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●セールに関する最新情報●
※セールに関する最新情報がインターネットでご覧になれます。
■ＪＲＡホームページ内「ＪＲＡ育成馬」サイト http://jra.jp/training/
■ＪＲＡ育成馬日誌（ブログ） http://blog.jra.jp/ikusei/
■JBIS-Search内「2013JRAブリーズアップセール」サイト
　　　　　　　　　　 http://www.jbis.or.jp/seri/2013/12O1/sale/

●ライブ中継について●
※2013JRAブリーズアップセールの生中継を行います。
グリーンチャンネルの当日の中継は、契約されていない方でもご覧
になれます。詳細についてはＰ.6～7をご覧ください。
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2012 ＪＲＡブリーズアップセール取引馬の活躍
（平成25年2月17日現在）

12年5回京都競馬1400m芝

サウンドリアーナ［牝］
馬主：増田 雄一　氏　　佐藤 正雄　厩舎

父　ケイムホーム
母　オテンバコマチ

◆ 重賞競走優勝馬 ◆◆ 重賞競走優勝馬 ◆

◆ 特別競走優勝馬 ◆◆ 特別競走優勝馬 ◆

◆ 新馬戦優勝馬 ◆◆ 新馬戦優勝馬 ◆

ＪＲＡ育成馬が、夏競馬から大活躍。
昨年の当セールで取引されたＪＲＡ育成馬たちは、夏競馬から
大活躍。2歳戦で11勝を上げました。

昨年のセール取引馬 74頭中、72頭 が中央競馬に登録されています。
（1頭は地方、1頭は未登録）

すでに 63頭（85.1%）が中央デビュー（うち2歳デビュー 60頭（81.1%））
合計 258走（1頭平均3.5走）（うち2歳までに 214走（1頭平均2.9走））

ダービー翌週から2歳戦はスタートします。

13年1回小倉競馬2000m芝

シンネン ［牡］

馬主：林 正道　氏
浅見 秀一　厩舎

父　ステイゴールド
母　キタサンバースデー

あすなろ賞（500万下）

KBS京都賞ファンタジーS（ＧⅢ）

12年3回東京競馬1800m芝　2歳新馬
トーセンレディ ［牝］
父　ダイワメジャー
母　レディインディ

馬主：島川 隆哉　氏／加藤 征弘　厩舎

12年2回函館競馬1200m芝　2歳新馬
ロジウエスト ［牝］
父　ケイムホーム　　
母　シルキークラフト

馬主：久米田 正明　氏／大竹 正博　厩舎

12年2回福島競馬1000m芝　2歳新馬
エフティチャーミー ［牝］

父　ブラックタイド　
母　フラワーブリーズ

馬主：吉野 英子　氏／金成 貴史　厩舎

12年2回中京競馬1400m芝　2歳新馬
サウンドリアーナ ［牝］

父　ケイムホーム　
母　オテンバコマチ

馬主：増田 雄一　氏／佐藤 正雄　厩舎
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ＪＲＡ
ホームブレッド

12年4回東京競馬1600mダート　2歳未勝利
キングアドバンス ［牡］

父　ケイムホーム
母　フジティアス

馬主：柳内 正基　氏／勢司 和浩　厩舎

12年5回中山競馬1200mダート　2歳未勝利
フルーツガーデン ［牝］
父　ケイムホーム　　　
母　チェロキーステージ

馬主：田頭 勇貴　氏／菊沢 隆徳　厩舎

12年2回中京競馬1400m芝　2歳未勝利
メイケイペガムーン ［牝］

父　アドマイヤムーン
母　ベラミロード　　

馬主：名古屋競馬㈱／木原 一良　厩舎

12年4回東京競馬1400m芝　2歳未勝利
エバ－グレーズ ［牝］
父　シンボリクリスエス
母　アリゲーターアリー

馬主：ViridianKeibaClub／伊藤 正徳　厩舎

12年2回小倉競馬1800m芝　2歳未勝利
フジノストロング ［牡］

父　アルデバラン
母　メガクライト

馬主：藤井 五三　氏／川村 禎彦　厩舎

13年1回中京競馬1600m芝　3歳未勝利
シンネン ［牡］

父　ステイゴールド　　
母　キタサンバースデー

馬主：林 正道／浅見 秀一　厩舎

12年5回中山競馬1200mダート　2歳未勝利
ミエナイツバサ ［牝］
父　アルデバラン　
母　シルクアムール

馬主：田頭 勇貴　氏／岩戸 孝樹　厩舎

過
去
８
年
の
売
却
成
績

過
去
８
年
の
売
却
成
績

◆ 未勝利戦優勝馬 ◆◆ 未勝利戦優勝馬 ◆

宮崎育成牧場
　3月25日(月) 　13:00～

日高育成牧場
　4月　9　日(火) 　10:00～

詳細は、各育成牧場まで
お問い合わせください。

育成馬展示会のお知らせ

連絡先　宮崎育成牧場　0985-25-3448
日高育成牧場　0146-28-1211
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100100

生産太郎 様

999

生 産 太 郎

生 産 花 子

〔Ａ４サイズ・緑〕　購買登録申込書【書式Ａ】

〔黄色はがき用紙、はがき大〕　購買登録確認書【書式Ｂ】

（表面） （裏面）

生産 太郎
セイサン タ  ロウ

中山

4 4

100100

1 0 6 8 4 0 1

東京 港 六本木6丁目
11-1

03 5785 7540

3588 4357080

購
買
登
録
さ
れ
る
馬
主
ご
本
人
が

ご
記
入
く
だ
さ
い
。

申込日を必ずご記入ください。

ＪＲＡの登録馬主名を
ご記入ください。

認印で結構です。

所属の馬主協会を
ご記入ください。
無所属の方は記入の
必要はありません。

ＪＲＡの馬主登録番号を
ご記入ください。

予定で結構ですので、該当する
いずれかを○で囲んでください。

ＪＲＡが記載いたし
ます。

購買登録された
馬主ご本人が
ご署名ください。

代理人が参加される
場合は馬主ご本人の
ご署名に加えて、
代理人の方も
ご署名ください。

2013JRAブリーズアップセールへの参加をご希望される方は、右ページを参考に
同封の購買登録申込書【書式A】に記入の上、なるべく3月29日（金）（当日消印有
効）までに返信用封筒にて送付いただき、事前登録をお済ませください。事前登録さ
れた方には売却予定馬の【写真カタログ】並びに【調教DVD】を作成次第、お届け
いたします。

※「新規馬主限定セッション」への参加は、事前登録をお済ませの方に限らせてい
ただきます。（詳細は10ページをご参照下さい）

◎事前登録を済まされた方
・「購買登録確認書」【書式Ｂ】を4月3日（水）ごろ発送いたします。
・セール当日は、本売却馬名簿と併せて、下記の必要書類をご持参願います。

●セール当日の持参書類●

◎事前登録されなかった（当日登録される）方
・4月23日（火）のセール当日、登録を受け付けます。
　ただし、「新規馬主限定セッション」には参加できませんのでご承知おきください。
・セール当日は、本売却馬名簿と併せて、下記の必要書類をご持参願います。

●セール当日の持参書類●

事前登録
された方

・書式Ｂ（確認書）
・印鑑

・馬主ご本人の署名がある 書式B（確認書）
・代理の方の印鑑

馬主ご本人の参加 代理人の参加

当日登録
される方

・書式Ａ（申込書）
・ご本人の馬主登録証
　および記章
・印鑑

・馬主ご本人の署名・捺印がある 書式Ａ
　（申込書）
・代理の方の身分証明証（免許証等）
・代理の方の印鑑

馬主ご本人の参加 代理人の参加

育成馬展示会のお知らせ

宮崎育成牧場　　3月25日(月) 　13:00～
日高育成牧場　　4月　9　日(火) 　10:00～

連絡先　宮崎育成牧場　0985-25-3448
日高育成牧場　0146-28-1211

詳細は、各育成牧場まで
お問い合わせください。

書式Ｂ

2013 ＪＲＡブリーズアップセール

購買登録確認書

購買登録を受け付けました

平成25年4月23日（火）　ＪＲＡ中山競馬場
受付開始　8時15分　騎乗供覧　9時～
（受付はなるべく午前中にお済ませください）

セール開始13時～ （予定）

○当日は売却馬名簿と併せて、本確認書【書式Ｂ】
および馬主ご本人の印鑑をご持参の上、購買
者受付（スタンド１階馬主受付）にて登録番
号シールをお受け取りください。
○代理の方に購買を委任される場合、馬主ご本
人および代理の方がご署名された本確認書
【書式Ｂ】および代理の方の印鑑をご持参く
ださい。

※セール前日の4月22日（月）13時～15時の間、装鞍所において
前日展示会（比較展示）を開催いたします。上場馬をじっくり
吟味いただけますので是非ご来場ください。

書式Ｂ

以下をご確認のうえ、必ず馬主ご本人にご署名いただ
き、セール当日、ご本人もしくは代理の方が購買者受付
へご提出願います。

日本中央競馬会　理事長 殿

私（上記の馬主）は、2013 ＪＲＡブリーズアップセ
ール上場馬の購買を希望しますので、本確認書記載事項
および売却馬名簿に記載された売却要領および条件を承
諾のうえ、購買登録いたします。
私（上記の馬主）が上場馬を落札した場合には、落札

と同時に売買が成立すること及びその売買の条件は、売
却馬名簿記載の売買契約書の定める条件とすることにあ
らかじめ同意いたします。

（馬主ご本人のご署名）

（代理の方参加の場合）私（上記の馬主）は、2013
ＪＲＡブリーズアップセール上場馬の購買に当たり、下記
の者を代理と定め、購買に関する一切の権限を委任します。

（代理の方の署名）

馬　主　登　録　番　号

氏　　　　　名

購買登録者番号

購買登録の方法
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１．参加資格：新規馬主の方
○2010年１月以降に馬主登録された方に参加資格があります。
○2010年１月以降の馬主登録であっても、法人馬主登録の方、法人馬主・組合馬主から個人
馬主となった方等、2009年以前より馬主歴を有すると本会が認めた方は除きます。

２．参加方法：あらかじめ事前購買登録が必要です
○当日登録の場合、新規馬主限定セッションには参加できません。
○ご参加は代理人の方でも可能です。
※事前登録された方には、セール当日、参加資格を示す赤い登録番号シールをお渡しします（セール
名簿の裏面をご参照ください）。

３．購買制限：おひとり１頭のみとさせていただきます
○多くの新規馬主の方に所有していただくため、新規馬主限定セッションではおひとり１頭
のみとさせていただきます。
○なお、主取となり、再上場の場合、すべての馬主の方がセリ上げに参加可能となります
（頭数制限はございません）。

４．対象候補馬：ＪＲＡホームブレッド（生産馬）８頭

最終的な対象馬は4月22日（月）の前日展示会で公表します。
ご不明な点はお気軽にＪＲＡ馬事部生産育成対策室までお問い合わせください。

新規馬主の皆様がセリ市場へ参加しやすい環境づくりの一環として、JRAホーム
ブレッド（生産馬）を活用して、「新規馬主限定セッション」を実施します。

新規馬主限定セッション

○セール前日の4月22日（月）13～15時に比較展示（装鞍所）を実施
します

※比較展示の時間以外は、10時～17時の間でご希望の馬を厩舎でご覧いただけます。

●厩舎１号門よりご入場下さい（160ページの案内図をご覧下さい）。

《セール前日に開示する情報》
①個体情報冊子の配布　　②台付価格の公表

○前日展示会以外でも事前下見いただけます
（事前下見される方は下記にご連絡いただければ幸いです。）
　　　4月18日（木）～4月21日（日）　10時～17時

ブリーズアップセールの前日に、上場馬をじっくりと吟味いただくた
めに、「前日展示会」を中山競馬場で開催いたします。購買馬の検討
にぜひご利用下さい。事前下見も随時行なっております。

「前日展示会」および事前下見

順調に調教が進んだ馬のみを対象とするため、「調教進度遅れ」として上場する馬は、限定セッション
から除外します。その場合、すべての馬主の方がセリ上げに参加可能です。

 1 日高 バクシンスクリーンの11 牡 鹿 アルデバラン
 2 日高 ラストローレンの11 牡 栗 アルデバラン
 3 日高 フレンドリータッチの11 牡 鹿 アルデバラン
 4 日高 フジティアスの11 めす 鹿 アルデバラン
 5 日高 ワンモアベイビーの11 めす 栗 アルデバラン
 6 日高 ビューティコマンダの11 めす 黒鹿 アルデバラン
 7 日高 キセキスティールの11 めす 鹿 アルデバラン
 8 日高 エポックサクラの11 めす 芦 アルデバラン

上場番号 性育成馬名育成場 毛色 父

JRA 馬事部　生産育成対策室 TEL　03-5785-7540

ブリーズアップセール　特設電話※ TEL　080-3587-7865

※特設電話は4月16日（火）～5月2日（木）のみ有効です。

連絡先

☆ＪＲＡホームブレッドの活躍☆
○2011ＪＲＡブリーズアップセール取引馬
マロンクン　牡
11年5回中山競馬1200ｍ芝　2歳未勝利優勝
父　デビッドジュニア　母　ワンモアベイビー

○2012ＪＲＡブリーズアップセール取引馬
キングアドバンス　牡
12年4回東京競馬1600ｍダート　2歳未勝利優勝
父　ケイムホーム　母　フジティアス
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・所定の書類を提出し、本名
簿の裏表紙に登録番号シー
ルの貼付を受けてください。
・クロークも設置しております。

・スピードは最終の2ハロン
13秒－13秒を目安としてお
ります。

・各馬の状態をご検討、ご確
認いただきます。
・個体情報開示室（レポジト
リールーム）を設置してお
ります。（Ｐ12参照）

・売買契約書を締結します。
同時にご購買馬のお引き取
り日またはトレセンへの直
接入厩のご希望を確認させ
ていただきます。

・台付け価格で声がかからない
場合は、主取りとしますが、
再上場はお受けいたします。
会場事務局までお申し出下
さい。

8:15～12:00頃
スタンド1階馬主受付

11:15～13:00頃
装鞍所

13:00～16:45頃
中央門特設セリ会場

13:00～17:00頃
契約会場

（バスターミナル横）

9:00～11:00頃
ダートコース
（観覧は

スタンド4階馬主席）

昼食は地下1階レストランプラザをご利用下さい。
（11：00～15：00頃）

受　付

実馬展示

売買成立・
引取り確認

騎乗供覧

セリ方式による
売却

ＪＲＡブリーズアップセールでは、個体情報開示室を設け上場馬の
飼養管理から医療情報までの広範な個体情報を提供しております。購
買馬の選定とその後のスムーズな管理・調教にお役立ていただけたら
幸いです。なお、個体情報開示室にはＪＲＡの獣医職員を配置いたし
ておりますので、お気軽に声をおかけください。

○開示時間・場所
4月18日（木）～　4月22日（月） 10時～17時
4月23日（火） 11時～セール終了まで
上記期間、装鞍所内にて開設します。

○開示する主な資料
①個体情報冊子
・上場する全ての馬の個体ごとの疾病歴、調教経過および飼養管
理状況などを詳細に記載した冊子を配布いたします。

②Ｘ線写真
・疾病歴のある箇所（骨瘤や骨膜炎など）や、球節部や飛節部の
定期検査で得られた写真、化骨検査所見などを開示いたします。

③上気道（ノド）内視鏡検査映像
・11～12月頃に検査した全馬の上気道（ノド）の状態を映像で
開示いたします。また、有所見馬については3月中旬にも検査
しておりますので、あわせて開示いたします。

④屈腱部エコー検査画像
・3月頃に実施した検査結果を開示いたします。

個体情報開示（レポジトリー）について セール当日の流れ
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落札後の引取方法　および　代金の決済
～ トレーニング・センターへの直接入厩のご案内 ～
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2013　ＪＲＡブリーズアップセール
要領および条件

本要領および条件は、日本中央競馬会（以下「ＪＲＡ」といいます。）が育成調教
した馬を売却するにあたり定めたものです。購買を希望される方は、以下を確認の上
参加下さいますようお願いいたします。

１．日　　時　　平成25年4月23日（火）9:00 ～ 17:00
開催日時は17．で定めるところにより、延長することがあります。

２．場　　所　　ＪＲＡ中山競馬場

３．主　　催　　ＪＲＡ日本中央競馬会

４．売　却　馬
平成24年の1歳市場で購買し、日高・宮崎育成牧場で育成・調教した2歳馬。お
よび、平成23年に日高育成牧場で生産し、購買馬と同様に日高育成牧場で育
成・調教した2歳馬（ＪＲＡホームブレッド）。

５．売却頭数　　最大82頭（購買馬74頭およびホームブレッド8頭）

６．購買登録手続き
１）購買を希望される方は、あらかじめ購買登録の手続きを済ませなければなりま

せん。
２）購買登録ができる方は、ブリーズアップセール当日時点でＪＲＡの登録を受け

ている馬主の方（ただし、いずれも相続馬限定馬主および限定的代表者変更法
人馬主を除く。）といたします。

３）過去にＪＲＡブリーズアップセールの要領および条件に違反したことによりＪ
ＲＡにより売買契約を解除されたことのある方は、ＪＲＡブリーズアップセー
ルの購買登録を拒否することがあります。

４）購買登録の手続きにつきましては、なるべく3月２９日（金）までにお済ませ
ください。事前に登録をお済ませの方には、先着順に売却予定馬の写真カタロ
グならびに調教ＤＶＤなどをお届けいたします。なお、１８．に定める「新規
馬主限定セッション」への参加は事前の購買登録が必要となります。

５）上記の期日までに手続きが完了できなかった場合は、別記「購買登録のご案
内」にある手順により、セール開始時刻までに手続きを終えて下さい。

６）予納金は徴収いたしません。
７）購買登録の申し込みを受付けた方には、ＪＲＡが発行する購買登録確認書を

もって購買登録番号を通知いたします。セール当日は購買登録確認書にご署名
の上、受付までご持参ください。代理の方が参加される場合、あらかじめ馬主
ご本人が署名した購買登録確認書を代理の方がご持参ください。

７．セール運営方法
１）馬の取引は、売買により行います。
２）売買は事前に騎乗供覧および実馬展示の後、セリによる方法で行います。
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３）馬は、主催者の定める順序により上場するものとします。
４）セリの方法はセリ上げを原則とし、セリ上げは万円単位（消費税を含まない）

といたします。
５）馬別に設定する台付け価格は、セール前日（4月22日（月）の前日展示会）に

公表します。また、台付け価格表をセール前日および当日に配布いたします。
６）調教進度の遅れている馬等については、理由を公表の上、上場することがあり

ます。
７）台付け価格で声がかからない場合は主取としますが、再上場はお受けいたし

ます。
８）再上場を希望される方は、直ちにその旨を会場事務局にお申し出下さい。
９）再上場は、ＪＲＡの定めた順序により行います。
10）１８．に定める「新規馬主限定セッション」により、一部の馬は参加者を限定

して取引を行います。

８．セリ開始前の公表
１）ＪＲＡは、セリ名簿に記載された事項のほか、下記に定める事項の有無を上場

時に読み上げます。
⑴　悪癖（さく癖、旋回癖、ゆう癖、身喰い）
⑵　喉頭片麻痺による喘鳴症
⑶　関節部の外科手術歴
⑷　開腹手術歴
⑸　⑶または⑷以外の全身麻酔を伴う外科手術歴
⑹　去勢

２）ＪＲＡは、追加するべき事項およびセリ名簿に記載されている事項について記
載もれ、誤記等がある場合は、当該馬の上場時にこれを追加・訂正いたします。

３）購買される方は、前項の公表事項を承知の上、購買するものといたします。

９．落札者の決定および売買の成立
１）価格にセリ上げる方がいないときは、槌を下ろし、その時点で最高価格を示し

た方を落札者と決定し、売買が成立したものといたします。
２）落札者はただちに購買登録番号を貼り付けたセリ名簿を、鑑定人のみやすい位

置に掲示するものとします。
３）売買成立後は、その証として速やかに別途売買契約書を作成するものとします。
４）落札について異議の申し立てがあった場合は、鑑定人の裁量により裁定し裁定

が困難な場合には申し立てのあった直前の価格から再度セリ上げを行います。
５）売買成立後、鑑定人またはその補助者は、直ちにその価格、落札者の購買登録

番号および氏名（名称）を呼びあげます。鑑定人が落札者を決定した後は、こ
のことについて何人も異議を申し立てることはできません。

６）危険負担は、「売買契約の解除」の項で定める他は、売買成立時点をもって落
札された方が負うものといたします。

10．代金の決済
１）落札された方は、売買成立後、落札価格に消費税相当額を加算して得た額（以

下、「取引価格」といいます。）を4月26日（金）正午までに遅延することなく、
ＪＲＡが指定する金融機関の口座に振り込むものとします。
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ただし、売買が成立した馬を美浦または栗東トレーニング・センターへ直接入
厩させる場合のみ、5月1日（水）正午まで決済期限を延期することができます。

２）ＪＲＡは取引価格の全額決済確認後、落札された方に血統登録証明書をお渡し
します。ただし、売買が成立した馬を美浦および栗東トレーニング・センター
へ直接入厩させる場合には、諸手続きのためＪＲＡでの預かりとさせていただ
きます。

11．馬の引き渡しおよびトレセン直接入厩
１）落札された方への取引馬の引き渡しは、ＪＲＡが取引価格の全額決済を確認し

た後、セール翌日の4月24日（水）9時から4月30日（火）15時までの期間に
ＪＲＡが指定した場所で行います。
ただし、取引馬を美浦または栗東トレーニング・センターへ直接入厩させる場
合のみ、取引価格の決済の前に馬の引渡しを受けることができます。
なお、引き渡し前の取引馬の飼養管理は、ＪＲＡの負担とし、管理注意義務を
負うものといたします。

２）落札された方が、取引馬を美浦または栗東トレーニング・センターへ直接入厩
させることを希望される場合、トレーニング・センターにおける入厩検疫は免
除され、預託する調教師の厩舎へ直接入厩できます。直接入厩を希望される場
合は入厩前日の15時までに預託厩舎確認書を提出してください。

３）①4月25日（木）および、②4月26日（金）については、ＪＲＡがその輸送業
務および費用を負担する直接入厩も実施いたします。希望される方は①の場合
4月23日17時、②の場合4月24日15時までに預託厩舎確認書を提出してくだ
さい。

４）落札された方から所有権を移転しての直接入厩はできません。

12．売買契約の解除
１）落札された方が、その売買において本要領および条件に違反したときは、契約

の定めるところによりＪＲＡが売買契約を解除することがあります。
２）上記によりＪＲＡが売買契約を解除した場合には、落札された方は取引価格の

１００分の３０に相当する金額の違約金をＪＲＡに納付しなければなりません。
また、この場合には、ＪＲＡは今後落札された馬主のＪＲＡブリーズアップ
セールの購買登録を拒否することがあります。

３）落札された方は、落札馬について上場日に公表のなかった下記に定める事項を
発見した時は、セール翌日から4月26日（金）15時までに、申告することが
できます。
⑴　悪癖（さく癖、旋回癖、ゆう癖、身喰い）
⑵　目の異常（白内障、黒内障、緑内障、月盲）
⑶　喉頭片麻痺による喘鳴症
⑷　関節部の骨折
⑸　飛節の離断性骨軟骨症〔OCD〕
⑹　大腿骨の軟骨下骨嚢胞

４）ＪＲＡは、落札された方より上記の申告があった場合、届け出のあった事項に
ついて確認し、その診断結果を落札された方に通知いたします。

５）上記の通知内容が申し出内容と一致した場合、落札された方は、売買契約を解
除することができます。
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６）落札された方は、ＪＲＡの診断結果が出るまでの間は所有権を第三者に移転で
きません。

13．個体情報開示
中山競馬場に入厩後、4月18日（木）から4月22日（月）の10時から17時の間、

およびセール当日はその開催時間において、中山競馬場内に個体情報開示室を設け、
上場予定馬の個体情報を開示いたします。

14．馬の検査手続き
購買登録をされた方は、4月18日（木）から4月22日（月）までの期間に、また、

落札された方は、4月24日（水）から4月26日（金）15時までの期間に、ＪＲＡの
立会いのもと、馬の検査（歩様、触診および開業獣医師によるレントゲン撮影）を
することができます。

また、依頼があれば、それをＪＲＡが受付け、有料で検査を実施することも可能
です。その場合、検査申込書に必要事項を記載し、検査費用はＪＲＡが指定する金
融機関の口座に振り込むものとします。ただし、ＪＲＡが公表の必要な疾病にかか
わる検査であると判断した場合には、その費用は徴収いたしません。

15．調教師への預託
預託調教師の制限はありません。

16．競走馬事故見舞金の交付要件
一般馬と同一といたします。

17．ファイナルステージの開催について
4月23日（火）に落札されなかった馬を対象として、ＪＲＡブリーズアップセー

ルを延長し、ファイナルステージを開催することがあります。
ファイナルステージには4月23日までに購買登録をお済ませの馬主ご本人様のみ

参加可能で、代理人参加は出来ません。
また4月24日（水）は10 ～ 16時のすべての時間帯において、セール事務局との

複数回の電話およびFAXによる相互確認が可能な馬主ご本人様以外参加できません。
あらかじめご了承ください。詳細は以下の要領のとおりとします。
１）名　　称　　2013 ＪＲＡブリーズアップセール　ファイナルステージ
２）日　　時　　平成25年4月24日（水）　10:00 ～ 16:00

なお、4月23日の上場馬がすべて落札された場合のほか、上場予
定馬の疾病およびＪＲＡの都合によりファイナルステージは開催
されないことがあります。

３）主　　催　　ＪＲＡ日本中央競馬会
４）売　却　馬

4月23日（火）に上場され、落札されなかった馬のうちＪＲＡが指定したもの
とし、4月23日のセール終了時にセール会場で公表するほか、ＪＲＡホームペー
ジ内「ＪＲＡ育成馬サイト」で公表します。その後も疾病およびＪＲＡの都合に
より上場をとりやめることがあります。

５）売却頭数　　４）のとおり。
６）購買登録手続きおよび参加資格

ファイナルステージのための新たな購買登録手続きは受け付けません。６．に
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定める購買登録手続きをもってファイナルステージの購買登録とさせていただき
ます。4月23日（火）までに購買登録をされた馬主ご本人様のみがファイナルス
テージに参加できます。

７）運営方法
⑴　当日の運営にはJOA日本馬主協会連合会事務局の立会いを求めます
⑵　申込はファイナルステージ購買申込書（書式E）のFAXによる送信のみによ

り、折り返し事務局からの電話連絡で確認がとれた場合のみ受付けます。希
望価格は万円単位（消費税を含まない）といたします。

⑶　馬別に設定する台付け価格は、4月23日（火）のセール終了時に公表するこ
ととします。なお各馬の台付け価格は、4月23日のセールでの再上場台付け
価格と同額とします。

⑷　申込は10時～ 13時の間に限るものとし、この間の入札可能回数はお一人様
1頭に付き1回のみとします。指定された台付け価格未満の入札は受け付け
ません。一旦入札を受付けた後、再度の入札は受付けません。お一人で複数
頭の申込も有効です。

⑸　上場馬ごとに、最高額で申込受付された方がその価格をもって落札確認対象
者となります。ただし、複数人の最高額申込者がいた場合、落札確認対象者
の決定は以下の優先順位とします。①4月23日のセールにおける購買頭数の
少ない方が優先。②同頭数の場合、JOA事務局立会いによる抽選を実施しま
す。

⑹　落札確認対象者には電話連絡とFAX送信を行います。折り返し「落札確認
書」のFAXによる提出を求めます。この電話確認やFAXの送受信が出来ない
場合、「落札確認」が不可能と判断し、売買は成立しません。この場合、次
位の方に連絡し、「落札確認」することがあります。

８）開始前の公表
前記８．に記載されたとおりとし、再度の公表はいたしません。入札者は前項

の公表事項を承知の上、購買するものといたします。ただし、新たな公表事項が
生じた場合、申込者には電話にてこれを報告するものとします。

９）落札者の決定および売買の成立
⑴　記載すべき事項が正確であり、明瞭に読み取り可能な「落札確認書」をＪＲＡ

がFAXにて受信した時点をもって売買が成立します。
⑵　売買成立後は、その証として速やかに別途売買契約書を作成するものとします。
⑶　危険負担は、「売買契約の解除」の項で定める他は、売買成立時点をもって

落札された方が負うものといたします。
⑷　落札者の発表は、ＪＲＡホームページ内「ＪＲＡ育成馬サイト」で実施する

ものとし、発表内容は馬名、落札価格、落札者名とします。この落札実績は、
2013ＪＲＡブリーズアップセール売却成績に含まれるものとします。

10）代金の決済
前記10．のとおり、4月23日（火）のセールと同様とし、期限の延長措置等

はございません。
11）馬の引き渡しおよびトレセン直接入厩

前記11．のとおり、4月23日（火）のセールと同様とし、期限の延長措置等
はございません。

12）売買契約の解除
前記12．のとおり、4月23日（火）のセールと同様とし、期限の延長措置等

はございません。
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13）個体情報開示
前記13．のとおり、4月23日（火）のセールと同様とし、期限の延長措置等

はございません。
14）馬の検査手続き

前記14．のとおり、4月23日（火）のセールと同様とし、期限の延長措置等
はございません。

15）その他
上記で定めた以外、ファイナルステージにおけるすべての要領および条件は

4月23日（火）のセールと同様とし、特例措置等はございません。

18．新規馬主限定セッションの実施について
ＪＲＡホームブレッド（日高育成牧場生産馬）を新規馬主の方に限定して売却す

るセッションを実施します。ただし、新規の方に限定せず上場される場合がありま
す。詳細は以下のとおりとします。
１）参加資格：

2010年1月以降に馬主登録された方のみが参加できます。ただし、本会の基
準により09年以前から馬主歴を有すると認めた方は参加できません。また、あ
らかじめ事前購買登録を完了する必要があり、セール当日に登録の方は限定セッ
ションに参加できません。

参加資格のある方には、セール当日、白字・赤色の登録番号シールを付与し
ます。

限定セッション参加資格者は対象馬のみならず、すべての上場馬のセリ上げに
参加できます。

２）対象馬：
ＪＲＡホームブレッド（日高育成牧場生産馬）を対象とします。ただし、調教

進度の遅れている馬等として上場する場合、対象から除外し、すべての馬主の方
がセリ上げに参加できます。

最終的な対象馬の公表はセール前日に実施します。
３）セリ上げ方式：

参加資格を示す白字・赤色の登録番号シールを貼り付けた売却馬名簿を、鑑定
人またはビッドスポッターのみやすい位置に常に掲示しながら、セリ上げに参加
してください。

白字・赤色の登録番号シールが確認できない方のサインはお受けできません。
４）購買頭数制限：

おひとり1頭に限らせていただきます。対象馬を購買された方は、それ以降の
限定セッションのセリ上げに参加できません。

５）再上場：
主取、再上場となった場合、すべての馬主の方が購買頭数の制限なく、セリ上

げに参加できます。
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◎指定振込先
三菱東京ＵＦＪ銀行　本店　普通　№７８３４０３８
口座名義　日本中央競馬会　経理部長　日置 耕司

ﾆｯﾎﾟﾝﾁｭｳｵｳｹｲﾊﾞｶｲ ｹｲﾘﾌﾞﾁｮｳ  ﾋｵｷ　ｺｳｼﾞ

◎お問合せ先
・購買申し込み方法、ＪＲＡ育成馬の売却全般に関するお問合せ

〒106－8401
東京都港区六本木6丁目11番1号　ＪＲＡ馬事部生産育成対策室

　　　　　　　　　　　　　　電　話　０３－５７８５－７５４０
　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス：jra-ikusei@jra.go.jp

○ファイナルステージにおける　FAX送信先　０３－５７８５－７５４１
○ＪＲＡ育成馬サイト　http://jra.jp/training/

＜セール開催期間＞
〒273-0037
船橋市古作１- １- １　ＪＲＡ中山競馬場　開催事務局
　　　　　　　特設電話　０８０－３５８７－７８６５
　　　　　　　4月16日（火）～ 5月2日（木）のみ有効

（注）購買登録の手続きをされた方は、本要領および条件を承諾されたものといたし
ます。
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2013　ＪＲＡブリーズアップセールに
関するＱ＆Ａ

《セール一般　＆　新規馬主限定セッション》
Ｑ１：誰でも購買することができるのですか？
Ａ：いいえ。ＪＲＡの登録を受けた馬主の方（相続馬限定馬主の方を除く）に限らせ

ていただきます。

Ｑ２：1人の購買者、多頭数購買してもいいのでしょうか？
Ａ：はい。かまいません。ただし、「新規馬主限定セッション」のみ、おひとり1頭に

限らせていただきます。（主取・再上場となった場合を除きます）。

Ｑ３：「新規馬主限定セッション」について教えてください。
Ａ：ＪＲＡホームブレッド（日高育成牧場生産馬）を、新規馬主の方に限定して売却

するセッションです。ただし、新規の方に限定せず上場される場合があります。
詳細は10ページのご案内と、要領および条件の18．をご覧ください。

Ｑ４：新規馬主以外はＪＲＡホームブレッドを購買できないのですか？
Ａ：いいえ。限定セッションで声がかからず、主取・再上場となった場合、すべて馬

主の方がセリ上げに参加できます。また「調教進度遅れ」として上場される場合
は、対象から除外しすべての馬主の方がセリ上げに参加できます。

Ｑ５：購買登録は、セール当日も行えるのですか？
Ａ：はい。セール当日の登録も可能ですが、スムーズな運営のため、できるだけセー

ル前に、事前の登録をお願いいたします。なお「新規馬主限定セッション」への
参加は事前の登録が必要となります。

Ｑ６：事前登録申込書は、いつ送られてくるのですか？
Ａ：3月上旬に本上場馬名簿とともに、全ての馬主の方に送らせていただきます。事

前登録をされた馬主の方には、写真カタログおよび調教DVDをお届けいたしま
す。なお、調教師の皆様にも写真カタログをお配りしておりますので、購買馬の
選定にご活用ください。

Ｑ７：引き受け調教師に関する相談は、どこにすればよいのでしょうか？
Ａ：153ページのご案内（馬主・調教師ホットライン）をご参照ください。

≪セール前≫
Ｑ１：日高・宮崎の両育成牧場で、馬を見ることはできるのでしょうか？
Ａ：はい。中山競馬場への出発前の4月12日（金）までであれば、いつでもご覧いた

だけます。また、育成馬展示会を、両育成牧場にて開催しますので、お気軽にご
来場ください。

【宮崎育成牧場：3月25日（月）、日高育成牧場：4月9日（火）】
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Ｑ２：中山競馬場で、馬の事前下見はできるのでしょうか？
Ａ：はい。4月18日（木）～ 22日（月）　10時～ 17時の間、可能です。

Ｑ３：中山で四肢のＸ線写真や上気道（ノド）の内視鏡像等をみることができるので
すか？

Ａ：はい。装鞍所内のレポジトリールーム（情報開示室）にて公開いたしております
ので、どなたでも閲覧することが可能です。また、ＪＲＡ獣医職員を配置いたし
ておりますので、お気軽に声をおかけください。セール当日もご覧いただけます。

Ｑ４：「前日展示会」について教えてください。
Ａ：22日（月）につきましては、前日展示会として装鞍所での比較展示を実施します。

厩舎での事前下見やレポジトリールームはもちろん、個体情報冊子の配布や台付
価格の公表も行ないます。セール当日のみではしっかりと馬を吟味する時間が足
りないとお考えの方やお時間の許す方は是非ご参加ください。くわしくは11ペー
ジのご案内をご覧ください。

Ｑ５：ＪＲＡホームページで、セールに関する情報を見ることができるのですか？
Ａ：はい。ＪＲＡホームページ内の「ＪＲＡ育成馬サイト」 http://jra.jp/training/ で、

ＪＲＡ育成馬やブリーズアップセールに関する情報を逐次更新いたしております。
また、「ＪＲＡ育成馬日誌」http://blog.jra.jp/ikusei/　では、各育成牧場の取り
組みや調教過程等を紹介しています。

≪セール≫
Ｑ１：「台付け価格」は、どのように設定されているのでしょうか？
Ａ：1歳市場での購買価格を目安として、多くの方が「お声」をかけやすいよう設定

されています。ブリーズアップセールの「台付け価格」は、「セリ開始価格」で
あると同時に、「最低販売希望価格」でもあります。

Ｑ２：台付け価格は公表されるのでしょうか？
Ａ：はい。セール前日に公表いたします。

Ｑ３：セリの上場順は決まっていますか？
Ａ：はい。番号順に上場します。

Ｑ４：再上場はどのように行うのでしょうか？
Ａ：声のかからなかった馬（主取馬）は、セリの最後にすべて再上場を行います。ま

た早い段階で再上場をお申し付けいただければ、上場番号47番の後に再上場いた
しますので、お気軽に係員までお知らせください。
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≪セール後≫
Ｑ１：購買馬の引渡し場所と期限はどうなっていますか？
Ａ：中山競馬場で4月30日（火）までの予定です。ただし、引渡し前の代金の完納が

条件（トレセンへの直接入厩除く）となります。

Ｑ２：ＪＲＡが輸送費を負担するトレセンへの直接入厩はいつですか？
Ａ：4月25日（木）と4月26日（金）に行います。なお、直接入厩の場合のみ、代金納

入前の購買馬引渡しが可能です。この場合、支払期限は5月1日（水）12時となり
ます。

Ｑ３：セール後、引渡しまでの管理はどうなるのでしょうか？
Ａ：セール翌日は、騎乗調教および歩様検査を行い、その後引渡しまでは、毎日の歩

様検査とともに保健運動を行い、善良な管理に努めます。

Ｑ４：購買後に発症した疾病に対して、売買契約の解除はできるのでしょうか？
Ａ：いいえ。売却に際して公表されなかった特定の疾病や悪癖を４月26日（金）まで

に確認した場合を除き、売買契約の解除はできません。

Ｑ５：購買後、牧場に預けたいのですが、どこか紹介してもらえるのですか？
Ａ：紹介はいたしかねますが、148 ～ 151ページにあります預託引き受け希望の牧場

リストを参考にされ、牧場と個別にご相談ください。

Ｑ６：購買した馬を、地方競馬を含めて他に転売してもかまわないのですか？
Ａ：ＪＲＡは、中央競馬の競走ステージにおいて育成馬のパフォーマンスを検証する

ことを含めて生産育成研究業務を行っておりますことから、購買者の皆様におか
れましては、なるべく中央で出走させて頂きますようお願い申し上げます。

Ｑ７：セール翌日（4月24日）開催予定のファイナルステージについて教えてください。
Ａ：ファイナルステージは、4月23日に落札されなかった馬を対象として、早期に

ＪＲＡ育成馬をご購買いただける場として、FAXによる申込み形式で実施する
可能性があります。
ただし、馬主ご本人様のみ参加可能で、代理人による参加は出来ません。また
4月24日は複数回の電話およびFAXによる相互確認が必要となるほか、4月23日
のセール当日の再上場時における台付けを下回る価格での申し込みは出来ません。
なるべく、セール当日にご購買いただけますようお願いします。
くわしくは16ページのご案内と、要領および条件の17．をご覧ください。

＜ＪＲＡ育成馬に関するお問合わせ先＞　
ＪＲＡ 馬事部　生産育成対策室

ＴＥＬ　０３- ５７８５- ７５４０
ＦＡＸ　０３- ５７８５- ７５４１
E-mail : jra-ikusei@jra.go.jp

ＪＲＡブリーズアップセール特設電話※

ＴＥＬ　０８０- ３５８７- ７８６５
※特設電話は4月16日（火）～ 5月2日（木）のみ設置

「競走馬保険」は、オーナーの方々が馬を想う愛情のしるしです。
大切な愛馬のために、もしもの病気やケガにお備えください。

１．補償内容・・・競走馬保険・普通保険約款
下記の事由による死亡（保険会社の指定した獣医師が切迫屠殺をやむ
を得ないものと判断したときを含みます。）の場合

①偶然な傷害、疾病　②火災・落雷　③法定伝染病
＊普通保険約款では補償の対象とならない競走能力喪失を補償する特約
もございます。別途ご相談ください。

２．保険金額・・・せり市場における落札金額（消費税込み）以内で任意に
設定してください。

３．保険期間・・・１年間とします。
４．契約前診断・・・事前に保険会社指定獣医師が保険引受の対象となる馬

の健康診断を実施します。
５．保険料（一括払）・・・保険金額の3.3％とします。
６．保険契約者（保険料負担者）・
被保険者（保険金受取人）・・・購買者となります。

７．お申し込み手続き・・・下記の取扱代理店（ＪＲＡファシリティーズ㈱）
までご連絡ください。

＊セレクトセールでの購買馬については、平成２５年８月１日まで、「せり市場総合保険（１歳
馬）」が付帯されています。お手続き等ございますので、詳しい内容については、取扱代理店
または引受保険会社にお問い合わせください。
＊ご契約者以外に対象となる方（被保険者＝競走馬の所有者）がいらっしゃる場合には、その方
にもこの「ご案内」に記載した内容をお伝えください。
＊この「ご案内」は、競走馬保険の概要を説明したものです。詳しい内容については、パンフレ
ット、競走馬保険普通保険約款および付帯される特約条項をご覧いただくか、取扱代理店また
は引受保険会社にお問い合わせください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
セール当日、ご相談窓口を設置しております。
詳しい内容等遠慮なくお問い合わせください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

取　扱　代　理　店：ＪＲＡファシリティーズ（株）保険課
東京都港区新橋４丁目５番７号日本中央競馬会新橋分館内
電話 03-3436-1507　　FAX 03-3436-1545

引受保険会社：（株）損害保険ジャパン 企業営業第二部第二課
東京都中央区日本橋２丁目２番１０号
電話 03-3231-4213　　FAX 03-3231-9923　　担当：庄司

<SJ12-11500, 2013.2.4>

競走馬保険のご案内
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「競走馬保険」は、オーナーの方々が馬を想う愛情のしるしです。
大切な愛馬のために、もしもの病気やケガにお備えください。

１．補償内容・・・競走馬保険・普通保険約款
下記の事由による死亡（保険会社の指定した獣医師が切迫屠殺をやむ
を得ないものと判断したときを含みます。）の場合

①偶然な傷害、疾病　②火災・落雷　③法定伝染病
＊普通保険約款では補償の対象とならない競走能力喪失を補償する特約
もございます。別途ご相談ください。

２．保険金額・・・せり市場における落札金額（消費税込み）以内で任意に
設定してください。

３．保険期間・・・１年間とします。
４．契約前診断・・・事前に保険会社指定獣医師が保険引受の対象となる馬

の健康診断を実施します。
５．保険料（一括払）・・・保険金額の3.3％とします。
６．保険契約者（保険料負担者）・

被保険者（保険金受取人）・・・購買者となります。
７．お申し込み手続き・・・下記の取扱代理店（ＪＲＡファシリティーズ㈱）

までご連絡ください。

＊セレクトセールでの購買馬については、平成２５年８月１日まで、「せり市場総合保険（１歳
馬）」が付帯されています。お手続き等ございますので、詳しい内容については、取扱代理店
または引受保険会社にお問い合わせください。
＊ご契約者以外に対象となる方（被保険者＝競走馬の所有者）がいらっしゃる場合には、その方
にもこの「ご案内」に記載した内容をお伝えください。
＊この「ご案内」は、競走馬保険の概要を説明したものです。詳しい内容については、パンフレ
ット、競走馬保険普通保険約款および付帯される特約条項をご覧いただくか、取扱代理店また
は引受保険会社にお問い合わせください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
セール当日、ご相談窓口を設置しております。
詳しい内容等遠慮なくお問い合わせください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

取　扱　代　理　店：ＪＲＡファシリティーズ（株）保険課
東京都港区新橋４丁目５番７号日本中央競馬会新橋分館内
電話 03-3436-1507　　FAX 03-3436-1545

引受保険会社：（株）損害保険ジャパン 企業営業第二部第二課
東京都中央区日本橋２丁目２番１０号
電話 03-3231-4213　　FAX 03-3231-9923　　担当：庄司

<SJ12-11500, 2013.2.4>

競走馬保険のご案内
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売 買 契 約 書
2013 ＪＲＡブリーズアップセール

馬　　名 品種 性 年齢 毛　色 産　　地 血　　統 備　考

サラ ２
父

母

上記の馬について、売主（以下「甲」という。）と、買主（以下「乙」という。）
とは、次のとおり売買契約を締結するものとする。

（売買代金）
第１条 甲は、2013 JRAブリーズアップセール（以下「本セール」という。）におい

て、上記馬（以下「当該馬」という。）を、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　落札価格　　　　　　　　　円
　　　　　馬代金　　　　　　　　　円　　　消費税額　　　　　　　　　円
　　　　で売却し、乙はこれを買い受けた。
（所有権の移転）
第２条 本セールにおいて、甲が上場した当該馬を乙が落札した時点をもって乙は当

該馬の所有権を取得したものとする。
（売買契約の発効）
第３条 甲および乙は、この契約の効力が、乙が当該馬を落札した時点で発生するも

のであることを確認する。
（売買代金の支払い）
第４条 乙は、平成25年4月26日（金）正午までに甲へ第1条に規定する馬代金を甲の

指定する銀行に完納しなければならない。ただし、ＪＲＡ美浦もしくは栗東ト
レーニング・センターの預託厩舎へ直接入厩する場合、乙は5月1日（水）正午
まで馬代金の支払いを延期することができる。

（危険負担）
第５条 乙は、第２条および第３条の規定により、落札時点をもって当該馬に係る危

険負担を負うものとする。
（馬の引き渡し）
第６条　乙は、第4条の規定により馬代金を完納し、それを甲が確認した上で、

平成25年4月30日（火）15時までに甲の指定した日時および場所において、当
該馬の引き渡しを受ける。ただし、JRA美浦もしくは栗東トレーニング・セン
ターの預託厩舎へ直接入厩する場合、乙は馬代金の支払いの前に当該馬の引渡
しを受けることができる。

（飼養管理とその費用）
第７条 甲は、乙に前条に規定する引き渡しをなすまでの間、当該馬の通常の飼養管

理および治療に必要な費用を負担し、善良な管理者としての注意義務を負う。
（事故発生の処理）
第８条 この契約の発効から、第６条に定める引き渡しをなすまでの間に、当該馬に

ついて事故、疾病および悪癖が発生した場合には、甲は直ちに乙に対して通知
をする。

　　２　甲は、前項の事故、疾病および悪癖が甲の責に帰すべき事由によって発生し
た場合でなければ、それについての責任を負わない。

（売買契約の解除）
第９条　甲は、乙の都合もしくは過怠原因により契約の履行ができないと認めた場合

は、この契約を解除することができる。
　　２　甲は、乙が第4条に規定する馬代金納入期限までに馬代金を未納の場合は、

この契約を解除することができる。この場合、契約解除にいたるまでの諸費用
は乙の負担とする。

　　３　乙は、当該馬について、上場日に公表のなかった下記に定める事項を発見し
た場合は、本セールの実施日の翌日から4月26日（金）15時までに、その旨を
甲に文書により申告することができる。当該申告の内容と甲の診断内容とが一
致した場合には、乙はこの契約を解除することができる。
（1）　悪癖（さく癖、旋回癖、ゆう癖、身喰い）
（2）　目の異常（白内障、黒内障、緑内障、月盲）
（3）　喉頭片麻痺による喘鳴症
（4）　関節部の骨折
（5）　飛節の離断性骨軟骨症〔ＯＣＤ〕
（6）　大腿骨の軟骨下骨嚢胞

　　４　第１項または前項の規定により、この契約が解除された場合において、第４
条の規定により馬代金が完納されているときは、甲は乙に当該馬代金を返還す
るものとする。

　　５　乙は、前項に規定するもののほかは、第１項から第３項までの規定によって
生じた損害の賠償を甲に請求することはできない。

（違約金）
第10条 前条第1項または第2項の規定により、この契約が解除された場合には、乙は

甲に対しその違約金として第1条に定める売買代金の30％相当額を支払わなけ
ればならない。

（契約条項外の協議）
第11条 この契約に定めのない事項等については、その都度甲、乙協議のうえ円満に

処理するものとする。

 この契約を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印の上、各１通保管するも
のとする。

　　平成25年4月　　日

　　　甲　　　　東京都港区西新橋１丁目１番19号
　　　　　　　　　日本中央競馬会
　　　　　　　　　　　理事長　　土川　健之

乙　　　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代理人　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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売 買 契 約 書
2013 ＪＲＡブリーズアップセール

馬　　名 品種 性 年齢 毛　色 産　　地 血　　統 備　考

サラ ２
父

母

上記の馬について、売主（以下「甲」という。）と、買主（以下「乙」という。）
とは、次のとおり売買契約を締結するものとする。

（売買代金）
第１条 甲は、2013 JRAブリーズアップセール（以下「本セール」という。）におい

て、上記馬（以下「当該馬」という。）を、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　落札価格　　　　　　　　　円
　　　　　馬代金　　　　　　　　　円　　　消費税額　　　　　　　　　円
　　　　で売却し、乙はこれを買い受けた。
（所有権の移転）
第２条 本セールにおいて、甲が上場した当該馬を乙が落札した時点をもって乙は当

該馬の所有権を取得したものとする。
（売買契約の発効）
第３条 甲および乙は、この契約の効力が、乙が当該馬を落札した時点で発生するも

のであることを確認する。
（売買代金の支払い）
第４条 乙は、平成25年4月26日（金）正午までに甲へ第1条に規定する馬代金を甲の

指定する銀行に完納しなければならない。ただし、ＪＲＡ美浦もしくは栗東ト
レーニング・センターの預託厩舎へ直接入厩する場合、乙は5月1日（水）正午
まで馬代金の支払いを延期することができる。

（危険負担）
第５条 乙は、第２条および第３条の規定により、落札時点をもって当該馬に係る危

険負担を負うものとする。
（馬の引き渡し）
第６条　乙は、第4条の規定により馬代金を完納し、それを甲が確認した上で、

平成25年4月30日（火）15時までに甲の指定した日時および場所において、当
該馬の引き渡しを受ける。ただし、JRA美浦もしくは栗東トレーニング・セン
ターの預託厩舎へ直接入厩する場合、乙は馬代金の支払いの前に当該馬の引渡
しを受けることができる。

（飼養管理とその費用）
第７条 甲は、乙に前条に規定する引き渡しをなすまでの間、当該馬の通常の飼養管

理および治療に必要な費用を負担し、善良な管理者としての注意義務を負う。
（事故発生の処理）
第８条 この契約の発効から、第６条に定める引き渡しをなすまでの間に、当該馬に

ついて事故、疾病および悪癖が発生した場合には、甲は直ちに乙に対して通知
をする。

　　２　甲は、前項の事故、疾病および悪癖が甲の責に帰すべき事由によって発生し
た場合でなければ、それについての責任を負わない。

（売買契約の解除）
第９条　甲は、乙の都合もしくは過怠原因により契約の履行ができないと認めた場合

は、この契約を解除することができる。
　　２　甲は、乙が第4条に規定する馬代金納入期限までに馬代金を未納の場合は、

この契約を解除することができる。この場合、契約解除にいたるまでの諸費用
は乙の負担とする。

　　３　乙は、当該馬について、上場日に公表のなかった下記に定める事項を発見し
た場合は、本セールの実施日の翌日から4月26日（金）15時までに、その旨を
甲に文書により申告することができる。当該申告の内容と甲の診断内容とが一
致した場合には、乙はこの契約を解除することができる。
（1）　悪癖（さく癖、旋回癖、ゆう癖、身喰い）
（2）　目の異常（白内障、黒内障、緑内障、月盲）
（3）　喉頭片麻痺による喘鳴症
（4）　関節部の骨折
（5）　飛節の離断性骨軟骨症〔ＯＣＤ〕
（6）　大腿骨の軟骨下骨嚢胞

　　４　第１項または前項の規定により、この契約が解除された場合において、第４
条の規定により馬代金が完納されているときは、甲は乙に当該馬代金を返還す
るものとする。

　　５　乙は、前項に規定するもののほかは、第１項から第３項までの規定によって
生じた損害の賠償を甲に請求することはできない。

（違約金）
第10条 前条第1項または第2項の規定により、この契約が解除された場合には、乙は

甲に対しその違約金として第1条に定める売買代金の30％相当額を支払わなけ
ればならない。

（契約条項外の協議）
第11条 この契約に定めのない事項等については、その都度甲、乙協議のうえ円満に

処理するものとする。

 この契約を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印の上、各１通保管するも
のとする。

　　平成25年4月　　日

　　　甲　　　　東京都港区西新橋１丁目１番19号
　　　　　　　　　日本中央競馬会
　　　　　　　　　　　理事長　　土川　健之

乙　　　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代理人　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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*1：ICSとは，「国際せり名簿基準」
*2：オープン特別の２，３着は，１９８６年以降から掲載
*3：D重賞とは，地方競馬の各主催者が定めた重賞競走のうち，下級クラス限定が

ない重賞競走

*4：重賞競走とは，中央競馬の重賞競走および地方競馬のダートグレード競走

パート 昇格に伴い２００７年以降の重賞競走の格付け表記は上記のとおりとした。

せり名簿の作成には正確を期しておりますが、記載された内容については記載もれ、
誤記がある場合の責任は負いかねます。

２００７年以降に施行された国際格付けを持つ重賞競走（*4）

２００７年以降に施行された国際格付けを持たない重賞競走

２００７年以降に施行されたＩＣＳブックに掲載されている中
央競馬のオープン特別競走

２００６年までに施行された重賞競走

２００６年までに施行された中央競馬のオープン特別競走
および２００７年以降に施行されたＩＣＳブックに掲載されて
いない中央競馬のオープン特別競走

セイウンワンダー

海外：Part ， の G1,G2,G3,リステッドレースの 1着
中央：G ･Jpn ,G ･Jpn ,G ･Jpn の 1 着

ICS(*1)ブックに掲載されているオープン特別の 1着
地方：G ･Jpn ,G ･Jpn ,G ･Jpn の 1 着

セイウンワンダー

海外：Part ， の G1,G2,G3,リステッドレースの 2,3 着
中央：G ･Jpn ,G ･Jpn ,G ･Jpn の 2,3 着

ICSブックに掲載されているオープン特別の2,3着(*2)
障害重賞(JG)の 1 着

地方：G ･Jpn ,G ･Jpn ,G ･Jpn の 2,3 着

セイウンワンダー

中央：G ･Jpn の 4,5 着
ICSブックに掲載されていないオープン特別の1,2,3着
平地条件特別勝馬

地方：G ･Jpn の 4,5 着
D重賞(*3)の 1,2,3 着

セイウンワンダー 上記以外の馬

馬名ブラックタイプ表示基準

中央・地方競馬の格付け表記
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種牡馬解説 解説中最後尾の（例）１２地方Ｆ⑤は２０１２年地方ファーストシーズン・サイアー

ランキング５位を表す。

中央………中央総合 地方………地方総合

中央２……中央２歳 地方２……地方２歳

中央Ｆ……中央ファーストシーズン 地方Ｆ……地方ファーストシーズン

クロス表示 Ｓ……父方 Ｍ……母方の世代数。牝馬のクロスは馬名をゴシック体で表示する。

輸 入 馬 ＊ケイムホーム……馬名の前に＊を付ける。

サ ラ 系 種 マイネルビンテージ……馬名の前に を付ける。

初 仔 本馬以前に血統登録馬がいない馬を初仔とする。

戦 績 無表示は中央の成績とし、地方は出走地区を付して表示する。

……北海道（岩見沢、帯広、旭川、門別、札幌、函館）

……岩手（盛岡、水沢） ……山形（上山）

…北関東（足利、宇都宮、高崎） …南関東（船橋、大井、川崎、浦和）

……新潟（新潟、三条） ……石川（金沢）

……東海（笠松、名古屋、中京） ……大阪（春木）

……兵庫（園田、姫路） ……和歌山（紀三井寺）

……島根（益田） ……広島（福山）

……高知（高知） ……佐賀（佐賀）

……熊本（荒尾） ……大分（中津）

国 名 ＡＲＧ…亜…アルゼンチン

ＡＵＳ…豪…オーストラリア

ＡＵＴ…墺…オーストリア

ＢＥＬ…白…ベルギー

ＢＺＲ…伯…ブラジル

ＣＡＮ…加…カナダ

ＣＨＩ…智…チリ

ＤＥＮ…丁…デンマーク

ＦＲ……仏…フランス

ＧＢ……英…イギリス

ＧＥＲ…独…ドイツ

ＨＫＧ…香…香港

ＨＵＮ…洪…ハンガリー

ＩＮＤ…印…インド

ＩＲＥ…愛…アイルランド

ＩＴＹ…伊…イタリア

ＪＡＭ…牙…ジャマイカ

ＭＡＣ…澳…マカオ

ＭＡＬ…馬…マレーシア

ＭＥＸ…墨…メキシコ

ＮＬＤ…蘭…オランダ

ＮＯＲ…那…ノルウェー

ＮＺ……新…ニュージーランド

ＯＭＮ…オ…オマーン

ＰＡＮ…巴…パナマ

ＰＥＲ…秘…ペルー

ＰＨＩ…比…フィリピン

ＰＯＬ…波…ポーランド

ＰＲ……プ…プエルトリコ

ＱＡＴ…華…カタール

ＲＵＳ…露…ロシア

ＳＡＦ…南…南アフリカ

ＳＡＵ…沙…サウジアラビア

ＳＩＮ…星…シンガポール

ＳＰＡ…西…スペイン

ＳＷＥ…典…スウェーデン

ＳＷＩ…瑞…スイス

ＴＵＲ…土…トルコ

ＵＡＥ…首…アラブ首長国連邦

ＵＲＵ…宇…ウルグアイ

ＵＳＡ…米…アメリカ

ＶＥＮ…委…ベネズエラ

凡例および略号
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この売却馬名簿は、JBISシステムを利用し、平成25年2月14日現在の 

データ（中央・地方とも）から、作成しております。

馬場の表示 中央の競走 Ｄ＝ダート（芝の場合は省略）

地方の競走 Ｔ＝芝（ダートの場合は省略）

年度表彰馬 ［ＪＲＡ日本中央競馬会］
年代表……年度代表馬 優２牡……最優秀２歳牡馬

優２牝……最優秀２歳牝馬 優３牡……最優秀３歳牡馬

優３牝……最優秀３歳牝馬 優古牡……最優秀古馬牡馬

優古牝……最優秀古馬牝馬 優障害……最優秀障害馬

優短距……最優秀スプリンター 優ダート…最優秀ダート馬

優父内……最優秀父内国産馬

［ＮＡＲ地方競馬全国協会］
NAR年代表……年度代表馬 NAR優２歳……２歳馬最優秀馬

NAR優２牡……２歳最優秀牡馬 NAR優２牝……２歳最優秀牝馬

NAR優３歳……３歳最優秀馬 NAR優３牡……３歳最優秀牡馬

NAR優３牝……３歳最優秀牝馬 NAR優古馬……４歳以上最優秀馬

NAR優古牡……４歳以上最優秀牡馬 NAR優古牝……４歳以上最優秀牝馬

NAR優ターフ…最優秀ターフ馬 NAR優短距……最優秀短距離馬

Ｄグレード優秀…ダートグレード競走最優秀馬

Ｄグレード特別…ダートグレード競走特別賞

＊年度表彰名中の馬齢表記は、現在の表記方法で記載している。

＊地方競馬に関しては、平成９年度（ダートグレード競走が始まった年度）以降を掲載対象

としている。

セール（売却）の進行について

再上場ののち未売却となった馬については、翌日4/24に「ファイナルステージ」
を開催し、売却することがあります。（詳細についてはP16をご覧ください）

※調教進度遅れ等の馬を含め番号順に上場いたします

No.1～47
（No.1～８は新規馬主限定セッション対象候補馬です）

No.48～82

再上場【中間】
早めに申出をいただいた主取馬の
再上場を実施します。

再上場
未売却になったすべての馬の
再上場を実施します。
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セール（売却）の進行について

再上場ののち未売却となった馬については、翌日4/24に「ファイナルステージ」
を開催し、売却することがあります。（詳細についてはP16をご覧ください）

※調教進度遅れ等の馬を含め番号順に上場いたします

No.1～47
（No.1～８は新規馬主限定セッション対象候補馬です）

No.48～82

再上場【中間】
早めに申出をいただいた主取馬の
再上場を実施します。

再上場
未売却になったすべての馬の
再上場を実施します。
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上場
番号 育成馬名 性 毛色 体高 胸囲 管囲 体重 父

（☆は新種牡馬）
購買価格
（万円） 育成場

上場
番号 育成馬名 性 毛色 体高 胸囲 管囲 体重 父

（☆は新種牡馬）
購買価格
（万円） 育成場

JRAホームブレッド

新規馬主限定セッション
対象候補馬

父：アルデバラン

日高育成牧場生産

ＪＲＡ育成馬測尺表（２月15日現在）

バクシンスクリーンの１１
ラストローレンの１１
フレンドリータッチの１１
フジティアスの１１
ワンモアベイビーの１１
ビューティコマンダの１１
キセキスティールの１１
エポックサクラの１１
クレバーマリリンの１１
シアトリカルポーズの１１
ドラールフォンテンの１１
シーソングの１１
タイキシャインの１１
ホワイトトルネードの１１
キャットアリの１１
ケイアイリュージンの１１
サンセットムーンの１１
マヤノビジューの１１
グランドアピアの１１
オマイタの１１
オテンバコマチの１１
ダノンクラフトの１１
レディストロベリーの１１
メダイユドールの１１
レディマハロの１１
ジルニーナの１１
クインオブオールディーの１１
ホッカイラヴの１１
マイネレーヌの１１
アイビスティアラの１１
キャニオンリリーの１１
ピアノリサイタルの１１
フェレットの１１
ディマーの１１
コロナガールの１１
ブライアンズソノの１１
グランドホイッスルの１１
グラスレビンの１１
エンゼルアーチの１１
レイナフェリスの１１
カリカーの１１

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

牡
牡
牡
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
牡
牡
牡
牡
牡
牡

鹿
栗
鹿
鹿
栗
黒鹿
鹿
芦
栗
黒鹿
青鹿
黒鹿
黒鹿
栗
栗
栗
黒鹿
黒鹿
栗
栗
栗
黒鹿
鹿
栗
栗
鹿
黒鹿
栗
黒鹿
鹿
栗
栗
鹿
栗
栗
鹿
鹿
鹿
栗
鹿
栗

152.0
156.0
158.5
156.0
155.5
155.5
156.5
162.0
156.0
158.0
156.0
157.0
158.5
160.0
158.5
159.5
160.0
162.0
159.0
156.0
159.5
157.5
155.5
154.5
160.5
161.5
159.5
156.0
157.5
155.0
155.5
155.5
154.5
154.5
155.0
155.5
158.0
155.0
157.0
158.0
158.5

179.0
178.0
183.0
182.0
176.5
179.5
183.0
190.0
180.0
180.0
176.0
184.0
182.0
180.5
179.0
177.0
182.0
183.0
178.0
176.0
183.5
179.0
178.5
175.0
179.5
180.0
180.5
178.0
176.0
179.0
184.0
180.5
178.0
174.5
175.5
177.0
184.0
181.5
176.0
183.0
178.0

19.3
19.6
20.7
19.9
18.9
19.2
20.3
19.7
19.1
19.5
19.0
19.8
19.4
19.5
19.5
19.6
19.9
20.3
20.7
19.8
19.5
20.3
19.5
19.3
18.7
19.5
19.6
19.7
19.1
19.2
19.0
19.5
19.2
18.6
18.8
19.4
20.2
18.8
19.1
19.8
19.8

461
488
513
482
443
480
492
510
466
450
464
467
477
506
498
483
495
485
473
496
510
471
456
449
435
459
474
446
435
456
500
447
436
425
455
458
496
471
440
508
484

☆ディープスカイ
アドマイヤムーン
ステイゴールド
バゴ

☆ヨハネスブルグ
フジキセキ
タイキシャトル

☆ディープスカイ
ステイゴールド
ケイムホーム
キャプテンスティーヴ
☆ヨハネスブルグ
アルデバラン
バゴ

☆ディープスカイ
サクラバクシンオー
オレハマッテルゼ

☆マツリダゴッホ
バゴ
オペラハウス
ハーツクライ

☆ヨハネスブルグ
☆ヨハネスブルグ
ダイワメジャー
バゴ
サウスヴィグラス
デュランダル

☆エイシンデピュティ
☆パイロ
☆ヨハネスブルグ
ゴールドアリュール
アルデバラン
カリズマティック

☆ディープスカイ
アドマイヤムーン
ステイゴールド
バゴ

☆ヨハネスブルグ
フジキセキ
タイキシャトル

☆ディープスカイ
ステイゴールド
ケイムホーム
キャプテンスティーヴ
☆ヨハネスブルグ
アルデバラン
バゴ

☆ディープスカイ
サクラバクシンオー
オレハマッテルゼ

☆マツリダゴッホ
バゴ
オペラハウス
ハーツクライ

☆ヨハネスブルグ
☆ヨハネスブルグ
ダイワメジャー
バゴ
サウスヴィグラス
デュランダル

☆エイシンデピュティ
☆パイロ
☆ヨハネスブルグ
ゴールドアリュール
アルデバラン
カリズマティック

日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
宮崎
宮崎
宮崎
日高
日高
日高
日高
宮崎
宮崎
宮崎
宮崎
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
宮崎
宮崎
宮崎
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
宮崎
宮崎
宮崎

525.0
525.0
735.0
367.5
840.0
1,680.0
1,050.0
1,260.0
840.0
399.0
210.0
840.0
630.0
1,753.5
840.0
630.0
315.0
745.5
420.0
315.0
745.5
315.0
630.0
525.0
315.0
315.0
315.0
493.5
840.0
735.0
367.5
945.0
315.0

全馬平均
牡　平均
めす平均

157.0
156.8
157.2

179.7
179.9
179.6

19.5
19.7
19.3

470.2
477.7
461.9

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

パディントンの１１
クレバージーンの１１
パシティアの１１
グロリアスバラッドの１１
ボンビバンの１１
マチカネアオイの１１
フジノバイオレットの１１
ウエスタンバスターの１１
アラマサスナイパーの１１
エイシンパンドラの１１
マイアタックレディの１１
クラシックチュチュの１１
カメレオンの１１
マチカネフウリンの１１
ピサノボニータの１１
マヤノラトゥールの１１
エイシンサイレンスの１１
スマイルビジンの１１
ボストンパールの１１
クリックストリームの１１
ビクトリアスズランの１１
サイレントビーナスの１１
ビッグキャンドルの１１
アポインテッドラブの１１
ウインゼフィールの１１
ヒミノオトヒメの１１
ハートフルビコーの１１
ミスアリバイの１１
ルシエルの１１
ジョーベアトリチェの１１
ドリームエンブレムの１１
プレインエンジェルの１１
モンテドーターの１１
ホッカイカレンの１１
エンジェルステージの１１
イナズマローレルの１１
ラインクリスタルの１１
ガクエングレイスの１１
オンワードシルフィの１１
シルバーインゴットの１１
プリンセスヴェールの１１

黒鹿
栗
鹿
栗
黒鹿
鹿
鹿
黒鹿
黒鹿
黒鹿
鹿
黒鹿
鹿
栗
黒鹿
鹿
青鹿
芦
鹿
栗
芦
栗
鹿
鹿
鹿
青
鹿
鹿
鹿
栗
黒鹿
栗
青鹿
鹿
鹿
黒鹿
栗
芦
鹿
鹿
栗

159.0
159.0
157.0
153.5
152.0
153.0
157.0
158.0
157.5
159.5
156.5
158.0
156.0
156.0
154.0
153.5
155.0
157.5
157.0
157.0
154.0
156.0
159.5
158.0
158.5
158.5
160.5
160.5
160.5
161.0
159.5
158.5
156.5
157.5
157.0
157.0
157.5
156.5
153.5
151.5
151.0

181.0
182.0
178.0
185.0
176.5
179.0
183.0
181.0
172.0
180.0
178.0
179.0
181.0
182.0
184.0
180.0
181.0
178.5
179.5
179.0
180.0
179.0
182.0
178.0
178.0
180.0
180.5
175.0
174.5
188.0
183.5
180.0
177.0
187.0
176.5
180.0
176.0
181.0
180.5
176.0
177.0

20.5
19.6
19.5
19.7
18.9
19.0
19.4
19.9
19.0
19.0
19.1
19.0
19.0
19.2
19.3
19.4
19.2
20.0
19.4
19.5
20.0
19.8
19.7
19.4
19.7
19.1
20.0
18.9
18.8
20.6
20.0
19.5
19.5
20.0
20.1
20.0
18.8
19.1
20.0
18.3
19.2

492
464
470
522
444
467
475
469
433
498
458
480
453
447
452
496
442
496
497
452
487
479
492
477
463
424
476
450
413
523
497
456
468
487
469
486
440
459
490
432
440

バゴ
☆パイロ
ステイゴールド
ワイルドラッシュ
マンハッタンカフェ
☆ヴィクトリー
サウスヴィグラス
ブラックタイド
バゴ
ダンスインザダーク
ワイルドラッシュ
ブライアンズタイム
バゴ
クロフネ
ホワイトマズル
ストラヴィンスキー
マイネルラヴ
クロフネ
ブラックタイド
☆カンパニー
チチカステナンゴ
☆カンパニー
ダンスインザダーク
☆マツリダゴッホ
シンボリクリスエス
アドマイヤジャパン
ブラックタイド
ゼンノロブロイ
シンボリクリスエス
ボストンハーバー
ハーツクライ
アドマイヤジャパン
ダンスインザダーク
ケイムホーム
ブラックタイド
アルデバラン
アグネスデジタル
チチカステナンゴ
ケイムホーム
アドマイヤジャパン
オペラハウス

バゴ
☆パイロ
ステイゴールド
ワイルドラッシュ
マンハッタンカフェ
☆ヴィクトリー
サウスヴィグラス
ブラックタイド
バゴ
ダンスインザダーク
ワイルドラッシュ
ブライアンズタイム
バゴ
クロフネ
ホワイトマズル
ストラヴィンスキー
マイネルラヴ
クロフネ
ブラックタイド
☆カンパニー
チチカステナンゴ
☆カンパニー
ダンスインザダーク
☆マツリダゴッホ
シンボリクリスエス
アドマイヤジャパン
ブラックタイド
ゼンノロブロイ
シンボリクリスエス
ボストンハーバー
ハーツクライ
アドマイヤジャパン
ダンスインザダーク
ケイムホーム
ブラックタイド
アルデバラン
アグネスデジタル
チチカステナンゴ
ケイムホーム
アドマイヤジャパン
オペラハウス

日高
日高
日高
日高
日高
日高
宮崎
宮崎
日高
日高
日高
日高
宮崎
宮崎
日高
日高
日高
日高
日高
日高
宮崎
宮崎
宮崎
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
宮崎
宮崎
日高
日高
日高
日高
日高

735.0
525.0
840.0
577.5
651.0
525.0
525.0
430.5
367.5
315.0
315.0
630.0
262.5
693.0
367.5
210.0
315.0
525.0
483.0
798.0
829.5
420.0
420.0
315.0
630.0
262.5
640.5
420.0
525.0
525.0
630.0
210.0
756.0
525.0
420.0
1,081.5
735.0
315.0
693.0
210.0
430.5

牡
牡
牡
牡
牡
牡
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
牡
牡
牡
牡
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
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上場
番号 育成馬名 性 毛色 体高 胸囲 管囲 体重 父

（☆は新種牡馬）
購買価格
（万円） 育成場

上場
番号 育成馬名 性 毛色 体高 胸囲 管囲 体重 父

（☆は新種牡馬）
購買価格
（万円） 育成場

JRAホームブレッド

新規馬主限定セッション
対象候補馬

父：アルデバラン

日高育成牧場生産

ＪＲＡ育成馬測尺表（２月15日現在）

バクシンスクリーンの１１
ラストローレンの１１
フレンドリータッチの１１
フジティアスの１１
ワンモアベイビーの１１
ビューティコマンダの１１
キセキスティールの１１
エポックサクラの１１
クレバーマリリンの１１
シアトリカルポーズの１１
ドラールフォンテンの１１
シーソングの１１
タイキシャインの１１
ホワイトトルネードの１１
キャットアリの１１
ケイアイリュージンの１１
サンセットムーンの１１
マヤノビジューの１１
グランドアピアの１１
オマイタの１１
オテンバコマチの１１
ダノンクラフトの１１
レディストロベリーの１１
メダイユドールの１１
レディマハロの１１
ジルニーナの１１
クインオブオールディーの１１
ホッカイラヴの１１
マイネレーヌの１１
アイビスティアラの１１
キャニオンリリーの１１
ピアノリサイタルの１１
フェレットの１１
ディマーの１１
コロナガールの１１
ブライアンズソノの１１
グランドホイッスルの１１
グラスレビンの１１
エンゼルアーチの１１
レイナフェリスの１１
カリカーの１１

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

牡
牡
牡
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
牡
牡
牡
牡
牡
牡

鹿
栗
鹿
鹿
栗
黒鹿
鹿
芦
栗
黒鹿
青鹿
黒鹿
黒鹿
栗
栗
栗
黒鹿
黒鹿
栗
栗
栗
黒鹿
鹿
栗
栗
鹿
黒鹿
栗
黒鹿
鹿
栗
栗
鹿
栗
栗
鹿
鹿
鹿
栗
鹿
栗

152.0
156.0
158.5
156.0
155.5
155.5
156.5
162.0
156.0
158.0
156.0
157.0
158.5
160.0
158.5
159.5
160.0
162.0
159.0
156.0
159.5
157.5
155.5
154.5
160.5
161.5
159.5
156.0
157.5
155.0
155.5
155.5
154.5
154.5
155.0
155.5
158.0
155.0
157.0
158.0
158.5

179.0
178.0
183.0
182.0
176.5
179.5
183.0
190.0
180.0
180.0
176.0
184.0
182.0
180.5
179.0
177.0
182.0
183.0
178.0
176.0
183.5
179.0
178.5
175.0
179.5
180.0
180.5
178.0
176.0
179.0
184.0
180.5
178.0
174.5
175.5
177.0
184.0
181.5
176.0
183.0
178.0

19.3
19.6
20.7
19.9
18.9
19.2
20.3
19.7
19.1
19.5
19.0
19.8
19.4
19.5
19.5
19.6
19.9
20.3
20.7
19.8
19.5
20.3
19.5
19.3
18.7
19.5
19.6
19.7
19.1
19.2
19.0
19.5
19.2
18.6
18.8
19.4
20.2
18.8
19.1
19.8
19.8

461
488
513
482
443
480
492
510
466
450
464
467
477
506
498
483
495
485
473
496
510
471
456
449
435
459
474
446
435
456
500
447
436
425
455
458
496
471
440
508
484

☆ディープスカイ
アドマイヤムーン
ステイゴールド
バゴ

☆ヨハネスブルグ
フジキセキ
タイキシャトル

☆ディープスカイ
ステイゴールド
ケイムホーム
キャプテンスティーヴ
☆ヨハネスブルグ
アルデバラン
バゴ

☆ディープスカイ
サクラバクシンオー
オレハマッテルゼ

☆マツリダゴッホ
バゴ
オペラハウス
ハーツクライ

☆ヨハネスブルグ
☆ヨハネスブルグ
ダイワメジャー
バゴ
サウスヴィグラス
デュランダル

☆エイシンデピュティ
☆パイロ
☆ヨハネスブルグ
ゴールドアリュール
アルデバラン
カリズマティック

☆ディープスカイ
アドマイヤムーン
ステイゴールド
バゴ

☆ヨハネスブルグ
フジキセキ
タイキシャトル

☆ディープスカイ
ステイゴールド
ケイムホーム
キャプテンスティーヴ
☆ヨハネスブルグ
アルデバラン
バゴ

☆ディープスカイ
サクラバクシンオー
オレハマッテルゼ

☆マツリダゴッホ
バゴ
オペラハウス
ハーツクライ

☆ヨハネスブルグ
☆ヨハネスブルグ
ダイワメジャー
バゴ
サウスヴィグラス
デュランダル

☆エイシンデピュティ
☆パイロ
☆ヨハネスブルグ
ゴールドアリュール
アルデバラン
カリズマティック

日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
宮崎
宮崎
宮崎
日高
日高
日高
日高
宮崎
宮崎
宮崎
宮崎
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
宮崎
宮崎
宮崎
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
宮崎
宮崎
宮崎

525.0
525.0
735.0
367.5
840.0
1,680.0
1,050.0
1,260.0
840.0
399.0
210.0
840.0
630.0
1,753.5
840.0
630.0
315.0
745.5
420.0
315.0
745.5
315.0
630.0
525.0
315.0
315.0
315.0
493.5
840.0
735.0
367.5
945.0
315.0

全馬平均
牡　平均
めす平均

157.0
156.8
157.2

179.7
179.9
179.6

19.5
19.7
19.3

470.2
477.7
461.9

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

パディントンの１１
クレバージーンの１１
パシティアの１１
グロリアスバラッドの１１
ボンビバンの１１
マチカネアオイの１１
フジノバイオレットの１１
ウエスタンバスターの１１
アラマサスナイパーの１１
エイシンパンドラの１１
マイアタックレディの１１
クラシックチュチュの１１
カメレオンの１１
マチカネフウリンの１１
ピサノボニータの１１
マヤノラトゥールの１１
エイシンサイレンスの１１
スマイルビジンの１１
ボストンパールの１１
クリックストリームの１１
ビクトリアスズランの１１
サイレントビーナスの１１
ビッグキャンドルの１１
アポインテッドラブの１１
ウインゼフィールの１１
ヒミノオトヒメの１１
ハートフルビコーの１１
ミスアリバイの１１
ルシエルの１１
ジョーベアトリチェの１１
ドリームエンブレムの１１
プレインエンジェルの１１
モンテドーターの１１
ホッカイカレンの１１
エンジェルステージの１１
イナズマローレルの１１
ラインクリスタルの１１
ガクエングレイスの１１
オンワードシルフィの１１
シルバーインゴットの１１
プリンセスヴェールの１１

黒鹿
栗
鹿
栗
黒鹿
鹿
鹿
黒鹿
黒鹿
黒鹿
鹿
黒鹿
鹿
栗
黒鹿
鹿
青鹿
芦
鹿
栗
芦
栗
鹿
鹿
鹿
青
鹿
鹿
鹿
栗
黒鹿
栗
青鹿
鹿
鹿
黒鹿
栗
芦
鹿
鹿
栗

159.0
159.0
157.0
153.5
152.0
153.0
157.0
158.0
157.5
159.5
156.5
158.0
156.0
156.0
154.0
153.5
155.0
157.5
157.0
157.0
154.0
156.0
159.5
158.0
158.5
158.5
160.5
160.5
160.5
161.0
159.5
158.5
156.5
157.5
157.0
157.0
157.5
156.5
153.5
151.5
151.0

181.0
182.0
178.0
185.0
176.5
179.0
183.0
181.0
172.0
180.0
178.0
179.0
181.0
182.0
184.0
180.0
181.0
178.5
179.5
179.0
180.0
179.0
182.0
178.0
178.0
180.0
180.5
175.0
174.5
188.0
183.5
180.0
177.0
187.0
176.5
180.0
176.0
181.0
180.5
176.0
177.0

20.5
19.6
19.5
19.7
18.9
19.0
19.4
19.9
19.0
19.0
19.1
19.0
19.0
19.2
19.3
19.4
19.2
20.0
19.4
19.5
20.0
19.8
19.7
19.4
19.7
19.1
20.0
18.9
18.8
20.6
20.0
19.5
19.5
20.0
20.1
20.0
18.8
19.1
20.0
18.3
19.2

492
464
470
522
444
467
475
469
433
498
458
480
453
447
452
496
442
496
497
452
487
479
492
477
463
424
476
450
413
523
497
456
468
487
469
486
440
459
490
432
440

バゴ
☆パイロ
ステイゴールド
ワイルドラッシュ
マンハッタンカフェ
☆ヴィクトリー
サウスヴィグラス
ブラックタイド
バゴ
ダンスインザダーク
ワイルドラッシュ
ブライアンズタイム
バゴ
クロフネ
ホワイトマズル
ストラヴィンスキー
マイネルラヴ
クロフネ
ブラックタイド
☆カンパニー
チチカステナンゴ
☆カンパニー
ダンスインザダーク
☆マツリダゴッホ
シンボリクリスエス
アドマイヤジャパン
ブラックタイド
ゼンノロブロイ
シンボリクリスエス
ボストンハーバー
ハーツクライ
アドマイヤジャパン
ダンスインザダーク
ケイムホーム
ブラックタイド
アルデバラン
アグネスデジタル
チチカステナンゴ
ケイムホーム
アドマイヤジャパン
オペラハウス

バゴ
☆パイロ
ステイゴールド
ワイルドラッシュ
マンハッタンカフェ
☆ヴィクトリー
サウスヴィグラス
ブラックタイド
バゴ
ダンスインザダーク
ワイルドラッシュ
ブライアンズタイム
バゴ
クロフネ
ホワイトマズル
ストラヴィンスキー
マイネルラヴ
クロフネ
ブラックタイド
☆カンパニー
チチカステナンゴ
☆カンパニー
ダンスインザダーク
☆マツリダゴッホ
シンボリクリスエス
アドマイヤジャパン
ブラックタイド
ゼンノロブロイ
シンボリクリスエス
ボストンハーバー
ハーツクライ
アドマイヤジャパン
ダンスインザダーク
ケイムホーム
ブラックタイド
アルデバラン
アグネスデジタル
チチカステナンゴ
ケイムホーム
アドマイヤジャパン
オペラハウス

日高
日高
日高
日高
日高
日高
宮崎
宮崎
日高
日高
日高
日高
宮崎
宮崎
日高
日高
日高
日高
日高
日高
宮崎
宮崎
宮崎
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
日高
宮崎
宮崎
日高
日高
日高
日高
日高

735.0
525.0
840.0
577.5
651.0
525.0
525.0
430.5
367.5
315.0
315.0
630.0
262.5
693.0
367.5
210.0
315.0
525.0
483.0
798.0
829.5
420.0
420.0
315.0
630.0
262.5
640.5
420.0
525.0
525.0
630.0
210.0
756.0
525.0
420.0
1,081.5
735.0
315.0
693.0
210.0
430.5

牡
牡
牡
牡
牡
牡
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
牡
牡
牡
牡
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
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新規馬主限定セッション　対象馬（JRAホームブレッド）
※「調教進度遅れ」としての上場および「再上場」となった場合は、すべての方がセリ上げに参加できます。

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

1 バクシンスクリーンの１１ 牡・鹿 ３／１５

＊アルデバラン
鹿 1998

バクシンスクリーン
栗 2007

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

サクラバクシンオー

サンデースクリーン

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
サクラユタカオー
サクラハゴロモ

＊サンデーサイレンス
ネクストムービー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊ビーチマスト） 21 a

＊ノーザンテーストM 4×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

母 バクシンスクリーン（07 栗 サクラバクシンオー）不出走
初仔

２代母 サンデースクリーン（94 青鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
マイネルビスタ（04 牡 ＊アフリート）１勝， ４勝，北上川大賞典
サマーアクトレス（05 牝 サクラバクシンオー）３勝，石打特別

３代母 ネクストムービー（85 栃栗 ＊デイクタス）２勝
サイレントトーキー（91 牡 ＊アレミロード）５勝，松籟Ｓ，鳴滝特別
コメットハンター（92 牝 ＊キャロルハウス）２勝

ラピーナカルド（00 牝 フサイチコンコルド）１勝， ２勝
ムービースクリーン（93 牝 ＊トニービン）１勝

トゥザスターダム（00 牝 ダンスインザダーク）３勝，遊楽部特別
トゥザサミット（07 牡 ＊クロフネ） ３勝，マイルストーン賞

マイネルディーン（09 牡 ダンスインザダーク） ３勝，東スポ杯２歳Ｓ ３着，
豊明特別

シュテルンプレスト（99 牝 ＊アフリート）３勝

４代母 ダイナビーム（79 栃栗 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ ムービースター（86 牡 ＊デイクタス）９勝，中山記念 ，中京記念 ，北九州

記念 ，天皇賞（秋） ２着，安田記念 ３着，etc.，種牡馬
オースミタイカン（95 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，函館記念 ２着，八雲
特別，臥牛山特別

リガメエントキセキ（97 牡 フジキセキ） ７勝，ジャパンＤダービー ５
着，報知ＧＰＣ，東京湾Ｃ，ミレニアムＣ，船橋記念２着，etc.

ヒロストラート（90 牡 ＊テンパレートシル）６勝，京葉Ｓ，頌春賞
サンライズエース（83 牡 ＊デイクタス）４勝，大和特別

［孫］ スギノエクセル（97 牡 メジロライアン）２勝，京王杯３歳Ｓ ３着，クロー
バー賞 ，ラベンダー賞 ３着

ギオンパワー（04 牡 ＊キャプテンスティーヴ） ８勝，ロータスクラウン賞，
九州ダービー栄城賞２着，飛燕賞２着，九州ジュニアＣｈ２着

サカジロスイセイ（09 牡 ＊マイネルラヴ） 入着３回， ３勝，岐阜金賞２着

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場
JRAホームブレッド

育 成 場 日高育成牧場

特 徴 星・珠目上・波分長・初地・沙流上
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新規馬主限定セッション　対象馬（JRAホームブレッド）
※「調教進度遅れ」としての上場および「再上場」となった場合は、すべての方がセリ上げに参加できます。

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

2 ラストローレンの１１ 牡・栗 ４／ ９

＊アルデバラン
鹿 1998

ラストローレン
黒鹿 2000

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

＊ラストタイクーン

スピードローレン

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance

＊トライマイベスト
Mill Princess

＊リアルシヤダイ
＊スルーシーツー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Irvana ～ Princess Camelia） 20 a

Northern Dancer M 4×S 5 Buckpasser S 5×M 5 Best in Show S 5×M 5

母 ラストローレン（00 黒鹿 ＊ラストタイクーン）不出走
本馬の他に産駒あり

２代母 スピードローレン（94 黒鹿 ＊リアルシヤダイ）出走
ヒカルキンボシ（99 牝 ＊ワージブ） ３勝
サルタンバンク（01 牡 ＊チーフベアハート）１勝
キミノトシコ（08 牝 ＊チーフベアハート） ８勝

３代母 ＊スルーシーツー（85 USA黒鹿 Seattle Slew）米１勝
スピードスルー（92 牝 Tasso）出走

スピードミスト（97 牝 ＊フレイズ） ４勝
ソニックヒーロー（99 フサイチコンコルド） ２勝
ミテクレコノアシ（01 牡 ＊リンドシェーバー） ６勝
ムクサンエース（03 去勢馬 ステイゴールド） １勝
スガノキング（04 牡 キングヘイロー）１勝， ２勝
スガノルーシー（05 牝 バブルガムフェロー） ３勝
シゲルシュニン（08 牡 ＊ムーンバラッド） １勝

スピードジャパン（95 牡 ニホンピロウイナー） ２勝
スピードハミング（99 牝 ＊アジュディケーティング）入着

ザシークレット（05 牡 ＊スピードワールド）３勝，層雲峡特別
フィジークルーズ（08 牝 ＊スピードワールド）１勝

スピードアラート（00 牡 ＊ミシル） ４勝

４代母 ルーシーマネ Lucie Manet（73 ARG鹿 Minera）米・亜１１勝，サンタマルガリータＨ ，
ゲイムリーＨ ，ラカニャーダＳ ，ウィルシャーＨ ，マッチメイカーＳ ３着，etc.
［孫］ アレハンドロベー Alejandro B（97 牡 Cagey Bidder）プ８勝，プエルトリコフ

ュチュリティ２着，ナヴィダ賞３着
［曾孫］ アスデピーク As de Pik（99 牡 Lode）亜４勝，７月９日賞 ，ミゲルＡマルティ

ネスデオス賞 ２着
デクラーク De Klerk（95 牡 Bold Tropic）伯６勝，ジョッキークラブ会長大賞

３着，ＲＮネトー賞 ３着，ターフプロフェッショナル賞 ３着
クイックフラッシュ Quick Flash（99 牡 Quitur Ju）首・亜２勝，南極大陸賞 ３着

特 徴 流星鼻梁白断鼻小白・珠目正・轡搦・波分長・
初地・芝引・沙流上・右二白・左後長白

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場
JRAホームブレッド

育 成 場 日高育成牧場
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新規馬主限定セッション　対象馬（JRAホームブレッド）
※「調教進度遅れ」としての上場および「再上場」となった場合は、すべての方がセリ上げに参加できます。

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

3 フレンドリータッチの１１ 牡・鹿 ３／ ７

＊アルデバラン
鹿 1998

フレンドリータッチ
鹿 1999

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

＊ワツスルタツチ

フレンドシービー

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
Northern Dancer
Queen Sucree
ミスターシービー
サラケンスイシヨー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊クヰーンカヌート） 8 g

Northern Dancer M 3×S 5 Native Dancer S 4×M 5 AlmahmoudM 5×M 5

母 フレンドリータッチ（99 鹿 ＊ワツスルタツチ）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
サカジロキンセイ（09 牡 鹿 ＊デビッドジュニア） 入着２回
セイユウヒット（10 牝 鹿 ＊ケイムホーム） １勝

２代母 フレンドシービー（92 鹿 ミスターシービー） ２勝

３代母 サラケンスイシヨー（80 黒鹿 ＊ボールドラツド）不出走
ハナスイシヨー（85 牝 ＊サーペンフロ） ６勝
ハナガサキング（88 牡 アズマハンター）１４勝，紅葉賞３着，こまくさ賞３着
アステリクーニャン（89 牝 ＊ラデイガ） ７勝，プリンセス特別２着

４代母 オシドリ（70 鹿 ＊チヤイナロツク）２勝
［孫］ トチノニシキ（82 牝 ＊ブレイヴエストローマン）５勝，金杯 ，ウィンターＳ

２着，フェブラリーＨ ３着，オークス ４着，天皇賞（秋） ４着，etc.，
４勝

トチノルーラー（84 牡 ラツキールーラ）４勝，きさらぎ賞 ，新潟３歳Ｓ
２着，ジュニアＣ ，芙蓉特別 ， ５勝，鳥海大賞典２着

カンダニシキ（81 牝 ＊ダンデイルート） ５勝，かもしか特別３着
［曾孫］ ハーブブランド（96 牡 ＊エルハーブ）１勝， １２勝，宇都宮記念，尊氏賞２

着，オールスターＣ３着，葉月特別３着
コウエイベスト（02 牝 アンバーシヤダイ） １７勝，九州記念，赤
レンガ記念２着

トチノプレジャー（93 牡 ＊ジヤツジアンジエルーチ） １１勝，しもつけ菊
花賞２着

５代母 ムサシカゼ（65 鹿 ＊ヒンドスタン）出走
［孫］ ビートシヤダイ（80 牡 ＊ラム） ５勝，中日スポ杯

６代母 ＊クヰーンカヌート（57 FR栃栗 Court Martial）愛・英２勝
［曾孫］ クラキングオー（97 牡 スズカコバン）１勝， １１勝，道営記念，ステイヤ

ーズＣ（２回），北海優駿，王冠賞，etc.，種牡馬

特 徴 珠目正・吭搦二・右髪中・右前後三白

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場
JRAホームブレッド

育 成 場 日高育成牧場
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新規馬主限定セッション　対象馬（JRAホームブレッド）
※「調教進度遅れ」としての上場および「再上場」となった場合は、すべての方がセリ上げに参加できます。

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

4 フジティアスの１１ ・鹿 ３／１５

＊アルデバラン
鹿 1998

フジティアス
鹿 2000

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

フジキセキ

オールテイアス

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
＊アーテイアス
オールノハナ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（英月～ ＊セレタ） 1 b

5 代までにクロスなし

母 フジティアス（00 鹿 フジキセキ）不出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
キングアドバンス（10 牡 鹿 ＊ケイムホーム） １勝

２代母 オールテイアス（87 鹿 ＊アーテイアス）不出走
ヒガシベルモント（92 牡 ＊フレンチグローリー）３勝，陸奥湾特別
ホシエヴァー（95 牡 ＊リンドシェーバー）１勝

３代母 オールノハナ（77 鹿 ＊スノツブ）不出走
ヘイアンユウボーイ（83 牡 ホウヨウボーイ）３勝， １勝
ヘイアンビガー（85 牝 アンバーシヤダイ）３勝

ヘイアンストロング（91 牡 ＊ジヤツジアンジエルーチ）１勝， １勝
コウシュンヒメ（97 牝 ＊モガンボ） ６勝
ビッグベアシチー（03 牡 ＊チーフベアハート）４勝，境港特別，香住特別

ライトニングシチー（98 牡 ＊スキャン）３勝
ヒガシジヨイナー（86 牝 ＊ノーアテンシヨン）不出走

スーパーシュウザン（90 牡 ＊フオテイテン）３勝，成田特別
スーパーブラーボ（96 牡 ＊フオテイテン）１勝

４代母 クリオールノイチ（70 鹿 ＊ダツパー）不出走
［孫］ スーパーグローバル（88 牡 ＊リーフグレイド）２勝，山吹賞

５代母 クリオール（65 鹿 ＊フエリオール）１勝
［子］ クリアロハ（73 牡 ＊ダツパー）４勝，京成杯２着，京成杯３歳Ｓ３着，３歳Ｓ

，チューリップＳ ， ２勝
［曾孫］ ハイテンションパル（96 牡 ＊アルカング） １４勝，新世紀盃，若草賞，

新潟ダービー，新潟皐月賞，東北サラブレッド３歳Ｃｈ，etc.，ＮＡＲ優２歳

６代母 クリノツキ（53 栗 ＊グレーロード）２勝，障害１勝
［孫］ クリシバ（67 牡 ＊インフアチユエイシヨン）８勝，毎日王冠，ダービー卿Ｃｈ

Ｔ，セントライト記念，京王杯オータムＨ，朝日杯３歳Ｓ２着，etc.，種牡馬

特 徴 珠目上・吭搦左・波分・初地・芝引・
沙流上・左後半白

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場
JRAホームブレッド

育 成 場 日高育成牧場
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新規馬主限定セッション　対象馬（JRAホームブレッド）
※「調教進度遅れ」としての上場および「再上場」となった場合は、すべての方がセリ上げに参加できます。

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

5 ワンモアベイビーの１１ ・栗 ４／１５

＊アルデバラン
鹿 1998

ワンモアベイビー
栗 1997

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

＊ジェネラス

ワンモアギャル

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
Caerleon
Doff the Derby
トウシヨウボーイ
フユノアダルト

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊アストニシメント） 7 c

Northern Dancer S 5×M 5

母 ワンモアベイビー（97 栗 ＊ジェネラス）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
マロンクン（09 牡 栗 ＊デビッドジュニア）１勝
トキンパンチ（10 牡 栗 ＊ケイムホーム） 出走

２代母 ワンモアギャル（89 鹿 トウシヨウボーイ）３勝，姫島特別
セイウンユウカ（98 牝 ＊トニービン）２勝，ゆきつばき賞，ダリア賞 ２着
ヒミノオトヒメ（02 牝 ＊コマンダーインチーフ）入着

ジーニー（08 牝 アドマイヤコジーン） ４勝，プリンセスＣ３着

３代母 フユノアダルト（76 芦 ＊ラフインゴラ） ２勝
イーヒメ（82 牝 ＊ゲイルーザツク） ６勝，三才優駿
カリテルレデー（83 牝 ＊カウアイキング） １０勝，クイーンＣ，北関東菊花賞３着
アラナスモンタ（84 牡 ＊アラナス） ５勝，大井記念，帝王賞２着，川崎記念２着，東

京大賞典２着，東京記念２着，etc.
ノーザンホワイト（86 牝 マルゼンスキー）不出走

アステリファスト（96 牝 ＊シャンハイ） １勝
グラッドクライ（09 牝 ＊キッケンクリス） ７勝，ロジータ記念３着
トチノスカーレット（10 牝 サムライハート） ２勝，イノセントＣ２着

スペースジエツト（87 牝 マルゼンスキー）不出走
ビワセイハ（91 牡 ＊ナスルエルアラブ）７勝，平安Ｓ ３着，リバーサイドＳ ，ギャラ

クシーＳ ，コーラルＳ ２着，アンドロメダＳ ３着，etc.，障害１勝， １勝
マヤノイシス（95 牝 ＊コマンダーインチーフ）入着
カイシュウコロンボ（08 牡 マンハッタンカフェ） ５勝，新春Ｓ，尾瀬特別，
乙訓特別，巌流島特別

マルゼンモンタ（88 牝 マルゼンスキー）２勝
チェイスチェイス（94 牡 ＊スリルシヨー） ２７勝，道営記念，東北サラ

大賞典，赤レンガ記念（２回），迎春賞，etc.

４代母 モンタスピード（66 鹿 ＊モンタヴアル）不出走
［曾孫］ コスモブレイザー（95 牡 ＊ボーザム）４勝，ＡＪＣＣ ３着，グッドラックＨ，

八甲田山特別

特 徴 流星鼻梁小白・珠目上・吭搦左・
右髪中・波分・左前一白・右前半白

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場
JRAホームブレッド

育 成 場 日高育成牧場

－ 40 －



新規馬主限定セッション　対象馬（JRAホームブレッド）
※「調教進度遅れ」としての上場および「再上場」となった場合は、すべての方がセリ上げに参加できます。

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

6 ビューティコマンダの１１ ・黒鹿 ２／２３

＊アルデバラン
鹿 1998

ビューティコマンダ
鹿 2007

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

＊コマンダーインチーフ

ビューティマロン

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance

＊ダンシングブレーヴ
Slightly Dangerous
アンバーシヤダイ
サンコシコ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊アストニシメント） 7 c

Raise a Native S 3×M 5 Northern Dancer S 5×M 5×M 5

母 ビューティコマンダ（07 鹿 ＊コマンダーインチーフ）不出走
初仔

２代母 ビューティマロン（96 栗 アンバーシヤダイ） 入着
オーナーズチェス（02 牡 サクラチトセオー） ７勝，駿蹄賞２着，スプリン

グＣ２着
ジェネラスボーイ（03 牡 ＊キンググローリアス）１勝

３代母 サンコシコ（83 鹿 トウシヨウボーイ）出走
ノーブルウイナー（88 牡 ヨシノスキー） １０勝，大井記念
カーカンパニー（89 牡 ＊ハードツービート）１勝
フジミラハイナ（90 牡 ＊ゴライタス）１勝， １勝
ヨシノルーブル（93 牝 ＊ラシアンルーブル）１勝
マヤノフォーティ（99 牝 ＊フォーティナイナー）１勝

４代母 ダテノエース（67 栗 ＊ダイハード） １勝
［子］ イワサンリバ（82 牡 アローエクスプレス）５勝，爽春賞

ニツシヨウプリンス（79 牡 ＊フオルテイノ）６勝，河北新報杯，利尻特別
［孫］ ヤマシゲオー（87 牡 ＊ヤマニン）１勝，もくれん賞， ４勝
［曾孫］ キョウエイヒホウ（92牡 トドロキヒホウ） ５勝，東京湾Ｃ，戸塚記念３着

マロンカラー（92 ＊コリムスキー） ７勝，３歳優駿３着
アカネブライアン（99 牝 サニーブライアン） ４勝，フローラルＣ３着

５代母 トモエ（51 栗 月友）５勝
［孫］ メジロスイセイ（68 牡 ＊ネヴアービート）９勝，京都記念（秋），京都記念（秋）

２着，京都記念（春）３着，阪神大賞典３着，天皇賞（春）４着，etc.， ４勝
メジロホーク（75 牡 ＊フアリングドン）６勝，中京記念，スワンＳ２着，睦月
賞，千葉Ｓ，寒菊賞

［曾孫］ メジロファントム（75 牡 ＊ロンバード）５勝，目黒記念（秋），有馬記念２着，
天皇賞（秋）２着（２回），天皇賞（春）３着，etc.

メジロハイネ（80 牝 メジロゲツコウ）５勝，中山牝馬Ｓ ，セントライト記
念，オークス３着，京成杯３歳Ｓ３着，Ｒたんぱ賞３着，etc.

特 徴 星・珠目二・波分・浪門・沙流上・
右後一白

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場
JRAホームブレッド

育 成 場 日高育成牧場

－ 41 －



新規馬主限定セッション　対象馬（JRAホームブレッド）
※「調教進度遅れ」としての上場および「再上場」となった場合は、すべての方がセリ上げに参加できます。

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

7 キセキスティールの１１ ・鹿 ４／２９

＊アルデバラン
鹿 1998

キセキスティール
青鹿 2000

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

フジキセキ

シンワスティール

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
＊クリスタルグリツターズ
ベストステイール

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊エナモールド） 2 h

5 代までにクロスなし

母 キセキスティール（00 青鹿 フジキセキ）不出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ダイヤモンターニャ（09 牝 黒鹿 ＊デビッドジュニア）入着， 出走
キセキノナルシスト（10 牡 黒鹿 ＊ケイムホーム） 出走

２代母 シンワスティール（91 鹿 ＊クリスタルグリツターズ） ６勝
マヤフェアリー（99 牝 ミホノブルボン） ３勝
パラダイスラブリー（02 牝 サマーサスピション） １勝

３代母 ベストステイール（81 鹿 ＊ステイールハート） ６勝，南部駒賞２着
シンワコウジ（89 牡 ミルコウジ）入着２回，フェブラリーＨ ２着，仁川Ｓ ３着，

１１勝，岐阜王冠賞，三重ＴＶ賞スプリングＣ，新春ジユニア，ゴールドウィング
賞，東海ダービー２着，秋の鞍２着，駿蹄賞２着

シンワミスターワン（93 牡 ＊ワツスル）１勝
チーフダンス（94 牝 ＊ルション） ４勝

４代母 エチゼンシプリア（72 鹿 ＊シプリアニ）３勝

５代母 アイデア（63 鹿 クリノハナ）地方馬
［孫］ デコール（94 牡 オースミシャダイ） ６勝，こまくさ賞

ロマノフクイーン（92 牝 ＊クリスタルパレス） ３勝，ジュニアＣｈ２着，ニ
ューイヤーＣ３着

６代母 豊俊（42 鹿 ＊セフト）１勝
［孫］ スコツトオー（63 牡 ＊スコツト） ，旭川記念，白砂賞２着，金杯３着，道新杯

３着，郭公賞３着
ウエルスクーガー（66 牡 ＊カリム） ，しらさぎ賞，ダイオライト記念３着，
報知オールスターＣ３着

［曾孫］ マイネルダビテ（84牡 ＊デユール）４勝，共同通信杯４歳Ｓ ，京成杯 ２着，函
館３歳Ｓ ２着，弥生賞 ３着，福島民友Ｃ （２回），吾妻小富士賞 ３着

特 徴 流星鼻梁小白鼻梁鼻白断上唇小白・珠目上・
吭搦左・波分長・初地・右芭蕉上・沙流上・左二白

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場
JRAホームブレッド

育 成 場 日高育成牧場

－ 42 －



新規馬主限定セッション　対象馬（JRAホームブレッド）
※「調教進度遅れ」としての上場および「再上場」となった場合は、すべての方がセリ上げに参加できます。

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

8 エポックサクラの１１ ・芦 ３／２０

＊アルデバラン
鹿 1998

エポックサクラ
芦 2000

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

サクラバクシンオー

ベルエポック

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
サクラユタカオー
サクラハゴロモ

＊ベリフア
＊ゲーベル

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Jaconda ～ La France） 17 b

Northern Dancer S 5×M 5×M 5

母 エポックサクラ（00 芦 サクラバクシンオー）不出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
タカミル（09 牡 芦 ＊デビッドジュニア） ２勝

２代母 ベルエポック（91 芦 ＊ベリフア）５勝
コスモジエラ（04 牡 メジロライアン）１勝

３代母 ＊ゲーベル（75 USA鹿 Gallant Man）米出走
サイプレスベアラーCypress Bearer（80 牝 Raise a Native）米１勝

トライバルヒル Tribal Hill（84 牝 Cox's Ridge）不出走
＊アズテックヒル（90 牝 Proud Truth）米８勝，ファンタジーＳ ，ブラックアイドス

ーザンＳ ，ハニービーＳ ，コティリオンＨ ２着，ハニービーＨ ２着，etc.
ベアイットプロパリーBare It Properly（91 牝 Proper Reality）米４勝
プロパーギャンブル Proper Gamble（99 牝 Prospectors Gamble）米５勝，ボーモ
ントＳ ，シカーダＳ ，プライオレスＳ ３着，ディアリープレシャスＳ
，ルースレスＳ ２着

パインサークル Pine Circle（81 牡 Cox's Ridge）米４勝，ワイドナーＨ ，ベルモントＳ
２着，トラヴァーズＳ ２着，アーカンソーダービー ２着，ブルックリンＨ
３着，ガルフストリームパークＨ ３着，セクレタリアトＳ ３着，オークローン
Ｈ ３着，ホーソーンジュヴェナイルＳ ，種牡馬

４代母 クラシシストClassicist（65 USA栗 Princequillo）米１勝
［子］ プロポーネント Proponent（72 牡 Gallant Man）米６勝，ソールシルバーマン

Ｈ ，スターズ＆ストライプスＨ ２着，カナディアンターフＨ ２着，
ハイアリアターフＣ ３着，ワシントンパークＨ ３着，etc.，種牡馬

［孫］ ダンジグコネクション Danzig Connection（83 牡 Danzig）米６勝，ベルモント
Ｓ ，ピーターパンＳ ，ペガサスＨ ，トラヴァーズＳ ２着，ジョッ
キークラブゴールドＣ ３着，etc.，種牡馬

ロワダンジグ Roi Danzig（86 牡 Danzig）米４勝，ドゥワイアＳ ，オハイオダ
ービー ２着，ペンシルヴァニアダービー ２着，ジムダンディＳ ３
着，種牡馬

特 徴 星・珠目二・波分長・初地・沙流上

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場
JRAホームブレッド

育 成 場 日高育成牧場

－ 43 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

9 クレバーマリリンの１１ ・栗 ３／２４

ディープスカイ
栗 2005

－新種牡馬－

＊クレバーマリリン
栗 2005

アグネスタキオン

＊アビ

Gone West
ゴーンウェスト

Cassis
カシス

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ
Chief's Crown
Carmelized
Mr. Prospector
Secrettame
Red Ransom
Minstress

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Countess Fleet ～ Honor Bound） 1 o

Secretariat M 4×S 5 Hail to Reason S 5×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

母 ＊クレバーマリリン（05 USA栗 Gone West）出走
初仔

２代母 カシス Cassis（00 USA鹿 Red Ransom）愛・米・英・仏２勝，ミュージドラＳ ，
チェリーヒントンＳ ２着，ミルリーフＳ ３着
カシーニフライトCassini Flight（08 牡 Bernardini） 英１勝

３代母 ミンストレスMinstress（83 USA栗 The Minstrel）米５勝，Ｑエリザベス二世チャ
レンジＣ ２着，ボールドプリンセスＳ ，ヒアカムズザブライドＳ ３着
ハムアロングHum Along（89 牝 Fappiano）米入着

＊ストームソング（94 牝 Summer Squall）米４勝，フリゼットＳ ，ＢＣジュヴェナイ
ルフィリーズ ，アディロンダックＳ ，ケンタッキーオークス ３着，アシ
ュランドＳ ３着，etc.
バラッドリー Balladry（08 牡 Unbridled's Song） 米３勝，サンフェルナンドＳ

２着，クーガーザセカンドＨ ３着
ハッピーチューンHappy Tune（95 牝 A.P. Indy）不出走
シンフォニーシド Symphony Sid（00 牡 Unbridled）米５勝，カールトンＦバー
クＨ ，種牡馬

ハイコットン High Cotton（03 牡 Dixie Union）米４勝，ノーザンダンサーＢＣ
Ｓ ，オハイオダービー ２着，ケンタッキージョッキークラブＳ ２着，
イロクオイＳ ２着，ラッシュアウェイＳ ，etc.，種牡馬

ダイアモンドオーミ Diamond Omi（03 牝 Giant's Causeway）米２勝，オークリーフＳ
フェアデイ Fairday（94 牡 Eastern Echo）伊６勝，クリテリウムパルテノペオ ３着
マジックメロディMagic Melody（96 牝 Gulch）米入着

ウフィツィ Uffizi（03 El Prado） 米７勝，ゴールデンゲイトフィールズターフ
Ｓ ３着，イングルウッドＨ ３着

４代母 フリートヴィクトレス Fleet Victress（72 USA黒鹿 King of the Tudors）米１３勝，シ
ープスヘッドベイＨ ，ニューヨークＨ ，シープスヘッドベイＨ ２着，マスケッ
トＨ ３着，ヘムステッドＨ ３着，etc.
［曾孫］ サンライズペガサス（98 牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，毎日王冠 ，産経大

阪杯 （２回），神戸新聞杯 ２着，天皇賞（秋） ３着，etc.，種牡馬

生産牧場 北海道浦河町上向別
株式会社 ミリオンファーム

購買市場 北海道サマーセール ５，２５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 大流星鼻梁鼻大白断上下唇小白・珠目正・髪中・
初地・右後双門・沙流上・左前後三長白・右前細長白

－ 44 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

10 シアトリカルポーズの１１ ・黒鹿 ３／２４

アドマイヤムーン
鹿 2003

＊シアトリカルポーズ
黒鹿 2002

＊エンドスウィープ

マイケイティーズ

Theatrical
シアトリカル

Country Belle
カントリーベル

＊フォーティナイナー
Broom Dance

＊サンデーサイレンス
＊ケイティーズファースト
Nureyev

＊ツリーオブノレッジ
Seattle Slew
Balbonella

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ Chelandry） 1 n

Northern Dancer M 4×S 5 Hail to Reason S 5×M 5

母 ＊シアトリカルポーズ（02 USA黒鹿 Theatrical）不出走
〔産駒馬名登録数：３〕
クリフトンアンコールClifton Encore（07 USA牝 鹿 War Chant） 英出走

２代母 カントリーベル Country Belle（95 USA黒鹿 Seattle Slew）仏２勝，グロット賞 ３
着，アマンディヌ賞
カントリーリール Country Reel（00 牡 Danzig）英２勝，ジムクラックＳ ，チップチェ

イスＳ ２着，種牡馬
＊ベラドーラ （04 牝 Danzig）不出走

ハランデール（09 牡 Halling）１勝

３代母 バルボネラ Balbonella（84 FR 鹿 ＊ゲイメセン）米・仏９勝，ロベールパパン賞 ，
ダリアＨ ，ポルトマイヨ賞 ，ヒルズバラＨ ２着，セーネオワーズ賞 ２着，モー
リスドゲースト賞 ３着，グロット賞 ３着，レイディカンタベリーＨ ，ミッドウ
ィックＨ ，ソヤ賞 ，ラウンドテイブルＨ ３着
キーオヴラック Key of Luck（91 牡 Chief's Crown）首・米・仏６勝，アランベール賞 ，

ピムリコスペシャルＨ ２着，クリテリヨムドエヴリ ，ヴァレードージュ賞
２着，ヤコウレフ賞 ２着，種牡馬

アナバー Anabaa（92 牡 Danzig）英・仏８勝，ジュライＣ ，モーリスドゲースト賞 ，
グロシェーヌ賞 ，サンジョルジュ賞 ，アベイドロンシャン賞 ２着，コールド
シャッス賞 ，セルヴァンヌ賞 ，コンテッサナ賞 ３着，種牡馬

オールウェイズロイヤル Always Loyal（94 牝 Zilzal）米・仏３勝，仏１０００ギニー ，グロ
ット賞

４代母 バミエールBamieres（78 FR 黒鹿 Riverman）仏出走
［子］ バムホワイト Bamwhite（83 牡 ＊カーホワイト）仏６勝，ナント大賞 ，ジャ

ックラフィット賞 ２着，ナボブ賞 ３着
［曾孫］ ベーヌ Baine（07 牝 Country Reel） 仏５勝，仏１０００ギニー ２着，ファンラ

ンド賞
バサンバ Bassamba（09 牝 American Post） 仏２勝，アンドレバボワン賞 ３
着，セーヌ賞 ，カラヴェル賞 ２着

生産牧場 北海道新ひだか町東静内
桜井牧場

購買市場 北海道セレクションセール ５，２５０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 流星断鼻梁小白・珠目正・髪中・浪門

－ 45 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

11 ドラールフォンテンの１１ ・青鹿 ２／２０

ステイゴールド
黒鹿 1994

ドラールフォンテン
黒鹿 1999

＊サンデーサイレンス

ゴールデンサッシュ

＊キンググローリアス

ドラマチックラブ

Halo
Wishing Well

＊デイクタス
ダイナサツシユ
Naevus
Glorious Natalie

＊ガロト
マツナミ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊パンフリユーリー） 2 d

Northern Dancer S 5×M 5

母 ドラールフォンテン（99 黒鹿 ＊キンググローリアス） １勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１），地方－５（１６）〕
ホワイトイナバウア（04 牝 青鹿 マーベラスサンデー） ４勝
マクロラファール（05 牝 青鹿 ＊アジュディケーティング） ９勝
エレクトリック（06 牝 黒鹿 ＊アジュディケーティング）星１勝， １勝
ヴィルトファング（07 牡 鹿 ＊アジュディケーティング） １勝
マスターゾロアーク（08 牝 黒鹿 ＊スニッツェル） １勝

２代母 ドラマチックラブ（87 青鹿 ＊ガロト）入着４回
ムーンエリーゼ（93 牝 ウィナーズサークル） ４勝

３代母 マツナミ（71 鹿 ＊ヴエンチア） 出走
ノツクアウト（83 牡 トウシヨウボーイ）４勝，金鯱賞 ，中京記念 ２着，セントウル

Ｓ ３着，阪急杯 ３着，コーラルＳ ３着
ニシケンローマン（86 牝 ＊ガロト）２勝，高山特別

サンデーウェーブ（94 牡 サクラサニーオー）２勝，フェニックス賞 ２着
テンザンハゴロモ（88 牝 ＊スルーザドラゴン）４勝，サファイヤＳ ，報知４歳牝馬特

別 ３着，小倉記念 ３着，葵Ｓ ，芝桜賞，マーガレットＳ ２着
グラールキング（96 牡 サクラユタカオー）３勝，木津川特別，巌流島特別

ビッグガビー（90 牝 ラグビーボール）４勝，鶴見特別
テンザンナイーブ（93 牝 ＊スルーザドラゴン）１勝

ナムラサンクス（99 牡 サクラチトセオー）７勝，ダイヤモンドＳ ，神戸新聞杯
３着，万葉Ｓ ，八瀬特別，瀬戸内海特別，西部日刊スポ杯，梅花賞

４代母 ヨシミドリ（66 鹿 ＊ソロナウエー）不出走
［子］ ツルノミドリ（73 牡 ＊パヴエー）２勝，秋風賞

生産牧場 北海道日高町賀張
賀張三浦牧場

購買市場 北海道セレクションセール ７，３５０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 星・珠目正・右髪中・波分長・右後一白

－ 46 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

12 シーソングの１１ ・黒鹿 ３／ ３

＊バゴ
黒鹿 2001

シーソング
黒鹿 2004

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

＊コマンダーインチーフ

＊チャイナブリーズ

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie

＊ダンシングブレーヴ
Slightly Dangerous
Capote
Nowanna

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（War Kilt ～ Friar's Carse） 1 o

Northern Dancer S 4×M 5 Raise a Native S 5×M 5

母 シーソング（04 黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）１勝， 入着１０回，ノースクイ
ーンＣ（１８００）２着

初仔

２代母 ＊チャイナブリーズ（91 USA鹿 Capote）米出走
ロングターゲット（99 牡 ＊ティンバーカントリー）４勝，白川郷Ｓ
アフレタータ（00 牝 ＊タイキシャトル）４勝，かささぎ賞

ファインチョイス（09 牝 アドマイヤムーン） ２勝，函館２歳Ｓ ，ファンタジ
ーＳ ３着

アットウィル（10 牡 アドマイヤムーン） ２勝，クローバー賞
チャイナバロック（01 牝 タマモクロス）２勝，若菜賞

３代母 ノワーナNowanna（74 USA黒鹿 Envoy）米出走
レイディトレスパス Lady Trespass（78 牝 Inverness Drive）米７勝

タイムリーリザーヴ Timely Reserve（84 牝 Nureyev）米・仏２勝，ヴァレイホＳ ，
ラハブラＳ ３着
サンドトラップ Sandtrap（93 牡 Irish River）米６勝，サンシメオンＨ ，ハリウ
ッドターフイクスプレスＨ ，ボールドウィンＳ ，チャーチルダウンズ
スプリントＳ ，種牡馬

ナウリスン Now Listen（87 牡 Miswaki）米・英９勝，トリプルベンドＨ ，ダレルズジ
ョイＳ ，ニューハンプシャーＳ ２着，レッドバンクＨ ３着，ルイジアナダウ
ンズＢＣＳ （２回），フォートローダデイルＨ ，ゴールデンゲイトフィールズ
Ｈ ２着，種牡馬

４代母 ディスタフディサイダーDistaff Decider（67 USA栗 Khaled）不出走
［曾孫］ キンセイルキング Kinsale King（05 Yankee Victor） 首・米・英６勝，ド

バイゴールデンシャヒーン ，パロスヴェルデスＨ ，ヴァーノンＯア
ンダーウッドＳ ，ゴールデンジュビリーＳ ３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 ３，６７５，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 珠目上・髪中

－ 47 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

13 タイキシャインの１１ 牡・黒鹿 ３／ ９

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

－新種牡馬－

タイキシャイン
黒鹿 2004

＊ヘネシー

Myth
ミス

＊タイキシャトル

タイキトゥインクル

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn
Devil's Bag

＊ウェルシュマフィン
＊リアルシヤダイ
＊サブミッション

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Iltis ～ Clonaslee） 21 a

Hail to Reason M 5×M 5

母 タイキシャイン（04 黒鹿 ＊タイキシャトル）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
マイネルリヒト（09 牡 鹿 ステイゴールド） ２勝
ゴールデンティップ（10 牝 栃栗 ＊トワイニング） 出走

２代母 タイキトゥインクル（96 鹿 ＊リアルシヤダイ）４勝，マーメイドＳ ３着，ターコ
イズＳ
エイシンフェアリー（06 牝 ＊タイキシャトル）２勝，あやめ賞
ヒットジャポット（07 牡 フジキセキ） ５勝，富士Ｓ ３着，東京新聞杯 ３着，

紅葉Ｓ，市川Ｓ，千両賞，メイＳ ２着，ニューイヤーＳ ２着，オーロＣ ３着，
ニューイヤーＳ ３着，谷川岳Ｓ ３着

タイキソレイユ（09 牝 フジキセキ） ２勝

３代母 ＊サブミッション（89 IRE 鹿 Darshaan）２勝，鹿島灘特別
タイキニーナ（94 牝 ＊フレンチグローリー）１勝
タイキブライドル（95 牡 ＊スリルシヨー）５勝，マイラーズＣ ２着，ダービー卿ＣｈＴ

２着，京王杯スプリングＣ ３着，ダービー卿ＣｈＴ ３着，オーシャンＳ ，etc.
タイキミッション（97 牡 フジキセキ）１勝
タイキナタリー（99 牝 ＊コマンダーインチーフ）入着６回

ファンキーテーラー（05 牡 アドマイヤコジーン）２勝
リズモア（07 牝 ＊アグネスデジタル）１勝， １勝
ウルル（08 牝 ＊スニッツェル）１勝

タイキマーズ（01 ＊タイキシャトル）２勝，礼文特別
タイキミューズ（02 牝 スペシャルウィーク）３勝，仁山特別
スーパーミッション（05 牡 ＊ブラックホーク）１勝， ８勝

４代母 イエスマイディアYes My Dear（82 USA栗 Affirmed）不出走
［子］ ＊タイキクレセント（92 Keen）４勝，京成杯 ３着，平ヶ岳特別，ＳＴＶ賞，

手稲山特別，谷川岳Ｓ ２着
＊ラブリイパートナー（93 牝 Darshaan）３勝，阿賀野川特別，クレマチス賞

５代母 ＊デイオラマ（77 USA栗 Secretariat）米２勝，アルシバイアディズＳ ２着

生産牧場 北海道日高町豊郷
山際 辰夫

購買市場 北海道セレクションセール ８，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 小星・珠目正・髪中

－ 48 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

14 ホワイトトルネードの１１ 牡・栗 ３／２９

フジキセキ
青鹿 1992

＊ホワイトトルネード
鹿 1996

＊サンデーサイレンス

＊ミルレーサー

＊ウォーニング

Whitehaven
ホワイトヘイヴン

Halo
Wishing Well
Le Fabuleux
Marston's Mill
Known Fact
Slightly Dangerous
Top Ville
White Star Line

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Fast Line ～ Throttle Wide） 4 m

Hail to Reason S 4×M 5 In Reality S 4×M 4

母 ＊ホワイトトルネード（96 IRE 鹿 ＊ウォーニング）仏１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－２（２）〕
ヴォークリンデ（01 牝 栗 Singspiel）１勝
グランプリペガサス（02 牡 鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝， １勝
テイエムザエックス（03 牡 栗 ＊フレンチデピュティ）４勝，四国新聞杯（Ｄ１８００），大須

特別（Ｄ１７００），マラヤンＲＡＴ（Ｄ１７００）
ホワイトライ（04 牝 青鹿 ダンスインザダーク）入着， １勝
グローブ（10 牝 栗 ダイワメジャー） 出走

２代母 ホワイトヘイヴンWhitehaven（87 GB鹿 Top Ville）英・仏３勝，ポモーヌ賞 ，マ
ルレ賞 ２着，クレオパトル賞 ２着，ペネロープ賞 ２着，パークヒルＳ ３着，ポ
ルトドパシー賞

コープランド Copeland（95 ＊ジェネラス）瑞・英・独・仏５勝，バルブヴィル賞 ３着，
リヨン大賞 ，クレルフォンテーヌ大賞 ，シュドウエスト大賞 ２着，グランカン
賞 ２着，クープデトロワザン ２着，マクスシカール賞 ３着，愛・英・障害６勝

３代母 ホワイトスタ－ラインWhite Star Line（75 USA鹿 Northern Dancer）米９勝，ケンタッ
キーオークス ，アラバマＳ ，デラウェアオークス ，テストＳ ，エイコーンＳ ３着
ウルジワンUrjwan（84 牝 Seattle Slew）英１勝

ダウラーDawlah（92 牝 Shirley Heights）英１勝
ダイジン Dai Jin（00 牡 ＊パントレセレブル）独・仏４勝，独ダービー ，クレ
ディスイスポカル ，ウニオンレネン ，デュッセルドルフ３歳賞 ２着，
Ｊハルツハイムレネン ２着，種牡馬

ラスター Lustre（85 牝 Halo）英１勝，ウォーリスＳ ３着
ヴァリーオヴゴールド Valley of Gold（92 牝 Shirley Heights）首・愛・英・伊・仏

５勝，伊オークス ，クレオパトル賞 ，ヴェルメイユ賞 ２着，愛オークス
３着，ペネロープ賞 ３着，ローズドゥメ賞

ヒルオヴスノーHill of Snow（92 牝 Reference Point）愛１勝
プレセリ Preseli（97 牝 Caerleon）愛・米４勝，モイグレアスタッドＳ ，愛プリテ

ィポリーＳ ２着，デリンズタウンスタッド１０００ギニーＴＲ ，デビュータ
ントフィリーズＳ ，ワヤＳ ２着

生産牧場 北海道平取町川向
坂東牧場

購買市場 北海道セレクションセール １６，８００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星鼻梁白・珠目正・髪中・初地・
沙流上・左後長白

－ 49 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

15 キャットアリの１１ 牡・栗 ４／２１

＊タイキシャトル
栗 1994

＊キャットアリ
鹿 1999

Devil's Bag
デヴィルズバッグ

＊ウェルシュマフィン

Storm Cat
ストームキャット

Careless Kitten
ケアレスキテン

Halo
Ballade
Caerleon
Muffitys
Storm Bird
Terlingua
Caro
T.C. Kitten

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Miss Whisk ～ Pink Domino） 8 c

Northern Dancer M 4×S 5

母 ＊キャットアリ（99 USA鹿 Storm Cat）米１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－１（１），地方－１（２）〕
ユニオンベルUnion Belle（07 USA牝 黒鹿 Dixie Union）米１勝
ダノンエンパイア（08 鹿 ＊エンパイアメーカー） 出走， ２勝
ヒラボクディープ（10 牡 黒鹿 ディープインパクト） １勝

２代母 ケアレスキテンCareless Kitten（80 USA芦 Caro）米１勝
ロレンツォニ Lorenzoni（86 牡 Clever Trick）米３勝，ブリーダーズフュチュリティ ２

着，イロクオイＳ ３着，種牡馬
アドヴァーサリアル Adversarial（87 牡 Fit to Fight）米１２勝，サミングＳ
アルカディアンヒーロー Arkadian Hero（95 牡 Trempolino）首・米・英・仏７勝，ミルリ

ーフＳ ，ハンガーフォードＳ ，クライテリオンＳ ，アットマイル ２着，クイ
ンシー賞 ２着，スプリントＣ ３着，クイーンアンＳ ３着，英ホープフルＳ ，
ハクウッドＳ ，リポンチャンピオン２歳トロフィ ，レジャーＳ ２着，種牡馬

ケアフリーチータCarefree Cheetah（96 牝 Trempolino）英入着
ウォリアーガールWarrior Girl（03 牝 War Chant）米３勝，ダブルドッグデアＳ ３

着，エンデヴァーＳ ３着，チェロキーフロリックＳ ３着
＊カフェララルー（01 牝 ＊ストラヴィンスキー）出走

カフェシュプリーム（09 牡 マンハッタンカフェ） ３勝，浦安特別

３代母 ティーシーキテン T.C. Kitten（69 USA栗 Tom Cat）米２勝
シャープキティ Sharp Kitty（79 牝 Blade）不出走

ファミリースタイル Family Style（83 牝 State Dinner）米１０勝，フリゼットＳ ，ス
ピナウェイＳ ，ラカニャーダＳ ，アーリントンワシントンラッシーＳ ，
アーリントンメイトロンＨ ，etc.

ビウェアオヴザキャット Beware of the Cat（86 牝 Caveat）米４勝，デルマーデビュタン
トＳ ３着，メリーランドオークス
エディターズノート Editor's Note（93 牡 ＊フォーティナイナー）米６勝，ベルモン

トＳ ，スーパーダービー ，ケンタッキーＣジュヴェナイルＳ ，フロリダ
ダービー ２着，ホーリーブルＳ ２着，ケンタッキージョッキークラブＳ
２着，プリークネスＳ ３着，ＢＣジュヴェナイル ３着，ブルーグラスＳ
３着，種牡馬

生産牧場 北海道日高町福満
下河辺牧場

購買市場 北海道セレクションセール １０，５００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星・珠目上・左後半白・右後一白

－ 50 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

16 ケイアイリュージンの１１ 牡・栗 ３／３０

ディープスカイ
栗 2005

－新種牡馬－

ケイアイリュージン
鹿 1997

アグネスタキオン

＊アビ

＊グルームダンサー

＊モザーティアナ

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ
Chief's Crown
Carmelized
Blushing Groom
Featherhill
Nijinsky
Sex Appeal

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Sex Appeal ～ Best in Show） 8 f

Northern Dancer M 4×S 5×M 5

母 ケイアイリュージン（97 鹿 ＊グルームダンサー）２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－３（１３）〕
ケイアイフォーユー（03 牝 鹿 ＊ボストンハーバー）１勝，ダリア賞 （１４００）３着， １０勝
ケイアイフェザー（04 牝 栗 ＊アフリート）入着， ２勝
ケイアイホシノカミ（06 牝 栗 ＊タイキシャトル）１勝
エルドラゴン（08 牡 鹿 マーベラスサンデー）１勝， １勝，北海優駿（２０００）３着
ワイヴァーン（10 牝 鹿 アドマイヤムーン） 出走

２代母 ＊モザーティアナ（89 USA鹿 Nijinsky）不出走
＊ミークアピール（94 牝 Woodman）２勝

トライアンファント Triumphant（09 牡 Danehill Dancer） 愛１勝，テトラークＳ ３着
＊ピープルヒーロー（95 牡 Woodman）３勝，山国川特別
クリーン（04 牡 ＊ホワイトマズル）６勝，阿蘇Ｓ ，ゴールデンスパーＴ，河口湖特別，

ＴＶＱ杯，関越Ｓ ２着，伏竜Ｓ ３着， １勝，佐賀記念 ３着

３代母 セクスアピール Sex Appeal（70 USA栗 Buckpasser）不出走
＊トライマイベスト（75 牡 Northern Dancer）愛・英４勝，デューハーストＳ ，ヴォクソ

ールトライアルＳ ，ラークスパーＳ ，種牡馬
エルグランセニョール El Gran Senor（81 牡 Northern Dancer）愛・英７勝，愛ダービー ，

英２０００ギニー ，デューハーストＳ ，愛ナショナルＳ ，レイルウェイＳ ，英
ダービー ２着，グラッドネスＳ ，種牡馬

ベラセニョ－ラBella Senora（84 牝 Northern Dancer）愛出走
ナポリ Napoli（91 牝 ＊バイアモン）独・仏４勝，ミネルヴ賞 ３着，ペピニエール

賞 ，テステ大賞 ，カジミールデラマール賞
ドームドライヴァー Domedriver（98 牡 Indian Ridge）米・英・伊・仏６勝，Ｂ
Ｃマイル ，Ｄヴィルデンシュタイン賞 ，シュマンドフェルデュノール
賞 ，ジャックルマロワ賞 ２着（２回），etc.，種牡馬

＊ロッタレース（92 牝 Nureyev）不出走
フサイチパンドラ（03 牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，エリザベス女王杯 ，札幌

記念 ，オークス ２着，エリザベス女王杯 ２着，フラワーＣ ２着，
秋華賞 ３着，阪神ジュベナイルフィリーズ ３着，ローズＳ ３着，ジャ
パンＣ ５着，きんせんか賞，エンプレス杯 ２着

生産牧場 北海道新ひだか町静内浦和
田中 裕之

購買市場 セレクトセール １２，６００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星鼻梁鼻白・珠目上・髪中・波分長・
初地・右前一白・左後長白

－ 51 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

17 サンセットムーンの１１ 牡・黒鹿 ２／１６

ステイゴールド
黒鹿 1994

サンセットムーン
鹿 1992

＊サンデーサイレンス

ゴールデンサッシュ

＊キャロルハウス

ダイナセレナード

Halo
Wishing Well

＊デイクタス
ダイナサツシユ
Lord Gayle
Tuna

＊エルセンタウロ
＊フリソデ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ Sunday Supper） A 13

Turn-to S 5×M 5

母 サンセットムーン（92 鹿 ＊キャロルハウス）３勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－５（１５）〕
ワンモアバンクオン（98 牡 鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，大和特別（Ｄ１４００），白百合Ｓ
（１８００），フリージア賞（２０００）

トーセンザサン（00 牝 鹿 ＊ジェイドロバリー） ４勝
トーセンジャガー（08 牡 マンハッタンカフェ） ４勝，むらさき賞，富里特別，姫

島特別
ウェイザマイン（03 牝 青鹿 ＊ボストンハーバー） １勝
サンセットメモリー（05 牝 鹿 ＊ファルブラヴ） １勝
マリリン（06 牝 鹿 ＊コロナドズクエスト） ６勝
ヌレエフクイン（08牝 鹿 ＊ストラヴィンスキー） ３勝，九州ジュニアＧＰ（１５００）３着
ソデフリン（10 牝 栗 ＊グラスワンダー） 出走

２代母 ダイナセレナード（79 黒鹿 ＊エルセンタウロ）４勝，鷹取特別，愛宕特別
ムーンセレナード（87 牝 ミスターシービー）４勝，北九州短距離Ｓ ，ゆうすげＳ，り

んどう賞，野路菊Ｓ ３着
リキセレナード（98 牝 ＊ジェイドロバリー）２勝，小倉３歳Ｓ ，スイートピーＳ

２着，エルフィンＳ ３着
キングスレガリア（06 牡 キングカメハメハ）２勝，デイリー杯２歳Ｓ
３着，萩Ｓ ２着

マキシマムデニール（91 牝 ＊ノーザンテースト）不出走
エポレット（00 牝 ＊リアルシヤダイ）出走
シルクシュナイダー（08 牡 ＊アグネスデジタル） ４勝，アンタレスＳ ３
着，平安Ｓ ３着，初夢Ｓ，アルデバランＳ ２着，ヒヤシンスＳ ２着，
いぶき賞 ３着

ノーザンセレナード（93 牝 ＊ノーザンテースト）２勝
ラッシュストリート（05 マーベラスサンデー）４勝，招福Ｓ，魚沼特別，シンガ

ポールターフクラブ賞， １勝，佐賀記念 ，名古屋大賞典 ３着

３代母 ＊フリソデ（72 USA栗 Noholme）米２勝
アストロコマンダー（78 牡 ＊ダストコマンダー）４勝，阪神３歳Ｓ５着，かきつばた賞

生産牧場 北海道日高町豊郷
中前牧場

購買市場 北海道サマーセール ８，４００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 星・珠目正・髪中・後二白

－ 52 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

18 マヤノビジューの１１ 牡・黒鹿 ４／ ７

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

マヤノビジュー
黒鹿 2001

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊ウォーニング

マヤノカプリース

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Known Fact
Slightly Dangerous

＊リアルシヤダイ
シヤダイビシヨツプ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊クリード） 2 s

Raise a Native S 4×M 5 Tamerett S 4×M 4 In Reality M 4×M 5 Roberto M 4×M 4

母 マヤノビジュー（01 黒鹿 ＊ウォーニング）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
ツリービジュー（05 牝 鹿 マヤノトップガン） ３勝
ウインクワン（06 牝 鹿 マヤノトップガン） １勝
カシサヤン（07 牝 鹿 ＊キャプテンスティーヴ） １勝
リコーチーター（10 牝 鹿 ＊ファンタスティックライト） 入着

２代母 マヤノカプリース（93 青鹿 ＊リアルシヤダイ）２勝，フェニックス賞
レディカプチーノ（98 牝 ＊トニービン）２勝

ロードラテアート（06 牡 スペシャルウィーク） ３勝，江坂特別，萬代橋特別

３代母 シヤダイビシヨツプ（79 鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
サクラフジオー（86 牡 ＊ブレイヴエストローマン）４勝，卯月Ｓ
アーネストローマン（90 牡 ＊ブレイヴエストローマン）２勝，菜の花Ｓ ３着
ビショップリング（91 牝 ＊トニービン）３勝，ガーベラ賞
エイティグロー（92 牡 ＊トニービン）２勝，セントウルＳ ２着，阪急杯 ２着，中日スポ

４歳Ｓ ２着，ＮＨＫ杯 ３着，はなのき賞，卯月Ｓ ２着，オパールＳ ２着，北九
州短距離Ｓ ３着，シリウスＳ ３着，ギャラクシーＳ ３着，葵Ｓ ３着， １勝

タケイチケントウ（95 牡 ＊ドクターデヴィアス）２勝，小倉３歳Ｓ ，菩提樹Ｓ ２着，
葵Ｓ ２着，北九州短距離Ｓ ３着

タケイチイチホース（98 牝 フジキセキ）４勝，フェアリーＳ ３着，うずしおＳ，ゆう
すげＳ，れんげ賞

４代母 ＊クリード（70 USA鹿 T.V. Lark）不出走
［子］ シヤダイラーク（81 牝 ＊ハンターコム）５勝，牝馬東タイ杯 ２着，駒ヶ岳特

別，駒場特別，金峰山特別
リードシヤダイ（75 牡 ＊ボールドアンドエイブル）２勝， １７勝，東海大賞
典，東海大賞典３着

［孫］ ナイスラーク（88 牡 ＊ナイスダンサー）５勝，羅生門Ｓ，アクアマリンＳ，シ
リウスＳ ２着，すばるＳ ３着，etc.， ６勝，建依別賞３着

ドクトリン（95 牡 ＊ドクターデヴィアス）４勝，大濠特別，いわき特別，菩提
樹Ｓ ３着，マーガレットＳ ３着

生産牧場 熊本県熊本市
本田 土寿

購買市場 九州１歳市場 ３，９９０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 星・鼻小白・珠目正・吭搦二・波分長・
左初地・芝引・沙流上・左前右後二白

－ 53 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

19 グランドアピアの１１ 牡・栗 ３／２３

＊キャプテンスティーヴ
栃栗 1997

グランドアピア
栗 1998

Fly So Free
フライソーフリー

Sparkling Delite
スパークリングディライト

＊デュラブ

テスコロイヤル

Time for a Change
Free to Fly
Vice Regent
Sparkling Topaz
Topsider
Passerine

＊ロイヤルスキー
テスコパール

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊プロポンチス） 4 d

Northern Dancer S 4×M 4 Bold Ruler S 5×M 5

母 グランドアピア（98 栗 ＊デュラブ） ５勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
エコグランプリ（08 牡 栗 ＊キンググローリアス） ２勝

２代母 テスコロイヤル（89 栗 ＊ロイヤルスキー）入着３回
キンショーハヤテ（03 牡 ブラックタキシード）１勝

３代母 テスコパール（76 栗 ＊テスコボーイ）不出走
イサムゼダーン（81 牝 ＊ゼダーン） ２勝

セノエシャトル（89 牝 ＊イエローゴツド）１勝
セノエタイヨー（95 牡 アンバーシヤダイ）１勝， １９勝

バトルハクビ（96 牡 メジロライアン）１勝
ウメノアイリーン（84 牝 ＊ノノアルコ）１勝

レディブライティア（94 牝 ＊デュラブ）６勝，羅生門Ｓ，狭山湖特別，うぐいす賞，
入着２回，かしわ記念 ２着，京成盃グランドマイラーズ２着

ブライティアメッセ（03 牝 ＊オペラハウス）１勝， ２勝
トーシンクラウン（95 牡 ＊リンドシェーバー）２勝

アイネスフウジン（87 牡 ＊シーホーク）４勝，日本ダービー ，朝日杯３歳Ｓ ，共同通
信杯４歳Ｓ ，皐月賞 ２着，優２牡，優３牡，種牡馬

シンエイケレリス（88 牡 ＊ラインゴールド）１勝
アイネスタッチ（90 牡 ＊ワツスルタツチ）５勝，ウェルカムＳ，阿賀野川特別
クローズアップ（92 牝 ＊ルション）１勝

４代母 ムツミパール（65 鹿 ＊モンタヴアル）４勝，吾妻特別，米山特別
［子］ ジユウベエ（72 牡 ＊サウンドトラツク）２勝，ひなげし賞， １勝

キクアサゴロウ（75 牡 ＊イエローゴツド）３勝，越路特別
［孫］ グリーンタイセイ（83 牡 グリーングラス） １０勝，瑞穂賞，農林水産

大臣賞典，北海優駿，王冠賞２着，ジュニアＣ２着
タイセイクラウン（86 牝 ＊クラウンドプリンス） ２勝，栄冠賞３着

５代母 マサリユウ（55 鹿 トサミドリ）５勝，筑紫賞 ，新春賞，中距離Ｈ，障害４勝
［孫］ キクアサジロウ（74 牡 ＊ネヴアービート）３勝，朝日杯３歳Ｓ３着

生産牧場 青森県上北郡東北町
荒谷牧場

購買市場 八戸市場 ２，１００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 曲流星鼻梁白鼻梁大白鼻白・珠目上・
髪中・波分長・左前長白・右前左後二細長白

－ 54 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

20 オマイタの１１ 牡・栗 ４／２５

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

－新種牡馬－

＊オマイタ
栗 1997

＊ヘネシー

Myth
ミス

Miswaki
ミスワキ

Willowy Mood
ウィロウィムード

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn
Mr. Prospector
Hopespringseternal
Will Win
Lohagogo

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ Astrology） 9 f

Mr. Prospector M 3×S 4 Raise a Native M 4×M 4×S 5

母 ＊オマイタ（97 USA栗 Miswaki）米・仏２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７）〕
オリエンタルカーン（04 牡 栗 ＊クロフネ）３勝
ツルマルジュピター（07 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ）４勝，京王杯２歳Ｓ ３着，

下関Ｓ（１２００），あじさいＳ（１２００），クリスマスローズＳ （１２００）２着，ＴＶ愛知
ＯＰ （１４００）３着

２代母 ウィロウィムードWillowy Mood（82 USA芦 Will Win）米１４勝，バーバラフリッ
チーＨ ，テンプティドＳ ，ディスタフＨ ２着，マザーグースＳ ３着，ファース
トフライトＨ ３着，ヴェイグランシーＨ ３着，ホリーＳ ，ミスプロスペリティ
Ｈ ２着（２回），チェリーブラッサムＨ ３着，ゴールドフィンチＨ ３着，ジャー
ジーベルＳ ３着
タルニーム Tarneem（93 牝 Zilzal）英１勝

エンフォーサー Enforcer（02 牡 Efisio）英・独・仏５勝，ダーリーＳ ，コロネイシ
ョンＣ ３着，オイロパ賞 ３着，プリンセスオヴウェイルズＳ ３着，ハー
ドウィックＳ ３着，ファウンデイションＳ ２着

３代母 ロハゴーゴー Lohagogo（78 USA芦 Aloha Mood）米２勝
アントワネッタAntoinetta（84 牝 Inverness Drive）米１勝

ディージェイズレインボー D J's Rainbow（90 牡 Tom Rolfe）米１１勝，ロイヤルパー
ムＨ ，フォートローダデイルＨ ３着

オーケイバイミー Ok by Me（93 With Approval）米７勝，ニューハンプシャーＳ
，トロピカルパークダービー ，ベルモントレキシントンＳ ，ブーゲンヴ
ィリアＨ ２着（２回），etc.

４代母 フォレストプリンセス Forest Princess（73 USA芦 Fleet Nasrullah）米１勝
［孫］ シーカデット Sea Cadet（88 牡 Bolger）米１０勝，ドンＨ ，メドーランズＣ ，

ガルフストリームパークＨ ，サンフェリペＳ ，エルカミノレアルダ
ービー ，etc.，種牡馬

カレッシング Caressing（98 牝 Honour and Glory）米５勝，ＢＣジュヴェナイ
ルフィリーズ ，シンガポールプレイト ，ラトロワンヌＳ ，アーリン
トンワシントンラッシーＳ ２着，シカゴＢＣＨ ３着，etc.

生産牧場 北海道浦河町絵笛
駿河牧場

購買市場 北海道セレクションセール ８，４００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 珠目上・波分長・右初地

－ 55 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

21 オテンバコマチの１１ 牡・栗 ５／ １

＊アルデバラン
鹿 1998

オテンバコマチ
鹿 1999

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

＊ダンシングブレーヴ

ボールドワン

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
Lyphard
Navajo Princess

＊ボールドリツク
トシオカンノン

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（第七デヴオーニア～ ＊デヴオーニア） 10 d

Northern Dancer M 4×S 5

母 オテンバコマチ（99 鹿 ＊ダンシングブレーヴ）２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（５）〕
ピーチパトラ（06 牝 鹿 フジキセキ） ５勝
オーケアニス（09 牝 鹿 マヤノトップガン） 地方不出走
サウンドリアーナ（10 牝 黒鹿 ＊ケイムホーム） ２勝，ファンタジーＳ ，新潟２歳

Ｓ ３着

２代母 ボールドワン（83 鹿 ＊ボールドリツク）出走
ビショップワン（89 牝 ＊ビシヨツプボブ） １２勝

クエスチョンマーク（97 牡 サクラチヨノオー）１勝， １勝
サンデーフラッシュ（92 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，漁火Ｓ ，松前特別，富良野特

別，大原Ｓ ３着
マコトテンザン（95 牡 ＊ゴールデンフェザント）２勝
カネトシブロッサム（96 牡 ＊グルームダンサー）１勝， ９勝

３代母 トシオカンノン（77 栗 ＊ボンモー）入着２回
フジノミッキー（90 牡 ＊ミルジヨージ）１勝

４代母 メジロカンノン（70 栗 ＊ネヴアービート）出走
［曾孫］ カンノンシルバー（95 牝 ＊ガダボート） １４勝，スプリンターズ賞２着

５代母 メジロボサツ（63 栗 ＊モンタヴアル）９勝，朝日杯３歳Ｓ，サンスポ四歳牝馬特別，
函館記念，オークス２着，桜花賞３着，etc.，優２牝
［子］ メジロゲツコウ（68 牡 ＊パーソロン）１０勝，スプリングＳ，弥生賞，皐月賞５

着，大雪Ｈ ，エメラルドＳ，etc.，種牡馬
［孫］ メジロボアール（83 牡 ＊フイデイオン）４勝，阪神大賞典 ，有馬記念 ４着，

松前特別，東スポ杯 ２着
メジロモントレー（86 牝 ＊モガミ）７勝，ＡＪＣＣ ，Ａｒ共和国杯 ，金杯

，クイーンＳ ，オークス ５着，etc.
［曾孫］ メジロドーベル（94 牝 メジロライアン）１０勝，オークス ，秋華賞 ，エリザ

ベス女王杯 （２回），阪神３歳牝馬Ｓ ，etc.，優２牝，優３牝，優父内，優古
牝（２回）

生産牧場 北海道新ひだか町三石稲見
水上 習孝

購買市場 北海道サマーセール ６，３００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星鼻梁白鼻梁大白鼻大白・下唇小白・珠目上・
波分長・初地・沙流上・左二細長白・右後長白

－ 56 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

22 ダノンクラフトの１１ 牡・黒鹿 ５／ ５

＊バゴ
黒鹿 2001

ダノンクラフト
芦 2003

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

＊クロフネ

キャステングガール

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie

＊フレンチデピュティ
＊ブルーアヴェニュー
＊ノーザンテースト
タケノフアルコン

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊シヤークスキン） 9 c

Northern Dancer S 4×M 4

母 ダノンクラフト（03 芦 ＊クロフネ）入着
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 キャステングガール（87 黒鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
ハートマン（93 牡 ＊エブロス）６勝，ジャニュアリーＳ，御宿特別，淀短距離Ｓ ３着，

障害１勝
パンプキンブリッジ（95 牝 ＊ブライアンズタイム）入着２回

カモンネイチャ（03 牡 タヤスツヨシ） ２３勝，くろゆり賞，名港盃，尾張名
古屋杯，くろゆり賞２着

バンドオンザラン（97 牡 ＊サンデーサイレンス） １１勝，東海ゴールドＣ，ス
プリング争覇３着

３代母 タケノフアルコン（82 黒鹿 ＊フイリツプオブスペイン）２勝
ホクトベガ（90 牝 ＊ナグルスキー）７勝，エリザベス女王杯 ，フェブラリーＳ ，札幌

記念 ，フラワーＣ ，ＡＪＣＣ ２着，etc.，優ダート， ９勝
スパイシーレディー（93 牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，湯之谷特別
カシオペアレディ（97 牝 ＊デインヒル）出走

フラワーロック（08 牝 アッミラーレ） ４勝，ノエル賞
ジョセフィーヌ（99 牝 ＊エルハーブ） ２勝

スカイインテンス（09 牡 ＊アメリカンボス） ３勝，東京湾Ｃ

４代母 クールフエアー（78 栗 ＊イエローゴツド）不出走
［曾孫］ ツカサゲンキ（06 牡 サクラローレル）１勝， ２勝，みちのく大賞

典３着

５代母 ＊シヤークスキン（69 GB鹿 ＊シルバーシヤーク）不出走

６代母 アトレヴィダ Atrevida（58 FR 芦 Sunny Boy）愛・英・仏１勝，プリンセスエリザ
ベスＳ２着，愛１０００ギニー３着
［子］ ＊ハバツト（71 牡 Habitat）英・仏５勝，ミドルパークＳ ，ミルリーフＳ ，ア

スコット２０００ギニートライアル ，英ノーフォークＳ ，サセックスＳ
２着，etc.，種牡馬

生産牧場 北海道新ひだか町三石東蓬莱
仲野牧場

購買市場 北海道サマーセール １７，５３５，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 星・珠目正・波分・右初地

－ 57 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

23 レディストロベリーの１１ 牡・鹿 ５／１０

ディープスカイ
栗 2005

－新種牡馬－

＊レディストロベリー
黒鹿 1995

アグネスタキオン

＊アビ

Caerleon
カーリアン

Juniper Berry
ジュニパーベリー

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ
Chief's Crown
Carmelized
Nijinsky
Foreseer

＊ラストタイクーン
Jackie Berry

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ Georgia） 1 k

Northern Dancer M 4×S 5×M 5 Hail to Reason S 5×M 5

母 ＊レディストロベリー（95 IRE 黒鹿 Caerleon） 入着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（９），地方－３（４）〕
バージョンワン（01 牡 黒鹿 フジキセキ）入着２回， １勝
ラズベリータイム（03 牝 青鹿 フジキセキ）３勝
ブリッツェン（06 牡 鹿 スペシャルウィーク） ６勝，ダービー卿ＣｈＴ ，武庫川

Ｓ（１６００），ＵＨＢ賞（１５００），神奈川新聞杯（１６００），小樽特別（１５００），巴賞 （１８００）
２着，五稜郭Ｓ （１８００）２着，ディセンバーＳ （１８００）３着

キングハンター（07 牡 鹿 ＊デザートキング） １勝
ベリーフィールズ（08 牝 鹿 ＊オペラハウス） 入着３回， ２勝
ダンツカナリー（10 牝 青鹿 フジキセキ） 入着３回

２代母 ジュニパーベリー Juniper Berry（89 IRE 鹿 ＊ラストタイクーン）英２勝，チェシャ
ーオークス ２着

＊グリーンベリー（94 牝 Caerleon）入着
キタサンメッセージ（02 牝 キングヘイロー）２勝，札幌日経賞， ４勝

３代母 ジャッキーベリー Jackie Berry（81 GB栗 Connaught）愛２勝，ラークスパーＳ ３着
コーニーベリー Coney Bury（90 牡 ＊ラストタイクーン）那・典・英・独７勝，ＳＦＫ創

立記念賞，ストックホルムストラプライス，マリットスヴェアースミネロップ，マ
リットスヴェアースミネロップ２着，ニッケスミネスロプニング２着，etc.，種牡馬

ペンカダー Pencader（91 牡 Caerleon）英１勝，キングエドワード七世Ｓ ２着，種牡馬

４代母 チョークベリーChokeberry（72 GB芦 Crepello）不出走
［孫］ ベルエアダンサー Bel Air Dancer（85 牡 Sovereign Dancer）米３勝，ヴォラン

テＨ ２着，シルヴァースクリーンＨ ３着，スポットライトＨ ，ポモ
ーナダービー ２着，ソーサリトＳ ２着

５代母 クイーンズベリー Queensberry（57 GB芦 Grey Sovereign）英４勝，チヴァリーパーク
Ｓ，モールコームＳ，ローザーＳ，クイーンメアリーＳ２着，コーンウォリスＳ２着，etc.
［子］ クランベリーソース Cranberry Sauce（64 牝 Crepello）英・仏４勝，サンチャ

リオットＳ，ネルグウィンＳ，フィユドレール賞，ヨークシャーオークス
２着，英プリティポリーＳ

生産牧場 北海道様似町朝日丘
富田 恭司

購買市場 北海道セレクションセール ８，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 大流星鼻梁鼻大白上唇白・珠目上・
左前後三細長白・右前一白

－ 58 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

24 メダイユドールの１１ 牡・栗 ４／１７

サクラバクシンオー
鹿 1989

メダイユドール
栗 2003

サクラユタカオー

サクラハゴロモ

＊フォーティナイナー

エタンセル

＊テスコボーイ
アンジエリカ

＊ノーザンテースト
＊クリアアンバー
Mr. Prospector
File

＊サンデーサイレンス
ティアラ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊サイクラス） 13 c

＊ノーザンテースト S 3×M 4

母 メダイユドール（03 栗 ＊フォーティナイナー）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
セットクルール（10 牝 栗 マヤノトップガン） 出走

２代母 エタンセル（94 鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
マイネルビジュー（04 牡 ＊ヘクタープロテクター）１勝

３代母 ティアラ（86 栗 ＊ノーザンテースト）３勝，牝馬東タイ杯 ２着，Ｒたんぱ賞 ３
着，カーネーションＣ
リーインフォースト（98 牝 ＊トニービン）出走

カネトシツヨシオー（03 牡 タヤスツヨシ）６勝，京都金杯 ３着，福島ＴＶＯＰ
，ゴールデンホイップＴ，京橋特別，太宰府特別

バウンシーチューン（08 牝 ステイゴールド）２勝，フローラＳ

４代母 シヤダイサイクル（76 鹿 ＊ヒツテイングアウエー）入着

５代母 ＊サイクラス（68 USA鹿 Sword Dancer）米３勝
［孫］ ペガサス（90 牡 ＊リヴリア）３勝，福島記念 ，新潟３歳Ｓ

ナリタルナパーク（95 牝 ＊ブライアンズタイム）４勝，中山牝馬Ｓ ，秋華賞
２着，羊ヶ丘特別，奥尻特別

［曾孫］ ミツワトップレディ（97 牝 フジキセキ）７勝，クイーンＳ ，朱雀Ｓ，山陽特
別，丹波特別

６代母 サイクルCycle（58 USA黒鹿 Cyclotron）米１勝
［孫］ オナラブルミス Honorable Miss（70 牝 Damascus）米１９勝，フォールハイウエ

イトＨ ，フォールハイウエイトＨ ，ヴェイグランシーＨ ，カーター
Ｈ ２着，マスケットＨ ２着，etc.

ベイルジャンパー Bailjumper（74 牡 Damascus）米５勝，サラナクＳ ，ドゥ
ワイアＨ ，種牡馬

［曾孫］ レイディダコール Lady d'Accord（87 牝 D'Accord）米９勝，ベッドオーロージ
ズＨ （２回），ベルダムＳ ３着，トップフライトＨ ３着，ラフィアン
Ｈ ３着，etc.

生産牧場 北海道浦河町野深
丸村村下ファーム

購買市場 北海道サマーセール ６，３００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 大流星鼻梁鼻大白上下唇大白・珠目上・右髪中・
波分長・浪門・初地・沙流上・前左後三長白

－ 59 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

25 レディマハロの１１ ・栗 ４／１０

オレハマッテルゼ
栗 2000

レディマハロ
栗 2005

＊サンデーサイレンス

カーリーエンジェル

＊フォーティナイナー

＊アイスダンシング

Halo
Wishing Well

＊ジヤツジアンジエルーチ
ダイナカール
Mr. Prospector
File
Chief's Crown
Single Blade

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ Albania） 9 a

Northern Dancer S 5×M 5

母 レディマハロ（05 栗 ＊フォーティナイナー）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
クリノアマダブラム（10 牝 栗 オレハマッテルゼ） 入着

２代母 ＊アイスダンシング（91 USA栗 Chief's Crown）米１勝
グッドヘラクレス（04 牡 サクラバクシンオー）１勝， ２６勝，福永洋一記念３着

３代母 シングルブレイド Single Blade（84 USA栗 Hatchet Man）米４勝，ガゼルＨ ，モ
ンマスオークス ２着，ポインセティアＳ ２着，ポストデブＳ ２着，コティリオ
ンＨ ３着，etc.

＊ロモーラ（92 牝 Nijinsky）不出走
ロゼットブランシュ（96 牝 ＊サンデーサイレンス）入着
ペプチドルビー（05 牝 ＊コロナドズクエスト）４勝，すばるＳ ，すずらん賞

，貴船Ｓ，太秦Ｓ ３着，室町Ｓ ３着
コスモマーベラス（02 牝 フジキセキ）７勝，愛知杯 ２着，ヴィクトリアマイル

４着，ターコイズＳ ，ターコイズＳ ，紫苑Ｓ ，etc.
マイネキラ（07 牝 ＊ロージズインメイ） ４勝，サラブレッド大賞典２着

シングルゴアー Single Goer（94 牝 Easy Goer）米１勝
ノーランズキャット Nolan's Cat（02 Catienus）米・加５勝，ドミニオンデイＳ

２着，ベルモントＳ ３着，スーパーダービー ３着
カモンマム Comeonmom（96 牡 ＊ジョリーズヘイロー）首・米２勝，レムゼンＳ ，マク

トゥームチャレンジＲ３３着，種牡馬
クールグールCool Ghoul（99 牝 Silver Ghost）米１勝

ダグナビト Dagnabit（06 牡 Freud）米３勝，トレモントＳ

４代母 シングルトラック Single Track（73 USA栗 Stage Door Johnny）不出走

５代母 クリアロード Clear Road（57 USA栗 Hasty Road）米９勝，フィレンツェＨ，アラ
バマＳ２着，テストＳ３着
［曾孫］ マスタースピーカーMaster Speaker（85 牡 Master Willie）米１１勝，パターソン

Ｈ ，ベンアリＳ ，レッドバンクＨ ２着，リッグズＨ ２着，メドー
ランズＣ ３着，etc.，種牡馬

生産牧場 北海道浦河町絵笛
駿河牧場

購買市場 北海道サマーセール ３，１５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星環鼻梁鼻白上唇白・珠目二・
波分・初地

－ 60 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

26 ジルニーナの１１ ・鹿 ３／１８

マツリダゴッホ
鹿 2003

－新種牡馬－

ジルニーナ
鹿 2004

＊サンデーサイレンス

＊ペイパーレイン

＊オジジアン

サクラメグミ

Halo
Wishing Well
Bel Bolide

＊フローラルマジック
Damascus
Gonfalon
マルゼンスキー
スーパービツク

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊ウオーホイツスル） 4 c

5 代までにクロスなし

母 ジルニーナ（04 鹿 ＊オジジアン） 出走
〔産駒馬名登録数：２〕
メイショウオオダマ（08 牡 黒鹿 メイショウオウドウ） 出走
アビリティラヴ（10 牡 鹿 ＊マイネルラヴ） 入着２回

２代母 サクラメグミ（86 黒鹿 マルゼンスキー）３勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ ３着，フロ
ーラＳ ，アイビーＳ
サクラスイートキス（96 牝 ＊アーミジャー）４勝，バレンタインＳ

サクラレイリ（02 牝 サクラバクシンオー）１勝
サクラベル（08 牝 サクラプレジデント） ２勝，クローバー賞 ，葵Ｓ ２着
サクラエミネント（09 牝 サクラプレジデント） １勝

サクラアーバン（03 牝 ＊スキャターザゴールド）１勝， １５勝
サクラスウィープ（04 牝 ＊グラスワンダー）１勝
サクラフォルトゥナ（05 牝 ＊サウスヴィグラス）１勝

サクラティガー（98 ＊アーミジャー）５勝，鎌倉特別

３代母 スーパービツク（78 黒鹿 ＊ボールドリツク） ２勝
リバルドセブン（83 牡 ＊パーソナリテイ）４勝，高尾特別，雄国沼特別
アサカプリンセス（87 牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝

アサカグリッターズ（93 牝 ＊クリスタルグリツターズ）１勝
サクラハイスピード（88 牡 トウシヨウボーイ）３勝， ８勝，東京盃（２回），グラン

ドＣｈ２０００，関東盃，埼玉新聞杯，etc.

４代母 ＊ウオーホイツスル（68 GB黒鹿 Whistler）英１勝
［子］ ウインホイッスル（84 牝 ＊ソーブレスド）２勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ ２着，

クイーンＣ ３着，白菊賞，オータムスプリントＳ ２着
サクラマンゲツ（79 牡 ＊テスコボーイ）２勝，山吹賞

［孫］ トミノミキオー（97 牡 ＊リズム）１１勝，名古屋ＲＣ開設記念２着
レッドマルス（93 牡 ＊フオテイテン）５勝，ＴＶ静岡賞，赤穂特別，能生特別
エトワールパッサー（91 牝 メイワパツサー）４勝，道新スポ杯

［曾孫］ コスモプロムナード（02 牝 ＊マイネルラヴ）１勝， １勝，のじぎく賞２
着，東海クイーンＣ３着

生産牧場 北海道浦河町上向別
田中スタッド

購買市場 北海道サマーセール ７，４５５，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 額鼻梁刺毛・珠目二・髪中・右頚中・
波分長

－ 61 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

27 クインオブオールディーの１１ ・黒鹿 ４／２７

＊バゴ
黒鹿 2001

＊クインオブオールディー
黒鹿 1998

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

Kris S.
クリスエス

Scouting
スカウティング

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie
Roberto
Sharp Queen
Woodman
Cast the Die

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Flambino ～ Flambette） 17 b

Mr. Prospector S 4×M 4

母 ＊クインオブオールディー（98 USA黒鹿 Kris S.）米１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（１２）〕
バーラプレッタ（04 牝 黒鹿 Grand Slam） ７勝
バクシンミノル（05 牡 鹿 サクラバクシンオー）１勝， 入着
シルクオールディー（07 牡 青 マンハッタンカフェ）３勝，阿寒湖特別（２６００）
レディオブトゥデイ（08 牝 黒鹿 タニノギムレット） ４勝
ブラックトップ（09 牝 黒鹿 ＊ケイムホーム） １勝
ヒミノコンドル（10 牡 鹿 ゴールドアリュール） 出走

２代母 スカウティング Scouting（91 USA鹿 Woodman）不出走
スカウンティングフォアスター Scoutingforastar（96 牝 Theatrical）不出走

チーフマジストレイトChief Magistrate（00 Judge T C）米１３勝

３代母 キャストザダイ Cast the Die（73 USA鹿 Olden Times）米１４勝，スリーピジョンズ
Ｈ ，イーグレットＨ ２着
フェイツリウォード Fate's Reward（82 牝 Key to the Mint）米４勝

フェイトフル Fateful（88 牝 Topsider）英２勝
ポインツオヴグレイス Points of Grace（05 牝 Point Given）米・加７勝，ダンスス
マートリーＳ ，ダンススマートリーＳ ３着，リヴァーメモリーズＳ

ラヴリーレイター Lovely Later（93 牝 Green Dancer）不出走
ラヴリーアフタヌーン Lovely Afternoon（01 牝 Afternoon Deelites）米４勝，ア
ーリントンオークス

デヴィルズオーキッド Devil's Orchid（87 牝 Devil's Bag）米１０勝，サンタモニカＨ ，デ
ィスタフＨ ，ベッドオーロージズＨ ，サンタモニカＨ ２着，ガーデンステイ
トパークＢＣＨ ２着，ランチョベルナルドＨ ２着，ラスフローレスＨ ２着，
バーバラフリッチーＨ ２着，ジェニュインリスクＳ ３着，エイグリームＨ
３着，ジューンダーリンＳ ，ラハブラＳ ３着
ユニフィケイション Unification（03 牡 Dixie Union）首・米・加２勝，グレイＳ ，

種牡馬
ダブルシクセズ Double Sixes（90 牝 Gone West）米８勝，ピムリコディスタフＨ ，カラセル

Ｓ ２着，ネリーモースＳ ３着，ダヴォナデイルＨ ３着，アンアランデルＳ ３
着

生産牧場 北海道新冠町東川
須崎牧場

購買市場 北海道サマーセール ４，２００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 星・珠目上・髪中・右沙流上・
右後一白

－ 62 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

28 ホッカイラヴの１１ ・栗 ４／ ４

＊オペラハウス
鹿 1988

ホッカイラヴ
栗 1998

Sadler's Wells
サドラーズウェルズ

Colorspin
カラースピン

＊アフリート

ホッカイテースト

Northern Dancer
Fairy Bridge
High Top
Reprocolor
Mr. Prospector
Polite Lady

＊ノーザンテースト
ニホンピロオーロラ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊フロリースカツプ） 3 l

Northern Dancer S 3×M 4 Lady Angela S 5×M 5 Native Dancer S 5×M 5

母 ホッカイラヴ（98 栗 ＊アフリート）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（１１）〕
ホッカイディウ（05 牡 栗 ＊ジェリ）１勝
ホッカイボンベイ（06 牡 黒鹿 フサイチソニック） ４勝
ホッカイマリリア（07 牝 鹿 アドマイヤボス） １勝
ホッカイサイモン（08 牡 鹿 ミラクルアドマイヤ） ５勝
アナコンダ（09 牝 鹿 フサイチコンコルド）１勝
ラブミートゥナイト（10 牝 栗 ＊サウスヴィグラス） １勝

２代母 ホッカイテースト（88 鹿 ＊ノーザンテースト）入着
シンコウマルロー（93 シンボリルドルフ）４勝，いわき特別，古町特別
ホッカイアレス（94 牝 シンボリルドルフ）不出走

セレブレーション（00 牡 ＊アラジ） １勝，華月賞３着
マイネルプルート（04 牡 ステイゴールド）３勝，小豆島特別

ホッカイショコラ（02 牝 スペシャルウィーク）３勝，富里特別

３代母 ニホンピロオーロラ（82 鹿 ＊イングリツシユプリンス）１勝
スターリズム（91 牝 ＊プルラリズム）不出走

マサノトルネード（95 牝 ＊アロングオール） １勝
オークトルネード（00 牡 ロイヤルタッチ） ５勝，ゴールドウィング賞２着，
ゴールドジュニア３着，新春ペガサスＣ３着

４代母 ニホンピロエバート（74 鹿 ＊チヤイナロツク）１勝
［子］ ニホンピロウイナー（80 牡 ＊ステイールハート）１６勝，安田記念 ，マイルＣ

ｈＳ （２回），京王杯スプリングＣ ，マイラーズＣ ，etc.，優短距
（３回），種牡馬

［孫］ ニホンピロスワン（97 牝 ＊パラダイスクリーク）３勝，ローズＳ ，朝日Ｃｈ
Ｃ ３着，あずさ賞，都大路Ｓ ２着，カウントダウンＳ ３着

テイエムサウスポー（98 牡 ＊フォーティナイナー）２勝，京王杯３歳Ｓ ，デ
イリー杯３歳Ｓ ２着，小倉３歳Ｓ ２着，朝日杯３歳Ｓ ５着，ファイ
ナルＳ ３着

生産牧場 北海道平取町川向
高橋 幸男

購買市場 八戸市場 ３，１５０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 流星鼻梁鼻白・下唇白・珠目上・
髪中・波分・浪門・右前左後二白

－ 63 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

29 マイネレーヌの１１ ・黒鹿 ３／ ４

ハーツクライ
鹿 2001

マイネレーヌ
鹿 2006

＊サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

＊マイネルラヴ

グレースマリヤ

Halo
Wishing Well

＊トニービン
＊ビユーパーダンス
Seeking the Gold
Heart of Joy

＊グルームダンサー
ミホグレース

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（フオーラン～ ＊アストニシメント） 7 c

Lyphard S 4×M 5×M 5

母 マイネレーヌ（06 鹿 ＊マイネルラヴ）入着
初仔

２代母 グレースマリヤ（96 鹿 ＊グルームダンサー）不出走
コスモフォーチュン（02 牝 ＊マイネルラヴ）５勝，北九州記念 ，小倉２歳Ｓ ３着，疾

風特別，鏑矢特別，れんげ賞
マイネボヌール（09 牝 ＊ロージズインメイ） ２勝，志摩特別，紅梅Ｓ ２着

コスモプラチナ（03 牝 ステイゴールド）６勝，マーメイドＳ ，天の川Ｓ，佐渡特別，
対馬特別

トーセンミネルバ（08 牝 キングカメハメハ）１勝

３代母 ミホグレース（87 鹿 アスワン）不出走
マイネルベナード（01 牡 ＊チーフベアハート）３勝，若草Ｓ ，黄菊賞，萩Ｓ ２着，芙

蓉Ｓ ２着，大阪城Ｓ ３着
イグゼキュティヴ（06 牡 ＊チーフベアハート） １勝，札幌２歳Ｓ ２着，京都２

歳Ｓ ，コスモス賞 ２着，ラベンダー賞 ３着， ２勝，ＮＡＲ優ターフ

４代母 ビユーテイマリヤ（80 黒鹿 ＊トライバルチーフ） １勝
［子］ ファイトガリバー（93 牝 ダイナガリバー）３勝，桜花賞 ，オークス ２着，

桃花賞，紅梅賞 ２着，アネモネＳ ３着
ナリタタイセイ（89 牡 ダイナガリバー）４勝，ＮＨＫ杯 ，皐月賞 ２着，若
駒Ｓ ，若菜賞，若葉Ｓ ３着

ミホベスト（84 牡 ＊サテインゴ）３勝，ニセコ特別
［孫］ ナリタプロテクター（93 牡 ＊ヘクタープロテクター）７勝，谷川岳Ｓ ，ポー

トアイランドＳ ，札幌日経ＯＰ ，吾妻小富士ＯＰ ２着，東風Ｓ ３
着，etc.， １０勝

ナンゴクジョオー（98 牝 ビワハヤヒデ） ４勝，金の鞍賞
ペガサスファイト（02 牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，アメジストＳ，木曽川
特別，障害１勝

ファイトブライアン（99 牡 ナリタブライアン）２勝，君子蘭賞
トップエクセレント（04 牝 アグネスタキオン）２勝，鹿屋特別

［曾孫］ ショウナンカンムリ（09 牡 ダイワメジャー） ２勝，はなみずき賞

生産牧場 北海道日高町豊郷
荒井ファーム

購買市場 北海道サマーセール ７，４５５，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 大流星鼻梁白鼻梁鼻小白・珠目上・
髪中・波分・左後一白

－ 64 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

30 アイビスティアラの１１ ・鹿 ３／ ８

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

－新種牡馬－

アイビスティアラ
栗 2004

＊ヘネシー

Myth
ミス

アグネスタキオン

＊シートゥシャイニングシー

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ
Devil's Bag
Avilion

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ Distinction） 2 b

Halo M 4×M 4

母 アイビスティアラ（04 栗 アグネスタキオン）入着２回
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
アイビスティ（10 牝 鹿 メイショウサムソン） ４勝，新春ペガサスＣ（１６００）２着

２代母 ＊シートゥシャイニングシー（91 USA青鹿 Devil's Bag）米２勝，レインボーメドー
ズサラブレッドＨ２着，リボンウッドファームＨ３着
オイワケトモエ（99 牝 ＊ブラックタイアフェアー）出走

キモンホワイト（05 牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，なでしこ賞
アサギヌ（00 牝 ＊ジェネラス）２勝

リワードシャンヴル（07 牡 ＊クロフネ） １３勝，福山ＣｈＳ２着，九
州ダービー栄城賞３着

ドゥフトライネン（09 牡 アドマイヤボス） ３勝，戸塚記念３着
キョウモヨロシク（02 牝 ＊ジェイドロバリー） ３勝

ケンブリッジナイス（10 牝 ＊サウスヴィグラス） １勝，東京２歳優駿牝馬２
着，ローレル賞２着

３代母 アヴィリオン Avilion（74 USA鹿 Cornish Prince）米５勝，アルシバイアディズＳ
２着

フィヌーンキャロライン Finoon Caroline（82 牝 Sauce Boat）英出走
ワンシックスナイン Onesixnine（88 牝 Trojan Fen）愛・伊７勝，ミラノ金杯 ２着，

ジョーラミアレイス ２着，トリゴーＳ ２着，オイスターＳ ２着
キュリオジェイド Curio Jade（95 牝 Varick）豪１勝，カースルメインクラシック

３着，ドゥームベンスリッパーＳ ２着
＊ディアブロ（87 牡 Devil's Bag）米９勝，トルーノースＨ ，フィンガーレイクスＨ ，ＮＹＲ

ＡマイルＨ ３着，フォアゴーＨ ３着，フォールハイウエイトＨ ３着，etc.，種牡馬
ジェネラルズミストレスGeneral's Mistress（93 牝 General Meeting）米入着

ローゼンクランス Rosencrans（01 牡 Forest Wildcat）首・米・英３勝，ＵＡＥ２０００ギ
ニー ３着，スプリングＣ

４代母 スタイルアンドグレイス Style and Grace（64 USA鹿 Olympia）不出走
［曾孫］ アナクセプタブル Unacceptable（92 牝 Irish Tower）米３勝，アストリアＳ ，

スカイラヴィルＳ ２着

生産牧場 北海道浦河町上杵臼
浦河日成牧場

購買市場 北海道サマーセール ３，１５０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 流星鼻梁小白・珠目正・髪中・左頚中・
波分長・後二白

－ 65 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

31 キャニオンリリーの１１ ・栗 ３／３０

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

－新種牡馬－

キャニオンリリー
黒鹿 1999

＊ヘネシー

Myth
ミス

＊エルハーブ

＊ミスフアピー

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn
Chief's Crown
Histoire
Fappiano
Notably

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Hasty Matelda ～ Fairly Hot） 1 n

Mr. Prospector S 4×M 4 Northern Dancer S 5×M 5 Secretariat S 5×M 5
Grand Splendor S 5×M 5

母 キャニオンリリー（99 黒鹿 ＊エルハーブ）３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（１４）〕
リリーザサン（05 牡 栗 ＊マリエンバード）入着３回， ７勝
ウィズインライアン（06 牝 鹿 メジロライアン）２勝， １勝
コスモスルス（07 牝 黒鹿 アドマイヤマックス）入着， １勝
チャンスワン（08 牡 栗 ＊オペラハウス） ５勝
ウインバース（10 牡 黒鹿 タニノギムレット） 出走

２代母 ＊ミスフアピー（84 USA鹿 Fappiano）不出走
レディープロスパー（88 牝 ミナガワマンナ）２勝， ９勝

マルハチジャルダン（00 牡 アンバーシヤダイ） ９勝，さつき賞，若葉賞
エスワンスペクター（01 牝 ＊シャンハイ） ５勝，エーデルワイス賞 ，

花吹雪賞
ディーエスコンドル（08 牡 フサイチコンコルド） ３勝，オホーツクＨ
エスワンプリンス（09 牡 ＊アジュディケーティング） ９勝，ロータス
クラウン賞，九州ダービー栄城賞，飛燕賞，中島記念２着，黒潮盃３着

エンビライナー（89 牡 ＊ブレイヴエストローマン）５勝，春風Ｓ，晩秋特別，早春賞，銀
嶺Ｓ ２着，武蔵野Ｓ ３着

キャニオンロマン（94 牡 ＊ブレイヴエストローマン） １０勝，フロンティアスプリ
ント盃，羽田盃，黒潮盃，京浜盃，金盃２着，etc.

３代母 ノータブリー Notably（73 USA黒鹿 In Reality）米６勝，ベッドオーロージズＨ
２着，コレクションＨ ３着

ノータブルソード Notable Sword（91 牝 Crusader Sword）米４勝，ガーデニアＢＣＳ ３着
ディアブロズノータブリー Diablo's Notably（95 牝 ＊ディアブロ）米２勝，ディアリープ

レシャスＳ ，ルースレスＳ ２着

４代母 ノータブルレイディNotable Lady（67 USA鹿 Sir Gaylord）不出走
［子］ ロイヤルフォーブズ Royal Forbes（78 牡 Bold Forbes）米入着２回，サンミゲ

ルＳ ２着
［曾孫］ ショフオールージュ Chauffe Au Rouge（96 Red Attack）米１８勝，ルイジア

ナダウンズＨ 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 ６，３００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 珠目二・髪中

－ 66 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

32 ピアノリサイタルの１１ ・栗 ３／２６

ダイワメジャー
栗 2001

ピアノリサイタル
鹿 1999

＊サンデーサイレンス

スカーレットブーケ

＊カーネギー

ダイナサルーン

Halo
Wishing Well

＊ノーザンテースト
＊スカーレツトインク
Sadler's Wells
Detroit

＊ノーザンテースト
シヤダイクリアー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊クヰツクランチ） 4 r

＊ノーザンテースト S 3×M 3 Northern Dancer S 4×M 4×M 4

母 ピアノリサイタル（99 鹿 ＊カーネギー）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
バックハウス（06 牡 栗 ネオユニヴァース）１勝
トーホウカクテル（07 牝 栗 タニノギムレット）１勝， 出走

２代母 ダイナサルーン（81 栃栗 ＊ノーザンテースト）３勝
ダイナマイトダディ（88 牡 サクラユタカオー）６勝，京王杯スプリングＣ ，中山記念

，京成杯 ，東京新聞杯 ２着，安田記念 ５着，朝日杯３歳Ｓ ５着，ニューイ
ヤーＳ ，クリスマスＳ ３着，種牡馬

ダディーズシューズ（92 牝 サクラユタカオー）４勝，豊栄特別，是政特別
ダディーズドリーム（99 牡 ＊トニービン）７勝，目黒記念 ３着（２回），札幌日経

ＯＰ ，烏丸Ｓ，コダマメモリアル，etc.
キュリオスレディー（94 牝 ＊トニービン）３勝，魚野川特別，べにばな賞

チェリッシュレディ（99 牝 バブルガムフェロー）出走
シルクダンディー（06 牡 ＊シンボリクリスエス）２勝， 入着，兵庫ＣｈＳ

３着
トゥナンテ（95 牡 サクラユタカオー）８勝，毎日王冠 ，北九州記念 ，愛知杯 ，小倉

大賞典 ２着，天皇賞（秋） ３着，etc.，種牡馬

３代母 シヤダイクリアー（72 栗 ＊ガーサント） ２勝
ピーチクリアー（79 牝 ＊ノーザンテースト）入着

マリリンモモコ（86 牝 ＊リアルシヤダイ）３勝
イングランディーレ（99 牡 ＊ホワイトマズル）６勝，天皇賞（春） ，日経賞 ，
ダイヤモンドＳ ，etc.， ２勝，ブリーダーズＧＣ ，白山大賞典
，etc.，種牡馬

ヤングノーブル（91 牡 ＊ミルジヨージ） ２０勝，日本海シーサイドＣ，新潟記念，
三条記念，朱鷺大賞典，東北サラ大賞典２着，etc.

ノーザンクリアー（83 牝 ＊ノーザンテースト）不出走
クリアーチャンス（89 牝 ＊デイクタス）３勝
クリアーベース（96 ＊サンデーサイレンス） ２３勝，九州王冠
マッキーマックス（00 牡 ダンスインザダーク）３勝，ダイヤモンドＳ ，産経
大阪杯 ２着，シンザン記念 ２着，きさらぎ賞 ３着，菊花賞 ５着，etc.

生産牧場 北海道新ひだか町三石稲見
片山牧場

購買市場 北海道オータムセール ５，２５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 大流星鼻梁鼻大白断上下唇小白・
珠目上・髪中・波分・右後一白

－ 67 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

33 フェレットの１１ ・鹿 ５／ １

＊バゴ
黒鹿 2001

フェレット
鹿 1997

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

＊サンデーサイレンス

＊フェルモイ

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie
Halo
Wishing Well
Irish River
Victoress

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Royal Statute ～ Queen's Statute） 22 b

Halo M 3×S 5 Northern Dancer S 4×M 5 Mr. Prospector S 4×M 5

母 フェレット（97 鹿 ＊サンデーサイレンス）入着３回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－１（１）〕
ホクセツキングオー（07 牡 鹿 ＊サウスヴィグラス） ４勝，伊良湖特別（Ｄ１４００）
ランスブレイク（08 牡 鹿 ＊グラスワンダー）出走， 地方不出走
クラウンビアンコ（09 牡 鹿 ＊ホワイトマズル） １勝
ヴァイスドール（10 牝 芦 ＊スウェプトオーヴァーボード） 出走

２代母 ＊フェルモイ（89 USA鹿 Irish River）英２勝
＊アバンダンメント（95 牝 Caerleon）愛１勝，ロチェスタウンＳ ２着

マッチメイト（03 牡 ＊クロコルージュ）４勝，仲秋特別，別府特別
メッサーシュミット（05 ＊スクワートルスクワート）２勝，ひまわり賞 ，フェ

ニックス賞 ３着
パリスドール（07 牝 サイレントハンター）２勝，ひまわり賞

フェリシア（02 牝 ＊グラスワンダー）２勝，フェアリーＳ ，ファルコンＳ ２着

３代母 ヴィクトレスVictoress（84 USA鹿 Conquistador Cielo）仏１勝
グインGwynn（97 牝 Darshaan）不出走

ガニョア Gagnoa（05 牝 Sadler's Wells）愛・仏３勝，ペネロープ賞 ，レゼルヴォワ
ール賞 ，仏オークス ２着，サンタラリ賞 ２着，愛オークス ３着

プールモワ Pour Moi（08 牡 Montjeu）英・仏３勝，英ダービー ，グレフュール賞
，ラフォルス賞 ３着，種牡馬

４代母 ロイヤルスタチュートRoyal Statute（69 CAN鹿 Northern Dancer）米１勝
［曾孫］＊ヘクタープロテクター（88 牡 Woodman）英・仏９勝，仏２０００ギニー ，ジャッ

クルマロワ賞 ，仏グランクリテリヨム ，モルニー賞 ，サラマンドル
賞 ，フォンテヌブロー賞 ，カブール賞 ，ラフレーシュ賞 ，種牡馬

＊ラムタラ（92 牡 Nijinsky）英・仏４勝，英ダービー ，凱旋門賞 ，Ｋジョー
ジ六世＆ＱエリザベスＳ ，ワシントンシンガーＳ ，種牡馬

ボスラシャム Bosra Sham（93 牝 Woodman）英７勝，英１０００ギニー ，英チャ
ンピオンＳ ，フィリーズマイル ，プリンスオヴウェイルズＳ ，ブリ
ガディアジェラルドＳ ，フレッドダーリングＳ ，クイーンエリザベ
ス二世Ｓ ２着，エクリプスＳ ３着

生産牧場 北海道新ひだか町三石本桐
藤巻 則弘

購買市場 北海道サマーセール ３，１５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 珠目正・吭搦左・左初地

－ 68 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

34 ディマーの１１ ・栗 ５／３１

＊サウスヴィグラス
栗 1996

＊ディマー
鹿 1998

＊エンドスウィープ

＊ダーケストスター

Caerleon
カーリアン

Kalikala
カリカラ

＊フォーティナイナー
Broom Dance
Star de Naskra
Minnie Riperton
Nijinsky
Foreseer
Darshaan
Kalkeen

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Kalkeen ～ Masaka） 5 e

Northern Dancer M 4×S 5

母 ＊ディマー（98 UAE鹿 Caerleon）愛出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（２）〕
ハーリカ（05 牝 黒鹿 ＊ブライアンズタイム）２勝
フィールドヤマト（08 牡 黒鹿 チアズブライトリー） １勝
シーキングザスター（09 牝 鹿 ＊シーキングザダイヤ）１勝
マイネルリネージ（10 牡 鹿 ニューイングランド） １勝

２代母 カリカラ Kalikala（86 IRE 黒鹿 Darshaan）仏１勝，ポルトドパシー賞 ３着
カラジャナ Kalajana（91 牝 Green Dancer）仏２勝，クレオパトル賞
カラボ Kalabo（92 牡 Trempolino）首・英５勝，キングエドワード七世Ｓ ３着，シルヴ

ァータンカードＳ ，トロイＳ ２着，サールビーＳ ３着

３代母 カルキーン Kalkeen（74 IRE 鹿 Sheshoon）仏４勝，クレオパトル賞 ２着，ロワイ
ヨモン賞 ２着，セーヌ賞
カディッシャ Kadissya（79 牝 Blushing Groom）仏２勝，テーヴ賞

カヒャシ Kahyasi（85 牡 ＊イルドブルボン）愛・英・仏５勝，英ダービー ，愛ダー
ビー ，リングフィールドダービートライアルＳ ，ニエル賞 ２着，種牡馬

＊カディザデー（88 牝 Darshaan）愛・英入着２回
サニングデール（99 牡 ＊ウォーニング）７勝，高松宮記念 ，ＣＢＣ賞 ，阪急
杯 ，函館スプリントＳ ，ファルコンＳ ，高松宮記念 ２着，阪急杯
２着，セントウルＳ ３着，シルクロードＳ ３着（２回），橘Ｓ ，秋風Ｓ
２着，ＪＢＣスプリント ３着，種牡馬

カシュカKashka（83 牝 The Minstrel）仏１勝
キーチェインジ Key Change（93 牝 Darshaan）愛・英・仏４勝，ヨークシャーオー

クス ，愛セントレジャー ２着，リブルズデイルＳ ２着，愛オークス ３
着，バリーサックスＳ

カラタKalata（84 牝 Assert）仏出走
キサンガ Kithanga（90 牝 Darshaan）愛・英・仏３勝，セントサイモンＳ ，パークヒ

ルＳ ２着，愛セントレジャー ３着，ガルトレスＳ ，ゴドルフィンＳ ３着
ミランMilan（98 牡 Sadler's Wells）愛・米・英・仏３勝，英セントレジャー ，
グレイトヴォルティジュールＳ ，ＢＣターフ ２着，リュパン賞 ３着，
バリーサックスＳ ２着，種牡馬

生産牧場 北海道新冠町高江
中本 隆志

購買市場 北海道サマーセール ３，１５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星鼻梁小白・珠目上・吭搦・右髪中・
頚中

－ 69 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

35 コロナガールの１１ ・栗 ２／１７

デュランダル
栗 1999

コロナガール
栗 2005

＊サンデーサイレンス

サワヤカプリンセス

＊コロナドズクエスト

タガノブルードレス

Halo
Wishing Well

＊ノーザンテースト
＊スコツチプリンセス
＊フォーティナイナー
Laughing Look
フジキセキ

＊スパート

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Bayou ～ Bourtai） 9 f

＊サンデーサイレンス S 2×M 4

母 コロナガール（05 栗 ＊コロナドズクエスト）１勝
初仔

２代母 タガノブルードレス（96 鹿 フジキセキ）２勝
タガノマーシャル（03 牡 ＊コマンダーインチーフ）５勝，初夢Ｓ，加古川特別，ＴＶｈ賞，

野路菊Ｓ ２着， １勝
タンゴノセック（04 牡 ＊アフリート）３勝， １０勝，珊瑚冠賞，二十四万石賞，

黒潮スプリンターズＣ，高知県知事賞２着，報知オールスターＣ３着，オグリキャ
ップ記念３着

３代母 ＊スパート （91 USA鹿 Proper Reality）不出走
タガノフォーティ（98 牡 ＊フォーティナイナー）６勝，エルムＳ ３着，ペルセウスＳ

，オアシスＳ ，仁川Ｓ ，伏竜Ｓ ，飛梅賞

４代母 アルーヴィアルAlluvial（69 USA栗 Buckpasser）不出走
［子］ コースタル Coastal（76 牡 Majestic Prince）米８勝，ベルモントＳ ，モンマス

招待Ｈ ，ドゥワイアＳ ，ピーターパンＳ ，ウッドワードＳ ２着，
ジョッキークラブゴールドＣ ３着，マールボロＣ ３着，種牡馬

スルーオゴールド Slew o' Gold（80 牡 Seattle Slew）米１２勝，ジョッキークラ
ブゴールドＣ （２回），ウッドメモリアルＳ ，ホイットニーＨ ，ウッ
ドワードＳ ，etc.，種牡馬

［孫］ スリープイージー Sleep Easy（92 牝 Seattle Slew）米４勝，ハリウッドオーク
ス ，レイルバードＳ ，サンタマルガリータＨ ２着，デルマーオーク
ス ２着，エルエンシノＳ ２着，etc.

アプティチュード Aptitude（97 牡 A.P. Indy）首・米５勝，ハリウッドゴール
ドＣ ，ジョッキークラブゴールドＣ ，サラトガＢＣＨ ，ケンタッキ
ーダービー ２着，ベルモントＳ ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ ラティス Lattice（04 Arch）米４勝，アメリカンダービー ，ルイヴィルＨ
ステイトオヴプレイ State of Play（09 牡 War Front） 米３勝，ウィズアンテ
ィシペイションＳ ，トランシルヴァニアＳ ３着，Ｊバターリアメモ
ーリアルＳ

生産牧場 北海道浦河町杵臼
信岡牧場

購買市場 北海道サマーセール ３，１５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星鼻梁白鼻梁小白鼻白断上唇小白・
珠目上・波分

－ 70 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

36 ブライアンズソノの１１ 牡・鹿 ４／１８

エイシンデピュティ
栗 2002

－新種牡馬－

ブライアンズソノ
鹿 2000

＊フレンチデピュティ

＊エイシンマッカレン

マヤノトップガン

シスターソノ

Deputy Minister
Mitterand
Woodman
Ladanum

＊ブライアンズタイム
＊アルプミープリーズ
＊ナスルエルアラブ
ロジータ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊チツプトツプ） 4 m

Green Dancer S 4×M 5

母 ブライアンズソノ（00 鹿 マヤノトップガン） ５勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ドリームズオープン（08 牝 栗 ＊ティンバーカントリー） ２勝

２代母 シスターソノ（91 黒鹿 ＊ナスルエルアラブ）２勝，もちの木賞，エルフィンＳ ２着
イブキコマンダー（96 牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，フリージア賞
レギュラーメンバー（97 牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝， ３勝，ＪＢＣク

ラシック ，ダービーＧＰ ，川崎記念 ，東京大賞典 ２着，ブリーダーズＧＣ
３着，種牡馬

３代母 ロジータ（86 鹿 ＊ミルジヨージ） １０勝，川崎記念，東京大賞典，東京王冠賞，東
京ダービー，羽田盃，etc.
オースミサンデー（94 牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，弥生賞 ２着
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 ，朝日ＣｈＣ ，京

都記念 ２着，朝日ＣｈＣ ２着，天皇賞（秋） ４着，etc.
カネツフルーヴ（97 牡 ＊パラダイスクリーク）６勝，スプリングＳ ３着，フェブラリ

ーＳ ４着，丹沢Ｓ，北山Ｓ，洞海湾Ｓ，八坂特別，つばき賞， ４勝，帝王賞
，川崎記念 ，オグリキャップ記念 ，ダイオライト記念 ，オグリキャップ記
念 ２着，ＪＢＣクラシック ３着，川崎記念 ４着，種牡馬

エルフィン（00 牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
ビバサムシング（07 牝 ＊ムーンバラッド）２勝，礼文特別，すずらん賞 ２着，クロ

ーバー賞 ３着
アクイレジア（01 牝 ＊フォーティナイナー）３勝，端午Ｓ ， 入着２回，ジャパンＤ

ダービー ２着，関東オークス ２着
オースミイレブン（07 牡 ＊クロフネ） ５勝，甲南Ｓ

４代母 メロウマダング（81 鹿 ＊マダング） ３勝
［子］ テーケーレディー（96 牝 ＊スマコバクリーク） ３勝，東京３歳優駿牝馬

デントロビウム（91 牝 ＊ミルジヨージ） １１勝，クイーン賞３着
［孫］ ダンツウィニング（05 牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，梅花賞，若葉Ｓ ２

着，すみれＳ ３着
センノカゼ（05 牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，鴨川特別

生産牧場 北海道浦河町野深
村下 清志

購買市場 北海道サマーセール ４，９３５，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 額刺毛・珠目正・波分長・左沙流上・
左後一白・右後小白

－ 71 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

37 グランドホイッスルの１１ 牡・鹿 ３／ ６

＊パイロ
黒鹿 2005

－新種牡馬－

グランドホイッスル
鹿 2001

Pulpit
プルピット

Wild Vision
ワイルドヴィジョン

シアトルスズカ

クチブエ

A.P. Indy
Preach
Wild Again
Carol's Wonder
Theatrical

＊サザナミ
＊アサティス
アイシャドー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊スヰート） 1 s

Seattle Slew S 4×M 5 Northern Dancer M 5×M 5

母 グランドホイッスル（01 鹿 シアトルスズカ）３勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ユニコーンブースト（09 牝 鹿 ＊サウスヴィグラス） ２勝

２代母 クチブエ（94 鹿 ＊アサティス）１勝
スーパーパワー（05 牡 ＊スキャターザゴールド）入着， １４勝，金盃，勝島王冠

３代母 アイシャドー（86 鹿 ＊エンペリー）４勝，ＳＴＶ賞
アイビートユー（93 牝 ヤマニンスキー）４勝

ハテンコウ（09 牡 スズカマンボ） ４勝，ＯＲＯＣ２着，オパールＣ３着
ドリーミーアイ（95 牝 ＊カコイーシーズ）不出走

タマモゲット（00 牡 タマモクロス）２勝，ロベリア賞
ブルーアイ（01 牝 サニーブライアン）３勝，新涼特別
タマモグレアー（04 ジェニュイン）４勝，シャングリラ賞，障害４勝，京都ハイ

ジャンプ
タマモブラウン（08 牡 ＊ブライアンズタイム） ３勝，木古内特別，わらび賞

ダイワビーコン（96 牡 ＊アサティス）入着５回， ６勝，吉野ヶ里記念３着

４代母 スイートベルン（80 鹿 ＊パーソロン）出走
［子］ ユーワジェームス（84 牡 ＊モガミ）３勝，ＮｚＴ４歳Ｓ ，有馬記念 ２着，

菊花賞 ３着，目黒記念 ３着，水仙賞，ジュニアＣ ２着，種牡馬
カゲマル（85 牡 ＊モガミ）６勝，朝日杯３歳Ｓ ３着，鳴尾記念 ３着，ステ
イヤーズＳ ３着，大雪Ｈ，修学院Ｓ，ＴＶ山梨杯，立冬特別，白菊賞，道
新杯 ２着

［孫］ オトメザ（93 牝 ＊アサティス）４勝，道新スポ賞，ニセコ特別
ビクトリーアップ（93 ＊アサティス）入着７回，障害４勝，中山大障害（秋）

［曾孫］ ダイヤアストライア（07 牝 ＊ホワイトマズル） ２勝，花吹雪賞，飛燕賞３着
ダイヤノゲンセキ（08 ＊ホワイトマズル） ２勝，メルボルンＴ， ２勝

５代母 スイートエイト（64 芦 ＊ゲイタイム）２勝
［孫］ サクラガイセン（80 牡 ＊パーソロン）８勝，ＡＪＣＣ ，天皇賞（春） ２着，

宝塚記念 ２着，日経賞 ３着，有馬記念 ５着，etc.，種牡馬

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 ８，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 額刺毛・珠目上・波分長・左前右後二白

－ 72 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

38 グラスレビンの１１ 牡・鹿 ４／ ７

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

－新種牡馬－

グラスレビン
鹿 2000

＊ヘネシー

Myth
ミス

＊ブライアンズタイム

＊アナボタフォゴ

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn
Roberto
Kelley's Day
Danzig
Graceful Touch

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Soaring ～ Lindos Ojos） 12 c

Northern Dancer M 4×S 5 Raise a Native S 5×M 5 Ribot M 5×M 5
Flower BowlM 5×M 5

母 グラスレビン（00 鹿 ＊ブライアンズタイム） ２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２７）〕
グラスグローリー（07 牡 鹿 サクラバクシンオー） ２４勝
キタサンオーゴン（10 牡 栗 マーベラスサンデー） ３勝

２代母 ＊アナボタフォゴ（91 USA鹿 Danzig）伯２勝
グレイスフルムーヴ（05 牝 ＊アフリート）３勝， ４勝

３代母 グレイスフルタッチGraceful Touch（78 USA鹿 His Majesty）米４勝
グレイスフルダービー Graceful Darby（84 牝 Darby Creek Road）米８勝，ヴァイオレッ

トＨ ，クイーンシャーロットＨ ，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ招待Ｓ ，ニ
ジャナＳ ，デムワゼルＳ ３着，etc.

グレイスフルクリークGraceful Creek（85 牝 Darby Creek Road）米入着２回
ストールクリーク Stalcreek（90 牝 Stalwart）米５勝，ラカニャーダＳ ，リンダヴィ

スタＨ ，サンタアニタオークス ２着，サンタマルガリータＨ ３着，エル
エンシノＳ ３着，etc.

アメリフローラAmeriflora（89 牝 Danzig）不出走
＊グラスワンダー（95 牡 Silver Hawk）９勝，有馬記念 （２回），宝塚記念 ，朝日杯

３歳Ｓ ，毎日王冠 ，京王杯スプリングＣ ，京成杯３歳Ｓ ，安田記念
２着，アイビーＳ ，優２牡，特別賞，種牡馬

ワンダーアゲンWonder Again（99 牝 Silver Hawk）米７勝，ダイアナＨ ，ガーデンシ
ティＨ ，ニューヨークＨ ，レイクプラシドＨ ，ノーブルダムゼルＨ ，etc.

＊レッドレイヴン（10 牡 Smart Strike） ２勝，東スポ杯２歳Ｓ ２着，百日草特別
トリビュレイション Tribulation（90 牝 Danzig）米５勝，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ

，ギャロレットＨ ，ボイリングスプリングズＨ ，イエローリボン招待Ｓ ２
着，ブラックヘレンＨ ３着

＊ミズナ（02 牝 Dubai Millennium）不出走
アドマイヤタイシ（07 牡 Singspiel） ４勝，中山金杯 ２着，朝日ＣｈＣ

２着，福島記念 ２着，ムーンライトＨ，須磨特別
ボールドホーク Bold Hawk（04 Silver Hawk）米３勝，ホーソーンダービー ，ハ

リウッドダービー ３着

生産牧場 北海道新ひだか町三石旭町
山際セントラルスタッド

購買市場 北海道サマーセール ７，３５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 珠目上・髪中・右後一白

－ 73 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

39 エンゼルアーチの１１ 牡・栗 ４／１２

ゴールドアリュール
栗 1999

＊エンゼルアーチ
鹿 2004

＊サンデーサイレンス

＊ニキーヤ

Smart Strike
スマートストライク

Maid's Broom
メイズブルーム

Halo
Wishing Well
Nureyev
Reluctant Guest
Mr. Prospector
Classy 'n Smart
Deputy Minister
Overreaction

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ Wavelet） 9

Northern Dancer S 4×M 5 Nodouble M 4×M 5

母 ＊エンゼルアーチ（04 USA鹿 Smart Strike）米入着２回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－１（１）〕
サンズアウトガンズアウト Suns Out Guns Out（09 USA牡 鹿 ＊エンパイアメーカー）

米１勝
ブルーバレット（10 牝 黒鹿 First Defence） １勝

２代母 メイズブルームMaid's Broom（88 USA黒鹿 Deputy Minister）米１勝
テンピンズ Tenpins（98 牡 Smart Strike）米９勝，ワシントンパークＨ ，プレーリーメ

ドーズコーンハスカーＨ ，フィリップＨアイズリンＢＣＨ ，ファイエットＳ
，ウィリアムＤシェーファーＨ ，etc.，種牡馬

３代母 オーヴァリアクション Overreaction（80 CAN栗 Nodouble）米４勝，ポインセティ
アＳ ２着
デヴィルズデスティニーDevil's Destiny（91 牝 Devil's Bag）不出走

デヴィルズコネクションDevil's Connection（96 牝 Danzig Connection）米２勝
シャキールズベスト Shakeel's Best（06 牝 Shakeel） 米４勝

４代母 バンビーティーティーBambee T.T.（73 USA栗 Better Bee）米２勝
［子］ プティルー Petit Loup（89 牡 Danzig）西・米・英・伊・独・仏１４勝，ミラノ

大賞 ，ジャンドショードネイ賞 ，エドゥヴィル賞 ，ジョッキークラ
ブ大賞 ２着，ミラノ大賞 ２着，etc.，種牡馬

アスコットナイト Ascot Knight（84 牡 Danzig）愛・英２勝，ヨークインターナ
ショナルＳ ２着，ダンテＳ ２着，サンダウンマイル ３着，メッカブ
ックメイカーズクラシック ３着，スコティッシュダービー ，種牡馬

バウンディングアウェイ Bounding Away（81 牝 Vice Regent）米６勝，ＥＰテ
イラーＳ ２着，ブリーダーズＳ ，ワンダーホエアＳ ，ラプレヴォワ
イヤントＳ ，レイディアンジェラＳ ３着

［孫］ リージェンツフォリー Regent's Folly（88 牝 Touching Wood）英２勝，英プリ
ティポリーＳ ３着

シアトルヴァイス Seattle Vice（90 牝 Seattle Song）米５勝，ベルマホーンＳ
３着

［曾孫］ イオニア Ionia（00 牝 Indian Charlie）米２勝，アノアキアＳ ３着

生産牧場 北海道厚真町幌里
大川牧場

購買市場 北海道サマーセール ３，６７５，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 流星鼻梁小白断鼻梁小白鼻白断上唇小白・
珠目上・右髪中・右頚中・波分

－ 74 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

40 レイナフェリスの１１ 牡・鹿 ４／２３

＊アルデバラン
鹿 1998

レイナフェリス
黒鹿 2000

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

＊コマンダーインチーフ

オギティファニー

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance

＊ダンシングブレーヴ
Slightly Dangerous

＊スマコバクリーク
テイーアツプ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ケンタツキー～ ＊セレタ） 1 b

Mr. Prospector S 2×M 4 Raise a Native S 3×M 5×M 5 Northern Dancer S 5×M 5
Sir Ivor S 5×M 5

母 レイナフェリス（00 黒鹿 ＊コマンダーインチーフ） ２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
フェリスクイーン（06 牝 黒鹿 キングカメハメハ） ２勝
ブニョール（08 牝 鹿 ＊ロージズインメイ） 入着
カリスマサンタイム（10 牡 黒鹿 ＊ブライアンズタイム） １勝

２代母 オギティファニー（91 鹿 ＊スマコバクリーク）６勝，ダービー卿ＣｈＴ ，札幌ス
プリントＳ ２着，札幌スプリントＳ ３着，キーンランドＣ ，ユートピアＳ，上総
特別，湯沢特別，白樺賞 ２着，アメジストＳ ２着，クリスマスＳ ２着
マッキーヴォーグ（98 牝 ダンスインザダーク）出走

マッキーバクシン（03 牡 サクラバクシンオー）３勝，別府特別，豊橋特別
マッキーコバルト（06 牡 ジャングルポケット） ４勝，美利河特別，三河特別

スパイシーキティ（03 牝 ＊タバスコキャット） ５勝
シーギリヤガール（10牝 スターリングローズ）１勝，すずらん賞 ， ２勝，栄冠賞

３代母 テイーアツプ（84 黒鹿 ＊ソーブレスド）２勝，岩室特別
トップアーティスト（90 牡 ＊ハードツービート） １１勝

４代母 イチコ（64 栗 ＊ダイハード）６勝，クイーンＣ，オークス４着，日吉特別，フリージ
ア特別
［子］ アンセルモ（72 牝 ＊ホワイトフアイア）５勝，牝馬東タイ杯，クイーンＳ，安

田記念３着，牝馬東タイ杯３着，佐渡Ｓ，あやめ賞
アニマ（73 牝 ＊セルテイツクアツシユ）４勝，鳥海山特別

［孫］ ナナサワ（80 牡 タケシバオー）３勝，若鮎賞 ， １勝
タニノバルカローラ（81 牡 ＊サーグラウスターク）４勝，金蹄賞，成田特別，
姫川特別

ブラツドグリーン（81 牝 グリーングラス）２勝，３歳抽せん馬特別
［曾孫］ ライデンガール（95 牝 ワカオライデン） ５勝，サラ・プリンセス特別，新

緑賞３着
ブルーワンライデン（99 牡 ワカオライデン） ５勝，２歳優駿若駒賞２着
カイウンカツヒメ（90 牝 スズカコバン）３勝，大日岳特別

生産牧場 北海道厚真町浜厚真
阿部 栄乃進

購買市場 北海道サマーセール ９，４５０，０００円円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 流星鼻梁白断鼻白断上唇白・珠目上・
波分・初地・右沙流上・左後細長白

－ 75 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

41 カリカーの１１ 牡・栗 ４／ １

＊カリズマティック
栗 1996

＊カリカー
栗 1999

Summer Squall
サマースコール

Bali Babe
バリベイブ

Gulch
ガルチ

Iviza
イヴィーサ

Storm Bird
Weekend Surprise
Drone
Polynesian Charm
Mr. Prospector
Jameela
Sadler's Wells
Ivy

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Durga ～ Ghazni） 1 l

Northern Dancer S 4×M 4 Sir Gaylord S 4×M 5 Bold Ruler S 5×S 5
Somethingroyal S 5×S 5

母 ＊カリカー（99 USA栗 Gulch）英出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
シゲルチニカ（05 牝 栗 ＊グラスワンダー） ３勝

２代母 イヴィーサ Iviza（90 IRE 鹿 Sadler's Wells）英・仏１勝，リブルズデイルＳ ２着，
ミュージドラＳ ２着，フィリーズマイル ３着
イレクトロライザー Electrolyser（05 Daylami） 首・英・仏４勝，グッドウッドＣ

２着，サガロＳ ３着，ファーザーフライトＳ ，フェンウルフＳ ，グッドウッ
ドマーチＳ ２着，イシャーＳ ３着

３代母 アイヴィ Ivy（81 USA鹿 Sir Ivor）米入着２回
イヴレア Ivrea（87 牝 Sadler's Wells）米・英１勝，リブルズデイルＳ ２着，ランカシャ

ーオークス ３着，ミュージドラＳ ３着
＊コルチカ（96 牝 Machiavellian）仏３勝

トシキャンディ（06 牝 バブルガムフェロー） ５勝，プロキオンＳ ，春風
Ｓ，浦安特別， ７勝

アイヴィアナ Ivyanna（89 牝 Reference Point）愛・伊・仏３勝，伊オークス
＊スノーフレーク （98 牝 Caerleon）愛・米・英４勝，英ナッソーＳ ２着，リロイ

Ｈ ２着
アッパーライン Upperline（07 牝 Maria's Mon） 米・加９勝，アーリントンメ
イトロンＳ ，ビウィッチＳ ，アーリントンオークス ，スピンスターＳ
３着，ゴールデンロッドＳ ３着，モデスティＨ ３着，ヒアカムズザブ
ライドＳ ３着，ダウイジャーＳ ，トリリウムＳ ，バイユーＨ ，トリ
リウムＳ ２着，バイユーＨ ２着，ダウイジャーＳ ２着

フォーリングインラヴ Falling in Love（91 牝 Sadler's Wells）愛出走
ゴールデンテンパー Golden Temper（96 牝 ＊フォーティナイナー）米６勝，ドグウ

ッドＳ ，ダヴォナデイルＳ ２着，アイオワオークス ，ガウエルＳ ２着
アイヴィリーフ Ivy Leaf（94 牝 Nureyev）愛入着３回

ディスティンクション Distinction（99 ＊デインヒル）英・豪８勝，グッドウッド
Ｃ ，アスコットゴールドＣ ２着，ロンズデイルＣ ２着，アスコットゴー
ルドＣ ３着，サガロＳ ３着，イシャーＳ ，フェンウルフＳ ，アストン
パークＳ ，シルヴァーＣ ，トロイＳ

生産牧場 青森県八戸市
谷川 博勝

購買市場 八戸市場 ３，１５０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 流星鼻梁小白・珠目正・髪中・後二白

－ 76 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

42 パディントンの１１ 牡・黒鹿 ３／ １

＊バゴ
黒鹿 2001

パディントン
黒鹿 2003

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

＊スキャターザゴールド

エリモハスラー

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie
Mr. Prospector
Dance Smartly

＊ブレイヴエストローマン
＊デプグリーフ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Bayou ～ Bourtai） 9 f

Mr. Prospector M 3×S 4 Northern Dancer S 4×M 5 Nasrullah S 5×M 5

母 パディントン（03 黒鹿 ＊スキャターザゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
エリモゲイル（09 牡 黒鹿 メイショウボーラー）出走， 地方不出走

２代母 エリモハスラー（88 黒鹿 ＊ブレイヴエストローマン）出走
エリモハリアー（00 ＊ジェネラス）９勝，函館記念 ，函館記念 （２回），オール

カマー ３着，金鯱賞 ３着，etc.

３代母 ＊デプグリーフ（74 USA鹿 Vaguely Noble）不出走
パッシングサイアー（79 牡 ＊ゲイサン）４勝，菊花賞２着，白百合Ｓ ，葵賞，あずさ賞
パッシングパワー（83 牡 ＊ゼダーン）７勝，金鯱賞 ，醍醐特別，赤穂特別，須磨特別，Ｕ

ＨＢ杯 ２着，etc.，種牡馬
エリモシユーテング（84 牝 ＊テスコボーイ）２勝，忘れな草賞

エリモシック（93 牝 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，エリザベス女王杯 ，秋華賞 ２
着，札幌記念 ２着，サンスポ４歳牝馬特別 ３着，札幌日経ＯＰ ３着，etc.
ダノンエリモトップ（06 牡 キングカメハメハ）４勝，上総Ｓ，咲花特別，

１勝
エリモメロディー（96 牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）入着２回
エリモハルカ（04 牝 ナリタトップロード）４勝，陽春Ｓ
クラウンフィデリオ（08 牡 アッミラーレ） １勝，福島２歳Ｓ ３着

エリモピクシー（98 牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，京都牝馬Ｓ ３着，愛知杯
３着，福島牝馬Ｓ ３着，エリザベス女王杯 ４着，ファイナルＳ ，etc.
リディル（07 牡 アグネスタキオン）５勝，スワンＳ ，デイリー杯２歳Ｓ

，米子Ｓ ，谷川岳Ｓ ，洛陽Ｓ ２着，etc.
クラレント（09 牡 ダンスインザダーク） ４勝，デイリー杯２歳Ｓ ，東京
新聞杯 ，富士Ｓ ，ＮＨＫマイルＣ ３着

ディーエスハリアー（02 牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，新緑賞，プリンシパル
Ｓ ３着

エリモフローレンス（90 牝 ＊イルドブルボン）不出走
エリモダンディー（94 牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，日経新春杯 ，京阪杯 ，京

都金杯 ２着，日本ダービー ４着，若駒Ｓ ，etc.
オオキナキタイ（02 牡 ＊ピルサドスキー） １４勝，トレノ賞２着

生産牧場 北海道えりも町歌別
エクセルマネジメント

購買市場 北海道セレクションセール ７，３５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 珠目上

－ 77 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

43 クレバージーンの１１ 牡・栗 ２／２４

＊パイロ
黒鹿 2005

－新種牡馬－

クレバージーン
鹿 2004

Pulpit
プルピット

Wild Vision
ワイルドヴィジョン

スペシャルウィーク

マジーア

A.P. Indy
Preach
Wild Again
Carol's Wonder

＊サンデーサイレンス
キャンペンガール

＊フォーティナイナー
＊モムズクラウン

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Momamamu ～ Recess） 5 j

Mr. Prospector S 4×M 4

母 クレバージーン（04 鹿 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
クレバーアレース（09 牡 鹿 エアジハード） 出走， ３勝

２代母 マジーア（99 栗 ＊フォーティナイナー）出走
トミケンプライマリ（06 牝 ジャングルポケット）３勝

３代母 ＊モムズクラウン（91 USA栗 Chief's Crown）米２勝
クリムゾンクラウンCrimson Crown（96 牝 Red Ransom）米３勝

ロコモーション Locomotion（04 Honour and Glory） 米５勝，エルホヴェンＳ ３着
クラウンガルチ（97 牝 Gulch）２勝，バイオレットＳ ２着，シクラメンＳ ３着
アインヒロイン（98 牝 ＊トニービン）不出走

シゲルエスペレ（05 牝 ダンスインザダーク）３勝，瀬戸特別

４代母 マムズコマンドMom's Command（82 USA栗 Top Command）米１１勝，エイコーン
Ｓ ，マザーグースＳ ，ＣＣＡオークス ，アラバマＳ ，セリマＳ ，etc.

［子］ ジョーンズボロー Jonesboro（02 牡 Sefapiano） 米１４勝，プレーリーメドー
ズコーンハスカーＨ ，テキサスマイルＳ ，レイザーバックＨ ，エセ
ックスＨ ，オークローンＨ ２着，etc.

［孫］ スキップコマンド Skip Command（01 牝 Skip Away）米４勝，アスピディスト
ラＨ ２着，コールダーオークス ３着

［曾孫］ エクストラチェック Extra Check（99 Chequer）米３勝，セクレタリアトＳ
３着，アメリカンダービー ３着，ロレンスリアリゼイションＨ ３
着，米・障害１勝

５代母 スターマミー Star Mommy（72 USA栗 Pia Star）米２勝

６代母 モママムーMomamamu（56 USA栗 Mount Marcy）米２勝
［曾孫］ アイムスプレンディド I'm Splendid（83 牝 Our Native）米５勝，ハリウッドス

ターレットＳ ，セリマＳ ，スカイラヴィルＳ ，カムリーＳ ２着，
アストリアＳ ２着

生産牧場 北海道浦河町上向別
株式会社ミリオンファーム

購買市場 北海道サマーセール ５，２５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星鼻梁刺毛・珠目正・左前小白・
後二白

－ 78 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

44 パシティアの１１ 牡・鹿 ３／ ４

ステイゴールド
黒鹿 1994

パシティア
黒鹿 2005

＊サンデーサイレンス

ゴールデンサッシュ

＊シンボリクリスエス

ソルティーレディー

Halo
Wishing Well

＊デイクタス
ダイナサツシユ
Kris S.
Tee Kay
ニホンピロウイナー
ダイナバーデイ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊タミーズターン） 8 h

Hail to Reason S 4×M 5 ＊ノーザンテースト S 4×M 4 Turn-to S 5×M 5

母 パシティア（05 黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着
〔産駒馬名登録数：１〕
クリノアンナプルナ（10 牝 鹿 ＊ファンタスティックライト） 出走

２代母 ソルティーレディー（87 黒鹿 ニホンピロウイナー）２勝
ラティール（95 牝 タマモクロス）５勝，愛知杯 ２着，中山牝馬Ｓ ３着，愛知杯 ３

着，オークス ４着，難波Ｓ，etc.
エテルノ（03 ＊サンデーサイレンス）３勝，境港特別，安城特別
ポーカーフェイス（04 牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，桃山特別
ヒットザターゲット（08 牡 キングカメハメハ） ６勝，新潟大賞典 ，福島民報

杯 ，関門橋Ｓ，名古屋日刊スポ杯，陸奥湾特別
サウンドオブアース（96 牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，夕月特別
シンデレラボーイ（99 牡 タマモクロス）５勝，清滝特別，日南特別
マザーレイク（02 牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回， １勝

ヴェアデイロス（09 牡 サクラバクシンオー） ２勝，かえで賞
バージンフォレスト（03 牡 アグネスタキオン）３勝，乙訓特別，山国川特別
コスモノーズアート（08 牡 ノーリーズン） ５勝，九州ダービー栄城賞

３代母 ダイナバーデイ（80 鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
ジョウノブラボー（96 牡 ＊ボーザム）６勝，大沼Ｓ ２着，師走Ｓ ２着（２回），ペルセ

ウスＳ ２着，師走Ｓ ３着，etc.， ６勝

４代母 ＊タミーズターン（65 USA黒鹿 Turn-to）米１勝
［孫］ コンキスタドールシエロ Conquistador Cielo（79 牡 Mr. Prospector）米９勝，ベ

ルモントＳ ，メトロポリタンＨ ，ドゥワイアＳ ，サラトガスペシャ
ルＳ ，ジムダンディＳ ，etc.，年代表，種牡馬

［曾孫］ オーヴァオール Over All（85 牝 Mr. Prospector）米６勝，メイトロンＳ ，スピナ
ウェイＳ ，アディロンダックＳ ，スカイラヴィルＳ ，ランダルースＳ

レイクウィリアム Lake William（96 牡 Salt Lake）米７勝，サンシメオンＨ ，
ダイジュールＨ ，レブズポリシーＳ ３着，ロバートＫカーランメモ
リアルＨ ３着，種牡馬

生産牧場 北海道新冠町東川
柏木 一則

購買市場 北海道サマーセール ８，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 星・珠目上・右髪中・左後細長白・
右後一白

－ 79 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

45 グロリアスバラッドの１１ 牡・栗 ３／ ２

＊ワイルドラッシュ
鹿 1994

グロリアスバラッド
鹿 1998

Wild Again
ワイルドアゲイン

Rose Park
ロ－ズパ－ク

Kingmambo
キングマンボ

＊マプティットジョリィ

Icecapade
Bushel-n-Peck
Plugged Nickle
Hardship
Mr. Prospector
Miesque
Northern Dancer
Ballade

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Miss Swapsco ～ Soaring） 12 c

Northern Dancer M 3×M 5 Nearctic S 4×M 4 Native Dancer S 5×M 5×M 5

母 グロリアスバラッド（98 鹿 Kingmambo）入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－１（１６）〕
エアドミンゴ（03 牡 鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
エアベルヴュー（05 牡 栗 アグネスタキオン） １６勝
ディアヴァンドーム（08 牡 栗 アグネスタキオン） ２勝
スタンドバイミー（09 牡 鹿 ＊シンボリクリスエス） ２勝

２代母 ＊マプティットジョリィ（82 USA鹿 Northern Dancer）英１勝
＊ゴールデンハピネス（93 牝 Sanglamore）仏入着

ヒシサンダー（00 牡 ＊サンダーガルチ）３勝

３代母 バラードBallade（72 USA黒鹿 Herbager）米２勝
グローリアスソング Glorious Song（76 牝 Halo）米１７勝，スピンスターＳ ，サンタマル

ガリータＨ ，トップフライトＨ ，ラカニャーダＳ ，サンタマリアＨ ，etc.
シングスピール Singspiel（92 牡 In the Wings）米・首・米・英・仏８勝，ヨークイ

ンターナショナルＳ ，コロネイションＣ ，カナダ国際Ｓ ，ＢＣターフ
２着，etc.，１勝，ジャパンＣ ，種牡馬

リングオヴミュージックRing of Music（93 牝 Sadler's Wells）不出走
キャンパノロジスト Campanologist（05 牡 Kingmambo）首・愛・英・伊・豪
・独・土・香１１勝，オイロパ賞 ，ジョッキークラブ大賞 ，ラインラント
ポカル ，ドイツ賞 ，ドバイシティオヴゴールド ，etc.，種牡馬

＊シャンソネット（00 牝 Mark of Esteem）仏入着２回
ダノンシャンティ（07 牡 フジキセキ）３勝，ＮＨＫマイルＣ ，毎日杯 ，
共同通信杯 ２着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ ３着，日本レコ－
ド（１６００），種牡馬

デヴィルズバッグ Devil's Bag（81 牡 Halo）米８勝，米シャンペインＳ ，ローレルフュ
チュリティ ，カウディンＳ ，ダービートライアルＳ ，種牡馬

アンジェリックソングAngelic Song（88 牝 Halo）不出走
スライゴーベイ Sligo Bay（98 牡 Sadler's Wells）愛・米・仏４勝，ハリウッドター

フカップ ，シネマＨ ，ハリウッドダービー ２着，オークトリーダービー
２着，クリテリヨムドサンクルー ３着，etc.，種牡馬

生産牧場 北海道新ひだか町静内御園
藤原牧場

購買市場 北海道サマーセール ５，７７５，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星鼻梁白鼻梁鼻大白上下唇大白・珠目上・左双門・
初地・芭蕉上・右骨正・前二長白・左後細長白・右後一白

－ 80 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

46 ボンビバンの１１ 牡・黒鹿 ５／ ９

マンハッタンカフェ
青鹿 1998

ボンビバン
黒鹿 2007

＊サンデーサイレンス

＊サトルチェンジ

Red Ransom
レッドランソム

＊アーキオロジー

Halo
Wishing Well
Law Society
Santa Luciana
Roberto

＊アラビア
Seeking the Gold
Caress

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Busanda ～ La Troienne） 1 s

Hail to Reason S 4×M 4

母 ボンビバン（07 黒鹿 Red Ransom）出走
初仔

２代母 ＊アーキオロジー（02 USA鹿 Seeking the Gold）英入着
アルキメデス（09 牡 アドマイヤムーン） ２勝，アーリントンＣ ３着，プリンシパ

ルＳ ３着

３代母 カレス Caress（91 USA黒鹿 Storm Cat）米１３勝，アシーニアＨ ，ポーカーＳ ，ボ
ーゲイＨ ，ボーゲイＨ ２着，ノーブルダムゼルＨ ２着，サラトガＢＣＨ ３着，
ジャストアゲイムＨ ，ジャストアゲイムＳ ，サフォークＨ ，マイチャーマーＨ
モンシルMonthir（99 牡 Gulch）米１勝，ハッチソンＳ ２着，ナシュアＳ ２着，ベイ

ショアＳ ３着，種牡馬
スカイメサ Sky Mesa（00 牡 Pulpit）米３勝，ホープフルＳ ，ブリーダーズフュチュリ

ティ ，ハスケル招待Ｈ ２着，ドゥワイアＳ ３着，種牡馬
ゴールデンヴェルヴェット Golden Velvet（03 牝 Seeking the Gold）首・米・仏４勝，セ

イビンＨ ，シクスティセイルズＨ ，オグデンフィップスＨ ２着，トップフラ
イトＨ ３着，ランパートＨ ３着，カジミールデラマール賞 ３着

カレッシヴ Caressive（04 牝 A.P. Indy）米１勝，ラカニャーダＳ ３着

４代母 ラアファームド La Affirmed（83 USA鹿 Affirmed）米１勝
［子］ デラフランチェスカ Della Francesca（99 牡 Danzig）愛・米・英・仏４勝，ベ

ルモントＢＣＨ ，ガリニュールＳ ，クレイヴァンＳ ２着，サマーヴ
ィルタタソールＳ ２着，愛２０００ギニー ３着，種牡馬

カントリーキャット Country Cat（92 牝 Storm Cat）米９勝，ガーデニアＨ ，
エイコーンＳ ２着，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ ３着，モンマス
オークス ３着，コティリオンＨ ３着，etc.

バーンスタイン Bernstein（97 牡 Storm Cat）愛・米・英４勝，コンコルドＳ ，
レイルウェイＳ ，種牡馬

［孫］ ワイズマンズフェリーWiseman's Ferry（99 牡 ＊ヘネシー）愛・米・英４勝，
ウエストヴァージニアダービー ，ローンスターダービー ，オハイオ
ダービー ２着，アングルシーＳ ２着，マーブルヒルＳ ３着，種牡馬

生産牧場 北海道日高町庫冨
メイプルファーム

購買市場 北海道サマーセール ６，５１０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星断鼻梁小白・上唇白・珠目二・
右髪中・波分・初地

－ 81 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

47 マチカネアオイの１１ 牡・鹿 ３／２７

ヴィクトリー
鹿 2004

－新種牡馬－

マチカネアオイ
鹿 2003

＊ブライアンズタイム

グレースアドマイヤ

＊サンデーサイレンス

マチカネモユル

Roberto
Kelley's Day

＊トニービン
＊バレークイーン
Halo
Wishing Well

＊ノーザンテースト
マチカネアスカ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊ダンスタイム） 11 c

Hail to Reason S 4×M 4 Northern Dancer M 4×S 5

母 マチカネアオイ（03 鹿 ＊サンデーサイレンス）入着２回， ２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ヴァンヴェール（10 牝 栗 ＊ロージズインメイ） １勝

２代母 マチカネモユル（87 鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，アザレア賞
マチカネハテンコウ（94 牡 ＊リアルシヤダイ）３勝，鹿島特別， １勝
マチカネモユルコイ（95 牝 ＊サンデーサイレンス）出走

カツヨトワイニング（06 牝 ＊トワイニング）２勝，ファルコンＳ ２着，サフラ
ン賞， ８勝，サマーＣ３着

マチカネラッパ（96 牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，舞浜特別，障害１勝
マチカネウソブキ（00 牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，鎌ケ谷特別，障害１勝

３代母 マチカネアスカ（82 鹿 ＊パーソロン）３勝，八瀬特別
マチカネヒオドシ（88 牡 ＊モガミ）４勝，松前特別，みなみ北海道Ｓ，奥尻特別，すばる

Ｓ ３着
マチカネカルメン（89 牝 ＊スリルシヨー）１勝

キャサリンクリスタ（00 牝 ＊クリスタルグリツターズ） １勝
ムツミイングランド（06 牡 ニューイングランド） ６勝，キングＣ２着，
若駒賞２着，福山ダービー３着

ムツミマーベラス（07 牝 マーベラスサンデー）１６勝，福山３歳牝馬特別，福
山ＣｈＳ，福山２歳優駿，福山ダービー２着

メルシーエイタイム（02 牡 ＊チーフベアハート） １勝，優障害，障害５勝，中山大
障害 ，東京ハイジャンプ

４代母 スイートルナ（72 栗 スピードシンボリ）１勝
［子］ シンボリルドルフ（81 牡 ＊パーソロン）１３勝，日本ダービー ，ジャパンＣ ，

有馬記念 （２回），皐月賞 ，etc.，年代表（２回），優３牡，優古牡，種牡馬
シンボリフレンド（77 牡 ＊パーソロン）５勝，京王杯スプリングＨ，金蹄賞，
エーデルワイスＳ

［曾孫］ シノブホマレ（01 牡 タマモクロス） ８勝，六甲盃，ＭＲＯ金
賞２着，東海ゴールドＣ３着，オグリキャップ記念３着

生産牧場 北海道新冠町朝日
小泉 学

購買市場 北海道サマーセール ５，２５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星・珠目上・髪中・左沙流上

－ 82 －



再上場
【中間】

お早めに「再上場」のお申出をいた
だいた主取馬は、ここで中間再上場
を実施します。

これ以外の主取馬は、すべて最後に
再上場いたします。

－ 83 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

48 フジノバイオレットの１１ ・鹿 ４／ ３

＊サウスヴィグラス
栗 1996

フジノバイオレット
鹿 1999

＊エンドスウィープ

＊ダーケストスター

＊コマンダーインチーフ

タケノコーリー

＊フォーティナイナー
Broom Dance
Star de Naskra
Minnie Riperton

＊ダンシングブレーヴ
Slightly Dangerous
アローエクスプレス
タケノダンサー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊ラダンスーズ） 2 f

Raise a Native S 5×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

母 フジノバイオレット（99 鹿 ＊コマンダーインチーフ）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（３）〕
セフティープラチナ（05 黒鹿 ＊ボストンハーバー） ２勝
スーパーミノル（06 牡 鹿 ネオユニヴァース）１勝
ストリングビーン（08 牝 栗 ＊クロフネ）入着， １勝
クイーンアルタミラ（09 牝 黒鹿 ＊バゴ） １勝，新潟２歳Ｓ ３着
ナスケンプレアデス（10 牝 黒鹿 ＊ケイムホーム） 出走

２代母 タケノコーリー（84 栗 アローエクスプレス）２勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ ３着，
クローバー賞 ，京都３歳Ｓ ２着
タケノアイリス（92 牝 シンボリルドルフ）４勝，衣笠特別，阿寒湖特別
ミナミノライジン（95 去勢馬 ＊リズム）２勝， １勝，穂の香賞３着

３代母 タケノダンサー（71 栗 ＊チヤイナロツク）不出走
リーゼングロス（79 牝 アローエクスプレス）４勝，桜花賞，サンスポ４歳牝馬特別，オ

ークス２着，阪神４歳牝馬特別２着，天皇賞（秋）５着，黒松賞
アインリーゼン（85 牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，オークス ３着，サンス

ポ４歳牝馬特別 ３着，立春賞
リーゼンシュラーク（87 牡 ＊ハードツービート）６勝，七夕賞 ，ジューンＳ，安房特別
エンゲルリーゼン（90 牝 ウインザーノツト）３勝，北総特別
エンゲルグレーセ（97 牡 ＊プラウドデボネア）６勝，エルムＳ ，ガーネット
Ｓ ２着，マリーンＳ ，ホンコンＪＣＴ，河口湖特別，灘Ｓ ２着，
１勝，クラスターＣ

マーサレツド（81 牝 ＊ボールドリツク）４勝，函館３歳Ｓ３着，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ ，
京都３歳Ｓ ，すずらん賞 ，優２牝

タケノベルベット（89 牝 ＊パドスール）５勝，エリザベス女王杯 ，鳴尾記念 ，阪神大
賞典 ２着，日経新春杯 ３着，ひめゆりＳ，野苺賞，チューリップ賞 ３着

４代母 ＊ラダンスーズ（64 GB鹿 Le Levanstell）英入着２回
［孫］ オースミダイナー（88 牡 ギヤロツプダイナ）５勝， １６勝，北海道スプリ

ントＣ ，ブリーダーズＧＣ ３着，ステイヤーズＣ（２回），赤レンガ記
念，etc.，種牡馬

生産牧場 北海道新ひだか町静内御園
マルショウ牧場

購買市場 北海道サマーセール ５，２５０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 珠目下・髪中・右後一白

－ 84 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

49 ウエスタンバスターの１１ ・黒鹿 ２／２７

ブラックタイド
黒鹿 2001

＊ウエスタンバスター
青鹿 1994

＊サンデーサイレンス

＊ウインドインハーヘア

＊ハウスバスター

Pudical
ピューディカル

Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere
Mt. Livermore
Big Dreams
Sassafras
Puritanical

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ Risky） 2 n

5 代までにクロスなし

母 ＊ウエスタンバスター（94 USA青鹿 ＊ハウスバスター）３勝，こでまり賞（１２００）
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－５（１４）〕
ウエスタンワンダー（00 牝 鹿 ＊オジジアン） １勝
ウエスタンゲット（01 牡 黒鹿 ＊タイキシャトル） ５勝
ウエスタンリピート（02 牝 黒鹿 ＊オース）１勝，障害１勝， ３勝
ドリームウィン（04 牡 鹿 アドマイヤコジーン）２勝， １勝
シャインエフォート（06 牝 鹿 バブルガムフェロー）３勝，高田城特別（Ｄ１２００）
ヤマタケブリンク（08 牡 黒鹿 リンカーン） ４勝
シャインエフェクト（10 牝 芦 アドマイヤコジーン） 出走

２代母 ピューディカル Pudical（82 USA黒鹿 Sassafras）米４勝
メランコリーブルーズMelancholy Blues（89 牝 Cure the Blues）米２勝

グランドルフット Grundlefoot（97 牡 Unaccounted For）首・沙・米１５勝，ボルティ
モアＨ ，マクトゥームチャレンジＲ３ ２着，ボルティモアＢＣＨ ３着，
ローレルフュチュリティ ３着，ウォルターヘイトＨ ，etc.

ビーマイベイビーBe My Baby（95 牝 ＊オジジアン）不出走
＊ディバインシルバー（98 牡 Silver Deputy）６勝， ４勝，全日

本サラブレッドＣ ，北海道スプリントＣ ，黒船賞 ，クラスターＣ ，ク
ラスターＣ ２着，etc.

３代母 ピューリタニカル Puritanical（68 USA黒鹿 Never Bend）米４勝
インワードジョイ Inward Joy（75 牝 Raise a Native）米入着５回

サンシャインオールウェイズ Sunshine Always（84 牝 Arts and Letters）米７勝，クイ
ーンズＨ ，インタバラＨ ３着，バドワイザーＨ ３着，ブラウン＆ウイリ
アムソンＨ ，シカゴＢＣＨ ２着，etc.
フーリー Hoolie（92 牡 ＊クリミナルタイプ）米４勝，ドゥワイアＳ ，種牡馬

グレゴリアンウィンロックGregorian Winloc（85 牝 Gregorian）不出走
パドルジャンプ Puddlejump（95 牝 Summer Squall）米３勝，フロリダオークス ２

着，ジャージーブルーズＳ ３着
ロードカルメン Lord Carmen（01 牡 Ordway） 米・加９勝，ケンタッキーＣター

フＳ ２着

生産牧場 北海道日高町厚賀町
大江牧場

購買市場 北海道サマーセール ４，３０５，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 星・珠目上・左後小白・右後半白

－ 85 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

50 アラマサスナイパーの１１ ・黒鹿 ３／ ４

＊バゴ
黒鹿 2001

アラマサスナイパー
黒鹿 2003

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

ステイゴールド

＊ターミナルフラワー

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie

＊サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ
Salt Lake
Positioned

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Crawfish ～Wendy） 5 g

Halo M 4×S 5

母 アラマサスナイパー（03 黒鹿 ステイゴールド）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
スターローズラブ（09 牝 黒鹿 スターリングローズ） 出走
キングザピューマ（10 牡 青鹿 キングヘイロー） ３勝

２代母 ＊ターミナルフラワー（97 USA黒鹿 Salt Lake）１勝
アラマサロビンソン（05 牝 ＊グランデラ）１勝

３代母 ポジションド Positioned（81 USA鹿 Cannonade）米５勝
ベリーロード Berry Road（88 牝 Strawberry Road）米５勝，ミスアメリカＨ ２着
レーニReni（90 牝 ＊パレスミュージック）米４勝

キャスルウッド Castlewood（97 Runaway Groom）米１４勝，ハンシンＣ ３着，ホ
ーソーンジュヴェナイルＳ ２着

フリーウェイティケット Freeway Ticket（98 Deposit Ticket）米９勝，ソフォモア
スプリントＣｈ ３着，オールドヒッコリーＳ ３着

ギャラントダヴ Gallant Dove（04 牝 ＊シルバーチャーム）プ４勝，カルロスＲバル
セロ賞３着

アーマ Irma（93 牝 Wild Again）米２勝
インディゴフライアー Indigo Flyer（01 Notebook）米５勝，ソフォモアターフＳ

２着

４代母 ロジスティック Logistic（69 USA青 Crimson Satan）米４勝

５代母 ウッドニンフWood Nymph（61 USA芦 Deerlands）米３勝，コリーンＳ３着
［曾孫］ エクストラヒート Xtra Heat（98 牝 Dixieland Heat）首・米２６勝，プライオレス

Ｓ ，バーバラフリッチーＨ （２回），ヴェイグランシーＨ ，ジェニュ
インリスクＨ ，etc.

ゴールディガーズドリーム Goldigger's Dream（90 Native Prospector）米５
勝，ラザロＳバレラＨ

生産牧場 北海道新冠町万世
アラキフアーム

購買市場 北海道サマーセール ３，６７５，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星・珠目上・右髪中・初地・左後一白

－ 86 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

51 エイシンパンドラの１１ ・黒鹿 ２／２５

ダンスインザダーク
鹿 1993

エイシンパンドラ
芦 2001

＊サンデーサイレンス

＊ダンシングキイ

＊フォーティナイナー

＊エイシンバーリン

Halo
Wishing Well
Nijinsky
Key Partner
Mr. Prospector
File
Cozzene
Blade of Luck

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ Macaroon） 20

Raise a Native M 4×S 5

母 エイシンパンドラ（01 芦 ＊フォーティナイナー） １勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（１０）〕
ジェイドペスカ（07 牝 栗 Langfuhr） ３勝，園田クイーンセレクション（１４００）３着
エーシンカリオーン（08 牡 黒鹿 ＊エイシンプレストン） ５勝
エーシンクアトロ（09 牡 鹿 サクラバクシンオー） ２勝
スマートピアス（10 牝 黒鹿 ゴールドアリュール） 不出走

２代母 ＊エイシンバーリン（92 USA芦 Cozzene）６勝，シルクロードＳ ，京都牝馬特別
，アーリントンＣ ，クイーンＣ ，高松宮杯 ２着，etc.，日本レコ－ド（１２００）

エーシンウルベリン（09 牡 ＊クロフネ）１勝， 出走

３代母 ブレイドオヴラックBlade of Luck（81 USA鹿 Blade）米６勝
＊エイシンウォーレン（96 牡 Cozzene）２勝，マカオＪＴ，障害２勝， ３勝

４代母 アルンドArundo（73 USA鹿 Sir Wiggle）不出走

５代母 ローマンロンダRoman Ronda（56 USA栗 The Rhymer）米３勝
［曾孫］ ベルボーライド Bel Bolide（78 牡 Bold Bidder）米・英・仏９勝，アメリカン

Ｈ ，デルマー招待Ｈ ，カールトンＦバークＨ ，ジムクラックＳ ，
英２０００ギニー ３着，etc.，種牡馬

６代母 ローマンメイトロンRoman Matron（41 USA鹿 Pompey）米５勝
［孫］ ブロンズバブー Bronze Babu（58 牡 My Babu）米１８勝，ブーゲンヴィリアＨ，

ボードウォークＨ，ラウンドテイブルＨ，リッグズＨ，ケリーオリンピッ
クＨ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ レッドリアリティ Red Reality（66 Intentionally）米２０勝，デルマー招待Ｈ ，
スタイヴァサントＨ，クイーンズカウンティＨ，ケリーオリンピックＨ，
エッジミアＨ ，etc.

クファルトヴ Kfar Tov（68 牡 New Policy）米８勝，サンカルロスＨ，マリブＳ，
ハリウッドジュヴェナイルＣｈ．２着，デルマーフュチュリティ２着，
ハリウッドエクスプレスＨ３着，種牡馬

生産牧場 北海道浦河町絵笛
高村牧場

購買市場 北海道サマーセール ３，１５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 星・珠目下・右髪中・右初地・後二白

－ 87 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

52 マイアタックレディの１１ ・鹿 ５／１０

＊ワイルドラッシュ
鹿 1994

マイアタックレディ
黒鹿 1998

Wild Again
ワイルドアゲイン

Rose Park
ロ－ズパ－ク

サマーサスピション

ハセベルテツクス

Icecapade
Bushel-n-Peck
Plugged Nickle
Hardship

＊サンデーサイレンス
ダイナフエアリー

＊ピツトカーン
ハセマサル

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（マイラブ～ ＊ビユーチフルドリーマー） 12

5 代までにクロスなし

母 マイアタックレディ（98 黒鹿 サマーサスピション）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
トーセンストロング（06 牡 黒鹿 ＊クリプティックラスカル）入着， ２勝
シーキング（10 牡 青鹿 ＊マイネルラヴ） １勝

２代母 ハセベルテツクス（84 鹿 ＊ピツトカーン）４勝，フラワーＣ ，京成杯３歳Ｓ ２
着，小倉３歳Ｓ ２着，ＮｚＴ４歳Ｓ ３着，桜花賞 ４着，etc.
マルチャン（95 牡 ＊クリスタルグリツターズ）３勝，馬籠特別

３代母 ハセマサル（71 鹿 ＊ロイヤルレコード）６勝，新潟記念，赤倉特別（２回）
ハセユウシヨウ（78 牝 ＊フィルモン）３勝

ハセスペリア（85 牝 ＊ノーザンアンサー）１勝
ダイヤモンドヒカリ（98 牡 タヤスツヨシ） １１勝，せきれい賞３着

ハセヒカル（81 牡 ＊ダンサーズイメージ）２勝，芙蓉特別
ハセノーザン（82 牡 ＊ノーザンアンサー）４勝，ＡＲＣ２５周年記念，弥彦特別
ハセムテキ（83 牡 ＊ダンサーズイメージ）４勝，谷川岳Ｓ ，菜の花賞 ，バイオレット

賞 ，中山ＲＣ６０周年記念 ３着，すみれ賞 ３着
ハセフローレンス（87 牝 ＊コインドシルバー）３勝

エフケーアニカ（01 牝 ミラクルアドマイヤ） ６勝，奥利根賞，ビューティ
フルＴ，北関東菊花賞２着，二歳優駿３着

４代母 ヤマトマサル（65 栗 コダマ）出走
［子］ ハセオーマ（75 牡 ＊スーパーサム）４勝，オールカマー，ながつき賞，あざみ賞

ハセシノブ（77 牝 ＊アイリツシユボール）７勝，新潟大賞典，オールカマー，
新潟記念，飯豊特別，秩父特別，etc.

［孫］ レオダーバン（88 牡 マルゼンスキー）４勝，菊花賞 ，日本ダービー ２着，
セントライト記念 ３着，青葉賞 ，山桜賞，種牡馬

リンドホシ（85 牡 ＊サンデイクリーク）４勝，京王杯スプリングＣ ，ＮｚＴ
４歳Ｓ ２着，東京新聞杯 ２着，エプソムＣ ２着，スプリンターズＳ
３着，etc.

オータムリーフ（95 牝 ＊アーミジャー）２勝，紅梅Ｓ
［曾孫］ トキノゲンジ（08 牡 ＊プリサイスエンド） ２勝，福島２歳Ｓ

生産牧場 北海道新ひだか町三石美野和
川端 英幸

購買市場 北海道サマーセール ３，１５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星鼻梁白鼻梁鼻大白上唇大白下唇小白・珠目上・
髪中・波分・右初地・前左後三白・右後半白

－ 88 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

53 クラシックチュチュの１１ ・黒鹿 ４／２３

＊ブライアンズタイム
黒鹿 1985

クラシックチュチュ
青鹿 2006

Roberto
ロベルト

Kelley's Day
ケリーズデイ

キングカメハメハ

グランパドドゥ

Hail to Reason
Bramalea
Graustark
Golden Trail
Kingmambo

＊マンファス
フジキセキ
スターバレリーナ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊ベリアーニ） 8 k

Nureyev M 5×M 5

母 クラシックチュチュ（06 青鹿 キングカメハメハ）出走
初仔

２代母 グランパドドゥ（97 鹿 フジキセキ）３勝，中日新聞杯 ，オークス ５着，秋華賞
５着，忘れな草賞

パドトロワ（07 牡 ＊スウェプトオーヴァーボード） ８勝，キーンランドＣ ，アイ
ビスサマーダッシュ ，スプリンターズＳ ２着，キーンランドＣ ３着，
ＵＨＢ杯 ，etc.

３代母 スターバレリーナ（90 鹿 Risen Star）４勝，ローズＳ ，高松宮杯 ２着，セントウ
ルＳ ２着，京阪杯 ２着，毎日王冠 ３着，etc.
スパルタクス（98 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，飯坂特別，周防灘特別，都井岬特別
アンドゥオール（99 牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ ，マーチＳ ，師走Ｓ ，etc.，

出走，ＪＢＣクラシック ５着，帝王賞 ５着
パドカトル（00 牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，門司特別
ステレオタイプ（02 牝 ＊サンデーサイレンス）入着５回， ２勝

ロゴタイプ（10 牡 ローエングリン） ３勝，朝日杯フューチュリティＳ ，ベゴ
ニア賞，クローバー賞 ３着，優２牡

フレンチウォリアー（03 牡 ＊フレンチデピュティ）２勝， １勝，北海道２歳優駿
３着，サンライズＣ３着

４代母 ＊ベリアーニ（85 USA鹿 Nureyev）米・英２勝
［子］ オリーブクラウン（97 牝 ＊ドクターデヴィアス）２勝，フラワーＣ ２着，オ

ークス ３着，府中Ｓ
アグネスミネルバ（94 牝 ＊トニービン）４勝，壬生特別，北摂特別
ユースフルデイズ（02 牡 ＊エルコンドルパサー）４勝，初茜賞

［孫］ 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 ，阪
神牝馬Ｓ ２着，キーンランドＣ ２着，スワンＳ ３着，ＣＢＣ
賞 ３着，etc.， １勝

カズノキング（00 牡 ＊ジェネラス） ６勝，肥後菊賞，九州菊花賞２着，
九州ジュニアＧＰ２着，九州ジュニアＣｈ３着

ブラックオリーブ（04 牡 スペシャルウィーク）３勝，蓬莱峡特別，白梅賞

生産牧場 北海道新ひだか町東静内
桜井牧場

購買市場 北海道オータムセール ６，３００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星鼻梁白鼻梁小白断鼻小白・
珠目二・左後一白

－ 89 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

54 カメレオンの１１ ・鹿 ３／ ４

＊バゴ
黒鹿 2001

カメレオン
鹿 2001

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

サクラバクシンオー

ヘルメスアンジエラ

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie
サクラユタカオー
サクラハゴロモ

＊ヴアイスリーガル
フアインドラマ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊スイートヘレン） 2 e

Northern Dancer S 4×M 4×M 5

母 カメレオン（01 鹿 サクラバクシンオー） ２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
ラブユニバース（06 牝 栗 ネオユニヴァース） ２勝
ボンジュールリュウ（08 牡 栗 ゴールドアリュール）１勝
ゴールドクリチャン（09 牝 栗 ゴールドアリュール） １勝
ヴェールフォンセ（10 牝 鹿 デュランダル） 出走

２代母 ヘルメスアンジエラ（83 鹿 ＊ヴアイスリーガル）５勝，忘れな草賞 ２着
シアトルドラゴン（90 牡 ＊スルーザドラゴン）３勝，麒麟山特別
ジャストアヒーロー（92 牡 ＊アウザール）６勝，花園Ｓ，ブラジルＣ ２着

３代母 フアインドラマ（74 鹿 シンザン）４勝，愛知杯２着，ＨＴＢ賞，祇園特別
サンシードラマ（81 牡 ＊サンシー）７勝，飛鳥特別，津軽海峡特別，樽前山特別
ハードドラマ（82 牡 ＊ハーデイカヌート）２勝，エリカ賞
リアルドラマ（88 牝 ＊リアルシヤダイ）出走

レイオブライト（96 牝 ウイニングチケット）３勝
リュンヌ（07 牝 ＊クロフネ） ４勝，福島中央ＴＶ杯，大濠特別

エイプリルドラマ（89 牝 サクラユタカオー）４勝，北洋特別，知床特別，松浜特別
ロジック（03 牡 アグネスタキオン）３勝，ＮＨＫマイルＣ ，アーリントンＣ ２

着，ＮｚＴ ３着，シンザン記念 ３着，日本ダービー ５着，etc.

４代母 スイートベリー（58 黒鹿 トサミドリ）３勝，四歳抽籖馬特別 ，つくし賞
［子］ スイートヒーロー（63 牡 ＊ヒンドスタン）５勝，比良特別，岡崎特別

フアインベリー（65 牝 ＊ネヴアービート）５勝，支笏特別，臥牛賞，れんげ賞
フアインバリモス（72 牡 ＊バリメライス）３勝，オリーブ賞，つばき賞

［孫］ ファインヘリオス（77 牡 ヘリオス）３勝，中日新聞杯２着，菩提樹特別，菜の花賞
ネイザンロード（88 牝 ＊ペキンリユウエン） １３勝，スプリンターズ賞２着
フアインエンゼル（75 牝 ＊バリメライス）７勝，垂水特別
ヘルメスヒーロー（78 牡 ＊ロンバード）５勝，播磨特別，山陽特別，関ヶ原特別

［曾孫］ スイートネバー（73 牝 ＊コントライト） ４勝，ジュニアＣ２着
ロングホマレ（77 牡 ＊コントライト）５勝，羊蹄山特別，福寿草特別
ロングスイセイ（79 牡 ＊サウンドトラツク）２勝，猪名川特別

生産牧場 北海道新冠町高江
武田 修一

購買市場 北海道サマーセール ２，６２５，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 珠目上・右髪中・沙流上

－ 90 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

55 マチカネフウリンの１１ ・栗 ５／ ７

＊クロフネ
芦 1998

マチカネフウリン
栗 1999

＊フレンチデピュティ

＊ブルーアヴェニュー

＊サンデーサイレンス

マチカネレイロウ

Deputy Minister
Mitterand
Classic Go Go
Eliza Blue
Halo
Wishing Well

＊ノーザンテースト
＊シヤイニーアンドブライト

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Striking ～ Baby League） 1 s

Northern Dancer M 4×S 5 Bold Ruler S 5×M 5 Nearctic S 5×M 5

母 マチカネフウリン（99 栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１３）〕
マイネベリンダ（05 牝 栗 ＊アグネスデジタル）１３勝，青藍賞（１６００），ビューチフル・

ドリーマーＣ（１９００），青藍賞（１６００）３着

２代母 マチカネレイロウ（92 栗 ＊ノーザンテースト）不出走
マチカネベニツバキ（97 牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，湯浜特別
レオソリスト（05 牡 ＊スキャターザゴールド）３勝，三国特別，障害１勝

３代母 ＊シヤイニーアンドブライト（85 USA栗 Private Account）米出走
ダイイチハット（94 牡 ＊ジェイドロバリー）１勝

４代母 スパークリング Sparkling（67 USA栗 Bold Ruler）米１勝
［子］ エファヴェシング Effervescing（73 牡 Le Fabuleux）米１２勝，マンノウォーＳ

，アメリカンＨ ，ラウンドテイブルＨ ，サンセットＨ ３着，セン
チュリーＨ ３着，etc.，種牡馬

バブリング Bubbling（72 牝 Stage Door Johnny）米７勝，コロニアルＨ ，シー
プスヘッドベイＨ ２着

［孫］ ミッドナイトタイガーMidnight Tiger（82 牡 The Minstrel）米・英・伊３勝，
テヴェレ賞 ２着，種牡馬

ドリームウイング（90 牝 シンボリルドルフ）３勝， 入着，瑞穂賞３着
シェラン Chelan（97 牝 Bertrando）米３勝，ファンタジーＨ ２着

［曾孫］ テイエムサザンオー（99 牡 ＊カーネギー）２勝，ファルコンＳ ３着
シャンドンレイク Shandon Lake（90 牡 Darshaan）愛・米・仏３勝，バリーサ
ックスレイス

ソーシャイニー So Shiny（05 牝 Indygo Shiner） 首・沙・亜４勝，ホルヘア
トゥーチャ賞 ２着，ＵＡＥ１０００ギニー

ヒデノウルフ（00 牡 サクラチトセオー） ６勝，ゴールドウィング賞３着
ミュートギングリッチMute Gingrich（98 Mute Dancer）米２勝，パスコＳ

３着
ソララーナ Solarana（03 牝 Mutakddim）米・亜４勝，ヴェネズエラ賞 ，リグ
レットＳ ２着

生産牧場 北海道浦河町上杵臼
昭和牧場

購買市場 北海道サマーセール ６，９３０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 流星鼻梁小白鼻白上唇白・珠目上・右髪中・
左頸中・波分長・左前細長白・後二白

－ 91 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

56 ピサノボニータの１１ ・黒鹿 ２／１５

＊ホワイトマズル
鹿 1990

ピサノボニータ
黒鹿 2000

＊ダンシングブレーヴ

Fair of the Furze
フェアオヴザファーズ

＊サンデーサイレンス

レッドタイガー

Lyphard
Navajo Princess
Ela-Mana-Mou
Autocratic
Halo
Wishing Well
Caerleon

＊クリームンクリムズン

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Crimson Lass ～ Macedonienne） 5 b

Northern Dancer S 4×M 5 Round Table S 5×M 5

母 ピサノボニータ（00 黒鹿 ＊サンデーサイレンス）入着， ２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（１２）〕
カリスマシンノスケ（05 牡 青鹿 ウイングアロー） ２勝
フェブラリーエース（06 牡 鹿 ＊アフリート） ５勝
ロングコロナ（07 牝 鹿 ＊グラスワンダー） ５勝
モンサンスピカ（10 牝 鹿 ＊ケイムホーム） １勝

２代母 レッドタイガー（94 黒鹿 Caerleon）出走
ピサノパスティーユ（01 牝 ＊サンデーサイレンス）３勝

３代母 ＊クリームンクリムズン（80 USA鹿 Vaguely Noble）米入着２回
キルマジ Qirmazi（87 牝 Riverman）仏３勝，ヴァントー賞 ，カブール賞 ，モルニー賞

２着，サラマンドル賞 ２着，サンタラリ賞 ３着
クイト Quito（97 牡 Machiavellian）首・英２０勝，スプリントＣ ２着，デュークオヴ

ヨークＳ ２着，チップチェイスＳ ２着，ベンティンクＳ ３着，シティオ
ヴヨークＳ ，etc.

クオーターノート Quarter Note（98 牝 ＊デインヒル）仏３勝，グロット賞 ，カリフ
ォルニア賞

＊クリームリー（88 牝 Secretariat）米出走
カーリッタ Carlitta（96 牝 Olympio）米３勝，レミントンパークオークス ，ゴール

ドディガーＳ ２着
カルロタミクス Carlotamix（03 牡 Linamix）仏３勝，クリテリヨムアンテルナ
シヨナル ，シェーヌ賞 ，トゥルジェヴィル賞 ２着，種牡馬

＊ヒシマサル（89 牡 Secretariat）５勝，京都４歳特別 ，毎日杯 ，きさらぎ賞 ，京都大賞
典 ２着，ＮｚＴ４歳Ｓ ２着，etc.，種牡馬

４代母 クリムゾンラスCrimson Lass（66 USA鹿 Crimson Satan）米５勝
［曾孫］ スタードレイディアン Star de Lady Ann（93 牝 Star de Naskra）米５勝，エイコ

ーンＳ ，ナッソーカウンティＳ
アーンティメイム Auntie Mame（94 牝 Theatrical）米１０勝，フラワーボ－ルＨ

，ニューヨークＨ ，レアパフュームＨ ，Ｑエリザベス二世チャレン
ジＣ ２着，ダイアナＨ ３着，etc.

生産牧場 北海道新ひだか町静内中野町
西村 和夫

購買市場 北海道サマーセール ３，６７５，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 曲流星鼻梁小白断鼻白・珠目上・吭搦二・
髪中・初地・右沙流上・左後一白

－ 92 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

57 マヤノラトゥールの１１ ・鹿 ４／２７

＊ストラヴィンスキー
鹿 1996

マヤノラトゥール
鹿 2001

Nureyev
ヌレーエフ

Fire the Groom
ファイアザグル－ム

＊アフリート

＊シェリーザ

Northern Dancer
Special
Blushing Groom
Prospector's Fire
Mr. Prospector
Polite Lady
Caerleon
Sharaya

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Aimee ～ Emali） 22 d

Northern Dancer S 3×M 5 Mr. Prospector M 3×S 4 Native Dancer S 5×S 5×M 5

母 マヤノラトゥール（01 鹿 ＊アフリート）入着， ２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ライブリユラナス（08 牡 鹿 ＊ブラックホーク） ２勝

２代母 ＊シェリーザ（92 IRE 黒鹿 Caerleon）不出走
リゼルヴァ（99 牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，紫川特別
サンアディユ（02 牝 ＊フレンチデピュティ）８勝，セントウルＳ ，京阪杯 ，アイ

ビスサマーダッシュ ，スプリンターズＳ ２着，貴船Ｓ，etc.
アラシヲヨブオトコ（06 牡 マンハッタンカフェ）１勝，ホープフルＳ ２着

３代母 シャラヤ Sharaya（80 USA鹿 Youth）仏４勝，ヴェルメイユ賞 ，ノネット賞 ，
サンタラリ賞 ２着，マルレ賞 ３着，バガテル賞
シャラカワ Sharakawa（90 牝 Darshaan）不出走

ラビ Rabi（95 牡 Alzao）首・米・英４勝，ポーカーＨ ２着，スコテイッシュクラ
シック ２着，ボールドイーグルＢＣＨ ３着

カワジノ Kawagino（00 ＊ペルジノ） 英入着４回，コヴェントリーＳ ３着，英
・障害４勝

メンパリMempari（95 牝 Fairy King）愛・英・仏２勝，マクドナボーランドＳ ３着，ブ
ラウンズタウンスタッドＳ ２着

アナテイズAnatase（96 牝 ＊デインヒル）不出走
スティールウルフ Steelwolf（01 牡 Fraam）那・丁・典１０勝，スカンディナヴィアオ

ープン選手権 ３着
ハミッシュマクゴナガル Hamish McGonagall（05 Namid） 愛・英・仏１０勝，ナ

ンソープＳ ２着，サファイヤＳ ２着，ナンソープＳ ３着，アベイドロン
シャン賞 ３着，グロシェーヌ賞 ３着，etc.

４代母 シャニザデー Shanizadeh（74 IRE 鹿 ＊ボールドリツク）仏２勝
［子］ シャラニヤ Sharaniya（83 牝 Alleged）独・仏５勝，エヴリ大賞 ，ミネルヴ賞

，ロワイヤリュー賞 ，ノルトラインヴェストファーレン賞 ３着，ペ
ピニエール賞

［曾孫］ シャワンダ Shawanda（02 牝 Sinndar）愛・仏５勝，愛オークス ，ヴェルメイ
ユ賞 ，ロワイヨモン賞 ，セーヌ賞

生産牧場 北海道新ひだか町三石豊岡
谷口育成牧場

購買市場 北海道サマーセール ２，１００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 星・珠目正・吭搦・波分・初地・
沙流上・左後一白

－ 93 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

58 エイシンサイレンスの１１ ・青鹿 ３／２０

＊マイネルラヴ
青鹿 1995

エイシンサイレンス
栗 1996

Seeking the Gold
シーキングザゴールド

Heart of Joy
ハ－トオヴジョイ

＊サンデーサイレンス

＊コンキスタドアブルー

Mr. Prospector
Con Game

＊リイフオー
Mythographer
Halo
Wishing Well
Conquistador Cielo
No Blues

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Royal Entrance ～ Hydroplane） 1 s

Mr. Prospector S 3×M 4 Nashua M 4×S 5

母 エイシンサイレンス（96 栗 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（１９）〕
エイシンシギサン（00 牡 栗 ＊ロドリゴデトリアーノ） ６勝
エイシンサンバレー（02 牝 栗 ＊エイシンワシントン）２勝，マリーゴールド賞
（１２００）２着，ダリア賞 （１４００）３着， 入着，関東オークス ３着
エーシンユリシーズ（09 牡 ＊サウスヴィグラス） １勝， ５勝，兵庫ジュ

ニアＧＰ ３着，スプリングＣ，園田ユースＣ
エイシンテンドー（03 牡 鹿 ＊エリシオ） １１勝
テイエムプレストン（06 牡 黒鹿 ＊エイシンプレストン）１勝
エレガンテココ（08 牝 青 ＊ブラックホーク） 入着， ２勝
ミサキノドリーム（10 牝 栗 ＊グラスワンダー） 出走

２代母 ＊コンキスタドアブルー（84 USA栗 Conquistador Cielo）不出走
アジャンクール Agincourt（89 牡 Capote）米４勝，米フュチュリティＳ ，ドゥワイアＳ

，ペガサスＨ ３着，キーンランドレキシントンＳ ３着，キングズビショップ
Ｓ ３着，種牡馬

エレガーントシーカ Elegante Chica（90 牝 Judge Smells）米８勝
スムーズアンドサヴィ Smooth and Savvy（04 Petionville）米５勝，サンタナマイ

ルＨ ３着

３代母 ノ－ブル－ズNo Blues（73 USA鹿 Nashua）米入着６回
ラッドサンディ Lad Sandy（78 牝 Windy Sands）不出走

サンセットサンディ Sunset Sandy（83 牝 Warm Front）米入着
ホームズハートHolmes Heart（89 General Holme）米２３勝

４代母 ロイヤルエントランスRoyal Entrance（65 USA鹿 Tim Tam）米７勝
［子］ ダヴォナデイル Davona Dale（76 牝 Best Turn）米１１勝，エイコーンＳ ，マザ

ーグースＳ ，ＣＣＡオークス ，ケンタッキーオークス ，ファンタジ
ーＳ ，etc.

［孫］ シークゴールド Seek Gold（00 Touch Gold）米５勝，スティーヴンフォスタ
ーＨ ，クラークＨ ２着，フレッドＷフーパーＨ ２着，ハルズホープ
Ｈ ３着，ホートンメトロプレックスマイル ２着

生産牧場 北海道新ひだか町三石川上
城地 清満

購買市場 北海道サマーセール ３，１５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星・珠目上・左後半白

－ 94 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

59 スマイルビジンの１１ ・芦 ３／２４

＊クロフネ
芦 1998

スマイルビジン
鹿 2006

＊フレンチデピュティ

＊ブルーアヴェニュー

ゴールドヘイロー

ポピーブーケ

Deputy Minister
Mitterand
Classic Go Go
Eliza Blue

＊サンデーサイレンス
＊ニアーザゴールド
＊サンダーガルチ
ミヤマポピー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊ミスチヤネル） 21 a

Northern Dancer S 5×M 5 Mr. Prospector M 5×M 5

母 スマイルビジン（06 鹿 ゴールドヘイロー） １勝
初仔

２代母 ポピーブーケ（00 栗 ＊サンダーガルチ）不出走
モエレマーメイド（05 牝 ゴールドヘイロー） ２勝
ローリエクン（10 牡 ゴールドヘイロー） １勝

３代母 ミヤマポピー（85 鹿 カブラヤオー）３勝，エリザベス女王杯 ，京都記念 ３着，
北洋特別
ポピーブロッサム（96 牝 ＊アルカング） ４勝

メーテルスマイル（06 牝 ＊シーロ） １０勝
バトルフィールド（98 牡 ＊ウォーニング）３勝
ゼンノカルナック（99 牡 ダンスインザダーク）２勝，毎日杯 ３着，中京２歳Ｓ ，障

害１勝

４代母 グリーンシヤトー（74 栗 ＊シヤトーゲイ）６勝，桃山特別，宇治川特別，嵯峨特別
［子］ タマモクロス（84 牡 シービークロス）９勝，天皇賞（秋） ，天皇賞（春） ，宝

塚記念 ，阪神大賞典 ，鳴尾記念 ，etc.，年代表，優古牡，優父内，種牡馬
シヤトーダンサー（81 牝 ＊ダンサーズイメージ）３勝，松島特別，隅田川特別，

１２勝
［孫］ カルミナブラーナ（94 牝 ＊リンドシェーバー）５勝，文月Ｓ，錦秋特別，習志

野特別
ドラゴンダンサー（89 牡 ＊スルーザドラゴン）４勝，猪苗代特別， １勝
ミスエメラルド（90 牝 トウシヨウボーイ）４勝，尾瀬特別，村上特別，三国特別
ドラゴンベリファ（92 牡 ＊ベリフア）３勝，庄内川特別，ひめゆり賞

５代母 クインビー（66 鹿 ＊テユーダーペリオツド）３勝
［曾孫］ バトルノホシ（02 牝 バトルイニシャチブ） ３勝，かもしか賞

６代母 コーサ（60 黒鹿 ＊ヒンドスタン）地方馬
［孫］ カシマセイカン（76 牡 ＊ピツチアウト）４勝，つつじ賞 ，ウィンターＳ，バ

イオレット賞，種牡馬

生産牧場 北海道新ひだか町三石美野和
三石橋本牧場

購買市場 北海道サマーセール ５，２５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星鼻梁小白・珠目上・波分・右後双門

－ 95 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

60 ボストンパールの１１ 牡・鹿 ４／１４

ブラックタイド
黒鹿 2001

ボストンパール
鹿 2006

＊サンデーサイレンス

＊ウインドインハーヘア

＊ボストンハーバー

サクラパール

Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere
Capote
Harbor Springs

＊パドスール
サクラクレアー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊クレアーブリツジ） 13 c

Northern Dancer S 5×M 5×M 5

母 ボストンパール（06 鹿 ＊ボストンハーバー）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 サクラパール（89 鹿 ＊パドスール）不出走
シーダベス（93 牡 サクラチヨノオー）１７勝，旭岳賞２着，旭岳賞３着
タガノグリッター（02 牝 ＊タバスコキャット） １７勝，クイーンＣ３着

３代母 サクラクレアー（82 鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，サンスポ４歳牝馬特別 ２着
サクラヤマトオー（88 牡 サクラユタカオー）４勝，オールカマー ２着，共同通信杯４

歳Ｓ ２着，ホープフルＳ ，府中３歳Ｓ ，アイビーＳ ，etc.
サクラチトセオー（90 牡 ＊トニービン）９勝，天皇賞（秋） ，ＡＪＣＣ ，中山記念 ，

安田記念 ２着，有馬記念 ３着，etc.，日本レコ－ド（１６００），優古牡，種牡馬
サクラヒーロー（91 牝 サクラユタカオー）不出走

サクラローズマリー（06 牝 サクラプレジデント）３勝，御室特別，桑折特別，スイ
ートピーＳ ２着，忘れな草賞 ３着

サクラキャンドル（92 牝 サクラユタカオー）５勝，エリザベス女王杯 ，府中牝馬Ｓ ，
クイーンＳ ，新潟記念 ２着，エイプリルＳ ２着，etc.

サクラプレステージ（97 牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，ＵＨＢ杯 ３着
サクラドルチェ（05 牝 ＊タイキシャトル）３勝，摂津特別，檜原湖特別

サクラメガ（98 牝 ＊サンデーサイレンス）不出走
サクラメガワンダー（03 牡 ＊グラスワンダー）７勝，金鯱賞 ，鳴尾記念 ，鳴

尾記念 ，Ｒたんぱ杯２歳Ｓ ，宝塚記念 ２着，etc.，種牡馬

４代母 ＊クレアーブリツジ（67 USA鹿 Quadrangle）米入着４回
［曾孫］ キャロルウインド（93 牡 ＊アレミロード）４勝，シドニーＴ，左京山特別，逢

坂山特別， ３勝，サラブレッド大賞典
マツリダワルツ（04 牝 ＊チーフベアハート） ７勝，ひまわり賞，ビューチフ
ル・ドリーマーＣ２着，不来方賞２着，岩手ダービーダイヤモンドＣ２
着，日高賞２着，etc.

プラネットワールド（04 牝 ＊カコイーシーズ） ３４勝，建依別賞，黒潮
マイルＣｈＳ３着

生産牧場 北海道日高町緑町
白瀬 盛雄

購買市場 八戸市場 ４，８３０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 星・鼻梁白鼻大白・珠目二・右髪中・
波分・右沙流上・左後一白

－ 96 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

61 クリックストリームの１１ 牡・栗 ２／１８

カンパニー
鹿 2001

－新種牡馬－

クリックストリーム
鹿 2004

ミラクルアドマイヤ

ブリリアントベリー

＊グラスワンダー

クリックヒア

＊トニービン
＊バレークイーン
＊ノーザンテースト
＊クラフテイワイフ
Silver Hawk
Ameriflora

＊サンデーサイレンス
＊ニュースヴァリュー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Mar-Kell ～ Nellie Flag） 9 f

Northern Dancer S 4×S 5×M 5×M 5 Hail to Reason M 5×M 5

母 クリックストリーム（04 鹿 ＊グラスワンダー）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ストリームライン（09 牡 鹿 ＊ファスリエフ） 出走

２代母 クリックヒア（99 黒鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ダノンプログラマー（06 ＊ウォーエンブレム） ５勝，修学院Ｓ，久多特別

３代母 ＊ニュースヴァリュー（89 USA鹿 Seattle Song）６勝，札幌スプリントＳ ２着，パ
ラダイスＳ ，ファイナルＣ，谷川岳Ｓ ２着，韓国馬事会杯 ３着，etc.
グランプリゴールド（00 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，太宰府特別

４代母 ＊アンテイツクヴアリユー（79 USA鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ ベガ（90 牝 ＊トニービン）４勝，オークス ，桜花賞 ，エリザベス女王杯

３着，チューリップ賞 ，優３牝
マックロウ（97 牡 ＊トニービン）３勝，京都記念 ，目黒記念 ２着，天皇賞
（春） ４着，種牡馬

アンティ－クミスティ－ク Antique Mystique（84 牝 Affirmed）米６勝，ニュー
ヨークＨ ２着，イートンタウンＨ ３着

［孫］ アドマイヤベガ（96 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー ，京都新
聞杯 ，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ ，弥生賞 ２着，エリカ賞，種牡馬

アドマイヤドン（99 牡 ＊ティンバーカントリー）５勝，朝日杯フューチュリテ
ィＳ ，フェブラリーＳ ，etc.，優２牡，優ダート（２回）， ５勝，ＪＢ
Ｃクラシック （３回），etc.，ＤＧ優秀（２回），ＮＡＲ特別表彰馬，種牡馬

アドマイヤボス（97 牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，セントライト記念 ，産
経大阪杯 ３着，有馬記念 ５着，天皇賞（春） ５着，種牡馬

チェストウイング（01牡 スペシャルウィーク）６勝，ステイヤーズＳ ３着，オ
クトーバーＳ，信夫山特別，陣馬特別，東京競馬場グランドＯＰ記念 ３着

キャプテンベガ（03 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，東京新聞杯 ２着，エ
プソムＣ ３着（２回），朝日ＣｈＣ ３着，大阪城Ｓ ２着，etc.

アンティ－クオ－クション Antique Auction（90 牝 Geiger Counter）米４勝，ス
ターシュートＳ ，ファンフルリューシュＳ ，マイディアＳ ２着，グ
ローリアスソングＳ ２着，ボールドジルＨ ３着

生産牧場 北海道新冠町東泊津
新冠橋本牧場

購買市場 北海道サマーセール ７，９８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星鼻梁大白鼻白・珠目上・右髪中・
波分長・右前一白・後二長白

－ 97 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

62 ビクトリアスズランの１１ 牡・芦 ４／２３

＊チチカステナンゴ
芦 1998

ビクトリアスズラン
黒鹿 1997

Smadoun
スマドゥーン

＊スマラ

＊サンデーサイレンス

ビクトリートースト

Kaldoun
Mossma
Antheus
Small Partie
Halo
Wishing Well
ミスターシービー
ビクトリアクラウン

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（オーマツカゼ～ ＊ビユーチフルドリーマー） 12

Northern Dancer S 4×S 5

母 ビクトリアスズラン（97 黒鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－４（１２）〕
ブラックランナー（03 牡 黒鹿 ＊クロフネ）５勝，アレキサンドライトＳ（Ｄ１８００），千葉

ＴＶ杯（Ｄ１８００），仁川Ｓ （Ｄ２０００）３着
シルクキャリバー（04 牡 鹿 ＊グラスワンダー） ６勝
ベストグレイド（05 牡 鹿 ＊アグネスデジタル）２勝
ファインビーナス（06 牝 鹿 ＊トワイニング） ３勝
ゼットチャンプ（07 牡 鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝， １勝
オービット（08 牡 芦 ＊クロフネ） ２勝
アイドクレース（10 牝 黒鹿 ＊シンボリクリスエス） 出走

２代母 ビクトリートースト（91 鹿 ミスターシービー）出走
ビクトリアウインク（96 牝 ＊ノーザンテースト）不出走

アイオブザキング（02 牡 スペシャルウィーク）２勝，赤湯特別
アルテマイスター（06 牡 ＊アグネスデジタル）１勝， ２勝，星雲賞２着

３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，有馬記念５着，etc.，優２牝，優３牝
ビューチフルロマン（86 牝 ＊ノノアルコ）６勝，根岸Ｓ ３着，関越Ｓ ，秋嶺Ｓ，東雲

賞，本栖湖特別
ビューチフルドラマ（93 牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝
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 ３着，スピ
カＳ，南武特別，利尻特別，エイプリルＳ ２着

ミセスビクトリア（95 牝 ＊トニービン）不出走
ブロンコーネ（03 牝 ＊ブライアンズタイム）１勝，フローラＳ ２着

４代母 ワールドハヤブサ（67 栗 ＊ダイハード）４勝，デイセンバーＳ，信夫特別
［曾孫］ ニツポーテイオー（83 牡 ＊リイフオー）８勝，安田記念 ，天皇賞（秋） ，マ

イルＣｈＳ ，京王杯スプリングＣ ，スワンＳ ，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 ，オークス
３着，クイーンＳ ３着，漁火特別，桃花賞

生産牧場 北海道浦河町東栄
笠松牧場

購買市場 北海道サマーセール ８，２９５，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 流星鼻梁小白・珠目正・左初地

－ 98 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

63 サイレントビーナスの１１ 牡・栗 ２／１８

カンパニー
鹿 2001

－新種牡馬－

サイレントビーナス
栗 1997

ミラクルアドマイヤ

ブリリアントベリー

＊サンデーサイレンス

ヤエシラオキ

＊トニービン
＊バレークイーン
＊ノーザンテースト
＊クラフテイワイフ
Halo
Wishing Well
マルゼンスキー
ノスタルヒアス

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（シラオキ～ ＊フロリースカツプ） 3 l

Northern Dancer S 4×S 5×M 5

母 サイレントビーナス（97 栗 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ディーズアンカー（06 牝 黒鹿 タニノギムレット） １勝
サバンナ（07 牡 鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着， ２勝

２代母 ヤエシラオキ（89 芦 マルゼンスキー）２勝
テイエムドラゴン（02 牡 アドマイヤベガ）入着，優障害，障害５勝，中山大障害 ，京都

ハイジャンプ （２回），阪神スプリングジャンプ

３代母 ノスタルヒアス（74芦 ＊フオルテイノ）３勝，エリザベス女王杯５着，矢車賞，山吹賞
ハクラクテン（81 牡 ＊コインドシルバー）４勝，金北山特別，北摂特別，てまりばな賞
ユメウラナイ（93 牝 ＊トニービン）１勝

フォアボード（99 牝 ＊ノーザンテースト）出走
スマートパワー（07 牝 マイネルセレクト） ６勝，北日本新聞杯

４代母 サチカマダ（68 鹿 ＊ヴイミー）４勝，カーネーシヨンＣ
［子］ ミスカマダ（75 牝 ＊ネプテユーヌス）４勝，ジュライＳ，只見特別，医王寺特別
［孫］ マチカネエルベ（83 牝 アローエクスプレス）３勝，サファイヤＳ ２着，桜花

賞 ３着，エリザベス女王杯 ５着，トパーズＳ ２着，青函Ｓ ２着，etc.
キツポウシ（82 牡 アローエクスプレス）６勝，カブトヤマ記念 ，阿武隈特
別，浦安特別，ひめこまつ賞，吾妻小富士賞 ２着， ８勝

サリークラウン（82 牝 ＊ダイアトム）５勝，クイーンＳ ３着，フラワーＣ ，
松島特別

ワイエムゴシマ（82 牡 ＊サテインゴ）３勝，若草賞 ，菜の花賞
ミスタージングウ（84 牡 ＊パーソロン）３勝，金峰山特別，狭山特別

［曾孫］ ブレイクタイム（97 牡 ＊デインヒル）６勝，京成杯オータムＨ （２回），安田
記念 ２着，アイビスサマーダッシュ ２着，函館スプリントＳ ３着，etc.，
種牡馬

レタセモア（98 牡 ＊デュラブ） １２勝，兵庫ジュニアＧＰ ２着，ス
プリングＣ，ゴールドウィング賞，中京盃，秋風ジュニア２着，etc.

アマノブレイブリー（00 牡 ＊ジョリーズヘイロー）４勝，ドンカスターＳ ，
鶴橋特別，大阪―ハンブルクＣ ２着，大阪城Ｓ ３着

生産牧場 北海道新ひだか町静内東別
神垣 道弘

購買市場 北海道サマーセール ４，２００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 流星鼻梁白鼻梁鼻大白・下唇白・珠目上・波分長・
浪門・初地・左前細長白・右前一白・左後長白

－ 99 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

64 ビッグキャンドルの１１ ・鹿 ４／３０

ダンスインザダーク
鹿 1993

ビッグキャンドル
黒鹿 1998

＊サンデーサイレンス

＊ダンシングキイ

＊シャーディー

ユキワリザクラ

Halo
Wishing Well
Nijinsky
Key Partner
Danzig
Unfurled

＊サテインゴ
マイフエアリー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊ラガパ） 7

Northern Dancer S 4×M 4

母 ビッグキャンドル（98 黒鹿 ＊シャーディー） ３勝，日高賞（１６００）３着
〔産駒馬名登録数：３〕
トモシビ（10 牡 黒鹿 アドマイヤムーン） 不出走

２代母 ユキワリザクラ（81 鹿 ＊サテインゴ）入着２回
ダイワリート（88 牡 ＊ロングリート）３勝，山中湖特別
イナズマタカオー（91 牡 ＊アイシーグルーム）６勝，中京記念 ，北九州記念 ，中日ス

ポ４歳Ｓ ，マイラーズＣ ２着，金鯱賞 ３着，スプリンターズＳ ５着，朝日
杯３歳Ｓ ５着，菩提樹Ｓ ，萩Ｓ

イナズマキヨトー（94 牡 ＊ロイヤルスキー）２勝，尾頭橋特別

３代母 マイフエアリー（72 鹿 ＊ネヴアービート）６勝，仲春賞
エアインハート（89 牡 ダイナガリバー）３勝，松川浦特別， ５勝，みちのく賞，おしどり賞

４代母 マキノサクラ（62 鹿 Milesian）４勝，Ｂ特ハン
［子］ マイシヤン（71 牝 ＊チヤイナロツク）４勝，晩秋特別

マキノカツラ（68 牝 ＊ソロナウエー）３勝，雲取特別，寒菊賞
［孫］ マイエルフ（75 牝 ＊ミンスキー）９勝，福島記念，新潟大賞典２着，牝馬東タ

イ杯２着，スプリンターズＳ２着，クイーンＣ２着，etc.
アイトレジャー（90 牡 ＊アンシエントタイム） ３勝，やいろ鳥賞３着
センゴクモア（77 牡 ワイルドモア）４勝，日吉特別，医王寺特別， １勝
ソブリンウエイ（79 牡 ＊ドン）３勝，精進湖特別， ４勝

［曾孫］ エアリアル（90 ＊リアルシヤダイ）５勝，東京新聞杯２着，京王杯オータム
Ｈ ２着，クリスマスＳ ，奥多摩Ｓ，キャピタルＳ ２着，etc.

ヤナギコバン（94 牝 スズカコバン） １６勝，サラ系３歳優駿，肥後菊賞２
着，荒尾ダービー２着

エルザサンライズ（89 牝 スズカコバン）入着２回， １１勝，読売レディ
ス杯２着，ニューイヤーＣ２着，北國王冠３着，白山大賞典３着

コウチカムイオー（90 牝 ハギノカムイオー）３勝，ＨＴＢ賞，桃花賞，障害１勝
カクメイジ（91 牡 ＊ラシアンボンド）３勝，雄国沼特別
アイシャルヒーロー（95 牡 アンバーシヤダイ）２勝，多摩川特別， ２勝

生産牧場 青森県八戸市
大西興産

購買市場 北海道サマーセール ４，２００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 珠目上・波分長・右初地

－ 100 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

65 アポインテッドラブの１１ ・鹿 ５／ ２

マツリダゴッホ
鹿 2003

－新種牡馬－

＊アポインテッドラブ
鹿 2002

＊サンデーサイレンス

＊ペイパーレイン

Gentlemen
ジェントルメン

Affirmed Halo
アファームドヘイロー

Halo
Wishing Well
Bel Bolide

＊フローラルマジック
Robin des Bois
Elegant Glance
Affirmed

＊ドーンズヘイロー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Quill ～ Quick Touch） 5 g

Halo S 3×M 4 Affirmed M 3×S 4

母 ＊アポインテッドラブ（02 USA鹿 Gentlemen） ４勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ゴールドスペラーレ（09 牡 鹿 ＊ロージズインメイ） ２勝
ウインラヴタイム（10 牝 栗 タイムパラドックス） 出走

２代母 アファームドヘイローAffirmed Halo（91 CAN鹿 Affirmed）米２勝
＊マルターズオリジン（05 牝 Swain）３勝，浅草特別，菜の花賞 ３着，ジュニアＣ ３着

３代母 ＊ドーンズヘイロー（86 USA鹿 Halo）米出走
ナリタキングオー（92 牡 Wild Again）５勝，京都新聞杯 ，スプリングＳ ，共同通信杯

４歳Ｓ ，デイリー杯３歳Ｓ ２着，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ ２着，大阪城Ｓ ，京都
３歳Ｓ ２着

サテライトキャノン（01 牡 ＊アフリート）５勝，白川郷Ｓ，タイランドＣ

４代母 イースタンドーン Eastern Dawn（81 USA鹿 Damascus）米・仏５勝，オマール賞
，ヴァイオレットＨ ２着

［子］ ヒーローズトリビュート Hero's Tribute（98 牡 Sea Hero）米８勝，ガルフスト
リームパークＨ ，ピーターパンＳ ，ドンＨ ２着，イロクオイＳ ２
着，クラークＨ ３着，ケンタッキーＣクラシック ３着，ルイジアナダ
ービー ３着，ドゥワイアＳ ３着，ブラックタイアフェアＨ ，種牡馬

ドッピオエスプレッソ Doppio Espresso（92 牝 Java Gold）米１勝，アストリア
Ｓ ２着

［孫］ マイネルモルゲン（00 牡 Mt. Livermore）７勝，京成杯オータムＨ （２回），ダ
ービー卿ＣｈＴ ，ＮＨＫマイルＣ ３着，デイリー杯２歳Ｓ ３着，etc.

レスプレンデンシー Resplendency（01 牝 Tale of the Cat）米５勝，ブエナヴィ
スタＨ ２着，サンタモニカＨ ３着，モンロヴィアＨ ，カルーカンク
イーンＨ ２着，ハリーＷヘンソンＨ ２着

＊ブラッドバローズ（01 牡 Singspiel）３勝，アーリントンＣ ３着，遠州灘特別
キングストリート（06 牡 キングカメハメハ） ６勝，東京新聞杯 ２着，
洛陽Ｓ ，新潟日報賞，ファイナルＳ ３着，小倉日経ＯＰ ３着，etc.

シンメイレグルス（02 牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，昇竜Ｓ ，樟葉特別，
黒竹賞，関越Ｓ ２着， ２勝，スパーキングサマーＣ２着

生産牧場 北海道新ひだか町三石美野和
前田 宗将

購買市場 北海道サマーセール ３，１５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 珠目上・吭搦・髪中・波分

－ 101 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

66 ウインゼフィールの１１ ・鹿 ５／ ９

＊シンボリクリスエス
黒鹿 1999

ウインゼフィール
鹿 2001

Kris S.
クリスエス

Tee Kay
ティーケイ

＊サンデーサイレンス

ジョウノマチエール

Roberto
Sharp Queen
Gold Meridian
Tri Argo
Halo
Wishing Well
マルゼンスキー
ウメノシルバー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（第五マンナ～ ＊フラストレート） 1 b

Hail to Reason S 4×M 4

母 ウインゼフィール（01 鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ゼンノゼフィロス（10 牡 鹿 ＊シンボリクリスエス） 出走

２代母 ジョウノマチエール（90 鹿 マルゼンスキー）入着
ジョウノパリジャン（95 ＊ミルジヨージ）４勝，青嵐賞
ウインラディウス（98 牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，京王杯スプリングＣ ，富士Ｓ ，

東京新聞杯 ，京成杯オータムＨ ３着，ダービー卿ＣｈＴ ３着，etc.，種牡馬
ジョウノヴィーナス（99 牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，メジロマックイーンメモリア

ル，初霜特別
レッドクロス（07 牡 ＊ブライアンズタイム） ２勝

ジョウノエリザベス（03 牝 ＊サンデーサイレンス）３勝

３代母 ウメノシルバー（79 芦 ＊シルバーシヤーク）出走
ホクセイノボル（84 牡 ＊ターネンバーグ）３勝， １０勝，しもつけ菊花賞３着
ウメノローザ（86 牝 ＊ノーザンディクテイター） ６勝，グランドＣｈ２０００

ウメノファイバー（96 牝 サクラユタカオー）４勝，オークス ，京王杯３歳Ｓ ，
クイーンＣ ，秋華賞 ４着，優３牝

サンデーウェル（92 牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，セントライト記念 ，種牡馬

４代母 ストロングベビー（69 鹿 ＊セダン）不出走

５代母 マリアンナ（57 黒鹿 ＊ゲイタイム）１勝
［曾孫］ ストロングカイザー（88 牡 ホリスキー）４勝，セントライト記念 ，毎日杯

３着，駒草賞，若竹賞， 入着６回，迎春賞３着

６代母 トキツカゼ（44 鹿 ＊プリメロ）１１勝，皐月賞，オークス，カブトヤマ記念，日本ダー
ビー２着，農林大臣賞 ，etc.
［子］ オートキツ（52 牡 月友）１４勝，日本ダービー，東京盃，ダイヤモンドＳ，菊花

賞２着，年代表，優短距，種牡馬
オンワードゼア（54 牡 マルゼア）１１勝，有馬記念，天皇賞（春），日本経済賞，
有馬記念２着，菊花賞２着，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

生産牧場 北海道新冠町新栄
村上 欽哉

購買市場 北海道サマーセール ６，３００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 珠目上・髪中

－ 102 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

67 ヒミノオトヒメの１１ ・青 ４／１３

アドマイヤジャパン
栗 2002

ヒミノオトヒメ
黒鹿 2002

＊サンデーサイレンス

ビワハイジ

＊コマンダーインチーフ

ワンモアギャル

Halo
Wishing Well
Caerleon

＊アグサン
＊ダンシングブレーヴ
Slightly Dangerous
トウシヨウボーイ
フユノアダルト

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊アストニシメント） 7 c

Hail to Reason S 4×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

母 ヒミノオトヒメ（02 黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（１１）〕
ニイカップドリーム（07 牝 黒鹿 チアズブライトリー） ７勝
ジーニー（08 牝 鹿 アドマイヤコジーン） ４勝，プリンセスＣ（１５００）３着
ディアボンボン（09 牡 鹿 アドマイヤジャパン） １勝
プリズンブレーク（10 牡 青 デュランダル） 出走

２代母 ワンモアギャル（89 鹿 トウシヨウボーイ）３勝，姫島特別
セイウンユウカ（98 牝 ＊トニービン）２勝，ゆきつばき賞，ダリア賞 ２着

３代母 フユノアダルト（76 芦 ＊ラフインゴラ） ２勝
イーヒメ（82 牝 ＊ゲイルーザツク） ６勝，三才優駿
カリテルレデー（83 牝 ＊カウアイキング） １０勝，クイーンＣ，北関東菊花賞３着
アラナスモンタ（84 牡 ＊アラナス） ５勝，大井記念，帝王賞２着，川崎記念２着，東

京大賞典２着，東京記念２着，etc.
ノーザンホワイト（86 牝 マルゼンスキー）不出走

アステリファスト（96 牝 ＊シャンハイ） １勝
グラッドクライ（09 牝 ＊キッケンクリス） ７勝，ロジータ記念３着
トチノスカーレット（10 牝 サムライハート） ２勝，イノセントＣ２着

スペースジエツト（87 牝 マルゼンスキー）不出走
ビワセイハ（91 牡 ＊ナスルエルアラブ）７勝，平安Ｓ ３着，リバーサイドＳ ，ギャラ

クシーＳ ，コーラルＳ ２着，アンドロメダＳ ３着，etc.，障害１勝， １勝
マヤノイシス（95 牝 ＊コマンダーインチーフ）入着
カイシュウコロンボ（08 牡 マンハッタンカフェ） ５勝，新春Ｓ，尾瀬特別，
乙訓特別，巌流島特別

マルゼンモンタ（88 牝 マルゼンスキー）２勝
チェイスチェイス（94 牡 ＊スリルシヨー） ２７勝，道営記念，東北サラ

大賞典，赤レンガ記念（２回），迎春賞，etc.

４代母 モンタスピード（66 鹿 ＊モンタヴアル）不出走
［曾孫］ コスモブレイザー（95 牡 ＊ボーザム）４勝，ＡＪＣＣ ３着，グッドラックＨ，

八甲田山特別

生産牧場 北海道新冠町高江
中本 隆志

購買市場 北海道サマーセール ２，６２５，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 珠目正・髪中・左後一白

－ 103 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

68 ハートフルビコーの１１ ・鹿 ３／１６

ブラックタイド
黒鹿 2001

ハートフルビコー
鹿 2001

＊サンデーサイレンス

＊ウインドインハーヘア

＊ゼンノメイジン

＊ラブビート

Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere
Woodman
Northernette
Nijinsky
Belle Marie

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Orum Star ～ Gold Race） 14 b

Northern Dancer M 4×M 4×S 5

母 ハートフルビコー（01 鹿 ＊ゼンノメイジン）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（１６）〕
カカボゴールド（05 牝 鹿 アグネスゴールド） ４勝
ハカタアレイオーン（07 牝 栗 スパイキュール） １０勝
ジグパルティード（09 牡 鹿 ソングオブウインド） ２勝
ジーランディア（10 牡 芦 ＊スウェプトオーヴァーボード） 出走

２代母 ＊ラブビート（86 USA鹿 Nijinsky）米１勝
ロイヤルチーフ（95 牡 ＊コマンダーインチーフ） ３勝

３代母 ベルマリ－Belle Marie（70 USA栗 Candy Spots）米７勝，サンタスサーナＳ ，モ
リーピッチャーＨ ３着
ケイジャンプリンス Cajun Prince（77 牡 Ack Ack）米７勝，グッドウッドＨ ，エルドラ

ドＨ ２着，サイテイションＨ ２着，サンディエゴＨ ２着，オールドラングサ
インＨ ２着，etc.，種牡馬

レムハイゴ－ルド Lemhi Gold（78 牡 Vaguely Noble）米・英・仏８勝，ジョッキークラ
ブゴールドＣ ，サンフアンカピストラーノＨ ，マールボロＣ ，ソードダンサ
ーＳ ，ハリウッド招待Ｈ ２着，ジムダンディＳ ２着，サンマリノＨ ，エル
モンテＳ ３着，種牡馬

４代母 フレンチギャル French Gal（62 USA黒鹿 Our Colonel）米４勝
［孫］ ロッキ－マリッジ Rocky Marriage（80 牡 Riva Ridge）米・英１２勝，ボールドル

ーラーＳ ，カーターＨ ２着，カウントフリートスプリントＨ ２着，
ロングブランチＳ ２着，バークリーＨ ，etc.，種牡馬

［曾孫］ ダンシングインシルクス Dancing in Silks（05 Black Minnaloushe） 米７勝，
ＢＣスプリント ，パロスヴェルデスＨ ３着，ダマスカスＳ ２着

フォールスプロミス False Promises（00 Jules）米５勝，ホーソーンダービー
，シーオーエリンＢＣマイルＨ ２着

ジンズマジェスティ Gins Majesty（02 牝 Go for Gin）米・加６勝，バレリーナ
Ｓ ，ワシントンオークス ２着

ラヴアトヌーン Love at Noon（98 牝 Afternoon Deelites）米２勝，プリンセス
Ｓ ２着，ドグウッドＳ ２着，ラブレアＳ ３着

生産牧場 北海道浦河町瑞穂
斉藤 政志

購買市場 北海道サマーセール ６，４０５，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星鼻梁小白・珠目上・吭搦・左髪中・
右前後三白

－ 104 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

69 ミスアリバイの１１ ・鹿 ２／２２

ゼンノロブロイ
黒鹿 2000

＊ミスアリバイ
鹿 2006

＊サンデーサイレンス

＊ローミンレイチェル

El Prado
エルプラド

Lignify
リグニファイ

Halo
Wishing Well

＊マイニング
One Smart Lady
Sadler's Wells
Lady Capulet
Confidential Talk
Licitada

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Cote d'Or ～ Albilla） 12 d

5 代までにクロスなし

母 ＊ミスアリバイ（06 USA鹿 El Prado）不出走
初仔

２代母 リグニファイ Lignify（94 ARG栗 Confidential Talk）米・亜４勝，イグナシオコレ
アス大賞 ，ロスアラス賞 ，ラミッション賞 ２着，ＣＥディスタフ ２着，亜オー
クス ２着，亜１０００ギニー ３着
ドーンサプライズDawn Surprise（01 牝 Theatrical）英３勝

カリムドール Kalimdor（09 牡 Cape Cross） 土４勝，ジャルディランＳ，トヤイヴェ
サフデルＳ，イネニュＳ，タイデネメＳ２着，サドゥンＥＧアティグＳ２着

３代母 リシターダ Licitada（85 ARG鹿 Cinco Grande）亜５勝，エスパーニャ賞 ３着，ゲ
メス将軍賞 ３着
リグリナ Ligurina（91 牝 Johnny's Prospect）亜５勝，カルロスカサレス賞 ２着
リリオ Lirio（93 牡 Political Ambition）亜４勝，イタリア賞 ，コンペテンシア賞 ，種牡馬
ロックアウト Lockout（95 牡 Confidential Talk）亜１勝，モンテヴィデオ大賞 ３着，種牡馬
リティガード Litigado（96 Kitwood）首・亜・香９勝，ナシオナル大賞 ，エドゥアル

ドカセイ賞 ，ミゲルＦマルティネス大佐賞 ，ミゲルカネ賞 ，カルロスペレグ
リーニ大賞 ２着

４代母 ルーナアラウカナ Luna Araucana（73 ARG黒鹿 Selenio）亜１勝
［子］ ルミナリア Luminaria（84 牝 Pepenador）亜３勝，メキシコ賞 ，ミゲルアンヘ

ル＆セルマン賞 ２着，イグナシオコレアス大賞 ３着
［孫］ ルシーダフリウル Lucida Friul（96 牝 Friul）亜２勝，ラプラタオークス
［曾孫］ ミスローレンMiss Loren（98 牝 Numerous）米・亜１３勝，サンタマリアＨ ，

クレメントＬハーシュＨ ，レイディズシークレットＨ ２着，サンタ
マルガリータＨ ３着，ラフィアンＨ ３着，etc.

ミスターライトMr. Light（99 牡 Numerous）米・亜６勝，ポーカーＨ ，アッ
プルトンＨ ，ミゲルカネ賞 ２着，種牡馬

ミラノフォーンMilano Phone（97 牡 Speakerphone）星・亜３勝，ウベルトＦ
ヴィグナルト賞 ，モンテヴィデオ大賞 ２着，ＣＥジュヴェナイル
３着，アルゼンチンＪＣ賞 ３着，ブエノスアイレス賞 ３着

生産牧場 北海道浦河町西舎
富田牧場

購買市場 北海道サマーセール ４，２００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 星・鼻小白・珠目上・波分・浪門・
左初地・左後一白・右後小白

－ 105 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

70 ルシエルの１１ ・鹿 ３／ ２

＊シンボリクリスエス
黒鹿 1999

ルシエル
栗 1995

Kris S.
クリスエス

Tee Kay
ティーケイ

Sky Classic
スカイクラシック

＊ツルナゴラ

Roberto
Sharp Queen
Gold Meridian
Tri Argo
Nijinsky
No Class
Esprit du Nord
Dame Modeste

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ Sun Worship） 26

Northern Dancer M 4×M 5

母 ルシエル（95 栗 Sky Classic）２勝，野地特別（２０００）
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（３）〕
テンタカク（03 牝 栗 ＊グラスワンダー） ２勝
ダノンマッハ（04 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ）２勝
ティーエスポップ（06 牝 栗 ネオユニヴァース） １勝
ルシエルクレール（08 牝 栗 フジキセキ）入着， 出走
アービバラスボーイ（10 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ） 出走

２代母 ＊ツルナゴラ（88 FR鹿 Esprit du Nord）米・仏２勝，ドーヴィル大賞 ２着，ミネル
ヴ賞 ２着，ヴェルメイユ賞 ３着，マルレ賞 ３着，ペネロープ賞 ３着，etc.
カフェアクロポリス（01 牡 ＊エリシオ） ９勝

３代母 ダームモデストDame Modeste（83 FR 栗 Iron Duke）仏入着３回
プランセスドゥリカ Princesse de Lika（91 牝 Tagel）不出走

ベルクララBelle Clara（95 牝 Always Fair）仏入着２回
ベルネーエフBelle Neyev（03 牝 Stepneyev） 仏９勝

４代母 モデストModeste（64 FR黒鹿 Hautain）仏３勝，クロエ賞，ポモーヌ賞，仏・障害１勝
［子］ モンズーズMon Zouzou（71 Sicambre）仏５勝，プレザーンス賞 ，サトリ

ー賞 ，ポルトドマドリッド賞 ２着，英・仏・障害１勝
メイデンズブラッシュMaiden's Blush（78 牝 Bustino）仏２勝，トゥーレル賞

２着，オトンヌ賞 ３着
アンムッシュ Un Monsieur（80 牡 Pharly）米・仏４勝，ポンタルム賞 ３着，
種牡馬

［孫］ ブルートーピード Blue Torpedo（78 牡 Tennyson）仏８勝，サッシー賞 ，競馬
奨励協会記念賞 ２着，クラオンＧＨ ２着，シャペル賞 ３着，種牡馬

ミッドサマーズドリームMid Summer's Dream（89 Vayrann）米・仏６勝，
テステ大賞 ，デルビードミディ ２着

５代母 モプシーMopsy（58 FR 鹿 Cobalt）仏３勝，グロット賞，ロワイヨモン賞２着
［子］ モンダンMondain（65 牡 ＊スノツブ）仏１勝，オカール賞３着，グレフュール

賞３着，種牡馬

生産牧場 北海道日高町賀張
賀張三浦牧場

購買市場 北海道サマーセール ５，２５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星鼻梁小白鼻梁白鼻白・珠目上・
髪中・後二白
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写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

71 ジョーベアトリチェの１１ 牡・栗 ４／ ６

＊ボストンハーバー
鹿 1994

ジョーベアトリチェ
栗 1996

Capote
カポーティ

Harbor Springs
ハーバースプリングズ

＊キャロルハウス

ジョーエスペランス

Seattle Slew
Too Bald
Vice Regent
Tinnitus
Lord Gayle
Tuna
バンブーアトラス
ジヨージユホー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊シアラ） 4 i

5 代までにクロスなし

母 ジョーベアトリチェ（96 栗 ＊キャロルハウス）入着３回， ５勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－３（２２）〕
ナイスドリーム（03 牝 青鹿 バブルガムフェロー） ５勝
マーブルファイブ（05 牡 鹿 ＊アラムシャー）１勝
シゲルカサギヤマ（06 牡 栗 ＊ボストンハーバー） ４勝
キャンドルホルダー（07 牝 栗 マーベラスサンデー） １１勝
シゲルカカリチョウ（08 牝 栗 ジャングルポケット） ６勝
メイショウタタラ（10 牡 青鹿 マンハッタンカフェ） 不出走

２代母 ジョーエスペランス（85 栗 バンブーアトラス）３勝，春蘭賞 ２着，マーガレッ
トＳ ３着
ジョープロテクター（94 牡 ＊ヘクタープロテクター）６勝，淀短距離Ｓ ，奥多摩Ｓ，春

嶺Ｓ，藤森特別，摩耶Ｓ ２着，シクラメンＳ ３着， ６勝
ジョーファング（01 牡 ミラクルアドマイヤ）４勝，西部スポニチ賞，吉野ケ里特別，君

子蘭賞

３代母 ジヨージユホー（74 鹿 ＊ネヴアービート）５勝，大和特別
ジョースナイパー（88 牡 ＊ヴイテイージ）５勝，小倉記念 ２着，朝日ＣｈＣ ３着，斑

鳩Ｓ，ＨＴＢ杯，高砂特別，藤森特別

４代母 ＊シアラ（70 GB鹿 Shantung）英１勝
［孫］ ユーワフォルテ（85 牡 ＊ミルジヨージ）５勝，新潟大賞典 ，総武特別，種牡馬

ワンダーリベリオン（88 牡 ロングエース） ２９勝，日本海ＣｈＳ３着，さ
つき賞３着

コスモキング（87 牡 ＊リーフアーマツドネス） ８勝，やいろ鳥賞３着
［曾孫］ アルアラン（96 牡 ＊アルカング）６勝，アンタレスＳ ２着，東海Ｓ ３着，

雅Ｓ，嵯峨野特別，北斗賞，美唄特別， ２勝，ブリーダーズＧＣ ，
オグリキャップ記念

パーフェクトジョイ（03 牝 ステイゴールド）５勝，阪神牝馬Ｓ ３着，逆
瀬川Ｓ，夕月特別，和田岬特別，大阪城Ｓ ３着，スイートピーＳ ３着

生産牧場 北海道浦河町西幌別
ガーベラパークスタツド

購買市場 北海道サマーセール ５，２５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星断鼻梁小白鼻梁鼻大白上唇大白下唇小白・珠目二・
右髪中・波分長・左前一白・右二細長白・左後長白
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写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

72 ドリームエンブレムの１１ 牡・黒鹿 ４／２２

ハーツクライ
鹿 2001

ドリームエンブレム
青 2005

＊サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

＊ウォーエンブレム

マキシムドリーム

Halo
Wishing Well

＊トニービン
＊ビユーパーダンス
Our Emblem
Sweetest Lady

＊リアルシヤダイ
チャンネルフォー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊ワンスウエド） 4 m

Hail to Reason S 4×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

母 ドリームエンブレム（05 青 ＊ウォーエンブレム）不出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
トーホウサリー（09 牝 黒鹿 デュランダル） ４勝

２代母 マキシムドリーム（94 黒鹿 ＊リアルシヤダイ）入着３回
ドリームスピカ（99 牝 バブルガムフェロー）不出走

ペプチドジャスミン（03 牝 サクラローレル）１勝
マジックボンバー（04 牡 ＊タイキシャトル）４勝，皆生特別
ペプチドソロモン（07 サクラバクシンオー）１勝， 入着２回
ペプチドサクシード（08 牝 ＊ファンタスティックライト）１勝
キングモンブラン（09 牡 キングカメハメハ） １勝

ユーセイハヤトオー（01 ＊スピニングワールド）３勝

３代母 チャンネルフォー（88 青鹿 ＊ノーザンディクテイター）４勝，ＣＢＣ賞 ２着，阪
急杯 ３着，立夏Ｓ，知多特別，札幌日刊スポ杯 ２着

４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 ，有馬記念 ，

皐月賞 ，天皇賞（秋） ，天皇賞（春） ，etc.，優３牡，年代表，優古牡，種牡馬
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 ３着，

４勝
キャプテンクック（97 牡 ＊デインヒル）４勝，室町特別

［孫］ テイエムガルチオー（00 牡 ＊サンダーガルチ）２勝，伏竜Ｓ ２着，若駒Ｓ
３着， 入着，兵庫ＣｈＳ ３着

メイショウシスタス（99 牝 バブルガムフェロー）４勝，新涼特別
［曾孫］ ステラウインド（09 牡 ゼンノロブロイ） ２勝，青葉賞 ３着

５代母 ヌーラNoura（78 USA黒鹿 Key to the Kingdom）米１勝

６代母 リヴァーガイドRiver Guide（71 USA栗 Drone）不出走
［曾孫］＊ガヴィオラ（97 牝 Cozzene）米８勝，ガーデンシティＨ ，レイクプラシドＨ

，ボーゲイＨ ，サンズポイントＳ ，ヒアカムズザブライドＳ ，etc.

生産牧場 北海道浦河町杵臼
杵臼牧場

購買市場 北海道サマーセール ６，３００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星鼻梁大白鼻梁白鼻白断上唇白・
珠目上・波分長・左初地・後双門
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写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

73 プレインエンジェルの１１ 牡・栗 ５／ ６

アドマイヤジャパン
栗 2002

プレインエンジェル
栗 1999

＊サンデーサイレンス

ビワハイジ

＊トニービン

リメンバーユー

Halo
Wishing Well
Caerleon

＊アグサン
＊カンパラ
Severn Bridge

＊ノーザンテースト
サンドラターフ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊ロイヤルレジナ） 3 d

Northern Dancer M 4×S 5

母 プレインエンジェル（99 栗 ＊トニービン）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
アバトルディグナ（06 牝 栗 ＊グラスワンダー） １勝
サトノカイザー（07 牡 栗 ＊フレンチデピュティ） ２勝
マイネルヴィーゼ（08 牡 鹿 ステイゴールド）入着， １勝
マウンツエンジェル（09 牝 栗 ダイワメジャー）入着， 入着

２代母 リメンバーユー（85 鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
カットスルー（91 牡 ＊ワツスル）４勝，瀬戸内海特別，逢坂山特別
スリリングアワー（92 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，ゴールデンスパーＴ，ＴＶＱ杯，

ぶっぽうそう特別

３代母 サンドラターフ（74 鹿 ＊ヒツテイングアウエー）２勝
ダイナシユガー（81 牝 ＊ノーザンテースト）４勝，報知４歳牝馬特別 ，関屋記念 ２

着，牝馬東タイ杯 ２着，京王杯オータムＨ ２着，牝馬東タイ杯 ３着，ＢＳＮ
杯 ，谷川岳Ｓ
ムッシュシェクル（88 牡 ＊リアルシヤダイ）７勝，阪神大賞典 ，日経新春杯 ，Ａ

ｒ共和国杯 ，天皇賞（春） ３着，京都記念 ３着，etc.，種牡馬
シクレノンシェリフ（90 牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，毎日杯 ，皐月賞 ３着
シュガーキャンディ（97 牝 ＊トニービン）不出走
フィールドベアー（03 牡 フジキセキ）８勝，函館記念 ２着，札幌記念

３着，新潟大賞典 ３着，ファイナルＳ ，巴賞 ，etc.
モエレカントリー（01 牝 ＊ティンバーカントリー） ２勝
アイキャンデイ（09 牝 ゴールドヘイロー） ３勝，平和賞２着，ハイセ
イコー記念２着

レジナサンドラ（88 牝 ＊ノーザンテースト）１勝
レジュイール（99 牝 ＊トニービン）不出走
デザートレジーナ（03 牝 タヤスツヨシ） １４勝，しらさぎ賞

４代母 ＊ロイヤルレジナ（69 USA黒鹿 Fleet Nasrullah）米１勝
［孫］ フリートーク（85 牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，クイーンＳ ，フラワーＣ ，

桜花賞 ３着，オークス ４着

生産牧場 北海道日高町豊郷
碧雲牧場

購買市場 北海道サマーセール ２，１００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星鼻梁鼻大白上唇大白下唇白・
珠目上・右髪中・波分・四長白
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写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

74 モンテドーターの１１ 牡・青鹿 ４／２９

ダンスインザダーク
鹿 1993

モンテドーター
青鹿 2003

＊サンデーサイレンス

＊ダンシングキイ

＊ブライアンズタイム

＊カディザデー

Halo
Wishing Well
Nijinsky
Key Partner
Roberto
Kelley's Day
Darshaan
Kadissya

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Bara Bibi ～ Masaka） 5 e

Hail to Reason S 4×M 4 Graustark M 4×S 5

母 モンテドーター（03 青鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
トミーバローズ（09 牡 黒鹿 アドマイヤムーン）１勝

２代母 ＊カディザデー（88 IRE 黒鹿 Darshaan）愛・英入着２回
オグリウェルズ（93 牝 Sadler's Wells）出走

シゲルリジチョウ（08 牡 ＊グラスワンダー） ３勝，美作特別，香住特別
グリーンプラネット（95 牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，中山牝馬Ｓ ２着，奥多摩Ｓ，

フリーウェイＳ
ウルトラボルケーノ（03 牡 ダンスインザダーク）２勝，紫川特別， ３勝
アウロラプラネット（05 牝 アグネスタキオン）１勝， ３勝，読売レディス杯，ス

プリングＣ３着
サニングデール（99 牡 ＊ウォーニング）７勝，高松宮記念 ，ＣＢＣ賞 ，阪急杯 ，函

館スプリントＳ ，ファルコンＳ ，etc.，種牡馬
クレンデスターン（00 牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，Ｒたんぱ賞 ２着，野路菊Ｓ
セイウンヒメラギ（01 牝 ＊コマンダーインチーフ）出走

ニシノスタイル（09 牡 デュランダル） ２勝，フローラルウォーク賞，クローバー
賞 ２着，橘Ｓ ３着

ホエールシャーク（02 牝 ＊ヘネシー）２勝，由布院特別， ６勝

３代母 カディッシャ Kadissya（79 USA鹿 Blushing Groom）仏２勝，テーヴ賞
カヒャシ Kahyasi（85 牡 ＊イルドブルボン）愛・英・仏５勝，英ダービー ，愛ダービー

，リングフィールドダービートライアルＳ ，ニエル賞 ２着，種牡馬
カシ－ダKassiyda（86 牝 Mill Reef）英２勝

カサーニ Kassani（92 牡 Alleged）豪・仏５勝，ケルゴルレイ賞 ，グラディアトゥ
ール賞 ２着，ＡＪＣクレイヴァンプレイト ３着，モスクワ賞 ，ヴュルカ
イン賞 ，etc.

カサーナ Kassana（94 牝 Shernazar）仏１勝，ミネルヴ賞 ，ロワイヨモン賞 ２着，
マルレ賞 ３着，ロワイヤリュー賞 ３着
カストリア Kastoria（01 牝 Selkirk）愛・英・加・仏・香６勝，愛セントレジャ
ー ，カラＣ ，香港ヴァーズ ２着，ロワイヤリュー賞 ２着，パークヒ
ルＳ ２着，etc.

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 北海道セレクションセール ７，５６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星・珠目上・右髪中・波分長・
左後小白・右後一白
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写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

75 ホッカイカレンの１１ 牡・鹿 ２／１４

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

ホッカイカレン
鹿 1999

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

サクラバクシンオー

ホッカイテースト

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
サクラユタカオー
サクラハゴロモ

＊ノーザンテースト
ニホンピロオーロラ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊フロリースカツプ） 3 l

＊ノーザンテーストM 3×M 4 Nearctic S 5×M 5

母 ホッカイカレン（99 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－２（７）〕
チョコクランチ（05 牝 鹿 スペシャルウィーク）１勝
ホッカイナシュア（08 牡 鹿 タヤスツヨシ） ６勝
セリアマリポーサ（09 牝 黒鹿 バブルガムフェロー） １勝

２代母 ホッカイテースト（88 鹿 ＊ノーザンテースト）入着
シンコウマルロー（93 シンボリルドルフ）４勝，いわき特別，古町特別
ホッカイアレス（94 牝 シンボリルドルフ）不出走

セレブレーション（00 牡 ＊アラジ） １勝，華月賞３着
マイネルプルート（04 牡 ステイゴールド）３勝，小豆島特別

ホッカイショコラ（02 牝 スペシャルウィーク）３勝，富里特別

３代母 ニホンピロオーロラ（82 鹿 ＊イングリツシユプリンス）１勝
スターリズム（91 牝 ＊プルラリズム）不出走

マサノトルネード（95 牝 ＊アロングオール） １勝
オークトルネード（00 牡 ロイヤルタッチ） ５勝，ゴールドウィング賞２着，
ゴールドジュニア３着，新春ペガサスＣ３着

マルカチーノ（96 牡 ＊リファーズウィッシュ）障害２勝， １１勝，新緑賞３着

４代母 ニホンピロエバート（74 鹿 ＊チヤイナロツク）１勝
［子］ ニホンピロウイナー（80 牡 ＊ステイールハート）１６勝，安田記念 ，マイルＣ

ｈＳ （２回），京王杯スプリングＣ ，マイラーズＣ ，スワンＳ ，デ
イリー杯３歳Ｓ，朝日ＣｈＣ ，ＣＢＣ賞，きさらぎ賞，阪神３歳Ｓ２着，
マイラーズＣ ２着，天皇賞（秋） ３着，淀短距離Ｓ ，トパーズＳ ，
オパールＳ ，中京４歳特別 ，３歳Ｓ ，優短距（３回），種牡馬

［孫］ ニホンピロスワン（97 牝 ＊パラダイスクリーク）３勝，ローズＳ ，朝日Ｃｈ
Ｃ ３着，あずさ賞，都大路Ｓ ２着，カウントダウンＳ ３着

テイエムサウスポー（98 牡 ＊フォーティナイナー）２勝，京王杯３歳Ｓ ，デ
イリー杯３歳Ｓ ２着，小倉３歳Ｓ ２着，朝日杯３歳Ｓ ５着，ファイ
ナルＳ ３着

［曾孫］ マイネルパナシュ（01 牡 マーベラスサンデー）２勝，アイビーＳ

生産牧場 北海道平取町川向
高橋 幸男

購買市場 北海道サマーセール ５，２５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 星・珠目正・右髪中・右初地・沙流上・
左前半白・右前後三白

－ 111 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

76 エンジェルステージの１１ 牡・鹿 ５／２５

ブラックタイド
黒鹿 2001

エンジェルステージ
鹿 2004

＊サンデーサイレンス

＊ウインドインハーヘア

タニノギムレット

ステージバンダム

Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere

＊ブライアンズタイム
タニノクリスタル
マルゼンスキー
ユーワキャンディー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊トリーモス） 14 c

Hail to Reason S 4×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

母 エンジェルステージ（04 鹿 タニノギムレット）入着３回
〔産駒馬名登録数：１〕
バンダムロビン（10 牡 鹿 ダンシングカラー） 出走

２代母 ステージバンダム（93 鹿 マルゼンスキー）３勝，湘南特別
ミラクルケープ（02 牝 ＊フォーティナイナー） ２勝

バンダムラディウス（08 牡 デュランダル） ２勝
タイセイスティング（09 牡 ゴールドアリュール） ２勝，からまつ賞

トーホウアモーレ（03 牝 アグネスタキオン）１勝，小倉２歳Ｓ ３着
トーホウジュリア（09 牝 メイショウボーラー） １勝

バンダムミラージュ（08 牡 キングカメハメハ）２勝

３代母 ユーワキャンディー（88 栗 ＊ロングリート）不出走
シーズプリンセス（94 牝 ＊カコイーシーズ）２勝，ファンタジーＳ ，阪神３歳牝馬Ｓ

２着，報知４歳牝馬特別 ２着，コスモス賞 ２着，クローバー賞 ２着，etc.
プリンセスワールド（02 牝 ＊ティッカネン） ７勝，日高賞２着

４代母 メイジガルボ（73 栗 ＊フアバージ）５勝，福島大賞典，安田記念２着，中京３歳Ｓ
，東北３歳Ｓ

［子］ ノイズレスウイナー（90 牡 マルゼンスキー）１勝，三面川特別， １４
勝，酒田まつり賞，みちのく賞，おしどり賞，さつき賞

［孫］ サスケ（89 牡 ＊ミシシツピアン） ５勝，北斗盃２着，王冠賞３着
［曾孫］ ファインルナラック（96 牝 ＊カコイーシーズ）３勝，羽鳥湖特別

ディーエスボランチ（04 牡 サツカーボーイ）２勝，新緑賞

５代母 メイジポピー（68 栗 ＊ダイハード）１勝
［子］ メイジタイガー（77 牡 ＊オンリーフオアライフ）８勝，新潟記念，関屋記念，

金杯２着，関屋記念３着（２回），etc.

６代母 ＊トリーモス（60 ITY 栗 Ballymoss）不出走
［子］ メイジシロー（65 牡 Grey Sovereign）６勝，中山記念，京王盃スプリングＨ２

着，クモハタ記念２着，目黒記念（春）３着，東京新聞杯３着，etc.，種牡馬

生産牧場 北海道浦河町野深
富塚ファーム

購買市場 北海道サマーセール ４，２００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 流星・珠目上・波分・右後一白

－ 112 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

77 イナズマローレルの１１ 牡・黒鹿 ２／２３

＊アルデバラン
鹿 1998

イナズマローレル
黒鹿 2001

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

＊ピルサドスキー

スエヒロジョウオー

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
Polish Precedent
Cocotte
トウシヨウペガサス
イセスズカ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊メダリオン） 3 l

Buckpasser S 5×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

母 イナズマローレル（01 黒鹿 ＊ピルサドスキー）３勝，檜原湖特別（２０００）
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
キョウエイマイン（09 牝 鹿 キングヘイロー） １勝
ヒュウガミズキ（10 牝 鹿 ＊ファスリエフ） １勝

２代母 スエヒロジョウオー（90 鹿 トウシヨウペガサス）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ ，きん
せんか賞，優２牝
スエヒロコマンダー（95 牡 ＊コマンダーインチーフ）７勝，鳴尾記念 ，小倉大賞典 ，

ステイヤーズＳ ２着，京都大賞典 ２着，金鯱賞 ２着，etc.，種牡馬
コウエイベラドンナ（96 牝 メジロライアン）１勝，野路菊Ｓ ２着

マイネルロブスト（09 牡 ＊ゼンノエルシド） ２勝，朝日杯フューチュリティＳ
２着，京成杯 ２着，札幌２歳Ｓ ３着，クローバー賞

コウエイブルーム（98 牝 ＊ウォーニング）１勝
グッドキララ（04 牡 メジロライアン）５勝，佐世保Ｓ，障害１勝

スエヒロサプライズ（00 牝 ＊ラムタラ）出走
コウエイフラッシュ（06 ＊コロナドズクエスト） ４勝，黒埼特別

３代母 イセスズカ（82 青鹿 マルゼンスキー）１勝
コウエイテンカイチ（95 牡 メジロライアン）４勝，三木特別，ゆきやなぎ賞，ききょう

Ｓ ２着，障害２勝
タケカワルキューレ（02 牝 ダンスインザダーク）３勝，醍醐特別，秋元湖特別

４代母 サリユウエイシヨン（69 黒鹿 ＊インフアチユエイシヨン）１勝
［子］ アイノデバイン（76 牝 ＊デイバインギフト）４勝，名古屋特別

ハギノグリンランド（78 牡 ＊インターメゾ）４勝，尾張Ｓ，えのき賞
［孫］ マーベラスタイマー（94 牡 ＊モガミ）７勝，日経新春杯 ，Ａｒ共和国杯 ，

迎春Ｓ，九十九里特別，房総特別，etc.
シマノヤマヒメ（89 牝 ＊コリムスキー）５勝，中京記念 ，妙見山Ｓ，オーク
ランドＲＣＴ，秋分特別，etc.， ３勝，東京プリンセス賞３着

ビコーフウジン（88 牡 ＊クラウンドプリンス）入着， ８勝，金杯２着
［曾孫］ フジエスアイハーブ（99 牝 ＊エルハーブ） １勝，かもしか賞２着

生産牧場 北海道新冠町朝日
小泉牧場

購買市場 北海道サマーセール １０，８１５，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

特 徴 珠目正・吭搦・右髪中・波分

－ 113 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

78 ラインクリスタルの１１ 牡・栗 ４／ ３

＊アグネスデジタル
栗 1997

ラインクリスタル
青鹿 2005

Crafty Prospector
クラフティプロスペクター

Chancey Squaw
チャンシースクオー

ダンスインザダーク

フェルナンディーナ

Mr. Prospector
Real Crafty Lady
Chief's Crown
Allicance

＊サンデーサイレンス
＊ダンシングキイ
＊ノーザンテースト
＊エニグマ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ Portrait） 8 c

Northern Dancer M 4×S 5×M 5

母 ラインクリスタル（05 青鹿 ダンスインザダーク）入着
初仔

２代母 フェルナンディーナ（94 栗 ＊ノーザンテースト）３勝
フロレアーナ（01 牝 ダンスインザダーク）出走

フロレアル（08 牝 ＊スニッツェル） １勝，エーデルワイス賞 ３着
トーセンペトリュス（06 牡 ダンスインザダーク）２勝，飯盛山特別

３代母 ＊エニグマ（83 IRE 黒鹿 Ahonoora）英出走
シャルフォード Shalford（88 牡 Thatching）英・香７勝，コーク＆オラリーＳ ，デュー

クオヴヨークＳ ，ダイアデムＳ ，ミルリーフＳ ３着，グリーナムＳ ３着，
レスタシャーＳ ，サイレニアＳ ２着，種牡馬

ブレッチリーパーク Bletchley Park（89 牡 Caerleon）英・仏２勝，サイレニアＳ ，種牡
馬，ホットジュールズ（ＷＡＴＣダービー ）の父

コーンサークルCorn Circle（90 牝 Thatching）英出走
クリスマン Krisman（99 牡 Kris）伊１３勝，オメノーニ賞 ，オメノーニ賞 ２着
（２回），トゥディーニ賞 ２着（２回），etc.，種牡馬

リドルミー（97 牝 ＊カーネギー）１勝
アドマイヤホクト（04 牡 サクラバクシンオー）４勝，ファルコンＳ ，クリス

マスローズＳ

４代母 プリンセスルー Princess Ru（62 GB鹿 Princely Gift）英入着
［孫］ ダナシンガ Danasinga（91 牡 ＊デインヒル）豪・新６勝，ストラドブロークＨ

，ＡＪＣドンカスターＨ ２着，ドゥームベンＣ ２着，ＱＴＣグラン
プリＳ ２着，サンダウンパークＨ ，etc.，種牡馬

［曾孫］ タイフーントレイシー Typhoon Tracy（05 牝 Red Ransom）豪１１勝，ＣＦオー
ルＳ （２回），コーフィールドフュチュリティＳ ，ＡＴＣクイーンオ
ヴザターフＳ ，エンパイアローズＳ ，etc.

マスターオヴディザインMaster Of Design（05 牡 Redoute's Choice）豪７勝，
ＡＴＣＴＪスミスＳ ，ＡＴＣシーアマークスＳ ，ＭＲＣインヴィテ
イションＳ ３着，ＡＴＣスターキングダムＳ ３着，種牡馬

生産牧場 北海道新ひだか町静内豊畑
高橋 修

購買市場 北海道セレクションセール ７，３５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星鼻梁白鼻梁小白鼻大白・珠目上・
波分・左前一白・右前細長白・後二長白

－ 114 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

79 ガクエングレイスの１１ 牡・芦 ３／２６

＊チチカステナンゴ
芦 1998

ガクエングレイス
鹿 2004

Smadoun
スマドゥーン

＊スマラ

アドマイヤベガ

グレイトグレイス

Kaldoun
Mossma
Antheus
Small Partie

＊サンデーサイレンス
ベガ

＊グルームダンサー
スカーレットリボン

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊スカーレツトインク） 4 d

Northern Dancer S 4×S 5×M 5×M 5

母 ガクエングレイス（04 鹿 アドマイヤベガ） １勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
コロラツィオーネ（09 牝 黒鹿 ＊タップダンスシチー） １勝
ハンサムヒーロー（10 牡 鹿 ＊チチカステナンゴ） 出走

２代母 グレイトグレイス（97 鹿 ＊グルームダンサー） 入着
キーンゲイル（03 スペシャルウィーク）４勝，加古川特別，御嶽特別
オースミマイカ（08 牝 ディープインパクト） １勝，忘れな草賞 ３着

３代母 スカーレットリボン（85 栗 ＊ノーザンテースト）３勝，報知４歳牝馬特別 ，紅梅
賞，ヒヤシンス賞 ２着，カンナ賞 ２着，ターコイズＳ ３着
タヤスアンティーム（95 牡 ＊トニービン）６勝，東海Ｓ ３着，関越Ｓ ２着，北陸Ｓ

２着，ブリリアントＳ ２着，エニフＳ ３着，etc.

４代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）米出走
［孫］ ダイワメジャー（01 牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，皐月賞 ，安田記念 ，

天皇賞（秋） ，マイルＣｈＳ ，マイルＣｈＳ ，etc.，最優秀短距離
馬（２回），種牡馬

ダイワスカーレット（04 牝 アグネスタキオン）８勝，有馬記念 ，桜花賞
，秋華賞 ，エリザベス女王杯 ，産経大阪杯 ，etc.，優３

牝，優父内
［曾孫］ ヴァーミリアン（02 牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，フェブラリーＳ ，ジャ

パンＣダート ，etc.，日本レコード（２１００），優ダート， １０勝，Ｊ
ＢＣクラシック （３回），etc.，ＤＧ優秀，ＮＡＲ特別表彰馬，種牡馬

サカラート（00 牡 ＊アフリート）６勝，東海Ｓ ，etc.， ３勝，
日本ＴＶ盃 ，ブリーダーズＧＣ ，マーキュリーＣ ，かしわ記念
３着，etc.

クォークスター（07 牡 アグネスタキオン）３勝，セントライト記念 ，ラ
ジオＮＩＫＫＥＩ賞 ２着，プリンシパルＳ ２着

ソリタリーキング（07 牡 キングカメハメハ） ７勝，東海Ｓ ，レパード
Ｓ（重賞）３着，ブリリアントＳ ，etc.， １勝，日本ＴＶ盃 ，Ｊ
ＢＣクラシック ４着

生産牧場 北海道新冠町新栄
村上 欽哉

購買市場 北海道サマーセール ３，１５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 小星・珠目上・髪中・初地・芭蕉上・
左前半白・右前一白・右後小白

－ 115 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

80 オンワードシルフィの１１ 牡・鹿 ３／１４

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

オンワードシルフィ
栗 2001

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊トワイニング

オンワードロイヤル

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
＊フォーティナイナー
Courtly Dee
Lomond

＊ロイヤルオペラ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Cap and Bells ～ Ghazni） 1 l

Mr. Prospector S 3×M 4 Never Bend M 4×S 5 Nearctic S 5×M 5

母 オンワードシルフィ（01 栗 ＊トワイニング） ２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
オンワードナスキー（09 牡 栗 アグネスフライト） 出走， ４勝
イーグルハンター（10 牝 鹿 ＊イーグルカフェ） 入着

２代母 オンワードロイヤル（87 芦 Lomond）出走
オンワードプリモ（92 牝 ＊アロングオール）１勝，障害１勝

ビガラスグリーン（02 牡 ＊ミシル） １勝，九州ジュニアＧＰ２着

３代母 ＊ロイヤルオペラ（82 USA芦 Sir Ivor）不出走
ハイランドカルチャーHighland Culture（86 牝 Lomond）不出走

レッドファントムRed Phantom（92 Kefaah）愛・英・新４勝

４代母 ターバン Turban（69 USA芦 Bagdad）米１勝
［子］ ターキッシュトレジャー Turkish Treasure（75 牝 Sir Ivor）愛・英・仏３勝，愛

パークＳ ，チェリーヒントンＳ
［孫］ ＊マジツクミラー（82 牡 Nureyev）愛・英２勝，英ノーフォークＳ ，カラＳ

２着，チェリーブラッサムＳ ，種牡馬
ザミラー The Miller（81 牡 Mill Reef）愛・英３勝，愛セントレジャー ３着，
スコティッシュダービー ２着，種牡馬

サンワーシップ Sun Worship（79 牡 ＊ノノアルコ）愛・米３勝，ラークスパー
Ｓ ２着，アシュフォードカースルＳ ２着，種牡馬

［曾孫］ アシシエンプレ Asi Siempre（02 牝 El Prado）米・仏７勝，スピンスターＳ ，
ダブルドッグデアＳ ，ヴァリーヴューＳ ，ガーデンシティＢＣＳ
２着，ルイヴィルＢＣＳ ２着，etc.

アルムシュタラク Almushtarak（93 牡 Fairy King）愛・英・香・仏・香５勝，
クリサリスグループマイル ，ＢＦＲパークＳ ，クイーンエリザベス
二世Ｓ ２着，サセックスＳ ２着，サセックスＳ ３着，etc.，種牡馬

フリック Flick（92 Kris）米・英８勝，マーヴィンリロイＨ ３着，サンパ
スカルＨ ３着，パラダイスマイルＨ ，ターフパラダイスＢＣＨ ２
着，ファストネスＨ ３着，etc.

生産牧場 北海道浦河町上野深
オンワード牧場

購買市場 北海道サマーセール ６，９３０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 星・珠目正・髪中・波分長・右後半白

－ 116 －



写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

81 シルバーインゴットの１１ 牡・鹿 ４／ ８

アドマイヤジャパン
栗 2002

＊シルバーインゴット
鹿 2001

＊サンデーサイレンス

ビワハイジ

Silver Hawk
シルヴァーホーク

Christabelle
クリスタベル

Halo
Wishing Well
Caerleon

＊アグサン
Roberto
Gris Vitesse
Northern Dancer
Where You Lead

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Where You Lead ～ Noblesse） 14 f

Northern Dancer M 3×S 5 Hail to Reason S 4×M 4 Almahmoud S 5×M 5
Nearco M 5×M 5 Native Dancer M 5×M 5

母 ＊シルバーインゴット（01 USA鹿 Silver Hawk） 入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ユキノフェニックス（06 牝 鹿 ＊トワイニング） ４勝
エドノビゼン（09 牡 鹿 デュランダル） １勝
コスモブレード（10 牡 鹿 ダンスインザダーク） 入着

２代母 クリスタベルChristabelle（83 USA栗 Northern Dancer）愛入着
ナーアイムNa-Ayim（90 牝 Shirley Heights）英１勝

ムブケラMubkera（99 牝 Nashwan）英１勝，ヴァージニアＳ ２着，リングフィー
ルドオークストライアルＳ ３着
グリーンデステニー Green Destiny（07 Marju） 首・英６勝，ストレンソー
ルＳ ，ニューベリーアークトライアル

タムリーン Tamreen（01 Bahhare）英・仏１勝，クープデトロワザン ２着，英・
障害１勝

＊シンコウノビー（95 牝 Nashwan）１勝，ファンタジーＳ ２着，フラワーＣ ３着，阪神
３歳牝馬Ｓ ５着，カーネーションＣ ２着，忘れな草賞 ３着
ウインレジェンド（03 牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，葵Ｓ ，橘Ｓ ２着，種牡馬
サリエル（07 牝 キングカメハメハ）４勝，ファルコンＳ ３着，アクアラインＳ

ジュエルインザクラウン Jewel in the Crown（96 牝 Seeking the Gold）愛１勝
オールドジューテロノミー Old Deuteronomy（01 牡 Storm Cat）愛・米・英・仏３

勝，フィーニクスＳ ２着，リッチモンドＳ ２着，シーオーエリンＢＣマイ
ルＨ ２着，種牡馬

３代母 ホエアユーリードWhere You Lead（70 USA栗 Raise a Native）愛・英２勝，ミュ
ージドラＳ ，英オークス ２着，アサシＳ ３着
スライトリーデインジャラス Slightly Dangerous（79 牝 Roberto）英２勝，フレッドダー

リングＳ ，英オークス ２着，デュークオヴエディンバラＳ
＊コマンダーインチーフ（90 牡 ＊ダンシングブレーヴ）愛・英５勝，英ダービー ，

愛ダービー ，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ ３着，種牡馬

生産牧場 北海道新ひだか町三石川上
小河 豊水

購買市場 北海道サマーセール ２，１００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星鼻梁小白・上唇小白・珠目上・
右芭蕉上・右骨正・前二白・後二細長白
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写真カタログのシール貼付等にご利用ください。

82 プリンセスヴェールの１１ 牡・栗 ４／２３

＊オペラハウス
鹿 1988

プリンセスヴェール
鹿 2006

Sadler's Wells
サドラーズウェルズ

Colorspin
カラースピン

アグネスタキオン

サチノカルメン

Northern Dancer
Fairy Bridge
High Top
Reprocolor

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ

＊ブレイヴエストローマン
ダイナカルメン

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊フアンシミン） 9 f

Northern Dancer S 3×M 5 Hail to Reason S 5×M 5 Lalun S 5×M 5

母 プリンセスヴェール（06 鹿 アグネスタキオン）不出走
初仔

２代母 サチノカルメン（95 芦 ＊ブレイヴエストローマン）１勝
ワンダーカルメン（03 牝 トウカイテイオー）１勝， ３勝

３代母 ダイナカルメン（81 芦 ＊ノーザンテースト）４勝
ロザヴィア（92 牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ジョウテンペガサス（98去勢馬 ＊ジェイドロバリー） １０勝，百万石賞，スプリン
ターズＣ，青山記念２着，東北ダービー２着，ＪＴＢ賞３着，南部駒賞３着

４代母 ＊フアンシミン（67 USA芦 Determine）米３勝
［孫］ ダイナシユート（82 牝 ＊ノーザンテースト）４勝，京成杯３歳Ｓ ，七夕賞 ，

新潟３歳Ｓ ，京王杯オータムＨ ２着，北九州記念 ２着，etc.
ダイナマイン（80 牝 ＊ノーザンテースト）７勝，牝馬東タイ杯 ，新潟記念 ，
関屋記念 ２着，京王杯オータムＨ ３着，新潟日報賞，etc.

ダイナフエアリー（83 牝 ＊ノーザンテースト）６勝，オールカマー ，新潟記
念 ，エプソムＣ ，牝馬東タイ杯 ，京成杯 ，etc.

［曾孫］ アドマイヤマックス（99 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，高松宮記念 ，富士Ｓ ，
東スポ杯２歳Ｓ ，安田記念 ２着，スプリンターズＳ ３着，etc.，種牡馬

ローゼンカバリー（93 牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，目黒記念 ，日経賞 ，
ＡＪＣＣ ，セントライト記念 ，天皇賞（春） ３着，etc.，種牡馬

ホーネットピアス（94 牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，桜花賞 ３着，隅田川特別
イブキラジョウモン（92 牡 ＊アウザール）４勝，中日スポ４歳Ｓ ，若草Ｓ
サマーサスピション（92 牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，青葉賞 ，種牡馬
タヤスメドウ（95 牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，新潟大賞典 ，京都新聞杯

３着，ダイヤモンドＳ ３着，大阪－ハンブルクＣ ，大阪城Ｓ ２着，etc.，
種牡馬

メイショウタメトモ（05牡 ＊ジョリーズヘイロー） ５勝，マーチＳ ２着，etc.，
入着５回，川崎記念 ２着，ブリーダーズＧＣ

２着，マーキュリーＣ ２着，ブリーダーズＧＣ ３着，etc.

生産牧場 北海道浦河町上杵臼
笹地牧場

購買市場 北海道サマーセール ４，３０５，０００円
育 成 場 日高育成牧場

特 徴 流星鼻梁白鼻梁小白鼻白上唇白・珠目上・髪中・
波分・左前小白・左後長白・右後細長白
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売却馬索引
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上 場 順 索 引

※太字は新種牡馬

No. 売却馬名 性 毛色（父馬名…母父馬名） 購買価格 育成場

１ バクシンスクリーンの１１♂ 鹿 （＊アルデバラン …サクラバクシンオー） ホームブレッド 日高

２ ラストローレンの１１ ♂ 栗 （＊アルデバラン …＊ラストタイクーン） ホームブレッド 日高

３ フレンドリータッチの１１♂ 鹿 （＊アルデバラン …＊ワツスルタツチ） ホームブレッド 日高

４ フジティアスの１１ ♀ 鹿 （＊アルデバラン …フジキセキ） ホームブレッド 日高

５ ワンモアベイビーの１１♀ 栗 （＊アルデバラン …＊ジェネラス） ホームブレッド 日高

６ ビューティコマンダの１１♀ 黒鹿（＊アルデバラン …＊コマンダーインチーフ） ホームブレッド 日高

７ キセキスティールの１１♀ 鹿 （＊アルデバラン …フジキセキ） ホームブレッド 日高

８ エポックサクラの１１ ♀ 芦 （＊アルデバラン …サクラバクシンオー） ホームブレッド 日高

９ クレバーマリリンの１１♀ 栗 （ ディープスカイ…Gone West） ５，２５０，０００円 日高

１０ シアトリカルポーズの１１♀ 黒鹿（ アドマイヤムーン…Theatrical） ５，２５０，０００円 宮崎

１１ ドラールフォンテンの１１♀ 青鹿（ ステイゴールド…＊キンググローリアス） ７，３５０，０００円 宮崎

１２ シーソングの１１ ♀ 黒鹿（＊バゴ…＊コマンダーインチーフ） ３，６７５，０００円 宮崎

１３ タイキシャインの１１ ♂ 黒鹿（＊
ヨハネスブルグ…＊タイキシャトル） ８，４００，０００円 日高

１４ ホワイトトルネードの１１♂ 栗 （ フジキセキ…Warning） １６，８００，０００円 日高

１５ キャットアリの１１ ♂ 栗 （＊タイキシャトル…Storm Cat） １０，５００，０００円 日高

１６ ケイアイリュージンの１１♂ 栗 （ ディープスカイ…＊グルームダンサー） １２，６００，０００円 日高

１７ サンセットムーンの１１♂ 黒鹿（ ステイゴールド…＊キャロルハウス） ８，４００，０００円 宮崎

１８ マヤノビジューの１１ ♂ 黒鹿（＊ケイムホーム…＊ウォーニング） ３，９９０，０００円 宮崎

１９ グランドアピアの１１ ♂ 栗 （＊キャプテンスティーヴ…＊デュラブ） ２，１００，０００円 宮崎

２０ オマイタの１１ ♂ 栗 （＊
ヨハネスブルグ…Miswaki） ８，４００，０００円 宮崎

２１ オテンバコマチの１１ ♂ 栗 （＊アルデバラン …＊ダンシングブレーヴ） ６，３００，０００円 日高

２２ ダノンクラフトの１１ ♂ 黒鹿（＊バゴ…＊クロフネ） １７，５３５，０００円 日高

２３ レディストロベリーの１１♂ 鹿 （ ディープスカイ…Caerleon） ８，４００，０００円 日高

２４ メダイユドールの１１ ♂ 栗 （ サクラバクシンオー…＊フォーティナイナー） ６，３００，０００円 日高

２５ レディマハロの１１ ♀ 栗 （ オレハマッテルゼ…＊フォーティナイナー） ３，１５０，０００円 日高

２６ ジルニーナの１１ ♀ 鹿 （ マツリダゴッホ…＊オジジアン） ７，４５５，０００円 日高

２７ クインオブオールディーの１１♀ 黒鹿（＊バゴ…Kris S.） ４，２００，０００円 日高

２８ ホッカイラヴの１１ ♀ 栗 （＊オペラハウス…＊アフリート） ３，１５０，０００円 宮崎

２９ マイネレーヌの１１ ♀ 黒鹿（ ハーツクライ…＊マイネルラヴ） ７，４５５，０００円 宮崎

３０ アイビスティアラの１１♀ 鹿 （＊
ヨハネスブルグ…アグネスタキオン） ３，１５０，０００円 宮崎
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※太字は新種牡馬

No. 売却馬名 性 毛色（父馬名…母父馬名） 購買価格 育成場

３１ キャニオンリリーの１１♀ 栗 （＊
ヨハネスブルグ…＊エルハーブ） ６，３００，０００円 日高

３２ ピアノリサイタルの１１♀ 栗 （ ダイワメジャー…＊カーネギー） ５，２５０，０００円 日高

３３ フェレットの１１ ♀ 鹿 （＊バゴ…＊サンデーサイレンス） ３，１５０，０００円 日高

３４ ディマーの１１ ♀ 栗 （＊サウスヴィグラス…Caerleon） ３，１５０，０００円 日高

３５ コロナガールの１１ ♀ 栗 （ デュランダル…＊コロナドズクエスト） ３，１５０，０００円 日高

３６ ブライアンズソノの１１♂ 鹿 （ エイシンデピュティ…マヤノトップガン） ４，９３５，０００円 日高

３７ グランドホイッスルの１１♂ 鹿 （＊
パイロ…シアトルスズカ） ８，４００，０００円 日高

３８ グラスレビンの１１ ♂ 鹿 （＊
ヨハネスブルグ…＊ブライアンズタイム） ７，３５０，０００円 日高

３９ エンゼルアーチの１１ ♂ 栗 （ ゴールドアリュール…Smart Strike） ３，６７５，０００円 宮崎

４０ レイナフェリスの１１ ♂ 鹿 （＊アルデバラン …＊コマンダーインチーフ） ９，４５０，０００円 宮崎

４１ カリカーの１１ ♂ 栗 （＊カリズマティック…Gulch） ３，１５０，０００円 宮崎

４２ パディントンの１１ ♂ 黒鹿（＊バゴ…＊スキャターザゴールド） ７，３５０，０００円 日高

４３ クレバージーンの１１ ♂ 栗 （＊
パイロ…スペシャルウィーク） ５，２５０，０００円 日高

４４ パシティアの１１ ♂ 鹿 （ ステイゴールド…＊シンボリクリスエス） ８，４００，０００円 日高

４５ グロリアスバラッドの１１♂ 栗 （＊ワイルドラッシュ…Kingmambo） ５，７７５，０００円 日高

４６ ボンビバンの１１ ♂ 黒鹿（ マンハッタンカフェ…Red Ransom） ６，５１０，０００円 日高

４７ マチカネアオイの１１ ♂ 鹿 （ ヴィクトリー…＊サンデーサイレンス） ５，２５０，０００円 日高

４８ フジノバイオレットの１１♀ 鹿 （＊サウスヴィグラス…＊コマンダーインチーフ） ５，２５０，０００円 宮崎

４９ ウエスタンバスターの１１♀ 黒鹿（ ブラックタイド…Housebuster） ４，３０５，０００円 宮崎

５０ アラマサスナイパーの１１♀ 黒鹿（＊バゴ…ステイゴールド） ３，６７５，０００円 日高

５１ エイシンパンドラの１１♀ 黒鹿（ ダンスインザダーク…＊フォーティナイナー） ３，１５０，０００円 日高

５２ マイアタックレディの１１♀ 鹿 （＊ワイルドラッシュ…サマーサスピション） ３，１５０，０００円 日高

５３ クラシックチュチュの１１♀ 黒鹿（＊ブライアンズタイム…キングカメハメハ） ６，３００，０００円 日高

５４ カメレオンの１１ ♀ 鹿 （＊バゴ…サクラバクシンオー） ２，６２５，０００円 宮崎

５５ マチカネフウリンの１１♀ 栗 （＊クロフネ…＊サンデーサイレンス） ６，９３０，０００円 宮崎

５６ ピサノボニータの１１ ♀ 黒鹿（＊ホワイトマズル…＊サンデーサイレンス） ３，６７５，０００円 日高

５７ マヤノラトゥールの１１♀ 鹿 （＊ストラヴィンスキー…＊アフリート） ２，１００，０００円 日高

５８ エイシンサイレンスの１１♀ 青鹿（＊マイネルラヴ…＊サンデーサイレンス） ３，１５０，０００円 日高

５９ スマイルビジンの１１ ♀ 芦 （＊クロフネ…ゴールドヘイロー） ５，２５０，０００円 日高

６０ ボストンパールの１１ ♂ 鹿 （ ブラックタイド…＊ボストンハーバー） ４，８３０，０００円 日高
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※太字は新種牡馬

No. 売却馬名 性 毛色（父馬名…母父馬名） 購買価格 育成場

６１ クリックストリームの１１♂ 栗 （ カンパニー…＊グラスワンダー） ７，９８０，０００円 日高

６２ ビクトリアスズランの１１♂ 芦 （＊チチカステナンゴ…＊サンデーサイレンス） ８，２９５，０００円 宮崎

６３ サイレントビーナスの１１♂ 栗 （ カンパニー…＊サンデーサイレンス） ４，２００，０００円 宮崎

６４ ビッグキャンドルの１１♀ 鹿 （ ダンスインザダーク…＊シャーディー） ４，２００，０００円 宮崎

６５ アポインテッドラブの１１♀ 鹿 （ マツリダゴッホ…Gentlemen） ３，１５０，０００円 日高

６６ ウインゼフィールの１１♀ 鹿 （＊シンボリクリスエス…＊サンデーサイレンス） ６，３００，０００円 日高

６７ ヒミノオトヒメの１１ ♀ 青 （ アドマイヤジャパン…＊コマンダーインチーフ） ２，６２５，０００円 日高

６８ ハートフルビコーの１１♀ 鹿 （ ブラックタイド…＊ゼンノメイジン） ６，４０５，０００円 日高

６９ ミスアリバイの１１ ♀ 鹿 （ ゼンノロブロイ…El Prado） ４，２００，０００円 日高

７０ ルシエルの１１ ♀ 鹿 （＊シンボリクリスエス…Sky Classic） ５，２５０，０００円 日高

７１ ジョーベアトリチェの１１♂ 栗 （＊ボストンハーバー…＊キャロルハウス） ５，２５０，０００円 日高

７２ ドリームエンブレムの１１♂ 黒鹿（ ハーツクライ…＊ウォーエンブレム） ６，３００，０００円 日高

７３ プレインエンジェルの１１♂ 栗 （ アドマイヤジャパン…＊トニービン） ２，１００，０００円 日高

７４ モンテドーターの１１ ♂ 青鹿（ ダンスインザダーク…＊ブライアンズタイム） ７，５６０，０００円 日高

７５ ホッカイカレンの１１ ♂ 鹿 （＊ケイムホーム…サクラバクシンオー） ５，２５０，０００円 日高

７６ エンジェルステージの１１♂ 鹿 （ ブラックタイド…タニノギムレット） ４，２００，０００円 宮崎

７７ イナズマローレルの１１♂ 黒鹿（＊アルデバラン …＊ピルサドスキー） １０，８１５，０００円 宮崎

７８ ラインクリスタルの１１♂ 栗 （＊アグネスデジタル…ダンスインザダーク） ７，３５０，０００円 日高

７９ ガクエングレイスの１１♂ 芦 （＊チチカステナンゴ…アドマイヤベガ） ３，１５０，０００円 日高

８０ オンワードシルフィの１１♂ 鹿 （＊ケイムホーム…＊トワイニング） ６，９３０，０００円 日高

８１ シルバーインゴットの１１♂ 鹿 （ アドマイヤジャパン…Silver Hawk） ２，１００，０００円 日高

８２ プリンセスヴェールの１１♂ 栗 （＊オペラハウス…アグネスタキオン） ４，３０５，０００円 日高
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※太字は新種牡馬

No. 売却馬名 性 毛色（父馬名…母父馬名） 購買価格 育成場

【ア】

３０ アイビスティアラの１１♀ 鹿 （＊
ヨハネスブルグ…アグネスタキオン） ３，１５０，０００円 宮崎

６５ アポインテッドラブの１１♀ 鹿 （ マツリダゴッホ…Gentlemen） ３，１５０，０００円 日高

５０ アラマサスナイパーの１１♀ 黒鹿（＊バゴ…ステイゴールド） ３，６７５，０００円 日高

７７ イナズマローレルの１１♂ 黒鹿（＊アルデバラン …＊ピルサドスキー） １０，８１５，０００円 宮崎

６６ ウインゼフィールの１１♀ 鹿 （＊シンボリクリスエス…＊サンデーサイレンス） ６，３００，０００円 日高

４９ ウエスタンバスターの１１♀ 黒鹿（ ブラックタイド…Housebuster） ４，３０５，０００円 宮崎

５８ エイシンサイレンスの１１♀ 青鹿（＊マイネルラヴ…＊サンデーサイレンス） ３，１５０，０００円 日高

５１ エイシンパンドラの１１♀ 黒鹿（ ダンスインザダーク…＊フォーティナイナー） ３，１５０，０００円 日高

８ エポックサクラの１１ ♀ 芦 （＊アルデバラン …サクラバクシンオー） ホームブレッド 日高

７６ エンジェルステージの１１♂ 鹿 （ ブラックタイド…タニノギムレット） ４，２００，０００円 宮崎

３９ エンゼルアーチの１１ ♂ 栗 （ ゴールドアリュール…Smart Strike） ３，６７５，０００円 宮崎

２１ オテンバコマチの１１ ♂ 栗 （＊アルデバラン …＊ダンシングブレーヴ） ６，３００，０００円 日高

２０ オマイタの１１ ♂ 栗 （＊
ヨハネスブルグ…Miswaki） ８，４００，０００円 宮崎

８０ オンワードシルフィの１１♂ 鹿 （＊ケイムホーム…＊トワイニング） ６，９３０，０００円 日高
【カ】

７９ ガクエングレイスの１１♂ 芦 （＊チチカステナンゴ…アドマイヤベガ） ３，１５０，０００円 日高

５４ カメレオンの１１ ♀ 鹿 （＊バゴ…サクラバクシンオー） ２，６２５，０００円 宮崎

４１ カリカーの１１ ♂ 栗 （＊カリズマティック…Gulch） ３，１５０，０００円 宮崎

７ キセキスティールの１１♀ 鹿 （＊アルデバラン …フジキセキ） ホームブレッド 日高

１５ キャットアリの１１ ♂ 栗 （＊タイキシャトル…Storm Cat） １０，５００，０００円 日高

３１ キャニオンリリーの１１♀ 栗 （＊
ヨハネスブルグ…＊エルハーブ） ６，３００，０００円 日高

２７ クインオブオールディーの１１♀ 黒鹿（＊バゴ…Kris S.） ４，２００，０００円 日高

５３ クラシックチュチュの１１♀ 黒鹿（＊ブライアンズタイム…キングカメハメハ） ６，３００，０００円 日高

３８ グラスレビンの１１ ♂ 鹿 （＊
ヨハネスブルグ…＊ブライアンズタイム） ７，３５０，０００円 日高

１９ グランドアピアの１１ ♂ 栗 （＊キャプテンスティーヴ…＊デュラブ） ２，１００，０００円 宮崎

３７ グランドホイッスルの１１♂ 鹿 （＊
パイロ…シアトルスズカ） ８，４００，０００円 日高

６１ クリックストリームの１１♂ 栗 （ カンパニー…＊グラスワンダー） ７，９８０，０００円 日高

４３ クレバージーンの１１ ♂ 栗 （＊
パイロ…スペシャルウィーク） ５，２５０，０００円 日高

９ クレバーマリリンの１１♀ 栗 （ ディープスカイ…Gone West） ５，２５０，０００円 日高

４５ グロリアスバラッドの１１♂ 栗 （＊ワイルドラッシュ…Kingmambo） ５，７７５，０００円 日高

１６ ケイアイリュージンの１１♂ 栗 （ ディープスカイ…＊グルームダンサー） １２，６００，０００円 日高

３５ コロナガールの１１ ♀ 栗 （ デュランダル…＊コロナドズクエスト） ３，１５０，０００円 日高
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※太字は新種牡馬

No. 売却馬名 性 毛色（父馬名…母父馬名） 購買価格 育成場

【サ】

６３ サイレントビーナスの１１♂ 栗 （ カンパニー…＊サンデーサイレンス） ４，２００，０００円 宮崎

１７ サンセットムーンの１１♂ 黒鹿（ ステイゴールド…＊キャロルハウス） ８，４００，０００円 宮崎

１０ シアトリカルポーズの１１♀ 黒鹿（ アドマイヤムーン…Theatrical） ５，２５０，０００円 宮崎

７１ ジョーベアトリチェの１１♂ 栗 （＊ボストンハーバー…＊キャロルハウス） ５，２５０，０００円 日高

２６ ジルニーナの１１ ♀ 鹿 （ マツリダゴッホ…＊オジジアン） ７，４５５，０００円 日高

８１ シルバーインゴットの１１♂ 鹿 （ アドマイヤジャパン…Silver Hawk） ２，１００，０００円 日高

１２ シーソングの１１ ♀ 黒鹿（＊バゴ…＊コマンダーインチーフ） ３，６７５，０００円 宮崎

５９ スマイルビジンの１１ ♀ 芦 （＊クロフネ…ゴールドヘイロー） ５，２５０，０００円 日高
【タ】

１３ タイキシャインの１１ ♂ 黒鹿（＊
ヨハネスブルグ…＊タイキシャトル） ８，４００，０００円 日高

２２ ダノンクラフトの１１ ♂ 黒鹿（＊バゴ…＊クロフネ） １７，５３５，０００円 日高

３４ ディマーの１１ ♀ 栗 （＊サウスヴィグラス…Caerleon） ３，１５０，０００円 日高

１１ ドラールフォンテンの１１♀ 青鹿（ ステイゴールド…＊キンググローリアス） ７，３５０，０００円 宮崎

７２ ドリームエンブレムの１１♂ 黒鹿（ ハーツクライ…＊ウォーエンブレム） ６，３００，０００円 日高
【ハ】

１ バクシンスクリーンの１１♂ 鹿 （＊アルデバラン …サクラバクシンオー） ホームブレッド 日高

４４ パシティアの１１ ♂ 鹿 （ ステイゴールド…＊シンボリクリスエス） ８，４００，０００円 日高

４２ パディントンの１１ ♂ 黒鹿（＊バゴ…＊スキャターザゴールド） ７，３５０，０００円 日高

６８ ハートフルビコーの１１♀ 鹿 （ ブラックタイド…＊ゼンノメイジン） ６，４０５，０００円 日高

３２ ピアノリサイタルの１１♀ 栗 （ ダイワメジャー…＊カーネギー） ５，２５０，０００円 日高

６２ ビクトリアスズランの１１♂ 芦 （＊チチカステナンゴ…＊サンデーサイレンス） ８，２９５，０００円 宮崎

５６ ピサノボニータの１１ ♀ 黒鹿（＊ホワイトマズル…＊サンデーサイレンス） ３，６７５，０００円 日高

６４ ビッグキャンドルの１１♀ 鹿 （ ダンスインザダーク…＊シャーディー） ４，２００，０００円 宮崎

６７ ヒミノオトヒメの１１ ♀ 青 （ アドマイヤジャパン…＊コマンダーインチーフ） ２，６２５，０００円 日高

６ ビューティコマンダの１１♀ 黒鹿（＊アルデバラン …＊コマンダーインチーフ） ホームブレッド 日高

３３ フェレットの１１ ♀ 鹿 （＊バゴ…＊サンデーサイレンス） ３，１５０，０００円 日高

４ フジティアスの１１ ♀ 鹿 （＊アルデバラン …フジキセキ） ホームブレッド 日高

４８ フジノバイオレットの１１♀ 鹿 （＊サウスヴィグラス…＊コマンダーインチーフ） ５，２５０，０００円 宮崎

３６ ブライアンズソノの１１♂ 鹿 （ エイシンデピュティ…マヤノトップガン） ４，９３５，０００円 日高

８２ プリンセスヴェールの１１♂ 栗 （＊オペラハウス…アグネスタキオン） ４，３０５，０００円 日高

７３ プレインエンジェルの１１♂ 栗 （ アドマイヤジャパン…＊トニービン） ２，１００，０００円 日高

３ フレンドリータッチの１１♂ 鹿 （＊アルデバラン …＊ワツスルタツチ） ホームブレッド 日高
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No. 売却馬名 性 毛色（父馬名…母父馬名） 購買価格 育成場

【ハ】

６０ ボストンパールの１１ ♂ 鹿 （ ブラックタイド…＊ボストンハーバー） ４，８３０，０００円 日高

７５ ホッカイカレンの１１ ♂ 鹿 （＊ケイムホーム…サクラバクシンオー） ５，２５０，０００円 日高

２８ ホッカイラヴの１１ ♀ 栗 （＊オペラハウス…＊アフリート） ３，１５０，０００円 宮崎

１４ ホワイトトルネードの１１♂ 栗 （ フジキセキ…Warning） １６，８００，０００円 日高

４６ ボンビバンの１１ ♂ 黒鹿（ マンハッタンカフェ…Red Ransom） ６，５１０，０００円 日高
【マ】

５２ マイアタックレディの１１♀ 鹿 （＊ワイルドラッシュ…サマーサスピション） ３，１５０，０００円 日高

２９ マイネレーヌの１１ ♀ 黒鹿（ ハーツクライ…＊マイネルラヴ） ７，４５５，０００円 宮崎

４７ マチカネアオイの１１ ♂ 鹿 （ ヴィクトリー…＊サンデーサイレンス） ５，２５０，０００円 日高

５５ マチカネフウリンの１１♀ 栗 （＊クロフネ…＊サンデーサイレンス） ６，９３０，０００円 宮崎

１８ マヤノビジューの１１ ♂ 黒鹿（＊ケイムホーム…＊ウォーニング） ３，９９０，０００円 宮崎

５７ マヤノラトゥールの１１♀ 鹿 （＊ストラヴィンスキー…＊アフリート） ２，１００，０００円 日高

６９ ミスアリバイの１１ ♀ 鹿 （ ゼンノロブロイ…El Prado） ４，２００，０００円 日高

２４ メダイユドールの１１ ♂ 栗 （ サクラバクシンオー…＊フォーティナイナー） ６，３００，０００円 日高

７４ モンテドーターの１１ ♂ 青鹿（ ダンスインザダーク…＊ブライアンズタイム） ７，５６０，０００円 日高
【ラ】

７８ ラインクリスタルの１１♂ 栗 （＊アグネスデジタル…ダンスインザダーク） ７，３５０，０００円 日高

２ ラストローレンの１１ ♂ 栗 （＊アルデバラン …＊ラストタイクーン） ホームブレッド 日高

７０ ルシエルの１１ ♀ 鹿 （＊シンボリクリスエス…Sky Classic） ５，２５０，０００円 日高

４０ レイナフェリスの１１ ♂ 鹿 （＊アルデバラン …＊コマンダーインチーフ） ９，４５０，０００円 宮崎

２３ レディストロベリーの１１♂ 鹿 （ ディープスカイ…Caerleon） ８，４００，０００円 日高

２５ レディマハロの１１ ♀ 栗 （ オレハマッテルゼ…＊フォーティナイナー） ３，１５０，０００円 日高
【ワ】

５ ワンモアベイビーの１１♀ 栗 （＊アルデバラン …＊ジェネラス） ホームブレッド 日高
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父 馬 名 育成場 No. 性 生月日 売 却 馬 名 母 父 馬 名
＊アグネスデジタル … 日高 ７８ ♂ 4/3 ラインクリスタルの１１ ダンスインザダーク

アドマイヤジャパン 日高 ６７ ♀ 4/13 ヒミノオトヒメの１１ ＊コマンダーインチーフ

日高 ７３ ♂ 5/6 プレインエンジェルの１１ ＊トニービン

日高 ８１ ♂ 4/8 シルバーインゴットの１１ Silver Hawk

アドマイヤムーン … 宮崎 １０ ♀ 3/24 シアトリカルポーズの１１ Theatrical
＊アルデバラン …… 日高 １ ♂ 3/15 バクシンスクリーンの１１ サクラバクシンオー

日高 ２ ♂ 4/9 ラストローレンの１１ ＊ラストタイクーン

日高 ３ ♂ 3/7 フレンドリータッチの１１ ＊ワツスルタツチ

日高 ４ ♀ 3/15 フジティアスの１１ フジキセキ

日高 ５ ♀ 4/15 ワンモアベイビーの１１ ＊ジェネラス

日高 ６ ♀ 2/23 ビューティコマンダの１１ ＊コマンダーインチーフ

日高 ７ ♀ 4/29 キセキスティールの１１ フジキセキ

日高 ８ ♀ 3/20 エポックサクラの１１ サクラバクシンオー

日高 ２１ ♂ 5/1 オテンバコマチの１１ ＊ダンシングブレーヴ

宮崎 ４０ ♂ 4/23 レイナフェリスの１１ ＊コマンダーインチーフ

宮崎 ７７ ♂ 2/23 イナズマローレルの１１ ＊ピルサドスキー

ヴィクトリー ……… 日高 ４７ ♂ 3/27 マチカネアオイの１１ ＊サンデーサイレンス

エイシンデピュティ 日高 ３６ ♂ 4/18 ブライアンズソノの１１ マヤノトップガン
＊オペラハウス ……… 宮崎 ２８ ♀ 4/4 ホッカイラヴの１１ ＊アフリート

日高 ８２ ♂ 4/23 プリンセスヴェールの１１ アグネスタキオン

オレハマッテルゼ … 日高 ２５ ♀ 4/10 レディマハロの１１ ＊フォーティナイナー
＊カリズマティック … 宮崎 ４１ ♂ 4/1 カリカーの１１ Gulch

カンパニー ………… 日高 ６１ ♂ 2/18 クリックストリームの１１ ＊グラスワンダー

宮崎 ６３ ♂ 2/18 サイレントビーナスの１１ ＊サンデーサイレンス
＊キャプテンスティーヴ 宮崎 １９ ♂ 3/23 グランドアピアの１１ ＊デュラブ
＊クロフネ …………… 宮崎 ５５ ♀ 5/7 マチカネフウリンの１１ ＊サンデーサイレンス

日高 ５９ ♀ 3/24 スマイルビジンの１１ ゴールドヘイロー
＊ケイムホーム ……… 宮崎 １８ ♂ 4/7 マヤノビジューの１１ ＊ウォーニング

日高 ７５ ♂ 2/14 ホッカイカレンの１１ サクラバクシンオー

日高 ８０ ♂ 3/14 オンワードシルフィの１１ ＊トワイニング
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ゴールドアリュール 宮崎 ３９ ♂ 4/12 エンゼルアーチの１１ Smart Strike
＊サウスヴィグラス … 日高 ３４ ♀ 5/31 ディマーの１１ Caerleon

宮崎 ４８ ♀ 4/3 フジノバイオレットの１１ ＊コマンダーインチーフ

サクラバクシンオー 日高 ２４ ♂ 4/17 メダイユドールの１１ ＊フォーティナイナー
＊シンボリクリスエス 日高 ６６ ♀ 5/9 ウインゼフィールの１１ ＊サンデーサイレンス

日高 ７０ ♀ 3/2 ルシエルの１１ Sky Classic

ステイゴールド …… 宮崎 １１ ♀ 2/20 ドラールフォンテンの１１ ＊キンググローリアス

宮崎 １７ ♂ 2/16 サンセットムーンの１１ ＊キャロルハウス

日高 ４４ ♂ 3/4 パシティアの１１ ＊シンボリクリスエス
＊ストラヴィンスキー 日高 ５７ ♀ 4/27 マヤノラトゥールの１１ ＊アフリート

ゼンノロブロイ …… 日高 ６９ ♀ 2/22 ミスアリバイの１１ El Prado
＊タイキシャトル …… 日高 １５ ♂ 4/21 キャットアリの１１ Storm Cat

ダイワメジャー …… 日高 ３２ ♀ 3/26 ピアノリサイタルの１１ ＊カーネギー

ダンスインザダーク 日高 ５１ ♀ 2/25 エイシンパンドラの１１ ＊フォーティナイナー

宮崎 ６４ ♀ 4/30 ビッグキャンドルの１１ ＊シャーディー

日高 ７４ ♂ 4/29 モンテドーターの１１ ＊ブライアンズタイム
＊チチカステナンゴ … 宮崎 ６２ ♂ 4/23 ビクトリアスズランの１１ ＊サンデーサイレンス

日高 ７９ ♂ 3/26 ガクエングレイスの１１ アドマイヤベガ

ディープスカイ …… 日高 ９ ♀ 3/24 クレバーマリリンの１１ Gone West

日高 １６ ♂ 3/30 ケイアイリュージンの１１ ＊グルームダンサー

日高 ２３ ♂ 5/10 レディストロベリーの１１ Caerleon

デュランダル ……… 日高 ３５ ♀ 2/17 コロナガールの１１ ＊コロナドズクエスト
＊パイロ ……………… 日高 ３７ ♂ 3/6 グランドホイッスルの１１ シアトルスズカ

日高 ４３ ♂ 2/24 クレバージーンの１１ スペシャルウィーク
＊バゴ ………………… 宮崎 １２ ♀ 3/3 シーソングの１１ ＊コマンダーインチーフ

日高 ２２ ♂ 5/5 ダノンクラフトの１１ ＊クロフネ

日高 ２７ ♀ 4/27 クインオブオールディーの１１ Kris S.

日高 ３３ ♀ 5/1 フェレットの１１ ＊サンデーサイレンス

日高 ４２ ♂ 3/1 パディントンの１１ ＊スキャターザゴールド

日高 ５０ ♀ 3/4 アラマサスナイパーの１１ ステイゴールド

宮崎 ５４ ♀ 3/4 カメレオンの１１ サクラバクシンオー

ハーツクライ ……… 宮崎 ２９ ♀ 3/4 マイネレーヌの１１ ＊マイネルラヴ

日高 ７２ ♂ 4/22 ドリームエンブレムの１１ ＊ウォーエンブレム
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※太字は新種牡馬

父 馬 名 育成場 No. 性 生月日 売 却 馬 名 母 父 馬 名

フジキセキ ………… 日高 １４ ♂ 3/29 ホワイトトルネードの１１ Warning
＊ブライアンズタイム 日高 ５３ ♀ 4/23 クラシックチュチュの１１ キングカメハメハ

ブラックタイド …… 宮崎 ４９ ♀ 2/27 ウエスタンバスターの１１ Housebuster

日高 ６０ ♂ 4/14 ボストンパールの１１ ＊ボストンハーバー

日高 ６８ ♀ 3/16 ハートフルビコーの１１ ＊ゼンノメイジン

宮崎 ７６ ♂ 5/25 エンジェルステージの１１ タニノギムレット
＊ボストンハーバー … 日高 ７１ ♂ 4/6 ジョーベアトリチェの１１ ＊キャロルハウス
＊ホワイトマズル …… 日高 ５６ ♀ 2/15 ピサノボニータの１１ ＊サンデーサイレンス
＊マイネルラヴ ……… 日高 ５８ ♀ 3/20 エイシンサイレンスの１１ ＊サンデーサイレンス

マツリダゴッホ …… 日高 ２６ ♀ 3/18 ジルニーナの１１ ＊オジジアン

日高 ６５ ♀ 5/2 アポインテッドラブの１１ Gentlemen

マンハッタンカフェ 日高 ４６ ♂ 5/9 ボンビバンの１１ Red Ransom
＊ヨハネスブルグ …… 日高 １３ ♂ 3/9 タイキシャインの１１ ＊タイキシャトル

宮崎 ２０ ♂ 4/25 オマイタの１１ Miswaki

宮崎 ３０ ♀ 3/8 アイビスティアラの１１ アグネスタキオン

日高 ３１ ♀ 3/30 キャニオンリリーの１１ ＊エルハーブ

日高 ３８ ♂ 4/7 グラスレビンの１１ ＊ブライアンズタイム
＊ワイルドラッシュ … 日高 ４５ ♂ 3/2 グロリアスバラッドの１１ Kingmambo

日高 ５２ ♀ 5/10 マイアタックレディの１１ サマーサスピション
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＊アグネスデジタル
Agnes Digital
栗 １９９７

Crafty Prospector
Chancey Squaw

Chief's Crown
Allicance

ＵＳＡ，最優秀４歳以上牡馬，７勝，香１勝，地４勝，天皇賞・秋 （２０００ｍ），安田記念
（１６００ｍ）。主な産駒 ヤマニンキングリー（札幌記念 ），サウンドバリアー（フィリ
ーズレビュー ），ダイシンオレンジ（平安Ｓ ），グランプリエンゼル（函館スプリ
ントＳ ），ドリームシグナル（シンザン記念 ）。

アドマイヤジャパン
Admire Japan
栗 ２００２

＊サンデーサイレンス
ビワハイジ

Caerleon
＊アグサン

２勝，京成杯 （２０００ｍ），菊花賞 ２着，皐月賞 ３着。主な産駒 シーブリーズライ
フ（クロッカスＳ ），ディアセルヴィス（福島２歳Ｓ ），テイエムダイパワー（京都２
歳Ｓ ３着），ビービージャパン（白百合Ｓ ３着），グランデスバル（佐賀・球磨川賞）。
半妹ブエナビスタ（ジャパンＣ ）。１２－地方２ 。

アドマイヤムーン
Admire Moon
鹿 ２００３

＊エンドスウィープ
マイケイティーズ

＊サンデーサイレンス
＊ケイティーズファースト

年度代表馬，首１勝，９勝，ジャパンＣ （２４００ｍ），ドバイＤフリー （１７７７ｍ）。初産
駒は４歳。主な産駒 レオアクティブ（京王杯２歳Ｓ ，京成杯ＡＨ ），ハクサン
ムーン（京阪杯 ），ファインチョイス（函館２歳Ｓ ），セイクレットレーヴ（ＮＺ
トロフィー ２着），アドマイヤドバイ。１２－中央２ 。

＊アルデバラン
Aldebaran
鹿 １９９８

Mr. Prospector
Chimes of Freedom

Private Account
Aviance

ＵＳＡ，米Ｃｈ．スプリンター，英米８勝，メトロポリタンＨ （８Ｆ）。本邦初産駒は
３歳。主な産駒 メインシークエンス（英ダービーＴＲ ，英ダービー ２着），＊ダノ
ンゴーゴー（ファルコンＳ ），アイオヴトーラス（米 ２勝），マイネルブルズアイ
（ジュニアＣ ２着），サブノハゴロモ。１２－中央Ｆ ，地方Ｆ 。

ヴィクトリー［新種牡馬］
Victory
鹿 ２００４

＊ブライアンズタイム
グレースアドマイヤ

＊トニービン
＊バレークイーン

３勝，皐月賞 （２０００ｍ），若葉Ｓ （２０００ｍ），京都記念 ３着，神戸新聞杯
３着。初産駒は２歳。父はフロリダダービー など５勝，ナリタブライアン（三冠馬），
タニノギムレット（日本ダービー ）を出す。半兄リンカーン（京都大賞典 ），おじ
フサイチコンコルド（日本ダービー ），アンライバルド。

エイシンデピュティ［新種牡馬］
Eishin Deputy
栗 ２００２

＊フレンチデピュティ
＊エイシンマッカレン

Woodman
Ladanum

１０勝，宝塚記念 （２２００ｍ），金鯱賞 （２０００ｍ），京都金杯 （１６００ｍ），エプソムＣ
（１８００ｍ）。初産駒は２歳。父はジェロームＨ など４勝，レジネッタ（桜花賞
），＊クロフネ（ＪＣダート ），アドマイヤジュピタ（天皇賞・春 ）を出す。祖母は
ビヴァリーヒルズＨ ２着。

種 牡 馬 解 説
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＊オペラハウス
Opera House
鹿 １９８８

Sadler's Wells
Colorspin

High Top
Reprocolor

ＧＢ，全欧古馬チャンピオン，英８勝，Ｋジョージ （１２Ｆ）。主な産駒 メイショウサ
ムソン（日本ダービー ，皐月賞 ，天皇賞・春秋 ），テイエムオペラオー（皐月賞 ，
ジャパンＣ ，天皇賞・春秋 ），ニホンピロジュピタ（南部杯 ），ミヤビランベリ（Ａ
ｒ共和国杯 ），ヤマトマリオン（東海Ｓ ）。

オレハマッテルゼ
Orewa Matteruze
栗 ２０００

＊サンデーサイレンス
カーリーエンジェル

＊ジヤツジアンジエルーチ
ダイナカール

９勝，高松宮記念 （１２００ｍ），京王杯スプリングＣ （１４００ｍ），キャピタルＳ （１６００
ｍ）。初産駒は４歳。主な産駒 ハナズゴール（京都牝馬Ｓ ，チューリップ賞 ），
ダイナミックガイ（フェニックス賞 ２着），マイネルカーミン（いちょうＳ ３着），ド
クトルコスモ（水沢・日高賞３着）。

＊カリズマティック
Charismatic
栗 １９９６

Summer Squall
Bali Babe

Drone
Polynesian Charm

ＵＳＡ，米年度代表馬，米５勝，ケンタッキーダービー （１０Ｆ），プリークネスＳ （９
・５Ｆ）。主な産駒 ワンダーアキュート（ＪＢＣクラシック ，東海Ｓ ，ジャ
パンＣダート ２着２回），サンキング（ペンシルヴァニアダービー ），ナンヨーヒ
ルトップ（師走Ｓ ），ブルータブー（旭川北海優駿），パルパディア。

カンパニー［新種牡馬］
Company
鹿 ２００１

ミラクルアドマイヤ
ブリリアントベリー

＊ノーザンテースト
＊クラフテイワイフ

１２勝，天皇賞・秋 （２０００ｍ），マイルＣｈＳ （１６００ｍ），毎日王冠 （１８００ｍ），中
山記念 （１８００ｍ）２回，マイラーズＣ （１６００ｍ），産経大阪杯 （１８００ｍ）。初産
駒は２歳。父はフサイチコンコルド（日本ダービー ）の半弟。半兄レニングラード，
いとこトーセンジョーダン（天皇賞・秋 ）。

＊キャプテンスティーヴ
Captain Steve
栃栗 １９９７

Fly So Free
Sparkling Delite

Vice Regent
Sparkling Topaz

ＵＳＡ，米首９勝，ドバイワールドＣ （Ｄ２０００ｍ），ハリウッドフュチュリティ （８．
５Ｆ）。主な産駒 アイスドール（エニフＳ ，クイーン賞 ３着），シルククルセ
イダー（関越Ｓ ），マヨノエンゼル（岩手ダービー），ペプチドジャスパー（九州むしゃ
んよかスプリント），ギオンパワー（佐賀・ロータスクラウン賞）。

＊クロフネ
Kurofune
芦 １９９８

＊フレンチデピュティ
＊ブルーアヴェニュー

Classic Go Go
Eliza Blue

ＵＳＡ，６勝，ＮＨＫマイルＣ （１６００ｍ），ＪＣダート （Ｄ２１００ｍ）。主な産駒 カレ
ンチャン（スプリンターズＳ ），スリープレスナイト（スプリンターズＳ ），フサ
イチリシャール（朝日杯ＦＳ ），ホエールキャプチャ（ヴィクトリアマイル ）。１２
－中央 ，中央２ ，地方 ，地方２ 。
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＊ケイムホーム
Came Home
黒鹿 １９９９

Gone West
Nice Assay

Clever Trick
＊インフルヴユー

ＵＳＡ，米９勝，パシフィッククラシック （１０Ｆ）。主な産駒 サウンドリアーナ（フ
ァンタジーＳ ，新潟２歳Ｓ ３着），パッション（ラハブラＳ ），クインディチマ
ン（サンタアニタＨ ３着），ケイアイライジン（プリンシパルＳ ，船橋報知ＧＰＣ），
アクションバイオ。

ゴールドアリュール
Gold Allure
栗 １９９９

＊サンデーサイレンス
＊ニキーヤ

Nureyev
Reluctant Guest

最優秀ダートホース，５勝，地３勝，フェブラリーＳ （Ｄ１８００ｍ）。主な産駒 エスポ
ワールシチー（フェブラリーＳ ，ジャパンＣダート ），スマートファルコン（東
京大賞典 ，同 ），オーロマイスター（南部杯 ），タケミカヅチ（皐月賞
２着），シルクフォーチュン（根岸Ｓ ）。１２－地方 。

＊サウスヴィグラス
South Vigorous
栗 １９９６

＊エンドスウィープ
＊ダーケストスター

Star de Naskra
Minnie Riperton

ＵＳＡ，１０勝，地６勝，ＪＢＣスプリント （大井・Ｄ１１９０ｍ）。主な産駒 ラブミーチ
ャン（全日本２歳優駿 ，東京盃 ，兵庫ジュニアＧＰ ），ナムラタイタ
ン（武蔵野Ｓ ），ハニーパイ（エーデルワイス賞 ），トーホウドルチェ（マリー
ンＣ ），ハルサンサン（ＴＣＫ女王盃 ）。１２－地方 ，地方２ 。

サクラバクシンオー
Sakura Bakushin O
鹿 １９８９

サクラユタカオー
サクラハゴロモ

＊ノーザンテースト
＊クリアアンバー

最優秀短距離馬，１１勝，スプリンターズＳ （１２００ｍ）２回。主な産駒 グランプリボス
（ＮＨＫマイルＣ ，朝日杯ＦＳ ），ショウナンカンプ（高松宮記念 ），シーイズ
トウショウ（ＣＢＣ賞 ），ダッシャーゴーゴー（セントウルＳ ），エイシンツルギザ
ン（ＮｚＴ ），カノヤザクラ。

＊シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿 １９９９

Kris S.
Tee Kay

Gold Meridian
Tri Argo

ＵＳＡ，年度代表馬２回，８勝，有馬記念 （２５００ｍ）２回，天皇賞・秋 （２０００ｍ）２回。
主な産駒 ストロングリターン（安田記念 ），アルフレード（朝日杯ＦＳ ），サク
セスブロッケン（フェブラリーＳ ），サンカルロ（阪神Ｃ ２回），アリゼオ（毎日
王冠 ）。１２－中央 ，中央２ 。

ステイゴールド
Stay Gold
黒鹿 １９９４

＊サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ

＊デイクタス
ダイナサツシユ

港首２勝，５勝，香港ヴァーズ （２４００ｍ），天皇賞・秋 ２着２回。主な産駒 オルフ
ェーヴル（３冠，有馬記念 ），ゴールドシップ（皐月賞 ，有馬記念 ），ドリーム
ジャーニー（有馬記念 ，朝日杯ＦＳ ），ナカヤマフェスタ（宝塚記念 ），フェノ
ーメノ（青葉賞 ，日本ダービー ２着）。１２－中央 。
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＊ストラヴィンスキー
Stravinsky
鹿 １９９６

Nureyev
Fire the Groom

Blushing Groom
Prospector's Fire

ＵＳＡ，全欧Ｃｈ．スプリンター，英３勝，ジュライＣ （６Ｆ）。主な産駒 ソルジャ
ーズテイル（ゴールデンジュビリーＳ ），ベンバウン（アベイドロンシャン賞 ），セレ
ネイドローズ（ＶＲＣオークス ），＊コンゴウリキシオー（マイラーズＣ ，安田記念
２着），アイラブリリ（淀短距離Ｓ ），＊アンダーカウンター。

ゼンノロブロイ
Zenno Rob Roy
黒鹿 ２０００

＊サンデーサイレンス
＊ローミンレイチェル

＊マイニング
One Smart Lady

年度代表馬，７勝，ジャパンＣ （２４００ｍ），天皇賞・秋 （２０００ｍ）。主な産駒 サンテ
ミリオン（オークス ），マグニフィカ（ジャパンＤダービー ），ペルーサ（青葉
賞 ，天皇賞・秋 ２着），トレイルブレイザー（京都記念 ），ルルーシュ（Ａｒ
共和国杯 ），アニメイトバイオ（ローズＳ ）。

＊タイキシャトル
Taiki Shuttle
栗 １９９４

Devil's Bag
＊ウェルシュマフィン

Caerleon
Muffitys

ＵＳＡ，年度代表馬，最優秀スプリンター２回，仏１勝，１０勝，ジャックルマロワ賞 （１６
００ｍ），安田記念 （１６００ｍ）。主な産駒 メイショウボーラー（フェブラリーＳ ），ウ
インクリューガー（ＮＨＫマイルＣ ），サマーウインド（ＪＢＣスプリント ），フ
レンチカクタス（Ｆレビュー ）。

ダイワメジャー
Daiwa Major
栗 ２００１

＊サンデーサイレンス
スカーレットブーケ

＊ノーザンテースト
＊スカーレツトインク

最優秀短距離馬（２回），９勝，皐月賞 （２０００ｍ），安田記念 （１６００ｍ），天皇賞・秋
（２０００ｍ）。初産駒は４歳。主な産駒 カレンブラックヒル（ＮＨＫマイルＣ ，毎日
王冠 ），エピセアローム（セントウルＳ ），トーセンベニザクラ（フェアリーＳ
），メジャーアスリート。１２－中央 ，中央２ 。

ダンスインザダーク
Dance in the Dark
鹿 １９９３

＊サンデーサイレンス
＊ダンシングキイ

Nijinsky
Key Partner

最優秀４歳牡馬，５勝，菊花賞 （３０００ｍ）。主な産駒 デルタブルース（メルボルンＣ
，菊花賞 ），ツルマルボーイ（安田記念 ），ザッツザプレンティ（菊花賞 ），スリー
ロールス（菊花賞 ），ダークシャドウ（毎日王冠 ），ファストタテヤマ（京都新
聞杯 ），マルカフェニックス（スワンＳ ）。

＊チチカステナンゴ
Chichicastenango
芦 １９９８

Smadoun
＊スマラ

Antheus
Small Partie

ＦＲ，仏４勝，パリ大賞 （２０００ｍ），リュパン賞 （２１００ｍ），仏ダービー ２着。仏で６
年供用，本邦初産駒は３歳。主な産駒 ヴィジオンデタ（仏ダービー ，プリンスオヴ
ウェイルズＳ ，香港Ｃ ），サオノワ（仏ダービー ），ブレク（仏 ），バブルシック（仏
ダービー ２着）。１２－中央Ｆ 。
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ディープスカイ［新種牡馬］
Deep Sky
栗 ２００５

アグネスタキオン
＊アビ

Chief's Crown
Carmelized

最優秀３歳牡馬，５勝，日本ダービー （２４００ｍ），ＮＨＫマイルＣ （１６００ｍ），
神戸新聞杯 （２４００ｍ），ジャパンＣ ２着，安田記念 ２着，天皇賞・秋
３着。初産駒は２歳。父は皐月賞 など４勝，ダイワスカーレット（有馬記念 ），キ
ャプテントゥーレ（皐月賞 ）を出す。

デュランダル
Durandal
栗 １９９９

＊サンデーサイレンス
サワヤカプリンセス

＊ノーザンテースト
＊スコツチプリンセス

最優秀スプリンター２回，８勝，マイルＣｈＳ ２回（１６００ｍ），スプリンターズＳ （１２
００ｍ）。主な産駒 エリンコート（オークス ），フラガラッハ（中京記念 ，阪神Ｃ

３着），ジュエルオブナイル（小倉２歳Ｓ ），カリバーン（オールカマー ３
着），スイートサルサ（クイーンＣ ２着），エアラフォン。

＊パイロ［新種牡馬］
Pyro
黒鹿 ２００５

Pulpit
Wild Vision

Wild Again
Carol's Wonder

ＵＳＡ，米５勝，フォアゴーＳ （７Ｆ），ルイジアナダービー （８．５Ｆ），リズンスタ
ーＳ （８．５Ｆ），ＢＣジュヴェナイル ２着，トラヴァーズＳ ３着。初産駒は２歳。
父はブルーグラスＳ など４勝，タピット（ウッドメモリアルＳ ），スカイメサ（ホー
プフルＳ ），ピットファイター（武蔵野Ｓ ）を出す。

＊バゴ
Bago
黒鹿 ２００１

Nashwan
Moonlight's Box

Nureyev
Coup de Genie

ＦＲ，全欧２歳・３歳チャンピオン，仏８勝，凱旋門賞 （２４００ｍ）。主な産駒 ビッグ
ウィーク（菊花賞 ，神戸新聞杯 ３着），オウケンサクラ（フラワーＣ ，桜花賞
２着），クイーンアルタミラ（新潟２歳Ｓ ３着），アクティビューティ（ＴＣＫ女

王盃 ２着），ショウリュウ（大井・ハイセイコー記念），エスカーダ。

ハーツクライ
Heart's Cry
鹿 ２００１

＊サンデーサイレンス
アイリッシュダンス

＊トニービン
＊ビユーパーダンス

最優秀４歳以上牡馬，首１勝，４勝，有馬記念 （２５００ｍ），日本ダービー ２着。主な産
駒 ウインバリアシオン（青葉賞 ，日本ダービー ２着），ギュスターヴクライ
（阪神大賞典 ），カポーティスター（日経新春杯 ），フェイムゲーム（京成杯 ），
ジャスタウェイ（アーリントンＣ ）。１２－中央 ，中央２ 。

フジキセキ
Fuji Kiseki
青鹿 １９９２

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー

Le Fabuleux
Marston's Mill

最優秀２歳牡馬，４勝，朝日杯３歳Ｓ （１６００ｍ）。主な産駒 ＊キンシャサノキセキ（高
松宮記念 ２回），サダムパテック（マイルＣｈＳ ），ダノンシャンティ（ＮＨＫマ
イルＣ ），ファイングレイン（高松宮記念 ），カネヒキリ（ＪＣダート ），エイ
ジアンウィンズ，コイウタ。１２－中央 。
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＊ブライアンズタイム
Brian's Time
黒鹿 １９８５

Roberto
Kelley's Day

Graustark
Golden Trail

ＵＳＡ，米５勝，フロリダダービー （９Ｆ）。主な産駒 ナリタブライアン（三冠馬），
マヤノトップガン（有馬記念 ），タニノギムレット，サニーブライアン（以上日本ダー
ビー ），ノーリーズン，ヴィクトリー（以上皐月賞 ），チョウカイキャロル（オー
クス ），レインボーダリア（Ｅ女王杯 ）。

ブラックタイド
Black Tide
黒鹿 ２００１

＊サンデーサイレンス
＊ウインドインハーヘア

Alzao
Burghclere

３勝，スプリングＳ （１８００ｍ），きさらぎ賞 ２着。初産駒は３歳。主な産駒 テイエ
ムイナズマ（デイリー杯２歳Ｓ ），デイジーギャル（川崎・ローレル賞），イワミノキ
ズナ（福山・ヤングＣｈ），エフティチャーミー（ダリア賞 ２着），ディーエスタイド。
全弟ディープインパクト。１２－中央Ｆ ，地方Ｆ 。

＊ボストンハーバー
Boston Harbor
鹿 １９９４

Capote
Harbor Springs

Vice Regent
Tinnitus

ＵＳＡ，米２歳牡馬チャンピオン，米６勝，ＢＣジュヴェナイル （８・５Ｆ）。主な産
駒 ヘルシーアディクション（サンタマルガリータＨ ），イクスキューズ（クイーンＣ

），＊ダイワバンディット（新潟２歳Ｓ ），＊ワンダフルデイズ（クリスタルＣ
），＊カフェボストニアン（ＣＢＣ賞 ２着２回），ウエスタンビーナス。

＊ホワイトマズル
White Muzzle
鹿 １９９０

＊ダンシングブレーヴ
Fair of the Furze

Ela-Mana-Mou
Autocratic

ＧＢ，英仏伊６勝，伊ダービー （２４００ｍ）。主な産駒 アサクサキングス（菊花賞
，日本ダービー ２着），イングランディーレ（天皇賞・春 ），ニホンピロアワー
ズ（ＪＣダート ），スマイルトゥモロー（オークス ），シャドウゲイト（シンガポー
ル国際Ｃ ），シルポート（マイラーズＣ ２回），シンゲン。

＊マイネルラヴ
Meiner Love
青鹿 １９９５

Seeking the Gold
Heart of Joy

＊リイフオー
Mythographer

ＵＳＡ，５勝，スプリンターズＳ （１２００ｍ），朝日杯３歳Ｓ ２着。主な産駒 マイネ
ルハーティー（ＮｚＴ ），ゲットフルマークス（京王杯２歳Ｓ ），ダブルウェッジ
（アーリントンＣ ），コスモフォーチュン（北九州記念 ），コスモヴァレンチ（小倉
２歳Ｓ ），カオスモス。

マツリダゴッホ［新種牡馬］
Matsurida Gogh
鹿 ２００３

＊サンデーサイレンス
＊ペイパーレイン

Bel Bolide
＊フローラルマジック

１０勝，有馬記念 （２５００ｍ），オールカマー （２２００ｍ）３回，日経賞 （２５００ｍ），Ａ
ＪＣＣ （２２００ｍ），ジャパンＣ ４着。初産駒は２歳。父はチャンピオンサイ
アー，ディープインパクト，マンハッタンカフェを出す。おじナリタトップロード（菊
花賞 ），いとこダノンヨーヨー（富士Ｓ ）。
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マンハッタンカフェ
Manhattan Cafe
青鹿 １９９８

＊サンデーサイレンス
＊サトルチェンジ

Law Society
Santa Luciana

最優秀古牡馬，６勝，菊花賞 （３０００ｍ），有馬記念 （２５００ｍ）。主な産駒 ヒルノダム
ール（天皇賞・春 ），レッドディザイア（秋華賞 ），ジョーカプチーノ（ＮＨＫマ
イルＣ ），グレープブランデー（ＪＤダービー ），ショウナンマイティ（産経大
阪杯 ），フミノイマージン。１２－中央 ，地方 。

＊ヨハネスブルグ［新種牡馬］
Johannesburg
鹿 １９９９

＊ヘネシー
Myth

＊オジジアン
Yarn

ＵＳＡ，欧・米２歳チャンピオン，英愛仏米７勝，ＢＣジュヴェナイル （８．５Ｆ），ミ
ドルパークＳ （６Ｆ）。本邦初産駒は２歳。主な産駒 スキャットダディ（フロリダ
ダービー ），サージュブール（イスパーン賞 ），ターフフォンテイン（ウィリアムリー
ドＳ ），ワンスワーワイルド（ＡＪＣオークス ）。

＊ワイルドラッシュ
Wild Rush
鹿 １９９４

Wild Again
Rose Park

Plugged Nickle
Hardship

ＵＳＡ，米８勝，メトロポリタンＨ （８Ｆ）。主な産駒 トランセンド（ジャパンＣダ
ート ２回，フェブラリーＳ ），＊パーソナルラッシュ（ダービーＧＰ ），ナイキ
マドリード（さきたま杯 ），クリールパッション（エルムＳ ），ブラウンワイル
ド（小倉２歳Ｓ ），クラーベセクレタ（クイーン賞 ）。１２－地方 。
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Progeny:本邦初産駒は２歳
米英愛仏豪亜星で重賞勝馬を輩出

Pedigree: Storm Cat Line
血統・種牡馬実績を兼ね備えたＧＩサイアー

2013年

２ 歳
新種牡馬

ヨハネスブルグ（USA） 鹿毛・1999

’10年、’1１米総合サイアーランキング勝馬数堂々の１位
アルゼンチンでもＧＩ馬輩出、新種牡馬ランキング２位と好発進！
産駒のスキャットダディ、トイフルズバーグも種牡馬として活躍

Performance:米英愛仏10戦７勝
2001年欧・米２歳牡馬チャンピオン
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Storm Cat

Island Kitty

オジジアン（USA）

Yarn

Storm Bird
Terlingua
Hawaii
T.C. Kitten
Damascus
Gonfalon
Mr. Prospector
Narrate

ヘネシー（USA）

Myth

1 s t .  BCジュヴェナイル －ＧⅠ（D8.5F）
1 s t .  フィーニクス S －ＧⅠ（芝6F）
1 s t .  モ　ル　ニ　賞 －ＧⅠ（芝1200m）
1 s t .  ミド ル パ ーク S －ＧⅠ（芝6F）

スキャットダディ（フロリダダービー－ＧⅠ， シャンパンＳ－ＧⅠ）
セージバーグ（イスパーン賞-ＧⅠ， ムーランドロンシャン賞-GⅠ 2着）
ターフフォンテン（W.リードＳ－GⅠ， インヴィテイションＳ－GⅠ）
ワンスワーワイルド（AJCオークス－GⅠ， AJCチェアマンズＨ－GⅡ）
バンバジェーン（サトゥルニノ･Ｊ・ウンズエ大賞－ＧⅠ）
トイフルズバーグ（ウッディスティーヴンズS－ＧⅡ）
イートンズギフト（スマイルスプリントＨ－ＧⅠ， スウェイルＳ－ＧⅡ）
ラジオヘッド（ノーフォークＳ－GⅡ， ミドルパークＳ－GⅠ 2着）
レッドジャズ（チャレンジＳ－GⅡ， レノックスＳ－ＧⅡ 2着）
ハムーディ（リッチモンドＳ－GⅡ）

スキャットダディ（フロリダダービー－ＧⅠ， シャンパンＳ－ＧⅠ）
セージバーグ（イスパーン賞-ＧⅠ， ムーランドロンシャン賞-GⅠ 2着）
ターフフォンテン（W.リードＳ－GⅠ， インヴィテイションＳ－GⅠ）
ワンスワーワイルド（AJCオークス－GⅠ， AJCチェアマンズＨ－GⅡ）
バンバジェーン（サトゥルニノ･Ｊ・ウンズエ大賞－ＧⅠ）
トイフルズバーグ（ウッディスティーヴンズS－ＧⅡ）
イートンズギフト（スマイルスプリントＨ－ＧⅠ， スウェイルＳ－ＧⅡ）
ラジオヘッド（ノーフォークＳ－GⅡ， ミドルパークＳ－GⅠ 2着）
レッドジャズ（チャレンジＳ－GⅡ， レノックスＳ－ＧⅡ 2着）
ハムーディ（リッチモンドＳ－GⅡ）

【Sire】産駒にはチャンピオン、重賞勝馬が多数。
ヘニーヒューズ、グランドアーミー、マッドキャップ
エスカペード、スペシャルデューティー、サンライズ
バッカスなどを輩出。

【BMS】日米で多数の重賞勝馬を輩出。産駒にエイ
シンワシントン、バトルライン、タイキダイヤなど。

【Family】母系はチャンピオン、名種牡馬の宝庫。
祖母の産駒に英愛2歳チャンピオンのミナルディ
や種牡馬テイルオブザキャット。近親に人気種牡
馬プルピット。

＊工ンパイアメーカーの種付条件Bは不受胎時種付料返還特約は付帯されますがフリーリターン特約はありません。
　（平成25年９月１日以降に流産、もしくは死産又はその種付けによる産駒が生後30日以内に死亡した場合には種付料を返還します。）

「特約なし」

「不受胎時種付料返還特約及びフリーリターン特約付き」

「フリーリターン特約付き、9月15日期限払い」

平成25年4月30日 または第1回種付日のいずれか遅い日
までにお支払いください。種付料の返還はいたしません。
平成25年4月30日 または第1回種付日のいずれか遅い日
までにお支払いください。
平成25年8月31日現在で受胎確認後、同年9月15日まで
にお支払いください。
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Progeny:本邦初産駒は２歳
米英愛仏豪亜星で重賞勝馬を輩出

Pedigree: Storm Cat Line
血統・種牡馬実績を兼ね備えたＧＩサイアー

2013年

２ 歳
新種牡馬

ヨハネスブルグ（USA） 鹿毛・1999

’10年、’1１米総合サイアーランキング勝馬数堂々の１位
アルゼンチンでもＧＩ馬輩出、新種牡馬ランキング２位と好発進！
産駒のスキャットダディ、トイフルズバーグも種牡馬として活躍

Performance:米英愛仏10戦７勝
2001年欧・米２歳牡馬チャンピオン
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Storm Cat

Island Kitty

オジジアン（USA）

Yarn

Storm Bird
Terlingua
Hawaii
T.C. Kitten
Damascus
Gonfalon
Mr. Prospector
Narrate

ヘネシー（USA）

Myth

1 s t .  BCジュヴェナイル －ＧⅠ（D8.5F）
1 s t .  フィーニクス S －ＧⅠ（芝6F）
1 s t .  モ　ル　ニ　賞 －ＧⅠ（芝1200m）
1 s t .  ミド ル パ ーク S －ＧⅠ（芝6F）

スキャットダディ（フロリダダービー－ＧⅠ， シャンパンＳ－ＧⅠ）
セージバーグ（イスパーン賞-ＧⅠ， ムーランドロンシャン賞-GⅠ 2着）
ターフフォンテン（W.リードＳ－GⅠ， インヴィテイションＳ－GⅠ）
ワンスワーワイルド（AJCオークス－GⅠ， AJCチェアマンズＨ－GⅡ）
バンバジェーン（サトゥルニノ･Ｊ・ウンズエ大賞－ＧⅠ）
トイフルズバーグ（ウッディスティーヴンズS－ＧⅡ）
イートンズギフト（スマイルスプリントＨ－ＧⅠ， スウェイルＳ－ＧⅡ）
ラジオヘッド（ノーフォークＳ－GⅡ， ミドルパークＳ－GⅠ 2着）
レッドジャズ（チャレンジＳ－GⅡ， レノックスＳ－ＧⅡ 2着）
ハムーディ（リッチモンドＳ－GⅡ）

スキャットダディ（フロリダダービー－ＧⅠ， シャンパンＳ－ＧⅠ）
セージバーグ（イスパーン賞-ＧⅠ， ムーランドロンシャン賞-GⅠ 2着）
ターフフォンテン（W.リードＳ－GⅠ， インヴィテイションＳ－GⅠ）
ワンスワーワイルド（AJCオークス－GⅠ， AJCチェアマンズＨ－GⅡ）
バンバジェーン（サトゥルニノ･Ｊ・ウンズエ大賞－ＧⅠ）
トイフルズバーグ（ウッディスティーヴンズS－ＧⅡ）
イートンズギフト（スマイルスプリントＨ－ＧⅠ， スウェイルＳ－ＧⅡ）
ラジオヘッド（ノーフォークＳ－GⅡ， ミドルパークＳ－GⅠ 2着）
レッドジャズ（チャレンジＳ－GⅡ， レノックスＳ－ＧⅡ 2着）
ハムーディ（リッチモンドＳ－GⅡ）

【Sire】産駒にはチャンピオン、重賞勝馬が多数。
ヘニーヒューズ、グランドアーミー、マッドキャップ
エスカペード、スペシャルデューティー、サンライズ
バッカスなどを輩出。

【BMS】日米で多数の重賞勝馬を輩出。産駒にエイ
シンワシントン、バトルライン、タイキダイヤなど。

【Family】母系はチャンピオン、名種牡馬の宝庫。
祖母の産駒に英愛2歳チャンピオンのミナルディ
や種牡馬テイルオブザキャット。近親に人気種牡
馬プルピット。

＊工ンパイアメーカーの種付条件Bは不受胎時種付料返還特約は付帯されますがフリーリターン特約はありません。
　（平成25年９月１日以降に流産、もしくは死産又はその種付けによる産駒が生後30日以内に死亡した場合には種付料を返還します。）

「特約なし」

「不受胎時種付料返還特約及びフリーリターン特約付き」

「フリーリターン特約付き、9月15日期限払い」

平成25年4月30日 または第1回種付日のいずれか遅い日
までにお支払いください。種付料の返還はいたしません。
平成25年4月30日 または第1回種付日のいずれか遅い日
までにお支払いください。
平成25年8月31日現在で受胎確認後、同年9月15日まで
にお支払いください。
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市場風景（北海道市場）

合　計
宮　崎
日　高

　 購買地

育成場
  1 8 1 40 2 52
 1  3 3 15  22
 1 1 11 4 55 2 74

九州 計セレクト
セール

青森
（八戸）

北海道
セレクション
セール

北海道
サマー
セール

北海道
オータム
セール

PartⅠ　購　　買

国内で生産されるおよそ7,000頭のサラブレッドのうち、約30％が１歳の夏
から秋にかけて市場に上場されています。ＪＲＡは、専門的知識、購買の経
験ともに豊かな職員を全ての市場に派遣し、購買にあたっています。購買担
当者は、全ての出場馬について、馬格、健康状態、血統など、様々な観点か
ら検討し、ＪＲＡ育成馬として適格な馬を選定・購買します。
ＪＲＡは昨年各市場において合計74頭の１歳馬を購買しました。

平成24年度購買と育成状況

は　じ　め　に

１．ＪＲＡ育成馬とは
ＪＲＡ育成馬とは、ＪＲＡが全国のサラブレッド１歳馬市場で購入し、
ＪＲＡの施設で育成された馬たちです。2002年までは、「抽選馬」と呼ばれ
ていました。また、2009年からは日高育成牧場で生産したサラブレッド
（ＪＲＡホームブレッド）もＪＲＡ育成馬に加えました。ＪＲＡでは、これ
らの馬をもちいて、「強い馬づくり」のための生産育成研究や生産育成技術
の開発を行い、その成果の普及、啓発に努め、生産育成分野のレベルアップ
に取り組んでいます。
ＪＲＡ育成馬は２歳春、ＪＲＡブリーズアップセールなどで売却されます。
デビュー後はレースという舞台で、ＪＲＡの生産育成研究の成果が試される
のです。

２．ＪＲＡブリーズアップセールについて
「ＪＲＡブリーズアップセール」は、2005年よりスタートした、ＪＲＡ育
成馬を売却するセールです。「ブリーズアップセール：（Breez Up Sale）」
とは2歳調教セールを意味し、一般に、米国では“時計の速さ”で馬を高く売る
セール、欧州では“調教タイムよりトータルの馬の仕上がり”をアピールして
いくセールとして開催されています。ＪＲＡブリーズアップセールでは、“時
計よりも馬の走法や出来映え”を購買者にアピールします。また同時に、上場
馬の情報発信を充実させ、不慣れなお客様が、わかりやすく参加しやすい入
門編としてのセール運営を目指しております。

ＪＲＡ育成業務の紹介
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市場風景（北海道市場）

合　計
宮　崎
日　高

　 購買地

育成場
  1 8 1 40 2 52
 1  3 3 15  22
 1 1 11 4 55 2 74

九州 計セレクト
セール

青森
（八戸）

北海道
セレクション
セール

北海道
サマー
セール

北海道
オータム
セール

PartⅠ　購　　買

国内で生産されるおよそ7,000頭のサラブレッドのうち、約30％が１歳の夏
から秋にかけて市場に上場されています。ＪＲＡは、専門的知識、購買の経
験ともに豊かな職員を全ての市場に派遣し、購買にあたっています。購買担
当者は、全ての出場馬について、馬格、健康状態、血統など、様々な観点か
ら検討し、ＪＲＡ育成馬として適格な馬を選定・購買します。
ＪＲＡは昨年各市場において合計74頭の１歳馬を購買しました。

平成24年度購買と育成状況

は　じ　め　に

１．ＪＲＡ育成馬とは
ＪＲＡ育成馬とは、ＪＲＡが全国のサラブレッド１歳馬市場で購入し、
ＪＲＡの施設で育成された馬たちです。2002年までは、「抽選馬」と呼ばれ
ていました。また、2009年からは日高育成牧場で生産したサラブレッド
（ＪＲＡホームブレッド）もＪＲＡ育成馬に加えました。ＪＲＡでは、これ
らの馬をもちいて、「強い馬づくり」のための生産育成研究や生産育成技術
の開発を行い、その成果の普及、啓発に努め、生産育成分野のレベルアップ
に取り組んでいます。
ＪＲＡ育成馬は２歳春、ＪＲＡブリーズアップセールなどで売却されます。
デビュー後はレースという舞台で、ＪＲＡの生産育成研究の成果が試される
のです。

２．ＪＲＡブリーズアップセールについて
「ＪＲＡブリーズアップセール」は、2005年よりスタートした、ＪＲＡ育
成馬を売却するセールです。「ブリーズアップセール：（Breez Up Sale）」
とは2歳調教セールを意味し、一般に、米国では“時計の速さ”で馬を高く売る
セール、欧州では“調教タイムよりトータルの馬の仕上がり”をアピールして
いくセールとして開催されています。ＪＲＡブリーズアップセールでは、“時
計よりも馬の走法や出来映え”を購買者にアピールします。また同時に、上場
馬の情報発信を充実させ、不慣れなお客様が、わかりやすく参加しやすい入
門編としてのセール運営を目指しております。

ＪＲＡ育成業務の紹介
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PartⅡ　育　　成

1,000ｍ屋内坂路馬場でのスピード調教 800ｍ屋内馬場を中心とした厳寒期の調教

全国各地でＪＲＡが購買した1歳馬は、ＪＲＡの2つの育成施設（日高育成
牧場、宮崎育成牧場）で翌年の4月の売却に向けて専門技術を有する職員に
より育成されます。ＪＲＡでは海外競馬先進国に職員を派遣する等、優れた
育成調教法の導入を図り、より良い育成を目指して技術の向上に努めていま
す。

１．日高育成牧場（北海道浦河町）
わが国最大の馬産地日高地方にあり、総敷地面積1,500余haの雄大な北海道
の自然の中で購買馬52頭とＪＲＡホームブレッド（生産馬）8頭を育成してい
ます。牧場内の日高育成総合施設には、1,600ｍと1,200ｍの直線砂馬場、総延
長2,400ｍの坂路グラス馬場、1,000ｍ屋内直線ウッドチップ馬場、600ｍの屋
内トラック砂馬場、1,600ｍと800ｍのトラック砂馬場、800ｍの屋内トラック
馬場、1,000ｍ屋内坂路馬場等の調教施設を有し、四季を問わず多彩な調教が
可能です。
ＪＲＡ育成馬は入厩後から昼夜放牧を行い、十分な運動とともに青草をふ
んだんに摂取することで、馬体の発育が促進され、健康な体と強い精神力が
育まれます。これらの馬に対して人との信頼関係を築き、十分な手間と時間
をかけて騎乗馴致を行います。年内はゆっくりした速度で長めの駈歩を行い、
基礎体力の向上としっかりしたハミ受けをベースとした走行フォーム作りに
努め、年明け後は徐々に速度や運動強度を増加します。また、調教中の心拍
数測定等の科学的データを取り入れることで、スポーツ医学に基づく、個々

の馬に最適なトレーニングが行えるよう取り組んでいます。
調教は主に800ｍ屋内トラック馬場・1,000ｍ屋内坂路馬場を使用し、冬期
の馬場凍結等による馬体への悪影響を与えることなく十分な鍛練を行います。
そして、4月に入り融雪した後は、屋外の1,600ｍトラック砂馬場も用いて本
格的なスピード調教を進めます。

２．宮崎育成牧場（宮崎市花ケ島町）
宮崎市街地にある約30.2haの敷地に1周1,600ｍと500ｍの砂馬場2面と約
9.5haの放牧地および約2.5haの採草地を持ち、九州産馬（本年度は1頭）を含
む22頭のＪＲＡ育成馬を育成しています。
放牧地は、夏はバヒアグラス、冬はイタリアンライグラスのウインターオ
ーバーシーディングにより通年緑化されています。育成馬には1年中青草が給
餌され、生理的にナチュラルであり、精神的にリラックスできる環境にあり
ます。
温暖な気候により、凍結の心配がない施設で馴致・調教が順調に進められ
ます。年明け後のスピードや距離を増した調教ではＧＰＳ・心拍数測定など
科学的な手法も取り入れ、それぞれの馬のコンディションを正確に把握し、
細かなクラス分けと調教メニューを設定しています。隊列などを工夫した調
教により馬混みにも慣れており、精神的にも肉体的にも鍛えられている馬を
育成しています。

1,600ｍ馬場を用いてのスピード調教 調教後のグラスピッキング
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PartⅡ　育　　成

1,000ｍ屋内坂路馬場でのスピード調教 800ｍ屋内馬場を中心とした厳寒期の調教

全国各地でＪＲＡが購買した1歳馬は、ＪＲＡの2つの育成施設（日高育成
牧場、宮崎育成牧場）で翌年の4月の売却に向けて専門技術を有する職員に
より育成されます。ＪＲＡでは海外競馬先進国に職員を派遣する等、優れた
育成調教法の導入を図り、より良い育成を目指して技術の向上に努めていま
す。

１．日高育成牧場（北海道浦河町）
わが国最大の馬産地日高地方にあり、総敷地面積1,500余haの雄大な北海道
の自然の中で購買馬52頭とＪＲＡホームブレッド（生産馬）8頭を育成してい
ます。牧場内の日高育成総合施設には、1,600ｍと1,200ｍの直線砂馬場、総延
長2,400ｍの坂路グラス馬場、1,000ｍ屋内直線ウッドチップ馬場、600ｍの屋
内トラック砂馬場、1,600ｍと800ｍのトラック砂馬場、800ｍの屋内トラック
馬場、1,000ｍ屋内坂路馬場等の調教施設を有し、四季を問わず多彩な調教が
可能です。
ＪＲＡ育成馬は入厩後から昼夜放牧を行い、十分な運動とともに青草をふ
んだんに摂取することで、馬体の発育が促進され、健康な体と強い精神力が
育まれます。これらの馬に対して人との信頼関係を築き、十分な手間と時間
をかけて騎乗馴致を行います。年内はゆっくりした速度で長めの駈歩を行い、
基礎体力の向上としっかりしたハミ受けをベースとした走行フォーム作りに
努め、年明け後は徐々に速度や運動強度を増加します。また、調教中の心拍
数測定等の科学的データを取り入れることで、スポーツ医学に基づく、個々

の馬に最適なトレーニングが行えるよう取り組んでいます。
調教は主に800ｍ屋内トラック馬場・1,000ｍ屋内坂路馬場を使用し、冬期
の馬場凍結等による馬体への悪影響を与えることなく十分な鍛練を行います。
そして、4月に入り融雪した後は、屋外の1,600ｍトラック砂馬場も用いて本
格的なスピード調教を進めます。

２．宮崎育成牧場（宮崎市花ケ島町）
宮崎市街地にある約30.2haの敷地に1周1,600ｍと500ｍの砂馬場2面と約
9.5haの放牧地および約2.5haの採草地を持ち、九州産馬（本年度は1頭）を含
む22頭のＪＲＡ育成馬を育成しています。
放牧地は、夏はバヒアグラス、冬はイタリアンライグラスのウインターオ
ーバーシーディングにより通年緑化されています。育成馬には1年中青草が給
餌され、生理的にナチュラルであり、精神的にリラックスできる環境にあり
ます。
温暖な気候により、凍結の心配がない施設で馴致・調教が順調に進められ
ます。年明け後のスピードや距離を増した調教ではＧＰＳ・心拍数測定など
科学的な手法も取り入れ、それぞれの馬のコンディションを正確に把握し、
細かなクラス分けと調教メニューを設定しています。隊列などを工夫した調
教により馬混みにも慣れており、精神的にも肉体的にも鍛えられている馬を
育成しています。

1,600ｍ馬場を用いてのスピード調教 調教後のグラスピッキング
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なお、各育成牧場では、売却に先立ち、育成馬の展示会が開催されます。
育成馬を一頭ずつ展示して紹介しますので、育成状態を直接確かめることが
できます。この展示会は、育成技術・研究の成果を披露する意味もあり、ど
なたでもご覧いただけます。

育成馬展示会（宮崎育成牧場） 育成馬展示会（日高育成牧場）

調教を終えてのクーリングダウン ゲート練習は毎日の日課

育成馬展示会のお知らせ

宮崎育成牧場　　3月25日(月) 　13:00～
日高育成牧場　　4月　9　日(火) 　10:00～

連絡先　宮崎育成牧場　0985-25-3448
日高育成牧場　0146-28-1211

詳細は、各育成牧場まで
お問い合わせください。

各種検査の実施状況と飼料給与量

○各種定期検査を実施
①屈腱部エコー検査　②内視鏡検査　③種子骨検査　④化骨検査
※検査結果詳細については個体情報冊子および個体情報開示室でご覧下さい。

○駆虫：下記のプログラムで実施。

☆駆虫薬解説
エクイマックス：円虫、回虫、条虫を同時に駆除できる駆虫薬です。

○飼料給与量（2月15日現在）

Ｑ．ＪＲＡオリジナル飼料10は
　　何でできているのですか？

駆虫薬：エクイマックス
１２年１１月
１３年　３月

飼　料
燕　麦

ＪＲＡオリジナル飼料10
乾草（チモシー、ルーサン）

日　量
1.0kg
4.0kg
7.5kg

日 高
日量
2.0kg
2.0kg
3.0kg
6.5kg
5.0kg
0.25kg
0.04kg

飼　料
燕　麦

エースレーションネオ
パワーマックス　ブースター
乾草（イタリアン、ルーサン）
生牧草（イタリアン）
人　参
塩

宮 崎

A．主原料はとうもろこしや大豆、燕麦など。
これに繊維質の高いビートパルプや脂肪分の
高いヒマワリ種子を加えて作成しました。

☆飼料解説
エースレーションネオ ： 競走馬・育成馬用のペレット状配合飼料。
パワーマックス　ブースター ： 植物性脂肪を多く含むスイートフィード。
ＪＲＡオリジナル飼料10 ： 嗜好性がよく繊維質を十分に含み、必要栄養素が
  過不足なくバランスよく配合されているオールイ
  ンワン飼料です。現在は日高育成牧場でのみ使用
  していますが、嗜好性も良いため宮崎育成牧場で
  も使用していく予定です。
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なお、各育成牧場では、売却に先立ち、育成馬の展示会が開催されます。
育成馬を一頭ずつ展示して紹介しますので、育成状態を直接確かめることが
できます。この展示会は、育成技術・研究の成果を披露する意味もあり、ど
なたでもご覧いただけます。

育成馬展示会（宮崎育成牧場） 育成馬展示会（日高育成牧場）

調教を終えてのクーリングダウン ゲート練習は毎日の日課

育成馬展示会のお知らせ

宮崎育成牧場　　3月25日(月) 　13:00～
日高育成牧場　　4月　9　日(火) 　10:00～

連絡先　宮崎育成牧場　0985-25-3448
日高育成牧場　0146-28-1211

詳細は、各育成牧場まで
お問い合わせください。

各種検査の実施状況と飼料給与量

○各種定期検査を実施
①屈腱部エコー検査　②内視鏡検査　③種子骨検査　④化骨検査
※検査結果詳細については個体情報冊子および個体情報開示室でご覧下さい。

○駆虫：下記のプログラムで実施。

☆駆虫薬解説
エクイマックス：円虫、回虫、条虫を同時に駆除できる駆虫薬です。

○飼料給与量（2月15日現在）

Ｑ．ＪＲＡオリジナル飼料10は
　　何でできているのですか？

駆虫薬：エクイマックス
１２年１１月
１３年　３月

飼　料
燕　麦

ＪＲＡオリジナル飼料10
乾草（チモシー、ルーサン）

日　量
1.0kg
4.0kg
7.5kg

日 高
日量
2.0kg
2.0kg
3.0kg
6.5kg
5.0kg
0.25kg
0.04kg

飼　料
燕　麦

エースレーションネオ
パワーマックス　ブースター
乾草（イタリアン、ルーサン）
生牧草（イタリアン）
人　参
塩

宮 崎

A．主原料はとうもろこしや大豆、燕麦など。
これに繊維質の高いビートパルプや脂肪分の
高いヒマワリ種子を加えて作成しました。

☆飼料解説
エースレーションネオ ： 競走馬・育成馬用のペレット状配合飼料。
パワーマックス　ブースター ： 植物性脂肪を多く含むスイートフィード。
ＪＲＡオリジナル飼料10 ： 嗜好性がよく繊維質を十分に含み、必要栄養素が
  過不足なくバランスよく配合されているオールイ
  ンワン飼料です。現在は日高育成牧場でのみ使用
  していますが、嗜好性も良いため宮崎育成牧場で
  も使用していく予定です。
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 常歩 速歩 駈歩 計

日高育成牧場運動実施状況

騎　乗　調　教
年　月 備　　考

 常歩 速歩 駈歩 計

宮崎育成牧場運動実施状況

＊：３月下旬以降は育成馬個体情報（セール前日・当日配布）に個体ごとの運動を記載

騎　乗　調　教
年　月 備　　考

     初期馴致

 1,400 1,200 1,200 3,800 屋内800m馬場

 1,400 1,000 1,600 4,000 〃

 1,400 800 2,400 4,600 屋内800ｍ馬場 （1,600馬場併用）

 1,400 800 2,400 4,600 　　　〃 （1,600馬場併用）

 1,400 800 2,400 4,600 　　　〃 （屋内坂路馬場併用）

 2,400 800 3,200 6,400 屋内800m馬場：スピードはF23程度まで

 3,000 800 2,200 6,000 屋内坂路：スピードはF22程度まで

 2,400 800 3,200 6,400 屋内800m馬場：スピードはF22程度まで

 3,000 800 2,200 6,000 屋内坂路：スピードはF20（3F60）程度まで

 2,400 800 3,200 6,400 屋内800m馬場：スピードはF22程度まで

 4,000 800 3,200 8,000 屋内坂路：スピードはF18（3F54）程度まで

 2,400 800 3,200 6,400 屋内800m馬場：スピードはF22程度まで

 4,000 800 3,200 8,000 屋内坂路：スピードはF16（3F48）程度まで

１2年

 ７月～９月

 １０月 上旬

  中旬

  下旬

 １１月 上旬

  中旬

  下旬

 １２月

 １3年

 １月

 ２月

 ３月

昼間放牧・昼夜放牧・初期馴致 昼夜放牧は馴致開始とともに終了

     初期馴致

 1,600 1,000 1,000 3,600 500m馬場

 1,600 1,000 1,000 3,600 500m馬場

 1,600 1,000 1,500 4,100

 1,600 1,600 1,500 4,700 以降500m馬場ならびに1,600m馬場を併用

 1,600 1,100 2,200 4,900

 2,000 1,100 2,200 5,300

 2,000 1,100 2,600 5,700 スピードはF20（3F60)程度まで

 2,500 1,100 2,600 6,200

 2,500 1,300 3,600 7,400 スピードはF18（3F54)程度まで

 2,500 1,100 3,000 6,600

 3,000 1,300 3,600 7,900 スピードはF16（3F48)程度まで

 3,000 1,100 3,000 7,100

 3,000 1,300 3,600 7,900 スピードはF15（3F45)程度まで

１2年

 8月～11月

 １０月 上旬

  中旬

  下旬

 １１月 上旬

  中旬

  下旬

 １２月 上旬

  下旬

 １3年

 １月

 ２月

 ３月

昼夜放牧・初期馴致 昼夜放牧は駆歩調教開始とともに終了
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 常歩 速歩 駈歩 計

日高育成牧場運動実施状況

騎　乗　調　教
年　月 備　　考

 常歩 速歩 駈歩 計

宮崎育成牧場運動実施状況

＊：３月下旬以降は育成馬個体情報（セール前日・当日配布）に個体ごとの運動を記載

騎　乗　調　教
年　月 備　　考

     初期馴致

 1,400 1,200 1,200 3,800 屋内800m馬場

 1,400 1,000 1,600 4,000 〃

 1,400 800 2,400 4,600 屋内800ｍ馬場 （1,600馬場併用）

 1,400 800 2,400 4,600 　　　〃 （1,600馬場併用）

 1,400 800 2,400 4,600 　　　〃 （屋内坂路馬場併用）

 2,400 800 3,200 6,400 屋内800m馬場：スピードはF23程度まで

 3,000 800 2,200 6,000 屋内坂路：スピードはF22程度まで

 2,400 800 3,200 6,400 屋内800m馬場：スピードはF22程度まで

 3,000 800 2,200 6,000 屋内坂路：スピードはF20（3F60）程度まで

 2,400 800 3,200 6,400 屋内800m馬場：スピードはF22程度まで

 4,000 800 3,200 8,000 屋内坂路：スピードはF18（3F54）程度まで

 2,400 800 3,200 6,400 屋内800m馬場：スピードはF22程度まで

 4,000 800 3,200 8,000 屋内坂路：スピードはF16（3F48）程度まで

１2年

 ７月～９月

 １０月 上旬

  中旬

  下旬

 １１月 上旬

  中旬

  下旬

 １２月

 １3年

 １月

 ２月

 ３月

昼間放牧・昼夜放牧・初期馴致 昼夜放牧は馴致開始とともに終了

     初期馴致

 1,600 1,000 1,000 3,600 500m馬場

 1,600 1,000 1,000 3,600 500m馬場

 1,600 1,000 1,500 4,100

 1,600 1,600 1,500 4,700 以降500m馬場ならびに1,600m馬場を併用

 1,600 1,100 2,200 4,900

 2,000 1,100 2,200 5,300

 2,000 1,100 2,600 5,700 スピードはF20（3F60)程度まで

 2,500 1,100 2,600 6,200

 2,500 1,300 3,600 7,400 スピードはF18（3F54)程度まで

 2,500 1,100 3,000 6,600

 3,000 1,300 3,600 7,900 スピードはF16（3F48)程度まで

 3,000 1,100 3,000 7,100

 3,000 1,300 3,600 7,900 スピードはF15（3F45)程度まで

１2年

 8月～11月

 １０月 上旬

  中旬

  下旬

 １１月 上旬

  中旬

  下旬

 １２月 上旬

  下旬

 １3年

 １月

 ２月

 ３月

昼夜放牧・初期馴致 昼夜放牧は駆歩調教開始とともに終了
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ＪＲＡ育成馬のゲート目標について

ＪＲＡ育成馬に対するゲート馴致は、騎乗馴致と平行して実施し、馬に理
解をさせながら、恐怖心を与えることなく、時間をかけて実施しております。
設定された最終段階（ゲート目標クリア）まで、ほとんどすべての馬が到
達していますが、各馬の状況については、セール当日・前日に配布いたしま
す個体情報冊子の個別ページご参照ください。

○第１段階：ゲートに対する馴致
ゲートが安心できる場所であることを馬に学習させるために、ゲートは日
常の運動中に身近に見える場所に設置します。引き馬・ドライビングの段階
での通過、騎乗して幅の広い練習用ゲートの通過から、徐々に競馬で使用す
るのと同じ幅のゲート通過に馴らし、毎日の調教時に通過します。

引き馬やドライビングの段階から、
十分ゲートを通過させ、恐怖心を
取り除くようにします。

○第２段階：ゲートでの駐立と扉の閉鎖
次に、ゲートの扉を開いた状態で駐立することに馴らします。その後は前
扉が開いた状態で駐立させ、後躯を十分にパッティングしてから後ろ扉を閉
めます。この時に馬が落ち着いているようであれば、騎乗者の扶助で少し後
退させて、後ろ扉に臀部が触れることを経験させます。最後に前扉を閉めて
最終的なゲート内での駐立に馴らします。

○最終段階：ゲート目標クリア
前後の扉を閉鎖しても馬がリラックスした状態で駐立できたら、以下の手
順でゲート試験（発進馴致の確認）を行います。この試験は12月以降に実施
し、3月にも再確認試験を行い、「ゲート目標クリア」としています。

ゲート試験（目標クリア）の手順

１）前扉を閉め、騎乗した状態でゲートに入れる

２）後ろ扉を閉める　
３）ゲート内でおとなしく10秒程度駐立させる

４）前扉を開け、騎乗者の扶助により常歩で発進する

ＪＲＡではジャンプアウトまでの馴致は行っていませんが、ゲートの前扉
が開くとともに、騎乗者の扶助により常歩でスムーズに出ることができると
ころまで練習しています。

目標達成後も毎日、扉のないゲートを落ちついた状態で常歩通過していま
す。このような状態でトレセンにバトンタッチできるよう心掛けています。
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ＪＲＡ育成馬のゲート目標について

ＪＲＡ育成馬に対するゲート馴致は、騎乗馴致と平行して実施し、馬に理
解をさせながら、恐怖心を与えることなく、時間をかけて実施しております。
設定された最終段階（ゲート目標クリア）まで、ほとんどすべての馬が到
達していますが、各馬の状況については、セール当日・前日に配布いたしま
す個体情報冊子の個別ページご参照ください。

○第１段階：ゲートに対する馴致
ゲートが安心できる場所であることを馬に学習させるために、ゲートは日
常の運動中に身近に見える場所に設置します。引き馬・ドライビングの段階
での通過、騎乗して幅の広い練習用ゲートの通過から、徐々に競馬で使用す
るのと同じ幅のゲート通過に馴らし、毎日の調教時に通過します。

引き馬やドライビングの段階から、
十分ゲートを通過させ、恐怖心を
取り除くようにします。

○第２段階：ゲートでの駐立と扉の閉鎖
次に、ゲートの扉を開いた状態で駐立することに馴らします。その後は前
扉が開いた状態で駐立させ、後躯を十分にパッティングしてから後ろ扉を閉
めます。この時に馬が落ち着いているようであれば、騎乗者の扶助で少し後
退させて、後ろ扉に臀部が触れることを経験させます。最後に前扉を閉めて
最終的なゲート内での駐立に馴らします。

○最終段階：ゲート目標クリア
前後の扉を閉鎖しても馬がリラックスした状態で駐立できたら、以下の手
順でゲート試験（発進馴致の確認）を行います。この試験は12月以降に実施
し、3月にも再確認試験を行い、「ゲート目標クリア」としています。

ゲート試験（目標クリア）の手順

１）前扉を閉め、騎乗した状態でゲートに入れる

２）後ろ扉を閉める　
３）ゲート内でおとなしく10秒程度駐立させる

４）前扉を開け、騎乗者の扶助により常歩で発進する

ＪＲＡではジャンプアウトまでの馴致は行っていませんが、ゲートの前扉
が開くとともに、騎乗者の扶助により常歩でスムーズに出ることができると
ころまで練習しています。

目標達成後も毎日、扉のないゲートを落ちついた状態で常歩通過していま
す。このような状態でトレセンにバトンタッチできるよう心掛けています。
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預託引き受け希望育成者リスト（競走馬育成協会）
各牧場に直接お問合せください。

アクティファーム

加　藤　祐　嗣

㈲内田ステーブル

内　田　裕　也

㈲浦河中央育成場

土　肥　俊　彦

㈲荻伏共同育成場

上　山　泰　憲

㈲グラストレーニングセンター

岡　崎　　　修

㈲グランデファーム

衣　裴　　　浩

㈲高昭牧場

上　山　泰　憲

㈲武田ステーブル

武　田　茂　男

㈲日進牧場

谷　川　利　昭

㈲ヒダカファーム

近　藤　聡　明

森本スティーブル

森　本　敏　正

㈱吉澤ステーブル

吉　澤　克　己

本桐共同育成センター

長　井　　　恵

㈲三石軽種馬共同育成センター

前　川　則　久

0146-28-2535

FAX 0146-28-2535

0146-28-7150

FAX 0146-28-7151

0146-22-6380

FAX 0146-22-6394

0146-27-4660

FAX 0146-27-4661

0146-28-1981

FAX 0146-28-1983

0146-28-1700

FAX 0146-28-1705

0146-27-4457

FAX 0146-27-4407

0146-28-1176

FAX 0146-28-1176

0146-28-1157

FAX 0146-28-1953

0146-25-2258

FAX 0146-25-2959

0146-28-1777

FAX 0146-28-1777

0146-28-1696

FAX 0146-28-1690

0146-34-2026

FAX 0146-34-2127

0146-33-2300

FAX 0146-33-2102

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

三石

三石

岩見ステーブル

岩　見　輝　成

グッドホースクラブ

藤　平　浩　幸

ハントバレートレーニングファーム

吉　田　久　則

㈲日高軽種馬共同育成公社

小　竹　國　昭

㈲ビッグレッドファーム

岡　田　美佐子

㈲ベルモントファーム

和　田　現　夫

㈲加藤ステーブル

加　藤　信　之

㈲賀張共同育成センター

槇　本　一　雄

㈱白井牧場

白　井　　　岳

㈱セイクリットファーム

小　林　克　己

㈱西山牧場

西　山　茂　行

㈲坂東牧場

坂　東　正　積

㈲日高大洋牧場

小野田　健　治

㈲ファンタストクラブ

古　岡　宏　仁

0146-49-5206

FAX 0146-49-5048

0146-45-7487

FAX 0146-45-7487

0146-45-5311

FAX 0146-45-5312

0146-47-2281

FAX 0146-47-3499

0146-49-5601

FAX 0146-49-5602

0146-49-5324

FAX 0146-49-5466

01456-2-3366

FAX 01456-2-0400

01456-5-6778

FAX 01456-5-2039

01456-2-1093

FAX 01456-2-3003

01456-2-3935

FAX 01456-2-3935

01456-2-0248

FAX 01456-2-2750

01456-2-1545

FAX 01456-2-1576

01456-2-5241

FAX 01456-2-6506

01456-2-1881

FAX 01456-2-1414

新冠

新冠

新冠

新冠

新冠

新冠

日高

日高

日高

日高

日高

日高

日高

日高

北　　海　　道　　地　　区　　①
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲ベーシカル・コーチング・スクール

高　橋　　　司

㈱ＳＴウインファーム

田　中　敏　徳

㈲カタオカステーブル

片　岡　禹　雄

01456-2-2448

FAX 01456-2-4227

0145-43-2325

FAX 0145-43-2351

0146-46-2249

FAX 0146-46-2263

日高

むかわ

静内

㈲福山育成牧場

福　山　博　徳

㈲目名共同トレーニングセンター

岡　田　隆　寛

0146-46-2731

FAX 0146-46-8731

0146-42-0502

FAX 0146-42-6770

静内

静内

北　　海　　道　　地　　区　　②
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲佐藤牧場

佐　藤　傳　二

0247-77-2167

FAX 0247-77-2134
福島県

テンコー・トレーニングセンター

島　川　智　行

0247-73-2372

FAX 0247-73-2862
福島県

東　　北　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲サラブレッドトレーニングアイランド

中　村　浩　章

㈱オークヒルファーム

松　園　　　洋

ＫＳトレーニングセンター

坂　本　万　夫

㈱グロースフィールド

原　　　昌　久

ナカクラファーム

中　倉　敬　三

㈲ハヤト走馬舎

若　松　昌　一

028-677-9700

FAX 028-677-4303

029-875-1436

FAX 029-875-1255

029-875-0101

FAX 029-875-1515

029-875-1828

FAX 029-875-1828

029-892-5363

FAX 029-892-5363

029-893-1559

FAX 029-893-1559

栃木県

茨城県

茨城県

茨城県

茨城県

茨城県

リバティホースナヴィゲイト

佐久間　拓　士

㈲オークリーフ

吉　田　京　子

㈲下河辺トレーニングセンター

下河辺　行　信

シンボリ牧場㈲

和　田　孝　弘

㈲出羽牧場

出　羽　龍　雄

㈱ナリタファーム

坂　部　勝　義

029-875-1520

FAX 029-875-1520

0478-50-7150

FAX 0478-50-7130

0478-75-2231

FAX 0478-75-3645

0476-73-3131

FAX 0476-73-3132

0476-35-0126

FAX 0476-35-4460

0476-73-3929

FAX 0476-85-8162

茨城県

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

関　　東　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ
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預託引き受け希望育成者リスト（競走馬育成協会）
各牧場に直接お問合せください。

アクティファーム

加　藤　祐　嗣

㈲内田ステーブル

内　田　裕　也

㈲浦河中央育成場

土　肥　俊　彦

㈲荻伏共同育成場

上　山　泰　憲

㈲グラストレーニングセンター

岡　崎　　　修

㈲グランデファーム

衣　裴　　　浩

㈲高昭牧場

上　山　泰　憲

㈲武田ステーブル

武　田　茂　男

㈲日進牧場

谷　川　利　昭

㈲ヒダカファーム

近　藤　聡　明

森本スティーブル

森　本　敏　正

㈱吉澤ステーブル

吉　澤　克　己

本桐共同育成センター

長　井　　　恵

㈲三石軽種馬共同育成センター

前　川　則　久

0146-28-2535

FAX 0146-28-2535

0146-28-7150

FAX 0146-28-7151

0146-22-6380

FAX 0146-22-6394

0146-27-4660

FAX 0146-27-4661

0146-28-1981

FAX 0146-28-1983

0146-28-1700

FAX 0146-28-1705

0146-27-4457

FAX 0146-27-4407

0146-28-1176

FAX 0146-28-1176

0146-28-1157

FAX 0146-28-1953

0146-25-2258

FAX 0146-25-2959

0146-28-1777

FAX 0146-28-1777

0146-28-1696

FAX 0146-28-1690

0146-34-2026

FAX 0146-34-2127

0146-33-2300

FAX 0146-33-2102

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

三石

三石

岩見ステーブル

岩　見　輝　成

グッドホースクラブ

藤　平　浩　幸

ハントバレートレーニングファーム

吉　田　久　則

㈲日高軽種馬共同育成公社

小　竹　國　昭

㈲ビッグレッドファーム

岡　田　美佐子

㈲ベルモントファーム

和　田　現　夫

㈲加藤ステーブル

加　藤　信　之

㈲賀張共同育成センター

槇　本　一　雄

㈱白井牧場

白　井　　　岳

㈱セイクリットファーム

小　林　克　己

㈱西山牧場

西　山　茂　行

㈲坂東牧場

坂　東　正　積

㈲日高大洋牧場

小野田　健　治

㈲ファンタストクラブ

古　岡　宏　仁

0146-49-5206

FAX 0146-49-5048

0146-45-7487

FAX 0146-45-7487

0146-45-5311

FAX 0146-45-5312

0146-47-2281

FAX 0146-47-3499

0146-49-5601

FAX 0146-49-5602

0146-49-5324

FAX 0146-49-5466

01456-2-3366

FAX 01456-2-0400

01456-5-6778

FAX 01456-5-2039

01456-2-1093

FAX 01456-2-3003

01456-2-3935

FAX 01456-2-3935

01456-2-0248

FAX 01456-2-2750

01456-2-1545

FAX 01456-2-1576

01456-2-5241

FAX 01456-2-6506

01456-2-1881

FAX 01456-2-1414

新冠

新冠

新冠

新冠

新冠

新冠

日高

日高

日高

日高

日高

日高

日高

日高

北　　海　　道　　地　　区　　①
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲ベーシカル・コーチング・スクール

高　橋　　　司

㈱ＳＴウインファーム

田　中　敏　徳

㈲カタオカステーブル

片　岡　禹　雄

01456-2-2448

FAX 01456-2-4227

0145-43-2325

FAX 0145-43-2351

0146-46-2249

FAX 0146-46-2263

日高

むかわ

静内

㈲福山育成牧場

福　山　博　徳

㈲目名共同トレーニングセンター

岡　田　隆　寛

0146-46-2731

FAX 0146-46-8731

0146-42-0502

FAX 0146-42-6770

静内

静内

北　　海　　道　　地　　区　　②
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲佐藤牧場

佐　藤　傳　二

0247-77-2167

FAX 0247-77-2134
福島県

テンコー・トレーニングセンター

島　川　智　行

0247-73-2372

FAX 0247-73-2862
福島県

東　　北　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲サラブレッドトレーニングアイランド

中　村　浩　章

㈱オークヒルファーム

松　園　　　洋

ＫＳトレーニングセンター

坂　本　万　夫

㈱グロースフィールド

原　　　昌　久

ナカクラファーム

中　倉　敬　三

㈲ハヤト走馬舎

若　松　昌　一

028-677-9700

FAX 028-677-4303

029-875-1436

FAX 029-875-1255

029-875-0101

FAX 029-875-1515

029-875-1828

FAX 029-875-1828

029-892-5363

FAX 029-892-5363

029-893-1559

FAX 029-893-1559

栃木県

茨城県

茨城県

茨城県

茨城県

茨城県

リバティホースナヴィゲイト

佐久間　拓　士

㈲オークリーフ

吉　田　京　子

㈲下河辺トレーニングセンター

下河辺　行　信

シンボリ牧場㈲

和　田　孝　弘

㈲出羽牧場

出　羽　龍　雄

㈱ナリタファーム

坂　部　勝　義

029-875-1520

FAX 029-875-1520

0478-50-7150

FAX 0478-50-7130

0478-75-2231

FAX 0478-75-3645

0476-73-3131

FAX 0476-73-3132

0476-35-0126

FAX 0476-35-4460

0476-73-3929

FAX 0476-85-8162

茨城県

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

関　　東　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ
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競走馬生産育成牧場への就業に関する情報を掲載しています。
「BOKUJOB」で検索してください。

廣松ファーム

廣　松　金　義

㈱クラウン

矢　野　悦　三

ＳＵＮＤＡＮＣＥ　ＥＥ

玉　置　　　徹

土屋牧場

土　屋　君　春

宮崎ステーブル㈲

仁田脇　　　彰

（農）姶良農事組合

徳　重　推　幸

柏木牧場

柏　木　　　務

0944-73-8924

FAX 0944-73-8924

0978-23-0761

FAX 0978-23-0762

0985-64-9123

FAX 0985-64-9123

0986-33-1204

FAX 0986-33-1204

0985-56-1111

FAX 0985-56-1237

0995-66-4664

FAX 0995-67-2213

0994-62-2686

FAX 0994-62-2687

福岡県

大分県

宮崎県

宮崎県

宮崎県

鹿児島県

鹿児島県

㈲協和牧場鹿児島分場

本　田　艶　子

（農）串良軽種馬生産育成組合

釘　田　義　広

新保牧場

新　保　孝　一

長谷川牧場

長谷川　一　美

㈲山下牧場

山　下　一　盛

和田競走馬トレーニングセンター

和　田　清　文

0995-62-1978

FAX 0995-62-2478

0994-62-2062

FAX 0994-62-2778

0994-62-3457

FAX 0994-62-3457

0994-85-1790

FAX 0994-85-1790

099-476-1950

FAX 099-476-4067

099-476-1871

FAX 099-476-1871

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

九　　州　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈱アカデミー

野　田　善　己

浅井牧場

浅　井　茂　夫

㈱朝宮ステーブル

下　野　隆　宗

ＷＥＳＴステーブル八日市

大　賀　一　政

㈱グリーンウッドパーク

永　山　正　喜

グリーンファーム㈱

宮　嶋　真　也

甲賀ファーム

田　所　勝　巳

㈱湖南牧場

大　平　忠　良

信楽牧場㈱

中内田　克　二

㈱島上牧場

幣　旗　政　則

辰美牧場

夏　村　道　子

ヒルサイドステーブル㈱

中内田　克　二

0748-23-7788

FAX 0748-23-7780

0749-46-0270

FAX 0749-46-0270

0748-84-0510

FAX 0748-84-0520

0749-45-2260

FAX 0749-45-3639

0748-86-5777

FAX 0748-86-5411

077-558-3131

FAX 077-558-2698

0748-88-3385

FAX 0748-88-3385

0748-86-5510

FAX 0748-86-7806

0748-82-0239

FAX 0748-82-1510

077-558-1493

FAX 077-558-1701

077-558-1567

FAX 077-558-3937

0748-60-1274

FAX 0748-60-3002

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

㈲三田馬事公苑

岩　崎　僖　澄

ムロタホーストレーニング

室　田　和　之

八日市インター牧場

倉　間　昭　夫

㈲栗東ホース具楽部

井之口　二三雄

㈲ワコーファーム

脇　　　和　広

㈲宇治田原優駿ステーブル

八　木　秀　之

京北育成牧場
高宮ライディングパーク
高　宮　輝千代

㈲イクタ

生　田　敏　成

㈲山岡トレセン

山　下　繁　美

㈱小松トレーニングセンター

山　澤　貴　子

オクニシステーブル

奥　西　　　稔

㈲三重ホーストレーニングセンター

伊　藤　和　夫

0749-74-0200

FAX 0749-62-6304

077-558-3088

FAX 077-558-3089

0748-22-6421

FAX 0748-24-3213

077-558-4030

FAX 077-558-4038

0748-25-7325

FAX 0748-25-7325

0774-88-3535

FAX 0774-88-6688

0771-54-0511

FAX 0771-54-0777

0565-90-4566

FAX 0565-90-4562

0573-56-4530

FAX 0573-56-4531

0761-47-0131

FAX 0761-47-0141

0595-64-4543

FAX 0595-64-4543

0594-76-6700

FAX 0594-76-0146

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

京都府

京都府

愛知県

岐阜県

石川県

三重県

三重県

関　　西　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ
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競走馬生産育成牧場への就業に関する情報を掲載しています。
「BOKUJOB」で検索してください。

廣松ファーム

廣　松　金　義

㈱クラウン

矢　野　悦　三

ＳＵＮＤＡＮＣＥ　ＥＥ

玉　置　　　徹

土屋牧場

土　屋　君　春

宮崎ステーブル㈲

仁田脇　　　彰

（農）姶良農事組合

徳　重　推　幸

柏木牧場

柏　木　　　務

0944-73-8924

FAX 0944-73-8924

0978-23-0761

FAX 0978-23-0762

0985-64-9123

FAX 0985-64-9123

0986-33-1204

FAX 0986-33-1204

0985-56-1111

FAX 0985-56-1237

0995-66-4664

FAX 0995-67-2213

0994-62-2686

FAX 0994-62-2687

福岡県

大分県

宮崎県

宮崎県

宮崎県

鹿児島県

鹿児島県

㈲協和牧場鹿児島分場

本　田　艶　子

（農）串良軽種馬生産育成組合

釘　田　義　広

新保牧場

新　保　孝　一

長谷川牧場

長谷川　一　美

㈲山下牧場

山　下　一　盛

和田競走馬トレーニングセンター

和　田　清　文

0995-62-1978

FAX 0995-62-2478

0994-62-2062

FAX 0994-62-2778

0994-62-3457

FAX 0994-62-3457

0994-85-1790

FAX 0994-85-1790

099-476-1950

FAX 099-476-4067

099-476-1871

FAX 099-476-1871

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

九　　州　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈱アカデミー

野　田　善　己

浅井牧場

浅　井　茂　夫

㈱朝宮ステーブル

下　野　隆　宗

ＷＥＳＴステーブル八日市

大　賀　一　政

㈱グリーンウッドパーク

永　山　正　喜

グリーンファーム㈱

宮　嶋　真　也

甲賀ファーム

田　所　勝　巳

㈱湖南牧場

大　平　忠　良

信楽牧場㈱

中内田　克　二

㈱島上牧場

幣　旗　政　則

辰美牧場

夏　村　道　子

ヒルサイドステーブル㈱

中内田　克　二

0748-23-7788

FAX 0748-23-7780

0749-46-0270

FAX 0749-46-0270

0748-84-0510

FAX 0748-84-0520

0749-45-2260

FAX 0749-45-3639

0748-86-5777

FAX 0748-86-5411

077-558-3131

FAX 077-558-2698

0748-88-3385

FAX 0748-88-3385

0748-86-5510

FAX 0748-86-7806

0748-82-0239

FAX 0748-82-1510

077-558-1493

FAX 077-558-1701

077-558-1567

FAX 077-558-3937

0748-60-1274

FAX 0748-60-3002

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

㈲三田馬事公苑

岩　崎　僖　澄

ムロタホーストレーニング

室　田　和　之

八日市インター牧場

倉　間　昭　夫

㈲栗東ホース具楽部

井之口　二三雄

㈲ワコーファーム

脇　　　和　広

㈲宇治田原優駿ステーブル

八　木　秀　之

京北育成牧場
高宮ライディングパーク
高　宮　輝千代

㈲イクタ

生　田　敏　成

㈲山岡トレセン

山　下　繁　美

㈱小松トレーニングセンター

山　澤　貴　子

オクニシステーブル

奥　西　　　稔

㈲三重ホーストレーニングセンター

伊　藤　和　夫

0749-74-0200

FAX 0749-62-6304

077-558-3088

FAX 077-558-3089

0748-22-6421

FAX 0748-24-3213

077-558-4030

FAX 077-558-4038

0748-25-7325

FAX 0748-25-7325

0774-88-3535

FAX 0774-88-6688

0771-54-0511

FAX 0771-54-0777

0565-90-4566

FAX 0565-90-4562

0573-56-4530

FAX 0573-56-4531

0761-47-0131

FAX 0761-47-0141

0595-64-4543

FAX 0595-64-4543

0594-76-6700

FAX 0594-76-0146

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

京都府

京都府

愛知県

岐阜県

石川県

三重県

三重県

関　　西　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

－ 151 －



社団法人 日本調教師会から 馬主の皆様へのお知らせ

調教師と面識のない馬主の皆様に対して、預託を希望さ

れる調教師への橋渡しや、日本中央競馬会の馬主になるた

めのアドバイス等を行うために、日本調教師会関東本部内

に馬主・調教師ホットラインを開設しております。

皆様のご要望に対してお手伝いをしたいと考えておりま

すので、どうぞご利用ください。

受付時間　毎週水曜日～日曜日・午前９時～午後５時

連　絡　先　日本調教師会関東本部

ＴＥＬ　０２９－８８５－１６２６

ＦＡＸ　０２９－８８５－１４２２

ホームページもご参照ください。

http://ijta.or.jp/owner/

MEMO 馬主・調教師ホットライン
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社団法人 日本調教師会から 馬主の皆様へのお知らせ

調教師と面識のない馬主の皆様に対して、預託を希望さ

れる調教師への橋渡しや、日本中央競馬会の馬主になるた

めのアドバイス等を行うために、日本調教師会関東本部内

に馬主・調教師ホットラインを開設しております。

皆様のご要望に対してお手伝いをしたいと考えておりま

すので、どうぞご利用ください。

受付時間　毎週水曜日～日曜日・午前９時～午後５時

連　絡　先　日本調教師会関東本部

ＴＥＬ　０２９－８８５－１６２６

ＦＡＸ　０２９－８８５－１４２２

ホームページもご参照ください。

http://ijta.or.jp/owner/

MEMO 馬主・調教師ホットライン
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2013年  軽種馬セリ市場日程

ジェイエス
繁殖馬セール・冬

ジェイエス
繁殖馬セール・秋

繁殖

繁殖

北海道市場

北海道市場

38

137

330

500

㈱ジェイエス

㈱ジェイエス

0146（42）2544

0146（42）2544

○繁殖馬部門
開催予定日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
平均価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆平均価格は概算価格（税込・万円）です。

１/２３（水）

１０/２３（水）

JRAブリーズアップセール

九州トレーニングセール

千葉サラブレッドセール

北海道トレーニングセール

２歳

２歳

２歳

２歳

JRA中山競馬場

JRA宮崎育成牧場

船橋競馬場

JRA札幌競馬場

74

14

47

123

980

170

1,250

580

日本中央競馬会

九州軽種馬協会

千葉県両総馬匹農協

日高・胆振・十勝軽種馬農協

03（5785）7540

099（478）3015

0476（93）1008

0146（45）2133 （日高）

○２歳部門
開催日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
平均価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆平均価格は概算価格（税込・万円）です。

４/２３（火）

５/７（火）

５/１７（金）

５/２０（月）
 ～２１（火）

4/18より事前下見
4/22は前日展示会

5/20は公開調教
5/19は前日下見

（本年は終了）

九州１歳市場

八戸市場

セレクトセール

セレクトセール

北海道セレクションセール

北海道サマーセール

北海道オータムセール

北海道オータムセール

１歳

１歳

１歳

当歳

１歳

１歳

当歳

１歳

九州種馬場

八戸家畜市場

ノーザンホースパーク

ノーザンホースパーク

北海道市場

北海道市場

北海道市場

北海道市場

9

32

202

158

129

566

14

425

210

230

2,830

3,220

1,230

430

790

240

九州軽種馬協会

青森県軽種馬生産農協

日本競走馬協会

日本競走馬協会

日高・胆振・十勝軽種馬農協

日高・胆振・十勝軽種馬農協

日高・胆振・十勝軽種馬農協

日高・胆振・十勝軽種馬農協

099（478）3015

0176（60）8820

03（3505）3445

03（3505）3445

0146（45）2133 （日高）

0146（45）2133 （日高）

0146（45）2133 （日高）

0146（45）2133 （日高）

○当歳・１歳部門
開催予定日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
平均価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆平均価格は概算価格（税込・万円）です。

６/１０（月）

７/２（火）

７/８（月）

７/９（火）

７/１６（火）

８/１９（月）
 ～２２（木）

１０/７（月）

１０/７（月）
 ～１０（木）

7/6より前日展示

7/15は前日展示

10/7当歳セリ終了後～

※開催予定日はJRA生産育成対策室調べです。変更されることがありますので、ご了承ください。

本年 本年
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2013年  軽種馬セリ市場日程

ジェイエス
繁殖馬セール・冬

ジェイエス
繁殖馬セール・秋

繁殖

繁殖

北海道市場

北海道市場

38

137

330

500

㈱ジェイエス

㈱ジェイエス

0146（42）2544

0146（42）2544

○繁殖馬部門
開催予定日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
平均価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆平均価格は概算価格（税込・万円）です。

１/２３（水）

１０/２３（水）

JRAブリーズアップセール

九州トレーニングセール

千葉サラブレッドセール

北海道トレーニングセール

２歳

２歳

２歳

２歳

JRA中山競馬場

JRA宮崎育成牧場

船橋競馬場

JRA札幌競馬場

74

14

47

123

980

170

1,250

580

日本中央競馬会

九州軽種馬協会

千葉県両総馬匹農協

日高・胆振・十勝軽種馬農協

03（5785）7540

099（478）3015

0476（93）1008

0146（45）2133 （日高）

○２歳部門
開催日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
平均価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆平均価格は概算価格（税込・万円）です。

４/２３（火）

５/７（火）

５/１７（金）

５/２０（月）
 ～２１（火）

4/18より事前下見
4/22は前日展示会

5/20は公開調教
5/19は前日下見

（本年は終了）

九州１歳市場

八戸市場

セレクトセール

セレクトセール

北海道セレクションセール

北海道サマーセール

北海道オータムセール

北海道オータムセール

１歳

１歳

１歳

当歳

１歳

１歳

当歳

１歳

九州種馬場

八戸家畜市場

ノーザンホースパーク

ノーザンホースパーク

北海道市場

北海道市場

北海道市場

北海道市場

9

32

202

158

129

566

14

425

210

230

2,830

3,220

1,230

430

790

240

九州軽種馬協会

青森県軽種馬生産農協

日本競走馬協会

日本競走馬協会

日高・胆振・十勝軽種馬農協

日高・胆振・十勝軽種馬農協

日高・胆振・十勝軽種馬農協

日高・胆振・十勝軽種馬農協

099（478）3015

0176（60）8820

03（3505）3445

03（3505）3445

0146（45）2133 （日高）

0146（45）2133 （日高）

0146（45）2133 （日高）

0146（45）2133 （日高）

○当歳・１歳部門
開催予定日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
平均価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆平均価格は概算価格（税込・万円）です。

６/１０（月）

７/２（火）

７/８（月）

７/９（火）

７/１６（火）

８/１９（月）
 ～２２（木）

１０/７（月）

１０/７（月）
 ～１０（木）

7/6より前日展示

7/15は前日展示

10/7当歳セリ終了後～

※開催予定日はJRA生産育成対策室調べです。変更されることがありますので、ご了承ください。

本年 本年
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ウオッカの母
タニノシスター号（ＪＲＡ育成馬）
父　ルション
母　エナジートウショウ
（母の父トウショウボーイ）

生産者　吉田　実（浦河）
平成６年度　北海道８月市場購買
育成場：日高育成牧場
平成７年度　売却馬

母（JRA育成馬） 産駒名 主な重賞勝鞍 母の父産駒生年
重賞勝馬を生んだ主なＪＲＡ育成馬

カリーノカフェ 2007 アロマカフェ ラジオNIKKEI賞（G3） ハートレイク 
リンダトリアーノ 2005 バシケーン 中山大障害（J.G1） ロドリゴデトリアーノ
アカプルコ 2005 チェレブリタ 京都牝馬S（G3） アンバーシャダイ 
タニノシスター 2004 ウオッカ 東京優駿（G1） ルション
ホーマンレッド 1999 ホーマンキュート 名古屋優駿（G3） ダンサーズイメージ 
アスターレディー 1997 トッププロテクター 北九州記念（G3） ニゾン 
ユウミロク 1997 ユウフヨウホウ 中山大障害（J.G1） カツラノハイセイコ 
カルメンシータ 1996 トロットスター スプリンターズS（G1） ワイズカウンセラー 
フェルドウ 1995 マキハタコンコルド 東京オータムジャンプ（J.G3） シービークロス
ユウミロク 1993 ゴーカイ 中山グランドジャンプ（J.G1） カツラノハイセイコ 
ユウミロク 1992 ユウセンショウ 目黒記念（G2） カツラノハイセイコ 
ドミナスローズ 1991 フジノマッケンオー ダービー卿チャレンジT（G3） トウショウボーイ
ツルミスター 1985 ヤエノムテキ 天皇賞（秋）（G1） イエローゴッド

2008, 2009　年度代表馬 ウオッカの母は,ＪＲＡ育成馬タニノシスターです。

牝馬は競走引退後も、繁殖馬として次世代への夢を繋げてくれます。

上場馬に付与される条件等のご案内

Ⅰ．購買市場別に付与される条件等のご案内
昨年（1歳時）の購買市場ごとに、以下のような条件が付与されます。
（馬ごとの購買市場は各馬の名簿左下の欄でご確認ください）。

（1） 市場取引賞
2歳競走での成績優秀馬に対し、以下のような特典があります。

（2） 競走馬保険
セレクトセールでの購買馬上場番号16番には以下のような保険が付与さ

れております。

Ⅱ．その他 条件等のご案内

（1） 九州産馬限定競走
本年の上場予定馬では、九州1歳市場で購買された上場番号18番が九州
産馬であり、出走資格を有します。例年、ひまわり賞（１着賞金1400万円）
などの２歳馬競走が夏季の小倉競馬場で組まれております。

（2） 内国産牝馬奨励賞
本年上場予定の全牝馬をはじめ、内国産の全2歳牝馬が対象となります。
2歳の新馬・未勝利競走（牝馬限定競走を除く）で1～3着となった場合、
下記の奨励賞が交付されます。

 ＧⅠ 1,000万円 400万円 260万円
 ＧⅡ 300万円 120万円 78万円
 ＧⅢ 100万円 40万円 26万円
 JpnⅠ 500万円 200万円 130万円
 JpnⅡ 150万円 60万円 39万円
 JpnⅢ 50万円 20万円 13万円

第１着競　　　走購買市場 第２着 第３着

（北海道市場）
　セレクションセール
　サマーセール
　オータムセール

中央競馬

地方競馬

2歳重賞競走

2歳ダート
グレード競走
（指定交流）

　セレクトセール
上記の第1着に対し、上記金額が交付されます。
またGⅠ･JpnⅠ勝ちの場合、純金製メダルが贈呈されます。

※上記以外に地方競馬の2歳戦優勝馬に対して市場取引賞等が支給される場合がございます
（北海道市場、八戸市場、九州市場など）。詳しくは、市場主催者へお尋ねください。

競走馬の死亡に対する保険金
競走馬としての能力喪失に対する保険金
特定の悪癖に対する見舞金

本年8月1日まで
セレクトセール
における
売買金額

セレクトセール

購買市場 保険金額 保険期間 保険期間

※詳しくは（社）日本競走馬協会またはセリ会場内の損保ジャパンまでお問い合わせください。

写真は 平成8年 れんげ賞写真は 平成8年 れんげ賞

第１着競　　　走 第２着 第３着
 120万円 48万円 30万円
 70万円 28万円 18万円

新　　　馬　　　競　　　走
未　　勝　　利　　競　　走

２歳

※本年の3歳馬も春季競馬まで（5/26まで）の新馬・未勝利競走における1着馬に対し交付
（新馬60万円、未勝利30万円）されます（来年度以降の交付額等は未定です）。
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ウオッカの母
タニノシスター号（ＪＲＡ育成馬）
父　ルション
母　エナジートウショウ
（母の父トウショウボーイ）

生産者　吉田　実（浦河）
平成６年度　北海道８月市場購買
育成場：日高育成牧場
平成７年度　売却馬

母（JRA育成馬） 産駒名 主な重賞勝鞍 母の父産駒生年
重賞勝馬を生んだ主なＪＲＡ育成馬

カリーノカフェ 2007 アロマカフェ ラジオNIKKEI賞（G3） ハートレイク 
リンダトリアーノ 2005 バシケーン 中山大障害（J.G1） ロドリゴデトリアーノ
アカプルコ 2005 チェレブリタ 京都牝馬S（G3） アンバーシャダイ 
タニノシスター 2004 ウオッカ 東京優駿（G1） ルション
ホーマンレッド 1999 ホーマンキュート 名古屋優駿（G3） ダンサーズイメージ 
アスターレディー 1997 トッププロテクター 北九州記念（G3） ニゾン 
ユウミロク 1997 ユウフヨウホウ 中山大障害（J.G1） カツラノハイセイコ 
カルメンシータ 1996 トロットスター スプリンターズS（G1） ワイズカウンセラー 
フェルドウ 1995 マキハタコンコルド 東京オータムジャンプ（J.G3） シービークロス
ユウミロク 1993 ゴーカイ 中山グランドジャンプ（J.G1） カツラノハイセイコ 
ユウミロク 1992 ユウセンショウ 目黒記念（G2） カツラノハイセイコ 
ドミナスローズ 1991 フジノマッケンオー ダービー卿チャレンジT（G3） トウショウボーイ
ツルミスター 1985 ヤエノムテキ 天皇賞（秋）（G1） イエローゴッド

2008, 2009　年度代表馬 ウオッカの母は,ＪＲＡ育成馬タニノシスターです。

牝馬は競走引退後も、繁殖馬として次世代への夢を繋げてくれます。

上場馬に付与される条件等のご案内

Ⅰ．購買市場別に付与される条件等のご案内
昨年（1歳時）の購買市場ごとに、以下のような条件が付与されます。
（馬ごとの購買市場は各馬の名簿左下の欄でご確認ください）。

（1） 市場取引賞
2歳競走での成績優秀馬に対し、以下のような特典があります。

（2） 競走馬保険
セレクトセールでの購買馬上場番号16番には以下のような保険が付与さ

れております。

Ⅱ．その他 条件等のご案内

（1） 九州産馬限定競走
本年の上場予定馬では、九州1歳市場で購買された上場番号18番が九州
産馬であり、出走資格を有します。例年、ひまわり賞（１着賞金1400万円）
などの２歳馬競走が夏季の小倉競馬場で組まれております。

（2） 内国産牝馬奨励賞
本年上場予定の全牝馬をはじめ、内国産の全2歳牝馬が対象となります。
2歳の新馬・未勝利競走（牝馬限定競走を除く）で1～3着となった場合、
下記の奨励賞が交付されます。

 ＧⅠ 1,000万円 400万円 260万円
 ＧⅡ 300万円 120万円 78万円
 ＧⅢ 100万円 40万円 26万円
 JpnⅠ 500万円 200万円 130万円
 JpnⅡ 150万円 60万円 39万円
 JpnⅢ 50万円 20万円 13万円

第１着競　　　走購買市場 第２着 第３着

（北海道市場）
　セレクションセール
　サマーセール
　オータムセール

中央競馬

地方競馬

2歳重賞競走

2歳ダート
グレード競走
（指定交流）

　セレクトセール
上記の第1着に対し、上記金額が交付されます。
またGⅠ･JpnⅠ勝ちの場合、純金製メダルが贈呈されます。

※上記以外に地方競馬の2歳戦優勝馬に対して市場取引賞等が支給される場合がございます
（北海道市場、八戸市場、九州市場など）。詳しくは、市場主催者へお尋ねください。

競走馬の死亡に対する保険金
競走馬としての能力喪失に対する保険金
特定の悪癖に対する見舞金

本年8月1日まで
セレクトセール
における
売買金額

セレクトセール

購買市場 保険金額 保険期間 保険期間

※詳しくは（社）日本競走馬協会またはセリ会場内の損保ジャパンまでお問い合わせください。

写真は 平成8年 れんげ賞写真は 平成8年 れんげ賞

第１着競　　　走 第２着 第３着
 120万円 48万円 30万円
 70万円 28万円 18万円

新　　　馬　　　競　　　走
未　　勝　　利　　競　　走

２歳

※本年の3歳馬も春季競馬まで（5/26まで）の新馬・未勝利競走における1着馬に対し交付
（新馬60万円、未勝利30万円）されます（来年度以降の交付額等は未定です）。
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ＪＲＡ　ブリーズアップセール会場案内図

『中山競馬場』
交通及び駐車場案内図
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至国道14号線
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線

Ｊ
Ｒ
総
武
線

至
船
橋

船
橋
信
用
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庫

Ｊ
Ａ
西
船
橋

木
下
街
道

正門

船橋法典駅

競 馬 場

競馬場
事務所

至鎌ヶ谷

スタンド

下見所

至
上
野

至
東
京
方
面

北　方
十字路 ( 　)中山競馬場

入　　　口

中山競馬場までの所要時間
・ＪＲ船橋法典駅より徒歩 10分
・ＪＲ西船橋駅よりバス15分（北方十字路下車）
・京成 東中山駅より徒歩 20分

▲

入口
招待者用駐車場

こちらをご利用ください

※前日展示会は厩舎１号門よりご入場下さい。
※セール当日は正門よりご入場下さい。

ウイナーズサークル

クリスタル
コーナー

①受付（1F馬主受付）
①

②調教観覧席（4F馬主席）
②

③実馬展示会場
（装鞍所）③

事務所 正門
⑤④

⑤契約会
場（バス運

転手控室
）

④セリ会
場（中央門

）

バスタ
ーミナ

ル

南門
スタンド

下 見 所

食　事
（B1レ

ストラン
プラザ）

吉野家●

●
す
き
家

県道180号線

Bigboy
●

モニュメント■■

厩舎
１号門

セール前日
（展示会）

セ
ー
ル
当
日

展示会場
（装鞍所）

※競馬場周辺は交通渋滞することがございます。
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