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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「2014JRAブリーズアップセール」サイト
　　　　　　　　　　 http://www.jbis.or.jp/seri/2014/12O1/sale/

●ライブ中継について●
※2014JRA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.8～9をご覧ください。
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デビューを目指す　若駒たちとの出会いがあります。デビューを目指す　若駒たちとの出会いがあります。

ＪＲＡブリーズアップセールＪＲＡブリーズアップセールおかげさまで10周年おかげさまで10周年

阪神でのニュージーランドトロフィー（GⅡ）を勝利
障害競走でも活躍する

エイシンオスマン
牡　2010年取引馬　父 ロックオブジブラルタル

ダートオープン競走を2勝
堅実に走り続け、1.3億円を獲得した

ブライトアイザック
牡　2008年取引馬　父 スペシャルウィーク

セイウンワンダー
父 グラスワンダー

牡　2008年取引馬

豪快な差し脚で、
’11 新潟2歳ステークス（GⅢ）を制した

モンストール
牡　2011年取引馬　父 アドマイヤマックス

セール出身の活躍馬たちセール出身の活躍馬たち

南関東で大活躍
羽田盃、京浜盃、ハイセイコー記念を制した

ナイキハイグレード
牡　2008年取引馬　父 アグネスタキオン

※BUセール
未売却馬

’08 新潟２歳S（ＧⅢ）優勝
’10 エプソムC（ＧⅢ）優勝
’09 皐月賞（ＧⅠ）３着
’09 菊花賞（ＧⅠ）３着

’08 朝日杯FS（GⅠ）優勝
ＪＲＡ賞　最優秀２歳牡馬

○
過
去
５
年
の

　
　
　
セ
ー
ル
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引
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○
過
去
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年
の

　
　
　
落
札
価
格
帯

 セリ年度/価格帯 ～499万 500万～ 750万～ 1000万～ 1500万～ 2000万～
 2013年 27頭 15頭 10頭 12頭 8頭 4頭
  35.5% 19.7% 13.2% 15.8% 10.5% 5.3%
 2012年 30頭 11頭 11頭 6頭 5頭 11頭
  40.5% 14.9% 14.9% 8.1% 6.8% 14.9%
 2011年 29頭 17頭 15頭 10頭 1頭 6頭
  37.2% 21.8% 19.2% 12.8% 1.3% 7.7%
       消費税込

 2013年 76頭 76頭 100.0% 887 683 3,570 6.74

 2012年 74頭 74頭 100.0% 985 714 4,200 7.29

 2011年 79頭 78頭 98.7% 771 599 2,835 6.02

 2010年 73頭 73頭 100.0% 999 893 3,150 7.29

 2009年 76頭 76頭 100.0% 1,017 856 3,255 7.73
        消費税込

 セリ年度 上場頭数 売却頭数 売却率 平均価格 中間価格 最高価格 売却総額
     （万円） （万円） （万円） （億円）

セール初年度から、重賞勝馬が誕生
'06 フィリーズレビュー（GⅡ）など重賞2勝

ダイワパッション
めす　2005年取引馬　父 フォーティナイナー

’12 ファンタジーステークス（GⅢ）を勝利
ダートでも鬼脚を披露する

サウンドリアーナ
めす　2012年取引馬　父 ケイムホーム
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2013 ＪＲＡブリーズアップセール取引馬の活躍
（平成26年2月18日現在）

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16勝を上げました。

昨年のセール取引馬 76頭中72頭 が中央競馬に登録されています。
（2頭は地方、2頭は未登録）

すでに 66頭（86.8％）が中央デビュー（うち2歳デビュー 65頭（85.5%））
合計 291走（1頭平均3.8走）（うち2歳までに 244走（1頭平均3.2走））

ダービー翌週から2歳戦はスタートします。

13年2回函館競馬1200m芝

クリスマス ［牝］

馬主：M･Kenichiホールディング㈱
斎藤 誠　厩舎

父　バゴ
母　アラマサスナイパー

函館2歳ステークス（ＧⅢ）

◆ 重賞競走優勝馬 ◆◆ 重賞競走優勝馬 ◆

2歳時平均出走回数の比較（回）

※中央競馬の成績のみ

3.7

2.8

－ 4 －



写真提供 田中哲実氏

ＪＲＡ
ホーム
ブレッド

2013 ＪＲＡブリーズアップセール取引馬の活躍
（平成26年2月18日現在）

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16勝を上げました。

昨年のセール取引馬 76頭中72頭 が中央競馬に登録されています。
（2頭は地方、2頭は未登録）

すでに 66頭（86.8％）が中央デビュー（うち2歳デビュー 65頭（85.5%））
合計 291走（1頭平均3.8走）（うち2歳までに 244走（1頭平均3.2走））

ダービー翌週から2歳戦はスタートします。

13年門別競馬1200mダート

フクノドリーム ［牝］

馬主：福島 実　氏
杉浦 宏昭　厩舎

父　ヨハネスブルグ
母　キャニオンリリー

エーデルワイス賞（ＧⅢ）

14年1回京都競馬1400m芝

アドマイヤビジン ［牝］

馬主：近藤 利一　氏
梅田 智之　厩舎

父　クロフネ
母　スマイルビジン

紅梅ステークス（OP）

13年2回函館競馬1200m芝

クリスマス ［牝］

馬主：M･Kenichiホールディング㈱
斎藤 誠　厩舎

父　バゴ
母　アラマサスナイパー

函館2歳ステークス（ＧⅢ）

13年3回中京競馬1400m芝

グランシェリー ［牝］

馬主：間宮 秀直　氏
庄野 靖志　厩舎

父　アルデバラン
母　エポックサクラ

中京２歳ステークス（OP）

◆ 特別競走優勝馬 ◆◆ 特別競走優勝馬 ◆

◆ 重賞競走優勝馬 ◆◆ 重賞競走優勝馬 ◆

2歳時平均出走回数の比較（回）

※中央競馬の成績のみ

3.7

2.8
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提供：岐阜県地方競馬組合

ＪＲＡ
ホーム
ブレッド

ＪＲＡ
ホーム
ブレッド

◆ 新馬戦・未勝利戦優勝馬 ◆◆ 新馬戦・未勝利戦優勝馬 ◆

13年2回福島競馬1200m芝　2歳未勝利
コロナプリンセス ［牝］

父　デュランダル
母　コロナガール

馬主：鈴木 照雄　氏／武市 康男　厩舎

13年5回東京競馬1800m芝　メイクデビュー東京
ストロベリーキング ［牡］

父　ハーツクライ　　　
母　ドリームエンブレム

馬主：田頭 勇貴　氏／高橋 文雅　厩舎

13年2回新潟競馬1800m芝　2歳未勝利
ファーストオーサー ［牡］

父　アルデバラン　　
母　イナズマローレル

馬主：石橋 英郎　氏／勢司 和浩　厩舎

13年3回中京競馬1200mダート　2歳未勝利
ルイカズマ ［牡］
父　パイロ　　　　　　
母　グランドホイッスル

馬主：㈲雅苑興業／西浦 勝一　厩舎

13年4回東京競馬1400mダート　2歳未勝利
アイナマーリエ ［牝］
父　サウスヴィグラス　
母　フジノバイオレット

馬主：山口 功一郎　氏／栗田 徹　厩舎

13年3回新潟競馬1400m芝　2歳未勝利
アマノウインジー ［牡］

父　ヨハネスブルグ
母　タイキシャイン

馬主：中村 孝　氏／湯窪 幸雄　厩舎

14年1回小倉競馬1200m芝　3歳未勝利
ワンダフルワールド ［牡］

父　タイキシャトル
母　キャットアリ　

馬主：㈲三成社／高橋 義忠　厩舎

14年1回小倉競馬1200m芝　3歳未勝利
ノーブルサイレンス ［牝］

父　マイネルラヴ　　　
母　エイシンサイレンス

馬主：吉木 伸彦　氏／宮本 博　厩舎

13年5回東京競馬1800m芝　2歳未勝利
アンジュデュバン ［牝］

父　ハーツクライ
母　マイネレーヌ

馬主：後藤 英成　氏／武市 康男　厩舎

14年笠松競馬1400mダート　3歳中央交流
カシノレント ［牡］
父　ケイムホーム　
母　マヤノビジュー

馬主：柏木 務　氏／二本柳 俊一　厩舎

13年4回東京競馬1400mダート　2歳未勝利
ロマンシーズ ［牡］
父　アルデバラン　　　
母　フレンドリータッチ

馬主：菅 實　氏／石毛 善彦　厩舎

13年5回東京競馬1600mダート　2歳未勝利
トップアドバンス ［牡］
父　アルデバラン　　　
母　バクシンスクリーン

馬主：柳内 正基　氏／勢司 和浩　厩舎

－ 6 －
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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】

〔グレーはがき用紙、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

8964 2603090

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。

2014JRA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4月4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。
セール当日は、「購買登録確認書」【書式B】と引き換えに購買登録番号シールを
お渡しします。

※「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12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9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29日（火・祝）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　　4月　7　日(月) 　10:00～
日高育成牧場　　4月14日(月) 　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。

購買登録の方法

書式Ｂ

2014 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26年4月29日（火・祝）　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28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、2014 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、2014 
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

－ 10 －



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】

〔グレーはがき用紙、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

8964 2603090

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。

2014JRA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4月4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。
セール当日は、「購買登録確認書」【書式B】と引き換えに購買登録番号シールを
お渡しします。

※「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12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9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29日（火・祝）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　　4月　7　日(月) 　10:00～
日高育成牧場　　4月14日(月) 　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。

購買登録の方法

書式Ｂ

2014 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26年4月29日（火・祝）　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28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、2014 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、2014 
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
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○過去のセール購買実績、馬の所有実績は問いません。
○2011年１月以降の馬主登録された方でも、例えば2010年以前から個人馬主として活動し
ていて、その後法人馬主に切り替えた方等、2010年以前からの馬主歴があると本会が認
めた方は除きます。

最終的な対象馬は4月28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）を中心に、「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28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24日（木）～4月27日（日）　10時～17時まで

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、「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。

「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、「調教進度遅れ等」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 シャトルシャロンの12 牡 栗 ヨハネスブルグ ＪＲＡホームブレッド
 2 日高 キセキスティールの12 牡 鹿 ヨハネスブルグ ＪＲＡホームブレッド
 3 日高 ヤマイチステルスの12 牡 黒鹿 バゴ 一般市場購買馬
 4 宮崎 タイセイローザの12 牡 黒鹿 バゴ 一般市場購買馬
 5 日高 バクシンスクリーンの12 めす 栗 ヨハネスブルグ ＪＲＡホームブレッド
 6 日高 フレンドリータッチの12 めす 鹿 ボストンハーバー ＪＲＡホームブレッド
 7 日高 ワンモアベイビーの12 めす 栗 ヨハネスブルグ ＪＲＡホームブレッド
 8 日高 ドリームニキハートの12 めす 栗 アルデバラン ＪＲＡホームブレッド

上場番号 性育成馬名育成場 毛色 父 備考

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　090-8964-2603
※特設電話は4月21日（月）～5月8日（木）のみ有効です。

連絡先

☆ＪＲＡホームブレッドの活躍☆
○2013JＲＡブリーズアップセール取引馬
グランシェリー　めす　中京2歳S　優勝

父　アルデバラン　母　エポックサクラ

ロマンシーズ　牡　2歳未勝利　優勝
父　アルデバラン　母　フレンドリータッチ

トップアドバンス　牡　2歳未勝利　優勝
父　アルデバラン　母　バクシンスクリーン

※前日展示会（4/28）の午前には調教師会主催で「馬主・調教師懇談会」を
開催予定です。詳しくはＰ153をご覧ください。

１．参加資格者（新規馬主）：2011年1月以降に馬主登録された方

○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）。

２．参加方法：あらかじめ事前購買登録が必要です

○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）。

３．購買制限：おひとり１頭のみとさせていただきます

４．対象馬：ＪＲＡホームブレッド（生産馬）を中心に一般市場購買馬を加えた8頭
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○過去のセール購買実績、馬の所有実績は問いません。
○2011年１月以降の馬主登録された方でも、例えば2010年以前から個人馬主として活動し
ていて、その後法人馬主に切り替えた方等、2010年以前からの馬主歴があると本会が認
めた方は除きます。

最終的な対象馬は4月28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）を中心に、「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28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24日（木）～4月27日（日）　10時～17時まで

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、「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。

「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、「調教進度遅れ等」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 シャトルシャロンの12 牡 栗 ヨハネスブルグ ＪＲＡホームブレッド
 2 日高 キセキスティールの12 牡 鹿 ヨハネスブルグ ＪＲＡホームブレッド
 3 日高 ヤマイチステルスの12 牡 黒鹿 バゴ 一般市場購買馬
 4 宮崎 タイセイローザの12 牡 黒鹿 バゴ 一般市場購買馬
 5 日高 バクシンスクリーンの12 めす 栗 ヨハネスブルグ ＪＲＡホームブレッド
 6 日高 フレンドリータッチの12 めす 鹿 ボストンハーバー ＪＲＡホームブレッド
 7 日高 ワンモアベイビーの12 めす 栗 ヨハネスブルグ ＪＲＡホームブレッド
 8 日高 ドリームニキハートの12 めす 栗 アルデバラン ＪＲＡホームブレッド

上場番号 性育成馬名育成場 毛色 父 備考

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　090-8964-2603
※特設電話は4月21日（月）～5月8日（木）のみ有効です。

連絡先

☆ＪＲＡホームブレッドの活躍☆
○2013JＲＡブリーズアップセール取引馬
グランシェリー　めす　中京2歳S　優勝

父　アルデバラン　母　エポックサクラ

ロマンシーズ　牡　2歳未勝利　優勝
父　アルデバラン　母　フレンドリータッチ

トップアドバンス　牡　2歳未勝利　優勝
父　アルデバラン　母　バクシンスクリーン

※前日展示会（4/28）の午前には調教師会主催で「馬主・調教師懇談会」を
開催予定です。詳しくはＰ153をご覧ください。

１．参加資格者（新規馬主）：2011年1月以降に馬主登録された方

○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）。

２．参加方法：あらかじめ事前購買登録が必要です

○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）。

３．購買制限：おひとり１頭のみとさせていただきます

４．対象馬：ＪＲＡホームブレッド（生産馬）を中心に一般市場購買馬を加えた8頭
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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。（Ｐ14参照）

・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

11:15～12:30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24日（木）～4月28日（月） 10時～17時
4月29日（火・祝） 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
・10～11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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2014　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26年4月29日（火・祝）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

４．売　却　馬
平成25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24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　　80頭程度

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いては、なるべく4月4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」への参加に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。
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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。
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28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）調教が遅れている馬、ゲート目標に到達していない馬等については「調教進度

の遅れている馬等」として、理由を公表のうえ、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、鑑定人の見やすい位

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いたし

ます。また、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。

－ 20 －



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5月2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。
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7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送付い
たします。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30日（水）9時から5月6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）①5月1日（木）および、②5月2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29日17時、②の場合4月30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、当該馬の引渡しのあった日の翌日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　喉頭片麻痺による喘鳴症
⑶　関節部の骨折（当該馬の引渡し前に発症したものに限る）

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24日（木）から4月28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24日（木）から4月28日（月）までの期間に、また、

落札された方は、当該馬の引渡しまでに、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29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29日までに購買登録をお済ましのうえ、セールに参

加された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30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　　2014 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26年4月30日（水）　10:00 ～ 16:00

なお、4月29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
４）売　却　馬

4月29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29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。
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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。4月29

日までに購買登録をお済ましのうえ、セールに参加された馬主ご本人様のみ参加
可能で、代理人参加は出来ません。

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29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29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29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、
2014 ＪＲＡ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）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29日（火）のセールと同様とし、特例措置等はございません。
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18．新規馬主限定セッションの実施について
新規馬主の方に限定して売却する新規限定セッションを実施します。詳細は以下

のとおりとします。
１）参加資格：

ＪＲＡの登録を受けている馬主の方のうち、2011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2010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）を中心に対象馬を選定します。
候補馬についても「調教進度の遅れている馬等」として上場する場合には、新規
馬主限定セッションの対象から除外します。最終的な対象馬は、セール前日に公
表します。

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：

一人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　Ｎｏ７８３４０３８
口座名義　日本中央競馬会　経理部長　佐藤　博

ﾆｯﾎﾟﾝﾁｭｳｵｳｹｲﾊﾞｶｲ ｹｲﾘﾌﾞﾁｮｳ　ｻﾄｳ 　ﾋﾛｼ

◎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＞
船橋市古作１- １- １　ＪＲＡ中山競馬場　開催事務局

特設電話　０９０－８９６４－２６０３
4月21日（月）～ 5月8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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2014 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：参加資格者を2011年１月以降に馬主登録された方に限定した新規馬主限定セッ

ションをセールの冒頭で実施します。
新規馬主限定セッション上場候補馬は、ＪＲＡホームブレッド（日高育成牧場生
産馬）を中心に一般市場購買馬を加えて選定します。
ただし、候補馬がセールに「調教進度遅れ」として上場される場合は、新規馬主
限定セッションから除外し、全ての参加者がセリ上げに参加できることになりま
す。詳細は12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。新規馬主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「調教進度の遅れた馬等」とし
て上場される場合は、新規馬主限定セッション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月中旬に売却馬名簿とともに、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、4月中旬に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であればご覧いただけます。ご要望があれば事務
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局までお問い合わせください。また、育成馬展示会を、下記のとおり両育成牧場
にて開催しますのでどうぞご来場ください。

【宮崎育成牧場：4月7日（月）、日高育成牧場：4月14日（月）】

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24日（木）～ 28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。事前下見期間中、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。なお、セール当日に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：28日（月）については、前日展示会として装鞍所での比較展示を実施します。個

体情報冊子の配布や台付価格の公表も行ないます。詳細は13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：台付け価格はいつ公表されるのでしょうか？
Ａ：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。原則として番号順に上場します。ただし、運営上の理由により上場順を変

更することがあります。

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46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5月6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：5月1日（木）と5月2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7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：セール後から引渡しまでの毎日、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：売却に際して公表されなかった特定の疾病や悪癖を発見した時は、当該馬の引渡

しのあった翌日15時までに申告することができ、それを受けたＪＲＡの診断結果
と申告内容が一致した場合、売買契約を解除することができます。

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30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29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
ことがあります（該当馬がいない場合など実施されないこともあります）。
セールに参加された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30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29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。
詳細は18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ブリーズアップセール事務局（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　０９０- ８９６４- ２６０３
※特設電話は4月21日（月）～ 5月8日（木）のみ設置

※セレクトセールでの購買馬については、平成２６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。

＜取扱代理店＞
ＪＲＡファシリティーズ㈱保険課

東京都港区新橋4-5-7
日本中央競馬会新橋分館内
TEL ０３－３４３６－１５０７

引受保険会社：㈱損害保険ジャパン
（SJ13-31285 2014.2.5）

①　保険金額……落札金額以内でご自由に設定
②　保険期間……1年間
③　保　険　料……保険金額の３．３％
※１，０００万円の保険（金額）を掛けられた場合３３万円となります。

※詳しくは特設ブース係員または下記にお問合せください。

愛馬が突然のケガ・思いがけない病気で
万一のことがあったら…
大切な愛馬のために

競走馬保険のご加入をお勧めします。

【競走馬保険のご案内】
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※セレクトセールでの購買馬については、平成２６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。

＜取扱代理店＞
ＪＲＡファシリティーズ㈱保険課

東京都港区新橋4-5-7
日本中央競馬会新橋分館内
TEL ０３－３４３６－１５０７

引受保険会社：㈱損害保険ジャパン
（SJ13-31285 2014.2.5）

①　保険金額……落札金額以内でご自由に設定
②　保険期間……1年間
③　保　険　料……保険金額の３．３％
※１，０００万円の保険（金額）を掛けられた場合３３万円となります。

※詳しくは特設ブース係員または下記にお問合せください。

愛馬が突然のケガ・思いがけない病気で
万一のことがあったら…
大切な愛馬のために

競走馬保険のご加入をお勧めします。

【競走馬保険のご案内】
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売 買 契 約 書
2014 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、2014 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26年5月2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美浦または栗東トレ
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7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26年5月6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
馬の引渡しを受ける。ただし、ＪＲＡ美浦また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条に定める引渡しをなすまでの間に、当該馬につ

いて事故、疾病または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、疾病または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。

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、2014 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26年5月2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美浦または栗東トレ
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7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26年5月6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
馬の引渡しを受ける。ただし、ＪＲＡ美浦また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条に定める引渡しをなすまでの間に、当該馬につ

いて事故、疾病または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、疾病または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、乙の都合また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納付していない
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、当該馬の引渡しのあった日の翌日15時まで（以下本条において「瑕
疵申告期限」という。）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。
ただし、第3号については瑕疵申告期限に関わらず申告することができる。
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　関節部の骨折（当該馬の引渡し前に発症したものに限る）

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、甲は当該馬を
引き取るとともに、第４条の規定により馬代金が納付されているときは、甲は
乙に当該馬代金を返還するものとする。また、甲は当該馬の引取りまでに乙が
負担した飼養管理等の実費を支払うものとする。
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26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
2014 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、2014 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26年5月2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美浦または栗東トレ
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7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26年5月6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
馬の引渡しを受ける。ただし、ＪＲＡ美浦また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条に定める引渡しをなすまでの間に、当該馬につ

いて事故、疾病または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、疾病または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。

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、2014 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26年5月2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美浦または栗東トレ
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7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26年5月6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
馬の引渡しを受ける。ただし、ＪＲＡ美浦また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条に定める引渡しをなすまでの間に、当該馬につ

いて事故、疾病または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、疾病または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、乙の都合また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納付していない
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、当該馬の引渡しのあった日の翌日15時まで（以下本条において「瑕
疵申告期限」という。）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。
ただし、第3号については瑕疵申告期限に関わらず申告することができる。
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　関節部の骨折（当該馬の引渡し前に発症したものに限る）

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、甲は当該馬を
引き取るとともに、第４条の規定により馬代金が納付されているときは、甲は
乙に当該馬代金を返還するものとする。また、甲は当該馬の引取りまでに乙が
負担した飼養管理等の実費を支払うものとする。

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26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）１３地方Ｆ⑤は２０１３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

－ 33 －



この売却馬名簿は、JBISシステムを利用し、平成26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。

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4/30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P18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.1～46
（No.1～８は新規馬主限定セッション対象馬です）

No.47～80

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。

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。
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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4/30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P18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.1～46
（No.1～８は新規馬主限定セッション対象馬です）

No.47～80

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育成馬測尺表（２月15日現在）

シャトルシャロンの１２
キセキスティールの１２
ヤマイチステルスの１２
タイセイローザの１２
バクシンスクリーンの１２
フレンドリータッチの１２
ワンモアベイビーの１２
ドリームニキハートの１２
ヤワラブライトの１２
プラントオジジアンの１２
シルクヴィーナスの１２
ホッカイショコラの１２
クインオブオールディーの１２
クロノグラフの１２
タイフウジョオーの１２
コロナドズベイビーの１２
ロックフォーティの１２
タムロブライトの１２
ビービーシグナスの１２
メモリーズオブユーの１２
メジロボンベイの１２
ニシノボナリーの１２
アガーテの１２
ラヴリーハントレスの１２
シルクサルートの１２
ペイルローズの１２
ルックミーウエルの１２
スイートソウルの１２
ロージーズシスターの１２
バブリングブライドの１２
ピサノアリュメールの１２
マスカラーダの１２
アドマイヤアイドルの１２
ビオンディーナの１２
ゴールドデイの１２
エイシンスペインの１２
スターマーチの１２
モントレゾールの１２
ニシノアリスの１２
ウインクルディールの１２

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

牡
牡
牡
牡
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
めす
牡
牡
牡
牡

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

158.5
158.0
156.0
159.0
155.0
153.5
154.0
155.5
155.5
160.0
162.0
155.5
154.5
154.5
156.0
158.5
157.0
160.5
157.0
160.5
156.0
155.0
162.5
160.5
156.0
157.0
159.0
161.0
157.0
157.5
151.5
154.0
155.0
155.5
156.5
158.0
153.0
158.0
159.0
158.0

178.0
180.0
178.5
178.0
184.0
179.0
177.0
180.0
179.0
180.5
181.0
178.0
177.0
177.0
170.5
186.0
178.5
177.5
182.5
181.0
181.0
185.0
181.0
182.0
183.0
182.5
179.5
184.0
179.5
175.0
177.5
174.5
176.5
174.0
179.0
180.0
170.0
172.0
183.0
180.5

20.5
19.9
19.6
20.0
19.8
19.6
18.5
19.2
18.7
19.8
20.3
19.8
19.1
18.9
19.2
20.4
19.9
19.7
20.8
19.5
20.7
20.0
20.2
20.2
19.6
19.6
20.0
20.2
19.2
18.8
19.2
18.3
19.6
18.9
19.3
19.5
19.5
18.3
20.0
19.8

480
509
485
476
463
455
446
479
457
486
478
457
457
450
442
465
488
491
507
459
490
506
479
501
489
476
459
473
475
446
423
436
431
429
445
491
414
445
482
459

ヨハネスブルグ
ヨハネスブルグ
バゴ
バゴ
ヨハネスブルグ
ボストンハーバー
ヨハネスブルグ
アルデバラン
ジャングルポケット

☆エンパイアメーカー
アドマイヤムーン
ディープスカイ
ハーツクライ
ブライアンズタイム

☆エンパイアメーカー
ブラックタイド
ゴールドアリュール

☆エンパイアメーカー
☆ヴァーミリアン
アドマイヤジャパン
キャプテンスティーヴ
バゴ

☆エンパイアメーカー
シンボリクリスエス
ワイルドラッシュ
ケイムホーム
オンファイア
グラスワンダー
スペシャルウィーク
タニノギムレット

☆ハービンジャー
☆エンパイアメーカー
バゴ
ダンスインザダーク
マンハッタンカフェ
ブラックタイド
タニノギムレット
ステイゴールド
チーフベアハート
アルデバラン

ヨハネスブルグ
ヨハネスブルグ
バゴ
バゴ
ヨハネスブルグ
ボストンハーバー
ヨハネスブルグ
アルデバラン
ジャングルポケット

☆エンパイアメーカー
アドマイヤムーン
ディープスカイ
ハーツクライ
ブライアンズタイム

☆エンパイアメーカー
ブラックタイド
ゴールドアリュール

☆エンパイアメーカー
☆ヴァーミリアン
アドマイヤジャパン
キャプテンスティーヴ
バゴ

☆エンパイアメーカー
シンボリクリスエス
ワイルドラッシュ
ケイムホーム
オンファイア
グラスワンダー
スペシャルウィーク
タニノギムレット

☆ハービンジャー
☆エンパイアメーカー
バゴ
ダンスインザダーク
マンハッタンカフェ
ブラックタイド
タニノギムレット
ステイゴールド
チーフベアハート
アルデバラン

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

ＪＲＡホームブレッド
ＪＲＡホームブレッド
315.0
315.0

ＪＲＡホームブレッド
ＪＲＡホームブレッド
ＪＲＡホームブレッド
ＪＲＡホームブレッド
630.0 
997.5 
525.0 
525.0 
945.0 
682.5 
1,575.0 
546.0 
735.0 
735.0 
840.0 
420.0 
357.0 
367.5 
1,312.5 
735.0 
840.0 
367.5 
325.5 
472.5 
525.0 
525.0 
525.0 
525.0 
315.0 
367.5 
598.5 
787.5 
630.0 
840.0 
693.0 
682.5 

全馬平均
牡　平均
めす平均

156.8
157.2
156.4

178.8
178.7
178.9

19.5
19.7
19.3

463.7
470.9
457.9

41
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

ブルーボックスボウの１２
メジロレーマーの１２
シャンパンセラーの１２
ナイキトライアンフの１２
ニューメロディの１２
シュウザンアイの１２
アドマイヤイチの１２
セレクトレディの１２
タッキーナの12
オンワードスワンの１２
イットービコーの１２
フィールドトラップの１２
アラデヤの１２
ヘバラーの１２
セイカホールの１２
マイネナデシコの１２
テンノフェアリーの１２
バヒラーの１２
ウィギングの１２
シンコウイマージンの１２
パッションメイトの１２
サニーハシレの１２
プルームリジェールの１２
セイクリッドフレイムの１２
リアルターキンの１２
タイキトライアンフの１２
シャコージュノーの１２
プライムオブユースの１２
リブレットの１２
ボロナイビューティの１２
ケイアイリードの１２
ミシシッピーミスの１２
マイスイートベスの１２
スプラッシュビートの１２
ローズキャンディの１２
タケイチゼットの１２
セラフの１２
ダイワノブレスの１２
リリーポンドの１２
ビューティコマンダの１２

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

156.0
156.0
154.5
158.0
158.0
160.0
151.0
155.0
157.0
160.0
160.0
165.0
155.0
153.5
156.0
156.5
157.0
156.0
159.0
156.0
157.5
160.5
155.0
151.0
159.5
155.0
153.0
154.5
156.5
154.0
155.5
156.5
155.5
159.0
154.5
156.0
152.0
158.5
161.5
154.5

173.0
179.0
178.0
176.5
179.0
175.5
179.0
179.0
174.5
178.5
178.0
184.5
173.0
182.0
183.5
174.0
180.0
179.5
183.5
176.5
179.0
177.0
181.0
173.0
179.0
183.0
173.0
174.0
182.0
181.5
182.0
174.5
176.0
180.5
181.0
181.0
176.0
180.0
182.0
180.5

20.0
20.0
19.3
19.2
19.3
19.8
18.8
19.5
18.9
19.4
19.0
20.8
18.6
19.1
18.4
18.7
19.0
18.8
20.1
19.5
19.5
20.3
19.8
18.8
19.6
19.4
18.5
18.8
19.5
19.5
19.6
19.5
19.8
19.5
20.0
19.1
19.3
18.8
20.0
18.5

423
475
461
467
502
464
471
463
442
458
423
473
419
489
458
445
452
438
485
453
454
455
490
418
434
483
432
445
458
490
479
457
453
464
484
473
469
454
495
472

バゴ
ハーツクライ
アルデバラン
ロージズインメイ
ケイムホーム
☆エンパイアメーカー
アドマイヤムーン
ファスリエフ
☆エンパイアメーカー
ケイムホーム
☆エンパイアメーカー
ブラックタイド
タイキシャトル
テレグノシス
ジョウテンブレーヴ
シニスターミニスター
ケイムホーム
ディープスカイ
☆キンシャサノキセキ
アジュディミツオー
グラスワンダー
チーフベアハート
ハーツクライ
アドマイヤムーン
☆エンパイアメーカー
バゴ
ケイムホーム
タニノギムレット
ケイムホーム
グラスワンダー
☆カネヒキリ
アドマイヤムーン
ケイムホーム
ショウナンカンプ
☆カネヒキリ
アルデバラン
ケイムホーム
コンデュイット
☆エンパイアメーカー
アルデバラン

バゴ
ハーツクライ
アルデバラン
ロージズインメイ
ケイムホーム
☆エンパイアメーカー
アドマイヤムーン
ファスリエフ
☆エンパイアメーカー
ケイムホーム
☆エンパイアメーカー
ブラックタイド
タイキシャトル
テレグノシス
ジョウテンブレーヴ
シニスターミニスター
ケイムホーム
ディープスカイ
☆キンシャサノキセキ
アジュディミツオー
グラスワンダー
チーフベアハート
ハーツクライ
アドマイヤムーン
☆エンパイアメーカー
バゴ
ケイムホーム
タニノギムレット
ケイムホーム
グラスワンダー
☆カネヒキリ
アドマイヤムーン
ケイムホーム
ショウナンカンプ
☆カネヒキリ
アルデバラン
ケイムホーム
コンデュイット
☆エンパイアメーカー
アルデバラン

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
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
日高
宮崎
宮崎
日高
日高
日高
日高
日高

630.0
1,417.5
525.0
315.0
630.0
861.0
378.0
210.0
756.0
525.0
756.0
525.0
630.0
325.5
210.0
420.0
315.0
420.0
693.0
525.0
525.0
420.0
1,050.0
462.0
703.5
630.0
210.0
210.0
546.0
714.0
525.0
819.0
651.0
262.5
525.0
577.5
210.0
420.0
840.0

ＪＲＡホームブレッド

630.0
1,417.5
525.0
315.0
630.0
861.0
378.0
210.0
756.0
525.0
756.0
525.0
630.0
325.5
210.0
420.0
315.0
420.0
693.0
525.0
525.0
420.0
1,050.0
462.0
703.5
630.0
210.0
210.0
546.0
714.0
525.0
819.0
651.0
262.5
525.0
577.5
210.0
420.0
840.0

ＪＲＡホームブレッド

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

※「新規馬主限定セッション」対象馬は、太枠で囲まれた上場番号１～８番になります。
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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育成馬測尺表（２月15日現在）

シャトルシャロンの１２
キセキスティールの１２
ヤマイチステルスの１２
タイセイローザの１２
バクシンスクリーンの１２
フレンドリータッチの１２
ワンモアベイビーの１２
ドリームニキハートの１２
ヤワラブライトの１２
プラントオジジアンの１２
シルクヴィーナスの１２
ホッカイショコラの１２
クインオブオールディーの１２
クロノグラフの１２
タイフウジョオーの１２
コロナドズベイビーの１２
ロックフォーティの１２
タムロブライトの１２
ビービーシグナスの１２
メモリーズオブユーの１２
メジロボンベイの１２
ニシノボナリーの１２
アガーテの１２
ラヴリーハントレスの１２
シルクサルートの１２
ペイルローズの１２
ルックミーウエルの１２
スイートソウルの１２
ロージーズシスターの１２
バブリングブライドの１２
ピサノアリュメールの１２
マスカラーダの１２
アドマイヤアイドルの１２
ビオンディーナの１２
ゴールドデイの１２
エイシンスペインの１２
スターマーチの１２
モントレゾールの１２
ニシノアリスの１２
ウインクルディールの１２

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

牡
牡
牡
牡
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
めす
牡
牡
牡
牡

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

158.5
158.0
156.0
159.0
155.0
153.5
154.0
155.5
155.5
160.0
162.0
155.5
154.5
154.5
156.0
158.5
157.0
160.5
157.0
160.5
156.0
155.0
162.5
160.5
156.0
157.0
159.0
161.0
157.0
157.5
151.5
154.0
155.0
155.5
156.5
158.0
153.0
158.0
159.0
158.0

178.0
180.0
178.5
178.0
184.0
179.0
177.0
180.0
179.0
180.5
181.0
178.0
177.0
177.0
170.5
186.0
178.5
177.5
182.5
181.0
181.0
185.0
181.0
182.0
183.0
182.5
179.5
184.0
179.5
175.0
177.5
174.5
176.5
174.0
179.0
180.0
170.0
172.0
183.0
180.5

20.5
19.9
19.6
20.0
19.8
19.6
18.5
19.2
18.7
19.8
20.3
19.8
19.1
18.9
19.2
20.4
19.9
19.7
20.8
19.5
20.7
20.0
20.2
20.2
19.6
19.6
20.0
20.2
19.2
18.8
19.2
18.3
19.6
18.9
19.3
19.5
19.5
18.3
20.0
19.8

480
509
485
476
463
455
446
479
457
486
478
457
457
450
442
465
488
491
507
459
490
506
479
501
489
476
459
473
475
446
423
436
431
429
445
491
414
445
482
459

ヨハネスブルグ
ヨハネスブルグ
バゴ
バゴ
ヨハネスブルグ
ボストンハーバー
ヨハネスブルグ
アルデバラン
ジャングルポケット

☆エンパイアメーカー
アドマイヤムーン
ディープスカイ
ハーツクライ
ブライアンズタイム

☆エンパイアメーカー
ブラックタイド
ゴールドアリュール

☆エンパイアメーカー
☆ヴァーミリアン
アドマイヤジャパン
キャプテンスティーヴ
バゴ

☆エンパイアメーカー
シンボリクリスエス
ワイルドラッシュ
ケイムホーム
オンファイア
グラスワンダー
スペシャルウィーク
タニノギムレット

☆ハービンジャー
☆エンパイアメーカー
バゴ
ダンスインザダーク
マンハッタンカフェ
ブラックタイド
タニノギムレット
ステイゴールド
チーフベアハート
アルデバラン

ヨハネスブルグ
ヨハネスブルグ
バゴ
バゴ
ヨハネスブルグ
ボストンハーバー
ヨハネスブルグ
アルデバラン
ジャングルポケット

☆エンパイアメーカー
アドマイヤムーン
ディープスカイ
ハーツクライ
ブライアンズタイム

☆エンパイアメーカー
ブラックタイド
ゴールドアリュール

☆エンパイアメーカー
☆ヴァーミリアン
アドマイヤジャパン
キャプテンスティーヴ
バゴ

☆エンパイアメーカー
シンボリクリスエス
ワイルドラッシュ
ケイムホーム
オンファイア
グラスワンダー
スペシャルウィーク
タニノギムレット

☆ハービンジャー
☆エンパイアメーカー
バゴ
ダンスインザダーク
マンハッタンカフェ
ブラックタイド
タニノギムレット
ステイゴールド
チーフベアハート
アルデバラン

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

ＪＲＡホームブレッド
ＪＲＡホームブレッド
315.0
315.0

ＪＲＡホームブレッド
ＪＲＡホームブレッド
ＪＲＡホームブレッド
ＪＲＡホームブレッド
630.0 
997.5 
525.0 
525.0 
945.0 
682.5 
1,575.0 
546.0 
735.0 
735.0 
840.0 
420.0 
357.0 
367.5 
1,312.5 
735.0 
840.0 
367.5 
325.5 
472.5 
525.0 
525.0 
525.0 
525.0 
315.0 
367.5 
598.5 
787.5 
630.0 
840.0 
693.0 
682.5 

全馬平均
牡　平均
めす平均

156.8
157.2
156.4

178.8
178.7
178.9

19.5
19.7
19.3

463.7
470.9
457.9

41
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

ブルーボックスボウの１２
メジロレーマーの１２
シャンパンセラーの１２
ナイキトライアンフの１２
ニューメロディの１２
シュウザンアイの１２
アドマイヤイチの１２
セレクトレディの１２
タッキーナの12
オンワードスワンの１２
イットービコーの１２
フィールドトラップの１２
アラデヤの１２
ヘバラーの１２
セイカホールの１２
マイネナデシコの１２
テンノフェアリーの１２
バヒラーの１２
ウィギングの１２
シンコウイマージンの１２
パッションメイトの１２
サニーハシレの１２
プルームリジェールの１２
セイクリッドフレイムの１２
リアルターキンの１２
タイキトライアンフの１２
シャコージュノーの１２
プライムオブユースの１２
リブレットの１２
ボロナイビューティの１２
ケイアイリードの１２
ミシシッピーミスの１２
マイスイートベスの１２
スプラッシュビートの１２
ローズキャンディの１２
タケイチゼットの１２
セラフの１２
ダイワノブレスの１２
リリーポンドの１２
ビューティコマンダの１２

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

156.0
156.0
154.5
158.0
158.0
160.0
151.0
155.0
157.0
160.0
160.0
165.0
155.0
153.5
156.0
156.5
157.0
156.0
159.0
156.0
157.5
160.5
155.0
151.0
159.5
155.0
153.0
154.5
156.5
154.0
155.5
156.5
155.5
159.0
154.5
156.0
152.0
158.5
161.5
154.5

173.0
179.0
178.0
176.5
179.0
175.5
179.0
179.0
174.5
178.5
178.0
184.5
173.0
182.0
183.5
174.0
180.0
179.5
183.5
176.5
179.0
177.0
181.0
173.0
179.0
183.0
173.0
174.0
182.0
181.5
182.0
174.5
176.0
180.5
181.0
181.0
176.0
180.0
182.0
180.5

20.0
20.0
19.3
19.2
19.3
19.8
18.8
19.5
18.9
19.4
19.0
20.8
18.6
19.1
18.4
18.7
19.0
18.8
20.1
19.5
19.5
20.3
19.8
18.8
19.6
19.4
18.5
18.8
19.5
19.5
19.6
19.5
19.8
19.5
20.0
19.1
19.3
18.8
20.0
18.5

423
475
461
467
502
464
471
463
442
458
423
473
419
489
458
445
452
438
485
453
454
455
490
418
434
483
432
445
458
490
479
457
453
464
484
473
469
454
495
472

バゴ
ハーツクライ
アルデバラン
ロージズインメイ
ケイムホーム
☆エンパイアメーカー
アドマイヤムーン
ファスリエフ
☆エンパイアメーカー
ケイムホーム
☆エンパイアメーカー
ブラックタイド
タイキシャトル
テレグノシス
ジョウテンブレーヴ
シニスターミニスター
ケイムホーム
ディープスカイ
☆キンシャサノキセキ
アジュディミツオー
グラスワンダー
チーフベアハート
ハーツクライ
アドマイヤムーン
☆エンパイアメーカー
バゴ
ケイムホーム
タニノギムレット
ケイムホーム
グラスワンダー
☆カネヒキリ
アドマイヤムーン
ケイムホーム
ショウナンカンプ
☆カネヒキリ
アルデバラン
ケイムホーム
コンデュイット
☆エンパイアメーカー
アルデバラン

バゴ
ハーツクライ
アルデバラン
ロージズインメイ
ケイムホーム
☆エンパイアメーカー
アドマイヤムーン
ファスリエフ
☆エンパイアメーカー
ケイムホーム
☆エンパイアメーカー
ブラックタイド
タイキシャトル
テレグノシス
ジョウテンブレーヴ
シニスターミニスター
ケイムホーム
ディープスカイ
☆キンシャサノキセキ
アジュディミツオー
グラスワンダー
チーフベアハート
ハーツクライ
アドマイヤムーン
☆エンパイアメーカー
バゴ
ケイムホーム
タニノギムレット
ケイムホーム
グラスワンダー
☆カネヒキリ
アドマイヤムーン
ケイムホーム
ショウナンカンプ
☆カネヒキリ
アルデバラン
ケイムホーム
コンデュイット
☆エンパイアメーカー
アルデバラン

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
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
日高
宮崎
宮崎
日高
日高
日高
日高
日高

630.0
1,417.5
525.0
315.0
630.0
861.0
378.0
210.0
756.0
525.0
756.0
525.0
630.0
325.5
210.0
420.0
315.0
420.0
693.0
525.0
525.0
420.0
1,050.0
462.0
703.5
630.0
210.0
210.0
546.0
714.0
525.0
819.0
651.0
262.5
525.0
577.5
210.0
420.0
840.0

ＪＲＡホームブレッド

630.0
1,417.5
525.0
315.0
630.0
861.0
378.0
210.0
756.0
525.0
756.0
525.0
630.0
325.5
210.0
420.0
315.0
420.0
693.0
525.0
525.0
420.0
1,050.0
462.0
703.5
630.0
210.0
210.0
546.0
714.0
525.0
819.0
651.0
262.5
525.0
577.5
210.0
420.0
840.0

ＪＲＡホームブレッド

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

※「新規馬主限定セッション」対象馬は、太枠で囲まれた上場番号１～８番になります。
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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）
※「調教進度遅れ等」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。

1 シャトルシャロンの１２ 牡・栗 ４／２９

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

シャトルシャロン
栗 2006

＊ヘネシー

Myth
ミス

＊タイキシャトル

オースミシャロン

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn
Devil's Bag

＊ウェルシュマフィン
＊ヘクタープロテクター
＊フィットアンドファンシー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Dodoma ～Mumtaz Begum） 9 c

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

母 シャトルシャロン（06 栗 ＊タイキシャトル）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 オースミシャロン（96 栗 ＊ヘクタープロテクター）出走
インフィニータ（01 牝 ＊ジョリーズヘイロー） ５勝

３代母 ＊フィットアンドファンシー（82 USA栗 Vaguely Noble）米出走
ヴィジブルゴールド Visible Gold（88 牝 Deputy Minister）米８勝，サンタアニタＢＣＨ

，ウィルシャーＨ ２着，ルイスＲローアンＨ
ヴィジブルスルー Visible Slew（95 牝 Seattle Slew）米３勝，プリンセスＳ ３着
モクシュラMo Chuisle（04 牝 Free House）不出走
ベンチポインツ Bench Points（08 Benchmark） 米５勝，ラサロバレラメモ
リアルＳ ，サンフェリペＳ ３着

シークレットネゴシエイター Secret Negotiator（90 牡 ＊セクレト）米３勝，イリノイダー
ビー ３着，トーマスＤナッシュＨ ２着

リアルファンシー（95 牝 ＊リアルシヤダイ）１勝
ラウンドダンス（04 牝 ＊アフリート）２勝

ランウェイワルツ（11 牡 ゴールドアリュール） １勝，ポインセチア賞， １勝

４代母 アルマノ－ス Alma North（68 USA鹿 Northern Dancer）米２３勝，マッチメイカーＳ
，コティリオンＨ，ヴァインランドＨ ，ブラックヘレンＨ，ヴァインランドＨ，etc.

［孫］ ウェルキンWelkin（85 牡 Vaguely Noble）仏３勝，ラフォルス賞 ，パリ大賞
３着，種牡馬

スイフトアプレイザル Swift Appraisal（93 Star de Naskra）米１３勝，フォア
ゴーＳ

ワイルドジュエルWild Jewel（90 牝 Wild Again）米・独・仏２勝，カジミー
ルデラマール賞 ２着

［曾孫］ ミアバードトゥーMia Bird Too（89 牝 Proud Birdie）米９勝，コールダーＢＣ
Ｈ ，マイチャーマーＨ ２着，オフィスクイーンＢＣＨ ２着

タイムズスクエア Times Square（98 牡 Timeless Times）米・英２勝，ラウンド
テイブルＨ ２着

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場

購買市場 JRAホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ １号

特 徴 額刺毛・珠目上・初地・右後一白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



新規馬主限定セッション　対象馬（JRAホームブレッド）
※「調教進度遅れ等」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。

2 キセキスティールの１２ 牡・鹿 ４／２９

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

キセキスティール
青鹿 2000

＊ヘネシー

Myth
ミス

フジキセキ

シンワスティール

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn

＊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：３〕
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）障害出走， 出走
エリーフェアリー（11 牝 鹿 ＊アルデバラン ） 入着２回

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

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場

購買市場 JRAホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ １号

特 徴 珠目上・髪中

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



新規馬主限定セッション　対象馬（一般市場購買馬）
※「調教進度遅れ等」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。

3 ヤマイチステルスの１２ 牡・黒鹿 ４／ ４

＊バゴ
黒鹿 2001

ヤマイチステルス
栃栗 2006

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

Touch Gold
タッチゴールド

＊ヴァリッドアンセム

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie
Deputy Minister
Passing Mood
Valid Appeal
Indian Anthem

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ Sylvan） 16

Northern Dancer S 4×M 5×M 5

母 ヤマイチステルス（06 栃栗 Touch Gold）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
メイショウエクサ（11 牡 黒鹿 ＊ブラックホーク） 出走

２代母 ＊ヴァリッドアンセム（97 USA栗 Valid Appeal）米６勝
プレミアハート（07 牝 ＊タイキシャトル） ２勝

３代母 インディアンアンセム Indian Anthem（88 USA栗 Oh Say）米１４勝，ホワットアサ
マーＳ ３着
レイディオディフューザーRadiodifusor（96 牡 Valid Appeal）米３勝
ディアブロズアンセムDiablo's Anthem（98 牝 ＊ディアブロ）プ１勝
ジョーアイノー Joe I Know（99 牡 Valid Expectations）米１勝
リアニ Liani（04 牝 Virtua Cop）プ１勝
モンヴァMon Va（06 My Favorite Dream）プ３勝

４代母 ラージプターナ Rajputana（76 USA栗 Raja Baba）米６勝，ジャンヌダルクＳ ３着
［子］ カリファ Calipha（91 牝 Two Punch）米８勝，リーヴシュライジュニアＳ ，

ブラックアイドスーザンＳ ，ピムリコディスタフＨ ３着

５代母 ネヴァータリーNever Tarry（69 USA栗 Petare）米出走

６代母 リーコレト Rico Reto（52 USA栗 Rico Monte）米４勝，アラバマＳ，ダイアナＨ２
着，モリーピッチャーＨ２着，トップフライトＨ３着，テストＳ３着

生産牧場 北海道浦河町西幌別
赤田牧場

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

中山厩舎－ １号

特 徴 珠目二・波分長・浪門

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



新規馬主限定セッション　対象馬（一般市場購買馬）
※「調教進度遅れ等」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。

4 タイセイローザの１２ 牡・黒鹿 ４／２１

＊バゴ
黒鹿 2001

タイセイローザ
鹿 2007

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

キングカメハメハ

ロザヴィア

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie
Kingmambo

＊マンファス
＊サンデーサイレンス
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

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

母 タイセイローザ（07 鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
エイケイキャプテン（11 牝 鹿 ＊キャプテンスティーヴ） ２勝

２代母 ロザヴィア（92 芦 ＊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，etc.
アドマイヤロザ（05 牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，樅の木賞

３代母 ダイナカルメン（81 芦 ＊ノーザンテースト）４勝
トキオカルメン（89 牝 ＊リアルシヤダイ）入着４回

トキオエクスプレス（95 牡 ＊ドクターデヴィアス）２勝，渥美特別

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

トウケイヘイロー（09牡 ゴールドヘイロー）香入着，香港カップ ２着， ８勝，
札幌記念 ，函館記念 ，鳴尾記念 ，ダービー卿ＣｈＴ ，etc.

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

生産牧場 青森県三戸郡南部町
佐々木牧場

購買市場 八戸市場 ３，１５０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１１号

特 徴 小星・珠目上・右髪中・波分

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



新規馬主限定セッション　対象馬（JRAホームブレッド）
※「調教進度遅れ等」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。

5 バクシンスクリーンの１２ ・栗 ３／２４

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

バクシンスクリーン
栗 2007

＊ヘネシー

Myth
ミス

サクラバクシンオー

サンデースクリーン

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn
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
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
トップアドバンス（11 牡 鹿 ＊アルデバラン ） １勝

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
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

マイネルディアベル（11 牡 ナイキアディライト） ３勝，朝日杯フューチュリテ
ィＳ ４着，クロッカスＳ ，くるみ賞

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） １勝， 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

購買市場 JRAホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ６号

特 徴 珠目二

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



新規馬主限定セッション　対象馬（JRAホームブレッド）
※「調教進度遅れ等」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。

6 フレンドリータッチの１２ ・鹿 ４／１７

＊ボストンハーバー
鹿 1994

フレンドリータッチ
鹿 1999

Capote
カポーティ

Harbor Springs
ハーバースプリングズ

＊ワツスルタツチ

フレンドシービー

Seattle Slew
Too Bald
Vice Regent
Tinnitus
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 4 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：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），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
ロマンシーズ（11 牡 鹿 ＊アルデバラン ） 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

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場

購買市場 JRAホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ６号

特 徴 流星断鼻梁小白鼻白断上唇白・珠目二

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



新規馬主限定セッション　対象馬（JRAホームブレッド）
※「調教進度遅れ等」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。

7 ワンモアベイビーの１２ ・栗 ４／１８

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

ワンモアベイビー
栗 1997

＊ヘネシー

Myth
ミス

＊ジェネラス

ワンモアギャル

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn
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：３，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
エタニティタイム（11 牝 栗 ＊アルデバラン ） 入着２回

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） ５勝，プリンセスＣ３着
アオチャン（11 牝 アドマイヤジャパン） 出走， ３勝，寒菊賞２着，金杯３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，黒潮盃２着，ダイオライト記念３着，羽田盃３着，京
浜盃３着，青雲賞３着

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 ，阿蘇Ｓ，天草特別（２回），コーラルＳ ２着，アンドロメダ
Ｓ ３着，障害１勝， １勝，スプリンターズ賞３着

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，ディープインパクトＣ ３着

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，道営記念３着（２回），ステイヤーズＣ３着

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場

購買市場 JRAホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ６号

特 徴 星・鼻小白・珠目二

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



新規馬主限定セッション　対象馬（JRAホームブレッド）
※「調教進度遅れ等」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。

8 ドリームニキハートの１２ ・栗 ２／２３

＊アルデバラン
鹿 1998

ドリームニキハート
黒鹿 2008

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

＊チーフベアハート

＊ニキトート

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
Chief's Crown
Amelia Bearhart
Mtoto
Nicholas Grey

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Mowerina ～ Vicissitude） 7 a

Gold Digger S 3×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

母 ドリームニキハート（08 黒鹿 ＊チーフベアハート）不出走
初仔

２代母 ＊ニキトート（92 GB芦 Mtoto）英１勝
ビックジャイアンツ（97 牡 Alzao）１勝
スナークルンビニー（00 牡 ＊スキャン） １６勝
オリエンタルウィチ（01 牝 ＊デヒア） ２勝
ナイスビクトリア（03 牝 ＊デヒア） ２勝
アマノチェリーラン（04 牝 ＊デザートキング）３勝，フィリーズレビュー ２着，

乙訓特別，若菜賞
ヨリトモ（07 牡 ＊オペラハウス）入着， ５勝

３代母 ニコラスグレイ Nicholas Grey（76 GB芦 Track Spare）英・伊８勝，伊オークス
２着，リディアテシオ賞 ３着，ロイヤルメアズ賞 ３着，カルロキエサ賞 ，チェプ
ラノ賞 ，etc.
ディスコロス Dyscolos（82 牡 Dance in Time）伊８勝，ネアルコ賞 ２着，ピサ賞 ３着，

アルコンテ賞 ，ダウミエル賞 ２着，セッテコリ賞 ２着
バツォヴァ Butsova（83 牝 Formidable）愛・英１勝，リメンブランスデイＳ ，ベンティ

ンクＳ ３着
バスティネッタ Bustinetta（89 牝 Bustino）英１勝，ジョージスタブズＳ ３着

テリモン Terimon（86 牡 Bustino）英４勝，ヨークインターナショナルＳ ，アールオヴ
セフトンＳ （２回），英ダービー ２着，エクリプスＳ ２着，etc.，種牡馬

ニコドゥラNichodoula（90 牝 ＊デュラブ）英２勝
ギヴバックカレー Give Back Calais（98 Brief Truce）英１勝，ドラゴンＳ ３着
リボンズアンドボーズ Ribbons And Bows（00 牝 ＊ドクターデヴィアス）英２勝，サ

ンダウンスターＳ ２着

４代母 ロージーモーンRosy Morn（70 GB芦 Roan Rocket）英出走
［子］ バカラローズ Baccarat Rose（74 牝 Meadow Mint）那・丁・典・英・仏７勝，

ボジョレートリンパカロップ，クヌートラウリンス記念，セプターＳ２
着，ラヴィードヴィーＣ２着

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場

購買市場 JRAホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ６号

特 徴 小流星鼻梁刺毛・珠目上・吭搦二

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



9 ヤワラブライトの１２ ・鹿 ４／１４

ジャングルポケット
鹿 1998

ヤワラブライト
鹿 1998

＊トニービン

＊ダンスチャーマー

＊コマンダーインチーフ

ロイヤルクロス

＊カンパラ
Severn Bridge
Nureyev
Skillful Joy

＊ダンシングブレーヴ
Slightly Dangerous

＊スリルシヨー
スタームーン

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 5×M 5

母 ヤワラブライト（98 鹿 ＊コマンダーインチーフ）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（２）〕
フリーダムトライ（03 牡 黒鹿 ＊サンシャック） １勝
ドングラシアス（04 牡 黒鹿 マーベラスサンデー）１勝，障害３勝，小倉サマージャン

プ （３３９０）
アイティムサシ（06 牡 栗 ＊プリサイスエンド）１勝
ビレッジホワイト（07 牝 芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着， １勝
アスリート（11 牝 青鹿 ＊バゴ） 出走

２代母 ロイヤルクロス（90 鹿 ＊スリルシヨー）入着２回
イエロードリーム（96 ヤマニンゼファー）１勝， １１勝，佐賀記念 ３

着，三条ＧＰ，高崎記念２着
ウインクルセイド（02 牡 キングヘイロー）２勝，スプリングＳ ２着，葉牡丹賞

３代母 スタームーン（76 黒鹿 ＊シヤトーゲイ）出走
シユアンス（80 牝 ＊ダンデイルート）入着２回

リアルブライトン（86 牡 ＊ヤマニン）３勝，香椎特別， １勝，くろゆり賞２着
スロクルージュ（87 牝 アスワン）２勝

リンガスエリート（94 牡 ＊スキャン）４勝，麒麟山特別，猪苗代特別，関越Ｓ ２着
セクシーディナー（97 牝 ＊キンググローリアス） ６勝，ＴＣＫ女王盃

２着，ファーストレディー賞，ロジータ記念，リリーＣ２着
ゼンノコーラル（01牡 ＊エルコンドルパサー）６勝，千葉Ｓ ，ジャニュアリーＳ
ウインカーディナル（02 牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，銀蹄Ｓ

シャコーグレイド（88 牡 ミスターシービー）３勝，皐月賞 ２着，Ａｒ共和国杯
２着，ＡＪＣＣ ２着，京都新聞杯 ２着，日経賞 ３着，etc.

テンジンショウグン（90 牡 ＊ノーアテンシヨン）６勝，日経賞 ，日経賞 ３着，オ
クトーバーＳ，日本海Ｓ，メトロポリタンＳ ２着，etc.，障害２勝

ブラツクスキー（82 牡 マルゼンスキー）７勝，新潟記念 ，福島記念 ，皐月賞 ４着，
マーチＳ ，福島民報杯 ，etc.，種牡馬

４代母 ブラツクバトー（65 黒鹿 ＊ヒンドスタン）７勝，クイーンＣ，サンスポ四歳牝馬特
別２着，阪神４歳牝馬特別３着，オークス５着，エメラルドＳ，etc.

生産牧場 北海道新冠町節婦町
川島牧場

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

中山厩舎－ ６号

特 徴 流星鼻梁小白鼻梁白鼻大白・珠目上・
波分長・浪門

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



10 プラントオジジアンの１２ ・鹿 ３／ ４

＊エンパイアメーカー
黒鹿 2000

－新種牡馬－

プラントオジジアン
栗 1999

Unbridled
アンブライドルド

Toussaud
トゥソ－

＊オジジアン

＊キクカローバート

Fappiano
Gana Facil
El Gran Senor
Image of Reality
Damascus
Gonfalon
Roberto
Old Grenada

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Delmarie ～ Alburn） 22 b

In Reality S 4×S 5 Grand SplendorM 4×S 5

母 プラントオジジアン（99 栗 ＊オジジアン）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（５）〕
サンツェッペリン（04 牡 鹿 ＊テンビー）２勝，京成杯 ，皐月賞 ２着，日本

ダービー ４着，ホープフルＳ （２０００）２着
リバーミラクル（05 牡 栗 ＊ティンバーカントリー） ２勝
ベルウッドドラゴン（07 牡 鹿 ＊アジュディケーティング） ３勝

２代母 ＊キクカローバート（87 USA栗 Roberto）１勝
キクカグローバル（96 牝 マルゼンスキー）不出走

キクカラヴリイ（04 牝 ＊マイネルラヴ）２勝，鹿屋特別
キクカタキシード（07 牡 ブラックタキシード）３勝，鳴滝特別

３代母 オールドグレナダOld Grenada（72 USA栗 Pronto）米３勝
メイントップMain Top（79 牡 Good Counsel）米８勝，ジャイプールＳ ２着
ジャミリア Jamilleah（80 牝 His Majesty）米３勝

ジャジー Jazzy（86 牝 Dixieland Band）米４勝
キングオヴスキャット King of Scat（96 牡 Eastern Echo）米４勝，サウスウエス
トＳ ３着，レミントンフュチュリティ ，種牡馬

トロトゥリオ Trotulio（91 牡 Marfa）墨１勝，ラサロＳバレラ賞２着
チェロキープリンス Cherokee Prince（00 Cherokee Run）米１０勝，インデペンデン

スデイＳ （２回），レイバーデイＳ
オールドイクスクルーシヴ Old Exclusive（85 牡 His Majesty）米５勝，エルカホンＳ ，

種牡馬

４代母 フィオリータ Fiorita（63 USA栗 Princequillo）不出走
［子］ ノフェ Nophe（81 牝 Super Concorde）英・独１勝，チェリーヒントンＳ ２

着，ツークンフツレネン ３着
ヴィレジャー Villager（67 牡 ＊シヤトーゲイ）米６勝，クリーヴランドゴール
ドＣ

［孫］ キョウエイエール（87 牡 ＊ホープフリーオン）３勝，寒狭川特別，勝山城特別，
１勝，迎春賞３着

生産牧場 北海道日高町清畠
道見牧場

購買市場 北海道セレクションセール ９，９７５，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１７号

特 徴 流星・珠目上・波分長・左芝引・右前半白・後二白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



11 シルクヴィーナスの１２ ・栗 ３／１３

アドマイヤムーン
鹿 2003

シルクヴィーナス
青鹿 2006

＊エンドスウィープ

マイケイティーズ

＊ティンバーカントリー

＊シルクフレアー

＊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
Woodman
Fall Aspen
Danzig
Jet Route

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Peaceful Light ～ Head Note） 7 f

Mr. Prospector S 4×M 4 Katies S 4×M 4 Northern Dancer M 4×S 5
Raise a Native S 5×M 5×M 5

母 シルクヴィーナス（06 青鹿 ＊ティンバーカントリー）不出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
プレイアンドリアル（11 牡 鹿 デュランダル）１勝，京成杯 ，東スポ杯２歳Ｓ

２着， ２勝，ジュニアＧＰ（Ｔ１６００），ＮＡＲ優ターフ

２代母 ＊シルクフレアー（95 USA鹿 Danzig）不出走
シルクヴェルリッツ（02 牡 アドマイヤベガ）４勝，飛騨Ｓ，大日岳特別

３代母 ジェットルート Jet Route（88 USA鹿 Alydar）米３勝，クイーンＢＣＳ ２着，ジ
ューンダーリンＨ ３着

＊クイックコマンド（03 牝 Gold Legend）米３勝
＊ジギー（08 Touch Gold） ５勝

４代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）愛・英４勝，愛１０００ギニー ，コ
ロネイションＳ ，クイーンエリザベス二世Ｓ ２着，チャイルドＳ ２着，プリン
セスエリザベスＳ ３着
［子］ ＊ヒシアマゾン（91 牝 Theatrical）１０勝，エリザベス女王杯 ，阪神３歳牝馬Ｓ ，

京都大賞典 ，オールカマー ，ローズＳ ，etc.，優２牝，優３牝，優古牝
＊ヒシピナクル（96 牝 Theatrical）４勝，ローズＳ ，秋華賞 ３着，不知火特別，

梅花賞，紅梅Ｓ ２着
＊ヒシナイル（94 牝 A.P. Indy）２勝，フェアリーＳ ，フラワーＣ ３着，ター

コイズＳ ２着（２回）
［孫］ スリープレスナイト（04 牝 ＊クロフネ）９勝，スプリンターズＳ ，北九州

記念 ，ＣＢＣ賞 ，高松宮記念 ２着，セントウルＳ ２着，etc.，
最優秀短距離馬

ゴーステディ（97 牡 ＊トニービン）６勝，中山金杯 ３着，日本海Ｓ，加治川
特別，魚野川特別，白富士Ｓ ２着

［曾孫］ アドマイヤムーン（03 牡 ＊エンドスウィープ）首・香１勝，ドバイデューテ
ィフリー ，etc.，９勝，ジャパンＣ ，宝塚記念 ，京都記念 ，札
幌記念 ，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

プレイ（08 牡 ＊ロックオブジブラルタル）１勝，弥生賞 ２着，京成杯
３着，ＮＨＫマイルＣ ５着，京都２歳Ｓ ２着

生産牧場 北海道新冠町高江
森 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

中山厩舎－１７号

特 徴 流星鼻梁白鼻大白断上唇白・珠目正・
波分長・右初地・後二白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



12 ホッカイショコラの１２ ・栗 ３／２３

ディープスカイ
栗 2005

ホッカイショコラ
栗 2002

アグネスタキオン

＊アビ

スペシャルウィーク

ホッカイテースト

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

＊サンデーサイレンス
キャンペンガール

＊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

＊サンデーサイレンス S 3×M 3 Northern Dancer M 4×S 5

母 ホッカイショコラ（02 栗 スペシャルウィーク）３勝，富里特別（２０００）
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ホッカイカトリーヌ（10 牝 栗 マヤノトップガン） 入着６回
マイネルメリエンダ（11 牡 栗 ＊チーフベアハート） １勝，ジュニアＣ （１６００）２着，

野路菊Ｓ （１８００）３着

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

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
川向高橋育成牧場

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

中山厩舎－１７号

特 徴 大流星鼻梁鼻大白断上唇小白下唇白・珠目正・髪中・
波分長・初地・右沙流上・右前細長白・後二長白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



13 クインオブオールディーの１２ 牡・青鹿 ４／１６

ハーツクライ
鹿 2001

＊クインオブオールディー
黒鹿 1998

＊サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

Kris S.
クリスエス

Scouting
スカウティング

Halo
Wishing Well

＊トニービン
＊ビユーパーダンス
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

Hail to Reason 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：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－４（１５）〕
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
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， ３勝
マユラウインド（11 牝 黒鹿 ＊バゴ） 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，ジェニュインリ
スクＳ ３着，etc.
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 ９，４５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ １号

特 徴 流星鼻梁白鼻梁小白断鼻小白上唇白・
珠目二・左初地・後二白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



14 クロノグラフの１２ 牡・黒鹿 ４／２８

＊ブライアンズタイム
黒鹿 1985

＊クロノグラフ
黒鹿 2004

Roberto
ロベルト

Kelley's Day
ケリーズデイ

Fusaichi Pegasus
フサイチペガサス

Tomorrows Empress
トモローズエンプレス

Hail to Reason
Bramalea
Graustark
Golden Trail
Mr. Prospector
Angel Fever
Tomorrows Cat
Regal Realm

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ Native Valor） 23 b

Nashua S 4×M 5 Raise a Native M 4×M 5

母 ＊クロノグラフ（04 USA黒鹿 Fusaichi Pegasus）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
イルンゲルン（11 牡 黒鹿 ハイアーゲーム） １勝

２代母 トモローズエンプレス Tomorrows Empress（00 USA黒鹿 Tomorrows Cat）米出走
＊タカラシャフト（05 Mineshaft）１勝， ５勝

３代母 リーガルレルムRegal Realm（81 USA鹿 Majestic Prince）不出走
サーハッチ Sir Hutch（90 Lost Code）米５勝，ポトレログランデＨ ，カウントフリー

トスプリントＨ ３着，エルコネホＨ ２着
クロンダイクストライク Klondike Strike（92 牝 Claim）米８勝，ジョージＣヘンドリーＳ ，

ホイムジカルＳ ３着，オンタリオファッションＨ ３着，ロイヤルノースＨ ３着
カルーカンクイーン Kalookan Queen（96 牝 Lost Code）米１１勝，サンタモニカＨ ，エイン

シェントタイトルＨ ，ポトレログランデＨ ，ランチョベルナルドＨ （２回），etc.

４代母 クリアーコピー Clear Copy（71 USA鹿 Copy Chief）米１１勝，プライオレスＳ ，
カムリーＳ ，エイコーンＳ ２着，テストＳ ３着，インタバラＨ ３着
［子］ シーラズリヴェンジ Sheila's Revenge（90 牝 Lord Avie）米７勝，ポストデブＳ

２着，バックラムオークＨ ２着，スワニーリヴァーＨ ２着，モンマ
スオークス ３着，シカーダＳ ２着

ブラッシャーダブルーン Brasher Doubloon（78 牡 Riva Ridge）米７勝，ウェス
トチェスターＨ ２着

［孫］ ヴァーミリオン Vermilion（94 牡 Storm Bird）米１勝，ハリウッドジュヴェナ
イルＣｈ． ３着，種牡馬

パーフェクトリークリアー Perfectly Clear（95 牝 Woodman）米５勝，グレン
デイルＨ

ダンシングプリズム Dancing Prism（93 牝 Sovereign Dancer）米１勝，サンタ
イサベルＳ ２着

［曾孫］ アイダズラー Eye Dazzler（01 牝 Boundary）米３勝，ダヴォナデイルＳ ２着，
テンプティドＳ ２着，メイトロンＳ ３着，アディロンダックＳ ３着

ハナハイウェイ Hana Highway（98 Mister Jolie）米１３勝，ジョゼフＭオファ
レルＳ ，フーターズスプリントＳ ３着，ネイキドグリードＳ ３着

生産牧場 北海道新ひだか町東静内
友田牧場

購買市場 北海道サマーセール ６，８２５，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ １号

特 徴 星・珠目上・髪中・波分・浪門・左芭蕉上・
左骨正・後双門・沙流上・右後小白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



15 タイフウジョオーの１２ 牡・鹿 ４／１４

＊エンパイアメーカー
黒鹿 2000

－新種牡馬－

タイフウジョオー
鹿 1994

Unbridled
アンブライドルド

Toussaud
トゥソ－

＊サンデーサイレンス

ラツキーゲスト

Fappiano
Gana Facil
El Gran Senor
Image of Reality
Halo
Wishing Well

＊ラツキーソブリン
ハツピートウメイ

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 4×M 5 In Reality S 4×S 5

母 タイフウジョオー（94 鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，鎌ケ谷特別（Ｄ１８００），赤松賞
（１６００），菜の花Ｓ （１６００）３着

〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－６（１７），地方－２（１４）〕
アドマイヤワシ（02 牡 鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝
ゼンノモナルカ（04 牡 黒鹿 ＊クロフネ）３勝， １０勝
メルシーヨーク（05 牝 鹿 ＊アグネスデジタル）３勝
エイシンタイガー（06 牡 黒鹿 ＊コロナドズクエスト）５勝，ＣＢＣ賞 ２着，京王杯２

歳Ｓ ３着，淀短距離Ｓ （１２００），京洛Ｓ （１２００），葵Ｓ （１４００），黒松賞
（１２００），橘Ｓ （１２００）２着，ききょうＳ （１４００）２着，マーガレットＳ （１４００）３着

ウォンビーロング（07 牝 鹿 ＊ストラヴィンスキー）３勝
レッドジョーカー（08 牡 黒鹿 キングヘイロー） ２勝
エーシンプレジャー（10 牡 鹿 ＊シンボリクリスエス）入着３回， ４勝

２代母 ラツキーゲスト（87 鹿 ＊ラツキーソブリン）不出走
カシマサキモリ（98 牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，野地特別，山桜賞，芙蓉Ｓ ３着

３代母 ハツピートウメイ（80 栃栗 アローエクスプレス）２勝
トムフアイター（86 牡 ＊マタボーイ） ５勝，大井記念２着，金盃３着
ユーワハッピー（89 牡 ＊ワツスルタツチ）４勝，八海山特別，障害３勝
ヘイセイエルザ（91 牝 スズカコバン）３勝，阿武隈Ｓ，内外タイムス杯，瀬波特別，

９勝，東海クィーンＣ２着，東海ダービー３着，秋の鞍３着，新春ジュニア３着
ハッピープリンセス（99 牝 ＊リアルシヤダイ）不出走

サクラエルセダン（07 牡 ＊アサティス） ６勝，岩手ダービーダイヤモンドＣ３着
ハッピーオーシャン（00 牝 ジェニュイン）不出走

ストロベリーラン（11 牝 ＊スウェプトオーヴァーボード） １勝，東京２歳優
駿牝馬２着，ローレル賞３着

生産牧場 海道新ひだか町三石稲見
水上 習孝

購買市場 北海道セレクションセール １５，７５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ １号

特 徴 流星・珠目上・波分長・初地

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



16 コロナドズベイビーの１２ 牡・青 ３／２０

ブラックタイド
黒鹿 2001

コロナドズベイビー
鹿 2006

＊サンデーサイレンス

＊ウインドインハーヘア

＊コロナドズクエスト

＊ビオジオズベイビー

Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere

＊フォーティナイナー
Laughing Look
Belong to Me
Fois Gras

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ Cash Book） 22 c

Northern Dancer S 5×M 5×M 5

母 コロナドズベイビー（06 鹿 ＊コロナドズクエスト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
イチザダイオウ（11 牡 栗 ニューイングランド） 出走

２代母 ＊ビオジオズベイビー（95 USA黒鹿 Belong to Me）米５勝，アークティッククイー
ンＨ３着，ブロードウエイＨ３着，フィフスアヴェニューＳ３着
レインボーデザイア（03 牝 Devil's Bag）１勝

３代母 フォワグラ Fois Gras（80 USA栗 Barachois）米１勝
バイオジオズローズ Biogio's Rose（94 牝 Polish Numbers）米１６勝，ネクストムーヴＨ ，レ

アトリートＨ ，シュヴィーＨ ２着，レアトリートＨ ２着，ネクストムーヴＨ
２着，レイディーズＨ ３着，モンマスビーチＳ ２着，ダブルドッグデアＳ ３着

４代母 ギャラントカラーズGallant Colors（73 USA黒鹿 Flag Raiser）米入着２回

５代母 プレデイト Predate（64 USA栗 Nashua）不出走
［子］ マイギャラントMy Gallant（70 牡 Gallant Man）米５勝，ブルーグラスＳ ，

フラミンゴＳ ２着，ローマーＨ ２着，ベルモントＳ ３着，ファウン
テンオヴユースＳ ３着，ディスカヴァリーＨ ２着，アーリントン招
待Ｓ ２着，種牡馬

［曾孫］ テイブルマウンテン Table Mountain（90 牡 ＊ルション）仏６勝，アンリカバシ
ュ賞

６代母 タイムズトゥー Times Two（58 USA黒鹿 Double Jay）米８勝，セリマＳ２着，アル
シバイアディズＳ２着，スピンスターＳ３着，ケンタッキーオークス３着，フォール
ズシティＨ３着，etc.
［曾孫］ ドントワリーミー Don't Worry Me（92 牝 Dancing Dissident）英・伊・独・仏

９勝，キングズスタンドＳ ，ゴルデネパイチェ ，プティクヴェール賞
，セーネオワーズ賞 ２着，ウンブリア賞 ３着，etc.

ホワイチェインジWhy Change（93 牡 Time for a Change）米８勝，ジェローム
Ｈ ，ジェネラルジョージＨ ，スポートペイジＨ ３着，ロバートＦケ
アリーメモリアルＨ ３着，種牡馬

生産牧場 北海道日高町富川西
千葉飯田牧場

購買市場 北海道サマーセール ５，４６０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１１号

特 徴 流星鼻梁小白断鼻白断上唇小白・珠目二・
右髪中・波分二・初地・右二白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



17 ロックフォーティの１２ 牡・栗 ５／２０

ゴールドアリュール
栗 1999

ロックフォーティ
栗 2008

＊サンデーサイレンス

＊ニキーヤ

＊ロックオブジブラルタル

フォーティエース

Halo
Wishing Well
Nureyev
Reluctant Guest

＊デインヒル
Offshore Boom

＊フォーティナイナー
＊ピンクシェイド

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Ampola ～ Blue Denim） 16 c

Northern Dancer S 4×M 5×M 5×M 5

母 ロックフォーティ（08 栗 ＊ロックオブジブラルタル）不出走
初仔

２代母 フォーティエース（97 鹿 ＊フォーティナイナー）５勝，やまもも賞
ティアップワイルド（06 牡 ＊ワイルドラッシュ） ９勝，カペラＳ ２着（２回），室

町Ｓ ，ジャニュアリーＳ （２回），千葉Ｓ ，安芸Ｓ，伊丹Ｓ，栗東Ｓ ３着，
２勝，かきつばた記念 ，兵庫ゴールドＴ ，東京スプリン

ト ２着，北海道スプリントＣ ３着，黒船賞 ３着

３代母 ＊ピンクシェイド（91 USA青鹿 Lyphard）仏入着３回
ピンクピンク（96 牝 ＊リンドシェーバー） ３勝

フミノポールスター（09 牡 ゴールドアリュール） ２勝，若戸大橋特別

４代母 ピンクヴァリー Pink Valley（75 USA黒鹿 Never Bend）仏３勝，オマール賞 ，ヤ
コウレフ賞 ３着
［子］ ピンク Pink（81 牡 Northern Dancer）米・仏８勝，シュマンドフェルデュノー

ル賞 ，ミュゲ賞 ，ロンポワン賞 ，ドラール賞 ２着，プランスドラ
ンジュ賞 ３着，フレスネイルビュファール牧場賞 ，ラヌラグ賞 ，ト
ルーヴィル市賞 ，種牡馬

リングピンク Ring Pink（90 牝 Bering）伊・仏４勝，フェデリコテシオ賞 ２
着，コリーダ賞 ２着，フィユドレール賞 ２着，エヴリ大賞 ３着，ペ
ピニエール賞 ，ジュベール賞 ，スカラムーシュ賞 ２着

リピンク Lypink（93 牝 Lyphard）仏３勝，シャルルラフィット賞 ，メリサン
ド賞

［孫］ ピンクフィット Pink Fit（99 Flying Spur）豪３勝，メルボルンレイシングク
ラブＳ ２着

ピンクヘア Pinkhair（99 牡 Highest Honor）米・仏２勝，ラヌラグ賞 ２着
スターズアラインド Stars Aligned（06 Not A Single Doubt）豪２勝，プラシ
ドアークＳ ２着

［曾孫］ ヴァリージェム Vally Jem（09 牝 Dylan Thomas） 仏３勝，ヴィシー大賞 ２
着，アーバンシー賞

生産牧場 北海道浦河町野深
小林 仁

購買市場 北海道サマーセール ７，３５０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１１号

特 徴 流星・鼻小白断上唇小白・珠目正・
右双門・初地・左後一白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



18 タムロブライトの１２ 牡・芦 ３／２８

＊エンパイアメーカー
黒鹿 2000

－新種牡馬－

タムロブライト
芦 2006

Unbridled
アンブライドルド

Toussaud
トゥソ－

＊シルバーチャーム

タムロチェリー

Fappiano
Gana Facil
El Gran Senor
Image of Reality
Silver Buck
Bonnie's Poker

＊セクレト
ミスグローリー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊グラツドタイデイングス） 11

Northern Dancer S 4×M 4 In Reality S 4×S 5 Buckpasser M 4×S 5

母 タムロブライト（06 芦 ＊シルバーチャーム）出走
初仔

２代母 タムロチェリー（99 栗 ＊セクレト）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ ，小倉２
歳Ｓ ，優２牝
タムロスカイ（07 牡 フジキセキ） ６勝，メイＳ ，常総Ｓ，逢坂山特別，国東特別
（２回），小倉日経ＯＰ ２着

３代母 ミスグローリー（90 栃栗 サクラユタカオー） ２勝
ローランバルゴ（98 牝 ＊アジュディケーティング）１勝

４代母 ＊グラツドタイデイングス（79 FR黒鹿 Pharly）英２勝
［子］ ストッププレス Stop Press（88 牝 Sharpen Up）英・仏５勝，ルーアン大賞
［孫］ ストリートポーカー Street Poker（98 牡 ＊デインヒル）丁・独・仏４勝，ヘッ

センポカール ，ヤコブスレネン ，オイローパシャンピオナート ２
着，ザクセン賞 ２着，ダールヴィッツ賞 ２着，種牡馬

５代母 ゲイリー Gaily（71 USA鹿 Sir Gaylord）愛・英・仏２勝，愛１０００ギニー ，愛オー
クス ２着，ヴェルメイユ賞 ３着，グリーンシールドＳ ３着
［曾孫］＊ピルサドスキー（92 牡 Polish Precedent）愛・米・英・独・仏９勝，ＢＣター

フ ，英チャンピオンＳ ，エクリプスＳ ，バーデン大賞 ，etc.，１勝，
ジャパンＣ ，種牡馬

＊ファインモーション（99 牝 ＊デインヒル）８勝，秋華賞 ，エリザベス女王杯
，札幌記念 ，阪神牝馬Ｓ ，ローズＳ ，etc.，優３牝

ナークース Naaqoos（06 牡 Oasis Dream）仏３勝，ジャンリュクラガルデール
賞 ，ジェベル賞 ２着，種牡馬

＊ロックドゥカンブ（04 牡 Red Ransom）４勝，セントライト記念 ，ラジ
オＮＩＫＫＥＩ賞 ，菊花賞 ３着，目黒記念 ３着，有馬
記念 ４着，etc.，種牡馬

キーオラ Keyora（06 Bachelor Duke）豪・新３勝，ウエリントンギニーズ ，
ホークスベイギニーズ

生産牧場 青森県上北郡七戸町
諏訪牧場

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

中山厩舎－ ２号

特 徴 流星鼻梁鼻白・珠目上・吭搦右・左前後三白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



19 ビービーシグナスの１２ 牡・青鹿 ２／２８

ヴァーミリアン
黒鹿 2002

－新種牡馬－

ビービーシグナス
青鹿 2002

＊エルコンドルパサー

スカーレットレディ

＊ホワイトマズル

＊タラタワー

Kingmambo
＊サドラーズギャル
＊サンデーサイレンス
スカーレットローズ

＊ダンシングブレーヴ
Fair of the Furze
Irish Tower
Beautiful You

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Boat ～ Crotala） 14 f

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

母 ビービーシグナス（02 青鹿 ＊ホワイトマズル） ３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ビービーアフェット（09 牝 鹿 ＊アルカセット） ２勝
セイントベンチャー（11 牡 鹿 カンパニー） 出走

２代母 ＊タラタワー（84 USA黒鹿 Irish Tower）米２勝，アストリアＳ
パワーハウス（89 牝 Blue Ensign）入着３回

カドーロ（94 牡 ＊ゴールデンフェザント）１勝， １勝，朱鷺大賞典３着
タワリングドリーム（96 ＊ジェイドロバリー）１勝， １８勝，坂東太郎

賞，開設記念，オグリキャップ記念２着，宇都宮記念２着，日本海記念２着，etc.

３代母 ビューティフルユーBeautiful You（79 USA栗 Bold Native）米出走
スターオブザダンス Star of the Dance（91 牝 Fast Play）英１勝

フィフティーンラウンズ Fifteen Rounds（00 Fit to Fight）米１４勝，ハンシンＣ
２着，アーリントンＢＣスプリントＨ

４代母 ライフロングフレンド Lifelong Friend（72 USA栗 Stevward）不出走
［子］ グレイトフルフレンド Grateful Friend（80 牝 Teddy's Courage）米１０勝，ヴェイ

グランシーＨ ，ジェニュインリスクＳ ３着
コンパニオンシップ Companionship（78 牝 Princely Native）米５勝，アディロ
ンダックＳ ２着，スカイラヴィルＳ ２着，スピナウェイＳ ３着，ハ
イドレインジャＨ ２着

エンジュランス Endurance（85 牡 Exclusive Era）米２勝，トレモントＳ ２着，
サラトガスペシャルＳ ３着，バシュフォードマナーＳ ２着

ヒュージサクセス Huge Success（77 牡 Native Heritage）米８勝，グレイラグＨ
３着，種牡馬

［孫］ クラフティフレンド Crafty Friend（93 牡 Crafty Prospector）米８勝，トムフー
ルＨ ，フォアゴーＨ ，ベルエアＨ ，ブラワードＨ ，メトロポリタ
ンＨ ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ プライジズ Prizes（97 牝 Prized）米７勝，コテジフラワーＳ ３着
バーナーズキャンディ Bernard's Candy（99 Candy Stripes）米４勝，ポンチ
ェＨ ３着

生産牧場 北海道日高町豊郷
高山 博

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

中山厩舎－ ２号

特 徴 流星鼻梁刺毛鼻梁小白鼻白・珠目上・
波分長・右前半白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



20 メモリーズオブユーの１２ 牡・鹿 ４／３０

アドマイヤジャパン
栗 2002

＊メモリーズオブユー
鹿 1997

＊サンデーサイレンス

ビワハイジ

Gulch
ガルチ

＊サドラーズギャル

Halo
Wishing Well
Caerleon

＊アグサン
Mr. Prospector
Jameela
Sadler's Wells
Glenveagh

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Rough Shod ～ Dalmary） 5 h

Northern Dancer M 4×S 5

母 ＊メモリーズオブユー（97 USA鹿 Gulch）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ラドクリフヤード（05 牝 鹿 ニューイングランド）１勝
オールオブミー（11 牝 鹿 ＊シェルゲーム） 出走

２代母 ＊サドラーズギャル（89 IRE 鹿 Sadler's Wells）愛出走
＊エルコンドルパサー（95 牡 Kingmambo）仏２勝，サンクルー大賞 ，フォワ賞 ，etc.，６勝，

ジャパンＣ ，ＮＨＫマイルＣ ，ＮｚＴ４歳Ｓ ，etc.，優３牡，年代表，優古牡，種牡馬
ギャルフロムシアトルGal From Seattle（96 牝 A.P. Indy）不出走

＊フレッシュバニラ（03 牝 Grand Slam）４勝，鶴ヶ城特別，八海山特別
ミリオンフレッシュ（10 牡 ソングオブウインド） ２勝，かささぎ賞

トロイルス Troilus（08 牡 Speightstown） 米３勝，ガルフストリームスプリントＣ
ｈ．Ｓ ２着

３代母 グレンヴェーGlenveagh（86 USA鹿 Seattle Slew）不出走

４代母 リサデル Lisadell（71 USA鹿 Forli）愛・英２勝，コロネイションＳ ，アサシＳ
，マルカイＳ ２着

［子］ ファザーランド Fatherland（90 牡 Sadler's Wells）愛・米・英・仏４勝，愛ナシ
ョナルＳ ，愛フュチュリティＳ ，愛２０００ギニー ２着，タラスＳ ，
レパーズタウン２０００ギニーＴＲ ２着

イェーツ Yeats（76 牡 Nijinsky）愛３勝，ハーバーツタウンＳ ，種牡馬，アワ
ポエティックプリンス（ＷＳコックスプレイト ）の父

［孫］ ソードダンス Sword Dance（84 牡 Nijinsky）愛・米４勝，デルマーＨ ，種牡馬
ミストバコーMiss Tobacco（96 牝 ＊フォーティナイナー）米・独・仏４勝，
オステルマンポカール ，サンロマン賞 ２着，シュヴァルツゴルトレ
ネン ，マイレデルノルト ，アンカゲルマニアＳ ２着，etc.

［曾孫］ バチェラーデューク Bachelor Duke（01 牡 Miswaki）愛・英１勝，愛２０００ギニ
ー ，サマーヴィルタタソールＳ ３着，種牡馬

エンドレスジョイ Endless Joy（87 牝 Law Society）愛・英２勝，キラヴランＳ
，シルヴァーフラッシュＳ ３着，スイートソレラＳ ３着，チェシャ
ムＳ ３着

生産牧場 北海道浦河町姉茶
三好牧場

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

中山厩舎－ ２号

特 徴 流星・珠目上・波分長・右後一白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



21 メジロボンベイの１２ 牡・鹿 ３／１４

＊キャプテンスティーヴ
栃栗 1997

メジロボンベイ
鹿 2002

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

スペシャルウィーク

＊コロンバイト

Time for a Change
Free to Fly
Vice Regent
Sparkling Topaz

＊サンデーサイレンス
キャンペンガール
Caerleon
Graphite

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Nangela ～ Sybil's Niece） 14 c

Northern Dancer S 4×M 5 Nijinsky M 4×M 5

母 メジロボンベイ（02 鹿 スペシャルウィーク）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
カシノペンダント（09 牝 栗 ローエングリン）入着， ２勝，初夏賞（１４００），文月賞
（１７５０）２着，佐賀皐月賞（１７５０）３着

２代母 ＊コロンバイト（96 GB青鹿 Caerleon）不出走
メジロニコラス（01 ＊サンデーサイレンス）５勝，晩秋特別，支笏湖特別，北洋特別，

山吹賞，札幌日経ＯＰ ３着

３代母 グラファイトGraphite（84 USA黒鹿 Mr. Prospector）英１勝
＊クロヴィスポイント（91 牝 Kris）首・米・英・仏１勝

テンプルオヴピース Temple of Peace（98 牝 ＊カーネギー）仏３勝，リヨンダンジェ
大賞 ２着
フービガットユーWhobegotyou（05 Street Cry）豪１０勝，コーフィールドＳ

，コーフィールドギニーズ ，ＪＪリストンＳ ，ＶＲＣブレイミーＳ ，
ジョンＦフィーハンＳ ，etc.

ローズクオーツRose Quartz（97 牝 ＊ラムタラ）愛１勝
ロザワ Rosawa（02 牝 Linamix）仏４勝，カロンヌ賞 ，リアンクール賞
ロザナラ Rosanara（07 牝 Sinndar）英・仏２勝，マルセルブサック賞 ，仏オー
クス ２着，クリテリヨムアンテルナシヨナル ３着，フロール賞 ３着，
グロット賞 ３着

ラージサマン Rajsaman（07 牡 Linamix）首・英・仏・香６勝，Ｄヴィルデンシュタ
イン賞 ，ミュゲ賞 ，パース賞 ，フォンテヌブロー賞 ，ムーランドロン
シャン賞 ３着，etc.，種牡馬

４代母 ステラレット Stellarette（78 CAN鹿 Tentam）米７勝，バーバラフリッチーＨ ，
ヘンドリーＨ ，インタバラＨ ２着
［孫］ タップトゥミュージック Tap to Music（95 牝 Pleasant Tap）米６勝，ガゼルＨ

，バーバラフリッチーＨ ，デラウェアＨ ，シュヴィーＨ ３着，デ
ィスタフＨ ３着，etc.

生産牧場 青森県上北郡七戸町
諏訪牧場

購買市場 北海道サマーセール ３，５７０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ２号

特 徴 額刺毛・珠目正・髪中・波分長・双門

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



22 ニシノボナリーの１２ 牡・黒鹿 ２／ ３

＊バゴ
黒鹿 2001

ニシノボナリー
青鹿 1996

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

ニホンピロウイナー

＊デユプリシト

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie

＊ステイールハート
ニホンピロエバート
Danzig
Fabulous Fraud

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Somethingroyal ～ Imperatrice） 2 s

Northern Dancer S 4×M 4 Wild Risk S 5×M 5

母 ニシノボナリー（96 青鹿 ニホンピロウイナー）２勝， １勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－１（１）〕
ニシノマオ（04 牝 黒鹿 サクラバクシンオー）１勝，小倉２歳Ｓ ２着，フェアリーＳ

３着
ニシノココロ（06 牝 青鹿 ＊マイネルラヴ） １勝
ニシノショータイム（08 牡 鹿 サクラバクシンオー）１勝
ニシノプレゼンス（09 牡 黒鹿 デュランダル） １勝
ニシノユキゲシキ（10 牝 芦 アドマイヤコジーン） 入着
ニシノナーガ（11 牡 黒鹿 ＊ケイムホーム） 入着２回

２代母 ＊デユプリシト（85 USA鹿 Danzig）不出走
ニシノフラワー（89 牝 Majestic Light）７勝，桜花賞 ，スプリンターズＳ ，阪神３歳

牝馬Ｓ ，マイラーズＣ ，デイリー杯３歳Ｓ ，etc.，優２牝，優３牝，優短距
ニシノセイリュウ（96 牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，若駒Ｓ ，下鴨Ｓ
ニシノマナムスメ（04 牝 アグネスタキオン）４勝，マイラーズＣ ２着，愛知杯

２着，ヴィクトリアマイル ５着，エルフィンＳ ２着，カシオペア
Ｓ ３着，etc.

ブランドセレナーデ（91 牝 ＊サウスアトランテイツク）３勝，小樽特別
ニシノシンフォニー（00 牡 メジロライアン）２勝，セントライト記念 ２着，マカ

オＪＣＴ
ニシノファイナル（93 牝 ＊マラキム）４勝，シリウスＳ ，鞍馬特別，北九州短距離Ｓ ２着

ニシノアンサー（03 牡 スペシャルウィーク）２勝，ホープフルＳ ，クローバー賞
２着， １勝

ニシノタカラヅカ（03 牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，ファンタジーＳ ３着
ネロ（11 牡 ＊ヨハネスブルグ） ２勝，クリスマスローズＳ

３代母 ファビュラスフロード Fabulous Fraud（74 USA鹿 Le Fabuleux）米４勝，オープン
ファイアＳ ３着

＊トップニュース （84 牝 Danzig）米２勝
ターフアミティエ（99 牝 ＊ザグレブ）不出走

チャームアスリープ（03 牝 ＊ティンバーカントリー） ５勝，関東オークス ，
東京プリンセス賞，桜花賞，ロジータ記念２着，ＮＡＲ優３歳，ＮＡＲ優牝馬

生産牧場 北海道浦河町野深
高昭牧場

購買市場 北海道サマーセール ３，６７５，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ２号

特 徴 珠目二・髪中・左初地・沙流上・
左前小白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



23 アガーテの１２ 牡・黒鹿 ３／ １

＊エンパイアメーカー
黒鹿 2000

－新種牡馬－

アガーテ
黒鹿 1998

Unbridled
アンブライドルド

Toussaud
トゥソ－

＊フォーティナイナー

＊サドラーズスター

Fappiano
Gana Facil
El Gran Senor
Image of Reality
Mr. Prospector
File
Sadler's Wells
Princesse Timide

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Arabella ～ Polly Flinders） 14 c

Mr. Prospector M 3×S 4 Northern Dancer S 4×M 4 In Reality S 4×S 5

母 アガーテ（98 黒鹿 ＊フォーティナイナー）３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
コスモヴァルール（07 牝 栗 ネオユニヴァース）１勝， １勝
クィンショット（08 牝 鹿 キングヘイロー） 入着１３回
ウインノーヴァ（10 牝 青鹿 ジャングルポケット）入着２回， １勝

２代母 ＊サドラーズスター（87 GB鹿 Sadler's Wells）不出走
オリーブシチー（99 牝 ＊ティンバーカントリー）１勝

３代母 プランセスティミド Princesse Timide（80 USA黒鹿 Blushing Groom）伊・仏２勝，
コロネイション賞 ２着，リアンクール賞 ２着，テーヴ賞 ２着，オベリスク賞
２着，サンシール賞 ３着
ルイシプル Louis Cyphre（86 牡 Niniski）米・仏６勝，マーヴィンリロイＨ ，レーニア

マイルＨ ，クリテリヨムドサンクルー ２着，サンベルナルディノＨ ２着，コ
ンセイユドパリ賞 ２着，etc.，種牡馬

ニニプランセスNini Princesse（89 牝 Niniski）仏６勝
メコンメロディMekong Melody（05 牝 Cape Cross） 米・英・加７勝，ダンススマ

ートリーＳ ，ロングアイランドＨ ，ロングアイランドＨ ２着，ダンスス
マートリーＳ ３着，フレイミングペイジＳ ，etc.

サイコバブル Psychobabble（91 牡 Caerleon）米・英・仏３勝，ロベールパパン賞 ，モルニ
ー賞 ２着，仏２０００ギニー ３着，仏グランクリテリヨム ３着，ジェベル賞 ，種牡
馬

＊アドマイヤエール（93 牝 ＊ジェネラス）１勝
アドマイヤスバル（03 牡 アドマイヤボス）９勝，ジャパンＣダート ３着，etc.，

１勝，白山大賞典 ，ＪＢＣスプリント ２着，ＪＢＣ
クラシック ３着，かしわ記念 ３着，etc.

＊スターキングマン（99 牡 Kingmambo）３勝，ジャパンＣダート ３着，etc.，
４勝，東京大賞典 ，日本ＴＶ盃 ，ＪＢＣクラシック ２着，マイルＣｈＳ南部
杯 ３着，etc.，種牡馬

ロイヤルイノセンスRoyal Innocence（03 牝 Royal Anthem）不出走
サマーオヴファン Summer of Fun（10 牝 Include） 米・加２勝，ＢＣジュヴェナイ

ルフィリーズターフ ３着，ジェサミンＳ ３着

生産牧場 北海道浦河町野深
上山牧場

購買市場 北海道セレクションセール １３，１２５，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ２号

特 徴 流星鼻梁白断鼻梁鼻小白・珠目上・
波分長・左沙流上・右前一白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



24 ラヴリーハントレスの１２ 牡・青鹿 ４／２６

＊シンボリクリスエス
黒鹿 1999

＊ラヴリーハントレス
鹿 2001

Kris S.
クリスエス

Tee Kay
ティーケイ

Silver Hawk
シルヴァーホーク

Ballymac Girl
バリーマックガール

Roberto
Sharp Queen
Gold Meridian
Tri Argo
Roberto
Gris Vitesse
Niniski
Alruccaba

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Alruccaba ～ Mah Iran） 9 c

Roberto S 3×M 3

母 ＊ラヴリーハントレス（01 IRE 鹿 Silver Hawk）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（１２）〕
チャイナシャドウ（06 牡 栗 ＊アフリート）１１勝
エヴァラヴリー（08 牡 黒鹿 ダンスインザダーク） １勝
マイティハンターMighty Hunter（09 牡 青鹿 スペシャルウィーク） 星出走
ラガーリンドー（11 牝 鹿 ハーツクライ） 出走

２代母 バリーマックガールBallymac Girl（88 GB芦 Niniski）愛・英５勝，英・障害２勝
コートオヴオナーCoat of Honour（00 牡 Mark of Esteem）愛・英４勝，英・障害７勝

３代母 アルルカバAlruccaba（83 IRE 芦 ＊クリスタルパレス）英１勝
アル－エット Alouette（90 牝 Darshaan）愛・英・仏３勝，キラヴランＳ ２着，モイグ

レアスタッドＳ ３着，オイスターＳ ，ガルトレスＳ ２着
アルボラーダ Alborada（95 牝 Alzao）愛・英６勝，英チャンピオンＳ （２回），英

ナッソーＳ ，愛プリティポリーＳ ，愛パークＳ ，etc.
アルバノヴァ Albanova（99 牝 Alzao）英・独・仏７勝，オイロパ賞 ，ドイツ賞 ，

ラインラントポカル ，オイロパ賞 ２着，ピナクルＳ ，etc.
ラストセカンド Last Second（93 牝 Alzao）愛・英・仏４勝，サンチャリオットＳ ，英

ナッソーＳ ，愛パークＳ ，コロネイションＳ ２着
オーシールールズ Aussie Rules（03 牡 ＊デインヒル）愛・米・英・仏４勝，仏２０００

ギニー ，シャドウェルターフマイルＳ ，サマーヴィルタタソールＳ ，
ラウンドタワーＳ ２着，種牡馬

ジュード Jude（94 牝 Darshaan）英出走
クオータームーン Quarter Moon（99 牝 Sadler's Wells）愛・英・仏１勝，モイグレア

スタッドＳ ，英オークス ２着，愛オークス ２着，愛１０００ギニー ２着，
英ナッソーＳ ３着，etc.

イエスタデイ Yesterday（00 牝 Sadler's Wells）愛・米・英・仏３勝，愛１０００ギニー
，英オークス ２着，ヴェルメイユ賞 ２着，オペラ賞 ２着，ＢＣターフ
牝馬 ３着，etc.

アレルーヤ Alleluia（98 牝 Caerleon）英６勝，ドンカスターＣ
アレグレット Allegretto（03 牝 Galileo）英・仏６勝，ロイヤルオーク賞 ，パークヒ

ルＳ ，グッドウッドＣ ，ヘンリー二世Ｓ ，ランカシャーオークス ，etc.

生産牧場 北海道新ひだか町三石富沢
下屋敷牧場

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

中山厩舎－ ２号

特 徴 小星・珠目上・右髪中・右前小白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



25 シルクサルートの１２ ・青鹿 ３／ ６

＊ワイルドラッシュ
鹿 1994

シルクサルート
青鹿 2002

Wild Again
ワイルドアゲイン

Rose Park
ロ－ズパ－ク

フジキセキ

＊ミシシッピーミス

Icecapade
Bushel-n-Peck
Plugged Nickle
Hardship

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Distinctive Pro
Redeemer

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Admiring ～ Searching） 1 s

In Reality M 5×M 5

母 シルクサルート（02 青鹿 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（１２）〕
ワンダフルサルート（07 牝 鹿 ＊グラスワンダー）入着３回， ５勝
メープルレディー（08 牝 鹿 アドマイヤコジーン）入着， １勝
マイスピリット（09 牝 鹿 ＊ファンタスティックライト） 出走， ５勝
ゴールドシュート（10 牡 黒鹿 アドマイヤジュピタ） １勝

２代母 ＊ミシシッピーミス（97 USA鹿 Distinctive Pro）不出走
ブラックゼット（07 牡 マンハッタンカフェ）１勝

３代母 レディーマーRedeemer（86 USA鹿 Dixieland Band）米４勝
ミシシッピライツMississippi Lights（93 牝 Majestic Light）米入着５回

プライヴェトシェフ Private Chef（00 Partner's Hero）米２勝，ウィルロジャーズＳ
＊アメリカンボス（95 牡 Kingmambo）８勝，中山記念 ，ＡＪＣＣ ，エプソムＣ

（２回），有馬記念 ２着，etc.，種牡馬
＊フリーフォーギブン（99 牝 Unbridled）米入着２回

アンペア（06 牝 ＊ワイルドラッシュ） ７勝，エーデルワイス賞 ，関東
オークス ３着，リリーＣ，エトワール賞２着，ブリーダーズゴールドジ
ュニアＣ２着，etc.，ＮＡＲ優２歳

４代母 プリンティングプレス Printing Press（81 USA鹿 In Reality）米入着
［子］ ライトライト Lite Light（88 牝 Majestic Light）米８勝，ＣＣＡオークス ，ケ

ンタッキーオークス ，サンタアニタオークス ，ラスヴィルヘネスＳ
，ファンタジーＳ ，etc.

［孫］ サダード Saddad（99 牡 Gone West）首・英３勝，フライイングチルダーズＳ
，スカーバラＳ ３着，種牡馬

＊ゲイリーイグリット（95 牝 Storm Cat）６勝，サマースプリントＳ ，霜月Ｓ
２着，etc.， ２勝，兵庫ゴールドＴ ，さきたま杯 ，クラスタ
ーＣ ２着

ナイトライト Nite Light（04 牡 ＊サンダーガルチ）米６勝，ターフウェイフォ
ールＣｈ ，ブルックリンＨ ２着，ホーソンゴールドＣ ２着，イクセ
ルシアＳ ２着，イクセルシアＨ ２着，etc.，種牡馬

生産牧場 北海道新冠町朝日
アサヒ牧場

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

中山厩舎－ ６号

特 徴 流星鼻梁白鼻梁小白・珠目二・波分長・
初地・沙流上・左二細長白・右二長白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



26 ペイルローズの１２ ・青鹿 ５／ ４

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

ペイルローズ
栗 2001

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

フジキセキ

オレンジカラー

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
サクラユタカオー
ノーザンハマナス

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊ハマナス ） 17 b

5 代までにクロスなし

母 ペイルローズ（01 栗 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ヴェルテュ（09 牝 鹿 ＊ファスリエフ）１勝
テイエムトップガン（10 牡 栗 マヤノトップガン）出走， 地方不出走
クアトロマエストロ（11 牡 栗 ＊ケイムホーム） 不出走

２代母 オレンジカラー（93 栗 サクラユタカオー）１勝
トーセンヤマト（10 牡 デュランダル） ２勝，葉牡丹賞

３代母 ノーザンハマナス（84 鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
マヤノデンプシー（92 牡 サクラユタカオー）７勝，サマーＳ，斑鳩Ｓ，伏見特別，魚沼特

別，さわらび賞，ＴＶ愛知ＯＰ ３着，陽春Ｓ ３着，北九州短距離Ｓ ３着
ナチュラルカラー（95 牝 サクラユタカオー）入着２回

アモール（01 牝 ＊ティンバーカントリー） ３勝，ひまわり賞２着

４代母 ＊ハマナス （75 USA鹿 Lt. Stevens）不出走
［子］ シヤダイハマナス（82 牝 ＊ノーザンテースト）６勝，クイーンＳ ２着，春風

賞，バレンタインＳ，新春牝馬特別，八重桜賞，巴賞 ２着
ターキーレッド（87 牝 ＊ノーザンテースト）５勝，マリーンＳ ，白河特別，
朱鷺Ｓ ３着

［曾孫］ ナオミシャイン（95 牝 ＊トニービン）４勝，クイーンＳ ２着，サンスポ４歳
牝馬特別 ３着，オークス ５着，緑風Ｓ，立冬特別，ミモザ賞

ペプチドアマゾン（10 牡 アグネスタキオン） ２勝，京都新聞杯 ２着，
日本ダービー ４着，あずさ賞

アドマイヤマジック（01 牝 バブルガムフェロー）３勝，フェアリーＳ ３着，
郡山特別

サルサクイーン（99 牝 ＊リンドシェーバー） ２勝，東京プリンセス賞，
桜花賞２着，ブルーバードＣ３着，東京２歳優駿牝馬３着

ムギワラボウシ（00 牝 ＊シャーディー）１勝， ２勝，東京２歳優駿牝馬３着

生産牧場 北海道新ひだか町三石美野和
土田農場

購買市場 北海道サマーセール ３，６７５，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ６号

特 徴 星・珠目上・右髪中・波分長・後二白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



27 ルックミーウエルの１２ ・栗 ３／２８

オンファイア
鹿 2003

＊ルックミーウエル
栗 1998

＊サンデーサイレンス

＊ウインドインハーヘア

Woodman
ウッドマン

Take Me Out
テイクミーアウト

Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere
Mr. Prospector

＊プレイメイト
Pennine Walk
Affaire d'Amour

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ Molly Malone） 16 f

5 代までにクロスなし

母 ＊ルックミーウエル（98 USA栗 Woodman） ５勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ワカギミ（06 牡 栗 ダンスインザダーク）入着， １勝
サントワマミー（07 牝 栗 ＊ブライアンズタイム）１勝
ナリタグローリー（08 牡 栗 ＊ブライアンズタイム） 入着８回
ワイルドクイーン（11 牝 栗 ＊ワイルドラッシュ） 出走

２代母 テイクミーアウト Take Me Out（88 IRE 栗 Pennine Walk）米・仏３勝
フェリング Felling（01 牝 Woodman）米１勝

マスターシュチャーリーMustache Charlie（09 牡 Ministers Wild Cat） 米４勝

３代母 アフェールダムールAffaire d'Amour（74 GB栗 Tudor Music）不出走
ムルジャネMourjane（80 牡 Pitskelly）米・仏１０勝，アーリントンＨ ，ウジェーヌアダム賞

，コートノルマーンド賞 ，フェアグラウンズクラシック ，ＢＣターフ ３着，etc.
アンカゲルマニア Anka Germania（82 牝 Malinowski）米・仏１６勝，ソードダンサーＨ ，ブ

ラックヘレンＨ ，オーキッドＨ ，ニューヨークＨ ，スワニーリヴァーＨ ，etc.
ウェイクアップノエルWake Up Noel（89 牝 Nureyev）不出走
マッドアダムMad Adam（02 牡 Service Stripe）米５勝，ＵＳＡＳ ，フォアラ
ナーＳ ２着，デバートロメモリアルＨ ３着

デピュティコマンダー Deputy Commander（94 牡 Deputy Minister）米４勝，トラヴ
ァーズＳ ，スーパーダービー ，アファームドＨ ，ＢＣクラシック ２着，
カリフォルニアンＳ ２着，etc.，種牡馬

アンカブリタニアAnka Britannia（96 牝 Irish River）仏入着
ブリタニック Britannic（03 Rainbow Quest）瑞・英・独・仏２勝，リス賞
３着，アヴル賞 ３着

ブレーメン Bremen（03 Sadler's Wells） 愛・仏２勝，ノアイユ賞 ２着，愛・英
・障害４勝

４代母 フェアダーリング Fair Darling（65 GB栗 Darling Boy）英１勝
［曾孫］ マルフブMalhub（98 牡 Kingmambo）英４勝，ゴールデンジュビリーＳ ，ナ

ンソープＳ ２着，スプリントＣ ２着，ダイアデムＳ ２着，キングチ
ャールズ二世Ｓ ，種牡馬

生産牧場 熊本県熊本市東区
本田 土寿

購買市場 九州１歳市場 ３，２５５，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１７号

特 徴 流星鼻梁鼻大白上下唇大白・珠目二・髪中・
波分・初地・沙流上・右前細長白・右後長白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



28 スイートソウルの１２ ・青鹿 ４／１２

＊グラスワンダー
栗 1995

スイートソウル
青鹿 1998

Silver Hawk
シルヴァーホーク

Ameriflora
アメリフローラ

＊ソウルオブザマター

スイートイブン

Roberto
Gris Vitesse
Danzig
Graceful Touch
Private Terms
Soul Light

＊イブンベイ
スイートイベツト

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊フイーナー） 16 h

5 代までにクロスなし

母 スイートソウル（98 青鹿 ＊ソウルオブザマター） ７勝，栄冠賞（１０００）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），海外－１（１），地方－４（８）〕
ピーチパール（05 牝 鹿 ＊エアエミネム） ２勝
バルーン（07 牡 鹿 バブルガムフェロー）３勝， ３勝，瑞穂賞（１８００），道営記念
（２０００）３着，赤レンガ記念（１８００）３着

カネコメスキー（08 牡 黒鹿 アドマイヤドン） １勝
ブラックビスケット（09 牝 黒鹿 ＊ケイムホーム） ２勝
オジマンディアスOzymandias（10 牡 鹿 ブラックタイド） 星１勝

２代母 スイートイブン（92 鹿 ＊イブンベイ） ７勝，北斗盃，北海道３才優駿，道営
記念３着，栄冠賞３着
ザブレス（99 牡 サクラバクシンオー）４勝，シドニーＴ，鞍馬特別， １勝，Ｏ

ＲＯＣ２着
シンドバッド（00 牡 サクラバクシンオー） １８勝，姫路ＣｈＣ，園田フレン

ドリーＣ，ＭＲＯ金賞，園田ダービー，菊水賞２着
ソルティースイート（01 牝 バブルガムフェロー） ４勝，フロイラインＣ３着
フウリンカザン（07 牡 フサイチコンコルド） ５勝，兵庫ダービー２着，

兵庫若駒賞３着
ファインドロップ（04 牝 サクラバクシンオー）２勝，美利河特別，下北半島特別，

３勝，道営スプリント３着
エリザベススイート（05 牝 ＊ティンバーカントリー）入着６回

リンカスイート（11 牝 リンカーン） ２勝，ライデンリーダー記念２着，ゴー
ルドウィング賞３着

３代母 スイートイベツト（83 黒鹿 ＊モガミ）不出走
スイートビクトリア（90 牝 ＊ジヤツジアンジエルーチ） １５勝，北海道３才優駿，

ひまわり賞，全日本３歳優駿３着
スイートヒマワリ（95 牝 サクラチヨノオー） １勝，東京プリンセス賞３着
オールギャランテー（00 牡 ＊オジジアン） ５勝，オパールＣ２着，岩鷲賞２着，ダ

イヤモンドＣ２着

生産牧場 北海道日高町緑町
白瀬 盛雄

購買市場 北海道サマーセール ４，７２５，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１７号

特 徴 小星・珠目正・吭搦・右沙流上・
右後一白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



29 ロージーズシスターの１２ ・黒鹿 ４／ ９

スペシャルウィーク
黒鹿 1995

＊ロージーズシスター
鹿 1999

＊サンデーサイレンス

キャンペンガール

＊ロイヤルアカデミー

I's Right
アイズライト

Halo
Wishing Well
マルゼンスキー
レデイーシラオキ
Nijinsky
Crimson Saint
Deputy Minister
Glance

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Burgoo Maid ～War Feathers） 16 h

Nijinsky M 3×S 4 Northern Dancer M 4×S 5×M 5 Buckpasser S 5×M 5
Nearctic M 5×M 5

母 ＊ロージーズシスター（99 USA鹿 ＊ロイヤルアカデミー ）米１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－３（１４）〕
ロリンザーユーザー（04 鹿 ＊ストラヴィンスキー）４勝，渡島特別（Ｄ１７００），愛宕特

別（Ｄ１８００）， ２勝
テンジンウメノハナ（05 牝 鹿 ＊ファルブラヴ） ５勝
マイネフレア（06 牝 鹿 ＊ブライアンズタイム） ７勝
コールミー（09 牝 鹿 ネオユニヴァース） 出走
ウインルゼル（11 牝 鹿 ＊コンデュイット） 出走

２代母 アイズライト I's Right（87 CAN栗 Deputy Minister）米３勝，オンタリオダムゼル
Ｓ ３着，オンタリオラッシーＳ ３着
ゼファー Zephyr（93 牝 His Majesty）米４勝，レアパフュームＨ ３着
コーポレトヴィジョン Corporate Vision（94 牝 Corporate Report）米１勝，ソロリティＳ

２着，ケンタッキーＣジュヴェナイルフィリーズ ３着
メディアプレイMedia Play（04 Alphabet Soup）米・加６勝，レイバーデイＳ
ヴィジョンインゴールド Vision in Gold（07 牝 Medaglia d'Oro） 米３勝，サンタマ

リアＳ ，サンタマリアＳ ２着，サンタマルガリータＳ ３着
ロージードゥーリー Rosie Dooley（97 牝 Trempolino）米４勝，ハニービーＨ ３着
デヴィルズバッグコピー Devil's Bag Copy（05 牡 Devil's Bag）プ４勝，エドゥアルドマ

ルドナド賞，７月４日杯２着，バンディトボンバー賞３着

３代母 グランスGlance（80 USA栗 Briartic）米出走
＊スギノモンスター（95 牡 Meadowlake）１勝

４代母 パッシングルック Passing Look（71 USA鹿 Buckpasser）米４勝
［子］ トランペッツブレアー Trumpet's Blare（87 牝 Vice Regent）米９勝，アーリン

トンワシントンラッシーＳ ，ボニーミスＳ ２着，フォワードギャル
Ｓ ２着，コティリオンＨ ３着，アスタリタＳ ３着，etc.

［曾孫］ アルバートザグレイト Albert the Great（97 牡 Go for Gin）米８勝，ジョッキー
クラブゴールドＣ ，サバーバンＨ ，ブルックリンＨ ，ドゥワイアＳ
，ＢＣクラシック ３着，etc.，種牡馬

生産牧場 北海道新冠町新栄
松浦牧場

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

中山厩舎－１７号

特 徴 珠目二・浪門

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



30 バブリングブライドの１２ ・栗 ２／１１

タニノギムレット
鹿 1999

バブリングブライド
黒鹿 2001

＊ブライアンズタイム

タニノクリスタル

バブルガムフェロー

＊ブライダルディナー

Roberto
Kelley's Day

＊クリスタルパレス
＊タニノシーバード
＊サンデーサイレンス
＊バブルカンパニー
Slew o' Gold
Cavort

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Bebop ～ Cappellina） 11 g

Hail to Reason S 4×M 5 Graustark S 4×S 5

母 バブリングブライド（01 黒鹿 バブルガムフェロー） ３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
オーミレゴリス（08 牡 栗 ＊ルールオブロー） ５勝

２代母 ＊ブライダルディナー（86 USA鹿 Slew o' Gold）米１勝
ラッキーリニージ Lucky Lineage（91 牝 Storm Cat）米２勝

サービク Saabiq（03 牝 Grand Slam）英１勝，スプリングＣ ２着，ディックプール
フィリーズＳ ２着

アベルクイーン（92 牝 Star de Naskra）５勝，橿原Ｓ，安芸Ｓ，伊丹特別，アンドロメダＳ
２着，小倉日経ＯＰ ３着

ビッグジェム（01 牡 ＊エルコンドルパサー）６勝，鳴門Ｓ，高砂特別
レディージーニアス（93 牝 ＊エブロス）１勝

アースクエイク（99 去勢馬 サクラバクシンオー）３勝， ２７勝，姫山菊花賞３着
ブラックアルタイル（02 アドマイヤベガ）５勝，ＡＪＣＣ ３着，クリスマスＣ，

琵琶湖特別，長良川特別，札幌日経ＯＰ ２着

３代母 カヴォートCavort（78 USA栗 Foolish Pleasure）米３勝
＊ノーノーネヴアー（85 牝 Nijinsky）仏３勝，ミュゲ賞 ３着，パン賞 ３着

リキアイタイカン（98 牡 ＊アフリート）６勝，ＣＢＣ賞 ，スワンＳ ２着，マイル
ＣｈＳ ３着，高松宮記念 ３着，アーリントンＣ ３着，etc.

４代母 ステッピングハイ Stepping High（69 USA鹿 No Robbery）米４勝，メイトロンＳ
２着，アルシバイアディズＳ３着
［子］ バッカルー Buckaroo（75 牡 Buckpasser）米５勝，サラナクＳ ，ピーターパンＳ

，ホイットニーＳ ２着，ドゥワイアＨ ２着，ウィザーズＳ ３着，種牡
馬

［曾孫］ トルーフレア True Flare（93 牝 Capote）米・仏５勝，レアパフュームＨ ，サ
ンクレメンテＨ ，デルマーオークス ３着，サンドリンガム賞 ３着，
ポンヌフ賞 ，etc.

アップルオヴケント Apple of Kent（96 牝 Kris S.）米・英・仏５勝，シュヴィ
ーＨ ，ランパートＨ ２着，ヘムステッドＨ ３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 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

中山厩舎－１７号

特 徴 流星鼻梁小白・珠目上・右後双門

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



31 ピサノアリュメールの１２ ・黒鹿 ３／ ５

＊ハービンジャー
鹿 2006

－新種牡馬－

ピサノアリュメール
青 2002

Dansili
ダンシリ

Penang Pearl
ペナンパール

＊サンデーサイレンス

シャイニンレーサー

＊デインヒル
Hasili
Bering
Guapa
Halo
Wishing Well

＊ノーザンテースト
＊ミルレーサー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Milan Mill ～ Infra Red） 22 d

Northern Dancer M 4×S 5×S 5

母 ピサノアリュメール（02 青 ＊サンデーサイレンス）１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ヤマノペガサス（11 牝 芦 ＊チチカステナンゴ） 不出走

２代母 シャイニンレーサー（91 黒鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ ，京都牝
馬特別 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ ２着，紅梅賞 ２着，シクラメンＳ ２着，etc.

シャイニンググラス（98 牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，姫川特別，三面川特別，広瀬川特別
シャイニーフェイト（08 牡 キングカメハメハ） ２３勝，長月賞，高知優駿，サ

イネリア賞２着，黒潮菊花賞２着
シャイニンルビー（99 牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ ，京成杯オータム

Ｈ ２着，桜花賞 ３着，オークス ５着，オーロＣ ，etc.
シャイニンアーサー（07 牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，葉山特別，八重桜賞

フェラーリファイブ（03 牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，八重桜賞

３代母 ＊ミルレーサー（83 USA鹿 Le Fabuleux）米・英２勝
スーパーライセンス（90 牡 ＊マイニング）７勝，キャピタルＳ ，サンライズＳ，初霜特

別，オータムスプリントＳ ２着，プロキオンＳ ２着，種牡馬
フジキセキ（92 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，朝日杯３歳Ｓ ，弥生賞 ，もみじＳ ，

優２牡，種牡馬
フサイチヨーコ（93 牝 アンバーシヤダイ）入着２回

フサイチミライ（03 牝 ＊エンドスウィープ）入着２回， １４勝，トゥイン
クルレディー賞，園田ＣｈＣ，兵庫サマークイーン賞，トゥインクルレディ賞
３着，東京シンデレラマイル３着

サンシャワーキッス（95 牝 アンバーシヤダイ）不出走
キョウエイアシュラ（07 牡 ＊スウェプトオーヴァーボード） ３勝，函館２歳Ｓ

２着，京成杯オータムＨ ３着，ＮＨＫマイルＣ ５着，ラベンダー賞
アグネススペシャル（97 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，オールカマー ２着，新潟記

念 ２着，ＡＪＣＣ ３着，富嶽賞，北洋特別，種牡馬
スターリーロマンス（98 牝 ＊サンデーサイレンス）４勝

ダノンミル（08 ジャングルポケット） ３勝，若葉Ｓ ，千葉ＴＶ杯
ノボリディアーナ（10 牝 ＊フレンチデピュティ） ３勝，白百合Ｓ ，ターコイズ

Ｓ ２着

生産牧場 北海道新ひだか町三石歌笛
前川 正美

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

中山厩舎－ ６号

特 徴 流星鼻梁白鼻梁大白鼻梁小白・
珠目上・髪中・波分

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



32 マスカラーダの１２ ・鹿 ５／ １

＊エンパイアメーカー
黒鹿 2000

－新種牡馬－

マスカラーダ
栗 2001

Unbridled
アンブライドルド

Toussaud
トゥソ－

＊スピニングワールド

＊マジョリック

Fappiano
Gana Facil
El Gran Senor
Image of Reality
Nureyev
Imperfect Circle
Irish River
Morana

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ Miraflore） 14 b

Northern Dancer S 4×M 4 In Reality S 4×S 5 Riverman M 4×M 4

母 マスカラーダ（01 栗 ＊スピニングワールド） ７勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
キャニオンヴェール（08 牝 栗 アッミラーレ） １勝
オランタイ（10 牡 栗 ゼンノロブロイ） 入着２回

２代母 ＊マジョリック（86 USA鹿 Irish River）仏入着
マーブルフォールズMarble Falls（92 牝 Tirol）仏２勝，サンタラリ賞 ２着，ヴァント

ー賞 ２着
マルティニケMartiniquais（93 牡 Simply Great）米・仏１０勝，サンガブリエルＨ ，ギシュ賞

，ジャンプラ賞 ２着，イクスプロージヴビッドＨ ２着，サンマルコスＨ ３着，
サイテイションＨ ３着，シェーヌ賞 ３着，ダラスターフＣ ，マッチェム賞

ニシオマジョリック（94 牝 ＊デインヒル）３勝
ターフマジョリック（02 牝 ＊タイキシャトル）１勝

ニシオドリーム（08牡 ＊デビッドジュニア） ５勝，三宮Ｓ，ブラッドストーンＳ
エミネンツァベルタ（04 牝 ＊タイキシャトル）２勝，つわぶき賞，福島２歳Ｓ ３着

３代母 モラナMorana（68 FR 鹿 Val de Loir）英・仏２勝
ダンシングメイド Dancing Maid（75 牝 Lyphard）英・仏５勝，仏１０００ギニー ，ヴェル

メイユ賞 ，クロエ賞 ，英オークス ２着，凱旋門賞 ３着，etc.
ダンシングヴェイグリー Dancing Vaguely（81 牝 Vaguely Noble）仏２勝，ベルドニ

ュイ賞
モラヴィーMoravie（77 牝 Northern Dancer）仏出走

プルメリアレイ Plumeria Lei（85 牝 Bold Tropic）不出走
ロードトゥスルー Road to Slew（95 Slewpy）米８勝，フランクＥキルローマ
イル ，オークトリーＢＣマイル ２着

モナステラMona Stella（84 牝 Nureyev）仏２勝，オペラ賞 ，クレオパトル賞 ３着
スペシャルクエスト Special Quest（95 牡 Rainbow Quest）米・仏６勝，クリテリヨ

ムドサンクルー ，ノアイユ賞 ，ベイメドーズＨ ２着，リュパン賞 ３着，
アメリカンＨ ３着，etc.，種牡馬

モイアヴァMoiava（96 牝 Bering）英・仏２勝，クリテリヨムドメゾンラフィット
レッドステラ Red Stella（99 牝 Rainbow Quest）仏４勝，パナセ賞 ，トゥーレル賞

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 ５，２５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ７号

特 徴 流星鼻梁白鼻大白断上唇小白・
珠目正・右轡搦

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



33 アドマイヤアイドルの１２ ・青鹿 ２／１６

＊バゴ
黒鹿 2001

アドマイヤアイドル
黒鹿 2000

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

＊ブライアンズタイム

クイーンアドマイヤ

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie
Roberto
Kelley's Day

＊サンデーサイレンス
＊ダンスロマンス

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Blue Canoe ～ Carillon） 4 m

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

母 アドマイヤアイドル（00 黒鹿 ＊ブライアンズタイム） 入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
モダンローズ（06 牝 鹿 スターリングローズ） １勝
ボストンプラチナ（07 牡 青鹿 キングヘイロー） 入着６回，障害１勝
モネロ（09 牡 鹿 ＊チーフベアハート）１勝
オーバーテイク（11 牡 青 メイショウボーラー） 出走

２代母 クイーンアドマイヤ（93 青鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ガーデンローズ（99 牝 ＊トニービン）２勝

３代母 ＊ダンスロマンス（87 USA鹿 Northern Dancer）米出走
カリーノ（92 牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ラジョーネ（97 牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，伊達特別
スターアドマイヤ（94 牝 ＊トニービン）入着

アドマイヤセレッソ（01 牝 サクラローレル） ５勝
リアリティー（10 牝 アドマイヤマックス） ２勝，ダリア賞 ３着

クラレットパンチ（97 牝 フジキセキ）５勝，新潟日報賞，弥彦特別，高尾特別，スイート
ピーＳ ３着

４代母 ブルーティピーBlue Tepee（76 USA鹿 Sir Ivor）米５勝
［孫］ ダンツダンサー（92 牝 Capote）３勝，函館３歳Ｓ ，菩提樹Ｓ ，リバーサイ

ドＳ ２着，菖蒲Ｓ ２着
アヴァウド Avowed（97 牡 Farma Way）米６勝，ウッドチョッパーＨ ３着
ウェストモアランドロードWestmoreland Road（00 Diesis）米・英３勝，フ
レッドアーチャーＳ ２着，プリドミネイトＳ ３着

５代母 ブルーカヌーBlue Canoe（58 USA鹿 Jet Pilot）米１勝
［曾孫］ ブルーメンブラット（03 牝 アドマイヤベガ）８勝，マイルＣｈＳ ，府中

牝馬Ｓ ，阪神牝馬Ｓ ２着，ヴィクトリアマイル ３着，阪神
Ｃ ３着，フラワーＣ ３着，オーロＣ ，白秋Ｓ，斑鳩Ｓ，大倉山特
別，矢車賞，忘れな草賞 ２着

生産牧場 北海道日高町豊郷
浦新 徳司

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

中山厩舎－ ７号

特 徴 珠目二・髪中・初地・芝引

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



34 ビオンディーナの１２ ・青鹿 ４／１８

ダンスインザダーク
鹿 1993

ビオンディーナ
栗 2003

＊サンデーサイレンス

＊ダンシングキイ

＊エンドスウィープ

＊アランヴァンナ

Halo
Wishing Well
Nijinsky
Key Partner

＊フォーティナイナー
Broom Dance
Primo Dominie
Smoke Creek

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Magnificent ～ Isle of Capri） 20 a

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

母 ビオンディーナ（03 栗 ＊エンドスウィープ）入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
マッシヴリーダー（08 牡 栗 ゴールドアリュール）１勝， ２勝

２代母 ＊アランヴァンナ（88 GB栗 Primo Dominie）愛・英・伊・独・仏１６勝，伊１０００ギニ
ー ，オメノーニ賞 （２回），ウンブリア賞 ，プリミパッシ賞 ，etc.
ピサノサンデー（96 牝 ＊サンデーサイレンス）２勝

マイネルドメニカ（09 牡 ＊アグネスデジタル） １勝
アトゥ（97 牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ミスサルデニア（98 牝 ナリタブライアン）１勝

ディーエスファジー（05 牡 ＊アグネスワールド）入着２回， ６勝，ＯＲＯ
ターフスプリント２着

クリーンオトコギ（10 牡 デュランダル） １勝

３代母 スモ－ククリ－ク Smoke Creek（81 GB鹿 Habitat）英入着３回
シンプリーザベスト Simply the Best（90 牝 ＊リドヘイム）伊３勝

４代母 ロックイ－タ－Rockeater（74 GB栗 Roan Rocket）英２勝
［子］ ブラックソフィー Black Sophie（83 牝 Moorestyle）米・英３勝，ベイメドーズ

オークス ３着

５代母 シーライケン Sea Lichen（63 GB栗 Ballymoss）英１勝，シートンディラヴァルＳ
３着，ケンプトン１０００ギニーＴＲ２着
［孫］ ハクホウシゲル（82 ハクホオシヨウ） ２勝，新春ジュニア３着

６代母 ゴールデンサンズ Golden Sands（58 GB鹿 Persian Gulf）英３勝，ヘイヴァヒルＳ，
マールバラハウスＳ，クリーヴランドＨ２着
［孫］ カポレロ Caporello（74 牡 Crepello）英３勝，リングフィールドダービートラ

イアルＳ ，クイーンアレグザンドラＳ ２着
［曾孫］ アイルシ－ユ－I'll See You（78 牡 Averof）米・英・仏７勝，サンガブリエル

Ｈ ２着，ビーズウィングＳ ２着

生産牧場 北海道新冠町高江
オリエント牧場

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

中山厩舎－ ７号

特 徴 星・珠目上・波分長・右初地・
芝引・沙流上・右後一白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



35 ゴールドデイの１２ ・黒鹿 ４／１１

マンハッタンカフェ
青鹿 1998

＊ゴールドデイ
黒鹿 1996

＊サンデーサイレンス

＊サトルチェンジ

Seeking the Gold
シーキングザゴールド

Kelley's Day
ケリーズデイ

Halo
Wishing Well
Law Society
Santa Luciana
Mr. Prospector
Con Game
Graustark
Golden Trail

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Golden Trail ～ Sunny Vale） 4 r

Hasty Road M 4×M 5

母 ＊ゴールドデイ（96 USA黒鹿 Seeking the Gold）米入着２回
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－４（１１），地方－２（５）〕
シルヴァースカラー Silver Scholar（01 USA牝 鹿 Honor Grades）米１勝
スクワイアダナハー Squire Danaher（03 USA牡 鹿 Deputy Minister）米１勝
フィロマット Philomatt（04 USA 黒鹿 Matty G）米４勝
グリーンスピリットGreenspirit（05 USA 黒鹿 Matty G） 米５勝
エニーデイ（07 牝 青 Arch）入着， ３勝
ウインルキア（08 牝 青鹿 ディープインパクト）１勝
ルタドール（10 牡 黒鹿 ダイワメジャー）入着， ２勝

２代母 ケリーズデイ Kelley's Day（77 USA鹿 Graustark）米５勝，ガゼルＨ ３着
＊コートネイズデイ（83 牝 Roberto）米入着

イマジネーション（96 牝 ＊トニービン）出走
クリールパッション（05 牡 ＊ワイルドラッシュ） ８勝，エルムＳ ，エル
ムＳ ３着，しらかばＳ ，etc.， 入着，名古屋大賞典 ３
着，川崎記念 ５着

＊ブライアンズタイム（85 牡 Roberto）米５勝，フロリダダービー ，ペガサスＨ ，ジム
ダンディＳ ，プリークネスＳ ２着，ベルモントＳ ３着，トラヴァーズＳ ３
着，バーナードバルークＨ ３着，ナッソーカウンティＨ ３着，ジムビームＳ
３着，ベンアリＨ ３着，種牡馬

フローラミラ Floramera（91 牝 Seattle Slew）米４勝，ヴァージニアＨ ３着
＊エンキャンタドゥ（97 牝 Rahy）米入着２回

ヒラボクキング（07 牡 キングカメハメハ） ６勝，平安Ｓ ，平城京Ｓ，鳥
取特別

３代母 ゴールデントレイルGolden Trail（58 USA黒鹿 Hasty Road）米２勝
オータムグローリー Autumn Glory（78 牝 Graustark）米６勝，ネクストムーヴＨ ２着，

エイコーンＳ ３着
カリアCarya（86 牝 Northern Dancer）仏入着
ライアファン Ryafan（94 牝 Lear Fan）愛・米・英・仏７勝，マルセルブサック
賞 ，メイトリアークＳ ，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ ，イエローリ
ボンＳ ，英ナッソーＳ ，etc.

生産牧場 北海道日高町福満
オリオンファーム

購買市場 北海道サマーセール ５，９８５，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ７号

特 徴 流星鼻梁白鼻梁大白鼻白上唇大白・
珠目上・吭搦二・前二白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



36 エイシンスペインの１２ ・鹿 ４／２０

ブラックタイド
黒鹿 2001

エイシンスペイン
黒鹿 1999

＊サンデーサイレンス

＊ウインドインハーヘア

＊ペンタイア

エイシンアテイン

Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere
Be My Guest
Gull Nook

＊ノーリユート
エイシンスズラン

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊ボニーナンシー） 10 b

Northern Dancer M 4×S 5

母 エイシンスペイン（99 黒鹿 ＊ペンタイア）２勝，若菜賞（Ｄ１２００）， ３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（２）〕
スナークスペイン（07 牡 青鹿 ブラックタキシード） １勝，障害４勝， １勝
インティワタナ（10 牝 鹿 フサイチコンコルド）１勝
タイムトラベラー（11 牝 黒鹿 タイムパラドックス） １勝

２代母 エイシンアテイン（89 栗 ＊ノーリユート）２勝，あざみ賞
エイシンヒエイザン（01 牡 ＊エイシンワシントン）２勝

３代母 エイシンスズラン（80 栗 ＊フアバージ）５勝，西陣特別，夕月特別
エイシンスペシャル（87 牡 ミスターシービー）１勝， １５勝，中津記念３着

４代母 ネバージヨオー（69 栗 ＊ネヴアービート）３勝，小倉記念２着，阿蘇特別
［子］ オオシマスズラン（78 牝 ＊カウアイキング）７勝，京都４歳特別，４歳牝馬特

別 ，カトレア賞，うぐいす賞
マチカネイトハン（85 牝 アローエクスプレス）３勝，エリザベス女王杯 ３
着，ペガサスＳ ３着，天草Ｓ，さざんか賞，若草賞 ２着

［孫］ ホクトジョージ（84 牡 ＊ミルジヨージ）２勝，ＮＨＫ杯 ２着，山藤賞
ハッピースズラン（85 牝 ＊ノーアテンシヨン）３勝，日経新春杯 ３着，トパ
ーズＳ ，都井岬特別

ホーマンスピリット（95 牡 ＊ワツスルタツチ）７勝，マーチＳ ２着，アンタ
レスＳ ２着，灘Ｓ ，師走Ｓ ，エニフＳ ３着，etc.

ギャンブルオンミー（05 牡 ＊アメリカンボス） ７勝，黒潮盃，東京湾
Ｃ，報知オールスターＣ２着，報知ＧＰＣ３着

ラブストレングス（05 牝 ＊クリプティックラスカル） ６勝，道営スプリン
ト，エトワール賞，北斗盃

［曾孫］ カルストンライトオ（98 牡 ＊ウォーニング）９勝，スプリンターズＳ ，アイ
ビスサマーダッシュ （２回），阪急杯 ２着，函館スプリントＳ ３着，etc.，
種牡馬

スキャンボーイ（98 牡 ＊スキャン）３勝，御陵特別，障害１勝， 入着，兵
庫ＣｈＳ ２着

オメガユリシス（06 牡 アドマイヤコジーン）２勝，福島２歳Ｓ

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 ７，８７５，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ７号

特 徴 星・珠目上・吭搦・左後一白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



37 スターマーチの１２ 牡・青鹿 ４／１８

タニノギムレット
鹿 1999

スターマーチ
青鹿 2007

＊ブライアンズタイム

タニノクリスタル

フジキセキ

ミスイースター

Roberto
Kelley's Day

＊クリスタルパレス
＊タニノシーバード
＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
＊ウォーニング
＊イングリッシュホーマー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ Lady Be Good） 8 h

Roberto S 3×M 5 Hail to Reason S 4×M 5 Graustark S 4×S 5 In Reality M 5×M 5

母 スターマーチ（07 青鹿 フジキセキ）入着， １勝
初仔

２代母 ミスイースター（98 黒鹿 ＊ウォーニング）１勝
ダイメイザバリヤル（04 牝 ダンスインザダーク）３勝，白河特別
マルブツイースター（05 牡 サクラバクシンオー）３勝，小倉２歳Ｓ ，ファルコン

Ｓ ２着，アイビスサマーダッシュ ３着，クロッカスＳ

３代母 ＊イングリッシュホーマー（85 USA鹿 Conquistador Cielo）不出走
ブリリアントバイオ（93 牝 ＊トニービン）１勝

ケイパブルバイオ（01 牝 ＊ジェリ）４勝，秋分特別
ヨドノサフラン（94 牝 ミスターシービー）１勝，もみじＳ ２着

サフランディライト（08 牡 ＊クロフネ） ４勝，白川特別，稲村ヶ崎特別
トウカイパルサー（96 牡 トウカイテイオー）６勝，愛知杯 ，朝日ＣｈＣ ２着，京都

記念 ３着，関ケ原Ｓ，烏丸Ｓ，北大路特別，大阪城Ｓ ２着，六甲Ｓ ２着，大阪
城Ｓ ３着

４代母 フィドルスティクス Fiddlesticks（76 USA鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ ヴィヴァノ Vivano（89 牝 Island Whirl）米１０勝，ハニービーＨ ，フリゼット

Ｓ ２着，ガゼルＨ ２着，ベルダムＳ ３着，メイトロンＳ ３着，etc.
［孫］ バーニングローマ Burning Roma（98 牡 Rubiano）米１３勝，米フュチュリティ

Ｓ ，メドーランズＣ ，レッドバンクＨ ，ハスケル招待Ｈ ３着，カ
ーターＨ ３着，etc.，種牡馬

シーヌ Chine（95 牝 Inchinor）米・仏３勝，ペネロープ賞 ３着，ロワイヨモ
ン賞 ３着

［曾孫］ エンジュアリングウィル Enduring Will（02 牝 Arch）米２勝，シルヴァーブレ
ットデイＳ ３着，シルヴァースパーＢＣＳ ，ティファニーラスＳ
２着，パゴホップＳ ２着，デバルトーロメモーリアルオークス ２着

＊エーシンエヴァン（04 牡 Exploit）１勝， ７勝，イヌワシ賞，マーチ
Ｃ２着，マイル争覇３着（２回），くろゆり賞３着，etc.

エーシングングン（09 牡 ジャングルポケット） ４勝，信夫山特別，京都２
歳Ｓ ２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 ６，３００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ３号

特 徴 大流星鼻梁白鼻梁大白鼻白上唇大白・
珠目上・波分長・左後小白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



38 モントレゾールの１２ 牡・芦 ４／１５

ステイゴールド
黒鹿 1994

モントレゾール
芦 2001

＊サンデーサイレンス

ゴールデンサッシュ

Cadeaux Genereux
カドージェネルー

＊コミラス

Halo
Wishing Well

＊デイクタス
ダイナサツシユ
Young Generation
Smarten Up
Kaldoun
Rive du Sud

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Riverside ～ Monsoon） 1 w

Northern Dancer S 5×M 5

母 モントレゾール（01 芦 Cadeaux Genereux） 入着３回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（１６）〕
マイティチアー（06 牝 黒鹿 マンハッタンカフェ）入着， ３勝
エステーファイター（08 牡 芦 ＊クロフネ） ４勝
ユノラングラー（09 牡 鹿 フジキセキ） ７勝
ブザンソン（10 牡 鹿 デュランダル） ２勝
ランドロワ（11 牝 芦 ＊クロフネ） 入着

２代母 ＊コミラス（96 FR芦 Kaldoun）仏３勝，レゼルヴォワール賞 ，ソリテュッド賞
ジャスミンローズ（05 牝 ＊ファルブラヴ）２勝

３代母 リーヴデュシュドRive du Sud（87 USA黒鹿 Nureyev）仏１勝
リジエールRiziere（92 牝 ＊グルームダンサー）仏２勝

ルーヴル Rouvres（99 牡 Anabaa）米・仏５勝，ジャンプラ賞 ，ギシュ賞 ，バーナ
ードバルークＨ ２着，イクスプロージヴビッドＨ ２着，ベルモントＢＣ
Ｈ ２着，etc.，種牡馬

ライトワン Right One（06 Anabaa） 米・加・仏６勝，ジャイプールＳ ，ジャ
イプールＳ ２着，ウッドバインマイルＳ ３着，コモンウェルスＳ ３着，
ポーカーＳ ３着

ジェニュインGenuine（95 牝 ＊ジェネラス）仏１勝
バブルバックBubble Back（02 牝 Grand Lodge）仏出走
バブルシック Bubble Chic（08 ＊チチカステナンゴ） 英・仏・香２勝，ダ
ーリーＳ ，仏ダービー ２着，クリテリヨムドサンクルー ２着，グレフ
ュール賞 ２着，コンデ賞 ２着

４代母 リヴィエールドレ Riviere Doree（80 USA栗 Secretariat）仏２勝，コロネイション賞
［孫］ ロサード（96 牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，オールカマー ，小倉記念

（２回），京阪杯 ，新潟３歳Ｓ ，etc.，種牡馬
［曾孫］ ローズバド（98 牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー ，マーメ

イドＳ ，オークス ２着，秋華賞 ２着，エリザベス女王杯 ２着，etc.
ローゼンクロイツ（02 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，金鯱賞 ，中京記念

，毎日杯 ，金鯱賞 ２着，菊花賞 ３着，etc.

生産牧場 北海道むかわ町米原
市川牧場

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

中山厩舎－ ３号

特 徴 珠目正・右前後三白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



39 ニシノアリスの１２ 牡・鹿 ５／１９

＊チーフベアハート
栗 1993

ニシノアリス
鹿 1999

Chief's Crown
チーフズクラウン

Amelia Bearhart
アミーリアベアハート

サクラバクシンオー

ブランドミラー

Danzig
Six Crowns
Bold Hour
Myrtlewood Lass
サクラユタカオー
サクラハゴロモ

＊ダンシングブレーヴ
ニシノメルド

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×M 5×M 5 Bold Ruler S 4×S 5

母 ニシノアリス（99 鹿 サクラバクシンオー）１勝，香春岳特別（１２００）， １勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
ニシノグラビア（07 牝 黒鹿 ＊マイネルラヴ） ６勝
プリンサプル（10 牡 鹿 ステイゴールド）出走， 地方不出走

２代母 ブランドミラー（93 鹿 ＊ダンシングブレーヴ）出走
ニシノアルテミス（98 牝 ＊パラダイスクリーク）２勝，ローズマリー賞
ニシノクレール（00 牝 ＊パラダイスクリーク） ２勝
スナークエベレスト（01 牡 タマモクロス）２勝， １勝

３代母 ニシノメルド（84 鹿 ＊クラウンドプリンス）不出走
ニシノブレイク（90 牡 ＊シヤンペンチヤーリー）１勝

４代母 トミハヤテエース（79 鹿 ＊イエローゴツド）不出走
［子］ テイエムハリケーン（90 牡 ＊ワツスルタツチ）４勝，札幌３歳Ｓ ，デイリー

杯３歳Ｓ ２着，きさらぎ賞 ２着，カシオペアＳ ，大阪城Ｓ ，etc.
［孫］ アズマサムライ（02 牡 フジキセキ）２勝，日向特別

５代母 メルド（66 鹿 ＊ヴイミー）２勝
［孫］ アクティブステート（94 牡 サクラチヨノオー） ７勝，新潟ダービー，

新潟ジュニアＣ２着
［曾孫］ アブクマドリーム（98 牡 サツカーボーイ） ６勝，東京湾Ｃ，戸塚

記念，黒潮盃，埼玉新聞杯３着
ヤマゲンデュラブ（97 牝 ＊デュラブ） ６勝，荒尾ダービー３着

６代母 チエリオ（50 鹿 ＊プリメロ）１３勝，中山記念，スプリングＳ，東京牝馬特別，クイー
ンＳ，オークス２着，etc.，優古牝
［子］ ジンライ（65 牡 ＊ヒンドスタン）４勝，皐月賞４着，菊花賞４着，日本ダービ

ー５着，サフアイヤＳ，etc.， ２勝，シルバーＣ，種牡馬
［孫］ ダイニカツハル（69 牡 ＊レベルコ）４勝，多摩特別， １勝，ダイオライ

ト記念，金盃２着
［曾孫］ ミスズシンザン（90 牡 ミホシンザン）４勝，白百合Ｓ ，周防灘特別

生産牧場 北海道浦河町野深
櫛桁牧場

購買市場 八戸市場 ６，９３０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１１号

特 徴 流星鼻梁刺毛鼻梁小白鼻梁刺毛鼻白・
珠目上・波分長・初地・沙流上・後二白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



40 ウインクルディールの１２ 牡・栗 ４／２３

＊アルデバラン
鹿 1998

ウインクルディール
栗 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

＊ブライアンズタイム

シングルホーク

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
Roberto
Kelley's Day

＊サンプリンス
スプリーム

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

Nashua S 4×M 5 Nasrullah S 5×M 5

母 ウインクルディール（00 栗 ＊ブライアンズタイム）出走
〔産駒馬名登録数：５〕

２代母 シングルホーク（83 栗 ＊サンプリンス）１勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ ３着
シングルカラー（87 牝 ＊ラシアンルーブル）不出走

ミストフェリーズ（94 去勢馬 ＊キャロルハウス） １７勝，マーキュリーＣ
３着，高知県知事賞２着

レイホーロード（88 牝 ＊ミルジヨージ）４勝，飯豊特別，おけさ特別
ジャックカガヤキ（97 牝 ＊デインヒル）４勝，水芭蕉特別

アンクルトライ（91 ＊ゴライタス）４勝，琵琶湖特別，紫川特別
プレミアムプリンス（92 牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，マーチＳ ２着，比叡Ｓ，大津特

別，舞鶴特別， 入着４回，埼玉新聞杯３着
テイエムダイオー（96 牡 ＊ノーザンテースト）２勝，障害３勝，京都ハイジャンプ ，阪

神ジャンプＳ
バルミーウインド（97 牝 ＊ノーザンテースト）１勝

ヤマカツゴールド（06 牡 キングカメハメハ）４勝，白鷺特別，青島特別，和田岬特別

３代母 スプリーム（79 鹿 ＊シーホーク）不出走
エイシンツルカメ（85 牝 ＊ブレイヴエストローマン）１勝

エイシンセンネン（91 牝 アンバーシヤダイ）２勝，若駒Ｓ ，コスモス賞
ファイトボロン（86 牝 ＊ミルジヨージ）入着

シロキタガンバ（91 牡 サツカーボーイ）４勝，桶狭間Ｓ，陣馬特別
ハナランマン（95 牝 サクラユタカオー）３勝，石狩特別

ユーワレイホー（91 牝 サクラユタカオー） １勝
ビューティグロー（96 牝 サツカーボーイ）４勝，クロッカスＳ ３着，フローラＳ

３着
アンビシャスガイ（06 牡 ダイタクリーヴァ） ３勝，鎌倉記念３着

テンシノダンス（00 牝 ダンスインザダーク）２勝，恵那特別
トップペンダント（93 牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，鳥羽特別

メイケイキララ（01 牝 ＊タイキシャトル）出走
プレミアムブルー（09 牡 サムライハート） ３勝，シンザン記念 ３着

ヤマイチパートナー（10 牡 サムライハート） ３勝，支笏湖特別，大森浜特別

生産牧場 北海道新ひだか町三石歌笛
猪野毛牧場

購買市場 北海道サマーセール ６，８２５，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１１号

特 徴 流星・珠目上・波分長・沙流上

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



41 ブルーボックスボウの１２ 牡・青鹿 ４／１２

＊バゴ
黒鹿 2001

ブルーボックスボウ
鹿 1998

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

ブルーバタフライ

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

＊ブレイヴエストローマン
フアストブルー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊ソシアルバターフライ） 1 w

Halo M 3×S 5 Nasrullah S 5×M 5

母 ブルーボックスボウ（98 鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
メイショウレーザー（08 牝 鹿 ＊オペラハウス）入着， ２勝
サエッターレ（09 牝 黒鹿 メイショウボーラー）入着， ３勝

２代母 ブルーバタフライ（88 鹿 ＊ブレイヴエストローマン）不出走
オーナーズクリーク（04 牝 ＊パラダイスクリーク） ３勝，ジュニアクラウン３着

３代母 フアストブルー（77 鹿 ＊ダンデイルート）不出走
グリーントウシヨウ（83 牝 グリーングラス）出走

サンバトウショウ（87 牝 ＊サンプリンス）出走
レオショウグン（94 牡 マルゼンスキー）４勝，八海山特別，千葉ＴＶ杯

トウショウジゴロ（89 牡 ＊ニゾン）１勝，尖閣湾特別
マダムビオーレ（91 牝 ＊ナイスダンサー）３勝，八坂特別

ジョウヨーファスト（86 牡 ＊ハンザダンサー）２勝，芦ノ湖特別
コインドブルー（90 牝 ＊コインドシルバー） ３勝

フーガ（06 牡 ＊メイショウドトウ）入着３回， ５勝，王冠賞，北海優駿２着

４代母 ブルートウシヨウ（71 黒鹿 ＊ネプテユーヌス）５勝
［子］ トウシヨウレオ（82 牡 ＊シヤトーゲイ）６勝，京阪杯 ，小倉大賞典 （２回），

中京記念 ，金杯 ２着，きさらぎ賞 ２着，函館３歳Ｓ ２着，サンケ
イ大阪杯 ３着，金杯 ３着，伏見特別，関門橋Ｓ ２着，種牡馬

トウショウライデン（91 牡 ＊ワツスル）４勝，佐渡Ｓ，寺泊特別，かきつばた
賞， １２勝，桂浜月桂冠賞２着，二十四万石賞３着

［孫］ グロリアトウショウ（87 牝 ＊パーフライト）４勝，淀短距離Ｓ ，伊吹山特別，
岩谷特別

［曾孫］ デュールマン（94 牡 バンブーアトラス）入着２回， ２１勝，穂の香賞２着，
尊氏賞２着，ばん阿賞２着，足利記念２着，カネユタカオー記念３着，etc.

トウショウヘリオス（02 牡 メジロマックイーン） １３勝，瑞穂賞２着，
ステイヤーズＣ２着

ペアーガイヤ（03 牡 ＊ウェイオブライト） ４勝，新春ペガサスＣ２着，
ゴールドウィング賞３着

生産牧場 北海道浦河町西幌別
林 孝輝

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

中山厩舎－１２号

特 徴 星・珠目上・髪中・初地

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



42 メジロレーマーの１２ 牡・青鹿 ３／２０

ハーツクライ
鹿 2001

メジロレーマー
黒鹿 1995

＊サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

＊リンドシェーバー

メジロリべーラ

Halo
Wishing Well

＊トニービン
＊ビユーパーダンス
Alydar

＊ベーシイド
シンボリルドルフ
メジロラモーヌ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊アマゾンウオリアー） 9 f

Lyphard S 4×M 5

母 メジロレーマー（95 黒鹿 ＊リンドシェーバー）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（７），地方－５（２３）〕
シャコースパーク（00 牡 鹿 ＊ラストタイクーン） ７勝
ジョウテンデヒア（01 牡 鹿 ＊デヒア） ３勝，鎌倉記念（１５００）２着，東京ダービー
（２０００）３着

フィールドルージュ（02 牡 鹿 ＊クロコルージュ）７勝，ジャパンＣダート ２着，ジ
ャパンＣダート ３着，武蔵野Ｓ ３着，etc.， ２勝，川崎記念 ，名
古屋ＧＰ ，etc.

ハツネラモーヌ（03 牝 黒鹿 ダンスインザダーク） ４勝
ディアマーベル（09 牡 黒鹿 キングカメハメハ） ７勝

２代母 メジロリべーラ（90 黒鹿 シンボリルドルフ）出走
メジロシルビア（97 牝 ＊ゴールデンフェザント）２勝， １勝

メジロアリス（05 牝 アドマイヤコジーン）３勝，立待岬特別，カンナＳ ３着
メジロベトニー（98 牝 ＊フレイズ）出走

アクセルホッパー（04 牡 ＊ペンタイア）２勝，富里特別， １勝

３代母 メジロラモーヌ（83 青鹿 ＊モガミ）９勝，オークス ，桜花賞 ，エリザベス女王
杯 ，ローズＳ ，サンスポ４歳牝馬特別 ，etc.，優２牝，優３牝
メジロルバート（03 牝 メジロライアン）入着５回

メジロツボネ（08 牝 ＊スウェプトオーヴァーボード） ４勝，ＳＴＶ杯，女池特別

４代母 メジロヒリユウ（72 鹿 ＊ネヴアービート）４勝，府中特別，かんなづき賞，障害１勝
［子］ メジロアルダン（85 牡 アスワン）４勝，高松宮杯 ，日本ダービー ２着，天

皇賞（秋） ２着，ＮＨＫ杯 ２着，天皇賞（秋） ３着，etc.，種牡馬
［孫］ メジロランバダ（93牝 ＊テリオス）６勝，日経新春杯 ，中山牝馬Ｓ ，etc.，

入着３回，エンプレス杯 ２着，マリーンＣ ２着，ＴＣＫ女王盃 ３着
メジロランバート（95 牡 メジロライアン）３勝，ダイヤモンドＳ ２着，オ
ールカマー ３着，目黒記念 ３着，日経賞 ３着，菊花賞 ４着，etc.

［曾孫］ ブルートルネード（01 牡 ＊ジェイドロバリー）５勝，函館記念 ２着，日経賞
３着，石清水Ｓ，巴賞 ２着，巴賞 ３着，etc.

生産牧場 北海道新ひだか町三石本桐
中田 英樹

購買市場 北海道セレクションセール １４，１７５，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１２号

特 徴 大流星鼻梁鼻白・珠目正・吭搦二・
髪中・波分・初地・後二白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



43 シャンパンセラーの１２ 牡・鹿 ４／ １

＊アルデバラン
鹿 1998

シャンパンセラー
黒鹿 2004

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

マンハッタンカフェ

＊ハイランドファンタジー

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance

＊サンデーサイレンス
＊サトルチェンジ
Alleged

＊シアーファンタジー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Bold Bikini ～ Ran-Tan） 5 e

Alleged M 3×M 5 Damascus S 4×M 4 Bold BikiniM 4×M 5

母 シャンパンセラー（04 黒鹿 マンハッタンカフェ） ３勝
〔産駒馬名登録数：２〕
クレイジーアワー（11 牡 鹿 ＊シニスターミニスター） 不出走

２代母 ＊ハイランドファンタジー（89 USA鹿 Alleged）英２勝
スプリングマドンナ（94 牝 ニツポーテイオー）２勝

スプリングゲント（00 牡 ＊オペラハウス）３勝，あやめ賞，障害７勝，中山グランド
ジャンプ ，京都ハイジャンプ ，東京ハイジャンプ ，京都ジャンプＳ

スプリングダボス（01 牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）４勝，名古屋日刊スポ杯，シド
ニーＴ

３代母 ＊シアーファンタジー（78 USA鹿 Damascus）米４勝
アシュシャマAshshama（85 牝 Arctic Tern）英１勝

スビア Subya（92 牝 Night Shift）愛・英・独５勝，ロックフェルＳ ２着，マサカＳ
，ルーペＳ ，サンダウンスターＳ

バトルオヴヘイスティングズ Battle of Hastings（06 Royal Applause） 米・
英７勝，コロニアルターフカップＳ ，ヴァージニアダービー ，リヴァー
シティＨ ，ボールドウィンＳ ，ハリウッドダービー ２着，etc.

タトゥーマ Tatouma（86 牝 The Minstrel）英２勝
ホープセイHopesay（94 牝 ＊ウォーニング）英入着３回
ウィドゥードWi Dud（04 Elnadim）愛・英・仏３勝，フライイングチルダ
ーズＳ ，ミドルパークＳ ２着，ジムクラックＳ ２着，ドバイワールド
トロフィ ２着，テンプルＳ ３着，etc.

タトラ Tatora（98 牝 Selkirk）不出走
タリク Tariq（04 牡 Kyllachy）英・仏４勝，レノックスＳ ，ジャージーＳ ，ロッ
キンジＳ ３着，コヴェントリーＳ ３着，キングチャールズ二世Ｓ ，種牡
馬

４代母 ボールドビキニ Bold Bikini（69 USA鹿 Boldnesian）米６勝，ジャージーベルＨ
［子］ ローソサイエティ Law Society（82 牡 Alleged）愛・英５勝，愛ダービー ，愛

ナショナルＳ ，チェスターヴァーズ ，アングルシーＳ ，英ダービー
２着，etc.，種牡馬

生産牧場 北海道浦河町東幌別
辻 牧場

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

中山厩舎－ ３号

特 徴 星・鼻梁小白鼻白・珠目二・波分二長・
左初地・左後小白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



44 ナイキトライアンフの１２ 牡・栗 ３／１０

＊ロージズインメイ
青鹿 2000

ナイキトライアンフ
鹿 2004

Devil His Due
デヴィルヒズデュー

Tell a Secret
テルアシークレット

＊ボストンハーバー

ウィンヒストリー

Devil's Bag
Plenty O'Toole
Speak John
Secret Retreat
Capote
Harbor Springs

＊ダンシングブレーヴ
タレンテイドガール

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 M 5×M 5

母 ナイキトライアンフ（04 鹿 ＊ボストンハーバー）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ストリートライト（08 牝 鹿 ＊チーフベアハート） ２勝

２代母 ウィンヒストリー（96 鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
セイウンクレナイ（02 牝 ＊タイキシャトル）１勝

ニシノエックス（08 牡 ＊ムーンバラッド） ５勝，桐花賞３着，不来方賞３着
マチカネノワキ（03 牡 スペシャルウィーク）３勝， ４勝，星雲賞３着
マチカネカミカゼ（05 牡 アグネスタキオン）３勝，ｔｖｋ賞，松浜特別，

５勝，せきれい賞，ＯＲＯＣ２着，星雲賞３着
シャインプレジャー（06 牝 ＊アグネスデジタル）出走

ウインフェニックス（11 牡 スズカフェニックス） １勝，いちょうＳ ２着

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

＊エミネントガール（92 牝 Nashwan）出走
グローバルピース（01 牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ホエールキャプチャ（08 牝 ＊クロフネ） ６勝，ヴィクトリアマイル ，府
中牝馬Ｓ ，ローズＳ ，桜花賞 ２着，オークス ３着，etc.

シンコウシングラー（95 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，Ａｒ共和国杯 ３着，セント
ライト記念 ３着，ニューマーケットＣ，九十九里特別，東雲賞，種牡馬

ライジングサンデー（98 牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
エトレーヌ（04 牝 ＊ブライアンズタイム）出走
シゲルスダチ（09 牡 ＊クロフネ） ３勝，北九州記念 ２着，マーガレット
Ｓ ，フェニックス賞 ２着，京洛Ｓ ３着

エーシンホワイティ（07 牡 サクラバクシンオー） ５勝，ファルコンＳ ，春雷
Ｓ ，オパールＳ ２着，安土城Ｓ ２着，ＴＶ愛知ＯＰ ２着，etc.

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

生産牧場 北海道平取町川向
中川 隆

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

中山厩舎－ ３号

特 徴 流星鼻梁白鼻梁鼻大白上唇大白下唇白・珠目二・
右轡搦・左髪中・波分長・左二細長白・右後一白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



45 ニューメロディの１２ 牡・青鹿 ５／ ３

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

ニューメロディ
青鹿 2001

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

サクラローレル

ニューリズム

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Rainbow Quest

＊ローラローラ
＊リズム
タマモハーモニー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊キンキー） 19

Mr. Prospector S 3×M 4

母 ニューメロディ（01 青鹿 サクラローレル）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
タマモピッコロ（09 牝 青鹿 リンカーン）入着， ２勝
エイジアンクルーズ（11 牝 鹿 ＊バゴ） １勝

２代母 ニューリズム（94 青鹿 ＊リズム）出走
タマモハイテンポ（99 牡 ＊ブラッシングジョン）２勝， １勝
タマモニューリズム（03 牡 サクラローレル）１勝
タマモポルカ（04 牡 アグネスタキオン） １勝
タマモワルツ（07 牝 ＊ボストンハーバー）３勝

３代母 タマモハーモニー（86 鹿 アンバーシヤダイ）出走
ユウワン（03 牡 ロイヤルタッチ） ９勝，九州ダービー栄城賞，九州皐月賞荒尾ダー

ビー２着，飛燕賞２着，はがくれ大賞典３着

４代母 アサタケ（73 青 ＊ヴエンチア）出走
［子］ タマモデイクター（81 牝 ＊ノーザンディクテイター）６勝，洛陽特別
［孫］ プレミアムボーイ（89 牡 ＊ノーパスノーセール）５勝，錨山特別
［曾孫］ フジノビビアン（04 牝 ＊ディアブロ） ５勝，サラ・プリンセス特別，ゴ

ールドウィング賞３着
サウスマキシム（00 牡 タヤスツヨシ） ８勝，秋の鞍３着
ゲンパチザパンチ（98 牡 ＊ジェネラス）３勝，野麦峠特別， ４勝
ダンツミュータント（09 牡 ＊マイネルラヴ） ３勝，摩周湖特別，インディアＴ

５代母 ＊キンキー（60 GB栃栗 Gratitude）英２勝
［孫］ オリオンヤマト（77 牡 ＊フアルコン）６勝，京王杯オータムＨ３着，弥彦特別

スズカフラワー（75 牝 ＊タパルク）２勝，小倉３歳Ｓ

６代母 ヒステリアHysteria（55 GB栗 Pandemonium）肯・英２勝
［孫］ ベガラ Begara（70 牝 Salvo）仏２勝，レゼルヴォワール賞
［曾孫］ マルグーズMargouzed（80 牡 Margouillat）仏２勝，ラフォルス賞 ２着，仏２０

００ギニー ３着，ヤコウレフ賞 ３着

生産牧場 北海道新冠町朝日
守矢牧場

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

中山厩舎－ ３号

特 徴 珠目二・左芭蕉上・右沙流上・
前右後三白・左後半白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



46 シュウザンアイの１２ 牡・鹿 ３／２４

＊エンパイアメーカー
黒鹿 2000

－新種牡馬－

シュウザンアイ
栗 2002

Unbridled
アンブライドルド

Toussaud
トゥソ－

＊アフリート

シンシンフェミニン

Fappiano
Gana Facil
El Gran Senor
Image of Reality
Mr. Prospector
Polite Lady

＊ブライアンズタイム
ビビットダンサー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（スターロツチ～ ＊クレイグダーロツチ） 11 c

Mr. Prospector M 3×S 4 In Reality S 4×S 5

母 シュウザンアイ（02 栗 ＊アフリート）３勝
初仔

２代母 シンシンフェミニン（95 鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
シンデレラマン（04 牡 フジキセキ）２勝

３代母 ビビットダンサー（88 鹿 マルゼンスキー）１勝
ダイワメイン（97 牡 ＊アフリート）５勝，利根川特別，津軽海峡特別，朱竹賞， ８勝
マックスウェルカム（01 牡 ＊アフリート）１勝， ２勝

４代母 ラツセラー（77 栗 ＊チヤイナロツク） 入着
［子］ ベルロッチ（83 牡 ＊ドン）１勝，毎日杯 ３着，障害２勝

５代母 ロツチ（69 栗 ＊ダイハード）３勝，有田特別
［子］ ハードバージ（74 牡 ＊フアバージ）３勝，皐月賞，毎日杯，日本ダービー２着，

種牡馬
［孫］ ニホンピロマーチ（84 牡 アローエクスプレス）６勝，日本ダービー ３着，

鳴尾記念 ３着，若草賞 ，灘Ｓ，栗東Ｓ，五稜郭特別，菜の花賞，種牡馬

６代母 スターロツチ（57 鹿 ＊ハロウエー）９勝，有馬記念，オークス，京王杯オータムＨ，
クイーンＳ２着，桜花賞３着，東京牝馬特別３着，日本短波賞４歳Ｓ３着，特ハン ，
白百合Ｓ ，四歳抽籖馬特別 （２回），優３牝
［曾孫］ サクラユタカオー（82 牡 ＊テスコボーイ）６勝，天皇賞（秋） ，毎日王冠 ，

サンケイ大阪杯 ，共同通信杯４歳Ｓ ，菊花賞 ４着，etc.，日本レコ－
ド（２０００），優古牡，種牡馬

ウイニングチケット（90 牡 ＊トニービン）６勝，日本ダービー ，京都新聞杯
，弥生賞 ，ジャパンＣ ３着，菊花賞 ３着，etc.，種牡馬

オースミロツチ（87 牡 ＊アーテイアス）８勝，京都大賞典 ，京都記念 ，宝
塚記念 ３着，京都大賞典 ３着，京都新聞杯 ３着，etc.，種牡馬

マチカネタンホイザ（89 牡 ＊ノーザンテースト）８勝，高松宮杯 ，ＡＪＣＣ
，目黒記念 ，ダイヤモンドＳ ，菊花賞 ３着，etc.，日本レコ－ド

（３２００），種牡馬

生産牧場 北海道新ひだか町東静内
桜井牧場

購買市場 北海道サマーセール ８，６１０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ３号

特 徴 小星・珠目正

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



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。

－ 84 －



47 アドマイヤイチの１２ ・鹿 ３／１５

アドマイヤムーン
鹿 2003

アドマイヤイチ
鹿 2002

＊エンドスウィープ

マイケイティーズ

＊ヘクタープロテクター

タガノアイリス

＊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
Woodman
Korveya

＊トニービン
マルカアイリス

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊バンバレラ） 19 b

Mr. Prospector S 4×M 4 Never Bend M 5×M 5

母 アドマイヤイチ（02 鹿 ＊ヘクタープロテクター）３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
アドマイヤシャドウ（09 牡 鹿 アドマイヤジャパン） １勝， ２勝
シルクデピュティ（10 牡 鹿 ＊フレンチデピュティ） １勝
モンドヌーデル（11 牡 鹿 ディープスカイ） 不出走

２代母 タガノアイリス（97 鹿 ＊トニービン）１勝
トーセンフリージア（07 牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
シルクアイリス（08 牝 ディープインパクト）１勝

３代母 マルカアイリス（90 鹿 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，小倉３歳Ｓ ，ききょう
Ｓ ，フェニックス賞 ３着
マルカメイゲツ（96 牝 ＊ラストタイクーン）１勝
マルカセンリョウ（98 牡 ＊ラムタラ）１勝， ２０勝，かきつばた記念 ，名古屋

大賞典 ，名古屋大賞典 ２着，東海桜花賞（２回），梅見月杯（２回），名古屋記念，
東海菊花賞，マイル争覇３着，ゴールド争覇３着

マルカダイキチ（99 牡 ダンスインザダーク）１勝， １３勝
インザブラック（06 牡 ＊シンボリクリスエス）１勝， ３勝

４代母 イカホゲレン（80 鹿 ＊ハイハツト） １４勝
［孫］ クラシカルマウント（95 牡 ＊シャルード） ３４勝，九州記念２

着，九州王冠２着，埼玉新聞杯３着（２回），ＴＶ埼玉杯３着
ユウワンキング（98 牡 ＊オジジアン）３勝，尾頭橋特別， ４勝，スプリング
Ｃ２着

５代母 ＊バンバレラ（70 USA鹿 Bupers）米３勝
［孫］ マコトライデン（94 牡 タマモクロス）５勝，シリウスＳ ，セントウルＳ

２着，ＫＢＣ杯 ，シクラメンＳ ，ききょうＳ ２着，etc.
アーテイシヤーク（86 牡 ＊アーテイアス） ７勝，三才優駿

６代母 アンバレラAmbarella（65 USA鹿 Ambiorix）不出走
［孫］ トゥーザトウィスト Two the Twist（87 Two's a Plenty）米３６勝，スタイミーＨ

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 ３，７８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ７号

特 徴 小星・珠目二・髪中・波分長・初地

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



48 セレクトレディの１２ ・黒鹿 ３／ ３

＊ファスリエフ
鹿 1997

セレクトレディ
鹿 2005

Nureyev
ヌレーエフ

Mr. P's Princess
ミスターピーズプリンセス

マンハッタンカフェ

ビューティーソニア

Northern Dancer
Special
Mr. Prospector
Anne Campbell

＊サンデーサイレンス
＊サトルチェンジ
＊ブライアンズタイム
フアニーバード

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

Native Dancer S 5×S 5 Hail to Reason M 5×M 5

母 セレクトレディ（05 鹿 マンハッタンカフェ）不出走
〔産駒馬名登録数：２〕
グランピアノ（11 牝 青 キングヘイロー） 出走

２代母 ビューティーソニア（91 鹿 ＊ブライアンズタイム）３勝
ホワイトパール（99 牝 ビワハヤヒデ）１勝

３代母 フアニーバード（76 栗 ＊ラバージヨン）４勝，福島記念，河北新報杯，大倉山特別
フアニーコンコルド（82 ＊ダンサーズイメージ）１勝， ６勝
プリンセスシルキー（84 牝 ＊ダンサーズイメージ）１勝，福島３歳Ｓ ３着

シルキークール（94 牡 ＊ステートリードン）３勝
シルクバード（86 牝 ＊ダンサーズイメージ）３勝
ネヴァーソング（88 牡 ＊ブレイヴエストローマン）１勝
エンドレスファイタ（89 牡 ＊ラツキーソブリン）３勝

４代母 トニー（64 栗 ＊ガルカドール）１勝
［子］ ブルーハンサム（74 牡 ＊インデイアナ）４勝，目黒記念（秋），クモハタ記念２

着，京王杯スプリングＨ３着，エーデルワイスＳ，ゆきやなぎ賞， ８
勝，シアンモア記念，シアンモア記念２着，北上川大賞典２着（２回），桐
花賞２着，みちのく大賞典２着，東北サラ大賞典３着，桐花賞３着

［孫］ トウホーケリー（91 牝 ＊ブライアンズタイム）５勝，京王杯オータムＨ ３
着，フリーウェイＳ，新潟日報賞，隅田川特別

５代母 ミスタニカゼ（57 栗 ＊ゲイタイム）１勝
［子］ タニカゼ（65 牡 ヒカルメイジ） ，岩鷲賞典
［孫］ シンワアイセル（82 牡 フレーミングユース）３勝，４歳Ｓ ，福寿草特別

タカラリージ（70 牡 ＊アイアンリージ） １１勝，耶馬渓賞
ニシケンイメージ（89 牡 ＊ダンサーズイメージ） ９勝，紅葉賞２着，上山王
冠賞２着

［曾孫］ タヤスチェリー（95 牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，新潟３歳Ｓ ３着

生産牧場 北海道新冠町高江
ヤマタケ牧場

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

中山厩舎－ ７号

特 徴 流星鼻梁小白鼻白上唇白・珠目正・髪中・
波分長・初地・沙流上・右後一白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



49 タッキーナの１２ ・鹿 ５／１３

＊エンパイアメーカー
黒鹿 2000

－新種牡馬－

タッキーナ
栗 2006

Unbridled
アンブライドルド

Toussaud
トゥソ－

アグネスタキオン

＊ビアンキ

Fappiano
Gana Facil
El Gran Senor
Image of Reality

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ
Gulch
Northern Trick

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

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

Mr. Prospector S 4×M 4 Northern Dancer S 4×M 4 In Reality S 4×S 5

母 タッキーナ（06 栗 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
マニール（10 牝 栗 ＊ケイムホーム） ２勝
マルヒロトリック（11 牝 栗 ＊ヨハネスブルグ） １勝

２代母 ＊ビアンキ（98 USA鹿 Gulch）英入着３回
ベレッツァ（03 牝 フジキセキ）２勝

３代母 ノーザントリック Northern Trick（81 USA栗 Northern Dancer）仏４勝，仏オーク
ス ，ヴェルメイユ賞 ，ノネット賞 ，凱旋門賞 ２着，サンタラリ賞 ２着

＊ランジェリー（88 牝 Shirley Heights）仏入着５回
リムノス（94 牡 ＊ヘクタープロテクター）仏４勝，フォワ賞 ，ジャンドショード

ネイ賞 ，モーリスドニュイユ賞 ２着，エドゥヴィル賞 ２着，ルファビュ
ルー賞 ，ロードシーモア賞 ２着，種牡馬

シーヴァ Shiva（95 牝 ＊ヘクタープロテクター）愛・英４勝，タタソールズゴール
ドＣ ，ブリガディアジェラルドＳ ，アールオヴセフトンＳ ，英チャンピ
オンＳ ２着，エクリプスＳ ３着

モラセスMolasses（98 牝 Machiavellian）不出走
マガダンMagadan（05 牡 High Chaparral）仏３勝，エドゥヴィル賞 ，パリ大賞

３着，シャンティー大賞 ３着，ロードシーモア賞 ，種牡馬
ライトシフト Light Shift（04 牝 Kingmambo）愛・英・仏４勝，英オークス ，愛オ

ークス ２着，英ナッソーＳ ３着，チェシャーオークス
ヒュアデス Hyades（06 牡 ＊アルデバラン ） 米・英２勝，チャールズホイッティ

ンガムメモリアルＨ ２着，アメリカンＨ ３着

４代母 トリックチック Trick Chick（66 USA栗 Prince John）不出走
［子］ オンザスライ On the Sly（73 牡 Roi Dagobert）米１４勝，ジョッキークラブゴー

ルドＣ ，グレイラグＨ ，ホーソンゴールドＣ ，ローズモントＳ ，
ウッドメモリアルＳ ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ クラークストリート Clark Street（95 牝 Cox's Ridge）米３勝，デムワゼルＳ ，
セリマＳ

生産牧場 北海道新ひだか町三石美野和
土田農場

購買市場 北海道オータムセール ７，５６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ７号

特 徴 額刺毛・珠目上・髪中・波分・
芭蕉上・右後半白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



50 オンワードスワンの１２ ・青鹿 ３／１６

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

オンワードスワン
黒鹿 2002

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊ティッカネン

オンワードシェーン

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Cozzene
Reiko
ミスターシービー
オンワードシエレル

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊スズ） 16 h

5 代までにクロスなし

母 オンワードスワン（02 黒鹿 ＊ティッカネン）２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（１）〕
ヘイハチスカイ（09 牡 鹿 ＊ファスリエフ） １勝， １勝
スワンボート（10 牡 鹿 キングヘイロー） １勝

２代母 オンワードシェーン（92 黒鹿 ミスターシービー）１勝
オンワードトラソス（00 牡 ＊スキャン）１勝

３代母 オンワードシエレル（81 栗 ＊ノーザンテースト）５勝，青函Ｓ ，ディセンバーＳ，
臥牛山特別
オンワードソシアル（88 牡 トウシヨウボーイ）３勝
ミスターオンワード（89 牡 ミスターシービー）４勝，北総特別，桑折特別，万代特別，障

害１勝
オンワードシンディ（90 牝 ＊ジヤツジアンジエルーチ）不出走

オークファイヤー（97 牡 ミホシンザン）１３勝，ＯＲＯＣ，せきれい賞２着，せき
れい賞３着，ＯＲＯＣ３着

オンワードソフィア（91 牝 ＊スルーザドラゴン）不出走
サダムクリスタル（99 牡 ＊クリスタルグリツターズ） １９勝，岐阜金賞，ジ

ュニアクラウン，東海ゴールドＣ２着，スプリングＣ３着
ロバートバローズ（01 去勢馬 ＊ディアブロ）２勝， １勝

４代母 ＊スズ（72 IRE 栗 On Your Mark）愛１勝，アーディーＳ ２着
［子］ リブオンワード（90 牝 ＊スルーザドラゴン）３勝，尾瀬特別，クレマチス賞

オンワードユース（82 牝 フレーミングユース）３勝，豊栄特別
オンワードカペラ（84 牡 ＊ハードツービート）３勝，赤湯特別
オンワードクーパー（86 牡 ＊コントライト）２勝，桐花賞

［孫］ ウオークライ（89 牡 サルノキング）３勝， ８勝，金蹄賞２着
サンガ（01 牡 オフサイドトラップ）１５勝，スプリングＣ３着
オンワードアーリー（91 牡 ＊トレボロ）４勝，箱根Ｓ，アカシヤＳ
オンワードハヤテ（00 牡 ＊サンダーガルチ）４勝，松島特別，高湯特別
ゴールデンルート（90 牡 ＊クリスタルグリツターズ）２勝，沖の島特別

生産牧場 青森県上北郡七戸町
石田 英機

購買市場 八戸市場 ５，２５０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１８号

特 徴 流星・鼻小白・珠目上・波分・沙流上・
左前後三白・右前小白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



51 イットービコーの１２ ・黒鹿 ５／１３

＊エンパイアメーカー
黒鹿 2000

－新種牡馬－

イットービコー
鹿 1999

Unbridled
アンブライドルド

Toussaud
トゥソ－

＊フォーティナイナー

キープイットアップ

Fappiano
Gana Facil
El Gran Senor
Image of Reality
Mr. Prospector
File
モガミチャンピオン
イツトー

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（キユーピツト～ ＊マイリー） 7 e

Mr. Prospector M 3×S 4 In Reality S 4×S 5

母 イットービコー（99 鹿 ＊フォーティナイナー）１勝， ４勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
クローズユアアイズ（05 牝 鹿 サニーブライアン） ２勝
イットーオジョウ（09 牝 鹿 ウインラディウス） ２勝
ビコーズオブラヴ（10 牝 青鹿 ＊マイネルラヴ） ２勝
ケンワイルド（11 牡 鹿 ＊ワイルドラッシュ） 入着３回

２代母 キープイットアップ（94 鹿 モガミチャンピオン）出走
マイネトップレディ（03 牝 ＊ムタファーウエク）２勝，カーネーションＣ，芙蓉Ｓ ３着

３代母 イツトー（71 黒鹿 ＊ヴエンチア）７勝，高松宮杯，スワンＳ，阪神３歳Ｓ２着，マイ
ラーズＣ２着，朝日ＣｈＣ２着，etc.，優２牝，優古牝
ハギノトツプレデイ（77 牝 ＊サンシー）７勝，桜花賞，エリザベス女王杯，高松宮杯，京

都牝馬特別，宝塚記念４着，etc.，優３牝
ダイイチルビー（87牝 トウシヨウボーイ）６勝，安田記念 ，スプリンターズＳ ，京

王杯スプリングＣ ，京都牝馬特別 ，マイルＣｈＳ ２着，etc.，優古牝，優短距
ダイイチシガー（94 牝 ＊トニービン）２勝，サンスポ４歳牝馬特別 ２着，オ
ークス ３着，クイーンＣ ３着，白菊賞，忘れな草賞 ２着

ウメノアスコット（89 牝 ＊ラツキーソブリン）１勝
マイネルセレクト（99牡 ＊フォーティナイナー）７勝，ガーネットＳ ，シリウス
Ｓ ，etc.， ３勝，ＪＢＣスプリント ，東京盃 ，黒船賞 ，etc.，種牡馬

ハギノカムイオー（79 牡 ＊テスコボーイ）８勝，宝塚記念，高松宮杯，スワンＳ，京都新
聞杯，スプリングＳ，etc.，日本レコ－ド（２２００），種牡馬

カムイイットー（86 牝 ＊ラツキーソブリン）２勝，シンザン記念 ３着，初雛賞
ドリームクロス（94 牝 ＊トニービン）出走
エイムアットビップ（05 牝 ＊アグネスデジタル）２勝，ファンタジーＳ
２着，阪神ジュベナイルフィリーズ ３着，りんどう賞

４代母 ミスマルミチ（65 鹿 ＊ネヴアービート）８勝，青凾Ｓ ，五稜郭Ｓ，３歳牝馬特別，
北海Ｓ，摂津特別
［子］ ニツポーキング（73 牡 ＊プロント）１１勝，安田記念，京王杯スプリングＨ，ク

モハタ記念，セントライト記念，京王杯オータムＨ２着，etc.，種牡馬

生産牧場 北海道新冠町西泊津
山岡ファーム

購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，５６０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１８号

特 徴 曲流星鼻梁鼻白断上唇小白・珠目上・
髪中・波分・左後半白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



52 フィールドトラップの１２ ・青鹿 ５／ ８

ブラックタイド
黒鹿 2001

フィールドトラップ
栗 2001

＊サンデーサイレンス

＊ウインドインハーヘア

タマモクロス

マルサンホマレ

Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere
シービークロス
グリーンシヤトー

＊サテインゴ
イチガヤヒメ

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊シヨーケース） 16 a

5 代までにクロスなし

母 フィールドトラップ（01 栗 タマモクロス）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
ラップミュージック（06 牡 栗 ＊コロナドズクエスト） １勝
ノアフィールド（08 牝 栗 キングヘイロー） ６勝
フロンティスタ（09 牡 栗 ＊ストラヴィンスキー） １勝

２代母 マルサンホマレ（86 栗 ＊サテインゴ）５勝
マルサンミッキー（95 牝 ホスピタリテイ）３勝

ラオムフェーレ（04 牡 ＊キャプテンスティーヴ）３勝， ３勝
ミッキーダンス（96 牡 ＊ダンスホール）７勝，金鯱賞 ，朝日ＣｈＣ ，小倉記念 ，北

九州記念 ３着，九スポ杯，保津峡特別
タヤスマサル（97 牡 ＊アフリート）３勝，大津特別，石狩特別
ドゥーマイベスト（98 牡 サクラユタカオー）３勝，瓢湖特別
タカミツクイーン（99 牝 ＊ジョリーズヘイロー）出走

ピシーズクイーン（07 牝 ＊アグネスデジタル）１勝， ８勝
マイネルファーマ（03 牡 ＊フォーティナイナー）３勝，鴨川特別，早苗賞，カンナＳ ２着

３代母 イチガヤヒメ（74 栗 Macarthur Park）２勝
ヒデノエリート（79 牡 ＊ラツサール）１勝
シヨウメイサクラ（80 牝 ＊ボールドラツド）４勝

スピニングザホイル（89 牡 ＊スプレンデイドモーメント）１勝， ４勝
イカルスシチー（91 牡 ＊ロードザキヤノンズ）１勝
ワイルドダンディー（92 牡 ＊フェアジャッジメント）入着， １１勝，東国賞２着
ストロングアサヒ（94 牡 ＊フェアジャッジメント）１勝
ハープアサヒ（95 牡 ＊ハープアイル）１勝， ６勝

ハラトモヒメ（81 牝 ＊ヴアイスリーガル）１勝， ５勝
アクターシチー（91 ＊ミルフオード）２勝，指宿特別
プレミアムローズ（95 牝 ＊ミオロベルティーノ）１勝

トウホーセブン（82 牡 トウシヨウボーイ）１勝，１０勝，鳥海大賞典，さつき賞２着

生産牧場 北海道新ひだか町静内西川
坂本 春雄

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

中山厩舎－１８号

特 徴 珠目上・右前左後二白・右後小白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



53 アラデヤの１２ ・鹿 ４／ ６

＊タイキシャトル
栗 1994

＊アラデヤ
鹿 1997

Devil's Bag
デヴィルズバッグ

＊ウェルシュマフィン

Machiavellian
マキアヴェリアン

＊フェアシャーリー

Halo
Ballade
Caerleon
Muffitys
Mr. Prospector
Coup de Folie
Shirley Heights
Fairy Dancer

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Special ～ Rough Shod） 5 h

Halo S 3×M 4 Nijinsky S 4×M 4

母 ＊アラデヤ（97 GB鹿 Machiavellian）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－７（１６），地方－２（７）〕
カシマワールド（01 牡 鹿 Mtoto）１勝
カネトシアーネスト（02 牡 鹿 フジキセキ）２勝
マイネルスケルツィ（03 牡 鹿 ＊グラスワンダー）５勝，ＮｚＴ ，京都金杯 ，マイ

ラーズＣ ３着，阪神Ｃ ３着，京成杯オータムＨ ３着，etc.
エイシンイチモンジ（04 牡 鹿 マンハッタンカフェ）１勝，いちょうＳ （１６００）２着
エイシンチーター（05 牝 黒鹿 スペシャルウィーク） ５勝
ティアップゴールド（06 牡 鹿 ＊クロフネ） ４勝，ＮｚＴ ２着，長岡京Ｓ（１４００），

花見小路特別（１４００）
クーデワンダー（07 鹿 ＊グラスワンダー）１勝
リルバイリル（08 鹿 ＊ロックオブジブラルタル） ２勝
バースデイパーティ（10 牝 鹿 アドマイヤムーン） ２勝

２代母 ＊フェアシャーリー（90 IRE 黒鹿 Shirley Heights）英１勝
リリカルハーモニー（10 牝 ＊マイネルラヴ） １勝

３代母 フェアリーダンサー Fairy Dancer（84 USA鹿 Nijinsky）愛１勝，愛１０００ギニート
ライアルＳ ３着
ロスローリエン Lothlorien（93 牝 Woodman）英・仏１勝

ソフォニスバ Sofonisba（06 牝 ＊ロックオブジブラルタル）英出走
レコブ Recob（11 牡 Byron） 伊１勝，アルベルトジュービロ賞 ２着

４代母 フェアリーブリッジ Fairy Bridge（75 USA鹿 Bold Reason）愛２勝
［子］ サドラーズウェルズ Sadler's Wells（81 牡 Northern Dancer）愛・英・仏６勝，

愛２０００ギニー ，エクリプスＳ ，フィーニクスチャンピオンＳ ，愛ダ
ービートライアルＳ ，ベレスフォードＳ ，etc.，種牡馬

テイトギャラリー Tate Gallery（83 牡 Northern Dancer）愛・英２勝，愛ナショ
ナルＳ ，グラッドネスＳ ３着，種牡馬

フェアリーゴールド Fairy Gold（85 牝 Northern Dancer）愛２勝，デビュター
ントＳ ，モイグレアスタッドＳ ２着，レイルウェイＳ ２着，フィー
ニクスＳ ３着

生産牧場 北海道様似町朝日丘
富田 恭司

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

中山厩舎－ ８号

特 徴 星・鼻白・珠目二・右髪中・波分長・右後一白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



54 ヘバラーの１２ ・黒鹿 ２／１７

テレグノシス
鹿 1999

＊ヘバラー
鹿 1998

＊トニービン

メイクアウイッシュ

Fairy King
フェアリーキング

Almuhtarama
アルムフタラマ

＊カンパラ
Severn Bridge

＊ノーザンテースト
＊メツシーナ
Northern Dancer
Fairy Bridge
Rainbow Quest
Bold Lady

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Damasi ～ Sanaa） 14

Northern Dancer M 3×S 4 Lady Angela S 5×M 5 Bold Ruler S 5×M 5

母 ＊ヘバラー（98 GB鹿 Fairy King）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（１１）〕
オタルノヒト（03 牝 青鹿 バブルガムフェロー） ２勝
コスモスプライト（06 牡 栗 フジキセキ）１勝
コパノワイルド（07 牡 鹿 ＊ワイルドラッシュ） ９勝
サウンドグランデ（11 牡 栗 キングヘイロー） 出走

２代母 アルムフタラマAlmuhtarama（89 IRE 栗 Rainbow Quest）英１勝
マンホワMan Howa（94 牡 Lycius）首・沙・英７勝，サンディレインＨ ２着，ジェベ

ルアリマイル３着，ナショナルデイカップ３着

３代母 ボールドレイディ Bold Lady（74 FR 栗 ＊ボールドラツド）仏３勝，ラロシェット
賞 ２着，セーヌ賞 ２着，オトンヌ賞 ３着，ヘロド賞 ３着
ペイパ－ム－ン Papermoon（81 牝 Troy）仏１勝，ベルフィーユ賞 ，ストラスブール賞

３着
モントゼーMondsee（90 牝 Caerleon）仏１勝
アレオリーヴ Allez Olive（98 Spectrum）独・仏・白１１勝，ヴィコンテッスヴ
ィジェ賞 ２着，バルブヴィル賞 ２着，グラディアトゥール賞 ３着，タ
ンティエーム賞 ，アルプマリティーム県議会大賞 ２着，etc.

ヘロービル Hello Bill（82 牡 ＊ベリフア）米・仏２勝，クリテリヨムドサンクルー ２着
ラヴェンダ－ミスト Lavender Mist（83 牝 Troy）英・独２勝，バリーマコールスタッドＳ

スティ－マ－ダック Steamer Duck（88 牡 Bering）伊・豪・独・仏２勝，伊グランク
リテリウム ，種牡馬

＊ローラローラ（85 牝 Saint Cyrien）仏１勝，セーヌ賞 ３着
サクラファビユラス Sakura Fabulous（90 牝 Fabulous Dancer）仏入着５回

＊サビアーレ（00 牝 Capote）１勝，菜の花賞 ２着
サクラローレル（91 牡 Rainbow Quest）９勝，有馬記念 ，天皇賞（春） ，オールカ

マー ，中山記念 ，天皇賞（秋） ３着，etc.，年代表，優古牡，種牡馬
＊ジョリーザザ（91 牝 Alzao）仏４勝，オクシタニー賞

タイムパラドックス（98 牡 ＊ブライアンズタイム）１０勝，ジャパンＣダート ，etc.，
６勝，ＪＢＣクラシック （２回），帝王賞 ，川崎記念 ，etc.，

ＮＡＲ特別表彰馬，種牡馬

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 ３，２５５，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ８号

特 徴 流星鼻梁小白・珠目正・右髪中・
左後長白・右後細長白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



55 セイカホールの１２ ・黒鹿 ４／ ７

ジョウテンブレーヴ
鹿 1997

セイカホール
鹿 2001

＊ダンシングブレーヴ

タクノギャル

＊カーネギー

＊サンデーズシス

Lyphard
Navajo Princess

＊ロイヤルスキー
タクノチドリ
Sadler's Wells
Detroit
Halo
Wishing Well

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Belle Mere ～ Cinna） 3 e

Northern Dancer S 4×M 4

母 セイカホール（01 鹿 ＊カーネギー）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－５（１１）〕
セイカコンモート（06 牡 鹿 ＊キッケンクリス） ３勝
キングバスケット（07 牡 鹿 ＊デザートキング） ２勝
ナラセジンダイコ（08 牡 栗 ＊キャプテンスティーヴ） ４勝，ゴールドウィン

グ賞（１６００）３着
カノヤノゾミ（09 牡 鹿 ＊ケイムホーム） １勝
ビービーグリフォン（10 牡 栗 ＊フォーティナイナーズサン） １勝
ゾナパラ（11 牝 鹿 ＊ホワイトマズル） 出走

２代母 ＊サンデーズシス（90 USA青鹿 Halo）米１勝
セイカカロブ（95 牝 Sadler's Wells）５勝，桃山特別
セイカジーベック（04 牡 ＊ムタファーウエク）１勝，米沢特別， １勝
セイカプレスト（06 牡 ＊イーグルカフェ） ４勝，札幌日経ＯＰ ，ＳＴＶ賞，丹頂

Ｓ ３着
セイカフォルトゥナ（09牝 ＊サウスヴィグラス） ４勝，瀬波温泉特別，飯坂温泉特別

セイカフォルテ（08 牡 タイムパラドックス） ４勝，両津湾特別

３代母 ウィッシングウェルWishing Well（75 USA鹿 Understanding）米１２勝，ゲイムリー
Ｈ ，ウィルシャーＨ ，ビヴァリーヒルズＨ ２着，ラモナＨ ３着，ゲイムリーＨ
３着，etc.

＊サンデーサイレンス（86牡 Halo）米９勝，ケンタッキーダービー ，プリークネスＳ ，Ｂ
Ｃクラシック ，スーパーダービー ，サンタアニタダービー ，etc.，年代表，種牡馬

＊ペニーアップ（91 牝 Halo）不出走
サンデーブレーヴ（99 牝 ＊ダンシングブレーヴ）入着
トーセンクラウン（04 牡 ＊オペラハウス）６勝，中山記念 ，日経賞 ３
着，福島記念 ３着，スピカＳ，ニューイヤーＳ ３着，etc.

＊マイライフスタイル（92 牝 Halo）１勝
ユアライフスタイル（99 牝 ＊ティンバーカントリー）３勝
ネオヴァンクル（09 牡 ＊フレンチデピュティ） ２勝，ききょうＳ

ライフスプリング（02 牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝
ココロチラリ（09 牝 エアジハード）１勝，スイートピーＳ ２着

生産牧場 北海道浦河町上杵臼
丸幸小林牧場

購買市場 北海道サマーセール ２，１００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ８号

特 徴 珠目二・沙流上

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



56 マイネナデシコの１２ ・栗 ４／ ２

＊シニスターミニスター
鹿 2003

マイネナデシコ
鹿 2004

Old Trieste
オールドトリエステ

Sweet Minister
スイートミニスター

サツカーボーイ

＊チェロキーステージ

A.P. Indy
Lovlier Linda
The Prime Minister
Sweet Blue

＊デイクタス
ダイナサツシユ
Cherokee Colony
Middle Stage

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Thorn Apple ～ Last Straw） 23 b

5 代までにクロスなし

母 マイネナデシコ（04 鹿 サツカーボーイ）２勝
初仔

２代母 ＊チェロキーステージ（94 USA鹿 Cherokee Colony）不出走
フルーツガーデン（10 牝 ＊ケイムホーム） １勝

３代母 ミドルステイジMiddle Stage（79 USA黒鹿 Stage Door Johnny）米２勝，アシーニ
アＨ ，テンプティドＳ ３着，ラプレヴォワイヤントＨ ３着，レアパフュームＳ
２着，サーチングＳ ３着

ミドルプロスペクトMiddle Prospect（88 牝 Mr. Prospector）不出走
ルックハニー Look Honey（00 牡 Sadler's Wells）仏３勝，ウジェーヌアダム賞 ，パ

リ大賞 ３着，ラクープ ３着，シュレーヌ賞 ２着，種牡馬

４代母 パトラン Patelin（68 USA青 Cornish Prince）米５勝，セリマＳ，スカイラヴィルＳ，ア
ルシバイアディズＳ，メイトロンＳ２着，スピナウェイＳ２着，アディロンダックＳ３着
［孫］ エイフェノメノン A Phenomenon（80 牡 Tentam）米６勝，ヴォスバーグＳ ，

ジェロームＨ ，ジムダンディＳ ，メトロポリタンＨ ２着，トムフー
ルＳ ２着，ジャマイカＨ ２着，カーターＨ ３着

クラスプレイ Class Play（81 牝 Stage Door Johnny）米５勝，ＣＣＡオークス ，
アラバマＳ ３着，プロヴィデンシアＳ

ピラスター Pillaster（83 牡 Riverman）米４勝，レムゼンＳ ，ラトガーズＨ ，
ピルグリムＳ ，マンノウォーＳ ３着，サラナクＳ ３着，種牡馬

＊シアトルミーティア（86 牝 Seattle Slew）米３勝，スピナウェイＳ ，アスト
リアＳ ，メイトロンＳ ２着，ボニーミスＳ ２着，アルシバイアディ
ズＳ ３着，ヒアカムズザブライドＳ ２着

ロアノーク Roanoke（87 牡 Pleasant Colony）米５勝，カリフォルニアンＳ ，
ヤングアメリカＳ ，レムゼンＳ ２着，サンディエゴＨ ２着，アソー
ルトＨ ３着，種牡馬

［曾孫］ プレザントステイジ Pleasant Stage（89 牝 Pleasant Colony）米２勝，ＢＣジュ
ヴェナイルフィリーズ ，オークリーフＳ ，エイコーンＳ ２着，ケン
タッキーオークス ２着，ＣＣＡオークス ３着

生産牧場 北海道浦河町絵笛
谷口牧場

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

中山厩舎－ ８号

特 徴 額刺毛・珠目上・髪中・左後一白・
右後細長白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



57 テンノフェアリーの１２ ・黒鹿 ５／１４

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

テンノフェアリー
青鹿 2000

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

フジキセキ

＊スターショウ

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Fappiano
Meteor Dancer

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Solar Display ～ Dark Display） 4 j

Mr. Prospector S 3×M 4 Nearctic S 5×M 5

母 テンノフェアリー（00 青鹿 フジキセキ）入着２回， ２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
マルタノホシ（07 牡 黒鹿 フサイチコンコルド）入着， ４勝
ジャングルスター（09 牡 鹿 ジャングルポケット） ４勝
バルツィーニ（11 牝 黒鹿 ＊チーフベアハート） 出走

２代母 ＊スターショウ（88 USA鹿 Fappiano）不出走
タンティモール（04 牝 バブルガムフェロー）３勝

３代母 ミーティアダンサーMeteor Dancer（74 USA鹿 Northern Dancer）米２勝，ファン
タジーＳ ３着
ダンストゥザミントDance to the Mint（85 牝 Key to the Mint）米入着２回

ジアンフォーギヴン The Unforgiven（94 牝 ＊ホークスター）米７勝，オールアロン
グＳ ２着，ペンナショナルディスタフＨ ，カラセルＳ ２着，ヴァージニ
アマイルＳ ２着

４代母 ソロミーティア Solometeor（65 CAN鹿 Victoria Park）米４勝
［孫］ トラロス Tralos（85 牡 Roberto）米・英・仏５勝，カンバーランドロッジＳ ，

ジョッキークラブＳ ３着，セプテンバーＳ ３着，レイカルヴォダフ
ォンＳ ，種牡馬

ポレミック Polemic（88 牝 Roberto）愛・米・仏４勝，カリフォルニアジョッ
キークラブＨ ，サンタラリ賞 ２着，アランベール賞 ２着，ラモナＨ
３着，オペラ賞 ３着，etc.

ポテンシエイト Potentiate（80 牡 Foolish Pleasure）米４勝，ドゥワイアＳ ２
着，コリンＳ ２着，種牡馬

ザフェーラ Zaffera（90 牝 Alleged）米・英・伊・仏５勝，伊オークス ３着，
バッジオ賞

［曾孫］ オブザーヴァトリー Observatory（97 牡 Distant View）英・仏６勝，クイーン
エリザベス二世Ｓ ，イスパーン賞 ，ジャージーＳ ，レノックスＳ ，
セレブレイションマイル ２着，etc.，種牡馬

ハイプレイズ High Praise（00 牝 Quest For Fame）英・仏３勝，マルレ賞 ，レ
ゼルヴォワール賞 ，オマール賞 ３着

生産牧場 北海道日高町豊郷
石原牧場

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

中山厩舎－ ８号

特 徴 星・珠目上・髪中・波分長

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



58 バヒラーの１２ ・黒鹿 ３／２８

ディープスカイ
栗 2005

＊バヒラー
黒鹿 1998

アグネスタキオン

＊アビ

Ashkalani
アシュカラニ

Top of The League
トップオヴザリーグ

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

＊ソヴィエトスター
Ashtarka
High Top
Home And Away

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ Agar's Plough） 10 c

Northern Dancer S 5×M 5

母 ＊バヒラー（98 GB黒鹿 Ashkalani）英１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－３（５），地方－１（２）〕
セクスタンズ Sextans（04 GB牝 鹿 Polish Precedent）希１勝
ジェデイム Jeddeym（05 GB 鹿 Hernando）希３勝
ヘディングトゥファーストHeading To First（07 GB 鹿 Sulamani） 英１勝
コスモリゾルヴ（08 牡 栗 Dubai Destination）１勝
カワキタミラクル（10 牡 黒鹿 ＊ルールオブロー） ２勝
カワキタグロワール（11 牡 栗 ゴールドアリュール） 出走

２代母 トップオヴザリーグ Top of The League（82 IRE 黒鹿 High Top）英１勝
＊チェサプラナ（89 牝 Niniski）米・独・仏３勝，メルクフィンク銀行賞 ２着，独１０００ギニー

２着，独セントレジャー ２着，ノイス牝馬賞 ２着，フロール賞 ２着，アラルポ
カル ３着，ハンザ賞 ３着，ネレイーデレネン ，ヴィンターケーニギン賞 ３着

＊ヴィエールソンリ（98 牝 Cryptoclearance）米・仏１勝
ロジメジャー（09 牡 ダイワメジャー） １勝，スプリングＳ ３着

＊アルカセット（00 牡 Kingmambo）英・仏５勝，サンクルー大賞 ，ジョッキークラブ
Ｓ ，コロネイションＣ ２着，フォワ賞 ２着，セプテンバーＳ ２着，グッ
ドウッドグローリアスＳ ，１勝，ジャパンＣ ，日本レコード（２４００），種牡馬

サンセバスチャン San Sebastian（94 Niniski）愛・英・新・仏８勝，カドラン賞 ，ロ
イヤルオーク賞 ２着，カドラン賞 ２着，カドラン賞 ３着（２回），etc.，新・仏
・障害３勝

ヌーシュケイ Noushkey（96 牝 Polish Precedent）英２勝，ランカシャーオークス ，英オ
ークス ２着，リングフィールドオークストライアルＳ ３着
アナーミルAnaamil（02 牝 Darshaan）英１勝

サージハー Sajjhaa（07 牝 ＊キングズベスト） 首・英・伊・香８勝，ジェベルハ
ッタ ，ドバイデューティフリー ，ケイプヴァーディＳ ，バランシーンＳ
，セルジオクマニ賞 ，ミドルトンＳ ２着（２回），リリックＳ ，ディック
ハーンフィリーズＳ ，ギリーズフィリーズＳ ２着，ローズマリーＳ ２着

３代母 ホームアンドアウェイHome And Away（77 IRE 栗 Home Guard）不出走
グッドリターン Good Return（86 牡 Chief Singer）愛・伊９勝，ピサ賞 ３着，ネアルコ

賞 ，エスターテ賞 ，シニョリノ賞 ２着

生産牧場 北海道新ひだか町三石本桐
木田牧場

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

中山厩舎－ ８号

特 徴 流星・鼻白・珠目上・髪中・波分長・
浪門・初地・左沙流上・四白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



59 ウィギングの１２ 牡・青鹿 ３／１６

＊キンシャサノキセキ
鹿 2003

－新種牡馬－

＊ウィギング
鹿 1995

フジキセキ

＊ケルトシャーン

＊ウォーニング

Pushy
プッシー

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Pleasant Colony
Featherhill
Known Fact
Slightly Dangerous
Sharpen Up
Mrs Moss

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Mrs Moss ～ Gamble in Gold） 14 b

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

母 ＊ウィギング（95 GB鹿 ＊ウォーニング）英１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－２（２），地方－１（３）〕
ウォーブレックWarbreck（01 GB 栗 Selkirk）英１勝
マコーリーMacaulay（02 IRE 牡 栗 Zafonic）英１勝
アドバンスピール（05 牡 青鹿 Singspiel）１勝， ３勝

２代母 プッシー Pushy（78 GB栗 Sharpen Up）英４勝，クイーンメアリーＳ ，コーンウ
ォリスＳ ，チヴァリーパークＳ ３着，モールコームＳ ３着
プッシュオフ Pushoff（84 牝 Sauce Boat）英１勝

スリリングデイ Thrilling Day（93 牝 ＊グルームダンサー）愛・米・英６勝，ジェニ
ーワイリーＳ ，ネルグウィンＳ ，シュプリームＳ ３着，オークトリーＳ
，ドンカスターセイルズＳ ，etc.

ブルーブック Bluebook（85 牝 Secretariat）英・仏４勝，フレッドダーリングＳ ，セー
ネオワーズ賞 ，プリンセスマーガレットＳ

マイセルフMyself（92 牝 Nashwan）英・仏２勝，ネルグウィンＳ ，パレロワイヤル賞
２着，クイーンメアリーＳ ２着，シュプリームＳ ３着，チェリーヒントンＳ
３着，etc.

ガイス Ghayth（98 牡 Sadler's Wells）首・沙・英１勝，英シャンペインＳ ３着
ファースト First（98 牝 Highest Honor）仏２勝，セレス賞 ，カロンヌ賞 ３着

パーフェクトストライド Perfect Stride（05 牡 Oasis Dream） 首・馬・英４勝，ス
トレンソールＳ ３着，セレクトＳ ３着，ウルファートンＨ ，パラダイス
Ｓ ，ファウンデイションＳ ２着

アマングイークアルズ Among Equals（09 牡 Oasis Dream） 首・愛１勝，ミンスト
レルＳ ３着

オーヴァルオフィスOval Office（99 牝 Pursuit of Love）英２勝
グラスオフィス Glass Office（10 牡 Verglas） 首・英３勝，サイレニアＳ ，サン

ディレインＳ ２着

３代母 ミセズモスMrs Moss（69 GB栗 Reform）英１勝
ジュピターアイランド Jupiter Island（79 牡 St. Paddy）米・英・仏１３勝，ハードウィック

Ｓ ，コンセイユドパリ賞 ，セントサイモンＳ （２回），etc.，１勝，ジャパンＣ
，日本レコ－ド（２４００），種牡馬

生産牧場 北海道新ひだか町三石豊岡
水丸牧場

購買市場 八戸市場 ６，９３０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１２号

特 徴 流星鼻梁白鼻大白・下唇大白・珠目上・
髪中・波分長・左前一白・右前小白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



60 シンコウイマージンの１２ 牡・栗 ４／ ６

アジュディミツオー
鹿 2001

＊シンコウイマージン
栗 1997

＊アジュディケーティング

オリミツキネン

Dixieland Band
ディクシーランドバンド

Vivid Imagination
ヴィヴィッドイマジネイション

Danzig
Resolver

＊ジヤツジアンジエルーチ
ウサロマン
Northern Dancer
Mississippi Mud
Raise a Man
Imagining

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Sleet ～ Snow Maiden） 7

Northern Dancer M 3×S 4×M 5 Delta Judge M 4×M 5 Native Dancer M 5×M 5

母 ＊シンコウイマージン（97 USA栗 Dixieland Band）入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（９），地方－２（２３）〕
ランフォザバローズ（02 去勢馬 栗 ＊ブライアンズタイム）入着２回， １３勝
ニコラスバローズ（04 栗 アグネスタキオン） １０勝
フミノイマージン（06 牝 鹿 マンハッタンカフェ）８勝，札幌記念 ，愛知杯 ，マ

ーメイドＳ ，福島牝馬Ｓ ，阪神牝馬Ｓ ３着，etc.
リーサムキッド（07 牡 鹿 キングカメハメハ）１勝
レーヴイマージン（10 牝 栗 マイネルセレクト）入着３回， 入着４回

２代母 ヴィヴィッドイマジネイション Vivid Imagination（89 USA栗 Raise a Man）米４
勝，ゴールデンロッドＳ ，マーサワシントンＳ ，マグノリアＳ ３着，ポカホンタ
スＳ ３着，コットンウッドＳ ３着
ワンダーストームWander Storm（94 牝 Storm Bird）米出走

ワンダーマムWander Mom（98 牝 Maria's Mon）米８勝，マイチャーマーＨ ，レイ
クプラシドＨ ２着，ガーデンシティＨ ３着，ドラローズＨ ３着，マイチ
ャーマーＨ ３着，etc.
ライフレッスン Life Lesson（05 牝 Unbridled's Song）米・加４勝，クラシーブ
リーフケイスＳ ３着，レイディズターフスプリントＳ ３着

マインワンダーMinewander（05 牝 Mineshaft） 米５勝，アーリントンワシントン
ラッシーＳ ３着，マーケトルＳ ２着

ブライトイメジBright Image（95 牝 Summer Squall）米出走
ミスターホワイトストーンMr. Whitestone（00 Dance Brightly）米１０勝，グレイヴ

ゼンドＨ ２着，アケダクトＨ ３着，フージャージュヴェナイルＳ ２着，
ポーモノクＨ ３着

レイディシルヴァーロッド Lady Silverrod（02 牝 Marquetry）米４勝
ロッズファイヴスター Rod's Five Star（08 Five Star Day） 米７勝，ヴァリ
ーフォージュＳ ，ベンセイラムＳ ２着（２回），ドナルドレヴァインメ
モリアルＨ ３着

３代母 イマジニング Imagining（83 USA鹿 Northfields）米２勝
セリーナズソング Serena's Song（92 牝 Rahy）米１８勝，ハスケル招待Ｈ ，マザーグース

Ｓ ，ベルダムＳ ，ハリウッドスターレットＳ ，サンタマリアＨ ，etc.

生産牧場 北海道新ひだか町静内田原
聖心台牧場

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

中山厩舎－１２号

特 徴 環流星・珠目二・波分・初地左一右二・
右後双門・右沙流上・左前小白・右二細長白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



61 パッションメイトの１２ 牡・栗 ３／１０

＊グラスワンダー
栗 1995

パッションメイト
鹿 2006

Silver Hawk
シルヴァーホーク

Ameriflora
アメリフローラ

アグネスタキオン

＊ゴールデンフォーチューン

Roberto
Gris Vitesse
Danzig
Graceful Touch

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ
Wild Again
Allouette

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Lespedeza ～ Frizette） 13 c

Hail to Reason S 4×M 5 Nearctic S 5×M 5

母 パッションメイト（06 鹿 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：２〕
コンゴウセキ（10 牡 青 ＊ストーミングホーム） 入着
シゲルトカチ（11 青鹿 ＊マイネルラヴ） 出走

２代母 ＊ゴールデンフォーチューン（94 USA黒鹿 Wild Again）米２勝
ウイントゥヘヴン（08 ＊ストラヴィンスキー） １０勝

３代母 アル－エットAllouette（80 USA鹿 Proud Birdie）米３勝
ナナール Nannerl（87 牝 Valid Appeal）米１０勝，ディスタフＨ ，ベッドオーロージズＨ

，ヴェイグランシーＨ ，シャーリージョーンズＨ ，ラフィアンＨ ３着，etc.
マジカルミステリーキャットMagicalmysterycat（97 牝 Storm Cat）米６勝，スカイ

ラヴィルＳ ，ランダルースＳ ，ラトロワンヌＳ ２着，ヴァリーストリー
ムＳ ，シンデレラＳ ，etc.
エイピーマジック A. P. Magic（04 牡 A.P. Indy）米３勝，トロピカルターフＨ

３着，フォートローダデイルＳ ３着，種牡馬
＊ツムジカゼ（00 牡 Storm Cat）６勝，シリウスＳ ２着，納屋橋Ｓ，オホーツクＨ，仁

川Ｓ ２着，ギャラクシーＳ ２着，etc.， １勝
バーミラ Burmilla（03 牝 Storm Cat）米４勝，オノラブルミスＨ

フューチョイスワーズ Few Choice Words（91 牝 Valid Appeal）米３勝
ミスジーンキャットMiss Jeanne Cat（99 牝 ＊タバスコキャット）米２勝，タイムト

ゥリーヴＳ
ウェルセッドWell Said（03 牡 Aptitude）米３勝，マインシャフトＨ ３着
サイレントヴァラー Silent Valor（06 牡 Lion Heart）米２勝，サプリングＳ ，種牡馬

エトゥーフェ Etoufee（99 牝 ＊タバスコキャット）米１勝
＊アースリヴィング（06 牝 Yonaguska）首入着２回，ＵＡＥ１０００ギニー ２着，ＵＡ

Ｅオークス ２着，３勝，河口湖特別， 入着，兵庫ジュニアＧＰ ２着

４代母 マダムディフアージMadame Defage（67 USA芦 Bayou Bourg）米１１勝
［子］ ＊フアクトフアインダー（79 牝 Staff Writer）米１０勝，メイトリアークＳ ，サン

タバーバラＨ ，サンゴルゴニオＨ ，カリフォルニアジョッキークラ
ブＨ ，イエルバブエナＨ ，etc.

生産牧場 北海道日高町賀張
出口牧場

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

中山厩舎－１２号

特 徴 流星鼻梁小白断鼻白断上唇小白・珠目正・
右芭蕉上・右骨正・右後双門・沙流上・右前一白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



62 サニーハシレの１２ 牡・鹿 ４／２５

＊チーフベアハート
栗 1993

サニーハシレ
鹿 2000

Chief's Crown
チーフズクラウン

Amelia Bearhart
アミーリアベアハート

サニーブライアン

ツキハシレ

Danzig
Six Crowns
Bold Hour
Myrtlewood Lass

＊ブライアンズタイム
サニースイフト
ワカオライデン
クラウンドベンテン

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊ジネヴラ） 3 d

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

母 サニーハシレ（00 鹿 サニーブライアン）入着， ５勝，サラ・クイーンＣ（１６００），
サラ・プリンセス特別（１４００）３着

〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
セイユウチェイサー（08 牡 栗 ＊オペラハウス） ５勝
ミネサランサジャ（10 牝 鹿 アドマイヤドン） ２勝，知床賞（１４００），プリン

セスＣ（１４００）３着

２代母 ツキハシレ（90 栗 ワカオライデン）１１勝，ゴールド争覇，東海ＣｈＳ，東海クィ
ーンＣ，岐阜王冠賞２着，くろゆり賞２着

３代母 クラウンドベンテン（85 鹿 ＊クラウンドプリンス） ３勝

４代母 グランドプリマ（78 鹿 ＊コントライト）２勝
［子］ ツキノマイヒメ（91 牝 ワカオライデン） １２勝，サラブレッドＣｈＣ，岐

阜王冠賞，岐阜金賞，新緑賞２着，ゴールドジュニア２着，etc.
［孫］ マジックリボン（93 牝 ＊マークオブディスティンクション）３勝，

９勝，全日本サラブレッドＣ ，ＴＣＫ女王盃 ２着，クイーン賞 ２着，
マリーンＣ ２着，名古屋記念，etc.

アメージングレイス（91 牡 ワカオライデン）３勝， ８勝，オ
グリキャップ記念 ３着，全日本サラブレッドＣ ３着，佐賀記念 ３
着，名古屋記念，くろゆり賞，etc.

サクセスキャップ（90 牡 ミユゲロワイヤル） ２勝，いで湯賞
コスモテナシャス（01 牡 タヤスツヨシ）５勝，東雲賞，日高特別，巴賞 ３着，
白富士Ｓ ３着

［曾孫］ ショウリュウ（07 ＊バゴ） ３勝，ハイセイコー記念
リョウウン（08 牡 ＊バゴ） ３勝，ハイセイコー記念２着
トウゲンキョウ（99 牡 ワカオライデン） ７勝，若葉賞２着
ユーワダイナマイト（01 牡 ワカオライデン） １勝，九州ジュニアＧＰ３着

５代母 ＊ジネヴラ（69 GB鹿 Shantung）英・仏４勝，英オークス，リングフィールドオーク
ストライアルＳ，英セントレジャー３着，ヨークシャーオークス３着，チェリーヒン
トンＳ３着

生産牧場 北海道安平町早来富岡
吉田牧場

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

中山厩舎－ ５号

特 徴 星・珠目上・右髪中・右初地

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



63 プルームリジェールの１２ 牡・鹿 ２／１８

ハーツクライ
鹿 2001

プルームリジェール
鹿 2005

＊サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

Diesis
ダイイシス

＊オンブルリジェール

Halo
Wishing Well

＊トニービン
＊ビユーパーダンス
Sharpen Up
Doubly Sure
Double Bed
Flawlessly

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Lusignan ～ Saperlipopette） 7 e

Northern Dancer S 5×M 5

母 プルームリジェール（05 鹿 Diesis）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊オンブルリジェール（99 IRE 黒鹿 Double Bed）米・仏２勝，ペネロープ賞
ジェルミナル（06 牝 アグネスタキオン）３勝，フェアリーＳ ，オークス ３着，

桜花賞 ３着，黄菊賞

３代母 フローレスリー Flawlessly（91 FR 鹿 Rainbow Quest）仏入着２回
フローリー Flawly（97 牝 ＊オールドヴィック）米・仏２勝，ガーデンシティＨ ２着，

ロワイヨモン賞 ２着，ミネルヴ賞 ３着
ベストネイム Best Name（03 ＊キングズベスト） 首・愛・米・仏２勝，プラン

スドランジュ賞 ，仏ダービー ２着，コンデ賞 ２着，フランソワマテ賞
フェブルアリーサン February Sun（08 牝 Monsun） 独・仏３勝，バーデンメルツ

ェデスベンツ牝馬賞
クイーンズボールQueen's Ball（00 牝 King's Theatre）仏入着７回

ボールプリンス Ball Prince（07 牡 Slickly） 仏４勝，ジャツクドブレモン賞 ２着，
モーントルトゥー賞 ２着，ラヌラグ賞 ２着

セイヴミーザウォルツ Save Me the Waltz（01 牝 Halling）仏１勝
デルバータ Dealbata（08 牝 Dubawi） 米・仏４勝，ノーブルダムゼルＳ ２着，モ

ヒガンスカイＳ ，ソリテュッド賞
ナモーナNamona（02 牝 Halling）仏１勝

トゥーナイスネイム Too Nice Name（07 Kingsalsa） 首・華・仏２勝，ジェベル
賞 ２着，モンテニカ賞 ，サラカ賞 ３着

ヴェリーナイスネイム Very Nice Name（09 牡 Whipper） 首・華・仏６勝，ドバイ
シーマクラシック ３着

デイトウィズデステニー Date With Destiny（08 牝 George Washington）英１勝，リングフ
ィールドオークストライアルＳ ３着

４代母 ポーヴレッス Pauvresse（78 FR 鹿 Home Guard）不出走
［子］ ヴィディオロック Video Rock（84 牡 ＊ノーリユート）仏４勝，ニエル賞 ２

着，ラクープ ２着，リス賞 ３着，テュレンヌ賞 ，ニンバス賞 ，トル
ーヴィル市賞 ２着，モーリスカヨー賞 ２着，種牡馬

生産牧場 北海道様似町田代
猿倉牧場

購買市場 北海道サマーセール １０，５００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ５号

特 徴 珠目上・吭搦左・波分・初地左二右一・
沙流上

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



64 セイクリッドフレイムの１２ ・栗 ４／１０

アドマイヤムーン
鹿 2003

＊セイクリッドフレイム
鹿 2005

＊エンドスウィープ

マイケイティーズ

Rahy
ラヒー

Ashraakat
アシュラーカト

＊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
Blushing Groom
Glorious Song
Danzig
Elle Seule

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Fall Aspen ～ Portage） 4 m

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

母 ＊セイクリッドフレイム（05 USA鹿 Rahy）英出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ケイアイレーヴェ（10 牡 青鹿 ＊シンボリクリスエス） ２勝

２代母 アシュラーカト Ashraakat（95 USA鹿 Danzig）英・仏３勝，ネルグウィンＳ ２
着，セプターＳ ，シャーロットフィリーズＳ ，オークトリーＳ ２着
エルデセシー El Dececy（04 牡 Seeking the Gold） 英１２勝

３代母 エルスール Elle Seule（83 USA栗 Exclusive Native）米・仏３勝，アスタルテ賞 ，
オペラ賞 ２着，ボワ賞 ２着，ロワイヨモン賞 ３着，テュイルリー賞
オンリースールOnly Seule（88 牝 Lyphard）仏１勝

オキュパンディスト Occupandiste（93 牝 Kaldoun）仏６勝，フォレ賞 ，モーリスド
ゲースト賞 ，ポルトマイヨ賞 ，レゼルヴォワール賞 ，カジミールデラマ
ール賞 ２着，etc.
アンプレショナント Impressionnante（03 牝 ＊デインヒル）仏３勝，サンドリン
ガム賞 ，仏１０００ギニー ２着，アスタルテ賞 ２着

オンリーアンサー Only Answer（04 牝 Green Desert）米・仏５勝，サンジョル
ジュ賞 ，プティクヴェール賞 ，リゾランジ賞 ３着，セルクル賞 ，コ
ールドシャッス賞 ２着，etc.

モンディアリストMondialiste（10 牡 Galileo） 仏入着４回，ジャンプラ賞 ３着
メフサーフMehthaaf（91 牝 Nureyev）愛・英・仏４勝，愛１０００ギニー ，セレブレイシ

ョンマイル ，ネルグウィンＳ ，ジャックルマロワ賞 ３着，コロネイションＳ
３着，etc.

ナージャ Najah（98 牝 Nashwan）愛・英・伊２勝，リディアテシオ賞 ，デリンズ
タウンスタッド１０００ギニーＴＲ ２着

タナグム Tanaghum（00 牝 Darshaan）英１勝，ハーヴェストＳ ２着
タクティク Tactic（06 Sadler's Wells） 愛・英・豪３勝，カラＣ ，バーレ
イントロフィ ２着，グランドカップＳ

エルナディム Elnadim（94 牡 Danzig）米・英５勝，ジュライＣ ，ダイアデムＳ ，デュ
ークオヴヨークＳ ２着，テンプルＳ ３着，英ホープフルＳ ，etc.，種牡馬

フルード Khulood（00 牝 Storm Cat）英３勝，ネルグウィンＳ ，ヨークサマーＳ ２着，
オーソーシャープＳ

生産牧場 北海道新ひだか町三石本桐
平野牧場

購買市場 北海道サマーセール ４，６２０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ８号

特 徴 小流星・珠目上・右髪中・波分・
初地・右後一白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



65 リアルターキンの１２ ・黒鹿 ４／ ３

＊エンパイアメーカー
黒鹿 2000

－新種牡馬－

リアルターキン
鹿 1999

Unbridled
アンブライドルド

Toussaud
トゥソ－

＊リアルシヤダイ

ダイナターキン

Fappiano
Gana Facil
El Gran Senor
Image of Reality
Roberto
Desert Vixen

＊ノーザンテースト
シヤダイターキン

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊フオルカー） 13 c

Northern Dancer S 4×M 4 In Reality S 4×M 4×S 5

母 リアルターキン（99 鹿 ＊リアルシヤダイ） 入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－１（１），地方－３（７）〕
サフィール（03 牝 黒鹿 トウカイテイオー） ３勝
サラマナザール（05 牡 鹿 サクラバクシンオー）１勝
ヒミノリュウオウ（06 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ）入着３回， ２勝
ヒミノキンカメ（08 牡 鹿 キングカメハメハ） ２勝
ジャパネーラ Jappanella（10 牝 鹿 ネオユニヴァース） 星１勝
センショウゴールド（11 牡 黒鹿 ステイゴールド） 出走

２代母 ダイナターキン（79 鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
クイーンズウエザー（86 牝 ＊リアルシヤダイ）出走

トキオラブリー（90 牝 ＊アレミロード） １勝
マルヨスポット（01 牡 ＊タイトスポット） ２４勝，オッズパー
クＧＰ，白銀争覇２着（２回），笠松ＧＰ３着，姫路ＣｈＣ３着

レッツゴーターキン（87 牡 ＊ターゴワイス）７勝，天皇賞（秋） ，中京記念 ，小倉大賞
典 ，小倉記念 ２着，北九州記念 ２着，中日スポ４歳Ｓ ２着，有馬記念 ４
着，福島民報杯 ，谷川岳Ｓ ，ＴＶ愛知賞 ２着，種牡馬

３代母 シヤダイターキン（66 鹿 ＊ガーサント）５勝，オークス，サンスポ四歳牝馬特別２
着，牝馬東タイ杯３着，ライラツクＳ，３歳特別
キラースポート（72 牝 ＊マリーノ）不出走

ダイナビーナス（79 牝 ＊ノーザンテースト）３勝
ブラウンビートル（87 牡 ＊スタイヴアザント）７勝，新潟記念 ，白嶺Ｓ，ウェ
ルカムＳ，立冬特別，ＢＳＮオープン ２着，etc.

リツチターキン（78 牝 ＊バウンテイアス）１勝
ニシノリッチ（89 牡 ＊テリオス） ８勝，とちぎダービー，しもつけ菊花賞２着

ジユウジターキン（80 牝 ＊ハンターコム）２勝
アイネスターキン（90 牝 ＊ビシヨツプボブ）不出走
ディアジーナ（06 牝 メジロマックイーン）４勝，フローラＳ ，クイーン
Ｃ ，フラワーＣ ２着，オークス ５着，菜の花賞

ダイナアルテミス（84 牝 ＊フアバージ）５勝，牝馬東タイ杯 ，ディセンバーＳ，花園特
別，青函Ｓ ２着，福島ＲＣ７０周年記念 ３着，etc.

生産牧場 北海道新ひだか町三石歌笛
前川 正美

購買市場 北海道サマーセール ７，０３５，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ８号

特 徴 流星鼻梁鼻白・珠目上・左芭蕉上・
左後半白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



66 タイキトライアンフの１２ ・青鹿 ２／１３

＊バゴ
黒鹿 2001

タイキトライアンフ
鹿 2005

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

＊ファルブラヴ

＊カラキーア

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie
Fairy King
Gift of the Night
Sadler's Wells
Kissagram

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Marion ～ Makada） 8 i

Northern Dancer S 4×M 4×M 4 Special S 4×M 5×M 5 Fairy BridgeM 4×M 4

母 タイキトライアンフ（05 鹿 ＊ファルブラヴ）入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊カラキーア（94 IRE 鹿 Sadler's Wells）米・英２勝，ヴァージニアＳ ２着
プレイフォーサン Pray For Sun（03 牝 ＊ファンタスティックライト）仏２勝，カラヴェ

ル賞 ２着

３代母 キサグラムKissagram（90 USA鹿 Alysheba）不出走
＊アラバンサ（93 牡 El Gran Senor）９勝，ステイヤーズＳ ２着，札幌記念 ３着，函館記

念 ３着，六甲Ｓ ，ハーベストＳ ，etc.， ８勝
＊パラソニオ（97 牡 Caerleon）２勝，積丹特別
＊エアエミネム（98 牡 ＊デインヒル）８勝，オールカマー ，神戸新聞杯 ，札幌記念 ，

函館記念 ，菊花賞 ３着，etc.，種牡馬
＊サンハリエット（99 牝 ＊デザートキング）不出走

ヒシウォーシイ（05 牡 ＊ワイルドラッシュ） ３１勝，西日本ＧＰ（２回），
オグリキャップ記念（２回），梅見月杯，etc.

４代母 ＊ダンシングゴッデス（85 USA鹿 Nijinsky）愛・英２勝，愛１０００ギニー ２着，デ
ズモンドＳ ３着，パールスプリントＳ

５代母 プロデューサー Producer（76 USA黒鹿 Nashua）愛・米・英・仏１０勝，フォレ賞 ，
オペラ賞 ，ロワイヨモン賞 ，愛オークス ２着，仏オークス ３着，etc.
［子］ バッハ Bach（97 牡 Caerleon）愛・米・英・仏・香６勝，ロイヤルホイップＳ

，ジャンプラ賞 ２着，タタソールズゴールドＣ ２着，ＢＣマイル
３着，エクリプスＳ ３着，etc.，種牡馬

［孫］ スリーピングインディアン Sleeping Indian（01 牡 Indian Ridge）米・英・仏６
勝，チャレンジＳ ，ハンガーフォードＳ ，英パークＳ ２着，チャレ
ンジＳ ２着，ドバイデューティフリーＣ ，etc.，種牡馬

エイケン Aiken（08 牡 Selkirk） 愛・英・仏６勝，シャンティー大賞 ，英Ｂ
ＣロングディスタンスＣ ２着，バックハウンドＳ

［曾孫］ グレンズダイアモンド Glen's Diamond（08 Intikhab） 首・典・愛・英５
勝，ヨークシャーＣ ，ディーＳ ，ヨークシャーＣ ２着

生産牧場 北海道新ひだか町三石本桐
タガミファーム

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

中山厩舎－１０号

特 徴 額刺毛・珠目上・波分・左前小白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



67 シャコージュノーの１２ ・鹿 ５／１５

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

シャコージュノー
鹿 1995

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊ノーザンテースト

ダイナアルテミス

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Northern Dancer
Lady Victoria

＊フアバージ
シヤダイターキン

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊フオルカー） 13 c

Nearctic M 4×S 5 Lady AngelaM 4×M 5 Native Dancer S 5×M 5

母 シャコージュノー（95 鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（５）〕
アルテミスターキン（01 牝 鹿 ＊ジョリーズヘイロー）不出走

リネンパズル（07 牝 ＊パラダイスクリーク）３勝，飛揚特別，はやぶさ賞
エーティーホーオー（02 牡 鹿 ＊クロコルージュ）３勝，三河特別（１２００），かえで賞
（１４００），フェニックス賞 （１２００）２着

エーティーショパン（06 牡 栗 ダンスインザダーク）１勝， ２勝
リネンロイヤル（09 牝 鹿 スペシャルウィーク） ３勝
ミヤコサンデー（11 牡 鹿 マーベラスサンデー） 出走

２代母 ダイナアルテミス（84 鹿 ＊フアバージ）５勝，牝馬東タイ杯 ，ディセンバーＳ，
花園特別，洞爺湖特別，青函Ｓ ２着，福島ＲＣ７０周年記念 ３着
ツキノメガミ（91 牝 ＊ノーザンテースト）１勝

カノン（00 牡 ダンスインザダーク）５勝，セイユウメモリアル
アイノメガミ（93 牝 ＊ノーザンテースト）出走

ディアブロメガミ（00 牝 ＊ディアブロ） ４勝，東海クイーンＣ
ツキアカリ（94 牝 ＊ノーザンテースト）４勝，郡上八幡特別
コリーナデルナ（96 牝 ＊ホワイトマズル）２勝， １勝

ナリタジャングル（06 牡 ジャングルポケット）３勝，呼子特別

３代母 シヤダイターキン（66 鹿 ＊ガーサント）５勝，オークス，サンスポ四歳牝馬特別２
着，牝馬東タイ杯３着，ライラツクＳ，３歳特別
ダイナターキン（79 牝 ＊ノーザンテースト）１勝

レッツゴーターキン（87 牡 ＊ターゴワイス）７勝，天皇賞（秋） ，中京記念 ，小倉
大賞典 ，小倉記念 ２着，北九州記念 ２着，中日スポ４歳Ｓ ２着，有馬
記念 ４着，福島民報杯 ，谷川岳Ｓ ，ＴＶ愛知賞 ２着，種牡馬

ジユウジターキン（80 牝 ＊ハンターコム）２勝
アイネスターキン（90 牝 ＊ビシヨツプボブ）不出走
ディアジーナ（06 牝 メジロマックイーン）４勝，フローラＳ ，クイーン
Ｃ ，フラワーＣ ２着，オークス ５着，菜の花賞

生産牧場 北海道新ひだか町三石歌笛
嶋田牧場

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

中山厩舎－１０号

特 徴 流星鼻梁刺毛・珠目上・沙流上

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



68 プライムオブユースの１２ ・黒鹿 ３／２４

タニノギムレット
鹿 1999

＊プライムオブユース
鹿 1999

＊ブライアンズタイム

タニノクリスタル

Deputy Minister
デピュティミニスタ－

Miss Ra He Ra
ミスラヒーラ

Roberto
Kelley's Day

＊クリスタルパレス
＊タニノシーバード
Vice Regent
Mint Copy
Rahy
Glimmer of Gold

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Square Generation ～ Sue Steele） 1 c

Graustark S 4×S 5

母 ＊プライムオブユース（99 USA鹿 Deputy Minister）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
サンライトムーン（08 牝 鹿 キングカメハメハ）１勝
レイディアントムーンRadiant Moon（09 牝 鹿 アドマイヤムーン） 星出走
コスモアンカー（10 牡 黒鹿 ステイゴールド）入着， 入着２回
マユノトップスター（11 牝 黒鹿 ＊アグネスデジタル） １勝

２代母 ミスラヒーラMiss Ra He Ra（91 USA鹿 Rahy）米７勝，バシュフォードマナーＳ
，ウイークエンドディライトＳ ，アブロゲイトＨ ，デビュターントＳ ２着，ラ
トロワンヌＳ ３着
ダンシングバンド Dancing Band（03 牝 Dixieland Band）米・加４勝，レイクプラシドＳ

３着，サマーフィナーレＨ ３着

３代母 グリマーオヴゴールドGlimmer of Gold（86 USA鹿 Slew o' Gold）米３勝
サマーグリマー Summer Glimmer（95 牝 Summer Squall）米２勝

セイクレドライト Sacred Light（03 Holy Bull）米１０勝，サンタカタリーナＳ ２
着，シャムＳ ３着

＊エイシンラグランジ（96 牡 Gulch）５勝，七重浜特別， 入着２回，東京盃 ２着，
北海道スプリントＣ ２着

４代母 プライムプロスペクト Prime Prospect（78 USA鹿 Mr. Prospector）米８勝，ランパ
ートＨ ２着，イヴニングアウトＳ ３着
［孫］ オーサムアゲイン Awesome Again（94 牡 Deputy Minister）米９勝，ＢＣクラ

シック ，ホイットニーＨ ，サラトガＢＣＨ ，スティーヴンフォスタ
ーＨ ，ジムダンディＳ ，etc.，種牡馬

マッチョウノMacho Uno（98 牡 Holy Bull）米６勝，ＢＣジュヴェナイル ，
グレイＳ ，マサチューセッツＨ ，ペンシルヴァニアダービー ，ホー
プフルＳ ３着，etc.，種牡馬

［曾孫］ デルタストーム Delta Storm（01 Storm Boot）米１１勝，ヴァーノンＯアンダ
ーウッドＳ ２着，エインシェントタイトルＳ ３着，ハリウッドター
フイクスプレスＨ ３着，ロバートＫカーランメモリアルＨ ，グリー
ンフラッシュＨ ２着

生産牧場 北海道日高町旭町
日高大洋牧場

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

中山厩舎－１０号

特 徴 星・珠目二・沙流上・左後一白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



69 リブレットの１２ 牡・黒鹿 ３／ ９

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

リブレット
黒鹿 2004

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊マリエンバード

＊ナミビア

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Caerleon

＊マリエンバド
Seeking the Gold
Going Ashore

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Blitey ～ Filante） 20 b

Mr. Prospector S 3×M 4

母 リブレット（04 黒鹿 ＊マリエンバード）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
マルヒロブライティ（08 牝 栗 ＊トワイニング） ３勝，ローレル賞（１６００）２着，ユ

ングフラウ賞（１４００）３着
ドヤガオ（11 牝 栗 ステイゴールド） 不出走

２代母 ＊ナミビア（97 USA栗 Seeking the Gold）不出走
キルシュワッサー（03 牝 サクラバクシンオー）４勝，中京日経賞，邁進特別，恵那特別

３代母 ゴーイングアショアGoing Ashore（89 USA鹿 ＊ポリッシュネイビー）米３勝
＊ルックトゥザシー（98 牝 Seeking the Gold）米出走

＊ウインルミエール（02 牝 Saint Ballado）１勝

４代母 ブライティ Blitey（76 USA鹿 Riva Ridge）米８勝，テストＳ ，マスケットＳ ，
ラフィアンＨ ２着，トップフライトＨ ３着，デラウェアＨ ３着，etc.
［子］ ダンシングスプリー Dancing Spree（85 牡 Nijinsky）米１０勝，ＢＣスプリント

，サバーバンＨ ，カーターＨ ，トルーノースＨ ，メトロポリタン
Ｈ ３着，etc.，種牡馬

ファーロー Furlough（94 牝 Easy Goer）米８勝，バレリーナＨ ，ディスタフ
Ｈ ，オノラブルミスＨ ，ラフィアンＨ ２着（２回），etc.

［孫］ ヘヴンリープライズ Heavenly Prize（91 牝 Seeking the Gold）米９勝，アップルブ
ラッサムＨ ，ベルダムＳ ，フリゼットＳ ，アラバマＳ ，ガゼルＨ ，etc.

ファインダーズフィー Finder's Fee（97 牝 Storm Cat）米７勝，エイコーンＳ ，
メイトロンＳ ，ギャラントブルームＨ ，シカーダＳ ，マザーグー
スＳ ３着，etc.

［曾孫］ グッドリウォード Good Reward（01 牡 Storm Cat）米５勝，ハリウッドダービ
ー ，マンハッタンＨ ，パシフィッククラシック ２着，ケンタッキー
ＣクラシックＳ ３着，メイカーズマークマイルＳ ３着，etc.，種牡馬

ダンシングフォレヴァー Dancing Forever（03 牡 Rahy）米５勝，マンハッタン
Ｈ ，エルクホーンＳ ，ガルフストリームパークターフＳ ２着，ＢＣ
ターフ ３着，種牡馬

生産牧場 北海道日高町清畠
木村牧場

購買市場 北海道サマーセール ５，４６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ５号

特 徴 珠目正・波分・後二小白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



70 ボロナイビューティの１２ 牡・栗 ３／２３

＊グラスワンダー
栗 1995

ボロナイビューティ
栗 1999

Silver Hawk
シルヴァーホーク

Ameriflora
アメリフローラ

＊ブラッシングジョン

リンネスプレンテイ

Roberto
Gris Vitesse
Danzig
Graceful Touch
Blushing Groom
La Griffe

＊ヴアイスリーガル
リンネルンド

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊チツプトツプ） 4 m

Northern Dancer S 4×M 4

母 ボロナイビューティ（99 栗 ＊ブラッシングジョン） ８勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（５）〕
ノアプレミアム（06 牡 栗 ＊ムーンバラッド）１勝
ニジイロノホシ（07 牝 栗 ＊アグネスデジタル）入着， ５勝

２代母 リンネスプレンテイ（81 栗 ＊ヴアイスリーガル）７勝，オパールＳ，豊栄特別
リンネスフローラル（90 牝 サクラシヨウリ）不出走

エイミングスター（95 牝 ＊ポリッシュネイビー） ５勝，ひまわり賞３着
リンネスモア（91 牝 ＊リヴリア）出走

ウインクプレア（02 牝 シルクジャスティス）入着， ２勝，ジュニアＧＰ
プレンティブライト（94 牝 ＊ブライアンズタイム）出走

プレンティラヴ（04 牝 ＊マイネルラヴ）３勝，青葉城特別
ヴァージンスマイル（96 牝 ＊ブライアンズタイム）不出走

シュリクン（05 牡 ＊アジュディケーティング）３勝，オホーツクＨ

３代母 リンネルンド（70 黒鹿 ＊テスコボーイ）３勝，牝馬東タイ杯，クイーンＳ２着，ク
イーンＣ２着
ヤングシチー（77 牝 アローエクスプレス）４勝，晩秋特別，隅田川特別

ヤンゲストシチー（86 牝 ＊ミルジヨージ）３勝，サファイヤＳ ２着，オークス
３着，サンスポ阪神牝馬特別 ３着，チューリップ賞

アメリカンシチー（87 牡 ＊ラツキーソブリン）６勝，仁川Ｓ ２着，タイムス杯
２着，平安Ｓ ３着，アンドロメダＳ ３着，陽春Ｓ ３着，etc.

４代母 ジーゲリン（61 鹿 ＊カバーラツプ二世）３勝，四歳中距離Ｈ
［曾孫］ ゴールドシチー（84 牡 ＊ヴアイスリーガル）３勝，阪神３歳Ｓ ，皐月賞 ２

着，菊花賞 ２着，産經大阪杯 ３着，京都大賞典 ３着，etc.，優２牡
リンカーンシチー（86 牡 ＊カジユン）３勝，クリスタルＣ ，札幌３歳Ｓ ２
着，菜の花Ｓ ，クロッカスＳ ２着

クラウンシチー（90 牡 マルゼンスキー）７勝，京王杯オータムＨ ，七夕賞
２着，京王杯オータムＨ ３着，安達太良Ｓ，府中Ｓ，etc.

プラチナシチー（89 牡 ＊ロイヤルスキー）５勝，ＣＢＣ賞 ３着，垂水Ｓ，淀
屋橋Ｓ，オパールＳ ２着

生産牧場 北海道新ひだか町静内川合
見上牧場

購買市場 北海道サマーセール ７，１４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ５号

特 徴 流星・珠目上・吭搦・波分長・
右後双門・左沙流上

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



71 ケイアイリードの１２ 牡・青鹿 ２／２４

カネヒキリ
栗 2002

－新種牡馬－

ケイアイリード
鹿 2005

フジキセキ

＊ライフアウトゼア

＊フォーティナイナー

＊ポリッシュデイム

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Deputy Minister
Silver Valley
Mr. Prospector
File
Danzig
Damearco

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Legato ～ Vagrancy） 13 c

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

母 ケイアイリード（05 鹿 ＊フォーティナイナー）不出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ヤマノミラクル（11 牡 栗 カンパニー） ２勝

２代母 ＊ポリッシュデイム（92 USA鹿 Danzig）米出走
テイエムカミガカリ（02 牡 スペシャルウィーク）３勝

３代母 デイムアルコーDamearco（82 USA栗 Damascus）米３勝
ディナンド Dinand（90 牡 ＊ファーディナンド）米３勝，ラザロＳバレラＨ ３着
ノーストゥサウスNorth to South（96 牝 Northern Flagship）米３勝

ユアマニーズノーグッド Yourmoneysnogood（03 Exchange Rate）米８勝，ガスフ
ォナーＳ ３着

４代母 タラート Tallahto（70 USA鹿 Nantallah）米１２勝，ヴァニティＨ ，サンタバーバ
ラＨ ，オークトリー招待Ｓ ，カールトンＦバークＨ ，サンタイネスＳ ，etc.
［子］ プリンストルー Prince True（81 牡 Majestic Light）米６勝，サンフアンカピス

トラーノＨ ，サンルイスレイＳ ，シネマＨ ，スワップスＳ ２着，
サンタアニタダービー ３着，etc.，種牡馬

ヒドンライト Hidden Light（83 牝 Majestic Light）米６勝，ハリウッドオーク
ス ，サンタアニタオークス ，デルマーオークス ，プリンセスＳ ２
着，ラハブラＳ

［孫］ アーティシラー Artie Schiller（01 牡 El Prado）米１０勝，ＢＣマイル ，メイカ
ーズマークマイルＳ ，バーナードバルークＨ ，ホールオヴフェイム
Ｈ ，ジャマイカＨ ，etc.，種牡馬

マーカヴェリーMarcavelly（04 牡 ＊ヨハネスブルグ）米・加４勝，トランシ
ルヴァニアＳ ，ヒルプリンスＳ ，ホールオヴフェイムＳ ２着，サマ
ーＳ ２着，ウッドフォードリザーヴバーボンＳ ２着，種牡馬

［曾孫］ トーホウアラン（03 牡 ダンスインザダーク）５勝，京都大賞典 ，京都新
聞杯 ，中日新聞杯 ，朝日ＣｈＣ ２着，朝日ＣｈＣ ３着，etc.

エトワルデュノール Etoile Du Nord（99 牝 Zabeel）豪・新５勝，ホークスベイ
Ｃ ２着，ファイエットパークＣＨ ２着，マナワツクラシック ３着，
マートンＣ

生産牧場 北海道新冠町大富
石郷岡 雅樹

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

中山厩舎－ ５号

特 徴 珠目二・右髪中・波分・初地・左沙流上

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



72 ミシシッピーミスの１２ 牡・鹿 ５／ ５

アドマイヤムーン
鹿 2003

＊ミシシッピーミス
鹿 1997

＊エンドスウィープ

マイケイティーズ

Distinctive Pro
ディスティンクティヴプロ

Redeemer
レディーマー

＊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
Mr. Prospector
Well Done
Dixieland Band
Printing Press

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Admiring ～ Searching） 1 s

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

母 ＊ミシシッピーミス（97 USA鹿 Distinctive Pro）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（１１）〕
シルクサルート（02 牝 青鹿 フジキセキ）１勝
スズカカリズマ（04 牡 鹿 ＊カリズマティック） １勝
セレスアシュリー（06 牝 鹿 ＊シルバーチャーム） ２勝
ブラックゼット（07 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝
スマートファミリア（09 牡 鹿 アドマイヤムーン） ８勝
クリノアルパマーヨ（10 牝 鹿 ＊ファンタスティックライト） 入着２回
ノアポルテ（11 牝 鹿 ネオユニヴァース） 出走

２代母 レディーマーRedeemer（86 USA鹿 Dixieland Band）米４勝
ミシシッピライツMississippi Lights（93 牝 Majestic Light）米入着５回

プライヴェトシェフ Private Chef（00 Partner's Hero）米２勝，ウィルロジャーズＳ
＊アメリカンボス（95 牡 Kingmambo）８勝，中山記念 ，ＡＪＣＣ ，エプソムＣ

（２回），有馬記念 ２着，中山記念 ２着，新潟大賞典 ２着，毎日王冠 ３着，晩
春Ｓ，ＴＶ埼玉杯，種牡馬

＊オールウェイズグッドサンクス（96 牝 Miswaki）米２勝
スナークファルコン（02 牡 ＊キンググローリアス）５勝，雅Ｓ

＊フリーフォーギブン（99 牝 Unbridled）米入着２回
アブソリューション（04 牝 ＊タイキシャトル）入着
キンシノキセキ（11 牡 フジキセキ） １勝，カンナＳ ２着

アンペア（06 牝 ＊ワイルドラッシュ） ７勝，エーデルワイス賞 ，関東
オークス ３着，リリーＣ，エトワール賞２着，ブリーダーズゴールドジ
ュニアＣ２着，etc.，ＮＡＲ優２歳

３代母 プリンティングプレス Printing Press（81 USA鹿 In Reality）米入着
ライトライト Lite Light（88 牝 Majestic Light）米８勝，ＣＣＡオークス ，ケンタッキーオ

ークス ，サンタアニタオークス ，ラスヴィルヘネスＳ ，ファンタジーＳ ，etc.
＊ゲイリーイグリット（95 牝 Storm Cat）６勝，サマースプリントＳ ，霜月Ｓ ２着，etc.，

２勝，兵庫ゴールドＴ ，さきたま杯 ，クラスターＣ ２着
サダード Saddad（99 牡 Gone West）首・英３勝，フライイングチルダーズＳ ，ス

カーバラＳ ３着，種牡馬

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 ８，１９０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ５号

特 徴 珠目上・波分長・初地

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



73 マイスイートベスの１２ 牡・鹿 ５／２３

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

マイスイートベス
栗 2006

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

Haafhd
ハーフド

＊ポーリッシュピンク

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Alhaarth
Al Bahathri
Polish Precedent
Ring Pink

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Ampola ～ Blue Denim） 16 c

Never Bend S 5×M 5 Northern Dancer M 5×M 5 Green ValleyM 5×M 5

母 マイスイートベス（06 栗 Haafhd）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ギンザデスポット（11 牡 栗 ＊サウスヴィグラス） １勝

２代母 ＊ポーリッシュピンク（99 IRE 鹿 Polish Precedent）仏１勝
トーセンプラネット（09 牡 ディープインパクト） ２勝

３代母 リングピンク Ring Pink（90 USA鹿 Bering）伊・仏４勝，フェデリコテシオ賞
２着，コリーダ賞 ２着，フィユドレール賞 ２着，エヴリ大賞 ３着，ペピニエール
賞 ，ジュベール賞 ，スカラムーシュ賞 ２着

＊ナイトアンジェロ（07 牡 Footstepsinthesand）２勝，沖ノ島特別

４代母 ピンクヴァリー Pink Valley（75 USA黒鹿 Never Bend）仏３勝，オマール賞 ，ヤ
コウレフ賞 ３着
［子］ ピンク Pink（81 牡 Northern Dancer）米・仏８勝，シュマンドフェルデュノー

ル賞 ，ミュゲ賞 ，ロンポワン賞 ，ドラール賞 ２着，プランスドラ
ンジュ賞 ３着，フレスネイルビュファール牧場賞 ，ラヌラグ賞 ，ト
ルーヴィル市賞 ，種牡馬

リピンク Lypink（93 牝 Lyphard）仏３勝，シャルルラフィット賞 ，メリサン
ド賞

［孫］ ピンクフィット Pink Fit（99 Flying Spur）豪３勝，メルボルンレイシングク
ラブＳ ２着

ピンクヘア Pinkhair（99 牡 Highest Honor）米・仏２勝，ラヌラグ賞 ２着
スターズアラインド Stars Aligned（06 Not A Single Doubt）豪２勝，プラシ
ドアークＳ ２着

［曾孫］ ティアップワイルド（06 牡 ＊ワイルドラッシュ） ９勝，カペラＳ ２着
（２回），室町Ｓ ，ジャニュアリーＳ （２回），千葉Ｓ ，安芸Ｓ，伊丹Ｓ，
栗東Ｓ ３着， ２勝，かきつばた記念 ，兵庫ゴール
ドＴ ，東京スプリント ２着，北海道スプリントＣ ３
着，黒船賞 ３着

ヴァリージェム Vally Jem（09 牝 Dylan Thomas） 仏３勝，ヴィシー大賞 ２
着，アーバンシー賞

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 ６，５１０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－ ５号

特 徴 流星・珠目上・波分長・後二白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



74 スプラッシュビートの１２ ・黒鹿 ３／２３

ショウナンカンプ
鹿 1998

スプラッシュビート
鹿 2003

サクラバクシンオー

ショウナングレイス

＊タイキブリザード

＊トリプルマッチ

サクラユタカオー
サクラハゴロモ

＊ラツキーソブリン
ヤセイコーソ
Seattle Slew

＊ツリーオブノレッジ
Danzig
Doubles Partner

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Native Partner ～ Dinner Partner） 7

Northern Dancer M 4×S 5×S 5

母 スプラッシュビート（03 鹿 ＊タイキブリザード） １勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ケンタッキウーマン（08 牝 鹿 アドマイヤジャパン） １勝
ゲイヒンカン（10 鹿 ＊アフリート） ３勝
コスモラパン（11 牝 黒鹿 スクリーンヒーロー） 入着２回

２代母 ＊トリプルマッチ（92 USA鹿 Danzig）出走
フォースエネミー（98 牝 ＊ウォーニング）入着２回

パッショネートキス（05 牡 ＊ティンバーカントリー） １１勝，黒潮ダービー，
黒潮菊花賞３着，黒潮皐月賞３着

３代母 ダブルズパートナー Doubles Partner（84 USA鹿 Damascus）米６勝，アンアランデ
ルＨ ，スイートトゥースＳ ，パールネックレスＳ ，マーサワシントンＨ ２着
ネットダンサーNet Dancer（89 牝 Nureyev）米２勝

レット Let（95 牝 A.P. Indy）米７勝，チャーチルダウンズディスタフＨ ，アシュ
ランドＳ ２着，ターフウェイパークＨ ２着，フォールズシティＨ ２着，
コティリオンＨ ３着，etc.
ラヴェル Ravel（04 牡 Fusaichi Pegasus）米３勝，シャムＳ ，種牡馬
センターコート Centre Court（09 牝 Smart Strike） 米６勝，ジェニーワイリー
Ｓ ，ハニーフォクスＳ ，ミセズリヴィアＳ ，レイクジョージＳ ，リ
グレットＳ ，etc.

＊イーグルカフェ（97 牡 Gulch）仏入着，ドラール賞 ３着，５勝，ＮＨＫマイルＣ ，
ジャパンＣダート ，七夕賞 ，共同通信杯４歳Ｓ ，アンタレスＳ ２着，
武蔵野Ｓ ２着，京成杯 ２着，フェブラリーＳ ３着，京成杯オータムＨ ３着，
安田記念 ４着，天皇賞（秋） ４着，マイルＣｈＳ南部杯 ４着，種牡馬

４代母 ファビュルージェイン Fabuleux Jane（74 USA栗 Le Fabuleux）英・仏４勝，ポモ
ーヌ賞 ，ラクープ ２着，仏オークス ３着，ヴェルメイユ賞 ３着，ロワイヤリュ
ー賞 ３着，etc.
［孫］ ＊アラジ（89 牡 Blushing Groom）米・英・仏９勝，ＢＣジュヴェナイル ，仏グ

ランクリテリヨム ，モルニー賞 ，サラマンドル賞 ，ロンポワン賞 ，etc.，
年代表，種牡馬

生産牧場 北海道日高町幾千世
門別牧場

購買市場 八戸市場 ２，６２５，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

中山厩舎－１８号

特 徴 額刺毛・珠目上・髪中・波分

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



75 ローズキャンディの１２ ・栗 ３／ ４

カネヒキリ
栗 2002

－新種牡馬－

ローズキャンディ
栗 2002

フジキセキ

＊ライフアウトゼア

Lemon Drop Kid
レモンドロップキッド

＊マイワイルドローズ

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Deputy Minister
Silver Valley
Kingmambo
Charming Lassie
Wild Again
Rose of Mull

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Legato ～ Vagrancy） 13 c

Mr. Prospector S 4×M 4

母 ローズキャンディ（02 栗 Lemon Drop Kid）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ティンバークィーン（08 牝 栗 ＊ティンバーカントリー） １勝
ローズフラッシュ（09 牝 鹿 ダンスインザダーク）入着２回， 地方不出走
バティン（10 牡 栗 ＊ティンバーカントリー） 入着２回
トミケンカリエンテ（11 牡 鹿 ＊マイネルラヴ） 出走

２代母 ＊マイワイルドローズ（95 USA鹿 Wild Again）米４勝，ヴァカヴィルＨ ３着
アドマイヤマジン（04 牡 フジキセキ）５勝，安達太良Ｓ，鷹取特別，関越Ｓ ３着
ワイルドドラゴン（10 牡 ゴールドアリュール） ３勝，初凪賞

３代母 ローズオヴマルRose of Mull（88 USA栗 Private Account）米２勝
ブロードイシューBroad Issue（97 牝 Broad Brush）米４勝

クエンタプリヴァーダCuenta Privada（05 牡 Snow Ridge）弥１２勝

４代母 ルクレ Le Cle（69 USA鹿 Tom Rolfe）米７勝，ビヴァリーヒルズＨ ，プリンセス
Ｓ，ラモナＨ ２着，カールトンＦバークＨ ３着，デルマーオークス３着
［子］ アスクミー Ask Me（79 牡 Ack Ack）米５勝，ウィルロジャーズＨ ２着，ゴー

ルデンゲイトＨ ２着，ハリウッドダービー ３着，エディリードＨ ３
着，ニッカボッカーＨ ３着，ベイメドーズダービー ，サンハシントＨ
２着，カバレロＨ ２着，ブラドベリＳ ２着，サッターＨ ３着，種牡馬

［孫］ ベーコモー Baie Comeau（98 Deerhound）米４勝，アルバータダービー ２着
［曾孫］ オールナイトダンス Allnightdance（04 牝 Wild Event）米・加７勝，サマーフ

ィナーレＨ
スモールタウンスルー Smalltown Slew（01 Evansville Slew）米９勝，サンク
スギヴィングＨ ２着，ボナポーＳ ２着

５代母 レガート Legato（56 USA黒鹿 Dark Star）米３勝
［孫］ ＊ファーディナンド（83 牡 Nijinsky）米８勝，ケンタッキーダービー ，ＢＣク

ラシック ，ハリウッドゴールドＣ ，マリブＳ ，ベルモントＳ ３着，etc.，
年代表，種牡馬

生産牧場 北海道新ひだか町静内豊畑
松田牧場

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

中山厩舎－１８号

特 徴 流星・珠目二・髪中・沙流上・左後一白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



76 タケイチゼットの１２ ・栗 ３／ ８

＊アルデバラン
鹿 1998

タケイチゼット
栗 2004

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

＊タバスコキャット

タケイチイチホース

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
Storm Cat
Barbicue Sauce
フジキセキ
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

Northern Dancer S 5×M 5×M 5

母 タケイチゼット（04 栗 ＊タバスコキャット）３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ペイシャンスゼータ（11 牝 栗 ＊タイキシャトル） 出走

２代母 タケイチイチホース（98 栗 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
ウネントリッヒ（07 牝 ＊アグネスデジタル）３勝

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

マヤノカプリース（93 牝 ＊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

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

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，大
和特別，シリウスＳ ２着，すばるＳ ３着， 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 北海道浦河町野深
中神牧場

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

中山厩舎－１０号

特 徴 流星鼻梁小白・珠目上・吭搦左・髪中・
波分長・初地・左後一白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



77 セラフの１２ ・黒鹿 ３／２９

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

セラフ
鹿 2003

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊ホワイトマズル

カネショウダイヤ

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
＊ダンシングブレーヴ
Fair of the Furze

＊ダイヤモンドショール
ウィスパーモア

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（ ～ ＊リーガルローブ） 1 e

Never Bend S 5×M 5

母 セラフ（03 鹿 ＊ホワイトマズル）入着， １勝
〔産駒馬名登録数：１〕
グルーミング（11 牝 鹿 マーベラスサンデー） 入着２回

２代母 カネショウダイヤ（93 鹿 ＊ダイヤモンドショール） ４勝
メルシーモンサン（05 牡 アドマイヤベガ）障害２勝，中山グランドジャンプ

３代母 ウィスパーモア（86 鹿 マルゼンスキー）出走
カネショウシャネル（95 牝 ＊フェアジャッジメント） ２勝

カネショウハヤブサ（02 牡 ＊パークリージエント） １勝，鎌倉記念３着
ニジノハヤテ（10 牡 ネオユニヴァース） １勝

メルシーストロング（98 タマモクロス）１勝
メルシータカオー（99 サクラユタカオー）１勝，障害３勝，中山大障害
デスバラード（03 牡 トウカイテイオー）３勝

４代母 メルシーブルー（76 鹿 ＊ダイアトム）入着
［子］ アドバンスモア（85 牡 サクラシンゲキ）４勝，カブトヤマ記念 ２着，京王

杯オータムＨ ２着，京王杯スプリングＣ ３着，菜の花賞 ，ニューイ
ヤーＳ ２着，etc.

［孫］ ホゲットゲニー（92 牝 ＊フェアジャッジメント） ３勝，ひまわり賞３着
ヴィッセル（95 牝 ＊ナグルスキー） ３勝，ＲＫＣ杯２着

５代母 マミーブルー（70 鹿 ＊ネヴアービート）５勝，京成杯３歳Ｓ，福島３歳Ｓ
［子］ メルシーアトラ（87 牡 ＊サウスアトランテイツク）５勝，日経新春杯 ，京都

新聞杯 ３着，菊花賞 ４着，シーサイドＳ ，若草Ｓ
メルシーステージ（91 牡 ステートジヤガー）５勝，毎日杯 ，アーリントン
Ｃ ，神戸新聞杯 ２着，中日新聞杯 ２着，バイオレットＳ ，etc.

［孫］ シマノスターリー（83 牡 ＊プロント）２勝，シクラメン賞 ，障害２勝
グリーンベール（86 牡 ＊ライブリーラーク）１勝， ７勝，稲穂賞，ばん阿
賞２着

［曾孫］ ウイニングマミー（01 牝 ウイニングチケット） ６勝，北関東オー
クス，北関東桜花賞，北関東クイーンＣ，日高賞２着

生産牧場 北海道新ひだか町三石美野和
三石ファーム

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

中山厩舎－１０号

特 徴 星・珠目正・左後小白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



78 ダイワノブレスの１２ ・栗 ４／２３

＊コンデュイット
栗 2005

ダイワノブレス
栗 2001

Dalakhani
ダラハニ

Well Head
ウェルヘッド

＊サンデーサイレンス

＊ミルレーサー

Darshaan
Daltawa
Sadler's Wells
River Dancer
Halo
Wishing Well
Le Fabuleux
Marston's Mill

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Milan Mill ～ Infra Red） 22 d

5 代までにクロスなし

母 ダイワノブレス（01 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：中央－２（３），地方－１（５）〕
ダイワカレン（06 牝 栗 ダイワテキサス）１勝， ５勝
ラッシュザワーク（07 牡 栗 ＊ワイルドラッシュ）２勝

２代母 ＊ミルレーサー（83 USA鹿 Le Fabuleux）米・英２勝
スーパーライセンス（90 牡 ＊マイニング）７勝，キャピタルＳ ，サンライズＳ，初霜特

別，オータムスプリントＳ ２着，プロキオンＳ ２着，種牡馬
シャイニンレーサー（91 牝 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ ，京都牝馬特別

２着，ＴＶ愛知ＯＰ ２着，紅梅賞 ２着，シクラメンＳ ２着，etc.
シャイニンルビー（99 牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ ，京成杯オー

タムＨ ２着，桜花賞 ３着，オークス ５着，オーロＣ ，etc.
フジキセキ（92 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，朝日杯３歳Ｓ ，弥生賞 ，もみじＳ ，

優２牡，種牡馬
フサイチヨーコ（93 牝 アンバーシヤダイ）入着２回

フサイチミライ（03 牝 ＊エンドスウィープ）入着２回， １４勝，トゥイン
クルレディー賞，園田ＣｈＣ，兵庫サマークイーン賞，トゥインクルレディ賞
３着，東京シンデレラマイル３着

サンシャワーキッス（95 牝 アンバーシヤダイ）不出走
キョウエイアシュラ（07 牡 ＊スウェプトオーヴァーボード） ３勝，函館２歳Ｓ

２着，京成杯オータムＨ ３着，ＮＨＫマイルＣ ５着，ラベンダー賞
アグネススペシャル（97 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，オールカマー ２着，新潟記

念 ２着，ＡＪＣＣ ３着，富嶽賞，北洋特別，種牡馬
スターリーロマンス（98 牝 ＊サンデーサイレンス）４勝

ダノンミル（08 ジャングルポケット） ３勝，若葉Ｓ ，千葉ＴＶ杯
ノボリディアーナ（10 牝 ＊フレンチデピュティ） ３勝，白百合Ｓ ，ターコイズ

Ｓ ２着

３代母 マーストンズミルMarston's Mill（75 USA黒鹿 In Reality）米４勝
サラトガシーン Saratoga Scene（82 牝 Grey Dawn）米出走

＊ロードルシミエント（97 牡 Woodman）４勝，信夫山特別，えりも特別，ホープフル
Ｓ ３着

生産牧場 北海道千歳市東丘
社台ファーム

購買市場 セレクトセール ４，２００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－１０号

特 徴 星・珠目正・左髪中・左後小白・
右後一白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



79 リリーポンドの１２ ・黒鹿 ２／２８

＊エンパイアメーカー
黒鹿 2000

－新種牡馬－

＊リリーポンド
鹿 2001

Unbridled
アンブライドルド

Toussaud
トゥソ－

Grand Slam
グランドスラム

Hushed Goodbye
ハッシュトグッドバイ

Fappiano
Gana Facil
El Gran Senor
Image of Reality
Gone West
Bright Candles
Secret Hello
Our Crowd

価 格：

購 買 者：

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：
（Your Hostess ～ Boudoir） 4 d

El Gran Senor S 3×M 4 Mr. Prospector S 4×M 4 In Reality S 4×S 5

母 ＊リリーポンド（01 USA鹿 Grand Slam）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
ピエナリリー（06 牝 鹿 タニノギムレット）１勝
ビービーボンド（09 牡 鹿 デュランダル） 入着５回
ベルウッドテラス（10 牡 鹿 ステイゴールド） １勝
タイセイデューク（11 牡 鹿 ＊コンデュイット） 出走

２代母 ハッシュトグッドバイHushed Goodbye（94 USA黒鹿 Secret Hello）米８勝
ヘイナウHey Now（05 Forestry） 米・加１８勝

３代母 アワクラウドOur Crowd（83 USA芦 Al Hattab）米１勝
クイッケストブレイドQuickest Blade（89 Jungle Blade）米２０勝

４代母 アワダックリングOur Duckling（76 USA鹿 Quack）米出走
［子］ ダックリングパーク Duckling Park（85 牝 Highland Park）米・仏３勝，仏１０００

ギニー ２着，アンプリュダンス賞 ２着
スワジガール Swazi Girl（80 牝 Hatchet Man）米８勝，ジャンヌダルクＳ ２
着，ファールセイルＨ ３着

［孫］ スワジズモーメント Swazi's Moment（90 牝 Moment of Hope）米４勝，プリン
セスＳ ２着，パローアルトＨ ，ガウエルＳ

［曾孫］ カフワイン Kafwain（00 牡 Cherokee Run）米４勝，ノーフォークＳ ，サンヴ
ィセンテＳ ，ベストパルＳ ，ＢＣジュヴェナイル ２着，デルマーフ
ュチュリティ ２着，サンタアニタダービー ３着，種牡馬

アルケン Al Ken（04 牡 Kendor） 仏１３勝，デラーント賞

５代母 ヴォートルオテッスVotre Hotesse（68 USA栗 Nantallah）不出走
［孫］ ダンヴィル Danville（91 Demons Begone）米１１勝，ラウンドテイブルＳ ，

ブラワードＨ ２着，ベンアリＳ ２着，クラークＨ ２着，テハノラン
Ｓ ，パイオニアＳ ，アラバマダービー ，ガヴァナーズＨ ２着，ビ
ューラパークＨ ２着，ルイジアナＨ ３着，ガヴァナーズＨ ３着，シ
スルダウンＢＣＨ ３着

生産牧場 北海道日高町福満
白井牧場

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

中山厩舎－１０号

特 徴 額刺毛・珠目正・髪中・波分長・
沙流上

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。



80 ビューティコマンダの１２ ・栗 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
〔産駒馬名登録数：１〕
ベアファースト（11 牝 黒鹿 ＊アルデバラン ） 出走

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
ディープカジノ（11 牡 オンファイア） 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

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.

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場

購買市場 JRAホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－１０号

特 徴 流星・珠目上・右沙流上・
右前小白・右後一白

写真カタログのシール貼付等にご利用ください。
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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 シャトルシャロンの１２♂ 栗 （＊ヨハネスブルグ…＊タイキシャトル） ホームブレッド 日高

２ キセキスティールの１２♂ 鹿 （＊ヨハネスブルグ…フジキセキ） ホームブレッド 日高

３ ヤマイチステルスの１２♂ 黒鹿（＊バゴ…Touch Gold） ３，１５０，０００円 日高

４ タイセイローザの１２ ♂ 黒鹿（＊バゴ…キングカメハメハ） ３，１５０，０００円 宮崎

５ バクシンスクリーンの１２♀ 栗 （＊ヨハネスブルグ…サクラバクシンオー） ホームブレッド 日高

６ フレンドリータッチの１２♀ 鹿 （＊ボストンハーバー…＊ワツスルタツチ） ホームブレッド 日高

７ ワンモアベイビーの１２♀ 栗 （＊ヨハネスブルグ…＊ジェネラス） ホームブレッド 日高

８ ドリームニキハートの１２♀ 栗 （＊アルデバラン …＊チーフベアハート） ホームブレッド 日高

９ ヤワラブライトの１２ ♀ 鹿 （ ジャングルポケット…＊コマンダーインチーフ） ６，３００，０００円 日高

１０ プラントオジジアンの１２♀ 鹿 （＊
エンパイアメーカー…＊オジジアン） ９，９７５，０００円 宮崎

１１ シルクヴィーナスの１２♀ 栗 （ アドマイヤムーン…＊ティンバーカントリー） ５，２５０，０００円 宮崎

１２ ホッカイショコラの１２♀ 栗 （ ディープスカイ…スペシャルウィーク） ５，２５０，０００円 宮崎

１３ クインオブオールディーの１２♂ 青鹿（ ハーツクライ…Kris S.） ９，４５０，０００円 日高

１４ クロノグラフの１２ ♂ 黒鹿（＊ブライアンズタイム…Fusaichi Pegasus） ６，８２５，０００円 日高

１５ タイフウジョオーの１２♂ 鹿 （＊
エンパイアメーカー…＊サンデーサイレンス） １５，７５０，０００円 日高

１６ コロナドズベイビーの１２♂ 青 （ ブラックタイド…＊コロナドズクエスト） ５，４６０，０００円 宮崎

１７ ロックフォーティの１２♂ 栗 （ ゴールドアリュール…＊ロックオブジブラルタル） ７，３５０，０００円 宮崎

１８ タムロブライトの１２ ♂ 芦 （＊
エンパイアメーカー…＊シルバーチャーム） ７，３５０，０００円 日高

１９ ビービーシグナスの１２♂ 青鹿（ ヴァーミリアン…＊ホワイトマズル） ８，４００，０００円 日高

２０ メモリーズオブユーの１２♂ 鹿 （ アドマイヤジャパン…Gulch） ４，２００，０００円 日高

２１ メジロボンベイの１２ ♂ 鹿 （＊キャプテンスティーヴ…スペシャルウィーク） ３，５７０，０００円 日高

２２ ニシノボナリーの１２ ♂ 黒鹿（＊バゴ…ニホンピロウイナー） ３，６７５，０００円 日高

２３ アガーテの１２ ♂ 黒鹿（＊
エンパイアメーカー…＊フォーティナイナー） １３，１２５，０００円 日高

２４ ラヴリーハントレスの１２♂ 青鹿（＊シンボリクリスエス…Silver Hawk） ７，３５０，０００円 日高

２５ シルクサルートの１２ ♀ 青鹿（＊ワイルドラッシュ…フジキセキ） ８，４００，０００円 日高

２６ ペイルローズの１２ ♀ 青鹿（＊ケイムホーム…フジキセキ） ３，６７５，０００円 日高

２７ ルックミーウエルの１２♀ 栗 （ オンファイア…Woodman） ３，２５５，０００円 宮崎

２８ スイートソウルの１２ ♀ 青鹿（＊グラスワンダー…＊ソウルオブザマター） ４，７２５，０００円 宮崎

２９ ロージーズシスターの１２♀ 黒鹿（ スペシャルウィーク…＊ロイヤルアカデミー ） ５，２５０，０００円 宮崎

３０ バブリングブライドの１２♀ 栗 （ タニノギムレット…バブルガムフェロー） ５，２５０，０００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 ピサノアリュメールの１２♀ 黒鹿（＊
ハービンジャー…＊サンデーサイレンス） ５，２５０，０００円 日高

３２ マスカラーダの１２ ♀ 鹿 （＊
エンパイアメーカー…＊スピニングワールド） ５，２５０，０００円 日高

３３ アドマイヤアイドルの１２♀ 青鹿（＊バゴ…＊ブライアンズタイム） ３，１５０，０００円 日高

３４ ビオンディーナの１２ ♀ 青鹿（ ダンスインザダーク…＊エンドスウィープ） ３，６７５，０００円 日高

３５ ゴールドデイの１２ ♀ 黒鹿（ マンハッタンカフェ…Seeking the Gold） ５，９８５，０００円 日高

３６ エイシンスペインの１２♀ 鹿 （ ブラックタイド…＊ペンタイア） ７，８７５，０００円 日高

３７ スターマーチの１２ ♂ 青鹿（ タニノギムレット…フジキセキ） ６，３００，０００円 日高

３８ モントレゾールの１２ ♂ 芦 （ ステイゴールド…Cadeaux Genereux） ８，４００，０００円 日高

３９ ニシノアリスの１２ ♂ 鹿 （＊チーフベアハート…サクラバクシンオー） ６，９３０，０００円 宮崎

４０ ウインクルディールの１２♂ 栗 （＊アルデバラン …＊ブライアンズタイム） ６，８２５，０００円 宮崎

４１ ブルーボックスボウの１２♂ 青鹿（＊バゴ…＊サンデーサイレンス） ６，３００，０００円 宮崎

４２ メジロレーマーの１２ ♂ 青鹿（ ハーツクライ…＊リンドシェーバー） １４，１７５，０００円 宮崎

４３ シャンパンセラーの１２♂ 鹿 （＊アルデバラン …マンハッタンカフェ） ５，２５０，０００円 日高

４４ ナイキトライアンフの１２♂ 栗 （＊ロージズインメイ…＊ボストンハーバー） ３，１５０，０００円 日高

４５ ニューメロディの１２ ♂ 青鹿（＊ケイムホーム…サクラローレル） ６，３００，０００円 日高

４６ シュウザンアイの１２ ♂ 鹿 （＊
エンパイアメーカー…＊アフリート） ８，６１０，０００円 日高

４７ アドマイヤイチの１２ ♀ 鹿 （ アドマイヤムーン…＊ヘクタープロテクター） ３，７８０，０００円 日高

４８ セレクトレディの１２ ♀ 黒鹿（＊ファスリエフ…マンハッタンカフェ） ２，１００，０００円 日高

４９ タッキーナの１２ ♀ 鹿 （＊
エンパイアメーカー…アグネスタキオン） ７，５６０，０００円 日高

５０ オンワードスワンの１２♀ 青鹿（＊ケイムホーム…＊ティッカネン） ５，２５０，０００円 宮崎

５１ イットービコーの１２ ♀ 黒鹿（＊
エンパイアメーカー…＊フォーティナイナー） ７，５６０，０００円 宮崎

５２ フィールドトラップの１２♀ 青鹿（ ブラックタイド…タマモクロス） ５，２５０，０００円 宮崎

５３ アラデヤの１２ ♀ 鹿 （＊タイキシャトル…Machiavellian） ６，３００，０００円 日高

５４ ヘバラーの１２ ♀ 黒鹿（ テレグノシス…Fairy King） ３，２５５，０００円 日高

５５ セイカホールの１２ ♀ 黒鹿（ ジョウテンブレーヴ…＊カーネギー） ２，１００，０００円 日高

５６ マイネナデシコの１２ ♀ 栗 （＊シニスターミニスター…サツカーボーイ） ４，２００，０００円 日高

５７ テンノフェアリーの１２♀ 黒鹿（＊ケイムホーム…フジキセキ） ３，１５０，０００円 日高

５８ バヒラーの１２ ♀ 黒鹿（ ディープスカイ…Ashkalani） ４，２００，０００円 日高

５９ ウィギングの１２ ♂ 青鹿（＊
キンシャサノキセキ…＊ウォーニング） ６，９３０，０００円 宮崎

６０ シンコウイマージンの１２♂ 栗 （ アジュディミツオー…Dixieland Band） ５，２５０，０００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

６１ パッションメイトの１２♂ 栗 （＊グラスワンダー…アグネスタキオン） ５，２５０，０００円 宮崎

６２ サニーハシレの１２ ♂ 鹿 （＊チーフベアハート…サニーブライアン） ４，２００，０００円 日高

６３ プルームリジェールの１２♂ 鹿 （ ハーツクライ…Diesis） １０，５００，０００円 日高

６４ セイクリッドフレイムの１２♀ 栗 （ アドマイヤムーン…Rahy） ４，６２０，０００円 日高

６５ リアルターキンの１２ ♀ 黒鹿（＊
エンパイアメーカー…＊リアルシヤダイ） ７，０３５，０００円 日高

６６ タイキトライアンフの１２♀ 青鹿（＊バゴ…＊ファルブラヴ） ６，３００，０００円 日高

６７ シャコージュノーの１２♀ 鹿 （＊ケイムホーム…＊ノーザンテースト） ２，１００，０００円 日高

６８ プライムオブユースの１２♀ 黒鹿（ タニノギムレット…Deputy Minister） ２，１００，０００円 日高

６９ リブレットの１２ ♂ 黒鹿（＊ケイムホーム…＊マリエンバード） ５，４６０，０００円 日高

７０ ボロナイビューティの１２♂ 栗 （＊グラスワンダー…＊ブラッシングジョン） ７，１４０，０００円 日高

７１ ケイアイリードの１２ ♂ 青鹿（ カネヒキリ…＊フォーティナイナー） ５，２５０，０００円 日高

７２ ミシシッピーミスの１２♂ 鹿 （ アドマイヤムーン…Distinctive Pro） ８，１９０，０００円 日高

７３ マイスイートベスの１２♂ 鹿 （＊ケイムホーム…Haafhd） ６，５１０，０００円 日高

７４ スプラッシュビートの１２♀ 黒鹿（ ショウナンカンプ…＊タイキブリザード） ２，６２５，０００円 宮崎

７５ ローズキャンディの１２♀ 栗 （ カネヒキリ…Lemon Drop Kid） ５，２５０，０００円 宮崎

７６ タケイチゼットの１２ ♀ 栗 （＊アルデバラン …＊タバスコキャット） ５，７７５，０００円 日高

７７ セラフの１２ ♀ 黒鹿（＊ケイムホーム…＊ホワイトマズル） ２，１００，０００円 日高

７８ ダイワノブレスの１２ ♀ 栗 （＊コンデュイット…＊サンデーサイレンス） ４，２００，０００円 日高

７９ リリーポンドの１２ ♀ 黒鹿（＊
エンパイアメーカー…Grand Slam） ８，４００，０００円 日高

８０ ビューティコマンダの１２♀ 栗 （＊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
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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】

２３ アガーテの１２ ♂ 黒鹿（＊
エンパイアメーカー…＊フォーティナイナー） １３，１２５，０００円 日高

３３ アドマイヤアイドルの１２♀ 青鹿（＊バゴ…＊ブライアンズタイム） ３，１５０，０００円 日高

４７ アドマイヤイチの１２ ♀ 鹿 （ アドマイヤムーン…＊ヘクタープロテクター） ３，７８０，０００円 日高

５３ アラデヤの１２ ♀ 鹿 （＊タイキシャトル…Machiavellian） ６，３００，０００円 日高

５１ イットービコーの１２ ♀ 黒鹿（＊
エンパイアメーカー…＊フォーティナイナー） ７，５６０，０００円 宮崎

５９ ウィギングの１２ ♂ 青鹿（＊
キンシャサノキセキ…＊ウォーニング） ６，９３０，０００円 宮崎

４０ ウインクルディールの１２♂ 栗 （＊アルデバラン …＊ブライアンズタイム） ６，８２５，０００円 宮崎

３６ エイシンスペインの１２♀ 鹿 （ ブラックタイド…＊ペンタイア） ７，８７５，０００円 日高

５０ オンワードスワンの１２♀ 青鹿（＊ケイムホーム…＊ティッカネン） ５，２５０，０００円 宮崎
【カ】

２ キセキスティールの１２♂ 鹿 （＊ヨハネスブルグ…フジキセキ） ホームブレッド 日高

１３ クインオブオールディーの１２♂ 青鹿（ ハーツクライ…Kris S.） ９，４５０，０００円 日高

１４ クロノグラフの１２ ♂ 黒鹿（＊ブライアンズタイム…Fusaichi Pegasus） ６，８２５，０００円 日高

７１ ケイアイリードの１２ ♂ 青鹿（ カネヒキリ…＊フォーティナイナー） ５，２５０，０００円 日高

１６ コロナドズベイビーの１２♂ 青 （ ブラックタイド…＊コロナドズクエスト） ５，４６０，０００円 宮崎

３５ ゴールドデイの１２ ♀ 黒鹿（ マンハッタンカフェ…Seeking the Gold） ５，９８５，０００円 日高
【サ】

６２ サニーハシレの１２ ♂ 鹿 （＊チーフベアハート…サニーブライアン） ４，２００，０００円 日高

６７ シャコージュノーの１２♀ 鹿 （＊ケイムホーム…＊ノーザンテースト） ２，１００，０００円 日高

１ シャトルシャロンの１２♂ 栗 （＊ヨハネスブルグ…＊タイキシャトル） ホームブレッド 日高

４３ シャンパンセラーの１２♂ 鹿 （＊アルデバラン …マンハッタンカフェ） ５，２５０，０００円 日高

４６ シュウザンアイの１２ ♂ 鹿 （＊
エンパイアメーカー…＊アフリート） ８，６１０，０００円 日高

１１ シルクヴィーナスの１２♀ 栗 （ アドマイヤムーン…＊ティンバーカントリー） ５，２５０，０００円 宮崎

２５ シルクサルートの１２ ♀ 青鹿（＊ワイルドラッシュ…フジキセキ） ８，４００，０００円 日高

６０ シンコウイマージンの１２♂ 栗 （ アジュディミツオー…Dixieland Band） ５，２５０，０００円 宮崎

２８ スイートソウルの１２ ♀ 青鹿（＊グラスワンダー…＊ソウルオブザマター） ４，７２５，０００円 宮崎

３７ スターマーチの１２ ♂ 青鹿（ タニノギムレット…フジキセキ） ６，３００，０００円 日高

７４ スプラッシュビートの１２♀ 黒鹿（ ショウナンカンプ…＊タイキブリザード） ２，６２５，０００円 宮崎

５５ セイカホールの１２ ♀ 黒鹿（ ジョウテンブレーヴ…＊カーネギー） ２，１００，０００円 日高

６４ セイクリッドフレイムの１２♀ 栗 （ アドマイヤムーン…Rahy） ４，６２０，０００円 日高

７７ セラフの１２ ♀ 黒鹿（＊ケイムホーム…＊ホワイトマズル） ２，１００，０００円 日高

４８ セレクトレディの１２ ♀ 黒鹿（＊ファスリエフ…マンハッタンカフェ） ２，１００，０００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

【タ】

６６ タイキトライアンフの１２♀ 青鹿（＊バゴ…＊ファルブラヴ） ６，３００，０００円 日高

４ タイセイローザの１２ ♂ 黒鹿（＊バゴ…キングカメハメハ） ３，１５０，０００円 宮崎

１５ タイフウジョオーの１２♂ 鹿 （＊
エンパイアメーカー…＊サンデーサイレンス） １５，７５０，０００円 日高

７８ ダイワノブレスの１２ ♀ 栗 （＊コンデュイット…＊サンデーサイレンス） ４，２００，０００円 日高

７６ タケイチゼットの１２ ♀ 栗 （＊アルデバラン …＊タバスコキャット） ５，７７５，０００円 日高

４９ タッキーナの１２ ♀ 鹿 （＊
エンパイアメーカー…アグネスタキオン） ７，５６０，０００円 日高

１８ タムロブライトの１２ ♂ 芦 （＊
エンパイアメーカー…＊シルバーチャーム） ７，３５０，０００円 日高

５７ テンノフェアリーの１２♀ 黒鹿（＊ケイムホーム…フジキセキ） ３，１５０，０００円 日高

８ ドリームニキハートの１２♀ 栗 （＊アルデバラン …＊チーフベアハート） ホームブレッド 日高
【ナ】

４４ ナイキトライアンフの１２♂ 栗 （＊ロージズインメイ…＊ボストンハーバー） ３，１５０，０００円 日高

３９ ニシノアリスの１２ ♂ 鹿 （＊チーフベアハート…サクラバクシンオー） ６，９３０，０００円 宮崎

２２ ニシノボナリーの１２ ♂ 黒鹿（＊バゴ…ニホンピロウイナー） ３，６７５，０００円 日高

４５ ニューメロディの１２ ♂ 青鹿（＊ケイムホーム…サクラローレル） ６，３００，０００円 日高
【ハ】

５ バクシンスクリーンの１２♀ 栗 （＊ヨハネスブルグ…サクラバクシンオー） ホームブレッド 日高

６１ パッションメイトの１２♂ 栗 （＊グラスワンダー…アグネスタキオン） ５，２５０，０００円 宮崎

５８ バヒラーの１２ ♀ 黒鹿（ ディープスカイ…Ashkalani） ４，２００，０００円 日高

３０ バブリングブライドの１２♀ 栗 （ タニノギムレット…バブルガムフェロー） ５，２５０，０００円 宮崎

３４ ビオンディーナの１２ ♀ 青鹿（ ダンスインザダーク…＊エンドスウィープ） ３，６７５，０００円 日高

３１ ピサノアリュメールの１２♀ 黒鹿（＊
ハービンジャー…＊サンデーサイレンス） ５，２５０，０００円 日高

８０ ビューティコマンダの１２♀ 栗 （＊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

１９ ビービーシグナスの１２♂ 青鹿（ ヴァーミリアン…＊ホワイトマズル） ８，４００，０００円 日高

５２ フィールドトラップの１２♀ 青鹿（ ブラックタイド…タマモクロス） ５，２５０，０００円 宮崎

６８ プライムオブユースの１２♀ 黒鹿（ タニノギムレット…Deputy Minister） ２，１００，０００円 日高

１０ プラントオジジアンの１２♀ 鹿 （＊
エンパイアメーカー…＊オジジアン） ９，９７５，０００円 宮崎

４１ ブルーボックスボウの１２♂ 青鹿（＊バゴ…＊サンデーサイレンス） ６，３００，０００円 宮崎

６３ プルームリジェールの１２♂ 鹿 （ ハーツクライ…Diesis） １０，５００，０００円 日高

６ フレンドリータッチの１２♀ 鹿 （＊ボストンハーバー…＊ワツスルタツチ） ホームブレッド 日高

２６ ペイルローズの１２ ♀ 青鹿（＊ケイムホーム…フジキセキ） ３，６７５，０００円 日高

５４ ヘバラーの１２ ♀ 黒鹿（ テレグノシス…Fairy King） ３，２５５，０００円 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】

１２ ホッカイショコラの１２♀ 栗 （ ディープスカイ…スペシャルウィーク） ５，２５０，０００円 宮崎

７０ ボロナイビューティの１２♂ 栗 （＊グラスワンダー…＊ブラッシングジョン） ７，１４０，０００円 日高
【マ】

７３ マイスイートベスの１２♂ 鹿 （＊ケイムホーム…Haafhd） ６，５１０，０００円 日高

５６ マイネナデシコの１２ ♀ 栗 （＊シニスターミニスター…サツカーボーイ） ４，２００，０００円 日高

３２ マスカラーダの１２ ♀ 鹿 （＊
エンパイアメーカー…＊スピニングワールド） ５，２５０，０００円 日高

７２ ミシシッピーミスの１２♂ 鹿 （ アドマイヤムーン…Distinctive Pro） ８，１９０，０００円 日高

２１ メジロボンベイの１２ ♂ 鹿 （＊キャプテンスティーヴ…スペシャルウィーク） ３，５７０，０００円 日高

４２ メジロレーマーの１２ ♂ 青鹿（ ハーツクライ…＊リンドシェーバー） １４，１７５，０００円 宮崎

２０ メモリーズオブユーの１２♂ 鹿 （ アドマイヤジャパン…Gulch） ４，２００，０００円 日高

３８ モントレゾールの１２ ♂ 芦 （ ステイゴールド…Cadeaux Genereux） ８，４００，０００円 日高
【ヤ】

３ ヤマイチステルスの１２♂ 黒鹿（＊バゴ…Touch Gold） ３，１５０，０００円 日高

９ ヤワラブライトの１２ ♀ 鹿 （ ジャングルポケット…＊コマンダーインチーフ） ６，３００，０００円 日高
【ラ】

２４ ラヴリーハントレスの１２♂ 青鹿（＊シンボリクリスエス…Silver Hawk） ７，３５０，０００円 日高

６５ リアルターキンの１２ ♀ 黒鹿（＊
エンパイアメーカー…＊リアルシヤダイ） ７，０３５，０００円 日高

６９ リブレットの１２ ♂ 黒鹿（＊ケイムホーム…＊マリエンバード） ５，４６０，０００円 日高

７９ リリーポンドの１２ ♀ 黒鹿（＊
エンパイアメーカー…Grand Slam） ８，４００，０００円 日高

２７ ルックミーウエルの１２♀ 栗 （ オンファイア…Woodman） ３，２５５，０００円 宮崎

１７ ロックフォーティの１２♂ 栗 （ ゴールドアリュール…＊ロックオブジブラルタル） ７，３５０，０００円 宮崎

２９ ロージーズシスターの１２♀ 黒鹿（ スペシャルウィーク…＊ロイヤルアカデミー ） ５，２５０，０００円 宮崎

７５ ローズキャンディの１２♀ 栗 （ カネヒキリ…Lemon Drop Kid） ５，２５０，０００円 宮崎
【ワ】

７ ワンモアベイビーの１２♀ 栗 （＊ヨハネスブルグ…＊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

アジュディミツオー 宮崎 ６０ ♂ 4/6 シンコウイマージンの１２ Dixieland Band

アドマイヤジャパン 日高 ２０ ♂ 4/30 メモリーズオブユーの１２ Gulch

アドマイヤムーン … 宮崎 １１ ♀ 3/13 シルクヴィーナスの１２ ＊ティンバーカントリー

日高 ４７ ♀ 3/15 アドマイヤイチの１２ ＊ヘクタープロテクター

日高 ６４ ♀ 4/10 セイクリッドフレイムの１２ Rahy

日高 ７２ ♂ 5/5 ミシシッピーミスの１２ Distinctive Pro
＊アルデバラン …… 日高 ８ ♀ 2/23 ドリームニキハートの１２ ＊チーフベアハート

宮崎 ４０ ♂ 4/23 ウインクルディールの１２ ＊ブライアンズタイム

日高 ４３ ♂ 4/1 シャンパンセラーの１２ マンハッタンカフェ

日高 ７６ ♀ 3/8 タケイチゼットの１２ ＊タバスコキャット

日高 ８０ ♀ 2/23 ビューティコマンダの１２ ＊コマンダーインチーフ

ヴァーミリアン …… 日高 １９ ♂ 2/28 ビービーシグナスの１２ ＊ホワイトマズル
＊エンパイアメーカー 宮崎 １０ ♀ 3/4 プラントオジジアンの１２ ＊オジジアン

日高 １５ ♂ 4/14 タイフウジョオーの１２ ＊サンデーサイレンス

日高 １８ ♂ 3/28 タムロブライトの１２ ＊シルバーチャーム

日高 ２３ ♂ 3/1 アガーテの１２ ＊フォーティナイナー

日高 ３２ ♀ 5/1 マスカラーダの１２ ＊スピニングワールド

日高 ４６ ♂ 3/24 シュウザンアイの１２ ＊アフリート

日高 ４９ ♀ 5/13 タッキーナの１２ アグネスタキオン

宮崎 ５１ ♀ 5/13 イットービコーの１２ ＊フォーティナイナー

日高 ６５ ♀ 4/3 リアルターキンの１２ ＊リアルシヤダイ

日高 ７９ ♀ 2/28 リリーポンドの１２ Grand Slam

オンファイア ……… 宮崎 ２７ ♀ 3/28 ルックミーウエルの１２ Woodman

カネヒキリ ………… 日高 ７１ ♂ 2/24 ケイアイリードの１２ ＊フォーティナイナー

宮崎 ７５ ♀ 3/4 ローズキャンディの１２ Lemon Drop Kid
＊キャプテンスティーヴ 日高 ２１ ♂ 3/14 メジロボンベイの１２ スペシャルウィーク
＊キンシャサノキセキ 宮崎 ５９ ♂ 3/16 ウィギングの１２ ＊ウォーニング
＊グラスワンダー …… 宮崎 ２８ ♀ 4/12 スイートソウルの１２ ＊ソウルオブザマター

宮崎 ６１ ♂ 3/10 パッションメイトの１２ アグネスタキオン

日高 ７０ ♂ 3/23 ボロナイビューティの１２ ＊ブラッシングジョン
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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
＊ケイムホーム ……… 日高 ２６ ♀ 5/4 ペイルローズの１２ フジキセキ

日高 ４５ ♂ 5/3 ニューメロディの１２ サクラローレル

宮崎 ５０ ♀ 3/16 オンワードスワンの１２ ＊ティッカネン

日高 ５７ ♀ 5/14 テンノフェアリーの１２ フジキセキ

日高 ６７ ♀ 5/15 シャコージュノーの１２ ＊ノーザンテースト

日高 ６９ ♂ 3/9 リブレットの１２ ＊マリエンバード

日高 ７３ ♂ 5/23 マイスイートベスの１２ Haafhd

日高 ７７ ♀ 3/29 セラフの１２ ＊ホワイトマズル
＊コンデュイット …… 日高 ７８ ♀ 4/23 ダイワノブレスの１２ ＊サンデーサイレンス

ゴールドアリュール 宮崎 １７ ♂ 5/20 ロックフォーティの１２ ＊ロックオブジブラルタル

＊シニスターミニスター 日高 ５６ ♀ 4/2 マイネナデシコの１２ サツカーボーイ

ジャングルポケット 日高 ９ ♀ 4/14 ヤワラブライトの１２ ＊コマンダーインチーフ

ジョウテンブレーヴ 日高 ５５ ♀ 4/7 セイカホールの１２ ＊カーネギー

ショウナンカンプ … 宮崎 ７４ ♀ 3/23 スプラッシュビートの１２ ＊タイキブリザード
＊シンボリクリスエス 日高 ２４ ♂ 4/26 ラヴリーハントレスの１２ Silver Hawk

ステイゴールド …… 日高 ３８ ♂ 4/15 モントレゾールの１２ Cadeaux Genereux

スペシャルウィーク 宮崎 ２９ ♀ 4/9 ロージーズシスターの１２ ＊ロイヤルアカデミー

＊タイキシャトル …… 日高 ５３ ♀ 4/6 アラデヤの１２ Machiavellian

タニノギムレット … 宮崎 ３０ ♀ 2/11 バブリングブライドの１２ バブルガムフェロー

日高 ３７ ♂ 4/18 スターマーチの１２ フジキセキ

日高 ６８ ♀ 3/24 プライムオブユースの１２ Deputy Minister

ダンスインザダーク 日高 ３４ ♀ 4/18 ビオンディーナの１２ ＊エンドスウィープ
＊チーフベアハート … 宮崎 ３９ ♂ 5/19 ニシノアリスの１２ サクラバクシンオー

日高 ６２ ♂ 4/25 サニーハシレの１２ サニーブライアン

ディープスカイ …… 宮崎 １２ ♀ 3/23 ホッカイショコラの１２ スペシャルウィーク

日高 ５８ ♀ 3/28 バヒラーの１２ Ashkalani

テレグノシス ……… 日高 ５４ ♀ 2/17 ヘバラーの１２ Fairy King
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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
＊バゴ ………………… 日高 ３ ♂ 4/4 ヤマイチステルスの１２ Touch Gold

宮崎 ４ ♂ 4/21 タイセイローザの１２ キングカメハメハ

日高 ２２ ♂ 2/3 ニシノボナリーの１２ ニホンピロウイナー

日高 ３３ ♀ 2/16 アドマイヤアイドルの１２ ＊ブライアンズタイム

宮崎 ４１ ♂ 4/12 ブルーボックスボウの１２ ＊サンデーサイレンス

日高 ６６ ♀ 2/13 タイキトライアンフの１２ ＊ファルブラヴ

ハーツクライ ……… 日高 １３ ♂ 4/16 クインオブオールディーの１２ Kris S.

宮崎 ４２ ♂ 3/20 メジロレーマーの１２ ＊リンドシェーバー

日高 ６３ ♂ 2/18 プルームリジェールの１２ Diesis
＊ハービンジャー …… 日高 ３１ ♀ 3/5 ピサノアリュメールの１２ ＊サンデーサイレンス
＊ファスリエフ ……… 日高 ４８ ♀ 3/3 セレクトレディの１２ マンハッタンカフェ
＊ブライアンズタイム 日高 １４ ♂ 4/28 クロノグラフの１２ Fusaichi Pegasus

ブラックタイド …… 宮崎 １６ ♂ 3/20 コロナドズベイビーの１２ ＊コロナドズクエスト

日高 ３６ ♀ 4/20 エイシンスペインの１２ ＊ペンタイア

宮崎 ５２ ♀ 5/8 フィールドトラップの１２ タマモクロス
＊ボストンハーバー … 日高 ６ ♀ 4/17 フレンドリータッチの１２ ＊ワツスルタツチ

マンハッタンカフェ 日高 ３５ ♀ 4/11 ゴールドデイの１２ Seeking the Gold

＊ヨハネスブルグ …… 日高 １ ♂ 4/29 シャトルシャロンの１２ ＊タイキシャトル

日高 ２ ♂ 4/29 キセキスティールの１２ フジキセキ

日高 ５ ♀ 3/24 バクシンスクリーンの１２ サクラバクシンオー

日高 ７ ♀ 4/18 ワンモアベイビーの１２ ＊ジェネラス

＊ロージズインメイ … 日高 ４４ ♂ 3/10 ナイキトライアンフの１２ ＊ボストンハーバー

＊ワイルドラッシュ … 日高 ２５ ♀ 3/6 シルクサルートの１２ フジキセキ
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種 牡 馬 解 説

アジュディミツオー
Adjudi Mitsuo
鹿 ２００１

＊アジュディケーティング
オリミツキネン

＊ジヤツジアンジエルーチ
ウサロマン

ＮＡＲ年代表２回，地１０勝，東京大賞典 （Ｄ２０００ｍ）２回，帝王賞 （Ｄ２０００ｍ），かしわ
記念 （Ｄ１６００ｍ）。初産駒は３歳。主な産駒 フェイスシャイン，イチネンセイ，レイ
ンメーカー（以上地勝馬）。父はシャンペインＳ など米５勝，アジュディケーター（ ）
を出す。１３－地方Ｆ 。

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），
ライジングサン（伊勢特別）。

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）。主な
産駒 ハクサンムーン（セントウルＳ ，スプリンターズＳ ２着），レオアクティ
ブ（京王杯２歳Ｓ ，京成杯ＡＨ ），アルキメデス（朝日ＣｈＣ ），ファインチ
ョイス（函館２歳Ｓ ），セイクレットレーヴ。

＊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
４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），グランシェリー（中
京２歳Ｓ ），マイネルブルズアイ。

ヴァーミリアン［新種牡馬］
Vermilion
黒鹿 ２００２

＊エルコンドルパサー
スカーレットレディ

＊サンデーサイレンス
スカーレットローズ

最優秀ダートホース，５勝，地１０勝，フェブラリーＳ （Ｄ１６００ｍ），ＪＣダート
（Ｄ２１００ｍ），東京大賞典 （大井・Ｄ２０００ｍ），ＪＢＣクラシック ３回。初産
駒は２歳。父は年度代表馬，ジャパンＣ など日仏８勝，ソングオブウインド（菊花賞
）を出す。近親ダイワメジャー（天皇賞・秋 ）。

＊エンパイアメーカー［新種牡馬］
Empire Maker
黒鹿 ２０００

Unbridled
Toussaud

El Gran Senor
Image of Reality

ＵＳＡ，米４勝，ベルモントＳ （１２Ｆ），ＫＹダービー ２着。本邦初産駒は２歳。主
な産駒 ロイヤルデルタ（ＢＣＬクラシック ２回），パイオニアオヴザナイル（サンタ
アニタダービー ），イモーリエント（スピンスターＳ ），ボーディマイスター（ＫＹダ
ービー ２着），フェデラリスト（中山記念 ），＊イジゲン。
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オンファイア
On Fire
鹿 ２００３

＊サンデーサイレンス
＊ウインドインハーヘア

Alzao
Burghclere

３戦１勝，２歳未勝利（東京・１８００ｍ），東スポ杯２歳Ｓ ３着。主な産駒 ウキヨノカ
ゼ（クイーンＣ ，フェアリーＳ ２着），シゲルキョクチョウ（フェニックス賞 ，
小倉２歳Ｓ ２着），ファイヤープリンス（浦和・ニューイヤーＣ），イチノバースト
（園田・菊水賞２着），ビットスターダム（芝桜賞）。

カネヒキリ［新種牡馬］
Kane Hekili
栗 ２００２

フジキセキ
＊ライフアウトゼア

Deputy Minister
Silver Valley

最優秀ダートホース２回，７勝，地５勝，ＪＣダート （１８００ｍ），ＪＣダート （２１００
ｍ），フェブラリーＳ （Ｄ１６００ｍ），Ｊダートダービー （大井・２０００ｍ），東京大賞典
（大井・Ｄ２０００ｍ）。初産駒は２歳。父は最優秀２歳牡馬，＊キンシャサノキセキ（高

松宮杯 ２回），サダムパテックを出す。

＊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）。

＊キンシャサノキセキ［新種牡馬］
Kinshasa no Kiseki
鹿 ２００３

フジキセキ
＊ケルトシャーン

Pleasant Colony
Featherhill

ＡＵＳ，最優秀短距離馬，１２勝，高松宮記念 （１２００ｍ）２回，阪神Ｃ （１４００ｍ）２回，
スワンＳ （１４００ｍ），スプリンターズＳ ２着２回。初産駒は２歳。父は最優秀
２歳牡馬，カネヒキリ（ＪＣダート ），サダムパテック（マイルＣｈＳ ）を出す。
おじ＊グルームダンサー（リュパン賞 ）。

＊グラスワンダー
Grass Wonder
栗 １９９５

Silver Hawk
Ameriflora

Danzig
Graceful Touch

ＵＳＡ，最優秀２歳牡馬，９勝，有馬記念 ２回（２５００ｍ），朝日杯３歳Ｓ （１６００ｍ）。主
な産駒 スクリーンヒーロー（ジャパンＣ ，天皇賞・秋 ２着），アーネストリー
（宝塚記念 ，金鯱賞 ），セイウンワンダー（朝日杯ＦＳ ），ビッグロマンス
（全日本２歳優駿 ），マイネルレーニア。

＊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 ，ユニコーンＳ ２着，新潟２歳Ｓ ３着，端午Ｓ ），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 ，報知ＧＰＣ），アクションバイオ（萩Ｓ ３着）。
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＊コンデュイット
Conduit
栗 ２００５

Dalakhani
Well Head

Sadler's Wells
River Dancer

ＩＲＥ，米芝牡馬チャンピオン，英米７勝，’Ｋジョージ’ （１２Ｆ），ＢＣターフ （１２
Ｆ）２回，英セントレジャー （１４．５Ｆ）。初産駒は３歳。主な産駒 マイネルヴェル
ト，マイネヴァリエンテ，マイネルリベルタス（以上等１勝）。父は凱旋門賞 など８勝，
リライアブルマン（仏ダービー ）を出す。１３－中央Ｆ 。

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 ），クリソライト（Ｊダートダービー ），オーロマイスター
（南部杯 ），コパノリッキー。１３－中央２ ，地方 ，地方２ 。

＊シニスターミニスター
Sinister Minister
鹿 ２００３

Old Trieste
Sweet Minister

The Prime Minister
Sweet Blue

ＵＳＡ，米２勝，ブルーグラスＳ （９Ｆ）。主な産駒 インカンテーション（レパード
Ｓ ，みやこＳ ２着），ロックハンドパワー（盛岡・若駒賞，水沢・寒菊賞），リプ
レイスインディ（笠松・サマーＣ），イヴアルブ（船橋・東京湾Ｃ３着），ダブルスター
（北総Ｓ），スイングリーダー（福山プリンセスＣ３着）。

ジャングルポケット
Jungle Pocket
鹿 １９９８

＊トニービン
＊ダンスチャーマー

Nureyev
Skillful Joy

年度代表馬，最優秀３歳牡馬，５勝，日本ダービー （２４００ｍ），ジャパンＣ （２４００ｍ）。
主な産駒 オウケンブルースリ（菊花賞 ），トールポピー（オークス ），トー
センジョーダン（天皇賞・秋 ），ジャガーメイル（天皇賞・春 ），アヴェンチュラ
（秋華賞 ），クィーンスプマンテ。

ジョウテンブレーヴ
Joten Brave
鹿 １９９７

＊ダンシングブレーヴ
タクノギャル

＊ロイヤルスキー
タクノチドリ

５勝，マイラーズＣ （１６００ｍ），東スポ杯３歳Ｓ （１８００ｍ），エプソムＣ （１８００ｍ），京
阪杯 （１８００ｍ），皐月賞 ４着。主な産駒 ジョウテンオリーヴ，ジョウテンキッズ（以
上１勝），ロードエストレーラ，ブレーヴクン（以上等地勝馬）。父は全欧年度代表馬，凱
旋門賞 など８勝，キングヘイローを出す。

ショウナンカンプ
Shonan Kampf
鹿 １９９８

サクラバクシンオー
ショウナングレイス

＊ラツキーソブリン
ヤセイコーソ

８勝，高松宮記念 （１２００ｍ），スワンＳ （１４００ｍ）。主な産駒 ショウナンアチーヴ（か
らまつ賞，朝日杯ＦＳ ２着），ショウナンカザン（淀短距離Ｓ ，シルクロードＳ
２着），ショウナンカッサイ（ききょうＳ ，阪神Ｊフィリーズ ４着），モトヒメ

（福島２歳Ｓ ），アイリスモレア（ラベンダー賞 ２着）。
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＊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，天皇賞・秋 （２０００ｍ）２回。主な産駒 エピファネイ
ア（菊花賞 ，日本ダービー ２着），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 ）。１３－中央 。

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）。主な産駒 オルフェーヴル（三冠，有馬記念
２回），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 ），レッドリヴェール（阪神Ｊ
フィリーズ ），フェノーメノ。１３－中央 ，中央２ 。

スペシャルウィーク
Special Week
黒鹿 １９９５

＊サンデーサイレンス
キャンペンガール

マルゼンスキー
レデイーシラオキ

１０勝，日本ダービー （２４００ｍ），ジャパンＣ （２４００ｍ）。主な産駒 ブエナビスタ（ジ
ャパンＣ ，天皇賞・秋 ，オークス ，桜花賞 ），シーザリオ（オークス
，アメリカンオークス ），ローマンレジェンド（東京大賞典 ），ゴルトブリッツ

（帝王賞 ），リーチザクラウン（マイラーズＣ ）。

＊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 ）。

タニノギムレット
Tanino Gimlet
鹿 １９９９

＊ブライアンズタイム
タニノクリスタル

＊クリスタルパレス
＊タニノシーバード

５勝，日本ダービー （２４００ｍ）。主な産駒 ウオッカ（ジャパンＣ ，日本ダービー
，天皇賞・秋 ，安田記念 ２回），スマイルジャック（スプリングＳ ，

日本ダービー ２着），クレスコグランド（京都新聞杯 ），ミッドサマーフェア
（フローラＳ ），ヒラボクロイヤル（青葉賞 ），アブソリュート。

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 ），クラレント（デイリー杯２
歳Ｓ ），マルカフェニックス（スワンＳ ）。
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＊チーフベアハート
Chief Bearhart
栗 １９９３

Chief's Crown
Amelia Bearhart

Bold Hour
Myrtlewood Lass

ＣＡＮ，米芝牡馬チャンピオン，米加１２勝，ＢＣターフ （１２Ｆ）。主な産駒 マイネル
キッツ（天皇賞・春 ），マイネルレコルト（朝日杯ＦＳ ），マーブルチーフ（京都新
聞杯 ），トーホウレーサー（ＮｚＴ ），ビービーガルダン（阪急杯 ，スプリン
ターズＳ ２着），マイネルラクリマ（京都金杯 ），ナムラマース。

ディープスカイ
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），
ジャパンＣ ２着，安田記念 ２着。初産駒は３歳。主な産駒 アースウィンド，
アルティメイタム，カレンコティヤール，ディープミタカ（以上等中央１勝）。父は皐月
賞 など４勝，ダイワスカーレットを出す。１３－中央Ｆ 。

テレグノシス
Telegnosis
鹿 １９９９

＊トニービン
メイクアウイッシュ

＊ノーザンテースト
＊メツシーナ

５勝，ＮＨＫマイルＣ （１６００ｍ），毎日王冠 （１８００ｍ），安田記念 ２着。主な産駒
マイネイサベル（府中牝馬Ｓ ，中山牝馬Ｓ ，新潟２歳Ｓ ，ローズＳ ２着，
ヴィクトリアマイル ３着），マルサンスパイス（福山・プリンセスＣ２着），コスモ
レグノ（佐賀・脊振山賞３着），ディアグリスター（２勝）。

＊バゴ
Bago
黒鹿 ２００１

Nashwan
Moonlight's Box

Nureyev
Coup de Genie

ＦＲ，全欧２・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 ），オウケンサクラ（フラワーＣ ，桜花賞 ２着），クリスマス
（函館２歳Ｓ ，阪神ＪＦ ４着），アクティビューティ（クイーン賞 ，ＪＢＣ
Ｌクラシック ２着），クイーンアルタミラ（新潟２歳Ｓ ３着）。

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 ジャスタウェイ（天皇賞・秋 ），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
），カレンミロティック（金鯱賞 ）。１３－中央 ，中央２ 。

＊ハービンジャー［新種牡馬］
Harbinger
鹿 ２００６

Dansili
Penang Pearl

Bering
Guapa

ＧＢ，ワールドチャンピオン，英６勝，’キングジョージ’ （１２Ｆ），ハードウィックＳ
（１２Ｆ），ジョンポーターＳ （１２Ｆ），オーモンドＳ （１３．４Ｆ），ゴードンＳ （１２Ｆ）。
初産駒は２歳。父はミュゲ賞 など５勝，レイルリンク（凱旋門賞 ），フリントシア，
ザンベジサン（以上パリ大賞 ）を出す。
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＊ファスリエフ
Fasliyev
鹿 １９９７

Nureyev
Mr. P's Princess

Mr. Prospector
Anne Campbell

ＵＳＡ，全欧２歳チャンピオン，英愛仏５勝，モルニー賞 （１２００ｍ），フィーニクスＳ
（６Ｆ）。主な産駒 キャリーオンケイティ（チヴリーパークＳ ），マッチファスター
（ロベールパパン賞 ），ピクニックソング（エーデルワイス賞 ３着），ガイヤクイ
ン（佐賀・花吹雪賞），ニシノファスリエフ（高知・黒潮皐月賞）。

＊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 ），ファレノプシス（桜花賞 ，
Ｅ女王杯 ），チョウカイキャロル（オークス ）。

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）。初産駒は４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），シャイニーガール（エルフィン
Ｓ ），マイネルフロスト（コスモス賞 ），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）。全弟ディープインパクト。

＊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），スリーボストン。

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（フェブラリーＳ ），ショウナンマイティ（産経大
阪杯 ），フミノイマージン。１３－中央 。

＊ヨハネスブルグ
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）。本
邦初産駒は３歳。主な産駒 スキャットダディ（フロリダダービー ），ホウライアキ
コ（デイリー杯２歳Ｓ ），フクノドリーム（エーデルワイス賞 ），ネロ（クリス
マスローズＳ ）。１３－中央２ ，中央Ｆ ，地方２ ，地方Ｆ 。
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＊ロージズインメイ
Roses in May
青鹿 ２０００

Devil His Due
Tell a Secret

Speak John
Secret Retreat

ＵＳＡ，米首８勝，ドバイワールドＣ （２０００ｍ）。主な産駒 コスモオオゾラ（弥生賞
），ドリームバレンチノ（シルクロードＳ ，高松宮記念 ２着），ジェネラルグ

ラント（大井・京浜盃，全日本２歳優駿 ２着），マイネソルシエール（フローラＳ
２着），マイネルマーク（Ａｒ共和国杯 ３着）。１３－地方 。

＊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），＊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 ），
ティアップワイルド（かきつばた記念 ）。１３－地方 。
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Progeny:本邦初産駒は２歳
産駒はデビュー以来７年連続ＧＩ制覇！

Pedigree:Mr. Prospector Line
血統、種牡馬実績を兼ね備えたトップサイアー

エンパイアメーカー（USA）黒鹿毛・2000

ロイヤルデルタがＧＩ・6勝、3年連続のエクリプス賞受賞！
ＧＩ馬11頭を送る2012年米チャンピオンサイアー
産駒のパイオニアオブザナイルも種牡馬として好発進

Performance:米８戦４勝２着３回
2003年 米ＧＩベルモントＳ ウィナー

Em
pi

re
 M

ak
er

1 s t .  ベ ル モ ン ト Ｓ －ＧⅠ（D12F）
1 s t .  フロリダダービー －ＧⅠ（D9F）
1 s t .  ウッドメモリアルＳ －ＧⅠ（D9F）
2nd .  ケンタッキーダービー －ＧⅠ（D10F）

ロイヤルデルタ（米３歳牝馬･古牝馬（2回）チャンピオン）
パイオニアオブザナイル（サンタアニタダービーなどＧⅠ・2勝））
エモリエント（アシュランドＳ、アメリカンオークスなどＧⅠ･3勝）
ボーデマイスター（アーカンソーダービー－ＧⅠ）
カントリースター（アルシビアデスＳ－ＧⅠ、ハリウッドスターレットＳ－ＧⅠ）
インランジェリー（スピンスターＳ－ＧⅠ）
グレイスホール（スピナウェイＳ－ＧⅠ、デラウェアオークス－ＧⅡ）
ムシュカ（スピンスターＳ－ＧⅠ、デモワゼルＳ－ＧⅡ）
フェデラリスト（中山記念－ＧⅡ、中山金杯－ＧⅢ）
イジゲン（武蔵野Ｓ－ＧⅢ、レパードＳ－ＧⅢ 3着）

ロイヤルデルタ（米３歳牝馬･古牝馬（2回）チャンピオン）
パイオニアオブザナイル（サンタアニタダービーなどＧⅠ・2勝））
エモリエント（アシュランドＳ、アメリカンオークスなどＧⅠ･3勝）
ボーデマイスター（アーカンソーダービー－ＧⅠ）
カントリースター（アルシビアデスＳ－ＧⅠ、ハリウッドスターレットＳ－ＧⅠ）
インランジェリー（スピンスターＳ－ＧⅠ）
グレイスホール（スピナウェイＳ－ＧⅠ、デラウェアオークス－ＧⅡ）
ムシュカ（スピンスターＳ－ＧⅠ、デモワゼルＳ－ＧⅡ）
フェデラリスト（中山記念－ＧⅡ、中山金杯－ＧⅢ）
イジゲン（武蔵野Ｓ－ＧⅢ、レパードＳ－ＧⅢ 3着）

【Sire】チャンピオン、重賞勝馬を多数送る名種牡
馬。アンブライドルズソング、グラインドストーン、
アニース、レッドブレット、ハーフブライドルド、
バンシーブリーズなどを輩出。

【BMS】英愛2歳・英3歳チャンピオン。産駒に
ロドリゴデトリアーノ、リドジャスティス、ベルメッツ、
スパニッシュファーンなど。

【Family】母トゥサードは2002年米年度代表繁殖
牝馬。産駒にはチェスターハウス、オネストレディ、
チゼリングなど、計4頭のＧⅠ馬

2014年

２ 歳
新種牡馬

ファピアノ
Fappiano

ガナファシル
Gana Facil
エルグランセニョール
El Gran Senor

イメージオブリアリティ
Image of Reality

Mr. Prospector

Killaloe

Le Fabuleux

Charedi

Northern Dancer

Sex Appeal

In Reality

Edee’s Image

アンブライドルド
Unbridled

トゥサード
Toussaud

＊エ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。
　（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」

「基本契約」：
不受胎時種付料返還特約及びフリーリターン特約付き
「受胎条件」：
フリーリターン特約付き、9月15日期限払い

平成26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26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26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。

2014　　　　サラブレッド種牡馬配置表

エンパイアメーカー

バ  ゴ

ヨハネスブルグ

ケイムホーム

アルデバラン

カリズマティック

ボストンハーバー

シルバーチャーム

イシノサンデー

黒鹿

黒鹿

鹿

黒鹿

鹿

栗

鹿

芦

栗

平12
14歳

平13
13歳

平11
15歳

平11
15歳

平10
16歳

平8
18歳

平6
20歳

平6
20歳

平5
21歳

種　  牡　  馬　  名
生年
・
年齢

産地毛色 父  ・  母 主な勝鞍
種付条件別種付料（単位：万円、税込）
A特約なし
返還なし

B基本契約
不受胎時返還
フリーリターン

フリーリターンなし

C受胎条件
フリーリターン
受胎確認9月15日払

アンブライドルド
トゥサード

ナシュワン
ムーンライツボックス

ヘネシー（USA）
ミス

ゴーンウエスト
ナイスアッセイ

ミスタープロスペクター
チャイムズオブフリーダム

サマースコール
バリベイブ

カポウティ
ハーバースプリングズ

シルバーバック
ボニーズポーカー

サンデーサイレンス（USA）
ジェフォリー（USA）

ベルモントＳ GⅠ
フロリダダービー GⅠ

凱旋門賞 GⅠ
パリ大賞典 GⅠ

BCジュヴェナイル GⅠ
ミドルパークＳ GⅠ

パシフィッククラシック GⅠ
サンタアニタダービー GⅠ

メトロポリタンＨ GⅠ
フォアゴーＨ GⅠ

ケンタッキーダービー GⅠ
プリークネスＳ GⅠ

ＢＣジュヴェナイル GⅠ
ブリーダーズフュチュリティ GⅡ

ケンタッキーダービー GⅠ
ドバイワールドＣ GⅠ

皐月賞 GⅠ
京都金杯 GⅢ

アメリカ

フランス

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

静内

-

120

120

60

60

-

-

-

-

350

150

150

80

80

20

-

-

-

-

180

180

100

100

30

10

10

10

静内種馬場静内種馬場

デビッドジュニア

サニングデール

スクワートルスクワート

栗

黒鹿

黒鹿

平14
12歳

平11
15歳

平10
16歳

プレザントタップ
パラダイスリヴァー

ウォーニング（GB）
カディザデー（IRE）

マーケトリー
ロストザコード

アメリカ

静内

アメリカ

-

-

-

-

-

-

10

10

10

七戸種馬場七戸種馬場

ストラヴィンスキー

アラムシャー

サイレントハンター

ダンツシアトル

鹿

鹿

鹿

鹿

平8
18歳

平12
14歳

平5
21歳

平2
24歳

ヌレイエフ
ファイアーザグルーム

キーオブラック
アライーダ

サンデーサイレンス（USA）
ヒロポリシー

シアトルスルー
コールミーゴッデス

アメリカ

アイルランド

新冠

アメリカ

-

-

-

-

20

-

-

-

30

10

10

10

九州種馬場九州種馬場

 

エクリプスＳ GⅠ
ドバイデューティフリー GⅠ

高松宮記念 GⅠ
ＣＢＣ賞 GⅡ

ＢＣスプリント GⅠ
キングズビショップＳ GⅠ

ジュライＣ GⅠ
ナンソープＳ GⅠ

　キングジョージ GⅠ
愛ダービー GⅠ

産経大阪杯 GⅡ
中山金杯 GⅢ

宝塚記念 GⅠ
京阪杯 GⅢ

＊

－ 136 －



Progeny:本邦初産駒は２歳
産駒はデビュー以来７年連続ＧＩ制覇！

Pedigree:Mr. Prospector Line
血統、種牡馬実績を兼ね備えたトップサイアー

エンパイアメーカー（USA）黒鹿毛・2000

ロイヤルデルタがＧＩ・6勝、3年連続のエクリプス賞受賞！
ＧＩ馬11頭を送る2012年米チャンピオンサイアー
産駒のパイオニアオブザナイルも種牡馬として好発進

Performance:米８戦４勝２着３回
2003年 米ＧＩベルモントＳ ウィナー
Em

pi
re

 M
ak

er
1 s t .  ベ ル モ ン ト Ｓ －ＧⅠ（D12F）
1 s t .  フロリダダービー －ＧⅠ（D9F）
1 s t .  ウッドメモリアルＳ －ＧⅠ（D9F）
2nd .  ケンタッキーダービー －ＧⅠ（D10F）

ロイヤルデルタ（米３歳牝馬･古牝馬（2回）チャンピオン）
パイオニアオブザナイル（サンタアニタダービーなどＧⅠ・2勝））
エモリエント（アシュランドＳ、アメリカンオークスなどＧⅠ･3勝）
ボーデマイスター（アーカンソーダービー－ＧⅠ）
カントリースター（アルシビアデスＳ－ＧⅠ、ハリウッドスターレットＳ－ＧⅠ）
インランジェリー（スピンスターＳ－ＧⅠ）
グレイスホール（スピナウェイＳ－ＧⅠ、デラウェアオークス－ＧⅡ）
ムシュカ（スピンスターＳ－ＧⅠ、デモワゼルＳ－ＧⅡ）
フェデラリスト（中山記念－ＧⅡ、中山金杯－ＧⅢ）
イジゲン（武蔵野Ｓ－ＧⅢ、レパードＳ－ＧⅢ 3着）

ロイヤルデルタ（米３歳牝馬･古牝馬（2回）チャンピオン）
パイオニアオブザナイル（サンタアニタダービーなどＧⅠ・2勝））
エモリエント（アシュランドＳ、アメリカンオークスなどＧⅠ･3勝）
ボーデマイスター（アーカンソーダービー－ＧⅠ）
カントリースター（アルシビアデスＳ－ＧⅠ、ハリウッドスターレットＳ－ＧⅠ）
インランジェリー（スピンスターＳ－ＧⅠ）
グレイスホール（スピナウェイＳ－ＧⅠ、デラウェアオークス－ＧⅡ）
ムシュカ（スピンスターＳ－ＧⅠ、デモワゼルＳ－ＧⅡ）
フェデラリスト（中山記念－ＧⅡ、中山金杯－ＧⅢ）
イジゲン（武蔵野Ｓ－ＧⅢ、レパードＳ－ＧⅢ 3着）

【Sire】チャンピオン、重賞勝馬を多数送る名種牡
馬。アンブライドルズソング、グラインドストーン、
アニース、レッドブレット、ハーフブライドルド、
バンシーブリーズなどを輩出。

【BMS】英愛2歳・英3歳チャンピオン。産駒に
ロドリゴデトリアーノ、リドジャスティス、ベルメッツ、
スパニッシュファーンなど。

【Family】母トゥサードは2002年米年度代表繁殖
牝馬。産駒にはチェスターハウス、オネストレディ、
チゼリングなど、計4頭のＧⅠ馬

2014年

２ 歳
新種牡馬

ファピアノ
Fappiano

ガナファシル
Gana Facil
エルグランセニョール
El Gran Senor

イメージオブリアリティ
Image of Reality

Mr. Prospector

Killaloe

Le Fabuleux

Charedi

Northern Dancer

Sex Appeal

In Reality

Edee’s Image

アンブライドルド
Unbridled

トゥサード
Toussaud

＊エ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。
　（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」

「基本契約」：
不受胎時種付料返還特約及びフリーリターン特約付き
「受胎条件」：
フリーリターン特約付き、9月15日期限払い

平成26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26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26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。

2014　　　　サラブレッド種牡馬配置表

エンパイアメーカー

バ  ゴ

ヨハネスブルグ

ケイムホーム

アルデバラン

カリズマティック

ボストンハーバー

シルバーチャーム

イシノサンデー

黒鹿

黒鹿

鹿

黒鹿

鹿

栗

鹿

芦

栗

平12
14歳

平13
13歳

平11
15歳

平11
15歳

平10
16歳

平8
18歳

平6
20歳

平6
20歳

平5
21歳

種　  牡　  馬　  名
生年
・
年齢

産地毛色 父  ・  母 主な勝鞍
種付条件別種付料（単位：万円、税込）
A特約なし
返還なし

B基本契約
不受胎時返還
フリーリターン

フリーリターンなし

C受胎条件
フリーリターン
受胎確認9月15日払

アンブライドルド
トゥサード

ナシュワン
ムーンライツボックス

ヘネシー（USA）
ミス

ゴーンウエスト
ナイスアッセイ

ミスタープロスペクター
チャイムズオブフリーダム

サマースコール
バリベイブ

カポウティ
ハーバースプリングズ

シルバーバック
ボニーズポーカー

サンデーサイレンス（USA）
ジェフォリー（USA）

ベルモントＳ GⅠ
フロリダダービー GⅠ

凱旋門賞 GⅠ
パリ大賞典 GⅠ

BCジュヴェナイル GⅠ
ミドルパークＳ GⅠ

パシフィッククラシック GⅠ
サンタアニタダービー GⅠ

メトロポリタンＨ GⅠ
フォアゴーＨ GⅠ

ケンタッキーダービー GⅠ
プリークネスＳ GⅠ

ＢＣジュヴェナイル GⅠ
ブリーダーズフュチュリティ GⅡ

ケンタッキーダービー GⅠ
ドバイワールドＣ GⅠ

皐月賞 GⅠ
京都金杯 GⅢ

アメリカ

フランス

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

静内

-

120

120

60

60

-

-

-

-

350

150

150

80

80

20

-

-

-

-

180

180

100

100

30

10

10

10

静内種馬場静内種馬場

デビッドジュニア

サニングデール

スクワートルスクワート

栗

黒鹿

黒鹿

平14
12歳

平11
15歳

平10
16歳

プレザントタップ
パラダイスリヴァー

ウォーニング（GB）
カディザデー（IRE）

マーケトリー
ロストザコード

アメリカ

静内

アメリカ

-

-

-

-

-

-

10

10

10

七戸種馬場七戸種馬場

ストラヴィンスキー

アラムシャー

サイレントハンター

ダンツシアトル

鹿

鹿

鹿

鹿

平8
18歳

平12
14歳

平5
21歳

平2
24歳

ヌレイエフ
ファイアーザグルーム

キーオブラック
アライーダ

サンデーサイレンス（USA）
ヒロポリシー

シアトルスルー
コールミーゴッデス

アメリカ

アイルランド

新冠

アメリカ

-

-

-

-

20

-

-

-

30

10

10

10

九州種馬場九州種馬場

 

エクリプスＳ GⅠ
ドバイデューティフリー GⅠ

高松宮記念 GⅠ
ＣＢＣ賞 GⅡ

ＢＣスプリント GⅠ
キングズビショップＳ GⅠ

ジュライＣ GⅠ
ナンソープＳ GⅠ

　キングジョージ GⅠ
愛ダービー GⅠ

産経大阪杯 GⅡ
中山金杯 GⅢ

宝塚記念 GⅠ
京阪杯 GⅢ

＊
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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 5  44 2 52
 1  4 5 12  22
 1 1 9 5 56 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25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：（Breeze 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 5  44 2 52
 1  4 5 12  22
 1 1 9 5 56 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25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：（Breeze 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

－ 139 －



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
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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　　4月　7　日（月） 　10:00～
日高育成牧場　　4月14日（月） 　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．ワンダーオリジナルは
　　何でできているのですか？

駆虫薬：エクイマックス
１３年１１月
１４年　３月

飼　料
燕　麦

ワンダーオリジナル
乾草（チモシー、ルーサン）

日　量
1.0kg
4.0kg
7.5kg

日 高
日量
1.0kg
2.0kg
2.0kg
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たものです。

☆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。
ワンダーオリジナル ： 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。
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これに繊維質の高いビートパルプや脂肪分の
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  ンワン飼料です。
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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

１3年

 ７月～９月

 １０月 上旬

  中旬

  下旬

 １１月 上旬

  中旬

  下旬

 １２月

 １4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 1,500 4,100

 1,600 1,000 1,500 4,100

 1,600 1,000 2,000 4,600 
以降500m馬場ならびに1,600m馬場を併用

 1,600 1,100 2,400 5,100

 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 1,100 3,400 7,000 スピードはF18（3F54）程度まで

 2,500 1,100 2,600 6,200

 3,000 1,100 3,400 7,500 スピードはF16（3F48）程度まで

 3,000 1,100 2,600 6,700

 3,500 1,100 3,400 8,000 スピードはF15（3F45）程度まで

１3年

 6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

 １4年

 １月

 ２月

 ３月

昼夜放牧・初期馴致
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 1,600 1,000 1,500 4,100
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 1,600 1,000 2,000 4,600 
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 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 1,100 3,400 7,000 スピードはF18（3F54）程度まで

 2,500 1,100 2,600 6,200

 3,000 1,100 3,400 7,500 スピードはF16（3F48）程度まで

 3,000 1,100 2,600 6,700

 3,500 1,100 3,400 8,000 スピードはF15（3F45）程度まで
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 6月～11月

 １０月 上旬
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 １１月 上旬
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 １２月 上旬
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昼夜放牧・初期馴致
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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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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
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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。

㈲内田ステーブル

内　田　裕　也

㈲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　斐　　　浩

㈲高昭牧場

上　山　泰　憲

㈲武田ステーブル

武　田　茂　男

㈲谷川牧場

谷　川　貴　英

㈲日進牧場

谷　川　利　昭

㈲ビクトリーホースランチ

荻　野　　　豊

㈲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

グッドホースクラブ

藤　平　浩　幸

0146-28-7150

FAX 0146-28-7151

0146-27-4660

FAX 0146-27-4661

0146-28-1981

FAX 0146-28-1983

0146-28-1700

FAX 0146-28-1705

0146-27-4407

FAX 0146-27-4407

0146-28-1176

FAX 0146-28-1176

0146-28-1201

FAX 0146-28-1879

0146-28-1157

FAX 0146-28-1953

0146-28-1436

FAX 0146-28-1452

0146-25-2258

FAX 0146-25-2959

0146-28-1777

FAX 0146-26-7429

0146-28-1696

FAX 0146-28-1690

0146-45-7487

FAX 0146-45-7487

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

新冠

㈲コスモヴューファーム

岡　田　義　広

㈱ノースヒルズ

古　谷　道　昌

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

㈲へいはた牧場

幣　旗　　　力

㈲目名共同トレーニングセンター

岡　田　隆　寛

㈲千代田牧場

飯　田　正　剛

㈱白井牧場

白　井　　　岳

㈱西山牧場

西　山　茂　行

㈲日高大洋牧場

小野田　健　治

㈲ファンタストクラブ

古　岡　宏　仁

㈲ベーシカル･コーチング･スクール

高　橋　　　司

0146-47-4477

FAX 0146-47-4566

0146-47-5031

FAX 0146-47-5132

0146-45-5311

FAX 0146-45-5312

0146-47-2281

FAX 0146-47-3499

0146-49-5601

FAX 0146-49-5602

0146-46-2421

FAX 0146-46-2210

0146-42-0502

FAX 0146-42-6770

0146-46-2400

FAX 0146-46-2440

01456-2-1093

FAX 01456-2-3003

01456-2-0248

FAX 01456-2-2750

01456-2-5241

FAX 01456-2-6506

01456-2-1881

FAX 01456-2-1414

01456-2-2448

FAX 01456-2-4227

新冠

新冠

新冠

新冠

新冠

静内

静内

静内

日高

日高

日高

日高

日高

北　　海　　道　　地　　区
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

㈱グロースフィールド

原　　　昌　久

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

029-875-1828

FAX 029-875-1828

029-875-1520

FAX 029-875-1520

0478-50-7150

FAX 0478-50-7130

0478-75-2231

FAX 0478-75-3645

茨城県

茨城県

千葉県

千葉県

シンボリ牧場有限会社

和　田　孝　弘

㈱ニューオリンピッククラブ

渡　邊　義　男

㈲高木競走馬育成牧場

高　木　秀　男

0476-73-3131

FAX 0476-73-3132

0479-77-1929

FAX 0479-77-1548

046-241-1718

FAX 046-241-0342

千葉県

千葉県

神奈川県

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。

㈲内田ステーブル

内　田　裕　也

㈲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　斐　　　浩

㈲高昭牧場

上　山　泰　憲

㈲武田ステーブル

武　田　茂　男

㈲谷川牧場

谷　川　貴　英

㈲日進牧場

谷　川　利　昭

㈲ビクトリーホースランチ

荻　野　　　豊

㈲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

グッドホースクラブ

藤　平　浩　幸

0146-28-7150

FAX 0146-28-7151

0146-27-4660

FAX 0146-27-4661

0146-28-1981

FAX 0146-28-1983

0146-28-1700

FAX 0146-28-1705

0146-27-4407

FAX 0146-27-4407

0146-28-1176

FAX 0146-28-1176

0146-28-1201

FAX 0146-28-1879

0146-28-1157

FAX 0146-28-1953

0146-28-1436

FAX 0146-28-1452

0146-25-2258

FAX 0146-25-2959

0146-28-1777

FAX 0146-26-7429

0146-28-1696

FAX 0146-28-1690

0146-45-7487

FAX 0146-45-7487

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河
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浦河

新冠

㈲コスモヴューファーム

岡　田　義　広

㈱ノースヒルズ

古　谷　道　昌

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

㈲へいはた牧場

幣　旗　　　力

㈲目名共同トレーニングセンター

岡　田　隆　寛

㈲千代田牧場

飯　田　正　剛

㈱白井牧場

白　井　　　岳

㈱西山牧場

西　山　茂　行

㈲日高大洋牧場

小野田　健　治

㈲ファンタストクラブ

古　岡　宏　仁

㈲ベーシカル･コーチング･スクール

高　橋　　　司

0146-47-4477

FAX 0146-47-4566

0146-47-5031

FAX 0146-47-5132

0146-45-5311

FAX 0146-45-5312

0146-47-2281

FAX 0146-47-3499

0146-49-5601

FAX 0146-49-5602

0146-46-2421

FAX 0146-46-2210

0146-42-0502

FAX 0146-42-6770

0146-46-2400

FAX 0146-46-2440

01456-2-1093

FAX 01456-2-3003

01456-2-0248

FAX 01456-2-2750

01456-2-5241

FAX 01456-2-6506

01456-2-1881

FAX 01456-2-1414

01456-2-2448

FAX 01456-2-4227

新冠

新冠

新冠

新冠

新冠

静内

静内

静内

日高

日高

日高

日高

日高

北　　海　　道　　地　　区
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

㈱グロースフィールド

原　　　昌　久

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

029-875-1828

FAX 029-875-1828

029-875-1520

FAX 029-875-1520

0478-50-7150

FAX 0478-50-7130

0478-75-2231

FAX 0478-75-3645

茨城県

茨城県

千葉県

千葉県

シンボリ牧場有限会社

和　田　孝　弘

㈱ニューオリンピッククラブ

渡　邊　義　男

㈲高木競走馬育成牧場

高　木　秀　男

0476-73-3131

FAX 0476-73-3132

0479-77-1929

FAX 0479-77-1548

046-241-1718

FAX 046-241-0342

千葉県

千葉県

神奈川県

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　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

0944-73-8924

FAX 0944-73-8924

0978-22-2348

FAX 0978-22-0980

0985-89-0203

FAX 0985-89-0204

0986-33-1204

FAX 0986-33-1204

0985-56-1111

FAX 0985-56-1237

0995-66-4664

FAX 0995-67-2213

福岡県

大分県

宮崎県

宮崎県

宮崎県

鹿児島県

柏木牧場

柏　木　　　務

（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

0994-62-2686

FAX 0994-62-2687

0994-62-2062

FAX 0994-62-2778

0994-62-3457

FAX 0994-62-3457

0994-85-1790

FAX 0994-85-1790

0994-76-1950

FAX 0994-76-4067

0994-76-1871

FAX 0994-76-1871

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

㈱ＵＰＨＩＬＬ

弊　旗　政　則

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

弊　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

0748-82-7922

FAX 0748-82-7933

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

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

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

㈲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

0749-74-0200

FAX 0749-62-6304

077-558-3088

FAX 077-558-3089

0748-22-6421

FAX 0748-22-6421

077-558-4030

FAX 077-558-4038

0748-25-7325

FAX 0748-25-7325

0774-88-3535

FAX 0774-88-6688

075-854-0511

FAX 075-854-0777

0595-64-4543

FAX 0595-64-4543

0594-76-6700

FAX 0594-76-0146

0565-90-4566

FAX 0565-90-4562

0573-56-4530

FAX 0573-56-4531

0761-47-0131

FAX 0761-47-0141

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

京都府

京都府

三重県

三重県

愛知県

岐阜県

石川県

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　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

0944-73-8924

FAX 0944-73-8924

0978-22-2348

FAX 0978-22-0980

0985-89-0203

FAX 0985-89-0204

0986-33-1204

FAX 0986-33-1204

0985-56-1111

FAX 0985-56-1237

0995-66-4664

FAX 0995-67-2213

福岡県

大分県

宮崎県

宮崎県

宮崎県

鹿児島県

柏木牧場

柏　木　　　務

（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

0994-62-2686

FAX 0994-62-2687

0994-62-2062

FAX 0994-62-2778

0994-62-3457

FAX 0994-62-3457

0994-85-1790

FAX 0994-85-1790

0994-76-1950

FAX 0994-76-4067

0994-76-1871

FAX 0994-76-1871

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

㈱ＵＰＨＩＬＬ

弊　旗　政　則

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

弊　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

0748-82-7922

FAX 0748-82-7933

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

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

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

㈲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

0749-74-0200

FAX 0749-62-6304

077-558-3088

FAX 077-558-3089

0748-22-6421

FAX 0748-22-6421

077-558-4030

FAX 077-558-4038

0748-25-7325

FAX 0748-25-7325

0774-88-3535

FAX 0774-88-6688

075-854-0511

FAX 075-854-0777

0595-64-4543

FAX 0595-64-4543

0594-76-6700

FAX 0594-76-0146

0565-90-4566

FAX 0565-90-4562

0573-56-4530

FAX 0573-56-4531

0761-47-0131

FAX 0761-47-0141

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県
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預託先をお探しの馬主の皆様との橋渡しが行えるように、
日本調教師会主催で「馬主・調教師懇談会」が開催されま
す。奮ってご参加ください。

日時　平成26年4月28日（月）午前
場所　中山競馬場

※詳細な案内につきましては、購買登録確認書の送付の際に同封させ
ていただきます。また、ご不明な点につきましては下記に記載して
おります「馬主・調教師ホットライン」までお尋ねください。

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/

馬主・調教師懇談会の開催

馬主・調教師ホットライン
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2014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

36

138

264

360

㈱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。

１/２２（水）

１０月下旬

九州トレーニングセール

JRAブリーズアップセール

北海道トレーニングセール

千葉サラブレッドセール

２歳

２歳

２歳

２歳

佐賀競馬場

JRA中山競馬場

JRA函館競馬場

船橋競馬場

6

76

152

41

250

890

560

1,400

九州軽種馬協会

日本中央競馬会

日高・胆振・十勝軽種馬農協

千葉県両総馬匹農協

099（478）3015

03（5785）7540

0146（45）2133（日高）

0476（93）1008

○２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。

４/１５（火）

４/２９（火祝）

５/１３（火）

５/１９（月）

4/24より事前下見
4/28は前日展示会

公開調教は5/13か12
事前下見は5/12か11～

（本年は終了）

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

九州１歳市場

八戸市場

北海道サマーセール

北海道オータムセール

１歳

当歳

１歳

１歳

１歳

１歳

１歳

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

九州種馬場

八戸家畜市場

北海道市場

北海道市場

226

166

143

5

26

618

383

2,860

3,540

1,230

180

270

410

290

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

九州軽種馬協会

青森県軽種馬生産農協

日高・胆振・十勝軽種馬農協

日高・胆振・十勝軽種馬農協

03（3505）3445

03（3505）3445

0146（45）2133（日高）

099（478）3015

0178-51-8765

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。

７/１４（月）

７/１５（火）

７/２２（火）

７/２９（火）

８/５（火）

８/２５（月）
 ～２８（木）
１０/６（月）
   ～８（水）

7/12より事前下見

7/21（祝）は前日展示

※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78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27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（一社）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（6/1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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 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（一社）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（6/1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
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至
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京
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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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