＣｈＣ‐G3，毎日
王冠‐G2 ３着，中京記念‐G3 ２着（２回），etc.

生産牧場 北海道日高町正和
奥山牧場

購買市場 北海道サマーセール ８，８００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１２号

48 ヴィオレッタ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２１
＊エンドスウィープ

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayヴィオレッタ ＊サンデーサイレンス

��
��
�プリンセスカメリア青 2013 ラトラヴィアータ

4m
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason M5×M5



母 ＊エーシンハーバー（08 USA芦 Cozzene）５勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着，
長岡Ｓ（芝 1400），長岡京Ｓ（芝 1400），三年坂特別（芝 1600）
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ジャーネジャーネ（16牝鹿 ヴィクトワールピサ）��５勝��１勝
エイシンイチラク（18牡鹿 メイショウサムソン）��入着�１勝
エイシンスコビル（19牝芦 エイシンヒカリ）��入着�入着

２代母 エコーハーバーEcho Harbor（01 USA鹿 ＊ボストンハーバー）USA１勝
ウェスタンスモークWestern Smoke（07� Smoke Glacken）USA・CAN５勝，

サプリングＳ‐G3，Charles Town Juvenile S‐L，Prairie Gold Juvenile S
ワンラッキーデインOne Lucky Dane（12牡 Lookin At Lucky）USA２勝，サン

タアニタダービー‐G1 ２着，種牡馬
ハードトゥストップHard to Stop（13� ＊ハードスパン）USA５勝

３代母 エコーエコーエコー Echo Echo Echo（93 USA黒鹿 Eastern Echo）USA
５勝，Ruthless S‐L ３着
レットゴーマイエコー Letgomyecho（02牝 Menifee）USA３勝，フォワードギャ

ルＳ‐G2
アンブライドルドアウトローUnbridled Outlaw（13� Unbridled's Song）

USA６勝，イロクオイＳ‐G3 ３着
ジェイボーイズエコー J Boys Echo（14牡 Mineshaft）USA２勝，ゴーサムＳ

‐G3，ウィザーズＳ‐G3 ３着
エコータウン Echo Town（17牡 Speightstown）USA４勝，Ｈアレンジャー

ケンズＳ‐G1，ウッディスティーヴンズＳ‐G1 ２着，フィーニクスＳ
‐G2 ３着，etc.，種牡馬

エコーズルー Echo Zulu（19 牝 Gun Runner）�USA４勝，フリゼットＳ
‐G1，スピナウェイＳ‐G1，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1

バラーガ Balaagha（06牝 Mr. Greeley）GB１勝，Valiant S‐L ２着
サウンドウェイヴ Soundwave（08牝 Friends Lake）USA３勝，Monmouth Park N.

A.T.C. Futurity‐R，Classy Mirage S２着，Miss Royal S３着
ディーンマティーニDean Martini（17� Cairo Prince）�USA３勝，オハイ

オダービー‐G3
ノーザンアイオワNorthern Iowa（09� Istan）USA５勝，Pomona Derby３着

生産牧場 北海道様似町西様似
清水 誠一

購買市場 北海道サマーセール ４，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－７号

49 エーシンハーバー２０２０ �・芦 ３／１６
＊

＊エンドスウィープ

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊

コジーン Caro

�
�
�
�
�

��
��

�Cozzene Ride the Trailsエーシンハーバー エコーハーバー ＊ボストンハーバー

��
��
�Echo Harbor芦USA 2008 Echo Echo Echo

16g
Damascus S5×M5



母 アンチャン（13青鹿 ゼンノロブロイ）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ソルティエラ（18牝青鹿 エピファネイア）入着２回，���１勝

２代母 ＊アンナモンダ（02 GER栗 Monsun）GB・FR・GER・ITY４勝，ヴィットリ
オディカプア賞‐G1，オイロパマイレ大賞‐G2，ヘンケルレネン‐G2

＊リリエンタール（07牡 Montjeu）４勝，札幌日経ＯＰ‐LR ３着，むらさき賞，日高
特別，水仙賞，ポプラＳ３着，etc.，FR２勝

モントリヒト（09牡 アグネスタキオン）３勝
アンナミルト（11牝 マンハッタンカフェ）５勝，佐世保Ｓ，岩室温泉特別
ステイウィズアンナ（14牝 ステイゴールド）１勝
アスクコンナモンダ（19牡 ダイワメジャー）�１勝

３代母 アナオヴキエフAnna of Kiev（90 GB栗 Salse）FR出走

４代母 アナマトルーシュカAnna Matrushka（84 GB栗 Mill Reef）不出走
［子］ アナーバ Annaba（93牝 In TheWings）GB・FR・ITY３勝，ロワイヤ

リュー賞‐G2，コンセイユドパリ賞‐G2，英ナッソーＳ‐G2 ３着
ポサリカ Pozarica（95 牡 RainbowQuest）GB・FR・UAE・SAU５勝，
ユベールドショードネイ賞‐G2，ベルトゥー賞‐G3，Coupe des
Trois Ans‐L，etc.，種牡馬

アナオヴサクソニー Anna of Saxony（89牝 Ela‐Mana‐Mou）GB・US
A４勝，パークヒルＳ‐G3，セントサイモンＳ‐G3 ２着，プリンセス
ロイヤルＳ‐G3 ２着，etc.

［孫］ ヘルメット Helmet（08 牡 Exceed And Excel）GB・AUS・UAE６勝，
ＡＴＣシャンペインＳ‐G1，ＡＴＣサイアーズプロデュースＳ‐G1，
ＭＲＣコールフィールドギニーズ‐G1，etc.，種牡馬

エポレット Epaulette（09 牡 ＊コマンズ）AUS５勝，ＢＲＣドゥームベン
１０，０００Ｓ‐G1，ＡＴＣゴールデンローズＳ‐G1，コールフィールド
ギニーズプレリュード‐G3，etc.，種牡馬

パールズ Pearls（12 牝 Exceed And Excel）AUS３勝，ＡＴＣティーロ
ーズＳ‐G2，ＡＴＣトーイショークオリティ‐G3，ＡＴＣゴールデン
ペンダント‐G2 ３着，etc.

生産牧場 北海道日高町富川西
チャンピオンズファーム

購買市場 北海道サマーセール ６，６００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－８号

50 アンチャン２０２０ �・青鹿 ２／２１
＊グラスワンダー

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインモーリス ＊カーネギー

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルアンチャン
＊ Monsun

��
��
�アンナモンダ青鹿 2013 Anna of Kiev

7f
サンデーサイレンスM3×S4



母 ニシノヘレンド（07黒鹿 Oasis Dream）入着３回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（15）〕
シェナオーロラ（12�青鹿 ゼンノロブロイ）�６勝��
ルンルンヘレンド（16牝鹿 ＊タイキシャトル）��４勝
ゴーゴーヘレンド（17牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）入着，��３勝
タイセイブレイズ（18牡鹿 ワールドエース）�１勝，��２勝

２代母 ＊パラディナ（02 FR鹿 Rahy）FR１勝
ニシノユメマクラ（08牝 ＊アグネスデジタル）１勝，��３勝
ニシノカチヅクシ（09牡 ゼンノロブロイ）３勝，コスモス賞‐OP ２着，木津川特別，

錦Ｓ３着，�５勝��
ニシノヒナマツリ（14牝 マツリダゴッホ）１勝
ニシノウララ（15牝 リーチザクラウン）２勝

３代母 フンバメラ Khumba Mela（95 IRE 鹿 Hero's Honor）FR・USA５勝，ノー
ブルダムゼルＨ‐G3，クロエ賞‐G3，P. Roland de Chambure‐L，ダイアナＨ
‐G2 ２着，アスタルテ賞‐G2 ３着，etc.
マディヤMadhya（01牝 GoneWest）FR２勝，P. Solitude‐L

マディヤナMadhyana（10牝 Monsun）GER２勝
ミティカMythica（16 牝 Adlerflug）FR・GER１勝，Dusseldorfer BM
WPreis‐L ２着，Kolner Stutenpreis‐L ２着

ミティコMythico（18牡 Adlerflug）�FR・GER２勝，独２０００ギニー‐G2，
ヘルツォークフォンラティボルレネン‐G3，ドクトルブッシュ記念
‐G3 ２着，etc.

ウィルキWilki（05 牝 Oasis Dream）FR・USA２勝，Criterium du Bequet‐L，
アランベール賞‐G3 ２着，ボワ賞‐G3 ２着，etc.
ウィルキウェイWilkiway（14牝 Kitten's Joy）不出走
ウィルフWilf（18 牡 Tapizar）�CHI２勝，P. Gustavo Rivera B‐L ３着

フルールドゥセル Fleur de Sel（06 牝 Linamix）不出走
ソルトレイクシティ Salt Lake City（15 牡 Holy Roman Emperor）FR５勝，

P. Francois Boutin‐L ３着
テリチャン Terrichang（18牝 Dandy Man）�GB入着２回，Ripon Champ

ion 2‐Y‐O Trophy‐L ３着

生産牧場 北海道浦河町野深
秋場牧場

購買市場 北海道サマーセール ３，３００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－８号

51 ニシノヘレンド２０２０ 	・鹿 ２／１８

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormエスケンデレヤ アルデバランライト Seattle Slew

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

オアシスドリーム Green Desert

�
�
�
�
�

��
��

�Oasis Dream Hopeニシノヘレンド
＊ Rahy

��
��
�パラディナ黒鹿 2007 Khumba Mela

20d
Rahy M3×S4 Northern Dancer S5×S5×M5×M5



母 ブラックティー（04鹿 ＊チーフベアハート）２勝，飛竜特別（芝 1000）２着，礼文
特別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－２（５）〕
マッチレスヒーロー（11牡栗 オレハマッテルゼ）４勝，コーラルＳ‐L（Ｄ1400）２着，

すばるＳ‐L（Ｄ1400）３着，ジャニュアリーＳ‐OP（Ｄ1200）２着，薫風Ｓ
（Ｄ1400），大島特別（Ｄ1400），三峰山特別（Ｄ1600）２着，シャングリラ賞
（Ｄ1600）３着，花見山特別（Ｄ1700）３着，��４勝��入着，フジノウェーブ記
念（Ｄ1400）２着

メイショウカネサダ（13牡栗 ＊タイキシャトル）２勝，ごぎょう賞（Ｄ1200）
フラウリーノ（17牝青 ネオユニヴァース）���入着５回
テナチュール（19牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）���出走�１勝

２代母 チャップ（00鹿 ＊ダンシングブレーヴ）不出走
キングパーフェクト（06牡 サニングデール）３勝，初春賞，神無月Ｓ２着，銀嶺Ｓ

２着，春望Ｓ２着，きずな賞３着，etc.
ホットジュピター（08牝 ＊タイキシャトル）��１勝
スカルラット（09牝 ＊オペラハウス）２勝
キョウエイラーケン（10牡 ＊フォーティナイナーズサン）�３勝�入着��
クラウンジューン（12牡 アドマイヤジャパン）１勝
マリノレイラ（14牝 ＊グラスワンダー）�２勝�入着７回
クラウンチャンプ（15牡 ＊キングズベスト）入着４回，��１勝

３代母 ＊セナリオ（92 USA鹿 ＊フォーティナイナー）USA１勝
ニシノマリア（97牝 Take Me Out）５勝，驀進特別，賢島特別２着，疾風特別２着

エキナシア（08牝 ＊スニッツェル）３勝，邁進特別２着
ジュニパーベリー（17牝 ゴールドシップ）�４勝，ルミエールオータムダ
ッシュ‐L ３着，クリスマスローズＳ‐OP ３着，稲妻Ｓ，etc.

タシロスプリング（98牝 マルゼンスキー）３勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，すずらん
賞‐OP ３着

４代母 リサイタルRecital（87 USA黒鹿 Danzig）GB入着
［孫］ モノノMonono（09牝 Whywhywhy）USA６勝，Orleans S‐R，

Pan Zareta S２着，Happy Ticket S３着

生産牧場 北海道浦河町西幌別
日進牧場

購買市場 北海道サマーセール ８，８００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－８号

52 ブラックティー２０２０ �・黒鹿 ４／ ２

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊ Chief's Crown

�
�
�
�
�

��
��

�チーフベアハート Amelia Bearhartブラックティー ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�チャップ鹿 2004 ＊セナリオ

16h
Danzig M4×M5 Secretariat S5×M5 Mr. Prospector S5×M5
Northern Dancer M5×M5



母 ＊ライブリーチューン（04 USA黒鹿 Dixieland Band）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－４（17）〕
ダノンゴールド（09�黒鹿 ゴールドアリュール）５勝，ＫＢＣ杯（Ｄ1700），檜山

特別（Ｄ1700）（２回），黒竹賞（Ｄ1800）３着，障害３勝
クリアザコースト（11牡鹿 ダイワメジャー）入着２回，�５勝�入着３回
トウシンタイガー（13�鹿 ゴールドアリュール）１勝，��１勝�３勝
レッドアルディ（15�鹿 ＊アイルハヴアナザー）１勝，�５勝
シャイニングブルー（17牡黒鹿 スクリーンヒーロー）�入着４回，�３勝
プレイマウント（18牡鹿 スピルバーグ）入着，��未出走�	入着

２代母 イクストラヴァガントウーマンExtravagantWoman（82 USA鹿 Alydar）
不出走
リヴィングヴァイカリアスリー Living Vicariously（90 牡 Time for a Change）

USA５勝，ブルックリンＨ‐G2，ブリーダーズフュチュリティ‐G2 ２着，デ
ィスカヴァリーＨ‐G3 ３着

ラグジュアリアスリー Luxuriously（95 牝 Danzig）USA出走
ニットワンパートゥー Knit One Purr Too（11牝 Tale of the Cat）USA３

勝，Stormy Blues S，Brandywine S３着
リゾート Resort（97 牝 Pleasant Colony）USA４勝，ＣＣＡオークス‐G1 ２着，

ガゼルＨ‐G1 ３着，ターンバックジアラームＨ‐G3 ２着，Monmouth Bea
ch S‐L ３着
サイトシーイング Sightseeing（04牡 Pulpit）USA２勝，ピーターパンＳ‐G2，

ウッドメモリアルＳ‐G1 ２着，ドゥワイアＳ‐G2 ３着，ジムダンディ
Ｓ‐G2 ３着，ナシュアＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

ウィズディスティンクションWith Distinction（01牡 Storm Cat）USA６勝，エル
コネホＨ‐G3，チャーチルダウンズＨ‐G2 ２着，サンアントニオＨ‐G2 ２着，
メリーランドＢＣＨ‐G3 ２着，Bet On Sunshine H２着，etc.，種牡馬

３代母 スクワンダー Squander（74 USA鹿 Buckpasser）USA３勝，ソロリティＳ
‐G1，Astoria S，Las Flores H２着

生産牧場 北海道新ひだか町三石本桐
平野牧場

購買市場 北海道サマーセール ９，９００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－８号

53 ライブリーチューン２０２０ 
・鹿 ３／ ４
＊ Halo

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellダイワメジャー ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットブーケ栗 2001 ＊スカーレツトインク

＊

ディクシーランドバンド Northern Dancer

�
�
�
�
�

��
��

�Dixieland Band Mississippi Mudライブリーチューン イクストラヴァガントウーマン Alydar

��
��
�ExtravagantWoman黒鹿USA 2004 Squander

8h
Northern Dancer M3×S4 Almahmoud S5×M5 Lady Angela S5×M5
Native Dancer M5×M5



母 キモンクイーン（11芦 ＊クロフネ）��１勝�入着６回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
ガミラスビート（16牝芦 ベルシャザール）�３勝
ソレユケタケコ（17牡芦 スピルバーグ）��出走�２勝���入着２回
ハイプリーステス（18牝芦 ネオユニヴァース）１勝，�地方未出走
ガーディアンベル（19牡芦 サトノアラジン）�出走

２代母 ローリエ（96芦 メジロマックイーン）２勝
ハリーアップ（04牡 マンハッタンカフェ）４勝，北海Ｈ，臥牛山特別，ウェルカム

Ｓ２着，古都Ｓ２着，春日山特別２着，etc.
ラブイズブーシェ（09牡 マンハッタンカフェ）６勝，函館記念‐G3，目黒記念‐G2 ２着，

福島記念‐G3 ３着，有馬記念‐G1 ４着，天皇賞（秋）‐G1 ４着，etc.，種牡馬
プティットクルール（14牝 マンハッタンカフェ）３勝，淡路特別３着
スマイルガール（17牝 キズナ）�１勝
シャインローリエ（18牝 ディープブリランテ）��２勝

３代母 ナカミシュンラン（87鹿 ＊モガミ）２勝，ロベリア賞２着
ミズホユウセイ（02牝 ＊デヒア）２勝，礼文特別２着

４代母 ナカミサフアイヤ（76黒鹿 ＊ボールドリツク）２勝，新潟記念，オークス２着，
クイーンＣ２着
［子］ ナカミジユリアン（84牝 ＊モガミ）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，新春４歳牝

馬Ｓ‐OP
ナカミリーゼント（85� トウシヨウルチエー）５勝，府中Ｓ，金峰山特別，
エーデルワイスＳ，etc.

ナカミエレガンス（92牝 メリーナイス）３勝，ミモザ賞３着
［孫］ フリソ（06牡 ゴールドアリュール）５勝，ブラジルＣ‐OP ２着，etc.，��

�入着２回	�，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ２着，マーキュリーＣ‐Jpn3 ３着
ナカミアンデス（90� ＊モガミ）７勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP，ディセンバー
Ｓ‐OP，メトロポリタンＳ‐OP ２着，etc.

ウインドファンタジ（03牡 ＊カコイーシーズ）�３勝��
，園田ユース
Ｃ，園田ジュニアＣ，兵庫ダービー３着

生産牧場 北海道新ひだか町静内田原
田原橋本牧場

購買市場 北海道サマーセール ６，６００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－８号

54 キモンクイーン２０２０ �・芦 ３／ ３

＊

ウォーフロント Danzig

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューキモンクイーン メジロマックイーン

��
��
�ローリエ芦 2011 ナカミシュンラン

＊シスターサリー 1l
５代までにクロスなし



母 キュリオスティー（11鹿 ディープインパクト）２勝，燕特別（芝 2200）３着
初仔

２代母 ＊キュー（97 USA栗 ＊フレンチデピュティ）USA７勝，ロングアイランドＨ
‐G2，New Castle H‐L，Going Up S，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着，N
avajo Princess S‐L ２着，etc.

＊ルシルク（04牝 Dynaformer）USA１勝
クロムレック（10牡 Smart Strike）３勝，端午Ｓ‐OP ３着
グランシルク（12牡 ステイゴールド）５勝，京成杯オータムＨ‐G3，ＮＺトロ

フィー‐G2 ２着，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，中京記念‐G3 ２着，
ニューイヤーＳ‐L ２着，etc.，種牡馬

クードラパン（13牝 ダイワメジャー）４勝，潮騒特別，ＨＢＣ賞，サフラン賞，
セプテンバーＳ２着

ヴァンクールシルク（14� ヴィクトワールピサ）�３勝，燕特別，本栖湖特別
２着，荒川峡特別２着

ラソワドール（15牝 ゴールドアリュール）１勝，菜の花賞３着，���入着
イルチルコ（19牝 ドゥラメンテ）�１勝，葉牡丹賞２着

＊ブレイクランアウト（06牡 Smart Strike）２勝，共同通信杯‐G3，朝日杯フューチュリ
ティＳ‐Jpn1 ３着，朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，種牡馬

キスショット（07牝 Fusaichi Pegasus）入着
フーズサイド（16牡 シビルウォー）�２勝，舞浜特別３着
ラキ（17牝 ジャスタウェイ）�２勝，礼文特別，立待岬特別３着

エネアド（09牡 ディープインパクト）４勝，外房特別，由比ヶ浜特別，黄梅賞２着，
若竹賞２着，若潮賞３着

ブレイクエース（12牡 キングカメハメハ）１勝，�１勝�１勝

３代母 ピージェイフローラル P J Floral（89 USA鹿 Baldski）USA９勝，Gulfstr
eam Park The Very One H‐L，April Run S２着，Searching S２着，Hi
aleah H‐L ３着
ラミアノ Ramiano（98牡 Rubiano）USA６勝，Bruce G. Smith Memorial S３

着，種牡馬

生産牧場 北海道新ひだか町静内真歌
矢野牧場

購買市場 北海道セプテンバーセール ３，３００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－８号

55 キュリオスティー２０２０ �・鹿 ３／ １

＊

モンズーン Konigsstuhl

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Monsun

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mosellaノヴェリスト ナイトラグーン Lagunas

��
��
�Night LagoonIRE 黒鹿 2009 Nenuphar

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアキュリオスティー
＊

＊フレンチデピュティ

��
��
�キュー鹿 2011 P J Floral

1t
Literat S5×S5 Nijinsky S5×M5



母 ＊ミーヤチャスカ（10 USA栗 First Samurai）��９勝�
初仔

２代母 ソサエティズチャイルド Society's Child（01 CAN栗 Affirmed）USA出走
ソルトインザシティ Saltinthecity（07 牝 Salt Lake）USA10 勝
プリンセスマーガレットPrincess Margaret（08 牝 Malibu Moon）USA２勝
リーガルロンRegal Ron（09� Lawyer Ron）USA・PR５勝
インディチャイルド Indy Child（11 牡 Indygo Shiner）KOR２勝
エオリンワンジャEorinWangja（14 牡 Forest Camp）KOR２勝

３代母 スーシティ Sioux City（95 CAN黒鹿 Carson City）USA入着
サンテーラ Santerra（00 牝 Tejabo）USA２勝，Muskoka S‐R，South Ocea

n S‐R，Eternal Search S‐R ２着，etc.
スパイトフルアフェア Speightful Affair（07 牝 Speightstown）USA・CAN２

勝，カムリーＳ‐G3 ２着，AmCapable S２着，DreamyMimi S
２着，etc.
オーガニックジェミニOrganic Gemini（12� Sir Whimsey）USA１勝，
New York Stallion S‐R ２着

ミスターバフMr. Buff（14� Friend Or Foe）�USA17 勝，Stymie S
‐L，Jazil S（３回），Empire Classic H‐R（２回），etc.

ホイスパーナンバーWhisper Number（08 牝 First Samurai）USA入着２回
ミスローカストポイントMs Locust Point（14 牝 Dialed In）USA９勝，
バーバラフリッチーＳ‐G2，Primonetta S，What A Summer S，etc.

ウォラントWarrant（18 牡 Constitution）�USA３勝，オクラホマダービー
‐G3，Texas Derby，ウェストヴァージニアダービー‐G3 ２着，etc.

＊エイシンイーデン（02牡 Phone Trick）４勝，天王山特別２着，安城特別２着，ハ
ッピーエンドＣ３着

４代母 エヴリエフォートEvery Effort（80 CAN黒鹿 Full Out）USA１勝
［子］ ヴァリアントジュエル Valiant Jewel（90 牝 Buckley Boy）USA６勝，

Nellie Morse S‐L，Lady's Secret S，Etobicoke H‐L ２着，etc.
［孫］ フレンドリーミシェル Friendly Michelle（01 牝 Artax）USA５勝，プラ

イオレスＳ‐G1，ラトロワンヌＳ‐G3，Santa Paula S‐L，etc.

生産牧場 北海道浦河町野深
大北牧場

購買市場 北海道セプテンバーセール ３，３００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－８号

56 ミーヤチャスカ２０２０ �・栗 ２／２７
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊

ファーストサムライ Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�First Samurai Freddie Frissonミーヤチャスカ ソサエティズチャイルド Affirmed

��
��
�Society's Child栗USA 2010 Sioux City

4j
Mr. Prospector S5×M5



母 ミヤジレイナ（11黒鹿 キングカメハメハ）�１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ダンツウィザード（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）１勝
メイショウサミダレ（19牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��１勝

２代母 パッショナルダンス（02青鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，山国川特別，犬山
特別３着
ガリャルダ（10牡 ＊フレンチデピュティ）��11 勝
ウインクルサルーテ（13牝 ＊ハービンジャー）５勝，フラワーＣ‐G3 ３着，中京２

歳Ｓ‐OP ３着，寿Ｓ，四国新聞杯，青島特別，etc.
オオイリ（15牡 ルーラーシップ）入着，��３勝
ナンヨーコウゼン（17牡 エイシンフラッシュ）��２勝

３代母 ＊ランバダスタイル（88 IRE 黒鹿 ＊ダンシングブレーヴ）GB１勝
キングフィーバー（95牡 ＊リンドシェーバー）１勝，��７勝�４勝��，とちぎ大

賞典，太平記記念，ばん阿賞，etc.
アタラクシア（97牡 ＊デインヒル）３勝，日本ダービー‐Jpn1 ３着，すみれＳ‐OP，

あすなろ賞
トリッキーアイズ（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）２勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ３着
サンフラワーガール（00牝 ＊タイキシャトル）不出走

ダンツキッスイ（05牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，アーリントンＣ‐Jpn3，萩
Ｓ‐OP ２着，	入着，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着

４代母 サンタズシスタ－Santa's Sister（71 USA鹿 Middle Brother）GB４勝
［子］ マイシスタ－My Sister（78牝 ＊ノノアルコ）IRE・USA１勝，マルカイＳ‐G3
［孫］ ティプシークリーク Tipsy Creek（94牡 Dayjur）GB・USA６勝，テンプ

ルＳ‐G2，英ノーフォークＳ‐G3，Hopeful S‐L，etc.，種牡馬
アブナウワス Abunawwas（00牡 In TheWings）IRE・SAU４勝，バ
リーコーラスＳ‐G3，Glencairn S‐L，Woodlands S‐L，etc.，
種牡馬

オンテオジエセンプリOntemhojeesempre（03牝 Vettori）BRZ２勝，
マリアノプロコピオ大賞‐G3

生産牧場 北海道浦河町上杵臼
丸幸小林牧場

購買市場 北海道セプテンバーセール ６，６００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１４号

57 ミヤジレイナ２０２０ 
・鹿 ４／ ２

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスミヤジレイナ ＊サンデーサイレンス

��
��
�パッショナルダンス黒鹿 2011 ＊ランバダスタイル

9h
Mr. Prospector M4×S5



母 ピュアシンフォニー（07鹿 ＊ストラヴィンスキー）��４勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－４（11）〕
ピュアノアール（12牝鹿 ブラックタイド）３勝
コクスイセン（13牡黒鹿 ブラックタイド）３勝，雅Ｓ（Ｄ1800），濃尾特別
（Ｄ1800）２着，��１勝

ピュアアモーレ（14牝鹿 マツリダゴッホ）入着，��３勝
ピュアセレニティー（16牝鹿 ブラックタイド）�１勝��４勝�
スリーシンフォニー（17牡鹿 スマートファルコン）��２勝
エトワールジェンヌ（19牝鹿 ブラックタイド）�１勝

２代母 ＊ピュアブラウン（01 CAN鹿 Indian Charlie）２勝，ベゴニア賞，咲花特別２
着，��入着，関東オークス‐Jpn3 ３着
ピュアオパール（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）２勝，カンナＳ‐OP，��入着，

関東オークス‐Jpn2 ２着
ピュアダイヤモンド（09牝 フジキセキ）２勝

ピュアインペリアル（17牝 ＊クロフネ）�２勝���入着３回，金沢シンデレラ
Ｃ３着

プレツィオーゼ（12� ハーツクライ）入着，�４勝��
テイエムサンピラー（13牝 ＊クロフネ）入着２回，	９勝，春望賞，鶴見岳賞，サイ

ネリア賞３着
ギンジ（17� キズナ）���３勝�１勝
ラカン（18牡 キズナ）�１勝，南相馬特別３着

３代母 オンザフックOn the Hook（95 USA栗 Phone Trick）USA入着２回

４代母 ヴィクトリアスガールVictorious Girl（84 USA栗 Raise a Man）USA１勝
［孫］ ウォーブリングWarbling（06 牝 Unbridled's Song）USA３勝，インサ

イドインフォメイションＳ‐G2，バレリーナＳ‐G1 ２着，プリンセ
スルーニーＨ‐G1 ２着，etc.

ビッグスコアー Big Score（00 牝 Grand Slam）USA６勝，Kindergar
ten S‐L，Czaria H，Santa Teresa H，etc.

インディアングレイシー Indian Gracey（08牝 Indian Ocean）USA３勝，
California State Fair Sprint H‐L，オークリーフＳ‐G1 ３着

生産牧場 北海道むかわ町米原
新井牧場

購買市場 北海道サマーセール ８，８００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１４号

58 ピュアシンフォニー２０２０ 
・栗 ４／２４

＊

タピット Pulpit

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your HeelsクリエイターⅡ モレーナ Privately Held

��
��
�MorenaUSA 芦 2013 Charytin

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ストラヴィンスキー Fire the Groomピュアシンフォニー
＊ Indian Charlie

��
��
�ピュアブラウン鹿 2007 On the Hook

7f
Mr. Prospector S5×M5



母 ＊セイクリッドフレイム（05 USA鹿 Rahy）GB出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（30）〕
ケイアイレーヴェ（10牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）�４勝�７勝
セイクリッドブルー（11牝鹿 ＊ブライアンズタイム）�７勝
レディームーン（12牝栗 アドマイヤムーン）�４勝�入着６回
ゴールドスピアー（14牝鹿 ヴィクトワールピサ）���３勝
サブリナ（15牝栃栗 ダノンシャンティ）１勝
ジェネラルエリア（17牝鹿 ＊バトルプラン）��出走	１勝�４勝�入着２回��，

お松の方賞（Ｄ1900）２着，スプリングＣ（Ｄ1800）２着，東海クイーンＣ
（Ｄ1800）３着

ゴールドスペンサー（18牡鹿 パドトロワ）���入着２回

２代母 アシュラーカト Ashraakat（95 USA鹿 Danzig）GB・FR３勝，Charlotte
Fillies S‐L，Sceptre S‐L，ネルグウィンＳ‐G3 ２着，Oak Tree S‐L ２着
ヘザームHezaam（01牡 Red Ransom）GB５勝
エルデセシーEl Dececy（04牡 Seeking the Gold）GB12 勝
アクタールAqtaar（08
 Smart Strike）USA８勝

３代母 エルスール Elle Seule（83 USA栗 Exclusive Native）FR・USA３勝，アス
タルテ賞‐G2，P. des Tuileries‐L，オペラ賞‐G2 ２着，ボワ賞‐G3 ２着，
ロワイヨモン賞‐G3 ３着，etc.
オンリースールOnly Seule（88 牝 Lyphard）FR１勝

オキュパンディストOccupandiste（93 牝 Kaldoun）FR６勝，フォレ賞‐G1，
モーリスドゲースト賞‐G1，ポルトマイヨ賞‐G3，etc.

メフサーフMehthaaf（91 牝 Nureyev）GB・FR・IRE４勝，愛１０００ギニー‐G1，
セレブレイションマイル‐G2，ネルグウィンＳ‐G3，etc.

エルナディム Elnadim（94牡 Danzig）GB・USA５勝，ジュライＣ‐G1，ダイアデ
ムＳ‐G2，Hopeful S‐L，etc.，種牡馬

４代母 フォールアスペン Fall Aspen（76 USA栗 Pretense）USA８勝，メイトロン
Ｓ‐G1，アスタリタＳ‐G3，Prioress S

生産牧場 北海道新ひだか町三石本桐
平野牧場

購買市場 北海道セプテンバーセール ５，７２０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１４号

59 セイクリッドフレイム２０２０ �・鹿 ３／２６
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊

ラヒー Blushing Groom

�
�
�
�
�

��
��

�Rahy Glorious Songセイクリッドフレイム アシュラーカト Danzig

��
��
�Ashraakat鹿USA 2005 Elle Seule
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母 メモリーロワジール（10栗 アグネスタキオン）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
メモリーメソッド（15牡栗 ＊フレンチデピュティ）�４勝，中京ペガスターＣ
（Ｄ1600）３着

メモリーパーソナル（16牡栗 ＊グラスワンダー）�２勝��入着３回
メモリースタッグ（17牡栗 ＊クロフネ）��２勝�
メモリーアンクル（18牡鹿 ＊シニスターミニスター）��３勝
メモリーソシアル（19牝栗 アドマイヤムーン）���出走

２代母 ＊シルカズギフト（01 GB鹿 Cadeaux Genereux）GB３勝，ネルグウィンＳ
‐G3，Albany S‐L
メモリービジュアル（08牝 サクラバクシンオー）出走

メモリーミラクル（14牝 ＊キンシャサノキセキ）�５勝，東海クイーンＣ，スプ
リングＣ，中京ペガスターＣ２着，ライデンリーダー記念２着，新春ペガ
サスＣ３着

メモリーフェイス（14牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

３代母 オデットOdette（95 GB鹿 Pursuit of Love）GB２勝
レジスタンスヒロインResistance Heroine（02 牝 Dr Fong）GB入着２回

ノーズダイヴNosedive（07� Observatory）GB・FR２勝，Redcar Two‐
Year‐Old Trophy‐L ３着

ヴィオレット Violette（03 牝 Observatory）GB・FR・IRE・GER４勝，ファース
オヴクライドＳ‐G3，ロックフェルＳ‐G2 ２着，Redcar Two‐Year‐Old T
rophy‐L ２着，etc.

セシリーCecily（06 牝 Oasis Dream）GB２勝
レッドバルーンズ Red Balloons（16 牝 Kyllachy）GB２勝，ヨークサマーＳ

‐G3 ３着
ヴァージニアホール Virginia Hall（07 牝 Medicean）GB・FR・GER３勝，Coral Di

staff S‐L，カルヴァドス賞‐G3 ２着，Criterium du Bequet‐L ２着
マリーオヴリヨンMarie of Lyon（14牝 Royal Applause）GB・IRE３勝，

Boadicea S‐L ２着，Queen Charlotte S‐L ３着，Empress S‐L
３着

生産牧場 北海道浦河町西幌別
谷川牧場

購買市場 北海道サマーセール ９，３５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－５号

60 メモリーロワジール２０２０ 牡・鹿 ５／ ４

＊

ウォーフロント Danzig

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラメモリーロワジール
＊ Cadeaux Genereux

��
��
�シルカズギフト栗 2010 Odette

6e
Halo M4×S5



母 ＊ステージスクール（02 USA青鹿 ＊サンデーサイレンス）GB２勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（８），海外－１（１），地方－６（19）〕
ブロードウェイダンサーBroadway Dancer（07 GB牝鹿 ＊ファンタスティックライト）

GB・IRE１勝
ウエストエンド（08牡鹿 Pivotal）５勝，六甲アイランドＳ（芝 1200），久多特別
（芝 1400），舞子特別（芝 1400），斑鳩Ｓ（芝 1400）２着，ファンタスティックＪ
ＳＴ（芝 1400）２着，長岡京Ｓ（芝 1400）２着，伊万里特別（芝 1200）２着，雲雀
Ｓ（芝 1400）３着，仲秋Ｓ（芝 1400）３着

パレディウム（09牡鹿 アドマイヤムーン）入着，��２勝
エンジェヌー（11牝青鹿 ＊コマンズ）３勝
アンフィシアター（12牝青鹿 ＊ストーミングホーム）�３勝
ホームルーム（13牝青 ＊ストーミングホーム）��２勝
メジャーロール（14牡鹿 ＊ストリートセンス）��８勝
ロタツィオーネ（17�黒鹿 ＊キングズベスト）���３勝
クレイジースピード（18牡鹿 ルーラーシップ）��未出走�１勝

２代母 ＊ダンスールファビュルー（82 USA鹿 Northern Dancer）FR・USA入着７回，
ミネルヴ賞‐G3 ２着

＊アラジ（89牡 Blushing Groom）GB・FR・USA９勝，ＢＣジュヴェナイル‐G1，
仏グランクリテリヨム‐G1，モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，ロンポワ
ン賞‐G2，ロベールパパン賞‐G2，etc.，欧年度代表馬，種牡馬

フォートローズ Fortrose（90 牝 ＊フォーティナイナー）FR１勝，P. des Lilas‐L
２着

ノヴェールNoverre（98 牡 Rahy）GB・FR・USA・UAE・HKG５勝，サセックス
Ｓ‐G1，英シャンペインＳ‐G2，ジュライＳ‐G3，P. La Fleche‐L，クイ
ーンエリザベス二世Ｓ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

３代母 ファビュルージャーヌ Fabuleux Jane（74 USA栗 Le Fabuleux）GB・FR
４勝，ポモーヌ賞‐G3，P. de la Porte de Passy‐L，P. des Belles Filles‐L，
仏オークス‐G1 ３着，ヴェルメイユ賞‐G1 ３着，etc.

生産牧場 北海道新ひだか町三石東蓬莱
山際牧場

購買市場 北海道サマーセール ８，５８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－５号

61 ステージスクール２０２０ 牡・黒鹿 ３／２５

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�
�
�
�
� Charming Lassieビーチパトロール バッシュフルバーティー Quiet American

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellステージスクール
＊ Northern Dancer

��
��
�ダンスールファビュルー青鹿USA 2002 Fabuleux Jane
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母 マイティーハニー（12芦 ハーツクライ）１勝
初仔

２代母 マイティースルー（06芦 ＊クロフネ）４勝，セレブレイション賞，春菜賞，白
井特別２着，三面川特別３着
マイティーゴールド（13牡 ゴールドアリュール）２勝，�３勝�１勝
パッシングスルー（16牝 ルーラーシップ）３勝，紫苑Ｓ‐G3，��入着，エンプレ

ス杯‐Jpn2 ３着
シェダル（17牡 ゴールドアリュール）４勝，仲冬Ｓ，大通公園特別，大倉山特別３

着，��２勝�入着，梅見月杯３着
スルーセブンシーズ（18牝 ドリームジャーニー）�２勝，紫苑Ｓ‐G3 ２着，ミモザ賞

３代母 ＊スルーオール（90 USA鹿 Seattle Slew）USA入着
ジュエルオヴザシー Jewelofthesea（99牝 Theatrical）不出走

ルーニードゥードルRooney Doodle（04 牝 Lit de Justice）USA出走
ジーンエリザベス Jean Elizabeth（15 牝 Adios Charlie）�USA・CAN1
5勝，ホイムジカルＳ‐G3，オンタリオファッションＳ‐G3，Lightni
ng City S‐L，etc.

ダグアウトDugout（16� Adios Charlie）�USA９勝，Steel Valley S
print S‐L，Funny Cide S‐R，New York Breeders' Futurity‐R，etc.

キングスミール（01牝 Theatrical）不出走
ブルミラコロ（12牡 ＊キンシャサノキセキ）６勝，室町Ｓ‐OP，天王山Ｓ‐OP

２着，etc.，���入着３回，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着
ハクサンルドルフ（13牡 アドマイヤムーン）５勝，エプソムＣ‐G3 ２着，甲斐

路Ｓ，難波Ｓ，etc.，�	４勝��
スルーレート（02牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，ユート

ピアＳ２着，etc.，��入着，クイーン賞‐Jpn3 ３着
ハイアーレート（11� ゼンノロブロイ）２勝，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，レジェン

ドＪＳＣ２着，��１勝�入着

４代母 オーヴァオールOver All（85 USA栗 Mr. Prospector）USA６勝，メイトロ
ンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，スカイラヴィルＳ
‐G2，ランダルースＳ‐G3，etc.

生産牧場 北海道新ひだか町静内真歌
ウエスタンファーム

購買市場 北海道サマーセール ６，２７０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－５号

62 マイティーハニー２０２０ 牡・芦 ４／１４

＊

アンブライドルズソング Unbridled

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� Trolley Songダンカーク シークレットステイタス A.P. Indy

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスマイティーハニー ＊クロフネ

��
��
�マイティースルー芦 2012 ＊スルーオール
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母 プレイフォーマザー（11鹿 ディープスカイ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 ＊シンコウラブリイ（89 IRE 鹿 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワン
Ｓ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，クイーンＳ‐Jpn3，etc.，
優古牝
ロードクロノス（95牡 ＊トニービン）８勝，中京記念‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ２着，

外房Ｓ，北海道新聞杯，立冬特別２着，etc.
レディベローナ（96牝 ＊サンデーサイレンス）入着

マイネエポナ（09牝 キングカメハメハ）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着，アネモ
ネＳ‐LR ２着

レディミューズ（97牝 ＊ティンバーカントリー）３勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，
オークス‐Jpn1 ４着，千葉ＴＶ杯，江の島特別２着，八ケ岳特別２着，etc.
シンメイフジ（07牝 フジキセキ）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，阪神ジュベナイルフ

ィリーズ‐Jpn1 ５着，ダリア賞‐OP ２着，��１勝，関東オークス‐Jpn2
フェリス（10牝 ジャングルポケット）出走
ロードマイウェイ（16牡 ジャスタウェイ）�６勝，チャレンジＣ‐G3，ポ
ートアイランドＳ‐L，キャピタルＳ‐L ２着，長岡Ｓ，八ヶ岳特別，etc.

トレジャー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，都大路Ｓ‐L，目黒記念‐Jpn2 ２着，
セントライト記念‐Jpn2 ２着，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，東風Ｓ‐L
２着（２回），etc.

ピサノグラフ（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ターコイズＳ‐L ３着，初風特別，
市川Ｓ２着，ユートピアＳ２着，八雲特別２着，etc.
ムイトオブリガード（14牡 ルーラーシップ）６勝，ＡＲ共和国杯‐G2，ＡＲ共

和国杯‐G2 ２着，六社Ｓ，町田特別，青嵐賞，etc.
ロードアルファード（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，ゴールデンブーツＴ２着，

石和特別２着，稲荷特別２着，小牧特別２着，北洋特別２着，etc.
マザーウェル（07牝 ＊シンボリクリスエス）入着８回，�１勝

タイセイトレイル（15牡 ハーツクライ）�４勝，ＡＲ共和国杯‐G2 ２着，メト
ロポリタンＳ‐L ３着，札幌日経ＯＰ‐L ３着，万葉Ｓ‐OP ３着，丹頂Ｓ
‐OP ３着（２回），etc.

３代母 ＊ハッピートレイルズ（84 IRE 鹿 ＊ポツセ）IRE入着

生産牧場 北海道新ひだか町静内豊畑
高橋フアーム

購買市場 北海道サマーセール ３，８５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－５号

63 プレイフォーマザー２０２０ 牡・鹿 ２／１１

＊

ガリレオ Sadler's Wells

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Galileo

�
�
�
�
�
�
�
�
� Urban Seaケープブランコ ローレルディライト Presidium

��
��
�Laurel DelightIRE 栗 2007 Foudroyer

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビプレイフォーマザー
＊ Caerleon

��
��
�シンコウラブリイ鹿 2011 ＊ハッピートレイルズ

4d
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母 ヘルヴェティア（11栗 ＊サウスヴィグラス）入着，��６勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ヴレネリ（18牝鹿 ジョーカプチーノ）���２勝
グロウオンユー（19牝栗 コパノリッキー）�未出走

２代母 マイティーボタン（04栗 ＊タイキシャトル）１勝
ブラックフライデーBlack Friday（10牡 ブラックタイド）１勝，SIN２勝
モンサンアルナイル（13� ＊カジノドライヴ）２勝，三陸特別３着，��４勝
ドライブラン（17牝 ＊カジノドライヴ）入着２回，��２勝

３代母 スルーザシーズン（96栗 ＊スキャン）３勝
トーホウグリーン（05牝 アグネスタキオン）２勝

チェンジイット（13牝 トーホウエンペラー）�３勝��，クイーンＣ２着，新
春ペガサスＣ３着

ナリタシーズン（07牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，八海山特別，米沢特別２着，�４勝
ヒルノケアンズ（10牝 ハーツクライ）３勝，飯豊特別３着，相模湖特別３着

４代母 ビクトリーマッハ（89黒鹿 バンブーアトラス）３勝，西海賞２着，都井岬特別２着
［孫］ ステラウインド（09牡 ゼンノロブロイ）６勝，万葉Ｓ‐L，青葉賞‐G2 ３

着，七夕賞‐G3 ２着，etc.
スマートルビー（13牝 ゼンノロブロイ）３勝，土湯温泉特別，テレ玉杯２着
ムーンライト（17牝 ハーツクライ）�２勝，豊橋特別２着，御宿特別３着

５代母 ＊ワンスウエド（84 USA栗 Blushing Groom）不出走
［子］ テイエムオペラオー（96牡 ＊オペラハウス）14勝，ジャパンＣ‐G1，有馬

記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，etc.，優３牡，年代表，優古牡，種牡馬
チャンネルフォー（88牝 ＊ノーザンディクテイター）４勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2
２着，阪急杯‐Jpn3 ３着，札幌日刊スポーツ杯‐OP ２着，etc.

タガノコウテイ（99牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，
	４勝�入着�

［孫］ テイエムガルチオー（00牡 ＊サンダーガルチ）２勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，若
駒Ｓ‐OP ３着，etc.，�入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn3 ３着

生産牧場 北海道新冠町西泊津
山岡ファーム

購買市場 北海道サマーセール ８，８００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－５号

64 ヘルヴェティア２０２０ 牡・栗 ３／２２
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターヘルヴェティア ＊タイキシャトル

��
��
�マイティーボタン栗 2011 スルーザシーズン

＊ワンスウエド 4m
Halo S4×M5 Hail to Reason S5×S5 Mr. Prospector M5×M5



母 エリモフローラ（10黒鹿 ゼンノロブロイ）入着２回，�３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シュガーレス（18�栗 ＊ロージズインメイ）��出走�１勝��
ルピコラ（19牝栗 ＊アイルハヴアナザー）�出走

２代母 ユニバーサル（01栗 ＊ブライアンズタイム）３勝，琵琶湖特別３着，桑折特別３着
エリモヴィエント（09牡 ダイワメジャー）入着２回，�１勝��
クリノカルカソンヌ（13牡 ＊ワークフォース）入着，�１勝
ワールドフォーラブ（14牝 ディープインパクト）４勝，中京スポーツ杯，桑名特別，

鳥羽特別２着，中京スポーツ杯２着，マカオＪＣＴ２着，etc.
クリノアリエル（15牝 ディープインパクト）�２勝，大濠特別，千歳特別２着，淀

屋橋Ｓ３着，下関Ｓ３着，�６勝��
ウラカワノオト（16牡 ディープインパクト）���出走�８勝

３代母 エリモエクセル（95栗 ＊ロドリゴデトリアーノ）６勝，オークス‐Jpn1，府中
牝馬Ｓ‐Jpn3，マーメイドＳ‐Jpn3，中京記念‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn2 ３着，etc.
ハレクラニ（02牝 ＊ブライアンズタイム）出走

ブラックバード（12� ダイワメジャー）２勝，彦星賞，八代特別２着，鞍ケ池
特別２着，etc.，�１勝��入着

ダノンエクスプレス（06牡 アグネスタキオン）４勝，柏崎特別
リトルダーリン（08牝 ディープインパクト）３勝，蓬莱峡特別，西海賞３着

フィニステール（17牡 キングカメハメハ）�３勝，あやめ賞２着

４代母 ＊エリモファンタジー（86 USA栗 Riverman）FR入着
［孫］ エリモブライアン（97牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ステイヤーズＳ

‐Jpn2，菊花賞‐Jpn1 ３着，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，etc.
エリモシャルマン（99牡 ＊トニービン）４勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，
ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ３着，万葉Ｓ‐L ２着，etc.

フラットライナーズ（12牡 ＊シニスターミニスター）��10 勝，船橋記念，
習志野きらっとスプリント，京浜盃２着，種牡馬

エリモアスリート（00牡 ＊アフリート）２勝，日向特別，城崎特別３着

生産牧場 北海道新ひだか町静内目名
岡田スタツド

購買市場 北海道サマーセール ３，８５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－５号

65 エリモフローラ２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ４

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�
�
�
�
� Charming Lassieビーチパトロール バッシュフルバーティー Quiet American

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルエリモフローラ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ユニバーサル黒鹿 2010 エリモエクセル

＊エリモファンタジー 1k
Mr. Prospector S4×S5×M5 Clever Trick S5×M5 Hail to Reason M5×M5



母 クレタパラドックス（07鹿 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（７）〕
トゥルーセオリー（13牝黒鹿 マンハッタンカフェ）�１勝�２勝�
ハロングロットル（16牝芦 キャプテントゥーレ）�２勝
フィドル（17牝鹿 ヴィクトワールピサ）１勝，��２勝
ソングフォーマーヤ（19牝鹿 ディーマジェスティ）�出走

２代母 ＊ブラッシングインザレイン（88 USA鹿 Blushing Groom）不出走
ホットマイハート（96牝 ＊モガンボ）�２勝�５勝�，こまくさ賞，すみれ賞３着
トーホウシデン（97牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，中山金杯‐Jpn3，エイプリルＳ‐L，

菊花賞‐Jpn1 ２着，毎日王冠‐G2 ２着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
オースミブラッシー（98牝 ナリタブライアン）出走

ザグ（06牡 ニューイングランド）１勝，�	４勝�５勝，スパーキングサマー
Ｃ３着，建依別賞２着，大高坂賞３着，珊瑚冠賞３着

トライワンズラック（99牡 ＊トニービン）６勝，フェアウェルＳ，シャングリラ賞，
赤富士Ｓ２着

シルクプロシード（00牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝，
２勝
シルクアンフィニ（01牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

ラッシュアウト（14� ＊ケイムホーム）３勝，袖ケ浦特別，黒松賞，房総特別２着

３代母 ＊ダンシンインザレイン（80 USA鹿 Nijinsky）USA２勝
サルズシャトル Sal's Shuttle（84 牡 Mr. Prospector）USA４勝，Marfa H２着
ベストダンシング（90牝 ＊トニービン）３勝，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn3 ２着，

中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ５着，etc.
ベストアルバム（00牝 メジロライアン）５勝，ローズＳ‐Jpn2 ３着，萩Ｓ‐OP

３着，千里山特別，etc.

４代母 ショーレイディ Show Lady（76 USA鹿 Sir Ivor）不出走
［孫］ ハリケインスカイ Hurricane Sky（91牡 StarWatch）AUS６勝，ＡＴ

ＣオールエイジドＳ‐G1，ＭＲＣブルーダイアモンドＳ‐G1，ＭＲＣ
コールフィールドオータムクラシック‐G2，etc.，種牡馬

生産牧場 北海道新ひだか町三石東蓬莱
山際牧場

購買市場 北海道サマーセール ４，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－５号

66 クレタパラドックス２０２０ 牡・鹿 ３／２６
＊

＊エンドスウィープ

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモクレタパラドックス
＊ Blushing Groom

��
��
�ブラッシングインザレイン鹿 2007 ＊ダンシンインザレイン

8f
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母 アルマネーレーイス（09鹿 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
コールドストーン（16牡黒鹿 ショウナンカンプ）��入着�４勝��入着
ヤサカパフィー（17牝鹿 トゥザワールド）１勝，��未出走�入着��
ダイセンハッピー（18牝黒鹿 ホッコータルマエ）��６勝，ゴールドウィング賞
（Ｄ1600），中京ペガスターＣ（Ｄ1600）２着，東海クイーンＣ（Ｄ1800）３着

２代母 マイネカプリース（98鹿 タヤスツヨシ）３勝，桜花賞‐Jpn1 ５着，まりも特
別，寒竹賞，錦秋特別３着，上総特別３着
オルレアンノオトメ（07牝 ＊チーフベアハート）３勝，中京２歳Ｓ‐OP ２着，鳥屋

野特別
スノードラゴン（08牡 アドマイヤコジーン）８勝，スプリンターズＳ‐G1，高松宮

記念‐G1 ２着，カペラＳ‐G3 ２着（２回），オーシャンＳ‐G3 ２着，etc.，�
入着４回����，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ２着，etc.，優短距，種牡馬

サカジロマリン（10牝 ＊トワイニング）�２勝��２勝��入着３回
ライトオブホープ（11牡 ＊グラスワンダー）１勝
マイネルドラグーン（13牡 ＊ストーミングホーム）	２勝
４勝�１勝�入着�
サンエイスターダム（15牡 ＊アイルハヴアナザー）�６勝��入着，ウイナーＣ２着
ダイヤクイン（16牝 ＊クロフネ）２勝
ウインラザンツ（18牡 ＊アジアエクスプレス）�１勝

３代母 ダイナカプリ（87黒鹿 ＊サウスアトランテイツク）出走

４代母 ダイナギフト（81黒鹿 ＊エルセンタウロ）１勝

５代母 ＊ロイヤルサツシユ（66 GB鹿 Princely Gift）GB入着
［子］ アスコットロイヤル（76牡 ＊エルセンタウロ）４勝，中京記念，北九州記

念３着，あさがお賞，etc.
［孫］ サツカーボーイ（85牡 ＊デイクタス）６勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，阪神３

歳Ｓ‐Jpn1，函館記念‐Jpn3，etc.，優２牡，優短距，種牡馬
［曾孫］ ステイゴールド（94牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，日経新春杯‐Jpn2，etc.，

UAE・HKG２勝，香港ヴァーズ‐G1，ドバイシーマクラシック
‐G2，特別賞，種牡馬

生産牧場 北海道新冠町朝日
アサヒ牧場

購買市場 八戸市場 ４，４００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１２号

67 アルマネーレーイス２０２０ 牡・黒鹿 ３／１１
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーアルマネーレーイス タヤスツヨシ

��
��
�マイネカプリース鹿 2009 ダイナカプリ

＊ロイヤルサツシユ 1t
サンデーサイレンス S3×M4 ロイヤルサツシユS5×M5
Northern Dancer S5×M5



母 タオルチャン（10栗 ＊クロフネ）１勝，�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
メディアジャッカル（18牝栗 グランプリボス）���２勝
マナフェアリー（19牝鹿 ワンアンドオンリー）��出走�入着４回

２代母 ＊ブロードマインディド（01 USA鹿 Broad Brush）USA２勝

３代母 ニンブルマインドNimble Mind（92 USA栗 Lyphard）FR・USA２勝，リヴ
ァーシティーズＳ‐G3 ２着，イエルバブエナＨ‐G3 ２着，Estrapade S‐L ２
着，P. des Lilas‐L ２着，カリフォルニアジョッキークラブＨ‐G3 ３着，etc.
ジェントルマインドGentle Mind（99牝 Seattle Slew）USA出走

マインドルーラーMind Ruler（07 牝 Roman Ruler）PR13 勝，C. Prensa Hi
pica‐L ２着，C. Roberto Clemente‐L ３着

インスタントソート Instant Thought（00 牝 Kris S.）GB出走
マーケティングミクスMarketing Mix（08 牝 Medaglia d'Oro）USA・CAN1

0勝，ゲイムリーＳ‐G1，ロデオドライヴＳ‐G1，ダンススマートリーＳ
‐G2，etc.
グローバルブランドGlobal Brand（17牝 War Front）�USA２勝，M
onroe S３着

プロモーショナル Promotional（12 牝 Artie Schiller）USA３勝，ダウイジャー
Ｓ‐G3 ２着，Pleasant Acres Stallions Distaff Turf S‐R ３着
ドーントDaunt（19 牡 Nyquist）�USA１勝，Awad S３着

４代母 ニンブルフォリーNimble Folly（77 USA栗 Cyane）不出走
［子］ コントルダンス Contredance（82牝 Danzig）USA８勝，アーリントン

ワシントンラッシーＳ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，New Year
H‐L，etc.

［孫］ スキミング Skimming（96牡 Nureyev）GB・FR・USA８勝，パシフィ
ッククラシック‐G1（２回），カリフォルニアンＳ‐G2，サンディエゴ
Ｈ‐G2，etc.，種牡馬

ウィンスWince（96牝 Selkirk）GB・IRE４勝，英１０００ギニー‐G1，フレ
ッドダーリングＳ‐G3，Star S‐L ２着

生産牧場 北海道日高町門別本町
門別 敏朗

購買市場 北海道サマーセール ４，６２０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１２号

68 タオルチャン２０２０ 牡・栗 ３／２１
サクラユタカオー

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュータオルチャン
＊ Broad Brush

��
��
�ブロードマインディド栗 2010 Nimble Mind

4r
Northern Dancer S5×S5×M5



母 ルイゼリアクィーン（14黒鹿 ＊キングズベスト）不出走
〔産駒馬名登録数：２〕
キチロクハニー（19牝青鹿 ＊マクフィ）�出走

２代母 ヴィクトリアルイゼ（05鹿 ＊シンボリクリスエス）入着４回
ティアラン（11牝 ネオユニヴァース）��４勝
ゴルジ（13牡 ダノンシャンティ）��２勝
コスモロブロイ（15� ゼンノロブロイ）２勝，障害２勝，��出走���出走

３代母 ＊アタラマ（99 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・GER・USA２勝，Newbury Fill
ies' Trial S‐L ３着，Montrose Fillies S‐L ３着
ヒシポラリス（04牡 Point Given）４勝，小名浜特別，花見山特別
アッシュール（07牡 スペシャルウィーク）３勝
ショウナンアーリー（13牡 アドマイヤムーン）��２勝
ディグアップセンス（14牡 ＊ストリートセンス）�５勝

４代母 リーガルポートレイトRegal Portrait（92 IRE 鹿 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）G
B出走
［子］ キングズアイヴォリー King's Ivory（97 牡 Lake Coniston）ITY10 勝，

P. Capannelle‐L ２着，P. Divino Amore‐L ３着

５代母 リーガルビューティRegal Beauty（81 USA黒鹿 Princely Native）GB出走
［子］ キングズシアター King's Theatre（91 牡 Sadler's Wells）GB・FR・IR

E・ITY・USA５勝，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，レイシ
ングポストトロフィ‐G1，クレイヴァンＳ‐G3，etc.，種牡馬

＊ハイエステイト（86牡 Shirley Heights）GB６勝，ロイヤルロッジＳ‐G2，
コヴェントリーＳ‐G3，ソラリオＳ‐G3，etc.，種牡馬

キングズロッホ King's Loch（89牡 ＊サーモンリープ）GB・FR・USA３
勝，Goodwood Foundation S‐L，Autumn S‐L ２着

［孫］ タラーシュ Talaash（97牡 Darshaan）GB・FR・GER２勝，G.P. de C
lairefontaine‐L，種牡馬

カルパネット Carpanetto（00 牡 ＊パントレセレブル）FR・IRE・USA２
勝，Ballyroan S‐L ２着，種牡馬

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場

購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１２号

69 ルイゼリアクィーン２０２０ 牡・黒鹿 ３／１０

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormエスケンデレヤ アルデバランライト Seattle Slew

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaルイゼリアクィーン ＊シンボリクリスエス

��
��
�ヴィクトリアルイゼ黒鹿 2014 ＊アタラマ

9b
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母 タケノローマン（11黒鹿 キングカメハメハ）���１勝・２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
アナゴサン（18牡栗 ミッキーアイル）�２勝，白百合Ｓ‐L（芝 2000）２着，高湯温泉

特別（芝 1800），名古屋日刊スポーツ杯（芝 2000）２着，宇佐特別（芝 1800）３着

２代母 ＊ストーミーウェザー（02 USA黒鹿 Storm Cat）USA出走
ドリームアーサー（08牡 Eddington）�６勝
トーセンブリザード（09牡 ハーツクライ）�１勝
テイエムライオネス（10牝 フジキセキ）１勝
トラストマヴィア（13牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
フォリオール（16� オルフェーヴル）１勝，��入着３回	１勝

３代母 ベイハーバーBay Harbor（95 USA栗 ＊フォーティナイナー）USA２勝
エルニーニョ El Nino（03牡 Storm Cat）USA３勝，アムステルダムＳ‐G2 ３着，

Awad S２着，Forestry H２着，種牡馬
＊クロスウォーターⅡ（05牝 Storm Cat）USA１勝

フミノメモリー（10牡 Lemon Drop Kid）４勝，五条坂特別
ウォーターエデン（16牝 ＊ハービンジャー）４勝，下関Ｓ，ＨＴＢ杯２着，函館

日刊スポーツ杯２着，etc.
デヴィルインディスガイズDevil in Disguise（09� Smarty Jones）USA・CAN

８勝，Chris Loseth H，Count Lathum H，River Rock Casino S，etc.，
種牡馬

４代母 ハーバースプリングズ Harbor Springs（89 USA栗 Vice Regent）USA７勝，
WishingWell S‐L，Holiday Inaugural S‐L ２着
［子］ ＊ボストンハーバー（94牡 Capote）USA６勝，ＢＣジュヴェナイル‐G1，

ブリーダーズフュチュリティ‐G2，バシュフォードマナーＳ‐G3，etc.，
種牡馬

クラウドバースト Cloudburst（05 牝 Storm Cat）USA２勝，Mardi Gr
as S

［孫］ ミスティックアイズMystic Eyes（19 牝 Maclean's Music）�USA２勝，
Stewart Manor S，Ainsworth S２着，メイトロンＳ‐G3
３着

生産牧場 北海道新冠町新栄
松浦牧場

購買市場 北海道サマーセール ９，９００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１２号

70 タケノローマン２０２０ 牡・栗 ２／１５

＊

＊ Storm Cat

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスタケノローマン
＊ Storm Cat

��
��
�ストーミーウェザー黒鹿 2011 Bay Harbor
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母 ＊アーツィハーツ（15 USA鹿 Candy Ride）USA１勝，E. L. Gaylord Memorial S
３着
初仔

２代母 シャープアクト Sharp Act（10 USA鹿 Our New Recruit）USA・CAN４勝
ウェルブラッシュマイトゥースWell Brush Mytooth（17牝 Bodemeister）�US

A１勝

３代母 シーズアンイレヴン She's an Eleven（03 USA黒鹿 In Excess）USA２勝，
Melair S‐R，California Breeders' Champion S‐R ２着
キャンディボーイ Candy Boy（11牡 Candy Ride）USA・UAE２勝，ロバートＢ

ルイスＳ‐G2，キャッシュコールフュチュリティ‐G1 ２着，サンタアニタダ
ービー‐G1 ３着，etc.

クオリティボーイQuality Boy（13� Quality Road）USA３勝
キーストンフィールドKeystone Field（15� Candy Ride）�USA３勝
ターンザスイッチTurn the Switch（16� Giant's Causeway）�USA１勝
ダイレクトラインDirect Line（17� Liam's Map）�USA２勝

４代母 シーズアセンセイション She's a Sensation（97 USA鹿 Flying Sensation）
USA１勝，C.T.B.A. Marian S‐R ３着
［子］ アクセレラントAccelerant（07� Unusual Heat）USA10 勝

インイクセシヴネス In Excessiveness（09� In Excess）USA１勝

５代母 ファビュラスバレイ Fabulous Ballet（91 USA鹿 Moscow Ballet）USA入着
［子］ リーヴミーアローン Leave Me Alone（02牝 Bold Badgett）USA５勝，

テストＳ‐G1，アゼイリャＳ‐G3，Melair S‐R，etc.
ストーニー Stoney（98� Bold Badgett）USA５勝，California Sprint
Championship H‐R，Real Good Deal S‐R ２着

［孫］ タップトゥイット Tap to It（13 牝 Tapit）USA１勝，スピナウェイＳ
‐G1 ２着

［曾孫］ オールアウトブリッツ All Out Blitz（15 牡 Concord Point）�USA・U
AE４勝，Bill Thomas Memorial S，コナゴールドＳ‐G2 ２着，
サンヴィセンテＳ‐G2 ３着，etc.

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場

購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－５号

71 アーツィハーツ２０２０ 牡・栗 ３／２０

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormエスケンデレヤ アルデバランライト Seattle Slew

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊

キャンディライド Ride the Rails

�
�
�
�
�

��
��

�Candy Ride Candy Girlアーツィハーツ シャープアクト Our New Recruit

��
��
�Sharp Act鹿USA 2015 She's an Eleven
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母 プレゼンスブルー（13黒鹿 ＊パイロ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ヴィオレントアズル（19牡青鹿 フェノーメノ）�出走

２代母 マチカネナナエヤエ（95鹿 Rahy）１勝
トシキセキ（00牝 フジキセキ）�14 勝

トシザキミ（11牝 ＊ジャイアントレッカー）４勝，芦屋川特別２着，北九州短距
離Ｓ３着，鳥羽特別３着

マイネルオクテット（01牡 バブルガムフェロー）１勝，医王寺特別２着，鞍ケ池特
別２着

ダイショウティアラ（02牝 ＊オース）３勝，安城特別３着
ボムシェル（03牝 ＊キャプテンスティーヴ）２勝，飛竜特別，火打山特別２着

ファンシャン（16牝 トーセンラー）２勝，ＨＢＣ賞２着
コウユーナナエヤエ（05牝 ＊アグネスデジタル）出走

ココロストライク（15牝 ＊トビーズコーナー）１勝，閃光特別３着，ゆきつばき
賞３着

シルバーキング（06牡 ＊シルバーチャーム）２勝
エヴァンブルー（08牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，�２勝�

３代母 ＊ウイダード（80 USA黒鹿 Mr. Prospector）GB２勝，クイーンメアリーＳ
‐G2，フライイングチルダーズＳ‐G2 ３着
タフディード Tahdeed（90牡 Shadeed）GB・IRE３勝，Marble Hill S‐L
チーフトレスChieftress（92 牝 Chief's Crown）不出走

フューチャリスティク Futuristic（95� Future Storm）USA４勝，サンラファ
エルＳ‐G2 ３着，SanMatean H２着，Alamedan H‐L ３着

シルヴァーチーフトレス Silver Chieftress（01 牝 ＊シルバーチャーム）USA出走
アドシルヴァー Adhsilver（05 牝 Adhocracy）USA８勝，Hoist Her Flag
S，Franklin County S‐L ２着，Orleans S‐R ３着

シャンテスChantess（03 牝 Unbridled's Song）不出走
バヴァロ Bavaro（14牡 Freud）USA９勝，Hollie Hughe S‐R，Ne
w York Stallion Series S‐R，トムフールＨ‐G3 ３着

ディードオヴラヴDeed of Love（93牡 Shadeed）IRE・USA３勝，Leopardst
own 2000 Guineas Trial S‐L

生産牧場 北海道浦河町野深
エムエム、ヤマダファーム

購買市場 北海道サマーセール ３，８５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－８号

72 プレゼンスブルー２０２０ �・栗 ４／２１
Kingmambo

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionプレゼンスブルー Rahy

��
��
�マチカネナナエヤエ黒鹿 2013 ＊ウイダード

12b
Mr. Prospector S4×M4×M5



母 トスカーナ（08栗 Medicean）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（21）〕
キャンティ（14牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）�３勝��３勝�３勝�入着
ティーズロワール（15牝栗 エスポワールシチー）���３勝�１勝
サンエイロイヤル（16牡栗 カネヒキリ）��出走�６勝��入着３回
ノーブルゲート（18牡栗 エスポワールシチー）���２勝
ステラセイコー（19牝黒鹿 トゥザワールド）���入着

２代母 ＊ロワージ（97 GB芦 Green Desert）GB１勝，Sandown National S‐L，
クイーンメアリーＳ‐G3 ２着
マイネルパラディ（14� スクリーンヒーロー）�４勝，千種川特別，２０１７ＷＡＳＪ

第１戦２着，渡月橋Ｓ３着，こうやまき賞３着，障害１勝

３代母 パメラピーチPamela Peach（86 GB芦 Habitat）GB・USA１勝
マールMarl（93 牝 Lycius）GB１勝

グリーンラインGreen Line（99� Green Desert）GB・USA・CAN８勝，
Live the Dream H‐L ２着，Bob Harding S２着

メドーMeadow（01牝 Green Desert）GB・IRE１勝
デインヒルコーディアクDanehill Kodiac（13� Kodiac）�GB・HKG
５勝，カンバーランドロッジＳ‐G3，ジョンポーターＳ‐G3 ２着，オ
ーモンドＳ‐G3 ２着，etc.

フラワーマーケット Flower Market（03 牝 Cadeaux Genereux）GB１勝
スピルウェイ Spillway（10� Rail Link）GB・AUS５勝，ＶＲＣオースト
ラリアンＣ‐G1，ＡＴＣＪＲＡプレイト‐G3，ＭＲＣＪＪリストンＳ
‐G2 ２着，etc.

メドリーMedley（04牝 Danehill Dancer）GB・USA４勝，Sceptre S‐L，
Politely S２着，Pavilion S‐L ３着，etc.
ライトミュージック Light Music（13 牝 Elusive Quality）GB２勝，Ra
dley S‐L，チャートウェルフィリーズＳ‐G3 ２着

ダヴォスキーDavoski（94� Niniski）GB２勝，Washington Singer S‐L ３着，
GB障害 10勝

生産牧場 北海道新冠町高江
ラツキー牧場

購買市場 北海道サマーセール ３，３００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－１０号

73 トスカーナ２０２０ 	・栗 ３／２５
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

��
��
�チャールストンハーバー黒鹿 2009 Penny's Valentine

メディチアン Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�Medicean Mystic Goddessトスカーナ
＊ Green Desert

��
��
�ロワージ栗 2008 Pamela Peach
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母 ペイデュソレイユ（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－２（２）〕
ナゴミ（12牝鹿 ＊バゴ）�１勝
テイエムソレイユ（15牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）３勝，開聞岳特別（Ｄ1700），湯浜特

別（Ｄ1700）３着，木古内特別（Ｄ1700）３着
スイゲツ（16牝青鹿 ＊サウスヴィグラス）��１勝
オンリーワンボーイ（17牡青鹿 カレンブラックヒル）�２勝，五泉特別（Ｄ1800）３着
メイマックス（19牡鹿 シビルウォー）�出走

２代母 シャイニンググラス（98青鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，姫川特別，三面川
特別，広瀬川特別，佐渡特別２着，グラジオラス賞２着，etc.
シャイニーフェイト（08牡 キングカメハメハ）�15 勝�13 勝，池田湖賞，春望賞，

長月賞，高知優駿，六角川賞２着，etc.
ダイワダルタニアン（11牡 ＊チチカステナンゴ）１勝
アサクサリーダー（12� メイショウサムソン）１勝，障害１勝
シトラスノキセキ（16牝 ＊ワークフォース）２勝，朝日岳特別

３代母 シャイニンレーサー（91黒鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ‐Jpn3，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，紅梅賞‐OP ２着，シクラ
メンＳ‐OP ２着，etc.
シャイニンルビー（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，オーロＣ

‐L，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
フェラーリファイブ（03牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，八重桜賞，青嵐賞２着，白

川特別２着，etc.

４代母 ＊ミルレーサー（83 USA鹿 Le Fabuleux）GB・USA２勝，ベルダムＳ‐G1 ４着
［子］ フジキセキ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥

生賞‐Jpn2，もみじＳ‐OP，優２牡，種牡馬
［孫］ ノボリディアーナ（10牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，

小倉日経ＯＰ‐LR ２着，ターコイズＳ‐L ２着，etc.
キョウエイアシュラ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）５勝，函館２
歳Ｓ‐Jpn3 ２着，京成杯オータムＨ‐G3 ３着，etc.，��１勝��，
テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3，etc.

生産牧場 北海道新冠町新栄
上井農場

購買市場 北海道サマーセール ７，７００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－１０号

74 ペイデュソレイユ２０２０ 	・鹿 ４／ ６
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアグレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayペイデュソレイユ ＊サンデーサイレンス

��
��
�シャイニンググラス黒鹿 2007 シャイニンレーサー

＊ミルレーサー 22d
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×M5×M5
Northern Dancer S5×M5



母 フローラルジュノー（03芦 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－６（16）〕
オオシマミナト（09牝芦 サクラプレジデント）��１勝
ハッピーメモリーズ（11牡芦 ＊アルカセット）２勝，��１勝�入着��
ミューズデュナミス（12牝芦 リンカーン）�１勝
セラグリーン（13牝鹿 ＊ベーカバド）�８勝�入着３回
ミヤラビランド（14牝鹿 スズカマンボ）１勝，��１勝・２勝�
マイネルグリージョ（15牡芦 ブラックタイド）�２勝
ソラン（17牡黒鹿 アドマイヤムーン）�２勝
トキメキスバル（19牝芦 ベルシャザール）�出走

２代母 ＊ダイヤモンドスノー（95 USA芦 Dayjur）１勝
スリーダイヤスノー（00牡 ＊ラストタイクーン）１勝
スリージェム（01牡 ＊フォーティナイナー）６勝，霜月Ｓ‐L ３着，仁川Ｓ‐L ３着，

橿原Ｓ，安芸Ｓ，ジャニュアリーＳ，etc.
スリースノーグラス（04牝 ＊グラスワンダー）	２勝�１勝

マイネルフロスト（11牡 ブラックタイド）４勝，毎日杯‐G3，福島民報杯‐L，
日本ダービー‐G1 ３着，七夕賞‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3 ２着，etc.

３代母 アンシャンレジーム Ancient Regime（78 USA芦 Olden Times）GB・FR
３勝，モルニー賞‐G1，ロベールパパン賞‐G1 ２着，セーネオワーズ賞‐G3 ２
着，グロシェーヌ賞‐G3 ２着，プティクヴェール賞‐G3 ３着
ラグランドエポック La Grande Epoque（84牝 Lyphard）GB・FR・SWE２勝，

P. Yacowlef‐L，アベイドロンシャン賞‐G1 ２着，グロシェーヌ賞‐G2
４着，etc.

ラーミ Rami（87 牡 Riverman）GB・IRE・SAF５勝，コンコルドＳ‐G3，Leice
stershire S‐L，クイーンアンＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

クラクレジマン Crack Regiment（88 牡 El Gran Senor）FR・ITY・USA・HKG
・SPA３勝，エクリプス賞‐G3，G.P. de la Hispanidad‐L，クリテリヨム
ドメゾンラフィット‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ダンシングマエストロDancing Maestro（96 牡 Nureyev）GB・FR１勝，Criter
ium de Vitesse‐L ３着，P. Yacowlef‐L ３着，種牡馬

生産牧場 北海道新ひだか町三石本桐
本桐牧場

購買市場 北海道セプテンバーセール ３，３００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－１０号

75 フローラルジュノー２０２０ 
・青鹿 ２／１５
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

��
��
�チャールストンハーバー黒鹿 2009 Penny's Valentine

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンフローラルジュノー
＊ Dayjur

��
��
�ダイヤモンドスノー芦 2003 Ancient Regime
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母 レーヌドオリエント（12鹿 キングカメハメハ）１勝，�３勝��
〔産駒馬名登録数：１〕
ゴッドハニービー（19牝黒鹿 イスラボニータ）�出走

２代母 アルスノヴァ（05鹿 ダンスインザダーク）２勝，エリカ賞
ウォーヘッド（11牡 ＊ウォーエンブレム）入着，�３勝�１勝�入着７回
アルスフェルト（13牝 キングカメハメハ）２勝
リュミエールドール（14牝 ルーラーシップ）２勝，わらび賞２着
アイソリズム（18牝 リオンディーズ）��２勝�入着

３代母 オリエンタルアート（97栗 メジロマックイーン）３勝，タイランドＣ２着
ドリームジャーニー（04牡 ステイゴールド）９勝，有馬記念‐G1，宝塚記念‐G1，

朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1，産経大阪杯‐G2，神戸新聞杯‐Jpn2，etc.，
優２牡，優古牡，種牡馬

グッドルッキング（06牝 ＊クロフネ）３勝，浅口特別，出石特別２着，紫川特別２着，etc.
グッドジュエリー（15牝 ハーツクライ）３勝，勝浦特別，医王寺特別，みちの

くＳ２着，etc.
グッドマックス（17牝 ジャスタウェイ）�３勝，勝浦特別，長篠Ｓ３着

オルフェーヴル（08牡 ステイゴールド）10勝，日本ダービー‐G1，有馬記念‐G1
（２回），皐月賞‐G1，菊花賞‐G1，宝塚記念‐G1，産経大阪杯‐G2，神戸新聞
杯‐G2，スプリングＳ‐G2，etc.，FR２勝，フォワ賞‐G2（２回），etc.，年代
表，優３牡，優古牡（2回），種牡馬

マトゥラー（09牝 ディープインパクト）出走
マハヴィル（15牡 キングカメハメハ）２勝，浄土平特別，松島特別２着，咲花

特別３着，etc.
リヤンドファミユ（10牡 ステイゴールド）４勝，若駒Ｓ‐OP，早春Ｓ，但馬Ｓ，etc.，

種牡馬
アッシュゴールド（12	 ステイゴールド）１勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2 ２着，きさ

らぎ賞‐G3 ３着
デルニエオール（15牝 ステイゴールド）２勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着

４代母 エレクトロアート（86栗 ＊ノーザンテースト）４勝，クロッカスＳ‐OP ３着，
道新スポーツ杯，下北半島特別，サフラン賞，Ｉｎｔ．ＪＳ（２）２着

生産牧場 北海道登別市上鷲別町
ユートピア牧場

購買市場 北海道サマーセール ６，６００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－１０号

76 レーヌドオリエント２０２０ 
・鹿 ２／１７
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスジャスタウェイ Wild Again

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスレーヌドオリエント ダンスインザダーク

��
��
�アルスノヴァ鹿 2012 オリエンタルアート

＊グランマステイーヴンス 8c
サンデーサイレンス S3×M4



母 ロードナイト（09鹿 ジャングルポケット）２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ビルドアップ（18牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）���２勝
ハッピーオーラ（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）�出走

２代母 ローレルマロン（99栗 ＊フォーティナイナー）１勝
ラムセスジュベリー（07牡 キングヘイロー）�１勝��７勝�６勝�２勝�
ポッドマロン（12牝 ネオユニヴァース）�１勝���入着３回
オリジネイター（14牡 ＊エンパイアメーカー）入着，���14 勝
コパノマーボー（15牡 ＊ヘニーヒューズ）入着４回，��１勝�入着�
ビューティーラブ（18牝 エスポワールシチー）���１勝

３代母 ミルフォードスルー（88栗 ＊スルーザドラゴン）３勝，シンザン記念‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳Ｓ‐Jpn1 ３着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，etc.
ランフォザドリーム（94牝 ＊リアルシヤダイ）５勝，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，マーメイド

Ｓ‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２着，etc.
フィーユドゥレーヴ（01牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，フ

ィリーズレビュー‐Jpn2 ３着，キーンランドＣ３着
ヤマノランボー（06牡 ダンスインザダーク）１勝，浦佐特別３着
オウケンサクラ（07牝 ＊バゴ）３勝，フラワーＣ‐G3，桜花賞‐G1 ２着，天皇

賞（秋）‐G1 ４着，etc.
ヤマノウィザード（11牡 ディープインパクト）２勝，青葉賞‐G2 ３着，梅花賞，

�９勝

４代母 スピードキヨフジ（70鹿 ＊チヤイナロツク）��７勝
［孫］ キクノアポロ（06牡 ＊アジュディケーティング）６勝，ブリリアントＳ‐L，

仁川Ｓ‐L ３着，etc.，���出走，川崎記念‐Jpn1 ５着
［曾孫］ カネツフルーヴ（97牡 ＊パラダイスクリーク）６勝，��３勝�１勝	入

着，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，オグリキャップ記念‐Jpn2，etc.，
種牡馬

イブキガバメント（96牡 ＊コマンダーインチーフ）８勝，鳴尾記念‐Jpn3，
朝日ＣｈＣ‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.

生産牧場 北海道新ひだか町静内豊畑
有限会社 石川牧場

購買市場 北海道サマーセール ９，５７０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－１０号

77 ロードナイト２０２０ 
・鹿 ３／ ９

＊

＊ Storm Cat

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーロードナイト ＊フォーティナイナー

��
��
�ローレルマロン鹿 2009 ミルフォードスルー

＊チツプトツプ 4m
Northern Dancer S5×M5 Raise a Native S5×M5



母 ラッシュストーム（13黒鹿 ＊ザール）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
マエストリーナ（18牝鹿 ワールドエース）��２勝
アカルイスモウブ（19牝黒鹿 アドマイヤムーン）��入着

２代母 ラッシュウインド（08黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）１勝
ストーミーワンダー（14牡 ＊ストーミングホーム）�16 勝�１勝�１勝�，姫山菊花

賞，くろゆり賞，金沢スプリントＣ，飛山濃水杯，白銀争覇，etc.
ラッシュラッシュ（15牝 ＊バトルプラン）��２勝�２勝�２勝�入着３回�	
ワガママボディ（16牝 ＊サウスヴィグラス）��	３勝
バリチューロ（18牡 ＊シニスターミニスター）��	４勝�１勝
エムエスムーン（19牝 アドマイヤムーン）��２勝

３代母 ＊ラクリス（91 USA黒鹿 Private Account）FR入着
ニューグレイオンザブロックNugrayontheblock（99
 With Approval）USA・

CAN16勝，R. J. Speers S２着，Klondike H２着，Gold Breeders' Cu
p S２着，etc.

クロニカ（00牝 Broad Brush）３勝，麒麟山特別３着，�１勝�入着
ラプンツェル（02牝 ＊デヒア）�４勝�

クロタカ（09牝 ＊シーキングザダイヤ）２勝，春風Ｓ３着，�９勝�	６勝

４代母 スペクタキュラ－ジョ－ク Spectacular Joke（82 USA鹿 Spectacular Bid）
FR・USA４勝，モーリスドゲースト賞‐G2，パレロワイヤル賞‐G3，ポルトマイ
ヨ賞‐G3 ２着，P. de Bagatelle‐L ２着，Miss America H‐L ３着
［子］ アモニータ Amonita（98 牝 Anabaa）FR・USA６勝，マルセルブサック

賞‐G1，スワニーリヴァーＨ‐G3，P. du Pin‐L，etc.
コックスオランジュ Cox Orange（90牝 Trempolino）FR・USA10 勝，バッ
クラムオークＨ‐G3，スワニーリヴァーＨ‐G3，ボーゲイＨ‐G3，etc.

［孫］ エンビハール Enbihaar（15 牝 Redoute's Choice）GB・FR７勝，リリ
ーラングトリーＳ‐G2（２回），ロンズデイルＣ‐G2，ランカシャーオ
ークス‐G2，etc.

ヴィスタベッラ Vista Bella（02 牝 ＊ディクタット）GB・UAE２勝，M
asaka S‐L，英１０００ギニー‐G1 ３着

生産牧場 北海道新ひだか町静内田原
武 牧場

購買市場 北海道サマーセール ４，６２０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－１０号

78 ラッシュストーム２０２０ �・鹿 ２／１７
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Zafonic

�
�
�
�
�

��
��

�ザール Monroeラッシュストーム ＊ワイルドラッシュ

��
��
�ラッシュウインド黒鹿 2013 ＊ラクリス

2s
Mr. Prospector S5×M5



母 オランジェット（12鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
レディーフラッシュ（17牝鹿 エイシンフラッシュ）��出走
シュンメキラリ（19牝鹿 エイシンフラッシュ）�１勝

２代母 オレンジピール（94栗 ＊サンデーサイレンス）４勝，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，チューリップ賞‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，秋華賞‐Jpn1 ４着，オー
クス‐Jpn1 ５着，etc.
オレンジボウル（00� ＊エリシオ）１勝，障害４勝
ブラックコンドル（01牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，平安Ｓ‐Jpn3 ２着，トパー

ズＳ‐L ３着，京都２歳Ｓ‐L ３着，春待月Ｓ‐OP，etc.，障害２勝，�入着，
佐賀記念‐Jpn3 ３着

ラピッドオレンジ（03牝 ＊エルコンドルパサー）４勝，アネモネＳ‐L ３着，道新ス
ポーツ賞，ＨＢＣ賞２着，etc.，��１勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，マリーンＣ
‐Jpn3 ２着

ビターオレンジ（04牝 ジャングルポケット）２勝，十勝岳特別３着
ココモオレンジ（08牝 キングカメハメハ）出走

マサハヤダイヤ（13牡 ＊ハービンジャー）２勝，北海Ｈ，熊野特別３着，�３勝
オレンジペコ（17牝 ＊マジェスティックウォリアー）�３勝，ポプラ特別
タイセイシェダル（18牡 ＊マクフィ）�２勝，小倉城特別２着

３代母 ＊バッフドオレンジ（82 USA栗 Exclusive Native）USA入着３回
＊ヘアデイズ（90牝 ＊アフリート）USA１勝

ウェラWella（99 牝 Zabeel）不出走
カークランド Kirkland（14� Highly Recommended）�NZ２勝，W
anganui Guineas‐L ２着

メローフルーツ（91牝 Halo）２勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，
桜花賞‐Jpn1 ４着

オレンジブロッサム（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，つわぶき賞３着
オレンジティアラ（07牝 サクラバクシンオー）４勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，

フェニックス賞‐OP ３着，立待岬特別，etc.

生産牧場 熊本県菊池郡大津町
ストームファームコーポレーション

購買市場 北海道サマーセール ５，２８０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１４号

79 オランジェット２０２０ �・鹿 ３／２２

＊

メダーリアドーロ El Prado

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlオランジェット ＊サンデーサイレンス

��
��
�オレンジピール鹿 2012 ＊バッフドオレンジ

3c
Danzig S4×M5 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5
Raise a Native S5×M5



母 シリカ（13栗 メイショウボーラー）�２勝�５勝
初仔

２代母 グリーンヒルコマチ（98栗 ＊アフリート）不出走
ガッサングリーン（02牡 ＊ゼネラリスト）３勝，天竜川特別，柏崎特別，両津湾特別３着
オウシュウコトブキ（04牡 ニューイングランド）�６勝��７勝
ミスコマチ（08牝 ステイゴールド）１勝

スエヒロワンダー（14牡 ＊グラスワンダー）�８勝
レラシオネス（18牡 エイシンフラッシュ）���出走�３勝

ラシーネ（09牝 マヤノトップガン）��５勝
ニシケンモノノフ（11牡 メイショウボーラー）５勝，すばるＳ‐L，etc.，�４勝�

２勝��１勝�入着，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2，北
海道スプリントＣ‐Jpn3，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3，etc.，種牡馬

ムーヴィング（15牡 メイショウボーラー）入着，�１勝�５勝��

３代母 ツネノコトブキ（88栗 サンシヤインボーイ）２勝
マルブツコトブキ（93牡 ＊プルラリズム）３勝，伊良湖特別３着，小野特別３着
マルブツルージュ（94牝 ＊グロウ）入着４回，�４勝

カイヨウソルトオー（01牡 ジェニュイン）�15 勝�入着２回，黒潮ダービー，
黒潮皐月賞，黒潮菊花賞２着

ピアスサンデー（95牝 ＊ラシアンボンド）�５勝，サラ・プリンセス特別２着

４代母 オリエントゴールド（78鹿 タニノチカラ）�	
�15 勝
［子］ ビッグプレゼント（91牝 ＊フラツシユオブステイール）	
１勝，かもし

か賞２着

５代母 センゾクチカラ（71鹿 ＊アイアンリージ）��２勝
［子］ ステートジヤガー（81牡 サンシヤインボーイ）１勝，サンケイ大阪杯‐Jpn2，

マイラーズＣ‐Jpn2 ２着，宝塚記念‐Jpn1 ４着，���８勝，種牡馬
ワンダーテイオー（85牡 サンシヤインボーイ）６勝，フェブラリーＨ
‐Jpn3 ２着，タイムス杯‐OP，播州Ｓ，etc.

［孫］ ウイニングテイオー（91牡 ミユゲロワイヤル）�９勝，紅葉賞，上山王冠
賞，こまくさ賞２着

生産牧場 北海道新冠町高江
プログレスファーム

購買市場 北海道サマーセール ６，８２０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１４号

80 シリカ２０２０ �・栗 ３／２２
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊タイキシャトル

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウボーラー ＊ナイスレイズシリカ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2013 ツネノコトブキ

＊フエアペギー 6
Halo S4×M5 Hail to Reason S5×S5



母 マイディアソング（08青鹿 ディープインパクト）３勝，御池特別（Ｄ1200）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－３（11）〕
ティーアウリイ（15牝黒鹿 ルーラーシップ）��６勝
ディザイアソング（16牝鹿 ＊ハービンジャー）１勝，��１勝
アメージングラン（17牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）１勝，��３勝��１勝
キトゥンズマーチ（18牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�１勝
ナムラタタ（19牡芦 ＊ザファクター）�未出走

２代母 ＊フィールドソング（92 USA鹿 Gulch）３勝，室蘭特別，さざんか賞，北斗賞
２着（２回），涼秋Ｓ３着，室蘭特別３着
フィールドバースト（99牡 ナリタブライアン）３勝
フィールドブラスト（01牡 ＊ウォーニング）１勝
フィールドマーチ（04牡 ＊カリズマティック）１勝
ナムラウィッシュ（05牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，こぶし賞３着，白菊賞３着，

�１勝��
ビウイッチアス（09牝 ダイワメジャー）３勝，バーデンバーデンＣ‐L，フィリーズレビ

ュー‐G2 ２着，カンナＳ‐OP，福島２歳Ｓ‐OP ２着，ＵＨＢ賞‐OP ３着，etc.

３代母 アキスフォーラック A Kiss for Luck（79 USA黒鹿 Reflected Glory）USA
８勝，ヴァニティＨ‐G1，アノアキアＳ‐G3，Pasadena S，Daddy's Dats
un H，C.T.B.A. S，etc.
キスフォーシックスKiss for Six（88 牝 Saratoga Six）USA２勝

アルファベットキシズ Alphabet Kisses（01 牝 Alphabet Soup）USA７勝，
ラブレアＳ‐G1，エイグリームＨ‐G2，B. Thoughtful S‐R，etc.

＊シンコウエンジェル（93牝 ＊オジジアン）２勝，勝浦特別２着，羊ケ丘特別２着
クィーンズバーン（08牝 スペシャルウィーク）４勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，阪神牝

馬Ｓ‐G2 ３着，ディープインパクトＣ‐OP ２着，etc.
＊ゴールデンチェリー（94牝 Crafty Prospector）５勝，越後Ｓ，etc.，�１勝�１勝

�入着���，クラスターＣ‐Jpn3，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ３着，etc.
キシンマイフレンズKissin My Friends（01 牝 Crafty Friend）USA２勝

キシンマイラヴ Kissin My Love（06牝 Ocean Terrace）CHI６勝，カルロス
カンピノ賞‐G2，カルロスカンピノ賞‐G2 ２着，フランシスコバエサソ
トマヨル賞‐G2 ３着，etc.

生産牧場 北海道日高町豊郷
いとう牧場

購買市場 北海道サマーセール １２，６５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－１０号

81 マイディアソング２０２０ 	・鹿 ５／１４

＊

デュバウィ Dubai Millennium

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアマイディアソング
＊ Gulch

��
��
�フィールドソング青鹿 2008 A Kiss for Luck

3d
Mr. Prospector M4×S5



母 アイハヴアジョイ（14栗 ＊アイルハヴアナザー）不出走
〔産駒馬名登録数：２〕
アイフレンズ（18牝鹿 ＊バゴ）��入着３回�入着
チョコレートミルク（19牡鹿 ＊マクフィ）�出走

２代母 ＊ジョイオブフライト（96 USA鹿 Silver Hawk）不出走
グローリーバニヤン（02牝 ＊アジュディケーティング）��１勝
ホブノブ（03牡 ＊フォーティナイナー）入着３回，�２勝
テイエムキングダム（07牡 キングヘイロー）１勝，�１勝
ストークアンドレイ（10牝 ＊クロフネ）２勝，函館２歳Ｓ‐G3，ＳＴＶ杯２着
シャインスバル（12牡 キングヘイロー）��１勝
ハクユウフライヤー（16牡 ＊クロフネ）１勝，��１勝��入着３回

３代母 スキルフルジョイ Skillful Joy（79 USA栗 Nodouble）USA８勝，デルマー
デビュタントＳ‐G2，リンダヴィスタＨ‐G3，Hollywood Starlet S，Senor
ita S，ファンタジーＳ‐G1 ２着，etc.

＊ダンスチャーマー（90牝 Nureyev）不出走
カサノバダンディ（97牡 ＊トニービン）２勝，べにばな賞，ロベリア賞２着，本

栖湖特別３着
ジャングルポケット（98牡 ＊トニービン）５勝，ジャパンＣ‐G1，日本ダービー

‐Jpn1，共同通信杯‐Jpn3，etc.，年代表，優３牡，種牡馬
タガノヴィヴィアン（00牝 ＊ティンバーカントリー）不出走
ダノンヴィッター（04牡 スペシャルウィーク）２勝，山吹賞

＊ダンジグジョイ（92牝 Danzig）不出走
ホシノピアス（01牝 ＊ジェイドロバリー）１勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着

＊リベラノ（99牝 Rubiano）USA２勝
ミコノス（05牝 With Approval）３勝，ＴＶＱ杯３着
コウエイテンプウ（06牝 ＊デヒア）２勝
バイラ（15牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，端午Ｓ‐OP，天王山Ｓ‐OP ３着，
ポラリスＳ‐OP ３着，etc.，��２勝��

タガノジョーカー（07牝 ＊バゴ）３勝，中京スポーツ杯
アルムダプタ（10牡 スペシャルウィーク）１勝，�１勝��，北海道２歳優駿‐Jpn3

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場

購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－１０号

82 アイハヴアジョイ２０２０ 	・栗 ２／２８

＊

デュバウィ Dubai Millennium

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊ Flower Alley

�
�
�
�
�

��
��

�アイルハヴアナザー Arch's Gal Edithアイハヴアジョイ
＊ Silver Hawk

��
��
�ジョイオブフライト栗 2014 Skillful Joy

11g
５代までにクロスなし



母 スズカブルーム（02鹿 ＊スキャターザゴールド）３勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－５（13），地方－６（24）〕
テイエムシシオー（09牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）２勝，�５勝，新涼賞（Ｄ1400），

耶馬溪賞（Ｄ1400）２着，カンナ賞（Ｄ1400）２着
テイエムシングン（10牡鹿 サクラバクシンオー）１勝
イエローサブマリン（11牝栗 スズカフェニックス）��１勝
スマートアヴァロン（12牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）７勝，コーラルＳ‐L（Ｄ1400），

すばるＳ‐L（Ｄ1400），根岸Ｓ‐G3 ３着，すばるＳ‐L（Ｄ1400）３着，ポラ
リスＳ‐L（Ｄ1400）３着，ギャラクシーＳ‐OP（Ｄ1400）２着，霜月Ｓ‐OP
（Ｄ1400）２着，天王山Ｓ‐OP（Ｄ1200）２着，天保山Ｓ‐OP（Ｄ1400）３着
（２回），室町Ｓ‐OP（Ｄ1200）３着，etc.，��２勝�

メイショウダッサイ（13牡黒鹿 スズカマンボ）�１勝，障害９勝，中山グランドジ
ャンプ‐JG1（4250），中山大障害‐JG1（4100），阪神スプリングジャンプ‐JG2
（3900），東京ハイジャンプ‐JG2（3110），小倉サマージャンプ‐JG3（3390），
中山グランドジャンプ‐JG1（4250）２着，東京ハイジャンプ‐JG2（3110）２着，
中山大障害‐JG1（4100）３着，阪神ジャンプＳ‐JG3（3140）３着，優障害

ピンクドッグウッド（14牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�３勝��１勝�２勝，エーデ
ルワイス賞‐Jpn3 ３着，東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600），京浜盃（Ｄ1700）２着，
フルールＣ（Ｄ1000），ＮＡＲ優２牝

ノーズオブゴールド（15牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�７勝�
クリスマスベル（16牝栗 ロジユニヴァース）�１勝�２勝
ジェセニア（18牝栗 ＊サウスヴィグラス）２勝

２代母 イエローブルーム（89栗 ＊パークリージエント）２勝，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2 ２着，樅の木賞２着，寒桜賞３着
インターアプローズ（97牡 ＊トニービン）５勝，神鍋特別，伊丹特別，洲本特別２着，

貴船Ｓ３着，高瀬川特別３着，etc.
テイエムミシルオー（99牡 ＊ミシル）３勝，摩周湖特別２着，ポプラ特別３着
ホワイトカーニバル（00牝 ＊ミシル）２勝，フェアリーＳ‐Jpn3，クイーンＣ

‐Jpn3 ３着，�入着��，エーデルワイス賞‐Jpn3 ２着
スズカイエロー（03牡 ＊スキャターザゴールド）３勝，障害１勝
スズカイルマン（07� アグネスタキオン）３勝

生産牧場 北海道新ひだか町静内古川町
グランド牧場

購買市場 北海道セレクションセール １６，５００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－１０号

83 スズカブルーム２０２０ 	・栗 ３／１２

＊

タピット Pulpit

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your HeelsクリエイターⅡ モレーナ Privately Held

��
��
�MorenaUSA 芦 2013 Charytin

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�スキャターザゴールド Dance Smartlyスズカブルーム ＊パークリージエント

��
��
�イエローブルーム鹿 2002 グランドリーム

＊エリモルーシー 16h
Mr. Prospector M3×S5 Northern Dancer M5×M5


