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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「2018JRAブリーズアップセール」サイト
　　　　　　　　　　 http://www.jbis.or.jp/seri/2018/12O1/sale/

●ライブ中継について●
※2018JRA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.30～31をご覧ください。
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ＪＲＡブリーズアップセールＪＲＡブリーズアップセール

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

セール出身の活躍馬たちセール出身の活躍馬たち

セイウンワンダー
父 グラスワンダー

牡　2008年取引馬

’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

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
牝　2005年取引馬　父 フォーティナイナー

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

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
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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。

’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
牝　2012年取引馬　父 ケイムホーム

末脚を冴え渡らせ、
’15 クイーンステークス（GⅢ）を制覇

メイショウスザンナ
牝　2011年取引馬　父 アグネスデジタル

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

’15 京都ジャンプステークス（J･GⅢ）を優勝
セール出身馬初の障害競走重賞勝ち

ダンツミュータント
牡　2011年取引馬　父 マイネルラヴ

圧倒的なスピードで、
’13 函館2歳ステークス（GⅢ）を制した

クリスマス
牝　2013年取引馬　父 バゴ

先行力を武器に、
’13 エーデルワイス賞（JpnⅢ）を勝利

フクノドリーム
牝　2013年取引馬　父 ヨハネスブルグ

写真提供 田中哲実氏写真提供 田中哲実氏
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◆ これまでのＪＲＡホームブレッドの優勝馬 ◆◆ これまでのＪＲＡホームブレッドの優勝馬 ◆

15年1回中山競馬1200mダート　3歳未勝利
パイナワレア ［牝］

2014年取引馬　父 ヨハネスブルグ

13年3回中京競馬1400m芝　中京2歳ステークス
グランシェリー ［牝］
2013年取引馬　父 アルデバラン

15年1回新潟競馬1800mダート　白馬岳特別
エリーフェアリー ［牝］
2013年取引馬　父 アルデバラン

17年3回新潟競馬1200mダート　3歳以上500万円下
トップアドバンス ［牡］
2013年取引馬　父 アルデバラン

17年3回中京競馬1200m芝　フィリピントロフィー
リッパーザウィン ［牡］
2014年取引馬　父 ヨハネスブルグ

17年2回小倉競馬1700mダート　響灘特別
ヨシオ ［牡］

2015年取引馬　父 ヨハネスブルグ

16年4回阪神競馬1200m芝　2歳未勝利
ミュークレックス ［牡］
2016年取引馬　父 バゴ

17年3回新潟競馬1000m芝　稲光特別
ファイブフォース ［牝］
2016年取引馬　父 アルデバラン
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17年5回阪神競馬1400m芝

ヒシコスマー ［牡］

馬主：阿部 雅英　氏
清水 久詞　厩舎

父　ブラックタイド
母　コスマグレース

万両賞（2歳500万下）

ＪＲＡ
ホーム
ブレッド

◆ 特別競走優勝馬 ◆◆ 特別競走優勝馬 ◆
◆ 2017ＪＲＡブリーズアップセール取引馬 ◆◆ 2017ＪＲＡブリーズアップセール取引馬 ◆

◆ 新馬戦優勝馬 ◆◆ 新馬戦優勝馬 ◆

17年4回中山競馬1800m芝　メイクデビュー中山
スピアーノ ［牝］
父　ヴィクトワールピサ
母　マイネレーヌ　　　

馬主：清水 正江　氏／池上 昌和　厩舎

17年1回函館競馬1000m芝　メイクデビュー函館
ベイビーキャズ ［牡］
父　アルデバラン　　　
母　スノーボードロマン

馬主：大塚Ry'sCLUB／矢野 英一　厩舎

17年2回小倉競馬1000mダート　メイクデビュー小倉
ヒロシゲゴールド ［牡］
父　サウスヴィグラス　
母　エフテーストライク

馬主：西川 茂樹　氏／北出 成人　厩舎

17年3回東京競馬1400m芝　メイクデビュー東京
プレトリア ［牡］
父　ヨハネスブルグ　　
母　ダイワエタニティー

馬主：多田 賢司　氏／中川 公成　厩舎
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17年2回小倉競馬1200m芝　2歳未勝利
タイセイソニック ［牡］
父　ディープブリランテ
母　ヴィエナトウショウ

馬主：田中 成奉　氏／西村 真幸　厩舎

17年4回東京競馬1400mダート　2歳未勝利
ビレッジキング ［牡］
父　キングヘイロー　
母　スパイシーソース

馬主：村山 輝雄　氏／土田 稔　厩舎

17年2回小倉競馬1200m芝　2歳未勝利
ジュンドリーム ［牝］
父　トビーズコーナー
母　ディアコトミ　　

馬主：河合 純二　氏／西村 真幸　厩舎

17年4回東京競馬1400m芝　メイクデビュー東京
ヒシコスマー ［牡］
父　ブラックタイド
母　コスマグレース

馬主：阿部 雅英　氏／清水 久詞　厩舎

17年4回中山競馬2000m芝　2歳未勝利
ランリーナ ［牝］
父　エイシンフラッシュ
母　アップルティー　　

馬主：由井 健太郎　氏／竹内 正洋　厩舎

◆ 未勝利戦優勝馬 ◆◆ 未勝利戦優勝馬 ◆

宮崎育成牧場
　4月3日(火) 　10:00～

日高育成牧場
　4月9日(月) 　10:00～

詳細は、各育成牧場まで
お問い合わせください。

育成馬展示会のお知らせ

連絡先　宮崎育成牧場　0985-25-3448
日高育成牧場　0146-28-1211
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ＪＲＡ
ホーム
ブレッド

17年5回中山競馬1800mダート　2歳未勝利
エクレアハンター ［牡］
父　ノヴェリスト　　
母　ハンターズマーク

馬主：李 柱坤　氏／大和田 成　厩舎

18年1回中山競馬1800mダート　3歳未勝利
トーセンゼロス ［牡］
父　エンパイアメーカー
母　エリモエポナ　　　

馬主：島川 隆哉　氏／池上 昌和　厩舎

18年1回中山競馬1600m芝　3歳未勝利
モルフェオルフェ ［牝］

父　オルフェーヴル
母　スマッシュ　　

馬主：並河 賢一郎　氏／大江原 哲　厩舎

平成29年度11回船橋競馬1600mダート　ベストレイン特別
シメイ ［牡］

父　バゴ　　　　　　
母　フローラルホーム

馬主：仲山 誉志夫　氏／森 秀行　厩舎

17年3回福島競馬1200m芝　2歳未勝利
ベルウッドキング ［牡］

父　バゴ　　　　
母　アズマガール

馬主：鈴木 照雄　氏／和田 雄二　厩舎

平成29年度20回佐賀競馬1400mダート　グリーンカップ
トリプルキセキ ［牡］　　
父　キンシャサノキセキ　　
母　アモリスト　　　　　　
馬主：㈱LS.M／森 秀行　厩舎

※BUセール欠場・
北海道TSにて売却

地方競馬指定交流競走優勝馬
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2018JRA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】に記入のうえ、なるべく3月30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【調教DVD】が完成次第、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10ページをご参照ください）

◎事前登録を済まされた方
・「購買登録確認書」【書式Ｂ】を4月4日（水）頃発送いたします。
・セール当日は、本上場馬名簿と併せて、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24日（火）のセール当日、登録を受け付けます。
　ただし、「新規馬主限定セッション」に参加できない場合がありますのでご注意ください。
・セール当日は、本上場馬名簿と併せて、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3日(火) 　10:00～
日高育成牧場　　4月9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
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〔Ａ４サイズ・緑〕　購買登録申込書【書式Ａ】

〔はがき大サイズ・グレー〕　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

3 27

100100

1 0 6 8 4 0 1

東京 港 六本木6丁目
11-1

03 5785 7540

3237 5901090

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。

書式Ｂ

2018ＪＲＡ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30年4月24日（火）　ＪＲＡ中山競馬場
受付開始　8時15分　騎乗供覧　9時～
（受付はなるべく午前中にお済ませください）

セール開始13時～（予定）

○当日は上場馬名簿と併せて、本確認書【書式Ｂ】
および馬主ご本人の印鑑をご持参のうえ、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23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、2018 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
および上場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およびその売買の条件は、
上場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、2018 
ＪＲＡブリーズアップセール上場馬の購買にあたり、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。
○2015年１月以降の馬主登録された方でも、例えば2014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、2014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。

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

新規馬主限定セッション

市場購買馬については、これまで順調に調教を消化できており、複数の上場候補馬を持つ種牡馬の産駒
の中から選定しております。
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 タキオンメーカーの16 牡 栗 アルデバラン JRAホームブレッド

 2 宮崎 ビューティコマンダの16 牡 鹿 ケイムホーム JRAホームブレッド

 3 日高 フェバリットソングの16 牡 栗 バゴ 市場購買馬

 4 日高 クリスコンフリクトの16 めす 栗 ケープブランコ JRAホームブレッド

 5 宮崎 ドリームニキハートの16 めす 栗 バゴ JRAホームブレッド

 6 日高 アサクサコンソメの16 めす 栗 プリサイスエンド 市場購買馬

 7 日高 イットーエンプレスの16 めす 鹿 アルデバラン JRAホームブレッド

 8 日高 センターグランタスの16 めす 青鹿 ヨハネスブルグ 市場購買馬

上場番号 性育成馬名育成場 毛色 父 備考

１．参加資格者（新規馬主）：2015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参加できない場合があります。
○ご参加は代理人の方でも可能です。
※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
（本名簿の裏表紙をご参照ください）。

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）を中心とした8頭
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ブリーズアップセールの前日に「前日展示会」を開催します。
前日展示会に先立ち、ランチョンセミナー（昼食をとりながらの簡単な勉強会）
を開催します。

ランチョンセミナー

テーマ：セリにおけるレポジトリー（上気道の内視鏡検査）の見方について
上気道内視鏡検査に関する解説、実際の馬を用いた内視鏡検査見学、
レポジトリー検査全般に対する質疑応答を行う予定です。

日　時：4月23日（月）　12:15～12:45

場　所：中山競馬場　競走馬診療所（P.178の案内図をご覧ください）
軽食、お飲み物などをご用意しております。どうぞ、お気軽にご参加
ください。ご予約などは不要です。

前日展示会

セール前日の4月23日（月）13：00～15：00装鞍所において
比較展示を実施します。

・個体情報冊子、台付価格表を配布します。

・厩舎1号門よりご入場ください（P.178の案内図をご覧ください）。

・比較展示の時間以外は厩舎で馬をご覧になれます（10:00～16:30）。

・比較展示に先立ちランチョンセミナーを開催します。

・当日の天候により展示方法を変更することがあります。
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事前下見　　4月19日（木）～4月22日（日）
・厩舎で馬をご覧になれます（10：00～16：30）。
・事前下見にお越しの方は下記にご連絡いただければ幸いです。
・厩舎1号門よりご入場ください（下図をご覧ください）。

公開調教　　4月20日（金）10：00～
・中山滞在中のスピード調教を公開します。
・公開調教にお越しの方は下記にご連絡いただければ幸いです。
・正門よりご入場ください（下図をご覧ください）。

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　090-3237-5901
※特設電話は4月16日（月）～5月7日（月）（各日～17時まで）の期間で有効です。

連絡先

前日展示会以外でも事前下見が可能です。
4月20日（金）にはスピード調教を公開します。

事前下見・公開調教
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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・調教師ホットライン

2017 ＪＲＡブリーズアップセール取引馬の活躍
（平成30年2月19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12勝を上げました。

昨年のセール取引馬 69頭のうち62頭（89.9％）が中央デビュー
（うち2歳デビュー 61頭（88.4%））

合計 258走（1頭平均4.2走）（うち2歳までに 207走（1頭平均3.4走））
※中央競馬の成績のみ

ダービー翌週から2歳戦はスタートします。
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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れば幸いです。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19日（木）～4月23日（月） 10時～17時
4月24日（火） 11時～セール終了まで
上記期間、装鞍所内にて開設します。

○開示する主な資料
①個体情報冊子
・上場するすべての馬の個体ごとの病歴、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前日展示会（4月23日）から配布いたします。

・個体情報冊子の記載情報のうち、主な病歴、各種検査結果、最新の馬
体重、測尺などを、ＪＲＡホームページ「育成馬個体情報」の個体情
報冊子【早期版】（http://jra.jp/training/individual.html、『ＪＲＡ育
成馬個体情報』で検索）に4月3日（火）頃より掲載いたします。

②Ｘ線写真
・病歴のある箇所（骨瘤や骨膜炎など）や、球節部、飛節部および膝蓋
部等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
・3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。

個体情報開示（レポジトリー）について
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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ます。

・スピードは最終の2ハロン
13秒－13秒を目安としてま
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）を設置してま
す。（Ｐ14参照）

・売買契約を締結します。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。
会場事務局までお申し出く
ださい。

8:15～12:00頃
スタンド1階馬主受付

11:15～12:30頃
装鞍所

13:00～16:00頃
（昨年実績）

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ください。
（11：00～15：00頃）

受　付

実馬展示

売買成立・
引き取り確認

騎乗供覧

セリ方式による
売却

セール当日の流れ

当日の天候により
展示方法を変更する
ことがあります（　　　　　　　）
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落札後の引き取り方法　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 ～

ご購買いただいた方への落札後の引き取り方法についてご案内します。落札当日、
契約会場にて売買契約書の作成をしていただきます。その際、購買・引取確認書（預
託厩舎確認書）もあわせて作成していただきます。美浦または栗東トレ－ニング・セ
ンターへの入厩を希望される場合、入厩検疫を免除し、直接入厩できるシステムがあ
ります（4月25日（水）～5月1日（火））。さらに、①4月26日（木）、②4月27
日（金）には、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。

　※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。

○　引き取り方法（右ページ参照）

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を4月27
日（金）正午までに、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1日（火）正午まで延期することができます。

☆トレーニング・センター入厩後は速やかに馬名登録をしましょう☆

ご購買いただいた競走馬の名前が決まった際には、契約会場でお渡しする馬名登録
申込書を（公財）ジャパン・スタッドブック・インターナショナルに速やかに提出の
うえ、「馬名登録通知書」の発行を受けてください。

この通知書は、預託先の調教師を経由して行う競走馬登録の申請の際に必要となり
ます。馬名登録が完了していないため、競走馬登録の申請が受けられず、出走希望日
に出走できなくなる恐れがありますのでくれぐれもご注意ください。

※詳細は契約会場にてお配りする資料をご確認ください。

（例）新馬戦開幕週（6/2・3）に出走する場合
　　（5/19までに馬名登録通知書をお持ちでないと出走できません）

○　代金の決済

書類提出は
土曜日まで

最短の登録完了は
翌週の木曜日

6/2 or 3出走

翌々週から
出走可能

5/19（土）までに競走馬登録書類提出
　　（馬名登録通知書を含む）

5/24（木）登録完了
（書類に不備がない場合に限る）

競走馬登録

◎指定振込先
三菱東京UFJ銀行　本店　普通　No.　７８３４０３８
口座名義　　日本中央競馬会　　　　経理部長　　中村　圭一郎

ﾆｯﾎﾟﾝﾁｭｳｵｳｹｲﾊﾞｶｲ　 　ｹｲﾘﾌﾞﾁｮｳ　　ﾅｶﾑﾗ  ｹｲｲﾁﾛｳ
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（１）トレセンに
直接入厩

4月24日　セールでの落札

直接入厩する日はいつですか？

入金確認後に牧場へ移動

契約書・引取確認書の作成

4月26日（木） 4月27日（金） その他

JRA負担

セール当日（4/24）
17時まで

購買・引取確認書
（預託厩舎確認書）
の提出期限

4月25日（水）
15時まで

中山競馬場退厩前日
15時まで

輸　送　費

代金決済 4月27日（金）正午まで　　（5月1日（火）正午まで延期可能）

※中山競馬場退厩期限：5月1日15時まで

購買者　負担

（２）牧場へ移動 4月24日　セールでの落札

契約書・引取確認書の作成

4月27日（金）正午まで

購買・引取確認書
（預託厩舎確認書）
の提出期限

中山競馬場退厩前日
15時まで

代金決済

輸　送　費
購買者　負担

※中山競馬場退厩期限：5月1日15時まで
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ファイナルステージのご案内（4月25日開催予定）

4月24日（火）に落札されなかった馬を対象として、翌25日（水）、JRAブリーズアップセー
ルを延長し、FAXでの申込方式による売却（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は24日（火）までに購買登録をお済ませのうえ、セールに参加された方の

み参加可能です。 
25日（水）10時～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 相互確認が可能な方のみ参加いただけます。
以下にステージの流れを示します。詳細はセールの要領および条件をご確認ください。

4/24 セール終了後

台付価格発表
ただちに翌日の4/25ファイナルステージ上場馬と台付価格を発表します。
各馬の台付は4/24の再上場時の台付価格と同額です。

落札確認
各馬の最高額申込者に電話連絡とFAX送信を行います。
折り返し「購買・引取確認書（書式D）」をFAXにて提出
いただきます。

ご不明な点は、セール事務局（TEL：03-5785-7540）
までお問い合わせください。

4/25 10時～13時

購買申込FAX  「購買申込書（書式E）」を送信してください。
※申込価格は１０万円単位（税抜）とします。

FAX　０３－５７８５－７５４１
JRA　馬事部　生産育成対策室　ファイナルステージ事務局

折り返し、事務局より電話確認させていただいた時点で
申込受付完了となります。

売買成立
「購買・引取確認書（書式D）」をJRAがFAXにて受信し
た時点をもって売買が成立します。
※各馬の落札者・落札価格をホームページで発表します。

4/25 13時～16時
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2018　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、以下を確認のう
え参加くださいますようお願いします。

１．日　　時　　平成30年4月24日（火）　9時～ 17時
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．上　場　馬
平成29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28年にＪＲＡで生産し、購買馬と同様に育成・調教した2歳馬
（ＪＲＡホームブレッド）。

５．上場頭数　　80頭程度

６．購買登録手続き
１）購買を希望される方は、購買登録の手続きをとら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、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
ＪＲＡ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3月30日（金）までにお済ませくださ
い。登録をお済ませの方には、セール当日にお持ちいただく「購買登録確認書
（書式Ｂ）」および調教ＤＶＤなどのセリ資料をお送りします。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須となり
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「購買登録の方法」
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ください。

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け付けた方には、ＪＲＡが発行する「購買登録確認書
（書式Ｂ）」をもって購買登録番号を通知します。セール当日は「購買登録確
認書（書式Ｂ）」にご署名のうえ、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（書式Ｂ）」
を代理の方がご持参ください。

７．セール運営方法
１）馬の取引は、売買により行います。
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２）売買は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、ＪＲＡが定めた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10万円単位（消費税を含まな
い）とします。

５）馬毎に設定する台付価格は、セール前日（4月23日（月）の前日展示会）より、
セール会場での台付価格表の配布をもって公表します。

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
の遅れた馬等」として、理由を公表のうえ、上場することがあります。

７）台付価格で声がかからない場合は主取としますが、セリ終了までの間は再上場
のお申し込みをお受けします。

８）再上場を希望される方は、ただちにその旨を会場内セール事務局までお申し出
ください。

９）再上場は、ＪＲＡが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」等、一部の上場馬については参加
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、上場馬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上場馬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・訂正します。 

３）ご購買の方は、前項の公表事項を承知のうえ、購買されるものとします。

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します。

２）落札者はただちに購買登録番号を貼り付けた上場馬名簿を、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、ただちにその価格、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、12．に定める「売買契約の解除」に該当する場合を除き、売買
成立時点をもって落札された方が負うものとします。

10．代金の決済
１）落札された方は、売買成立後、落札価格に消費税相当額を加算して得た額（以
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下、「取引価格」といいます。）を4月27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1日（火）正午まで決済期限を延期することができます。

２）ＪＲＡは取引価格の決済確認後、落札された方に血統登録証明書を送付します。
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でお預かりします。

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が取引価格の決済を確認した後、
セール翌日の4月25日（水）9時から5月1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き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
うものとします。

２）落札された方が、取引馬をセール会場から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に限り、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させることが
できます。直接入厩を希望される場合は、契約会場にてお渡しする「購買・引
取確認書（預託厩舎確認書）（書式Ｄ）」を入厩希望日の前日15時までに提出
してください。

３）①4月26日（木）および②4月27日（金）の直接入厩については、ＪＲＡが
その輸送業務および費用を負担します。希望される方は、①の場合4月24日
（火）17時、②の場合4月25日（水）15時までに「購買・引取確認書（預託
厩舎確認書）（書式Ｄ）」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 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）落札された方が、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、当該馬の引き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（当該馬の引き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します。

５）上記の通知内容が申し出内容と一致した場合に限り、落札された方は売買契約
を解除することができます。

６）落札された方は、ＪＲＡの診断結果が出るまでの間は当該馬の所有権を第三者
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に移転できません。

13．個体情報開示
4月19日（木）から4月23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
情報を開示します。

14．馬の検査手続き
購買登録をされた方は、4月19日（木）から4月23日（月）までの期間に、また、
落札された方は、当該馬の引き渡しまでに、ＪＲＡの立会いのもと、馬の検査（歩
様、触診および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、当該検査をＪＲＡに依頼することもできます。この場合、書面による申込
が必要となり、検査にかかる費用は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
ブリーズアップセールで取引された以外の馬と同一とします。

17．ファイナルステージの開催について
4月24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。詳細は以下の要領の
とおりとします。
１）名　　称　　2018ＪＲＡブリーズアップセール　ファイナルステージ
２）日　　時　　平成30年4月25日（水）　10時～ 16時

なお、4月24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）上　場　馬

4月24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24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
より上場を取り止めることがあります。
５）上場頭数　　４）のとおり。
６）購買登録手続きおよび参加資格
ファイナルステージのための新たな購買登録手続きは受け付けません。4月24
日までに購買登録をお済ませのうえ、セールに参加された方のみ参加可能です。
また、4月25日（水）は10時～ 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方のみ参加いただけます。
７）運営方法
⑴　当日の運営にはJOA日本馬主協会連合会事務局の立会いを求めます。
⑵　申込は、セール当日の受付でお渡しする「ファイナルステージ購買申込書
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（書式Ｅ）」のFAXによる送信があったものの中から、折り返し事務局から
の電話連絡で確認が取れたもののみを受け付けます。申込価格は10万円単
位（消費税を含まない）とします。

⑶　馬毎に設定する台付価格は、4月24日（火）のセール終了時に公表すること
とします。なお各馬の台付価格は、4月24日のセールでの再上場台付価格と
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ひとり
様1頭につき1回のみとします。指定された台付価格未満の入札は受け付け
ません。一旦入札を受け付けた後、再度の入札は受け付けません。おひとり
で複数頭の申込も有効です。

⑸　上場馬ごとに、最高額で申込を完了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、最高額申込者が複数名いた場合、落札確認対象者
の決定は以下の優先順位とします。①4月24日のセールにおける購買頭数の
少ない方。②購買頭数が同数の場合、JOA事務局立会いによる抽選。

⑹　落札確認対象者にはセール事務局から、電話連絡のうえ「購買・引取確認書
（書式Ｄ）」をFAX送信しますので、必要事項をご記入のうえセール事務局
まで折り返しFAXにて提出いただきます。この電話確認やFAXの送受信がで
きない場合、「落札確認」が不可能と判断し、売買は不成立となります。こ
の場合、次位の方に「落札確認」の連絡を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うえ、購買されるものとします。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ＪＲ
Ａ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、
2018 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24日（火）のセールと同様とし、特例措置等はございません。

18．新規馬主限定セッションの実施について
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、2015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、本会が2014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、
セール開始時刻までに手続きが完了できなかった場合は、限定セッションに参加
できません。
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参加資格のある方にはセール当日赤地・白文字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（ＪＲＡ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
参加資格を示す赤地・白文字の登録番号シールを貼り付けた上場馬名簿を、鑑
定人またはビッドスポッターの見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。
赤地・白文字の登録番号シールが確認できない方のサインはお受けできません。

４）購買頭数制限
おひとり様1頭とします。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。

◎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　中村　圭一郎

ﾆｯﾎﾟﾝﾁｭｳｵｳｹｲﾊﾞｶｲ　ｹｲﾘﾌﾞﾁｮｳ　ﾅｶﾑﾗ　ｹｲｲﾁﾛｳ

◎お問い合わせ先
・購買申し込み方法、ＪＲＡ育成馬の売却全般に関するお問い合わせ

〒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　０９０－３２３７－５９０１
4月16日（月）～ 5月7日（月）（各日～17時まで）の期間で有効

（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します。
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2018 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の馬主の方（相続馬限定馬主および限定的代表者変更法人馬主の

方を除く）で購買登録を済ませた方に限らせていただきます。

Ｑ２：ひとりの購買者が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、おひとり様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2015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る
ことになります。詳細は10ページのご案内と、要領および条件の18．をご覧くだ
さい。

Ｑ４：新規馬主以外はＪＲＡホームブレッドを購買できないのですか？
Ａ：いいえ。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、
すべての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。

Ｑ６：事前登録申込書は、いつ送られてくるのですか？
Ａ： 3月中旬に上場馬名簿とともに、すべ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月中旬に調教DVDをお届けいたします。なお、
調教師の皆様にも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：13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。

－ 25 －



≪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であればご覧いただけます。ご要望があれば事務局
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3日（火）、日高育成牧場：4月9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19日（木）～23日（月）10時～17時の間、可能です。なお、4月20日（金）
にはこれらの下見に加えて調教もご覧になれます。詳細は12ページのご案内をご
覧ください。

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
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：4月23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います。詳細は11ページのご案内をご
覧ください。

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

ＪＲＡ育成馬やブリーズアップセールに関する情報を逐次更新しております。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47番の後に再上場しま
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：購買馬の引き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1日（火）までの予定です。ただし、引き渡し前の代金の完納が

条件（トレセンへの直接入厩除く）となります。

Ｑ２：ＪＲＡが輸送費を負担するトレセンへの直接入厩はいつですか？
Ａ：4月26日（木）と27日（金）に行います。なお、直接入厩の場合のみ、代金納入前
の購買馬引き渡しが可能です。この場合、支払期限は5月1日（火）正午となります。

Ｑ３：セール後、引き渡しまでの管理はどうなるのでしょうか？
Ａ：セール後から引き渡しまでの毎日、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、当該馬の引き
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、168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ＪＲＡ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いただきますようお願い申し上げ
ます。

Ｑ７：セール翌日（4月25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24日に落札されなかった馬を対象として、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方のみ参加可能です。また4月25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24日のセール当日の再上場時におけ
る台付を下回る価格での申し込みはできません。
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い合わせ先＞
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- ３２３７- ５９０１
※特設電話は4月16日（月）～ 5月7日（月）（各日～ 17時まで）のみ設置
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売 買 契 約 書
2018 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、2018 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30年4月27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1日（火）正午まで
馬代金の支払いを延期することができる。

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

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

平成30年5月1日（火）15時までに甲の指定した日時および場所において、当該
馬の引き渡しを受ける。ただし、JRA美浦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き渡し
を受けることができる。

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

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

ついて事故、疾病または悪癖が発生した場合には、甲はただちに乙に対して通
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、2018 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30年4月27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1日（火）正午まで
馬代金の支払いを延期することができる。

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

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

平成30年5月1日（火）15時までに甲の指定した日時および場所において、当該
馬の引き渡しを受ける。ただし、JRA美浦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き渡し
を受けることができる。

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

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

ついて事故、疾病または悪癖が発生した場合には、甲はただちに乙に対して通
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。
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（売買契約の解除）
第９条　甲は、乙の都合または過怠が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、当該馬の引き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（当該馬の引き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、甲は当該馬の引き取りまでに乙
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30年4月　　日

　　　甲　　　　東京都港区六本木６丁目11番１号
　　　　　　　　　日本中央競馬会
　　　　　　　　　　　理事長　　後藤　正幸

乙　　　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代理人　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（売買契約の解除）
第９条　甲は、乙の都合または過怠が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、当該馬の引き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（当該馬の引き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、甲は当該馬の引き取りまでに乙
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30年4月　　日

　　　甲　　　　東京都港区六本木６丁目11番１号
　　　　　　　　　日本中央競馬会
　　　　　　　　　　　理事長　　後藤　正幸

乙　　　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代理人　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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～第14回 ＪＲＡ育成馬調教セール～

上場馬写真集

４月24日(火) JRA中山競馬場

午前8時15分～

午前9時

午後1時

馬主受付

騎乗供覧開始

セリ開始

2018 ＪＲＡ
ブリーズアップセール

2018 ＪＲＡ
ブリーズアップセール
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牡　栗　4月10日生

タキオンメーカーの１６
アルデバラン父 エンパイアメーカー母父

牡　栗　4月10日生

タキオンメーカーの１６
アルデバラン父 エンパイアメーカー母父

牡　鹿　3月12日生

ビューティコマンダの１６
ケイムホーム父 コマンダーインチーフ母父

牝　栗　4月16日生

クリスコンフリクトの１６
ケープブランコ父 シンボリクリスエス母父

牡　栗　3月30日生

フェバリットソングの１６
バゴ父 ゴールドアリュール母父

❶　上場番号
❷　育成馬名
❸　父　馬　名
❹　母父馬名
❺　性　　別
❻　毛　　色
❼　生　月　日

1

1

2

43

写真は1月29日～2月15日に撮影しました。

サンプル
❶
↓

❷→
←❸ ←❹

←❼❺→

❻

JRAホームブレッド

JRAホームブレッド
新　規

新　規

新　規

新　規

新　規

JRAホームブレッド

JRAホームブレッド
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牝　栗　2月29日生

アサクサコンソメの１６
プリサイスエンド父 ダンスインザダーク母父

牝　栗　3月24日生

ドリームニキハートの１６
バゴ父 チーフベアハート母父

牝　鹿　4月18日生

イットーエンプレスの１６
アルデバラン父 エンパイアメーカー母父

牝　青鹿　4月14日生

センターグランタスの１６
ヨハネスブルグ父 アグネスタキオン母父

詳しくは本名簿10ページをご覧ください。

「新規馬主限定セッション」
の上場馬です

上場番号 　 ～ 　 の馬は

65

7 8

写真は1月29日～2月15日に撮影しました。

1 8

新　規

新　規

新　規

新　規
JRAホームブレッド

JRAホームブレッド
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牡　青　2月17日生

フレッシュドールの１６
ケイムホーム父 アグネスタキオン母父

牡　鹿　5月5日生

クラッシーシャーロットの１６
ロードカナロア父 A.P. Indy母父

牝　青　4月17日生

ケストレルクエストの１６
ハーツクライ父 Silver Hawk母父

牝　栗　3月27日生

ジョンコの１６
ノヴェリスト父 アグネスタキオン母父

牝　鹿　3月12日生

アラマサスナイパーの１６
ケープブランコ父 ステイゴールド母父

牝　芦　4月23日生

マイネカプリースの１６
クロフネ父 タヤスツヨシ母父

13 14

10

12

9

11

写真は1月29日～2月15日に撮影しました。－ 36 －



牡　青鹿　2月11日生

ラストワルツの１６
シンボリクリスエス父 ゼンノロブロイ母父

牡　鹿　5月10日生

セイウンクノイチの１６
キングズベスト父 サンデーサイレンス母父

牡　鹿　2月11日生

シーアクトレスの１６
アドマイヤムーン父 ネオユニヴァース母父

牡　鹿　4月20日生

スマイルゲートの１６
ヨハネスブルグ父 タニノギムレット母父

牡　鹿　2月19日生

タイキエルドールの１６
トランセンド父 バブルガムフェロー母父

牡　鹿　2月26日生

アイカギの１６
ケープブランコ父 ファンタスティックライト母父

16

18

15

17

19 20

写真は1月29日～2月15日に撮影しました。－ 37 －



牝　鹿　4月2日生

サクセスゴーランドの１６
オルフェーヴル父 サクラバクシンオー母父

牝　栗　5月24日生

ピエナフローラの１６
トゥザグローリー父 タイキシャトル母父

牡　栗　4月16日生

ガルネリの１６
ロージズインメイ父 ゼンノロブロイ母父

牡　栗　3月7日生

ダイタクドクターの１６
サウスヴィグラス父 Saint Ballado母父

牡　鹿　3月9日生

テンザンオペラの１６
プリサイスエンド父 オペラハウス母父

牡　鹿　3月14日生

プランシングレディの１６
シニスターミニスター父 ファンタスティックライト母父

25 26

22

24

21

23

写真は1月29日～2月15日に撮影しました。－ 38 －



牝　青鹿　2月27日生

ダノンスズランの１６
マンハッタンカフェ父 Awesome Again母父

牝　黒鹿　2月26日生

デンコウブルーの１６
アルデバラン父 キングカメハメハ母父

牝　鹿　4月22日生

グリッツェルンの１６
ヨハネスブルグ父 マンハッタンカフェ母父

牝　栗　5月19日生

ペイルローズの１６
フリオーソ父 フジキセキ母父

牝　栗　2月28日生

スマートシャワーの１６
ケープブランコ父 アグネスタキオン母父

牝　芦　3月5日生

プラチナハートの１６
エイシンフラッシュ父 ヘクタープロテクター母父

28

30

27

29

31 32

写真は1月29日～2月15日に撮影しました。－ 39 －



牡　栗　3月18日生

コーラルチャイムズの１６
アルデバラン父 サンデーサイレンス母父

牡　鹿　5月11日生

ソングオブサイレンスの１６
ジャスタウェイ父 Unbridled's Song母父

牝　栗　3月31日生

フェアノータムの１６
ヘニーヒューズ父 アグネスタキオン母父

牡　鹿　4月11日生

シャインレジーナの１６
ワイルドラッシュ父 アグネスタキオン母父

牝　青鹿　4月22日生

スズカゲランの１６
グランプリボス父 ブラックホーク母父

牝　鹿　4月19日生

エメラルドコーストの１６
ディープブリランテ父 ダンスインザダーク母父

37 38

34

36

33

35

写真は1月29日～2月15日に撮影しました。－ 40 －



牡　黒鹿　3月13日生

ナムラミステリーの１６
ケイムホーム父 ジェニュイン母父

牡　鹿　3月20日生

ミホユニヴァースの１６
アルデバラン父 ネオユニヴァース母父

牡　芦　4月26日生

ミスティックスノーの１６
スウェプトオーヴァーボード父 フジキセキ母父

牡　芦　5月18日生

ファインセイコーの１６
クロフネ父 サンデーサイレンス母父

牡　青鹿　2月10日生

ホリデイオンアイスの１６
クロフネ父 ダンスインザダーク母父

牡　鹿　4月6日生

ファミリーバイブルの１６
キングズベスト父 Sadler's Wells母父

40

42

39

41

43 44

写真は1月29日～2月15日に撮影しました。－ 41 －



牝　黒鹿　1月15日生

ゼフィランサスの１６
ハービンジャー父 キングヘイロー母父

牝　黒鹿　4月7日生

サマーリガードの１６
パイロ父 アドマイヤマックス母父

牡　栗　5月4日生

レディジェーンの１６
ゴールドアリュール父 フレンチデピュティ母父

牝　青鹿　2月18日生

スリリングヴィクトリーの１６
キンシャサノキセキ父 Event of the Year母父

牡　鹿　4月24日生

アンムートの１６
キンシャサノキセキ父 グラスワンダー母父

牡　黒鹿　5月5日生

ウルビーノの１６
パイロ父 ワイルドラッシュ母父

49 50

46

48

45

47

写真は1月29日～2月15日に撮影しました。－ 42 －



牝　栗　4月14日生

パピュラの１６
ヨハネスブルグ父 ブライアンズタイム母父

牝　栗　2月17日生

マヤノプリヤの１６
オルフェーヴル父 フサイチコンコルド母父

牝　黒鹿　5月5日生

シャイニングムーンの１６
ハーツクライ父 エリシオ母父

牝　鹿　4月24日生

アルーリングアイズの１６
ケープブランコ父 ネオユニヴァース母父

牝　鹿　3月7日生

タムロウイングの１６
ジャスタウェイ父 ブラックホーク母父

牝　鹿　4月12日生

ラメールの１６
ヨハネスブルグ父 ダイワメジャー母父

52

54

51

53

55 56

写真は1月29日～2月15日に撮影しました。－ 43 －



牡　青鹿　2月8日生

ミストラルグリーンの１６
バゴ父 エンドスウィープ母父

牡　栗　3月29日生

メアリーズガーデンの１６
ケープブランコ父 ファルブラヴ母父

牝　鹿　5月4日生

マイディアソングの１６
ハービンジャー父 ディープインパクト母父

牡　栗　4月4日生

パッシオーネの１６
アイルハヴアナザー父 ゼンノロブロイ母父

牝　黒鹿　3月27日生

ティファイファイの１６
ドリームジャーニー父 スターリングローズ母父

牡　鹿　3月5日生

キアロディルーナの１６
アポロキングダム父 Malibu Moon母父

61 62

58

60

57

59

写真は1月29日～2月15日に撮影しました。－ 44 －



牡　黒鹿　4月19日生

ジュエリストの１６
シンボリクリスエス父 ダイワメジャー母父

牡　栗　4月13日生

ゴートゥザノースの１６
バゴ父 アグネスタキオン母父

牡　栗　4月7日生

シークレットソングの１６
ヨハネスブルグ父 カリズマティック母父

牡　鹿　4月20日生

ユリオプスデイジーの１６
ケイムホーム父 フジキセキ母父

牡　栗　4月27日生

モルフェスペシャルの１６
スクワートルスクワート父 スペシャルウィーク母父

牡　栗　4月12日生

バンダムメッシの１６
ヘニーヒューズ父 フレンチデピュティ母父

64

66

63

65

67 68

写真は1月29日～2月15日に撮影しました。－ 45 －



牝　黒鹿　5月7日生

レディパッションの１６
ルーラーシップ父 ネオユニヴァース母父

牝　鹿　5月14日生

ホシノメガミの１６
ヨハネスブルグ父 サンデーサイレンス母父

牝　鹿　3月15日生

アグネスフィーバーの１６
エイシンフラッシュ父 Vindication母父

牝　芦　4月22日生

ラブミークリームの１６
ダンカーク父 スウェプトオーヴァーボード母父

牝　栗　3月21日生

マヤノカピオラニの１６
パイロ父 キングカメハメハ母父

牝　鹿　1月26日生

ローマンクィーンの１６
ハーツクライ父 Holy Roman Emperor母父

73 74

70

72

69

71

写真は1月29日～2月15日に撮影しました。－ 46 －



牝　鹿　4月6日生

ヒミノオトヒメの１６
マツリダゴッホ父 コマンダーインチーフ母父

牝　栗　3月18日生

イイデエースの１６
バゴ父 スペシャルウィーク母父

牝　鹿　5月17日生

アースメイの１６
プリサイスエンド父 スズカマンボ母父

牝　芦　3月19日生

ベガフライトの１６
ローエングリン父 クロフネ母父

牝　黒鹿　3月2日生

ジュメイラジョアンの１６
マンハッタンカフェ父 Swain母父

76

78

75

77

79

写真は1月29日～2月15日に撮影しました。－ 47 －



上 場 馬 一 覧 上場番号順

No. 母 厩舎

タキオンメーカー

ビューティコマンダ

フェバリットソング

クリスコンフリクト

ドリームニキハート

アサクサコンソメ

イットーエンプレス

センターグランタス

アラマサスナイパー

ケストレルクエスト

マイネカプリース

ジョンコ

フレッシュドール

クラッシーシャーロット

シーアクトレス

ラストワルツ

スマイルゲート

セイウンクノイチ

タイキエルドール

アイカギ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1号
11号
1号
6号
13号

6号

13号

6号

1号

11号

1号

2号

No. 母 厩舎

テンザンオペラ

ガルネリ

プランシングレディ

ダイタクドクター

サクセスゴーランド

ピエナフローラ

グリッツェルン

ダノンスズラン

ペイルローズ

デンコウブルー

スマートシャワー

プラチナハート

スズカゲラン

フェアノータム

エメラルドコースト

シャインレジーナ

コーラルチャイムズ

ソングオブサイレンス

ミスティックスノー

ナムラミステリー

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

11号

2号

6号

7号

13号

7号

8号

2号

3号

No. 母 厩舎

ファインセイコー

ミホユニヴァース

ホリデイオンアイス

ファミリーバイブル

アンムート

レディジェーン

ウルビーノ

スリリングヴィクトリー

ゼフィランサス

サマーリガード

シャイニングムーン

パピュラ

アルーリングアイズ

マヤノプリヤ

タムロウイング

ラメール

ティファイファイ

マイディアソング

キアロディルーナ

パッシオーネ

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

3号

12号

3号

8号

13号

14号

8号
10号
3号
5号

No. 母 厩舎

ミストラルグリーン

メアリーズガーデン

シークレットソング

ジュエリスト

ユリオプスデイジー

ゴートゥザノース

モルフェスペシャル

バンダムメッシ

マヤノカピオラニ

アグネスフィーバー

ローマンクィーン

ラブミークリーム

レディパッション

ホシノメガミ

アースメイ

ヒミノオトヒメ

ベガフライト

イイデエース

ジュメイラジョアン

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

5号

12号

14号

10号

14号

※　　　は“めす”です

ブリーズアップセール馬房配置図

診 療 所 装 鞍 所 受付

宮崎育成牧場 日高育成牧場

79
78
70
69

56
55

14号

77
76
75
74

73
72
71
58
10号

54
31
30

11
10
5

13号

68
67
44

43
42

12号

22
21
16

15
2

11号

57
53
52
51

50
49
48
35
8号

34
33
32
29

28
27
26

7号

25
12
9
8

7
6
4

6号

66
65
64
63

62
61
60

5号

59
47
46
45

41
40
39

3号

38
37
36
24

23
20
19

2号

18
17
14

13
3
1

1号

－ 48 －



セールの進行について

再上場ののち未売却となった馬については、翌日4/25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）

※「調教進度の遅れた馬等」の馬を含め番号順に上場いたします。

No.1～47
（No.1～８は新規馬主限定セッション対象馬です）

No.48～79

再上場【中間】
早めにお申し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。

－ 49 －



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）

タキオンメーカーの16
ビューティコマンダの16
フェバリットソングの16
クリスコンフリクトの16
ドリームニキハートの16
アサクサコンソメの16
イットーエンプレスの16
センターグランタスの16
アラマサスナイパーの16
ケストレルクエストの16
マイネカプリースの16
ジョンコの16
フレッシュドールの16
クラッシーシャーロットの16
シーアクトレスの16
ラストワルツの16
スマイルゲートの16
セイウンクノイチの16
タイキエルドールの16
アイカギの16
テンザンオペラの16
ガルネリの16
プランシングレディの16
ダイタクドクターの16
サクセスゴーランドの16
ピエナフローラの16
グリッツェルンの16
ダノンスズランの16
ペイルローズの16
デンコウブルーの16
スマートシャワーの16
プラチナハートの16
スズカゲランの16
フェアノータムの16
エメラルドコーストの16
シャインレジーナの16
コーラルチャイムズの16
ソングオブサイレンスの16
ミスティックスノーの16
ナムラミステリーの16

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

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

157.5
157.0
163.5
158.5
157.5
159.0
157.5
155.5
162.0
155.0
161.0
160.0
161.5
157.5
157.0
155.5
158.5
160.0
160.5
162.5
159.0
161.0
164.5
157.0
166.5
161.0
159.5
160.5
158.5
160.0
155.0
161.5
163.0
157.5
157.0
157.0
159.5
158.5
156.5
154.5

176.0
181.5
180.0
182.0
181.0
178.5
172.0
176.0
176.0
176.5
177.5
179.0
183.0
179.0
180.5
179.0
183.0
184.0
181.0
183.0
177.0
177.5
183.0
178.0
188.5
183.0
181.0
181.5
180.0
179.0
175.5
182.0
179.0
181.0
181.0
174.0
176.0
176.0
177.0
177.0

19.5
20.7
19.5
19.8
21.0
18.5
18.9
19.4
18.5
19.3
19.3
19.0
19.8
20.5
20.3
20.3
20.0
19.8
20.0
19.3
19.5
20.3
20.0
19.5
20.7
19.7
19.3
19.5
19.3
19.7
19.5
20.0
20.0
19.0
19.4
20.0
20.1
19.8
19.5
19.3

467
477
469
479
483
433
413
434
412
435
455
456
523
496
484
496
500
511
470
480
473
475
532
462
512
480
484
465
461
493
434
469
467
479
484
443
475
453
445
480

アルデバラン
ケイムホーム
バゴ

☆ケープブランコ
バゴ
プリサイスエンド
アルデバラン
ヨハネスブルグ

☆ケープブランコ
ハーツクライ
クロフネ
ノヴェリスト
ケイムホーム
ロードカナロア
アドマイヤムーン
シンボリクリスエス
ヨハネスブルグ
キングズベスト
トランセンド

☆ケープブランコ
プリサイスエンド
ロージズインメイ
シニスターミニスター
サウスヴィグラス
オルフェーヴル

☆トゥザグローリー
ヨハネスブルグ
マンハッタンカフェ
フリオーソ
アルデバラン

☆ケープブランコ
エイシンフラッシュ

☆グランプリボス
ヘニーヒューズ
ディープブリランテ
ワイルドラッシュ
アルデバラン

☆ジャスタウェイ
スウェプトオーヴァーボード
ケイムホーム

アルデバラン
ケイムホーム
バゴ

☆ケープブランコ
バゴ
プリサイスエンド
アルデバラン
ヨハネスブルグ

☆ケープブランコ
ハーツクライ
クロフネ
ノヴェリスト
ケイムホーム
ロードカナロア
アドマイヤムーン
シンボリクリスエス
ヨハネスブルグ
キングズベスト
トランセンド

☆ケープブランコ
プリサイスエンド
ロージズインメイ
シニスターミニスター
サウスヴィグラス
オルフェーヴル

☆トゥザグローリー
ヨハネスブルグ
マンハッタンカフェ
フリオーソ
アルデバラン

☆ケープブランコ
エイシンフラッシュ

☆グランプリボス
ヘニーヒューズ
ディープブリランテ
ワイルドラッシュ
アルデバラン

☆ジャスタウェイ
スウェプトオーヴァーボード
ケイムホーム

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

ＪＲＡホームブレッド
ＪＲＡホームブレッド
421.2

ＪＲＡホームブレッド
ＪＲＡホームブレッド
324.0

ＪＲＡホームブレッド
432.0
432.0
1,296.0
756.0
756.0
756.0
1,296.0
626.4
777.6
1,296.0
756.0
604.8
1,404.0
669.6
648.0
1,047.6
756.0
1,512.0
648.0
507.6
1,296.0
421.2
378.0
432.0
831.6
367.2
1,134.0
799.2
432.0
777.6
1,080.0
378.0
756.0

※「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

全馬平均
牡　平均
めす平均

158.6
158.8
158.4

178.9
179.3
178.7

19.5
19.8
19.3

463.3
475.3
452.7

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

ファインセイコーの16
ミホユニヴァースの16
ホリデイオンアイスの16
ファミリーバイブルの16
アンムートの16
レディジェーンの16
ウルビーノの16
スリリングヴィクトリーの16
ゼフィランサスの16
サマーリガードの16
シャイニングムーンの16
パピュラの16
アルーリングアイズの16
マヤノプリヤの16
タムロウイングの16
ラメールの16
ティファイファイの16
マイディアソングの16
キアロディルーナの16
パッシオーネの16
ミストラルグリーンの16
メアリーズガーデンの16
シークレットソングの16
ジュエリストの16
ユリオプスデイジーの16
ゴートゥザノースの16
モルフェスペシャルの16
バンダムメッシの16
マヤノカピオラニの16
アグネスフィーバーの16
ローマンクィーンの16
ラブミークリームの16
レディパッションの16
ホシノメガミの16
アースメイの16
ヒミノオトヒメの16
ベガフライトの16
イイデエースの16
ジュメイラジョアンの16

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

161.0
155.0
159.0
161.0
158.5
160.0
158.0
160.5
158.5
160.0
161.0
155.5
158.5
159.5
154.0
154.5
159.5
155.5
164.0
159.0
155.0
157.0
159.0
160.0
166.0
161.0
151.5
153.0
157.5
155.0
157.5
159.5
158.0
157.5
160.5
160.0
155.5
153.0
155.0

180.0
174.5
175.5
177.0
177.0
179.0
175.0
180.0
177.0
177.0
180.0
178.0
176.5
181.5
176.5
174.5
180.0
176.0
191.0
181.0
178.0
180.5
181.0
181.0
185.0
176.0
179.0
176.5
183.5
175.0
182.0
177.0
176.0
175.5
180.0
180.0
176.0
171.0
181.5

20.0
19.5
20.3
19.0
19.6
18.5
20.0
19.5
19.3
19.5
18.8
19.1
18.0
19.0
19.5
18.6
19.0
19.0
21.2
19.9
19.7
19.5
19.0
20.5
20.4
20.1
19.5
18.6
20.1
19.5
19.5
19.5
19.0
19.3
19.2
18.8
19.0
18.5
19.5

447
441
459
454
457
443
450
452
437
443
446
439
420
462
465
432
438
420
563
462
452
472
465
500
511
477
470
453
468
438
472
464
449
428
431
436
446
428
470

クロフネ
アルデバラン
クロフネ
キングズベスト
キンシャサノキセキ
ゴールドアリュール
パイロ
キンシャサノキセキ
ハービンジャー
パイロ
ハーツクライ
ヨハネスブルグ
☆ケープブランコ
オルフェーヴル
☆ジャスタウェイ
ヨハネスブルグ
ドリームジャーニー
ハービンジャー
アポロキングダム
アイルハヴアナザー
バゴ
☆ケープブランコ
ヨハネスブルグ
シンボリクリスエス
ケイムホーム
バゴ
スクワートルスクワート
ヘニーヒューズ
パイロ
エイシンフラッシュ
ハーツクライ
☆ダンカーク
ルーラーシップ
ヨハネスブルグ
プリサイスエンド
マツリダゴッホ
ローエングリン
バゴ
マンハッタンカフェ

クロフネ
アルデバラン
クロフネ
キングズベスト
キンシャサノキセキ
ゴールドアリュール
パイロ
キンシャサノキセキ
ハービンジャー
パイロ
ハーツクライ
ヨハネスブルグ
☆ケープブランコ
オルフェーヴル
☆ジャスタウェイ
ヨハネスブルグ
ドリームジャーニー
ハービンジャー
アポロキングダム
アイルハヴアナザー
バゴ
☆ケープブランコ
ヨハネスブルグ
シンボリクリスエス
ケイムホーム
バゴ
スクワートルスクワート
ヘニーヒューズ
パイロ
エイシンフラッシュ
ハーツクライ
☆ダンカーク
ルーラーシップ
ヨハネスブルグ
プリサイスエンド
マツリダゴッホ
ローエングリン
バゴ
マンハッタンカフェ

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

1,047.6
442.8
604.8
993.6
540.0
864.0
540.0
324.0
1,134.0
432.0
864.0
432.0
540.0
918.0
594.0
378.0
540.0
712.8
529.2
1,080.0
540.0
518.4
810.0
756.0
324.0
561.6
334.8
540.0
486.0
324.0
1,080.0
378.0
777.6
453.6
324.0
432.0
388.8
432.0
648.0

1,047.6
442.8
604.8
993.6
540.0
864.0
540.0
324.0
1,134.0
432.0
864.0
432.0
540.0
918.0
594.0
378.0
540.0
712.8
529.2
1,080.0
540.0
518.4
810.0
756.0
324.0
561.6
334.8
540.0
486.0
324.0
1,080.0
378.0
777.6
453.6
324.0
432.0
388.8
432.0
648.0

牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
牡
牡
牡
牡
牡
牡
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
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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）１７地方Ｆ は２０１７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
ＢＡＲ…多…バルバドス
ＢＥＬ…白…ベルギー
ＢＺＲ…伯…ブラジル
ＣＡＮ…加…カナダ
ＣＨＩ…智…チリ
ＤＥＮ…丁…デンマーク
ＦＲ……仏…フランス
ＧＢ……英…イギリス
ＧＥＲ…独…ドイツ
ＨＫＧ…香…香港
ＨＵＮ…洪…ハンガリー
ＩＮＤ…印…インド

ＩＲＥ…愛…アイルランド
ＩＴＹ…伊…イタリア
ＪＡＭ…牙…ジャマイカ
ＭＡＣ…澳…マカオ
ＭＡＬ…馬…マレーシア
ＭＥＸ…墨…メキシコ
ＮＬＤ…蘭…オランダ
ＮＯＲ…那…ノルウェー
ＮＺ……新…ニュージーランド
ＯＭＮ…オ…オマーン
ＰＡＮ…巴…パナマ
ＰＥＲ…秘…ペルー
ＰＨＩ…比…フィリピン
ＰＯＬ…波…ポーランド
ＰＲ……プ…プエルトリコ

ＱＡＴ…華…カタール
ＲＵＳ…露…ロシア
ＳＡＦ…南…南アフリカ
ＳＡＵ…沙…サウジアラビア
ＳＩＮ…星…シンガポール
ＳＰＡ…西…スペイン
ＳＷＥ…典…スウェーデン
ＳＷＩ…瑞…スイス
ＴＵＲ…土…トルコ
ＵＡＥ…首…アラブ首長国連邦
ＵＲＵ…宇…ウルグアイ
ＵＳＡ…米…アメリカ
ＶＥＮ…委…ベネズエラ

凡例および略号
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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。

この上場馬名簿は、JBISシステムを利用し、平成30年2月13日現在の

データ（中央・地方とも）から、作成しております。
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※セレクトセールでの購買馬については、平成30年8月1日まで、「せり市場総合保険（1歳馬）」
がセットされています。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。
※このご案内は「競走馬保険」の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「普通
保険約款・特約集」「重要事項等説明書」などをご覧ください。
※ご不明な点は特設ブース係員または下記にお問い合わせください。

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。

競走馬保険のご案内競走馬保険のご案内
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。

≪取　扱　代　理　店≫　JRAファシリティーズ㈱保険課

≪問い合わせ先≫　東京都中央区八丁堀３－１９－９ジオ八丁堀
受付時間　９：３０～１７：３０
TEL　０３－６６３１－９００６

≪引受保険会社≫　損害保険ジャパン日本興亜㈱
（SJNK17-17723　2018.2.2）
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中山厩舎－１号

1 タキオンメーカーの１６ 牡・栗 ４／１０

＊アルデバラン
鹿 1998

タキオンメーカー
鹿 2012

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

＊エンパイアメーカー

タッキーナ

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
Unbridled
Toussaud
アグネスタキオン

＊ビアンキ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Fast Line ～ Throttle Wide） 4 m
Mr. Prospector S 2×M 5×M 5 Northern Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：
母 タキオンメーカー（12 鹿 ＊エンパイアメーカー）不出走
初仔

２代母 タッキーナ（06 栗 アグネスタキオン）不出走
ブルベアジュラフ（14 牡 ＊クロフネ） １勝

３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

４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
［孫］ 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
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

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 ，etc.，種牡馬

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

［曾孫］ ユリシーズ Ulysses（13 牡 Galileo）米・英・仏５勝，ヨークインターナショ
ナルＳ ，エクリプスＳ ，ゴードンリチャーズＳ ，Ｋジョージ六世＆
ＱエリザベスＳ ２着，凱旋門賞 ３着，etc.，種牡馬

クロスオヴスターズ Cloth of Stars（13 牡 Sea The Stars） 英・仏７勝，ガネー
賞 ，アルクール賞 ，グレフュール賞 ，エクスビュリ賞 ，凱旋門賞
２着，etc.

スモーキングサン Smoking Sun（09 牡 Smart Strike） 星・沙・米・仏・香１０
勝，アルクール賞 ，シンガポール国際Ｃ ２着，ラクープドメゾンラフ
ィット ２着，ラクープ ２着，ゴントービロン賞 ３着，etc.

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

特 徴 額刺毛鼻梁小白鼻白断上唇小白・珠目正・髪中・波分・右前一白・右後細長白
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

－ 56 －

1

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。



中山厩舎－１１号

2 ビューティコマンダの１６ 牡・鹿 ３／１２

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

ビューティコマンダ
鹿 2007

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊コマンダーインチーフ

ビューティマロン

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
＊ダンシングブレーヴ
Slightly Dangerous
アンバーシヤダイ
サンコシコ

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 4×M 5 Northern Dancer M 5×M 5

価格： 購買者：
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：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（８）〕
ベアファースト（11 牝 黒鹿 ＊アルデバラン ） ７勝
ブリーズスズカ（13 牡 青鹿 ＊ヨハネスブルグ） １勝， １勝
ハンズスミス（14 牡 鹿 ＊アルデバラン ）入着， 出走
ファイアプルーフ（15 牡 黒鹿 ＊ケイムホーム） 入着

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

グＣ２着
ジェネラスボーイ（03 牡 ＊キンググローリアス）１勝

３代母 サンコシコ（83 鹿 トウシヨウボーイ）出走
ノーブルウイナー（88 牡 ヨシノスキー） １０勝，大井記念

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

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

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

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

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

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

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

特 徴 流星・珠目二・波分長・右芭蕉上・右骨正・後二白
生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場
購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 57 －

2

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。



中山厩舎－１号

3 フェバリットソングの１６ 牡・栗 ３／３０

＊バゴ
黒鹿 2001

フェバリットソング
栗 2010

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

ゴールドアリュール

＊タイムレスツイスト

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie

＊サンデーサイレンス
＊ニキーヤ
Timeless Moment
Quajenn

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Subterranean） 4 m
Nureyev S 3×M 4 Halo M 4×S 5

価格： 購買者：
母 フェバリットソング（10 栗 ゴールドアリュール）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
メモリーブレッド（15 牡 鹿 ストロングリターン） 出走

２代母 ＊タイムレスツイスト（93 USA栗 Timeless Moment）米１勝
＊レマーズガール（00 牝 Defrere）２勝， ９勝，エンプレス杯 ，クイーン賞

（２回），白山大賞典 ，スパーキングレディーＣ ，etc.
タイムレストリックTimeless Trick（03 牝 Mazel Trick）不出走

ルティーヌベル Lutine Belle（12 牝 Bellamy Road）米３勝，セニョリータＳ ３着，
ブルーノーザーＳ

トーセンスクリュー（05 牝 ＊フレンチデピュティ）入着， １勝
ライズスクリュー（14 牝 トーセンホマレボシ） １勝，春菜賞， １勝

セブンバイセブン（06 牝 ＊フォーティナイナー）出走
インディウム（12 牡 ＊パイロ） １２勝，白銀争覇，兵庫ダービー（ＤＷ），

菊水賞，園田ジュニアＣ，サマーＣ２着，etc.

３代母 クアジェンQuajenn（85 USA鹿 Clever Trick）米２勝
ケンタッキーダッチェス Kentucky Duchess（96 牝 El Gran Senor）伯３勝，カシアス公爵

大賞 ，エンリケポソーロ大賞 ２着

４代母 トウィストハーTwist Her（80 USA鹿 Nativo）米３勝
［子］ トウィストアフリート Twist Afleet（91 牝 ＊アフリート）米１３勝，トップフラ

イトＨ ，テストＳ ，ファーストフライトＨ （２回），ヴェイグランシ
ーＨ ，etc.

プラムトウィスト Plum Twist（84 Plum Bold）米７勝，センテニアルＨ ２
着（２回）

［孫］ オーサムトウィスト Awesome Twist（02 牡 Awesome Again）米５勝，トムフ
ールＢＣＨ ２着，ブルックリンＢＣＨ ２着，メドーランズＢＣＳ
３着，種牡馬

アニュートウィスト A New Twist（99 牝 Storm Cat）米５勝，フォワードギャルＳ
２着，ヴァリーストリームＳ ２着，マディソンＳ ，オールドハットＳ

特 徴 流星鼻梁白鼻梁鼻大白上唇大白・珠目上・初地・右前一白・左後半白
生産牧場 北海道新ひだか町三石鳧舞 坂本牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，２１２，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 58 －

3

新規馬主限定セッション　対象馬（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。



中山厩舎－６号

4 クリスコンフリクトの１６ ・栗 ４／１６

＊ケープブランコ
栗 2007

－新種牡馬－

クリスコンフリクト
鹿 2010

Galileo
ガリレオ

Laurel Delight
ローレルディライト

＊シンボリクリスエス

＊フリクション

Sadler's Wells
Urban Sea
Presidium
Foudroyer
Kris S.
Tee Kay
Cox's Ridge
Abrade

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Continue ～ Courtesy） 1 n
Mr. Prospector M 4×S 5

価格： 購買者：
母 クリスコンフリクト（10 鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊フリクション（97 USA鹿 Cox's Ridge）米１勝
シンボリプロキオン（03 牡 サクラバクシンオー）１勝，障害１勝

３代母 アブレイドAbrade（89 USA栗 Mr. Prospector）米１勝
ヴェクスVex（95 牝 Kris S.）米１勝

ソートイトアウト Sort It Out（02 牡 Out of Place）米４勝，キーンランドレキシント
ンＳ ２着，ホワーラウエイＳ ，ウィンスターダービー ３着

フォーティナインディーズ Forty Nine Deeds（99 Alydeed）米５勝，ライリーアリソン
ダービー

４代母 ファイル File（76 USA栗 Tom Rolfe）米５勝，スーザンズガールＨ ３着
［子］ ＊フォーティナイナー（85 牡 Mr. Prospector）米１１勝，トラヴァーズＳ ，米シ

ャンペインＳ ，米フュチュリティＳ ，ハスケル招待Ｓ ，ファウンテ
ンオヴユースＳ ，etc.，種牡馬

［孫］ ランクハズプリヴィレッジズ Rankhasprivileges（11 Einstein） 米・加５
勝，デルタダウンズジャックポットＳ ３着

［曾孫］ ウォータールルド（08 牡 ＊ウォーターリーグ）６勝，ギャラクシーＳ ，天保
山Ｓ ２着，栗東Ｓ ２着，すばるＳ ２着，霜月Ｓ ２着，etc.

ストライビング（07 ＊タイキシャトル）１勝， ３勝，六甲盃３着

５代母 コンティニューContinue（58 USA黒鹿 Double Jay）米５勝
［孫］ スウェイル Swale（81 牡 Seattle Slew）米９勝，ケンタッキーダービー ，ベル

モントＳ ，フロリダダービー ，米フュチュリティＳ ，ヤングアメリ
カＳ ，etc.

［曾孫］ シャディード Shadeed（82 牡 Nijinsky）米・英４勝，英２０００ギニー ，クイー
ンエリザベス二世Ｓ ，クレイヴァンＳ ，ＢＣマイル ３着，ホートン
Ｓ ，種牡馬

特 徴 流星鼻梁白鼻梁大白鼻白・珠目二・髪中・左前右後二細長白・右前半白
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

－ 59 －

4

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。



中山厩舎－１３号

5 ドリームニキハートの１６ ・栗 ３／２４

＊バゴ
黒鹿 2001

ドリームニキハート
黒鹿 2008

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

＊チーフベアハート

＊ニキトート

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie
Chief's Crown
Amelia Bearhart
Mtoto
Nicholas Grey

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Mowerina ～ Vicissitude） 7 a
Northern Dancer S 4×M 5 Busted M 4×S 5 Gold Digger S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ドリームニキハート（08 黒鹿 ＊チーフベアハート）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
マケナイデ（12 牝 栗 ＊アルデバラン ）入着， １勝
スズカゼフィール（15 牡 黒鹿 ＊バゴ） 出走

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
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
ディープウォーリア（14 牡 ディープインパクト） ２勝

ヨリトモ（07 牡 ＊オペラハウス）入着， ８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

特 徴 流星鼻梁鼻白断上唇小白・珠目上・波分・左初地・左二細長白・右後一白
生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場
購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 60 －

5

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。



中山厩舎－６号

6 アサクサコンソメの１６ ・栗 ２／２９

＊プリサイスエンド
黒鹿 1997

アサクサコンソメ
鹿 2002

＊エンドスウィープ

Precisely
プリサイスリー

ダンスインザダーク

メイクアウイッシュ

＊フォーティナイナー
Broom Dance
Summing
Crisp 'n Clear

＊サンデーサイレンス
＊ダンシングキイ
＊ノーザンテースト
＊メツシーナ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Gambetta ～ Rough Shod） 5 h
Northern Dancer M 4×S 5×M 5 Secretariat M 4×S 5

価格： 購買者：
母 アサクサコンソメ（02 鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（９）〕
ポタージュクレール（08 牝 鹿 ＊ホワイトマズル） ６勝
パリソワール（09 牡 栗 タニノギムレット）２勝
ギンザブルースター（10 牡 芦 ＊チチカステナンゴ）１勝
パルフェクレール（11 牝 鹿 ＊フォーティナイナーズサン） ２勝
ミズダイヤモンド（13 牝 鹿 ＊ワークフォース） １勝
エリープライム（15 牝 鹿 ＊ハービンジャー） 出走

２代母 メイクアウイッシュ（87 栗 ＊ノーザンテースト）１勝
カモンマイハウス（93 牝 ＊キャロルハウス）５勝，マーメイドＳ ３着
ビゼンスバル（94 牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，Ｉｎｔ．Ｊｓ（２），白藤Ｓ，白百合Ｓ

３着，障害１勝
クリールポイント（95 牡 サクラユタカオー）４勝，寺泊特別
ブレスマイスターズ（96 牝 ＊ホワイトマズル）１勝

ゼンノグッドウッド（03 牡 エアジハード）６勝，大阪―ハンブルクＣ ，サンシャ
インＳ，春日特別

ハートサムデイ（98 牝 ＊ティンバーカントリー）３勝，檜山特別
テレグノシス（99 牡 ＊トニービン）５勝，ＮＨＫマイルＣ ，毎日王冠 ，京王杯スプリ

ングＣ ，安田記念 ２着，マイルＣｈＳ ３着，etc.，種牡馬
ブローザキャンドル（01 牝 ＊サンデーサイレンス）入着４回， １勝

フレイムオブピース（09 牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，マーチＳ ３着，伊丹Ｓ
キャンドルグラス（14 牡 ＊サウスヴィグラス） ６勝，羽田盃３着

３代母 ＊メツシーナ（75 USA栗 Secretariat）米２勝
クレードル（86 牝 Northern Baby）不出走

トーホウツートップ（96 牡 ＊トニービン）３勝，美濃特別

４代母 エイフォニアAphonia（62 USA鹿 Dunce）米１勝
［曾孫］ グランドジュエル Grand Jewel（90 牡 Java Gold）米６勝，キーンランドレキシ

ントンＳ ，ファイエットＳ ，ラッシュアウェイＳ ，種牡馬

特 徴 大流星鼻梁鼻大白上唇大白・珠目下・右初地・右後双門・沙流上・左前細長白・後二長白
生産牧場 北海道浦河町野深 丸村村下ファーム
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，２４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 61 －

6

新規馬主限定セッション　対象馬（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。



中山厩舎－６号

7 イットーエンプレスの１６ ・鹿 ４／１８

＊アルデバラン
鹿 1998

イットーエンプレス
黒鹿 2012

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

＊エンパイアメーカー

イットービコー

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
Unbridled
Toussaud

＊フォーティナイナー
キープイットアップ

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 S 2×M 4×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 イットーエンプレス（12 黒鹿 ＊エンパイアメーカー）不出走
初仔

２代母 イットービコー（99 鹿 ＊フォーティナイナー）１勝， ４勝
イットーオジョウ（09 牝 ウインラディウス） ８勝

３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

４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
［子］ 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
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

ニツポーハヤテ（78 牡 ＊サンシー）７勝，安田記念３着，大雪Ｈ，高尾特別，道
新スポ賞，和布刈特別，etc.，種牡馬

チュニカオー（85 牡 ＊ヴアリイフオージユ）４勝，阪神大賞典 ３着，すばる
Ｓ ，新春賞，エメラルドＳ ２着，白百合Ｓ ２着，etc.，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
［孫］ 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

［曾孫］ 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

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

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

ワタリルーブル（10 牝 ＊プリサイスエンド） ２勝，ビギナーズＣ，プリ
ンセスＣ２着，知床賞２着

特 徴 小星・鼻梁大白鼻梁鼻白断上唇小白・珠目上・右髪中・波分長・沙流上・右二白・左後半白
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

－ 62 －

7

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。



中山厩舎－６号

8 センターグランタスの１６ ・青鹿 ４／１４

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

センターグランタス
栗 2004

＊ヘネシー

Myth
ミス

アグネスタキオン

センターライジング

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ

＊ヘクタープロテクター
ダイナオレンジ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊サワーオレンジ） 8 g
Mr. Prospector S 4×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 センターグランタス（04 栗 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
オレンジガーネット（12 牝 鹿 ＊ファルブラヴ） ４勝
ヤマトカジノ（13 牡 栗 ＊カジノドライヴ） 入着３回
メイショウマッセル（14 牝 鹿 メイショウサムソン） ３勝

２代母 センターライジング（93 栗 ＊ヘクタープロテクター）４勝，サンスポ４歳牝馬特
別 ，中京３歳Ｓ ，コスモス賞 ，富士Ｓ ３着
センターレイナ（00 牝 ＊ブライアンズタイム）１勝， ５勝

３代母 ダイナオレンジ（83 栗 ＊ノーザンテースト）８勝，新潟記念 ，吾妻小富士賞 ，
フリーウェイＳ，越後特別
スマイリングカット（91 牝 ＊リアルシヤダイ）２勝

オレンジジェラート（98 牝 ＊トニービン）１勝， ３勝
ダイワリベラル（11 牡 ダイワメジャー） ６勝，ニューイヤーＳ ，市川Ｓ，
松島特別，東風Ｓ ２着，ニューイヤーＳ ３着

スマイリングルーラ（03 牝 ダンスインザダーク）２勝
マッドドッグ（15 牡 ＊パイロ） ２勝，鎌倉記念２着，南部駒賞２着

４代母 ＊サワーオレンジ（73 USA黒鹿 Delta Judge）米１勝
［子］ シヤダイアイバー（79 牝 ＊ノーザンテースト）３勝，オークス，カーネーションＣ
［孫］ ガレオン（90 牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，ＮＨＫ杯 ２着，日本ダービー ４

着，アイビーＳ ，芙蓉Ｓ ３着，種牡馬
オークツリー（89 牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，福島記念 ２着
ブラウンアイボリー（85 牝 ＊ターゴワイス）６勝，メイＳ ，緑風Ｓ，ジュー
ンＳ，みなみ北海道Ｓ，カーネーションＣ ２着，etc.

［曾孫］ エアジハード（95 牡 サクラユタカオー）７勝，安田記念 ，マイルＣｈＳ ，
富士Ｓ ，京王杯スプリングＣ ２着，天皇賞（秋） ３着，etc.，優短距，
優父内，種牡馬

ペインテドブラック（96 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，ステイヤーズＳ ，
青葉賞 ，水仙賞，若草Ｓ ２着，種牡馬

クリスマスツリー（95 牝 ＊トニービン）６勝，ターコイズＳ ，千倉特別

特 徴 珠目正・髪中左一右二・左後小白
生産牧場 北海道日高町美原 庄野牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，３２０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 63 －

8

新規馬主限定セッション　対象馬（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。



中山厩舎－６号

9 アラマサスナイパーの１６ ・鹿 ３／１２

＊ケープブランコ
栗 2007

－新種牡馬－

アラマサスナイパー
黒鹿 2003

Galileo
ガリレオ

Laurel Delight
ローレルディライト

ステイゴールド

＊ターミナルフラワー

Sadler's Wells
Urban Sea
Presidium
Foudroyer

＊サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ
Salt Lake
Positioned

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Crawfish ～Wendy） 5 g
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 アラマサスナイパー（03 黒鹿 ステイゴールド）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－１（４）〕
キングザピューマ（10 牡 青鹿 キングヘイロー） ４勝
クリスマス（11 牝 黒鹿 ＊バゴ）５勝，函館２歳Ｓ ，オーシャンＳ ３着，函館ス

プリントＳ ３着，阪神ジュベナイルフィリーズ ４着，ＵＨＢ賞 （１２００），
ＴＶｈ杯（１２００），鳥羽特別（１２００）

イシス（12 牝 青鹿 キングヘイロー）１勝
ティラール（14 牝 鹿 ＊ファスリエフ）入着， 出走
タカミツリリー（15 牝 鹿 ＊エンパイアメーカー） 入着

２代母 ＊ターミナルフラワー（97 USA黒鹿 Salt Lake）１勝
アラマサスチール（08 牝 マヤノトップガン）１勝， ２勝

３代母 ポジションド Positioned（81 USA鹿 Cannonade）米５勝
ベリーロード Berry Road（88 牝 Strawberry Road）米５勝，ミスアメリカＨ ２着
レーニReni（90 牝 ＊パレスミュージック）米４勝

キャスルウッド Castlewood（97 Runaway Groom）米１４勝，ハンシンＣ ３着，ホ
ーソーンジュヴェナイルＳ ２着

フリーウェイティケット Freeway Ticket（98 Deposit Ticket）米９勝，ソフォモア
スプリントＣｈ ３着，オールドヒッコリーＳ ３着

ギャラントダヴ Gallant Dove（04 牝 ＊シルバーチャーム）プ４勝，カルロスＲバル
セロ賞３着

アーマ Irma（93 牝 Wild Again）米２勝
インディゴフライアー Indigo Flyer（01 Notebook）米５勝，ソフォモアターフＳ

２着

４代母 ロジスティック Logistic（69 USA青 Crimson Satan）米４勝

５代母 ウッドニンフWood Nymph（61 USA芦 Deerlands）米３勝，コリーンＳ３着
［曾孫］ エクストラヒート Xtra Heat（98 牝 Dixieland Heat）首・米２６勝，プライオレス

Ｓ ，バーバラフリッチーＨ （２回），ヴェイグランシーＨ ，ジェニュ
インリスクＨ ，etc.

特 徴 珠目正・吭搦左
生産牧場 北海道新冠町万世 アラキフアーム
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，３２０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 64 －

9



中山厩舎－１３号

10 ケストレルクエストの１６ ・青 ４／１７

ハーツクライ
鹿 2001

＊ケストレルクエスト
鹿 2004

＊サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

Silver Hawk
シルヴァーホーク

Quick to Please
クイックトゥプリーズ

Halo
Wishing Well

＊トニービン
＊ビユーパーダンス
Roberto
Gris Vitesse
Danzig
Razyana

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Natalma ～ Almahmoud） 2 d
Hail to Reason S 4×M 4 Northern Dancer M 4×S 5 NatalmaM 5×M 5

価格： 購買者：
母 ＊ケストレルクエスト（04 USA鹿 Silver Hawk）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：海外－１（６），地方－１（２）〕
コマンダーカークCommander Kirk（10 IRE 鹿 Holy Roman Emperor） 独・仏６勝
シゲルアカカマス（13 栗 ジャングルポケット） ２勝
ツクバマカナ（15 牡 黒鹿 ＊モンテロッソ） 出走

２代母 クイックトゥプリーズ Quick to Please（98 USA鹿 Danzig）米・英２勝，コンカラ
ーＳ ３着
コストアフェクティヴCost Affective（10 Officer）米３勝

３代母 ラジアナRazyana（81 USA鹿 His Majesty）英入着２回
＊デインヒル（86 牡 Danzig）愛・英・仏４勝，ヘイドックスプリントＣ ，コーク＆オラリ

ーＳ ，英２０００ギニー ３着，ジュライＣ ３着，ユアラピアンフリーＨ ，種牡馬
ユーフォニック Euphonic（89 牝 The Minstrel）米・英・仏３勝，アスタルテ賞 ３着，ア

マンディヌ賞
フォーンウェスト Phone West（96 牝 Gone West）仏入着
コンフェレンスコール Conference Call（05 牝 Anabaa）仏２勝，マルセルブサ
ック賞 ２着，グロット賞 ２着

イーグルアイド Eagle Eyed（91 牡 Danzig）米・仏４勝，アーリントンクラシック ，ア
ランベール賞 ２着，パイレートコーヴＳ ，ソーサリトＨ ，ボールドウィンＳ
２着，種牡馬

ハルピア Harpia（94 牝 Danzig）米・仏５勝，シャーリージョーンズＨ ，トップフライ
トＨ ２着，モリーピッチャーＳ ２着，ファーストフライトＨ ２着，ジェニュ
インリスクＨ ２着

シボレス Shibboleth（97 牡 Danzig）米・英５勝，ジャイプールＨ ，クライテリオンＳ
，キングチャールズ二世Ｓ

ファミリーFamily（99 牝 Danzig）不出走
ダンドネル Dundonnell（10 First Defence） 首・米・英・香６勝，エイコムＳ ，

英シャンペインＳ ２着，マハブアルシマール ３着，クレイヴァンＳ ３
着，キングチャールズ二世Ｓ ，センテナリースプリントＣ，バウヒニアスプ
リントトロフィ３着，プレミアＣ３着

特 徴 流星断鼻梁小白鼻梁白鼻大白断上唇大白・珠目上
生産牧場 北海道浦河町上向別 株式会社 ミリオンファーム
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 １２，９６０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 65 －

10



中山厩舎－１３号

11 マイネカプリースの１６ ・芦 ４／２３

＊クロフネ
芦 1998

マイネカプリース
鹿 1998

＊フレンチデピュティ

＊ブルーアヴェニュー

タヤスツヨシ

ダイナカプリ

Deputy Minister
Mitterand
Classic Go Go
Eliza Blue

＊サンデーサイレンス
＊マガロ
＊サウスアトランテイツク
ダイナギフト

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ロイヤルサツシユ） 1 t
Never Bend S 5×M 5

価格： 購買者：
母 マイネカプリース（98 鹿 タヤスツヨシ）３勝，桜花賞 ５着，まりも特別（１２００），寒
竹賞（１２００）

〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（１２），地方－３（１３）〕
オルレアンノオトメ（07 牝 鹿 ＊チーフベアハート）３勝，鳥屋野特別（１８００），中京２歳

Ｓ （１８００）２着
スノードラゴン（08牡 芦 アドマイヤコジーン） ８勝，スプリンターズＳ ，高松宮記

念 ２着，カペラＳ ２着（２回），オーシャンＳ ２着，etc.，最優秀短距離馬
サカジロマリン（10 牝 鹿 ＊トワイニング） ４勝
ライトオブホープ（11 牡 栗 ＊グラスワンダー）１勝
マイネルドラグーン（13 牡 鹿 ＊ストーミングホーム） ６勝
サンエイスターダム（15 牡 黒鹿 ＊アイルハヴアナザー） ３勝

２代母 ダイナカプリ（87 黒鹿 ＊サウスアトランテイツク）出走
トウケイヒメ（95 牝 ＊タイトスポット）３勝

３代母 ダイナギフト（81 黒鹿 ＊エルセンタウロ）１勝
ツカサオー（92 牡 シリウスシンボリ） ２勝

４代母 ＊ロイヤルサツシユ（66 GB鹿 Princely Gift）英入着
［孫］ サツカーボーイ（85 牡 ＊デイクタス）６勝，マイルＣｈＳ ，阪神３歳Ｓ ，

函館記念 ，中日スポ４歳Ｓ ，有馬記念 ３着，etc.，日本レコ－ド
（２０００），優２牡，優短距，種牡馬

［曾孫］ ステイゴールド（94 牡 ＊サンデーサイレンス）首・香２勝，香港ヴァーズ ，
ドバイシーマクラシック ，５勝，日経新春杯 ，目黒記念 ，有馬記念
３着，etc.，特別賞，種牡馬

レクレドール（01 牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ ，クイーンＳ ，
札幌記念 ２着，阪神牝馬Ｓ ３着，クイーンＳ ３着，etc.

タマモホットプレイ（01 牡 フジキセキ）６勝，スワンＳ ，シルクロードＳ
，シルクロードＳ ２着，シンザン記念 ２着，京阪杯 ３着，etc.

タマモベストプレイ（10 牡 フジキセキ）５勝，きさらぎ賞 ，京都大賞典
２着，スプリングＳ ２着，有馬記念 ５着，皐月賞 ５着，etc.

特 徴 星・珠目上・髪中・左初地・右後双門
生産牧場 北海道新冠町明和 イワミ牧場
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 ７，５６０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 66 －
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中山厩舎－６号

12 ジョンコの１６ ・栗 ３／２７

＊ノヴェリスト
黒鹿 2009

ジョンコ
栗 2004

Monsun
モンズン

Night Lagoon
ナイトラグーン

アグネスタキオン

ラストヒット

Konigsstuhl
Mosella
Lagunas
Nenuphar

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ

＊スラヴィック
ゲートアンドフライ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊パツシングクラウド） 5 g
Literat S 5×S 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ジョンコ（04 栗 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ダイメイハルオ（10 牡 芦 ＊チチカステナンゴ）入着２回， １勝
スリージェット（13 牡 栗 ＊サウスヴィグラス） 出走，障害入着２回
チャオドリン（15 牡 栗 ＊サウスヴィグラス） 出走

２代母 ラストヒット（93 栗 ＊スラヴィック）２勝，大雪Ｈ，層雲峡特別， ７
勝，北日本オークス，東北優駿，新潟ダービー２着
ダッシングハニー（02 牝 ＊アサティス）１勝

ラブミーチャン（07 牝 ＊サウスヴィグラス）１勝， １７勝，全日本
２歳優駿 ，東京盃 ，兵庫ジュニアＧＰ ，クラスターＣ

，東京スプリント ，etc.，ＮＡＲ年代表（２回），ＮＡＲ優２歳，ＮＡ
Ｒ優牝馬，ＮＡＲ優古牝（３回），ＮＡＲ優短距（２回）

ダブルスター（09 牡 ＊シニスターミニスター）５勝，アルデバランＳ ，ラジオ日
本賞 ３着，ＢＳＮ賞 ３着，アルデバランＳ ３着，etc.， １勝，マイ
ルＣｈＳ南部杯 ４着，etc.，種牡馬

ファーストレディ（08 牝 スマートボーイ）出走
アップトゥユー（14 牝 ＊サウスヴィグラス） ２勝，エーデルワイス賞

２着，ローレル賞，東京プリンセス賞２着，ユングフラウ賞２着，東京
２歳優駿牝馬２着，etc.

ストロングハート（15 牝 ＊サウスヴィグラス） ３勝，エーデルワイス賞
，リリーＣ，東京２歳優駿牝馬２着，フローラルＣ２着，ローレル賞３

着，ＮＡＲ優２牝
イッシンドウタイ（09 牡 スズカマンボ）５勝，マーチＳ ２着，ポルックスＳ ，総

武Ｓ ２着，etc.， ６勝，川崎記念 ５着，サンライズＣ

３代母 ゲートアンドフライ（81 栗 ＊クラウンドプリンス）不出走
ララファイター（86 牝 ＊ノーザンディクテイター）３勝

ブルーシャトー（94 牝 タマモクロス）不出走
クイックスター（08 牡 ＊サウスヴィグラス） ６勝，名古屋記念，南
部駒賞２着，栄冠賞２着

特 徴 流星鼻梁白鼻梁鼻大白断上唇小白・珠目正・吭搦二・髪中・波分長・左前一白・後二長白
生産牧場 北海道新ひだか町静内古川町 グランド牧場
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 ７，５６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 67 －

12



中山厩舎－１号

13 フレッシュドールの１６ 牡・青 ２／１７

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

フレッシュドール
鹿 2010

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

アグネスタキオン

＊パルムドール

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ
Sadler's Wells
Pampa Bella

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Pharyva ～ Zariba） 9 e
Nearctic S 5×M 5

価格： 購買者：
母 フレッシュドール（10 鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
キスイットベター（15 牝 栗 メイショウボーラー） 出走

２代母 ＊パルムドール （94 IRE鹿 Sadler's Wells）米・仏３勝，フロール賞 ，ジュベール
賞
ウェスタナイズWesternize（00 牝 Gone West）米入着

ウェスタンレイディWestern Lady（09 牝 Win River Win）土５勝，エズデミルアト
マンＳ３着

＊グランカナリア（05 牝 Malibu Moon）出走
コウギョウカナリア（15 牝 ディープブリランテ） １勝，若鮎賞２着

３代母 パンパベラ Pampa Bella（81 FR栗 Armos）仏３勝，ペネロープ賞 ，仏オークス
３着，サンタラリ賞 ３着
ピストレブルー Pistolet Bleu（88 牡 Top Ville）米・仏７勝，サンクルー大賞 ，クリテリ

ヨムドサンクルー ，エヴリ大賞 ，ノアイユ賞 ，オカール賞 ，コンデ賞 ，ガ
ネー賞 ２着，アルクール賞 ２着，ニエル賞 ２着，凱旋門賞 ３着，種牡馬

ピーストーク Peace Talk（96 牝 Sadler's Wells）不出走
ピースフォニック Peace Fonic（02 牝 Zafonic）仏１勝

ピースオヴオアシス Peace of Oasis（08 牝 Oasis Dream）仏３勝，ローズドゥメ賞
ピースドリーム Peace Dream（04 牝 Linamix）仏４勝，オクシタニー賞 ３着

ルーサムトリプルイーズ Rootham Triple E's（10 牝 Weather Warning）加３勝，
スターシュートＳ

ピースバーグ Peace Burg（10 牝 Sageburg）愛・英・仏４勝，サンドリンガム賞 ，
オマール賞 ，アサシＳ ２着，ファルマスＳ ３着

４代母 ケンディエ Kendie（63 FR鹿 Klairon）仏２勝，ボーヴェ賞
［子］ デルサルト Delsarto（69 ＊スノツブ）仏１勝，オムニョム賞 ２着，リーブ

ルＨ３着

特 徴 星・鼻小白・珠目正・波分長・右芝引・後二小白
生産牧場 千葉県香取市 有限会社 下河辺トレーニングセンター
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，５６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 68 －
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中山厩舎－１号

14 クラッシーシャーロットの１６ 牡・鹿 ５／ ５

ロードカナロア
鹿 2008

＊クラッシーシャーロット
鹿 1998

キングカメハメハ

レディブラッサム

A.P. Indy
エイピーインディ

Classy Mirage
クラッシーミラージュ

Kingmambo
＊マンファス
Storm Cat

＊サラトガデュー
Seattle Slew
Weekend Surprise
Storm Bird
First Mirage

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Home by Dark ～ Idle Fancy） 9 b
Storm Bird M 3×S 4 Secretariat M 4×S 5

価格： 購買者：
母 ＊クラッシーシャーロット（98 USA鹿 A.P. Indy）米出走
〔産駒馬名登録数：１１，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），海外－２（７），地方－４（９）〕
メドーミラージュMeadow Mirage（03 USA牝 栗 Meadowlake）米３勝
クラッシーアトラクションClassy Attraction（05 USA牝 鹿 Cape Town）米４勝
キングシャーロット（07 牡 鹿 キングカメハメハ）２勝
クラッシーゲイト（08 牡 黒鹿 アグネスタキオン）１勝
ラインミッシェル（09 牝 鹿 アドマイヤムーン） ２勝
チェイスザゴールド（10 牡 鹿 アグネスタキオン）２勝
コウエイユニバース（11 牝 栗 ネオユニヴァース）入着， ３勝
カイトフレイバー（12 牡 黒鹿 キングカメハメハ） ２勝
ディープスピリッツ（14 牡 鹿 ディープインパクト） 出走， ２勝
アヴィドウィナー（15 牡 栗 オルフェーヴル） 入着

２代母 クラッシーミラージュ Classy Mirage（90 USA鹿 Storm Bird）米１３勝，バレリーナ
Ｈ ，ジェニュインリスクＨ ，ディスタフＨ ，ベッドオーロージズＨ ，プライオ
レスＳ ，etc.
マイクスウェイMike's Way（97 牝 Gulch）米１勝

マリアンシーテンプルMarian Sh Temple（03 牝 Old Trieste）亜入着２回
マニピュレManipuler（09 牡 Grand Reward）亜６勝，オールドマン賞

マイクスクラシックMike's Classic（99 Seeking the Gold）米・加１２勝，ＡＧヴァンダ
ービルトＨ ３着

ダブリン Dublin（07 牡 Afleet Alex）米２勝，ホープフルＳ ，サウスウエストＳ ２着，
アーカンソーダービー ３着，レベルＳ ３着，種牡馬

アワーズOurs（09 牝 Half Ours）不出走
ソネティーア Sonneteer（14 牡 Midnight Lute） 米２勝，レベルＳ ２着，フィフス

シーズンＳ
アイアランド Ireland（11 牝 Afleet Alex）米１勝，マーサワシントンＳ ３着

３代母 ファーストミラージュFirst Mirage（82 USA芦 Riva Ridge）不出走
ミシーズミラージュMissy's Mirage（88 牝 Stop the Music）米１４勝，シュヴィーＨ ，ヘムス

テッドＨ ，ファーストフライトＨ ，コロンビアＳ ，バレリーナＳ ２着，etc.

特 徴 流星鼻梁鼻白・珠目上・髪中・左初地・右沙流上・左後一白
生産牧場 北海道新ひだか町三石美野和 上村 清志
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 １２，９６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 69 －
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中山厩舎－１１号

15 シーアクトレスの１６ 牡・鹿 ２／１１

アドマイヤムーン
鹿 2003

シーアクトレス
鹿 2008

＊エンドスウィープ

マイケイティーズ

ネオユニヴァース

パシアン

＊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
＊サンデーサイレンス
＊ポインテッドパス
サクラユタカオー
ビユーテイライダー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（時孝～ ＊ソネラ） 4 r
サンデーサイレンス S 3×M 3 Kris S 4×M 4

価格： 購買者：
母 シーアクトレス（08 鹿 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
スミセイフルールー（15 牝 鹿 ＊エンパイアメーカー） ２勝

２代母 パシアン（92 栗 サクラユタカオー）３勝，三河特別
トーホウレーサー（04 牡 ＊チーフベアハート）４勝，ＮｚＴ ，ＮＨＫマイルＣ

５着，福島ＴＶＯＰ
サマールナ（09 牝 アドマイヤムーン）４勝，太宰府特別，クリスマスキャロル賞

３代母 ビユーテイライダー（79 栗 ＊ダツパーダン）出走
シマノスピード（83 牡 タケシバオー）５勝，三河特別，障害２勝
ヤマトビューテイ（85 牝 プレストウコウ）５勝

ヤマトプリティ（94 牝 アンバーシヤダイ）６勝，涼秋Ｓ，讃岐特別，三年坂特別
ヤマトスプリンター（02 牡 マヤノトップガン）３勝，川西特別
ヤマトマリオン（03 牝 ＊オペラハウス）４勝，東海Ｓ ，フローラＳ ，

２勝，ＴＣＫ女王盃 ，クイーン賞 ，エンプレス杯
３着，etc.

４代母 アカネムラサキ（72 栗 ＊ネプテユーヌス）４勝，姫路特別，保津峡特別
［子］ ヤマトムラサキ（84 牝 プレストウコウ）４勝，紫野特別，万両賞，チューリッ

プ賞 ２着，コスモス賞 ３着

５代母 タマコダマ（65 栗 コダマ）２勝， ２勝
［子］ メグロモガミ（74 牡 ＊セダン）３勝，オールカマー２着，菊花賞３着，目黒記

念（春）３着，秋分賞
［孫］ ボディーガード（91牡 トウシヨウボーイ）３勝，デイリー杯３歳Ｓ ，阪急杯
［曾孫］ クリールサイクロン（95 牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，スプリングＳ ，

新潟３歳Ｓ ，京成杯３歳Ｓ ３着，ホープフルＳ ３着

６代母 ミスチエスター（58 鹿 ＊ハロウエー）３勝，障害４勝
［子］ カミノテシオ（70 牡 ＊ムーテイエ）５勝，天皇賞（秋），京成杯，目黒記念（秋）

２着，毎日王冠３着，京王杯オータムＨ３着，etc.，種牡馬

特　　徴　珠目上・波分長・浪門・初地
生産牧場　北海道新冠町美宇　松本　信行
購買市場　北海道サマーセール　購買価格　６，２６４，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 70 －
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中山厩舎－１１号

16 ラストワルツの１６ 牡・青鹿 ２／１１

＊シンボリクリスエス
黒鹿 1999

ラストワルツ
鹿 2007

Kris S.
クリスエス

Tee Kay
ティーケイ

ゼンノロブロイ

＊パーフェクトサークル

Roberto
Sharp Queen
Gold Meridian
Tri Argo

＊サンデーサイレンス
＊ローミンレイチェル
Caerleon
Fair Salinia

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Locust Time ～ Judy o'Grady） 16 c
Hail to Reason S 4×M 5

価格： 購買者：
母 ラストワルツ（07 鹿 ゼンノロブロイ）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（１）〕
ハッピーノリチャン（12 牝 栗 サクラバクシンオー）３勝，吾妻小富士賞（１２００）
ビップディオス（14 牡 栗 ＊キングズベスト） １勝
レクイエム（15 牝 芦 ＊クロフネ） 出走

２代母 ＊パーフェクトサークル（89 GB青鹿 Caerleon）英・仏２勝，ネルグウィンＳ ２
着，ミュージドラＳ ２着，セプターＳ
シャレモノ Sharemono（94 牡 Woodman）愛１勝，アングルシーＳ ２着
モンテブライアン（99 牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，若竹賞
スターリーヘヴン（00 牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，福島牝馬Ｓ ２着，ユートピア

Ｓ，久多特別，おおぞら特別，カーネーションＣ，オーロＣ ３着，都大路Ｓ ３着，
キャピタルＳ ３着

３代母 フェアサリニア Fair Salinia（75 IRE黒鹿 Petingo）愛・英・仏４勝，英オークス ，愛
オークス ，ヨークシャーオークス ，英１０００ギニー ２着，チヴァリーパークＳ ２着
レジェンドオヴアラビア Legend of Arabia（83 牝 Great Nephew）不出走

エドバイサーン Edbaysaan（90 牡 Slip Anchor）英３勝，ジョッキークラブＣ ２着，
英セントレジャー ３着，ジュライトロフィ ３着

パークフェクトヴィンティジ Perfect Vintage（90 Shirley Heights）英・独・仏９勝，ク
インシー賞 ，ラクープドメゾンラフィット ２着，ドーヴィルグランＨ ，セネ
マルヌ県議会大賞 ，コンピエーニュ大賞 ２着

オンフェアステイジ On Fair Stage（93 牝 Sadler's Wells）愛・英２勝，ルビーＳ ，プラ
ティナムＳ ３着
インポージング Imposing（06 Danehill Dancer）英・豪７勝，ＡＴＣサマーＣ
（２回），ＡＴＣヴィリアーズＳ ２着，ＢＲＣドゥームベンＣ ３着，ＡＤホ
リンデイルＳ ３着，etc.

リライアブルマン Reliable Man（08 牡 Dalakhani）英・豪・加・仏５勝，仏ダービー
，ＡＴＣクイーンエリザベスＳ ，ニエル賞 ，ラクープドメゾンラフィッ
ト ２着，パリ大賞 ３着，ガネー賞 ３着，種牡馬

特　　徴　珠目正・右双門・右後小白
生産牧場　北海道新ひだか町静内真歌　タイヘイ牧場
購買市場　北海道セレクションセール　購買価格　７，７７６，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 71 －
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中山厩舎－１号

17 スマイルゲートの１６ 牡・鹿 ４／２０

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

スマイルゲート
黒鹿 2009

＊ヘネシー

Myth
ミス

タニノギムレット

シーセモア

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn

＊ブライアンズタイム
タニノクリスタル

＊サンデーサイレンス
カイウンテンシ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ビーハツピー） 15 a
Hail to Reason M 5×M 5

価格： 購買者：
母 スマイルゲート（09 黒鹿 タニノギムレット）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ワイルドアクター（15 牡 鹿 ルーラーシップ） 出走

２代母 シーセモア（98 鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ティンバーランド（04 牝 ＊ティンバーカントリー） ４勝，フロイラインＣ

ケイツーモリガン（10 牝 タニノギムレット） １勝
シゲルサヌキ（11 牝 タニノギムレット） １勝
ステファニーラン（12 牝 ＊スウェプトオーヴァーボード） ６勝，フローラ

ルＣ，リリーＣ，ヒダカソウＣ２着
ファラオ（13 牡 ＊スウェプトオーヴァーボード） ２勝
シャーロットリン（14 牝 アサクサキングス） １勝

スマイルジャック（05 牡 タニノギムレット）５勝，スプリングＳ ，東京新聞杯
，日本ダービー ２着，安田記念 ３着（２回），etc.，種牡馬

ソルスティス（07 牝 ＊クロフネ）出走
マイネルエアダクス（11 牡 ＊チチカステナンゴ） １勝
ポートカナベラル（13 牝 カンパニー） １勝

テーオーゼウス（08 牡 タニノギムレット）１勝，障害１勝
アンスーリール（10 牝 タニノギムレット）入着２回， １勝
マイネルチャンプ（13 牡 キングカメハメハ）入着， １勝

３代母 カイウンテンシ（87 鹿 マルゼンスキー）４勝，頌春賞，猪苗代特別，岩室特別
トミケンカイウン（96 牝 ワカオライデン） ２勝

ミノアラシライデン（05 牡 フサイチブライアン） ３勝
エアーメール（99 牡 フジキセキ）入着， ２勝

４代母 ロマンギヤル（79 鹿 ＊セントクレスピン） 出走
［子］ アエロプラーヌ（85 牡 マルゼンスキー） １１勝，川崎記念，ダービー

ＧＰ，東京王冠賞，金盃２着，帝王賞３着，種牡馬
［孫］ ピンクサイレンス（04 牝 タヤスツヨシ） ７勝，ル・プランタン賞３着，

花吹雪賞３着

特 徴 星・珠目上・吭搦右
生産牧場 北海道むかわ町花岡 上水牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 １２，９６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 72 －
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中山厩舎－１号

18 セイウンクノイチの１６ 牡・鹿 ５／１０

＊キングズベスト
鹿 1997

セイウンクノイチ
青鹿 1998

Kingmambo
キングマンボ

Allegretta
アレグレッタ

＊サンデーサイレンス

アンカースティーム

Mr. Prospector
Miesque
Lombard
Anatevka
Halo
Wishing Well

＊リアルシヤダイ
アイレテスコ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（サンキスト～ ＊フロリースカツプ） 3 l
Hail to Reason M 4×M 5

価格： 購買者：
母 セイウンクノイチ（98 青鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：１１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－２（７）〕
セイウンワンダー（06 牡 青 ＊グラスワンダー）４勝，朝日杯フューチュリティＳ

，エプソムＣ ，新潟２歳Ｓ ，皐月賞 ３着，菊花賞 ３
着，神戸新聞杯 ３着，優２牡

マサゴット（08 黒鹿 タニノギムレット） ６勝
ラプンツェルダンス（12 牝 青鹿 ＊グラスワンダー） １勝

２代母 アンカースティーム（88 青鹿 ＊リアルシヤダイ）１勝
ウインディライト（93 牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，霞ケ浦特別， １勝
エレガントフライ（97 牝 ＊ノーザンテースト）出走
ワイキューブ（03 牝 アグネスタキオン）４勝，北九州記念 ３着，文月特別，

ガーベラ賞
キングズクエスト（09 キングカメハメハ）２勝，大雪Ｈ， ２勝
クロニクルスカイ（11 マンハッタンカフェ）３勝，都井岬特別

３代母 アイレテスコ（78 黒鹿 ＊テスコボーイ）１勝
ガスティーホース（85 牡 マルゼンスキー）６勝，むらさき賞，朱鷺Ｓ ３着，マーチＳ

３着，ディセンバーＳ ３着，etc.， １勝，スプリングＣ２着
カシワズメロディー（89 牝 ＊リアルシヤダイ）不出走

テンポウキング（98 牡 ＊シャーディー） １３勝，クラウンＣ２着，ニューイヤ
ーＣ２着

ゴーウィズウィンド（99 牡 ＊フレイズ）６勝，みなみ北海道Ｓ ，信夫山特別，みなみ北
海道Ｓ ２着，札幌日経ＯＰ ２着，みなみ北海道Ｓ ３着，etc.

４代母 アイレバース（70 栗 ＊ソロナウエー）３勝，ＳＴＶ杯
［孫］ ベルシャルマンテ（90 牝 ヤマニンスキー）４勝，関屋記念 ３着，ＨＢＣ杯，

隅田川特別，チューリップ賞 ２着，フローラＳ ３着，etc.
［曾孫］ マルブツサンキスト（87 牡 ＊プルラリズム）７勝，小倉記念 ，朝日ＣｈＣ

２着，安達太良Ｓ，ノベンバーＳ，河北新報杯，etc.
メリッサ（04 牝 ＊ホワイトマズル）６勝，北九州記念 ，セントウルＳ
３着，北九州短距離Ｓ

特 徴 流星鼻梁白・珠目二・髪中・波分長・浪門・右前一白・右後半白
生産牧場 北海道新ひだか町三石稲見 筒井 征文
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 ７，５６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 73 －
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中山厩舎－２号

19 タイキエルドールの１６ 牡・鹿 ２／１９

トランセンド
鹿 2006

タイキエルドール
鹿 2002

＊ワイルドラッシュ

シネマスコープ

バブルガムフェロー

＊タイキフォレスト

Wild Again
Rose Park

＊トニービン
ブルーハワイ

＊サンデーサイレンス
＊バブルカンパニー
Green Forest

＊ウェルシュマフィン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Azurine ～ Dunure） 4 d
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 タイキエルドール（02 鹿 バブルガムフェロー） ５勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（１６）〕
リニアステップ（08 牡 鹿 ＊タップダンスシチー） ３勝，若駒賞（１６００）２着
レイニーデイ（11 牡 鹿 エイシンデピュティ） ２勝
レアファルコン（12 牡 鹿 タイムパラドックス） ９勝，初夏賞（１８００），佐賀桜花賞
（１７５０）２着，古伊万里賞（１８００）２着，飛燕賞（１８００）２着，背振山賞（１７５０）２着

オモイノママ（13 牝 鹿 ローエングリン） ２勝
ヤマショウプリンス（15 牡 鹿 ＊グラスワンダー） 入着３回

２代母 ＊タイキフォレスト（93 USA鹿 Green Forest）３勝
タイキフブキ（99 牝 ＊タイキブリザード）出走

リカチャンス（09 牝 ＊トワイニング） ３勝，桜花賞２着，ユングフラウ賞３
着，ニューイヤーＣ３着，リリーＣ３着

タイキアルファ（00 牡 バブルガムフェロー）６勝，東京競馬場新スタンドＯＰ記念，渡
島特別，メイズイメモリアル，知床特別，ブリリアントＳ ２着

３代母 ＊ウェルシュマフィン（87 GB鹿 Caerleon）愛・米５勝，フィーニクス１０００ギニー
トライアルＳ ，ミントジュレップＨ ２着

＊タイキシャトル（94 牡 Devil's Bag）仏１勝，ジャックルマロワ賞 ，１０勝，安田記念 ，マイ
ルＣｈＳ （２回），スプリンターズＳ ，etc.，優短距（２回），年代表，優古牡，種牡馬

＊タイキミルフィーユ（00 牝 Devil's Bag）出走
エイシンナナツボシ（07 牡 ＊クロフネ）４勝， ２勝，道営記念２着，

瑞穂賞２着（２回），六甲盃２着，梅見月杯２着，etc.

４代母 マフィティスMuffitys（82 IRE 鹿 Thatch）愛３勝，マーブルヒルＳ
［孫］ ピースオブワールド（00 牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，阪神ジュベナイル

フィリーズ ，ファンタジーＳ ，阪神牝馬Ｓ ３着，秋華賞 ４着，か
えで賞，優２牝

［曾孫］ サミットストーン（08 牡 ＊ロージズインメイ）４勝， １０勝，浦和記念
，浦和記念 ２着，東京大賞典（国際交流） ３着，川崎記念
３着，ダイオライト記念 ３着，etc.，ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古

牡，種牡馬

特 徴 額刺毛・珠目二・波分長・左双門・初地
生産牧場 北海道日高町豊郷 坪田 信作
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ６，０４８，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 74 －
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中山厩舎－２号

20 アイカギの１６ 牡・鹿 ２／２６

＊ケープブランコ
栗 2007

－新種牡馬－

アイカギ
鹿 2008

Galileo
ガリレオ

Laurel Delight
ローレルディライト

＊ファンタスティックライト

イシノアパトゥーラ

Sadler's Wells
Urban Sea
Presidium
Foudroyer
Rahy
Jood

＊ウォーニング
リヴァーガール

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（マイラブ～ ＊ビユーチフルドリーマー） 12
Northern Dancer S 4×M 5

価格： 購買者：
母 アイカギ（08 鹿 ＊ファンタスティックライト）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（７）〕
コスモキーマン（12 牡 鹿 ＊タイキシャトル）２勝， １勝
ヒロノフェロー（13 牡 鹿 キングヘイロー）１勝， ４勝
メーターブリック（14 牡 鹿 ディープスカイ） ２勝

２代母 イシノアパトゥーラ（01 鹿 ＊ウォーニング）１勝
ハンナリト（07 牝 ネオユニヴァース）出走

ガーニーフラップ（13 牡 ＊タイキシャトル） ６勝，クラウンＣ，東京湾Ｃ２着

３代母 リヴァーガール（91 鹿 ＊リヴリア）１勝
テイエムオーシャン（98 牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，桜花賞 ，秋華賞 ，阪神３歳

牝馬Ｓ ，札幌記念 ，オークス ３着，etc.，優２牝，優３牝
テイエムオペラドン（09 牡 テイエムオペラオー） １勝，障害３勝
テイエムダグラス（13 牡 ディープスカイ）１勝

サカイヤゲッカモン（99 牡 ＊ブラックタイアフェアー）１勝
テイエムハヤブサ（02 牡 ＊ピルサドスキー）２勝，熱田特別
ジャルダンデフルー（04 牝 スペシャルウィーク）入着２回

リョウラン（09 牡 キングヘイロー）１勝
アクアブルーマーチ（05 牝 ＊タイキシャトル）１勝

４代母 エルプス（82 栗 ＊マグニテユード）６勝，桜花賞 ，報知４歳牝馬特別 ，京王杯
オータムＨ ，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ ，函館３歳Ｓ ，etc.，優３牝

５代母 ホクエイリボン（73 栗 ＊イーグル）不出走
［孫］ メイショウテゾロ（92 牡 ＊アサティス）３勝，シンザン記念 ，マイルＣｈＳ

２着，千両賞
ラヴァリープローブ（99 牝 ＊ワージブ）１勝， ２勝，イノセントＣ３着

［曾孫］ コーワクイーン（02 牝 ＊マジックマイルズ） ４勝，サラブレッドフレッ
シュＣ

シキセイセイ（10 牝 マイネルセレクト） ８勝，耶馬溪賞，長月賞，新涼
賞，カンナ賞３着

特 徴 大流星鼻梁鼻大白上唇大白・珠目正・波分長・右後一白
生産牧場 北海道浦河町絵笛 川越ファーム
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 １４，０４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 75 －
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中山厩舎－１１号

21 テンザンオペラの１６ 牡・鹿 ３／ ９

＊プリサイスエンド
黒鹿 1997

テンザンオペラ
黒鹿 1998

＊エンドスウィープ

Precisely
プリサイスリー

＊オペラハウス

ディアドータ

＊フォーティナイナー
Broom Dance
Summing
Crisp 'n Clear
Sadler's Wells
Colorspin
トウシヨウボーイ
シンビラン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊デヴオーニア） 10 d
Northern Dancer M 4×S 5

価格： 購買者：
母 テンザンオペラ（98 黒鹿 ＊オペラハウス）５勝，豊栄特別（１６００），真野湾特別（１２００）
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（１６）〕
ナスムネタカ（07 牡 黒鹿 アグネスフライト） ７勝
ナスハヤブサ（08 牝 鹿 アグネスフライト） ２勝
ナスタイザン（11 牝 黒鹿 ＊バゴ）入着４回， ７勝
ナスレンザン（15 牡 黒鹿 メイショウボーラー） 入着

２代母 ディアドータ（84 鹿 トウシヨウボーイ）６勝，牝馬東タイ杯 ３着，ユートピア
Ｓ，豊明特別，黒松賞
コンゴウテン（91 牡 ハワイアンイメージ） ３勝
マコラテン（92 牡 ＊キンググローリアス）１勝
ハンドレッドベター（94 牝 ニホンピロウイナー） ４勝

リックテレジア（01 牝 ＊ロドリゴデトリアーノ） ８勝
ツルマルローレル（02 牡 サクラローレル）２勝
マクロカトリーナ（06 牝 サクラローレル） ５勝

テンザンゴールド（95 牡 タマモクロス）３勝
テンザンサクラ（97 牝 サクラチトセオー）３勝
テンザンノゾミ（00 牝 ＊ジェネラス）出走

ハイファイブ（06 牡 ツルマルボーイ） ８勝
カオカオプリン（07 牝 スパイキュール）入着５回， ７勝
ミツアキジュニアー（08 ミツアキサイレンス） １４勝
シゲルオオカミザ（10 牡 ＊フォーティナイナーズサン）１勝， ３勝
シオジスター（15 牝 エスポワールシチー） ４勝，金沢プリンセスＣ，金沢ヤン

グＣｈ２着
テンザントップ（01 牝 マヤノトップガン）２勝，寒桜賞，菜の花賞 ３着

マルタカテンザン（07 牡 ＊イーグルカフェ）入着， ９勝
ディアイレイザー（09 牡 ＊チーフベアハート）２勝

テンザンジョイ（03 牝 ＊マイネルラヴ）２勝
クリノスイートピー（12 牝 アドマイヤコジーン） ３勝，立待岬特別

３代母 シンビラン（75 鹿 ＊ヴイミー） １２勝
シンビダン（83 牡 ＊マダング） ３勝

特 徴 流星鼻梁白鼻梁鼻大白上唇大白・珠目正・吭搦・右髪中・右前左後二白
生産牧場 北海道浦河町野深 高松牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ６，６９６，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 76 －
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中山厩舎－１１号

22 ガルネリの１６ 牡・栗 ４／１６

＊ロージズインメイ
青鹿 2000

ガルネリ
栗 2008

Devil His Due
デヴィルヒズデュー

Tell a Secret
テルアシークレット

ゼンノロブロイ

マックスキャンドゥ

Devil's Bag
Plenty O'Toole
Speak John
Secret Retreat

＊サンデーサイレンス
＊ローミンレイチェル
＊キンググローリアス
マツクスドリーマー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（コロナ～ ＊クレイグダーロツチ） 11 c
Halo S 4×M 4 Mr. Prospector M 5×M 5

価格： 購買者：
母 ガルネリ（08 栗 ゼンノロブロイ）入着， １勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
リネンアッパレ（14 牡 栗 タニノギムレット） １勝，初夏賞（１８００）３着
ミライヘノコドウ（15 牡 栗 キングヘイロー） 入着

２代母 マックスキャンドゥ（95 栗 ＊キンググローリアス）４勝，サンスポ４歳牝馬特別
，報知４歳牝馬特別 ，桜花賞 ５着，飛梅賞

バハドゥール（09 牡 ＊ファルブラヴ）３勝

３代母 マツクスドリーマー（81 栗 ＊ノーザリー）２勝，万両賞
マックスメロディ（89 牝 ＊ブレイヴエストローマン）１勝

マインドステップ（96 牡 ＊キンググローリアス）５勝，白秋Ｓ，内房特別
オシャレナカオリ（02 牝 ＊ピルサドスキー） １勝
ムツミマックス（08 牝 ＊ブラックホーク） ８勝，福山ダービー，若駒賞，ヤン
グＣｈ，福山３歳牝馬特別２着

トールキング（09 牡 アドマイヤドン） ２勝，若駒賞２着，ヤングＣｈ２着，
福山２歳優駿２着，福山弥生賞３着

マックスディガー（90 牡 ＊トニービン）２勝，湯川特別
マックスロゼ（93 牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，フェアリーＳ ，クイーンＳ ３

着，オークス ５着，赤松賞，菜の花Ｓ ２着
マヤノチャーナ（01 牡 ＊スピニングワールド）２勝，はやぶさ賞， ３勝
マヤノロゼッタ（03 牝 マヤノトップガン）不出走
カシノラピス（09 牝 ＊グランデラ）１勝，フェニックス賞 ３着， ４勝

マックスクオリティ（94 ＊トニービン）４勝，かもめ島特別，十勝岳特別， ２勝

４代母 アーチエンゼル（65 栗 ＊ネヴアービート）７勝，短距離特別，不知火賞，鴨川特別，
醍醐特別，高雄特別
［子］ ブラツクビート（72 牡 ＊ヴエンチア）１勝， ５勝，北国王冠３着，農林大臣

賞典３着

特 徴 鼻小白・珠目上・初地・沙流上・右後一白
生産牧場 北海道むかわ町宮戸 桑原牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ６，４８０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 77 －
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中山厩舎－２号

23 プランシングレディの１６ 牡・鹿 ３／１４

＊シニスターミニスター
鹿 2003

プランシングレディ
鹿 2008

Old Trieste
オールドトリエステ

Sweet Minister
スイートミニスター

＊ファンタスティックライト

＊コーディング

A.P. Indy
Lovlier Linda
The Prime Minister
Sweet Blue
Rahy
Jood
Mark of Esteem
Chalon

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Ariostar） 23 a
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 プランシングレディ（08 鹿 ＊ファンタスティックライト） ３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
オカミサン（13 牝 鹿 ハーツクライ） ５勝
トンイ（15 牝 鹿 ディープブリランテ） ２勝

２代母 ＊コーディング（98 GB栃栗 Mark of Esteem）不出走
コスモグルミット（04 牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝

３代母 シャロン Chalon（79 IRE 栗 Habitat）英７勝，コロネイションＳ ，ネルグウィン
Ｓ ，チャイルドＳ

＊クリエイター（86 牡 Mill Reef）米・英・仏７勝，イスパーン賞 ，ガネー賞 ，アルク
ール賞 ，ドラール賞 ，ギヨームドルナーノ賞 ，etc.，種牡馬

カニア Chania（94 牝 In The Wings）愛１勝，愛プリティポリーＳ ２着，レパーズタウ
ン１０００ギニーＴＲ ２着，アサシＳ ３着，バリーローンＳ ３着
フォーリンレイダーForeign Raider（03 牝 Lend a Hand）西・独・仏８勝

リムスカ Rymska（14 牝 Le Havre） 米・仏５勝，コモンウェルスオークス ，ス
イーテストチャントＳ ，ミスグリジョＳ ２着，クリテリヨムドルエスト

＊シャルナ（95 牝 Darshaan）愛１勝
モエレジーニアス（03 牡 フサイチコンコルド）２勝，函館２歳Ｓ ，札幌２歳Ｓ ３着，

ラベンダー賞 ， １勝，北海道２歳優駿 ２着，栄冠賞２着，ＮＡＲ優ターフ

４代母 アリオラ Areola（68 GB栗 Kythnos）愛・英３勝，フィーニクスＳ，クイーンメア
リーＳ２着
［子］ イグゼキュティヴパーク Executive Perk（85 牡 Lord Gayle）愛・仏５勝，コン

コルドＳ ，バリーマコイＳ ，ロジャーズゴールドＣ ２着，フィーニ
クスインターナショナルＳ ３着，ムアズブリッジＳ ，etc.，種牡馬

［孫］ ダンスディザイン Dance Design（93 牝 Sadler's Wells）愛・米・英・独・仏７
勝，愛オークス ，タタソールズゴールドＣ ，愛プリティポリーＳ
（２回），愛１０００ギニー ２着，etc.

［曾孫］ ブチェラッティ Buccellati（04 牡 ＊ソヴィエトスター）英・豪・加・仏・土
・香８勝，オーモンドＳ ，セントサイモンＳ ，カナダ国際Ｓ ３着，
ゴードンリチャーズＳ ３着，ゴドルフィンＳ

特 徴 流星鼻梁小白鼻梁白鼻梁鼻小白・珠目上・波分二
生産牧場 北海道新ひだか町静内豊畑 へいはた牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 １０，４７６，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 78 －
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中山厩舎－２号

24 ダイタクドクターの１６ 牡・栗 ３／ ７

＊サウスヴィグラス
栗 1996

ダイタクドクター
黒鹿 2001

＊エンドスウィープ

＊ダーケストスター

Saint Ballado
セイントバラード

＊ラーセニー

＊フォーティナイナー
Broom Dance
Star de Naskra
Minnie Riperton
Halo
Ballade
Private Account
Foreseer

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（No Fiddling ～ Big Hurry） 1 s
Hail to Reason M 4×M 5

価格： 購買者：
母 ダイタクドクター（01 黒鹿 Saint Ballado）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（２７）〕
シャイニーベスト（07 牡 鹿 ＊ストラヴィンスキー）入着２回， １３勝
ブライティアマンボ（10 牝 鹿 ＊アルカセット）入着， ９勝
クリノエクセレンス（11 牝 黒鹿 アドマイヤジャパン） ３勝
サンダーブラスト（13 牡 栗 カネヒキリ） １勝
エリーフォルテ（15 牝 鹿 カネヒキリ） １勝

２代母 ＊ラーセニー（89 USA黒鹿 Private Account）米１勝
ブライブBribe（96 牝 Bertrando）米出走

ブリンカリョーナBrincalhona（01 牝 Lode）伯出走
タレンタ Talenta（06 牝 Wild Event）首・伯４勝，マルガリーダＰラーラ大賞

，ギレェルミエリス会長大賞 ３着，ルイスＡアルメイダ会長賞 ２着
インフィニティクエスト Infinity Quest（10 牝 Notable Guest）伯３勝，Ｃジルベ
ルト＆テレスローシャファリア大賞 ２着，アルメイダプラド大賞 ２着

ブライトデイジーBright Daisy（03 牝 Bernstein）不出走
ロードマーティ Lord Marty（08 牡 Russian Blue）亜２勝，イスラスマルヴィナ
ス賞

ブリッジクイーンBridge Queen（09 牝 Put It Back）伯１勝
エレクトラ Electora（13 牝 Wild Event） 伯４勝，ロジェルゲドン大賞 ３着，
アルマンドＲカルネイロ賞

３代母 フォーシーア Foreseer（69 USA黒鹿 Round Table）米３勝，サンタイネスＳ２着
カーリアン Caerleon（80 牡 Nijinsky）愛・英・仏４勝，仏ダービー ，ベンソン＆ヘッ

ジズゴールドＣ ，アングルシーＳ ，愛ダービー ２着，タイロスＳ ，種牡馬
＊ヴィジョン（81 牡 Nijinsky）米５勝，セクレタリアトＳ ，ピルグリムＳ ，ブルックリ

ンＨ ２着，ロレンスリアリゼイションＳ ２着，ベルモントレキシントンＳ
３着，etc.，種牡馬

ヴィディオVideo（83 牝 Nijinsky）米２勝
＊スキャン（88 牡 Mr. Prospector）米５勝，ペガサスＨ ，ジェロームＨ ，レムゼン

Ｓ ，カウディンＳ ，メドーランズＣ ２着，サンフェリペＳ ２着，ウィ
ザーズＳ ２着，ピーターパンＳ ３着，サンヴィセンテＳ ３着，種牡馬

特 徴 流星鼻梁白鼻梁鼻大白・珠目正・吭搦右・髪中
生産牧場 北海道伊達市北黄金町 高橋農場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，５６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 79 －
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中山厩舎－６号

25 サクセスゴーランドの１６ ・鹿 ４／ ２

オルフェーヴル
栗 2008

サクセスゴーランド
黒鹿 2007

ステイゴールド

オリエンタルアート

サクラバクシンオー

サクセスビューティ

＊サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ
メジロマックイーン
エレクトロアート
サクラユタカオー
サクラハゴロモ

＊サンデーサイレンス
＊アワーミスレッグス

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Hillbrook ～ Stepinanna） 4 r
サンデーサイレンス S 3×M 3 ノーザンテースト S 4×M 4×S 5

価格： 購買者：
母 サクセスゴーランド（07 黒鹿 サクラバクシンオー）１勝， ３勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ピカデリー（13 牝 黒鹿 ＊ワークフォース） 入着
マリノサクセス（14 牝 黒鹿 ヴィクトワールピサ） 出走

２代母 サクセスビューティ（99 黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー
，菜の花賞

サクセスブロッケン（05 牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，フェブラリーＳ ，フェブ
ラリーＳ ３着，etc.，日本レコ－ド（１６００）， ２勝，東京大賞典 ，
ジャパンＤダービー ，ＪＢＣクラシック ２着，etc.

サクセスオネスティ（06 牡 ＊クロフネ）３勝，アプローズ賞， １勝
サクセスグローリー（11 牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，浜名湖特別，種牡馬

３代母 ＊アワーミスレッグス（93 USA黒鹿 Deputy Minister）仏１勝
サクセスリー（98 牝 Woodman）１勝，障害２勝

バトルアステア（07 牡 フジキセキ）入着２回， ９勝，園田ＣｈＣ２着
サクセスウイッチ（00 牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

マカニビスティー（07 牡 ゼンノロブロイ）３勝，日経新春杯 ３着，天皇賞（春）
４着，大沼Ｓ ，etc.， ２勝，名古屋ＧＰ ２着，東京ダービー，etc.

ヴェリイブライト（10 牡 メジロベイリー） ９勝，くろゆり賞，すずら
ん賞，ハイセイコー記念２着，くろゆり賞２着，不来方賞２着，etc.

４代母 コロニアルウォーターズ Colonial Waters（85 USA黒鹿 Pleasant Colony）米６勝，
ジョンＡモリスＨ ，レイディーズＨ ，ジョニーウォーカークラシック ，ＢＣデ
ィスタフ ２着，アシュランドＳ ３着，etc.
［子］ パナマカナル Panama Canal（94 牝 Gulch）米４勝，ネクストムーヴＨ
［孫］ サルザバーバー Sal the Barber（06 牡 Alphabet Soup） 米４勝，コールダーダ

ービー ，ホールオヴフェイムＳ ２着，フォートマーシーＳ ３着，イ
ンデペンデンスデイＳ ２着，米・障害１勝

［曾孫］ スイートシャーリーメイ Sweet Shirley Mae（10 牝 Broken Vow）米４勝，スピ
ナウェイＳ ２着，ＢＣジュヴェナイルスプリント ３着

特 徴 流星・鼻小白・珠目上・髪中・左初地
生産牧場 北海道浦河町姉茶 有限会社 吉田ファーム
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 １５，１２０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 80 －
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中山厩舎－７号

26 ピエナフローラの１６ ・栗 ５／２４

トゥザグローリー
鹿 2007

－新種牡馬－

ピエナフローラ
栗 2004

キングカメハメハ

トゥザヴィクトリー

＊タイキシャトル

グリンパサー

Kingmambo
＊マンファス
＊サンデーサイレンス
＊フェアリードール
Devil's Bag

＊ウェルシュマフィン
Vice Regent

＊パスオールホープ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Victoriana ～ Iribelle） 10 c
Halo S 4×M 4 Nureyev S 4×S 5 Northern Dancer M 4×S 5

価格： 購買者：
母 ピエナフローラ（04 栗 ＊タイキシャトル）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
メイショウラポール（12 牝 鹿 ＊エンパイアメーカー） ４勝
メイショウトビザル（13 牡 青鹿 ブラックタイド）入着５回， ４勝
メイショウデナリ（15 牡 栗 エスポワールシチー） 不出走

２代母 グリンパサー（91 鹿 Vice Regent）不出走
ハタノアドニス（96 牡 ＊アジュディケーティング）６勝， ６勝，東京盃

，ＪＢＣスプリント ２着，かきつばた記念 ３着，ＪＢＣスプリント ４着，
ＪＢＣスプリント ５着，etc.

ナリタグランジャー（00 牡 ＊タイキシャトル）３勝
ナリタダンディ（01 ＊アフリート）３勝，愛宕特別

３代母 ＊パスオールホープ（82 USA鹿 Damascus）米５勝，サクラメントＨ ２着
ヒトスジノヒカリ（94 牝 ＊パークリージエント）１勝

４代母 パスオールフラッグズ Pass all Flags（78 USA栗 Buckpasser）不出走
［子］ ジョディズスイ－ティ－Jodi's Sweetie（88 Time for a Change）米７勝，マ

イアミＨ ，メモーリアルデイＳ ，アメリカーナＨ ，コールダーＨ
２着，ハリケインズＨ ２着，etc.

［曾孫］ アップススマイル Ups Smile（01 牝 Lode）亜４勝，マヌエルＦ＆エミリオネ
ッコ賞 ２着

５代母 アゲンストオールフラッグズAgainst all Flags（73 CAN黒鹿 Hoist the Flag）米４
勝，アディロンダックＳ ３着
［孫］ リク－プザキャッシュ Recoup the Cash（90 Copelan）米２３勝，スティーヴ

ンフォスターＨ ，ホーソンゴールドＣ ，ナショナルＪＣＨ ，スティ
ーヴンフォスターＨ ，ロバートＦケアリーメモリアルＨ ，etc.

［曾孫］ サマーアプローズ Summer Applause（09 牝 Harlan's Holiday）米・加６勝，トップ
フライトＨ ，アレールデュポンディスタフＳ ，レイチェルアレグザン
ドラＳ ，スピンスターＳ ２着，フェアグラウンズオークス ２着，etc.

特 徴 大流星鼻梁鼻大白上唇大白・珠目上・右髪中・初地・右後長白
生産牧場 北海道浦河町杵臼 まるとみ冨岡牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ６，４８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 81 －

26



中山厩舎－７号

27 グリッツェルンの１６ ・鹿 ４／２２

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

グリッツェルン
青鹿 2005

＊ヘネシー

Myth
ミス

マンハッタンカフェ

シンモーション

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn

＊サンデーサイレンス
＊サトルチェンジ
＊ロドリゴデトリアーノ
＊ダボナアンビション

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Royal Entrance ～ Hydroplane） 3 l
Mr. Prospector S 4×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 グリッツェルン（05 青鹿 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
グラナディラ（11 牝 鹿 ＊ファスリエフ）１勝
ウィスパー（13 牡 鹿 ＊フレンチデピュティ） 出走， ３勝
パフュームクラスタ（14 牡 鹿 ＊パイロ） ２勝

２代母 シンモーション（96 鹿 ＊ロドリゴデトリアーノ）出走
フィールドカイザー（03 牡 ＊クロコルージュ）３勝，ＴＶｈ杯

３代母 ＊ダボナアンビション（90 USA鹿 Seattle Slew）不出走
ノーザンヴィーナス（95 牝 ＊ノーザンテースト）１勝

ユキノマーガレット（04 牝 ＊クロフネ）入着
クラウンアイリス（11 牝 ＊ロドリゴデトリアーノ） ４勝，勝浦特別

マッキーバッハ（05 牡 ダンスインザダーク）４勝，皿倉山特別，障害１勝
ツルマルネオ（06 ネオユニヴァース）５勝，白秋Ｓ，ゆうき賞
タイヨウパフューム（08 牝 ジャングルポケット）３勝，朝里川特別

ヒダカサイレンス（97 ＊サンデーサイレンス）２勝，エリカ賞
サスガ（99 牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，すみれＳ ，葉牡丹賞
シルクアウローラ（03 牝 ＊クロフネ）出走

ドラゴンエアル（11 牡 タイムパラドックス） ６勝，報知オールスタ
ーＣ，瑞穂賞，ダービーＧＰ，金盃２着，京浜盃２着，etc.

４代母 ＊ダボナゴールド（83 USA黒鹿 Mr. Prospector）米３勝

５代母 ダヴォナデイル Davona Dale（76 USA鹿 Best Turn）米１１勝，エイコーンＳ ，マザ
ーグースＳ ，ＣＣＡオークス ，ケンタッキーオークス ，ファンタジーＳ ，etc.
［曾孫］ イグゼキュティヴプリヴィレッジ Executiveprivilege（10 牝 First Samurai）米

５勝，シャンデリアＳ ，デルマーデビュタントＳ ，ソレントＳ ，Ｂ
Ｃジュヴェナイルフィリーズ ２着，ラブレアＳ ３着，etc.

ホッパーチュニティ Hoppertunity（11 牡 Any Given Saturday） 首・米７勝，
ジョッキークラブゴールドＣ ，クラークＨ ，サンアントニオＳ
（２回），サンパスカルＳ ，etc.

特 徴 額刺毛・珠目上・吭搦右・髪中
生産牧場 北海道日高町清畠 ノースガーデン
購買市場 北海道オータムセール 購買価格 ５，０７６，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 82 －
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中山厩舎－７号

28 ダノンスズランの１６ ・青鹿 ２／２７

マンハッタンカフェ
青鹿 1998

ダノンスズラン
黒鹿 2007

＊サンデーサイレンス

＊サトルチェンジ

Awesome Again
オーサムアゲイン

＊パルムドール

Halo
Wishing Well
Law Society
Santa Luciana
Deputy Minister
Primal Force
Sadler's Wells
Pampa Bella

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Pharyva ～ Zariba） 9 e
Northern Dancer M 4×M 5

価格： 購買者：
母 ダノンスズラン（07 黒鹿 Awesome Again） ２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ダノンジェット（13 牡 黒鹿 ダノンシャンティ） ２勝
スタンシア（15 牝 黒鹿 ドリームジャーニー） 出走

２代母 ＊パルムドール （94 IRE鹿 Sadler's Wells）米・仏３勝，フロール賞 ，ジュベール
賞
ウェスタナイズWesternize（00 牝 Gone West）米入着

ウェスタンレイディWestern Lady（09 牝 Win River Win）土５勝，エズデミルアト
マンＳ３着

＊グランカナリア（05 牝 Malibu Moon）出走
コウギョウカナリア（15 牝 ディープブリランテ） １勝，若鮎賞２着

３代母 パンパベラ Pampa Bella（81 FR栗 Armos）仏３勝，ペネロープ賞 ，仏オークス
３着，サンタラリ賞 ３着
ピストレブルー Pistolet Bleu（88 牡 Top Ville）米・仏７勝，サンクルー大賞 ，クリテリ

ヨムドサンクルー ，エヴリ大賞 ，ノアイユ賞 ，オカール賞 ，コンデ賞 ，ガ
ネー賞 ２着，アルクール賞 ２着，ニエル賞 ２着，凱旋門賞 ３着，種牡馬

ピーストーク Peace Talk（96 牝 Sadler's Wells）不出走
ピースフォニック Peace Fonic（02 牝 Zafonic）仏１勝

ピースオヴオアシス Peace of Oasis（08 牝 Oasis Dream）仏３勝，ローズドゥメ賞
ピースドリーム Peace Dream（04 牝 Linamix）仏４勝，オクシタニー賞 ３着

ルーサムトリプルイーズ Rootham Triple E's（10 牝 Weather Warning）加３勝，
スターシュートＳ

ピースバーグ Peace Burg（10 牝 Sageburg）愛・英・仏４勝，サンドリンガム賞 ，
オマール賞 ，アサシＳ ２着，ファルマスＳ ３着

４代母 ケンディエ Kendie（63 FR鹿 Klairon）仏２勝，ボーヴェ賞
［子］ デルサルト Delsarto（69 ＊スノツブ）仏１勝，オムニョム賞 ２着，リーブ

ルＨ３着

特 徴 流星鼻梁小白鼻梁刺毛鼻梁小白鼻白上唇白・珠目上・髪中・沙流上
生産牧場 北海道日高町福満 下河辺牧場
購買市場 セレクトセール 購買価格 １２，９６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 83 －
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中山厩舎－７号

29 ペイルローズの１６ ・栗 ５／１９

フリオーソ
栗 2004

ペイルローズ
栗 2001

＊ブライアンズタイム

＊ファーザ

フジキセキ

オレンジカラー

Roberto
Kelley's Day
Mr. Prospector
Baya

＊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

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ハマナス ） 17 b
Hail to Reason S 4×M 5 Nashua S 5×S 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ペイルローズ（01 栗 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－２（４）〕
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） １勝
クアトロマエストロ（11 牡 栗 ＊ケイムホーム） ３勝
エリーティアラ（12 牝 青鹿 ＊ケイムホーム） ４勝，吾妻小富士賞（１２００），芦屋川特別
（１２００），郡山特別（１２００）

ベルウッドスワロー（15 牡 鹿 ＊バトルプラン） 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， ２勝

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，ＴＶ愛知ＯＰ

３着，陽春Ｓ ３着，北九州短距離Ｓ ３着，etc.
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
ノーザンスター（01 牝 ＊カーネギー）３勝

プレイザゲーム（13 牡 ＊パイロ） ２勝，東京ダービー２着，クラウンＣ
２着，東京湾Ｃ３着，栄冠賞３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，巴賞 ２着，etc.
［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，etc.
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

特 徴 流星鼻梁鼻白・珠目二・左髪中・前左後三白・右後長白
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 購買価格 ４，２１２，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 84 －
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中山厩舎－１３号

30 デンコウブルーの１６ ・黒鹿 ２／２６

＊アルデバラン
鹿 1998

デンコウブルー
黒鹿 2006

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

キングカメハメハ

プロミストーク

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
Kingmambo

＊マンファス
＊ジェイドロバリー
マークプロミス

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（イコマエイカン～ ＊ヘザーランズ） 1 l
Mr. Prospector S 2×M 4×M 4

価格： 購買者：
母 デンコウブルー（06 黒鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（２５）〕
シゲルリュウザ（10 牡 鹿 アドマイヤコジーン） ７勝
ロアーズオブザシー（11 牝 鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード） ３勝
ウインヴォルケーノ（13 牡 黒鹿 ＊ロージズインメイ） １３勝，仙酔峡賞（１７５０）２着，

錦江湾賞（１８００）２着，すみれ賞（１８００）３着
カシノジェーン（14 牝 青鹿 ＊ブラックホーク） ２勝

２代母 プロミストーク（98 黒鹿 ＊ジェイドロバリー）不出走
セイウンニムカウ（02 牡 ＊カーネギー）２勝，アーリントンＣ ２着，京王杯２歳Ｓ

３着，ＮＨＫマイルＣ ５着，朝日杯フューチュリティＳ ５着，くるみ賞，コス
モス賞 ３着

３代母 マークプロミス（92 栗 トウシヨウボーイ）２勝，桃花賞
マークターミー（97 牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，オーロラ特別， １勝
エターナルシャイン（99 牝 ＊ノーザンテースト）出走

シュウボンバー（05 牡 スペシャルウィーク）２勝，高田城特別
リヴァプール（02 牝 ダンスインザダーク）５勝，ファンタジーＳ ３着，グリーンＳ，

金峰山特別，金山特別，サフラン賞
アースザスリー（10 牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，石打特別

ツルマルヤマト（07 牡 ダンスインザダーク）入着６回， ３勝，北上川大賞典２着

４代母 ヤングサリー（79 栗 ＊リマンド）１勝
［曾孫］ サクラハート（04 牡 ヤマニンゼファー） ８勝，ヤングヒーロー３着

５代母 イコマエイカン（67 鹿 Sallymount）１勝
［子］ アグネスレデイー（76 牝 ＊リマンド）５勝，オークス，京都記念（春），朝日Ｃ

ｈＣ，エリザベス女王杯２着，サンスポ４歳牝馬特別２着，etc.，優３牝
［孫］ アグネスフローラ（87 牝 ＊ロイヤルスキー）５勝，桜花賞 ，オークス ２着，

チューリップ賞 ，エルフィンＳ ，若菜賞，優３牝
［曾孫］ アグネスタキオン（98 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，皐月賞 ，弥生賞 ，

Ｒたんぱ杯３歳Ｓ ，種牡馬

特 徴 珠目上・吭搦右・波分・初地・沙流上
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 購買価格 ３，７８０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 85 －
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中山厩舎－１３号

31 スマートシャワーの１６ ・栗 ２／２８

＊ケープブランコ
栗 2007

－新種牡馬－

スマートシャワー
栗 2005

Galileo
ガリレオ

Laurel Delight
ローレルディライト

アグネスタキオン

＊スプリンターキャット

Sadler's Wells
Urban Sea
Presidium
Foudroyer

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ
Storm Cat
My Cherie Amour

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Relict ～ Fakhry） 16 a
Northern Dancer S 4×M 5 Secretariat S 5×M 5

価格： 購買者：
母 スマートシャワー（05 栗 アグネスタキオン） 入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
スマートロデム（10 牝 鹿 ＊ロージズインメイ） ６勝
ウインブリング（13 牡 栗 ＊ロージズインメイ） １勝
ラインアスター（15 牡 鹿 エイシンフラッシュ） 出走

２代母 ＊スプリンターキャット（92 USA栗 Storm Cat）英１勝
テンザンデザート（98 牝 Green Desert）３勝，ファンタジーＳ ２着，フィリーズレビュ

ー ３着，菜の花賞 ，ラベンダー賞 ，ＵＨＢ杯 ２着，アイビーＳ ３着
タガノラフレシア（00 牝 ＊エリシオ）３勝，アイビーＳ ，マリーゴールド賞 ，カンナ

Ｓ ２着，ダリア賞 ２着
スマートブレード（01 牡 ＊エリシオ）４勝，川中島Ｓ，ＮＳＴ賞 ２着， ２勝，

マイル争覇，オッズパークＧＰ２着，名古屋記念２着
ワイルドキャット（04 牡 ＊マリエンバード）１勝， ６勝，岩鷲賞３着，みちのく大

賞典３着
オッキオディガット（06 牡 キングカメハメハ）３勝，大雪Ｈ
メジャーアスリート（09 牡 ダイワメジャー）３勝，斑鳩Ｓ，橘Ｓ ２着， 入着

９回，全日本２歳優駿 ２着

３代母 マイシェリアムールMy Cherie Amour（85 USA黒鹿 Sham）米・仏４勝
オーシラ Aucilla（91 牝 Relaunch）米９勝，ギャロレットＨ ，ボーゲイＨ ３着，ドラ

ムトップＳ ，サフォークＨ ３着
パッシングショット Passing Shot（99 牝 A.P. Indy）米６勝，パーソナルエンサイン

Ｈ ，ベッドオーロージズＨ ，シュヴィーＨ ２着，ラフィアンＨ ３着，
オグデンフィップスＨ ３着，ファーストフライトＨ ３着
ゲイムフェアー Game Fair（09 牝 Quiet American）米３勝，ドクタージェイム
ズペニーメモリアルＨ ２着

＊エポカブラヴァ（04 牝 Point Given）出走
レッドゲルニカ（13 牡 ＊カジノドライヴ） ６勝，バレンタインＳ ，銀嶺Ｓ，
フェアウェルＳ，欅Ｓ ３着

特 徴 流星鼻梁刺毛・珠目正・髪中・波分長・初地・沙流上
生産牧場 北海道浦河町西幌別 有限会社 松田牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，３２０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 86 －
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中山厩舎－７号

32 プラチナハートの１６ ・芦 ３／ ５

エイシンフラッシュ
黒鹿 2007

プラチナハート
芦 1996

＊キングズベスト

＊ムーンレディ

＊ヘクタープロテクター

ダンサーライト

Kingmambo
Allegretta
Platini
Midnight Fever
Woodman
Korveya

＊ダンサーズイメージ
ネバアーライト

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊プロポンチス） 4 d
Mr. Prospector S 4×M 4

価格： 購買者：
母 プラチナハート（96 芦 ＊ヘクタープロテクター）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－５（１４）〕
カネトシゼウス（02 牡 芦 メジロライアン）１勝
ピースメーカー（03 牡 芦 ＊タバスコキャット）入着４回， ２勝，サンライズＣ（１６００）２着
アーベスト（05 牡 芦 ＊グラスワンダー） ４勝
トーセンマドローナ（06 牡 芦 スペシャルウィーク）３勝，高尾特別（１４００）， １勝
シルバーライニング（07 牝 芦 マヤノトップガン） ３勝
キタサンカムイデン（08 牡 芦 ＊ファンタスティックライト）１勝，種牡馬
モズオトコマエ（14 牡 芦 ネオユニヴァース） ４勝，黒潮菊花賞（１９００）

２代母 ダンサーライト（82 芦 ＊ダンサーズイメージ）不出走
ハクタイセイ（87 牡 ハイセイコー）６勝，皐月賞 ，きさらぎ賞 ，日本ダービー ５

着，若駒Ｓ ，シクラメンＳ ，種牡馬
エクセレンス（91 牝 ＊イルドブルボン） １勝

プラチナムペスカ（04 牡 サクラバクシンオー）３勝，伊万里特別
ハイローラー（06 牡 ＊グランデラ）４勝，もちの木賞，障害１勝

シービーライト（92 牝 ミスターシービー）不出走
シバマリン（04 牝 エアジハード） ８勝，サラ系クイーンＣ２着

３代母 ネバアーライト（66 栗 ＊ネヴアービート）地方馬
ブルーダーバン（80 牡 アローエクスプレス）５勝，京成杯，ＮＨＫ杯２着，中日新聞杯

２着，弥生賞３着，日本ダービー４着，etc.， ２勝，種牡馬

４代母 ミスフオール（53 鹿 クモハタ）出走
［子］ ダイイチオー（65 牡 ＊ネヴアービート）９勝，スワンＳ，セントウルＳ，神戸

盃，天皇賞（春）３着，宝塚記念３着，etc.，障害１勝，種牡馬
リュウタロー（59 牡 ＊ヤサカ）３勝，宝塚Ｈ，障害５勝

［曾孫］ キヌノニシキ（75 牡 ＊バルバール）３勝，長万部特別，ライラック賞

５代母 スターライト（36 鹿 ハクシヨウ）出走
［孫］ タカシゲ（59 牡 ＊ライジングフレーム）６勝，京阪杯，京都４歳特別，大雪Ｈ

， ，宇都宮記念３着

特 徴 流星鼻梁白断鼻白・下唇小白・珠目上・吭搦二・波分・沙流上・後二半白
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 購買価格 ８，３１６，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 87 －
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中山厩舎－７号

33 スズカゲランの１６ ・青鹿 ４／２２

グランプリボス
鹿 2008

－新種牡馬－

スズカゲラン
青鹿 2003

サクラバクシンオー

ロージーミスト

＊ブラックホーク

メガミゲラン

サクラユタカオー
サクラハゴロモ

＊サンデーサイレンス
＊ビューティフルベーシック
Nureyev

＊シルバーレーン
＊シエイデイハイツ
モガミゲラン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ミスブゼン） 18
Northern Dancer M 4×S 5

価格： 購買者：
母 スズカゲラン（03 青鹿 ＊ブラックホーク）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（２０）〕
ラピッドゲラン（11 牝 鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード） １勝
カシノサクセス（12 牡 黒鹿 ＊バトルプラン）入着２回， ８勝
キングジャスパー（13 牡 青鹿 ブラックタイド） １１勝
ジーガープリンス（14 牡 青鹿 ヴァーミリアン） 入着６回
エスプリドリー（15 牝 黒鹿 ブラックタイド） 出走

２代母 メガミゲラン（92 鹿 ＊シエイデイハイツ）７勝，北九州記念 ３着，アンドロメダ
Ｓ ，北九州短距離Ｓ ，桶狭間Ｓ，パールＳ，etc.
レーヴドゲラン（99 牝 ＊リアルシヤダイ）出走
ニュアージゲラン（09 牝 オンファイア）入着３回， ４勝，英彦山賞２着，

長月賞２着
シャルルゲラン（00 牡 フサイチコンコルド）５勝，伊勢特別
チリエージェ（01 牝 サクラバクシンオー）５勝，鳥羽特別，久多特別，別府特別

ハクサンムーン（09 牡 アドマイヤムーン）７勝，セントウルＳ ，アイビスサマ
ーダッシュ ，京阪杯 ，スプリンターズＳ ２着，高松宮記念 ２
着，セントウルＳ ２着，オーシャンＳ ２着（２回），ＣＢＣ賞 ２着，
高松宮記念 ３着，高松宮記念 ５着，道頓堀Ｓ，出石特別，種牡馬

ウォーリングステイツWarring States（14 牡 ヴィクトワールピサ） 独・仏２勝，
バヴァーリアンクラシック

３代母 モガミゲラン（88 鹿 ＊モガミ）不出走
アンビシャス（93 牡 ＊クリエイター）４勝，春日特別，知多特別

４代母 ミスゲラン（81 鹿 マルゼンスキー）１勝
［子］ ヤマフリアル（86 牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，エリザベス女王杯 ２着，桜花

賞 ４着，チューリップ賞 ２着
［曾孫］ ウインブライト（14 牡 ステイゴールド） ４勝，スプリングＳ ，福島記

念 ，中山金杯 ２着，若竹賞
ウインファビラス（13 牝 ステイゴールド） １勝，阪神ジュベナイルフィリ
ーズ ２着，新潟２歳Ｓ ２着，ニューイヤーＳ ３着

特 徴 流星・珠目二・波分・右後一白
生産牧場 北海道新ひだか町東静内 野坂牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，６７２，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 88 －
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中山厩舎－７号

34 フェアノータムの１６ ・栗 ３／３１

＊ヘニーヒューズ
栗 2003

フェアノータム
鹿 2003

＊ヘネシー

Meadow Flyer
メドーフライアー

アグネスタキオン

＊バブルウイングス

Storm Cat
Island Kitty
Meadowlake
Shortley

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ
In The Wings

＊バブルプロスペクター

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Prodice ～ Philae） 1 b
Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 フェアノータム（03 鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（９），地方－２（４）〕
ショウナンマハ（08 牝 黒鹿 ＊タイキシャトル）４勝，ＨＢＣ賞（１２００），石打特別（１６００）
ホワイトプラネット（10 牝 芦 ＊クロフネ）２勝， ３勝
バスティード（11 牡 栗 アドマイヤムーン）１勝
ツクバイーメーカー（12 牡 鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝
レオネルコード（14 牡 鹿 ＊ストリートセンス）入着， １勝

２代母 ＊バブルウイングス（92 FR鹿 In The Wings）英４勝
ウイングオブラック（99 牝 ＊ブライアンズタイム）出走

フライングメリッサ（04 牝 ダンスインザダーク）３勝，秩父特別
マイネルラフレシア（13 牡 ジャングルポケット） ３勝，東スポ杯２歳Ｓ

３着，アイビーＳ ，甲斐路Ｓ，プリンシパルＳ ２着
シルクレイノルズ（08 牡 スペシャルウィーク）２勝，川俣特別

ショウナンパントル（02 牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，阪神ジュベナイルフィリーズ
，新潟２歳Ｓ ２着，紫苑Ｓ ２着，優２牝

ショウナンアチーヴ（11 牡 ショウナンカンプ） ３勝，ＮｚＴ ，朝日杯フュー
チュリティＳ ２着，からまつ賞

ショウナンアクロス（05 牡 ダンスインザダーク）４勝，ホンコンＪクラブＴ，神奈川新
聞杯，百日草特別，芙蓉Ｓ ３着

３代母 ＊バブルプロスペクター（84 USA栗 Miswaki）愛１勝
＊バブルドリーム（93 牝 Akarad）不出走

＊ラヴアンドバブルズ（01 牝 Loup Sauvage）仏３勝，クロエ賞 ，クレオパトル賞
２着，クリテリヨムドラングドック ，サブロネット賞 ２着
ディープブリランテ（09 牡 ディープインパクト）３勝，日本ダービー ，東
スポ杯２歳Ｓ ，スプリングＳ ２着，共同通信杯 ２着，皐月賞
３着，種牡馬

マニックサンデー（97 牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，サンスポ４歳牝馬特別
ザッツザプレンティ（00 牡 ダンスインザダーク）３勝，菊花賞 ，Ｒたんぱ杯２歳Ｓ ，

ジャパンＣ ２着，阪神大賞典 ２着，日本ダービー ３着，金鯱賞 ３着，宝塚
記念 ５着，京都２歳Ｓ ２着，種牡馬

特 徴 珠目正・吭搦右・右髪中・左芭蕉上・後二白
生産牧場 北海道新冠町朝日 ムラカミファーム
購買市場 北海道オータムセール 購買価格 １１，３４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 89 －
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中山厩舎－８号

35 エメラルドコーストの１６ ・鹿 ４／１９

ディープブリランテ
鹿 2009

エメラルドコースト
栗 2008

ディープインパクト

＊ラヴアンドバブルズ

ダンスインザダーク

＊シルバーコースト

＊サンデーサイレンス
＊ウインドインハーヘア
Loup Sauvage

＊バブルドリーム
＊サンデーサイレンス
＊ダンシングキイ
Silver Deputy
Diamond Coast

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Light of Day） 22 a
サンデーサイレンス S 3×M 3

価格： 購買者：
母 エメラルドコースト（08 栗 ダンスインザダーク）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ダンツブルース（13 牡 黒鹿 メイショウボーラー） １勝，大観峰賞（１７５０），佐賀桜花

賞（１７５０）２着，古伊万里賞（１８００）２着
カゲカツ（14 牡 栗 ＊ロードアルティマ） ２勝
リンノコースト（15 牝 栗 ＊アグネスデジタル） 出走

２代母 ＊シルバーコースト（95 CAN鹿 Silver Deputy）米３勝
クリアーザコースト（01 牡 Broad Brush）５勝，伊丹特別， １勝
サンデーサンライズ（02 牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，北摂特別

３代母 ダイアモンドコーストDiamond Coast（86 CAN栗 Coastal）米４勝
クラシックカット Classic Cut（98 牡 Sky Classic）豪・香６勝，カラカッタプレイト ３

着，シュプレマシーＳ ，パースＳ

４代母 ティファニータム Tiffany Tam（79 CAN黒鹿 Tentam）米８勝，ホイムジカルＳ
［子］ リーガルインテンション Regal Intention（85 牡 Vice Regent）米１４勝，ニアー

クティックＨ ，ブリティッシュコロンビアダービー ，エクリプスＨ
２着，ジャークカルティエＳ ，シェパートンＳ ，etc.，種牡馬

［孫］ ディクシーズクラウン Dixie's Crown（96 Dixieland Band）米６勝，エルク
ホーンＳ ３着，シカモアＳ ２着，米・障害１勝

スカイダイアモンド Sky Diamond（00 Sky Classic）米・加１５勝，ダラムＣ
３着，ラビーブＳ ３着

［曾孫］ ラドルチェヴィータ La Dolce Vita（02 牝 Quiet American）米７勝，スワニーリ
ヴァーＨ ，オーキッドＨ ３着，ハリウッドワイルドキャットＢＣＨ

エルアリーブ El Areeb（14 牡 Exchange Rate） 米４勝，ジェロームＳ ，ウ
ィザーズＳ ，ゴーサムＳ ３着

ビジュー Bijou（99 牝 Cozzene）米５勝，バイユーＨ ２着
クワイエトインヴェイダー Quiet Invader（07 牡 Songandaprayer）米３勝，チッ
クラングＳ ３着

ゼンセイショナルバニー Zensational Bunny（11 牝 Zensational） 沙・米・加３勝，
ロイヤルノースＳ ３着，スターシュートＳ ，グローリアスソングＳ

特 徴 額刺毛・鼻小白断上唇小白・珠目上・初地左一右二
生産牧場 北海道浦河町野深 藤春 修二
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，９９２，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 90 －
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中山厩舎－２号

36 シャインレジーナの１６ 牡・鹿 ４／１１

＊ワイルドラッシュ
鹿 1994

シャインレジーナ
鹿 2006

Wild Again
ワイルドアゲイン

Rose Park
ロ－ズパ－ク

アグネスタキオン

タイムフェアレディ

Icecapade
Bushel-n-Peck
Plugged Nickle
Hardship

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ
メジロマックイーン
トキファイター

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊アストニシメント） 7 c
リマンドM 5×M 5

価格： 購買者：
母 シャインレジーナ（06 鹿 アグネスタキオン） ５勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３）〕
ヤマトワイルド（14 牡 鹿 トランセンド） ３勝
モンパルナス（15 牡 鹿 タニノギムレット） 出走

２代母 タイムフェアレディ（98黒鹿 メジロマックイーン）３勝，フラワーＣ ，うぐいす賞
ピグマリオン（09 ダイワメジャー）４勝，大雪Ｈ
アドマイヤツヨシ（10 牡 アドマイヤムーン） ３勝，千里山特別
ウインガナドル（14 牡 ステイゴールド） ２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞 ２着，夏木立賞

３代母 トキファイター（86 青鹿 カツラギエース）２勝，湯浜特別
タイムオブウイン（97 牡 ＊スキーキャプテン）３勝，新津特別， ５勝
ハイフレンドソウル（00 牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝

キョウエイトリガー（07 牝 ＊イーグルカフェ） ３勝，ローレル賞，東京２歳優
駿牝馬３着

シゲルキリガミネ（06 牝 ＊グランデラ）２勝，矢車賞

４代母 ダンシングフアイタ（78 黒鹿 ＊ダンシングキヤツプ）５勝，中山牝馬Ｓ，京王杯オ
ータムＨ２着，ニューイヤーＳ ，福島民報杯 ，アクアマリンＳ， ９勝
［子］ セトアンゼラ（93 牝 ＊クリスタルグリツターズ） ２勝，金の鞍賞３着
［孫］ ゴーイングスズカ（93 牡 ダイナガリバー）８勝，目黒記念 ，福島記念 ，カ

ブトヤマ記念 ２着，ＡＪＣＣ ３着，ステイヤーズＳ ３着，宝塚記念
４着，福島民報杯 ，緑風Ｓ，箱根Ｓ，鹿島特別

スズカオペラ（01 牡 ＊オペラハウス）３勝，バイオレットＳ ，飛梅賞，
入着，名古屋優駿 ３着

［曾孫］ ネガティヴ（12 牝 アジュディミツオー） ２勝，エーデルワイス
賞 ３着，ジュニアＧＰ３着

ビューティ（13 牡 スターリングローズ） ６勝，金沢ヤングＣ
ｈ２着，兼六園ジュニアＣ３着

サワヤカラスカル（05 牝 ラスカルスズカ）５勝，道頓堀Ｓ，うずしおＳ，君子蘭賞
スズカアンペール（08 牡 ＊ロイヤルスズカ）２勝，二王子特別，障害１勝，

１勝

特 徴 流星・珠目上・髪中・左前後三白・右前細長白
生産牧場 北海道新冠町高江 大林ファーム
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，３２０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 91 －
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中山厩舎－２号

37 コーラルチャイムズの１６ 牡・栗 ３／１８

＊アルデバラン
鹿 1998

コーラルチャイムズ
鹿 2000

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

＊サンデーサイレンス

＊ポレント

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
Halo
Wishing Well
Polish Precedent
Awaasif

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Queen's Statute） 22 b
Buckpasser S 5×M 5 Northern Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：
母 コーラルチャイムズ（00 鹿 ＊サンデーサイレンス）英１勝
〔産駒馬名登録数：１１，勝馬（勝鞍）数：海外－４（５），地方－４（１３）〕
バハマチーカBahama Chica（04 AUS牝 黒鹿 ＊ファンタスティックライト）新１勝
エミュラスEmulous（05 AUS牝 栗 Noverre）豪２勝
シャムタスティク Shamtastic（06 AUS牝 鹿 Shamardal）豪１勝
ルティーヌ Lutine（07 AUS牝 鹿 Reset）豪１勝
ロイヤルチョイス（09 鹿 Redoute's Choice） ２勝
ライブロック（11 牡 芦 ＊クロフネ） ５勝
ボラボラ（12 牝 栗 ジャングルポケット） ４勝
リョウシン（14 牝 青鹿 ＊ロージズインメイ） ２勝
テイエムダイアラシ（15 牡 青鹿 ＊シニスターミニスター） 出走

２代母 ＊ポレント（93 GB鹿 Polish Precedent）仏２勝
テントポールTentpole（98 牝 Rainbow Quest）愛１勝

トゥーマッチトラブル Too Much Trouble（06 Barathea）首・英・伊１１勝，アブダ
ビチャンピオンシップ ３着

ポレンタ Polenta（01 牝 ＊サンデーサイレンス）不出走
キャプテンクック Captain Cook（12 Admiralofthefleet） 印８勝，カルカッタダ

ービー，カルカッタミリオン，カルカッタセントレジャー２着，インディアン
シャンペインＳ２着

フィラテリスト Philatelist（04 Rahy）米・英・仏・土５勝，サンアントニオＨ ３着，
ゴードンリチャーズＳ ３着

３代母 アワーシフ Awaasif（79 CAN鹿 Snow Knight）米・英・伊・仏４勝，ヨークシャ
ーオークス ，ジョッキークラブ大賞 ，凱旋門賞 ３着
スノーブライド Snow Bride（86 牝 Blushing Groom）英・仏５勝，英オークス ，プリン

セスロイヤルＳ ，ミュージドラＳ ，ダニーパックベイコンＳ
＊ラムタラ（92 牡 Nijinsky）英・仏４勝，英ダービー ，凱旋門賞 ，Ｋジョージ六世

＆ＱエリザベスＳ ，ワシントンシンガーＳ ，種牡馬

特 徴 流星鼻梁白鼻梁環鼻大白上唇白・珠目正・吭搦左・右髪中・波分・右双門・初地・沙流上・左後一白
生産牧場 北海道新ひだか町三石豊岡 斉藤スタッド
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，７７６，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 92 －
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中山厩舎－２号

38 ソングオブサイレンスの１６ 牡・鹿 ５／１１

ジャスタウェイ
鹿 2009

－新種牡馬－

＊ソングオブサイレンス
黒鹿 2003

ハーツクライ

シビル

Unbridled's Song
アンブライドルズソング

State Secret
ステイトシークレット

＊サンデーサイレンス
アイリッシュダンス
Wild Again

＊シャロン
Unbridled
Trolley Song
Green Desert
It's in the Air

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（It's in the Air ～ Scarborough） 4 k
Mr. Prospector M 4×M 5

価格： 購買者：
母 ＊ソングオブサイレンス（03 USA黒鹿 Unbridled's Song）英２勝，マサカＳ ２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），海外－１（３），地方－１（５）〕
モデストModest（08 USA 鹿 Pulpit）米・加３勝
ビップヴィットリオ（09 牡 黒鹿 Consolidator）２勝
マジックスクウェア（13 牡 鹿 ＊パイロ） ５勝
スガノインディ（15 牡 鹿 ＊パイロ） 出走

２代母 ステイトシークレット State Secret（96 GB鹿 Green Desert）仏１勝
エアオヴヨークAir of York（12 Vale of York） 英８勝

３代母 イツインジエア It's in the Air（76 USA鹿 Mr. Prospector）米１６勝，ヴァニティＨ
（２回），アラバマＳ ，ラフィアンＨ ，デラウェアオークス ，etc.
トライトゥキャッチミ－Try to Catch Me（86 牝 Shareef Dancer）仏１勝

サンドレラ Sandrella（95 牝 Darshaan）不出走
グレンカダムゴールド Glencadam Gold（08 Refuse to Bend）英・豪６勝，ザ
メトロポリタン ，ニューカースルＧＣ ，ＡＴＣヒルＳ ２着，ＡＴＣプ
レミアズＣ

＊ストーミングホーム（98 牡 Machiavellian）米・英・仏８勝，英チャンピオンＳ ，
クレメントＬハーシュターフＣｈ ，チャールズホイッティンガムメモリア
ルＨ ，キングエドワード七世Ｓ ，コロネイションＣ ２着，etc.，種牡馬

スザンタンデュ Sous Entendu（87 牝 Shadeed）米・仏１勝，グロット賞 ３着
＊グリルズ（95 牝 Rahy）仏出走

＊アルヴァータ（03 牝 Flying Spur）英・豪・仏８勝，タッドケネディＳ ，ＡＴ
Ｃブリーダーズクラシック ，ジュライＣ ３着，タタソールズウインタ
ーＳ ３着，ＡＴＣヴィリアーズＳ ３着，etc.

ノートミュジカルNote Musicale（95 牝 Sadler's Wells）不出走
ミュージカルチャイムズMusical Chimes（00 牝 In Excess）米・仏４勝，仏１０００ギニ

ー ，ジョンＣメイビーＨ ，オークトリーＢＣマイル ，メイトリアークＳ
２着，イエローリボンＳ ２着，仏オークス ３着

ミュージックノートMusic Note（05 牝 A.P. Indy）米７勝，マザーグースＳ ，ＣＣ
Ａオークス ，ベルダムＳ ，バレリーナＳ ，ガゼルＳ ，etc.

特 徴 流星鼻梁白断鼻白断上唇白・珠目上・髪中・初地・左後細長白
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 セレクトセール 購買価格 １０，８００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 93 －
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中山厩舎－３号

39 ミスティックスノーの１６ 牡・芦 ４／２６

＊スウェプトオーヴァーボード
芦 1997

ミスティックスノー
芦 2011

＊エンドスウィープ

Sheer Ice
シアーアイス

フジキセキ

ユキノマイ

＊フォーティナイナー
Broom Dance
Cutlass
Hey Dolly A.

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
＊ロックオブジブラルタル
＊エスカニア

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Dona Ines） 6 a
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 ミスティックスノー（11 芦 フジキセキ）不出走
初仔

２代母 ユキノマイ（04 芦 ＊ロックオブジブラルタル）出走
ホワイトクレマチス（09 牝 ゼンノロブロイ） ４勝
スカイパッション（12 牝 スペシャルウィーク） ３勝，紫川特別，飯坂温泉特別，筑紫

特別，障害１勝
ホワイトアセット（13 牡 スペシャルウィーク） ２勝

３代母 ＊エスカニア（99 CHI 芦 Edgy Diplomat）首・智６勝，タンテオデポトランカス ，
セレクシオンデポトランカス ，フアンＣメジャ賞 ，ホセＳバエサ賞 ，アルベル
トＳマグナスコ賞 ２着，インデペンデンシア賞 ３着
タイキオードリー（06 牝 キングカメハメハ）出走

スプマンテ（14 牡 ステイゴールド） ２勝
スイートテン（07 牝 スペシャルウィーク）１勝
エスカナール（08 牝 スペシャルウィーク）４勝，三木特別，柳川特別，加治川特別

４代母 カレッツァCarezza（87 CHI 芦 Card Game）智１勝
［子］ エッチェレンツァ Eccellenza（01 牝 Edgy Diplomat）米・智７勝，タンテオデ

ポトランカス ，ミルギニーズ ，サルヴァドルヘスリヴェロス大賞 ，
フアンＣメジャ賞 ，セレクシオンデポトランカス ，etc.

［孫］ パペロン Papelon（06 牡 Monthir）亜・智２１勝，クルブイピコデサンティアゴ
賞 （４回），オトーニョ賞 ，etc.

［曾孫］ カプリチョブリジャンテ Capricho Brillante（11 Last Impact） 智１３勝，イス
マエルトコルナル賞 ，イルストレムニシパリダドデサンティアゴ賞

５代母 ロマンティカRomantica（79 CHI 鹿 Rigel）不出走

６代母 ファナティカ Fanatica（72 CHI 鹿 Scelto）智４勝，チリオークス２着，フリオＳブ
ラウン賞３着

特 徴 星・珠目上・髪中・波分長・浪門
生産牧場 北海道むかわ町穂別 真壁 信一
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，７８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 94 －
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中山厩舎－３号

40 ナムラミステリーの１６ 牡・黒鹿 ３／１３

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

ナムラミステリー
青鹿 1999

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

ジェニュイン

＊タイキミステリー

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
＊サンデーサイレンス
＊クルーピアレディー
Green Forest
Certain Secret

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Home-Made ～Mother Goose） 2 d
Tamerett S 4×M 5 Bold Ruler S 5×M 5 Nearctic S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ナムラミステリー（99 青鹿 ジェニュイン）入着２回
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（１０），地方－５（６２）〕
ナムラハンター（05 牡 青鹿 ＊ワイルドラッシュ）５勝，灘Ｓ（Ｄ１８００），内外タイムス杯
（Ｄ１８００），矢作川特別（Ｄ１７００），オアシスＳ （Ｄ１６００）２着，端午Ｓ （Ｄ１８００）３
着， ３６勝，福永洋一記念（１６００）２着，トレノ賞（１３００）２着，福永洋一
記念（１６００）３着（２回），黒潮マイルＣｈＳ（１６００）３着，建依別賞（１４００）３着

ヒシミステリー（07 牡 鹿 マヤノトップガン） ８勝
ナムラバクサイ（10 牡 栗 ＊ワイルドラッシュ）１勝， ７勝
ワイルドダラー（11 牡 青鹿 ＊ワイルドラッシュ）３勝， ６勝
レオパラス（13 牝 鹿 ＊シニスターミニスター） ５勝
サイドチェンジ（14 牡 黒鹿 ＊バトルプラン） １勝

２代母 ＊タイキミステリー（93 USA黒鹿 Green Forest）出走
タイキメビウス（97 牝 ＊ダンスオブライフ）４勝，アイビスサマーダッシュ ３着，飯

豊特別
ドラゴンファング（05 牡 ＊タイキシャトル）５勝，阪急杯 ３着，奥多摩Ｓ，雲雀

Ｓ，タイランドＣ
ハナコスマイル（98 牝 ＊ダンスオブライフ）１勝，はなのき賞， ４勝，サラ・クイーン

Ｃ２着，ジュニアクラウン３着，秋風ジュニア３着
ナムラミーティア（06 牝 サクラバクシンオー）２勝，函館２歳Ｓ ２着，ラベ

ンダー賞
ナムラビッグタイム（01 牡 サクラバクシンオー）４勝，ＮｚＴ ３着，ファルコンＳ

３着，もみじＳ ，福島２歳Ｓ ，ラベンダー賞 ，etc.， １１勝
クサタロウ（03 牡 ＊グラスワンダー）１勝，大森浜特別， ２勝
トウカイミステリー（06 牝 キングカメハメハ）６勝，北九州記念 ，札幌日刊スポ杯，

長万部特別，鈴鹿特別

３代母 サーテンシークレット Certain Secret（85 GB黒鹿 Known Fact）愛・米・英２勝，
アサシＳ

＊タイキクリスティー（96 牝 Theatrical）出走
アーバンストリート（04 牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）７勝，シルクロードＳ

，京洛Ｓ ，納屋橋Ｓ，アンコールＳ ３着，尾張Ｓ ３着，etc.

特 徴 大流星鼻梁白鼻梁大白鼻大白・珠目上・吭搦・波分長・左初地・右後小白
生産牧場 北海道新ひだか町三石本桐 平野牧場
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 ７，５６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 95 －
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中山厩舎－３号

41 ファインセイコーの１６ 牡・芦 ５／１８

＊クロフネ
芦 1998

ファインセイコー
青鹿 2001

＊フレンチデピュティ

＊ブルーアヴェニュー

＊サンデーサイレンス

＊スコールイ

Deputy Minister
Mitterand
Classic Go Go
Eliza Blue
Halo
Wishing Well
Seeking the Gold
Premier Playmate

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Nokka ～ Loika） 5 j
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 ファインセイコー（01 青鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：１０，勝馬（勝鞍）数：中央－２（８），地方－３（６）〕
セイコーライコウ（07 牡 鹿 ＊クロフネ）７勝，アイビスサマーダッシュ ，シルクロ

ードＳ ３着，韋駄天Ｓ （１０００），船橋Ｓ（１２００），サンライズＳ（１２００），ハッピ
ーエンドプレミアム（１２００），ラピスラズリＳ （１２００）３着

ミエノサンキュー（12 青鹿 キングカメハメハ） ４勝
ブギーサムソン（13 牡 青鹿 メイショウサムソン） １勝
テイエムイキオイ（14 牡 青鹿 ＊タイキシャトル） １勝
ファインブギー（15 牡 黒鹿 ＊ヨハネスブルグ） １勝

２代母 ＊スコールイ（93 USA青鹿 Seeking the Gold）３勝
セイコーアカデミー（99 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，共同通信杯 ３着，五稜郭特

別，東雲賞
クイックセイコー（02 牝 ＊エルコンドルパサー）３勝

スピーディユウマ（10 牝 ディープインパクト）１勝
ラッキーペニー（13 牝 ダイワメジャー）１勝

エフセイコー（03 牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，若竹賞，ホープフルＳ ２着
セイコースペシャル（04 スペシャルウィーク）３勝
スピーディセイコー（05 牡 サクラバクシンオー）２勝
プリティウイッチ（10 牝 ＊クロフネ）１勝
ウップスアデイジイ（12 牡 ＊ファルブラヴ）１勝， ６勝

３代母 プレミアプレイメイト Premier Playmate（86 USA黒鹿 Pass Catcher）米２勝，アデ
ィロンダックＳ ３着，コリーンＳ ２着

＊セイコーハンター（00 牡 Unaccounted For）入着２回， ３勝

４代母 ベッドタイムトーイBedtime Toy（76 USA鹿 Night Invader）米２勝
［子］ ストレスバスター Stress Buster（89 Lines of Power）米３勝，ピルグリムＳ

２着，パームビーチＳ ３着
シンフリーデリシャス Sinfully Delicious（83 牝 Jet Diplomacy）米３勝，ミラ
マーＳ

特 徴 小流星・珠目上・右髪中・波分長・右後一白
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 購買価格 １０，４７６，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 96 －
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中山厩舎－１２号

42 ミホユニヴァースの１６ 牡・鹿 ３／２０

＊アルデバラン
鹿 1998

ミホユニヴァース
栗 2006

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

ネオユニヴァース

＊アップマイスリーヴ

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance

＊サンデーサイレンス
＊ポインテッドパス
A.P. Indy
Gils Magic

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Lindos Ojos ～ Fruitful） 12 c
Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ミホユニヴァース（06 栗 ネオユニヴァース） ２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
バナージ（11 牡 栗 ＊スクワートルスクワート） １勝

２代母 ＊アップマイスリーヴ（95 USA栗 A.P. Indy）不出走
エデン（00 牝 ＊ジェイドロバリー） 入着５回

トマホークミサイル（05 牡 メジロマックイーン） １４勝，九州王冠３着
ジャベリン（08 牡 ＊ムーンバラッド）３勝，周防灘特別， ３勝

３代母 ギルズマジックGils Magic（83 USA黒鹿 Magesterial）米出走
マジカルマイルMagical Mile（87 牡 J.O. Tobin）米４勝，ハリウッドジュヴェナイルＣ

ｈ． ，種牡馬
マジカルメイデンMagical Maiden（89 牝 Lord Avie）米８勝，ハリウッドスターレット

Ｓ ，ラスヴィルヘネスＳ ，チューラヴィスタＨ ，リンダヴィスタＨ ，ＢＣ
ディスタフ ３着，etc.
ミスブリックヤードMiss Brickyard（98 牝 A.P. Indy）米１勝
ムーヴィスタMoviesta（10 ＊ハードスパン） 首・愛・英・仏７勝，キング
ジョージＳ ，ルネサンスＳ ，アベイドロンシャン賞 ３着，サファイヤ
Ｓ ３着，キングジョージＳ ３着，etc.

ミスフディーニMiss Houdini（00 牝 Belong to Me）米２勝，デルマーデビュタントＳ
パパクレム Papa Clem（06 牡 Smart Strike）米３勝，サンフェルナンドＳ ，ア
ーカンソーダービー ，ルイジアナダービー ２着，ロバートＢルイスＳ
２着，マリブＳ ３着，etc.，種牡馬

マジカルフラッシュMagical Flash（90 牝 Miswaki）米１勝
テイクザリボン Take the Ribbon（03 牝 Chester House）米４勝，チャーチルディスタ

フマイルＳ ，ガーデンシティＢＣＳ ２着，ジャストアゲイムＳ ３着
グリンダザグッド Glinda the Good（09 牝 ＊ハードスパン）米４勝，ポカホンタスＳ

３着，インスタントレイシングＳ ，サンランドパークオークス ２着，ブ
ルーヘンＳ ２着
グッドマジック Good Magic（15 牡 Curlin） 米１勝，ＢＣジュヴェナイル ，
米シャンペインＳ ２着

特 徴 星額鼻梁刺毛・珠目上・吭搦二・初地・沙流上・前左後三白
生産牧場 青森県八戸市 青南ムラカミファーム
購買市場 八戸市場 購買価格 ４，４２８，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 97 －
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中山厩舎－１２号

43 ホリデイオンアイスの１６ 牡・青鹿 ２／１０

＊クロフネ
芦 1998

ホリデイオンアイス
青鹿 2004

＊フレンチデピュティ

＊ブルーアヴェニュー

ダンスインザダーク

＊カーリング

Deputy Minister
Mitterand
Classic Go Go
Eliza Blue

＊サンデーサイレンス
＊ダンシングキイ
Garde Royale
Corraleja

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Careless） 4 p
Northern Dancer S 5×M 5 Never Bend S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ホリデイオンアイス（04 青鹿 ダンスインザダーク）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（３）〕
エイトエンダー（10 牡 黒鹿 キングカメハメハ）入着２回， ３勝
ダブルコーク（11 牡 黒鹿 キングカメハメハ） ２勝
キスミーオンアイス（14 牝 黒鹿 ＊ストーミングホーム） 出走

２代母 ＊カーリング（92 FR黒鹿 Garde Royale）首・米・仏６勝，仏オークス ，ヴェルメイユ
賞 ，ゴントービロン賞 ，レゼルヴォワール賞 ，仏１０００ギニー ２着，アルクール賞
２着，ラクープドメゾンラフィット ２着，ＥＰテイラーＳ ３着，グロット賞 ３着

ローエングリン（99 牡 Singspiel）仏・香入着，ムーランドロンシャン賞 ２着，香港マイル ３着，
１０勝，中山記念 ，マイラーズＣ （２回），中山記念 ，毎日王冠 ２着，マイ
ラーズＣ ２着，東京新聞杯 ２着，安田記念 ３着，宝塚記念 ３着，毎日王冠
３着，札幌記念 ３着，中山記念 ３着，安田記念 ５着，天皇賞（秋） ５着，ディ
センバーＳ ，キャピタルＳ ，駒草賞 ，若草Ｓ ，種牡馬

レゴラス（01 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，両国特別，種牡馬
ブレーヴハート（02 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，ダイヤモンドＳ ２着，青葉賞

３着，阿武隈Ｓ，野島崎特別
リベルタス（08 牡 ディープインパクト）５勝，朝日杯フューチュリティＳ ３着，若

駒Ｓ ，名古屋城Ｓ，琵琶湖特別，巴賞 ３着，etc.
エキストラエンド（09 牡 ディープインパクト）６勝，京都金杯 ，東京新聞杯 ２

着（２回），マイラーズＣ ３着，京都新聞杯 ３着，etc.，種牡馬

３代母 コラレハCorraleja（82 FR鹿 Carvin）仏出走
＊ガーリング（90 牝 Garde Royale）仏２勝

ガルリノート Garlinote（00 牝 Poliglote）仏１勝，クロエ賞 ２着，コンデ賞 ２着
ガルリンガリ Garlingari（11 Linngari） 仏・香９勝，ドラール賞 ，アルクール
賞 ，ラクープドメゾンラフィット ，エクスビュリ賞 ，ガネー賞 ３着，etc.

コラリスCoralys（94 牝 Sicyos）不出走
コラルーヌCoraloune（99 牝 Valanour）仏入着

オケコーラル Ok Coral（07 牡 Timboroa） 仏９勝，ヴィシー大賞 ２着，ドー
ヴィル大賞 ３着

特 徴 流星鼻梁小白断鼻小白・下唇小白・珠目二・沙流上・左後一白・右後長白
生産牧場 北海道新冠町万世 村上 進治
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ６，０４８，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 98 －
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中山厩舎－１２号

44 ファミリーバイブルの１６ 牡・鹿 ４／ ６

＊キングズベスト
鹿 1997

＊ファミリーバイブル
鹿 2000

Kingmambo
キングマンボ

Allegretta
アレグレッタ

Sadler's Wells
サドラーズウェルズ

Angelic Song
アンジェリックソング

Mr. Prospector
Miesque
Lombard
Anatevka
Northern Dancer
Fairy Bridge
Halo
Ballade

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Soaring ～ Lindos Ojos） 12 c
Northern Dancer M 3×S 5 SpecialM 4×S 5 Hail to Reason M 4×M 5
Native Dancer S 5×M 5 AlmahmoudM 5×M 5
価格： 購買者：

母 ＊ファミリーバイブル（00 IRE 鹿 Sadler's Wells）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－１（１）〕
キングスチャペル（06 牡 鹿 ニューイングランド）１勝
アーセナルゴール（08 牡 鹿 ハーツクライ）２勝，賤ヶ岳特別（２２００）
バンクシー（10 牡 鹿 ＊シンボリクリスエス）２勝
サノカフェ（11 牝 青鹿 マンハッタンカフェ） １勝

２代母 アンジェリックソングAngelic Song（88 CAN鹿 Halo）不出走
＊ディボーステスティモニー（92 牝 Vice Regent）米出走

フサイチセブン（06 牡 Fusaichi Pegasus）５勝，シリウスＳ ３着，アンタレスＳ
３着，阿蘇Ｓ ，アルデバランＳ ２着，etc.， １勝，ダイオライト記

念 ，種牡馬
＊レディバラード（97 牝 Unbridled）５勝，阿蘇Ｓ ，福島ＴＶ杯，etc.， ２勝，ＴＣＫ女

王盃 ，クイーン賞 ，スパーキングレディーＣ ２着
ダノンバラード（08 牡 ディープインパクト）５勝，ＡＪＣＣ ，Ｒ－ＮＩＫＫＥ

Ｉ杯２歳Ｓ ，宝塚記念 ２着，日経新春杯 ２着，皐月賞 ３着，etc.，
種牡馬

スライゴーベイ Sligo Bay（98 牡 Sadler's Wells）愛・米・仏４勝，ハリウッドターフカ
ップ ，シネマＨ ，ハリウッドダービー ２着，サンガブリエルＨ ２着，オー
クトリーダービー ２着，ベレスフォードＳ ２着，クリテリヨムドサンクルー
３着，コンデ賞 ３着，タンフォランＨ ２着，種牡馬

＊フェアリーバラード（99 牝 Sadler's Wells）出走
グラッツィア（08 牡 キングカメハメハ）６勝，ラジオ日本賞 ，ブラジルＣ ２着，etc.，

障害１勝， 入着３回，川崎記念 ３着，日本ＴＶ盃 ３
着，白山大賞典 ３着

３代母 バラードBallade（72 USA黒鹿 Herbager）米２勝
グローリアスソング Glorious Song（76 牝 Halo）米１７勝，スピンスターＳ ，サンタマル

ガリータＨ ，トップフライトＨ ，ラカニャーダＳ ，サンタマリアＨ ，etc.
シングスピール Singspiel（92 牡 In The Wings）米・首・米・英・仏９勝，ヨークイ

ンターナショナルＳ ，コロネイションＣ ，カナダ国際Ｓ ，ＢＣターフ
２着，etc.，１勝，ジャパンＣ ，種牡馬

特 徴 流星鼻梁鼻白・珠目正・左後一白・右後小白
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 購買価格 ９，９３６，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 99 －
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中山厩舎－３号

45 アンムートの１６ 牡・鹿 ４／２４

＊キンシャサノキセキ
鹿 2003

アンムート
栗 2007

フジキセキ

＊ケルトシャーン

＊グラスワンダー

アンダンテ

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Pleasant Colony
Featherhill
Silver Hawk
Ameriflora

＊サンデーサイレンス
ダイナプレリユード

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ニアーリーズン） 22 b
サンデーサイレンス S 3×M 3 His Majesty S 4×M 5 Hail to Reason S 5×M 5×M 5
Northern Dancer S 5×M 5×M 5
価格： 購買者：

母 アンムート（07 栗 ＊グラスワンダー） 入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（１１）〕
ツルノヒトコエ（12 牡 鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード） ９勝
ユメヲノセテ（14 牝 鹿 ディープブリランテ） ２勝

２代母 アンダンテ（94 栗 ＊サンデーサイレンス）２勝
グランプリオーロラ（01 牝 ＊ウォーニング）５勝

モズオーロラ（10 牡 ＊アグネスデジタル） ９勝，岐阜金賞２着，兵庫ダービ
ー２着

モズライジン（12 牡 ＊クロフネ）５勝，ＢＳＮ賞 ２着，阿蘇Ｓ ２着，師走Ｓ ２
着，福島民友Ｃ ３着，etc.， 入着，名古屋大賞典 ３着

グランプリエンゼル（06牝 ＊アグネスデジタル）５勝，函館スプリントＳ ，オーシャン
Ｓ ２着，京阪杯 ２着，ＮＨＫマイルＣ ３着，キーンランドＣ ３着，etc.

マテンロウボス（11 牡 キングカメハメハ）５勝，元町Ｓ，寿Ｓ，名古屋日刊スポ杯，巴賞
２着，仁川Ｓ ３着

３代母 ダイナプレリユード（83 栗 ＊ノーザンテースト）３勝
ウインディスマイル（95 牡 ヤマニンゼファー）３勝，咲花特別， ４勝

４代母 ダイナリーズン（79 鹿 ＊パーソロン）不出走
［子］ グッドタイミング（85 牡 ＊リアルシヤダイ）５勝，ブラッドストーンＳ ，若

草賞 ，白川特別，石清水特別
［孫］ ハギノハヤテ（93 牡 ハギノカムイオー）１勝， １勝，若草賞３着

５代母 シヤダイリーズン（74 栗 ＊マリーノ）２勝
［孫］ システィーナ（89 牝 サクラユタカオー）８勝，京都牝馬特別 ，関屋記念

２着，七夕賞 ３着，エプソムＣ ３着，マーチＳ ３着，etc.
パラダイスフラワー（04 牝 ＊ティンバーカントリー） ８勝，エーデ
ルワイス賞 ，日高賞，南部駒賞，ひまわり賞２着，金杯２着

［曾孫］ プライドキム（02 牡 ＊アフリート）２勝，マーチＳ ２着， ５勝，
全日本２歳優駿 ，クラスターＣ ，兵庫ジュニアＧＰ ，兵庫Ｃｈ
Ｓ ３着，etc.

特 徴 額刺毛・珠目二・波分長・沙流上
生産牧場 北海道新ひだか町三石歌笛 山口 忠彦
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 100 －
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中山厩舎－３号

46 レディジェーンの１６ 牡・栗 ５／ ４

ゴールドアリュール
栗 1999

レディジェーン
鹿 2005

＊サンデーサイレンス

＊ニキーヤ

＊フレンチデピュティ

フサイチヨーコ

Halo
Wishing Well
Nureyev
Reluctant Guest
Deputy Minister
Mitterand
アンバーシヤダイ

＊ミルレーサー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Milan Mill ～ Infra Red） 22 d
Northern Dancer S 4×M 5×M 5

価格： 購買者：
母 レディジェーン（05 鹿 ＊フレンチデピュティ） ８勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
イリュジオン（13 牝 鹿 マツリダゴッホ） １勝
キョウエイビレン（14 牝 鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード） 出走
ロジフレンチ（15 牡 鹿 ロジユニヴァース） 不出走

２代母 フサイチヨーコ（93 黒鹿 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

３代母 ＊ミルレーサー（83 USA鹿 Le Fabuleux）米・英２勝
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 ，下鴨Ｓ，エイプリ
ルＳ ２着，紫苑Ｓ ３着

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

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） ５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，etc.，
１勝，テレ玉杯オーバルＳ ，マイルＣｈＳ南部杯 ４着

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
ノボリディアーナ（10 牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ ，白百合Ｓ

，垂水Ｓ，西海賞，小倉日経ＯＰ ２着，ターコイズＳ ２着
ダイワノブレス（01 牝 ＊サンデーサイレンス）出走

ヤマノアイリー（10 牝 ＊グラスワンダー）入着
アイアンクロー（15 牡 アドマイヤムーン） １勝，小倉２歳Ｓ ２着，フェ
ニックス賞 ３着

特 徴 流星鼻梁小白鼻梁白鼻白断上唇小白・珠目上・波分・後二白
生産牧場 北海道新冠町朝日 飛渡牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ８，６４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 101 －
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中山厩舎－３号

47 ウルビーノの１６ 牡・黒鹿 ５／ ５

＊パイロ
黒鹿 2005

ウルビーノ
黒鹿 2007

Pulpit
プルピット

Wild Vision
ワイルドヴィジョン

＊ワイルドラッシュ

テンザンビーナス

A.P. Indy
Preach
Wild Again
Carol's Wonder
Wild Again
Rose Park

＊サンデーサイレンス
ビワビーナス

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊パシフィカス） 13 a
Wild Again S 3×M 3

価格： 購買者：
母 ウルビーノ（07 黒鹿 ＊ワイルドラッシュ） ７勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
イエスオフコース（15 牡 黒鹿 エクラヴァンクール） ３勝

２代母 テンザンビーナス（01 鹿 ＊サンデーサイレンス） 入着２回
ハンターバローズ（11 牡 ＊シンボリクリスエス）１勝

３代母 ビワビーナス（94 鹿 ＊トニービン）３勝，大倉山特別，富良野特別
アンテヴォルテ（03 牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

タガノゴールド（11 牡 ゴールドアリュール） ５勝，上賀茂Ｓ，摩耶Ｓ，御陵特別

４代母 ＊パシフィカス（81 USA鹿 Northern Dancer）英２勝
［子］ ビワハヤヒデ（90 牡 ＊シャルード）１０勝，菊花賞 ，天皇賞（春） ，宝塚記念

，京都記念 ，神戸新聞杯 ，etc.，日本レコ－ド（２２００），年代表，優３牡，
優古牡，種牡馬

ナリタブライアン（91 牡 ＊ブライアンズタイム）１２勝，日本ダービー ，有馬記念
，皐月賞 ，菊花賞 ，朝日杯３歳Ｓ ，etc.，優２牡，年代表，優３牡，種牡馬

ビワタケヒデ（95 牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，Ｒたんぱ賞 ，小倉記念
３着，かきつばた賞，若葉Ｓ ３着，種牡馬

［孫］ ラストインパクト（10 牡 ディープインパクト）首入着，ドバイシーマクラシ
ック ３着，７勝，金鯱賞 ，京都大賞典 ，小倉大賞典 ，ジャパ
ンＣ ２着，etc.

セイルラージ（07 牡 アグネスタキオン）５勝，錦Ｓ，三年坂特別，巴賞 ２着，
ニューイヤーＳ ２着，福島民報杯 ３着

タガノベルーガ（11 牝 ネオユニヴァース）２勝，忘れな草賞 ２着
シルクチャンピオン（00 牡 ＊ヒシアリダー）３勝，白百合Ｓ， 入着８回，
名古屋記念３着

［曾孫］ ナイトフォックス（12 牡 サクラバクシンオー） ３勝，ジュニアＣ
タガノトリオンフ（12 牝 ＊ワイルドラッシュ）入着４回， １３勝，兵庫クイ
ーンＣ（２回），新春賞２着，摂津盃３着，兵庫サマークイーン賞３着

特 徴 星・鼻白・珠目二・左後一白
生産牧場 北海道日高町緑町 野島牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 102 －
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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

－ 103 －





中山厩舎－８号

48 スリリングヴィクトリーの１６ ・青鹿 ２／１８

＊キンシャサノキセキ
鹿 2003

＊スリリングヴィクトリー
鹿 2002

フジキセキ

＊ケルトシャーン

Event of the Year
イヴェントオヴザイヤー

Golden Shadows
ゴールデンシャドーズ

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Pleasant Colony
Featherhill
Seattle Slew
Classic Event

＊デヒア
Promise of Gold

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Hillbrook ～ Stepinanna） 4 r
Seattle Slew M 3×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ＊スリリングヴィクトリー（02 USA鹿 Event of the Year）米６勝，ラブレアＳ ３着，ゴ
ールデンポピーＢＣＳ ３着

〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３）〕
トーセンセカイオー（09 牡 鹿 キングカメハメハ）３勝
ダノンナイスガイ（14 牡 栗 ハーツクライ）出走， 地方不出走

２代母 ゴールデンシャドーズGolden Shadows（98 USA栗 ＊デヒア）不出走
アヴェニューロックスAvenue Rocks（04 牡 Avenue of Flags）米３勝

３代母 プロミスオヴゴールド Promise of Gold（89 鹿 Slew o' Gold）不出走
ヤナク Janak（95 牡 Rahy）多７勝，種牡馬

４代母 アリダーズプロミスAlydar's Promise（83 USA栗 Alydar）英出走
［子］ ジェネラルミーティング General Meeting（88 牡 Seattle Slew）米４勝，ヴォラ

ンテＨ ，ハリウッドフュチュリティ ２着，エルカミノレアルダービ
ー ２着，ハリウッドプレヴューＳ ３着，種牡馬

［孫］ ＊テディーズプロミス（08 牝 Salt Lake）米１１勝，ラブレアＳ ，サンタモニカ
Ｓ ，エイグリームＨ ２着，ラスフローレスＳ ２着，サンタモニカＳ
３着，カルーカンクイーンＳ

カウガールマリー Cowgirl Mally（07 牝 Gone West）米１勝，スカイラヴィル
Ｓ ３着

［曾孫］ デヴルー Devereux（05 Forestry）米９勝，アムステルダムＳ ３着，レッド
レジェンドＳ ，マットウインＳ ２着

５代母 サマータイムプロミス Summertime Promise（72 USA鹿 Nijinsky）米１０勝，ギャロ
レットＨ ，サンタマルガリータＨ ２着，ブラックヘレンＨ ２着，セリマＳ ３
着，シープスヘッドベイＨ ３着，etc.
［孫］ カーソンシティ Carson City（87 牡 Mr. Prospector）米６勝，フォールハイウエ

イトＨ ，サプリングＳ ，ブージャムＨ ，タイローＳ ２着，種牡馬
ナチュラルナイン Natural Nine（89 牡 ＊モガンボ）米３勝，シルヴァースクリ
ーンＨ

特 徴 星・珠目上・髪中・沙流上・右後小白
生産牧場 北海道新冠町朝日 秋田牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，２４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 105 －
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中山厩舎－８号

49 ゼフィランサスの１６ ・黒鹿 １／１５

＊ハービンジャー
鹿 2006

ゼフィランサス
青 2008

Dansili
ダンシリ

Penang Pearl
ペナンパール

キングヘイロー

モガミヒメ

＊デインヒル
Hasili
Bering
Guapa

＊ダンシングブレーヴ
＊グッバイヘイロー
＊カコイーシーズ
モガミポイント

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ケンタツキー～ ＊セレタ） 1 b
Lyphard M 4×S 5 Northern Dancer S 5×S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ゼフィランサス（08 青 キングヘイロー）３勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
ダンケシェーン（15 牡 栗 ＊ヘニーヒューズ） ２勝

２代母 モガミヒメ（92 黒鹿 ＊カコイーシーズ） ３勝，東京３歳優駿牝馬２着
ビッグテンビー（98 牝 ＊テンビー）１勝

ローレルゲレイロ（04 牡 キングヘイロー）５勝，スプリンターズＳ ，高松宮記
念 ，阪急杯 ，東京新聞杯 ，ＮＨＫマイルＣ ２着，etc.，最優
秀短距離馬，種牡馬

トキノヤマトボシ（06 メジロライアン）３勝，積丹特別
リキサンマックス（08 牡 キングヘイロー）１勝，きさらぎ賞 ２着
アメージングムーン（10 牝 アドマイヤムーン）１勝，ファンタジーＳ ３着
キタサンラブコール（11 牡 キングヘイロー）４勝，中京日経賞，ハッピーエンドＣ

ラヴァーズレーン（00 牝 メジロライアン）５勝，由布院特別，桜島特別
トキノフウジン（07 牡 キングヘイロー）５勝，ＴＶ静岡賞，美唄特別，障害１勝
スルターナ（12 牝 キングヘイロー） ４勝，天の川賞，はこべら賞

ローレルウェルシュ（03 牡 ＊テンビー）４勝，秋保特別， ２勝
キタサンイナズマ（10 牡 キングヘイロー）３勝，タケホープＣ

３代母 モガミポイント（85 鹿 マルゼンスキー）３勝，弥彦特別
サンポイント（99 牝 モガミチャンピオン）入着３回， ３勝，フロイラインＣ２着，

北海優駿３着
ウィンシュール（00 牡 ＊シャンハイ）入着， ２勝，全日本２歳優駿 ４着，イノセ

ントＣ
ツーツーエイプリル（04 牝 ＊グラスワンダー） １勝

キャプテンガール（10 牝 ＊キャプテンスティーヴ） １勝
オジョーノキセキ（15牝 ＊キンシャサノキセキ） ２勝，若菜賞，カンナＳ ３着

４代母 ポイントメーカー（80 栗 ＊ボールドラツド）不出走
［孫］ ザアメリカン（99 牡 ＊シャンハイ） ８勝，九州ジュニアＣｈ３着

特 徴 流星・珠目二・髪中・後二白
生産牧場 北海道新冠町高江 村田牧場
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 １１，３４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 106 －

49



中山厩舎－８号

50 サマーリガードの１６ ・黒鹿 ４／ ７

＊パイロ
黒鹿 2005

サマーリガード
黒鹿 2007

Pulpit
プルピット

Wild Vision
ワイルドヴィジョン

アドマイヤマックス

＊リーガルジョイ

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

＊サンデーサイレンス
ダイナシユート
Regal and Royal
Nanna's Joy's

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Close Control ～ Self Control） A 29
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 サマーリガード（07 黒鹿 アドマイヤマックス） １４勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ブルベアミョウガ（15 牡 鹿 ＊シンボリクリスエス） 出走

２代母 ＊リーガルジョイ（91 USA黒鹿 Regal and Royal）米１１勝，ジョーネイマスＨ
ウインデンファーレ（01 牝 ダンスインザダーク）１勝

ダンツクロノス（10 タニノギムレット）３勝，西尾特別
リーガルアミューズ（05 牝 アグネスタキオン）２勝，ラベンダー賞 ３着

３代母 ナナズジョイズNanna's Joy's（81 USA黒鹿 Tentam）不出走
ジェレジェレ Jerejere（94 牝 Silver Buck）不出走

サリーサリー Sally Sally（07 牝 Cactus Ridge）米７勝，プレスクアイルダウンズマ
スターズＳ ３着，サトンアンドレイスＳ ３着

４代母 フェアアドヴァンテジ Fair Advantage（76 USA鹿 Raja Baba）米２勝，メイトロン
Ｓ ２着
［子］ ダービーフェア Darby Fair（83 牡 Darby Creek Road）南・米５勝，カリフォル

ニアジュヴェナイルＳ ，ノーフォークＳ ３着，エルカミノレアルダ
ービー ３着，ホイストザフラッグＳ ，種牡馬

アドヴァンシングスター Advancing Star（93 牝 ＊ソヴィエトスター）米９勝，ラ
ンチョベルナルドＨ ，ラスシエネガスＨ ，ハリウッドターフイクスプ
レスＨ ，ハリウッドスターレットＳ ２着，サンタモニカＨ ３着，etc.

フェアリーアファームド Fairly Affirmed（84 牡 Affirmed）米９勝，シルキーサ
リヴァン招待Ｈ ２着，ジョゼフＴグレイスＨ ３着，モンテレイＨ
３着，アラミーダンＨ ３着，種牡馬

［孫］ ＊ダイワバンディット（01 牡 ＊ボストンハーバー）４勝，新潟２歳Ｓ ，関屋記
念 ２着，ユニコーンＳ ２着，ＮＨＫマイルＣ ４着，オーロＣ ，ダリ
ア賞 ，福島ＴＶＯＰ ２着，岡部幸雄騎手引退記念 ３着， １勝

キャットスター Catstar（01 牝 Storm Cat）首・英２勝，クイーンメアリーＳ
２着

特 徴 星・珠目二・右頬辻・轡搦・右髪中・右双門・沙流上
生産牧場 北海道平取町荷菜 船越 伸也
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，３２０，０００円
育 成 場 日高育成牧場
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中山厩舎－８号

51 シャイニングムーンの１６ ・黒鹿 ５／ ５

ハーツクライ
鹿 2001

シャイニングムーン
鹿 2002

＊サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

＊エリシオ

＊パラダイスムーン

Halo
Wishing Well

＊トニービン
＊ビユーパーダンス
Fairy King
Helice
Mr. Prospector
Beautiful Melody

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Etoile Filante） 1 c
Northern Dancer M 4×S 5 Raise a Native M 4×M 5

価格： 購買者：
母 シャイニングムーン（02 鹿 ＊エリシオ）３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（１８）〕
マイネルムーン（10 牡 鹿 ステイゴールド） ３勝
マイネカグヤヒメ（11 牝 鹿 ステイゴールド） １３勝
コスモデルフィヌス（13 牝 黒鹿 ステイゴールド） ２勝

２代母 ＊パラダイスムーン（93 USA栗 Mr. Prospector）出走
スターフェスタ（99 牝 ＊エリシオ）不出走

コスモヘレノス（07 牡 ＊グラスワンダー）４勝，ステイヤーズＳ ，ダイヤモン
ドＳ ２着，Ａｒ共和国杯 ３着，本栖湖特別，寒竹賞

ドレミファドン（08牡 スパイキュール）４勝，丹沢Ｓ，霞ヶ浦特別， １勝
タイセイアプローズ（12 牡 ハーツクライ） ３勝，清滝特別，足立山特別

３代母 ビューティフルメロディ Beautiful Melody（86 USA栗 Alydar）米４勝，ビヴァリ
ーヒルズＨ ，ウィルシャーＨ ２着，ゲイムリーＨ ３着
カーライルベイCarlisle Bay（95 牡 Dayjur）米３勝，種牡馬

４代母 ビューティフルスピリットBeautiful Spirit（73 USA栗 Bold Bidder）不出走
［孫］ ジーンジョーンズ Jeanne Jones（85 牝 Nijinsky）米５勝，ファンタジーＳ ，

ケンタッキーオークス ２着，サンタアニタオークス ２着，ＢＣジュ
ヴェナイルフィリーズ ２着，ハリウッドスターレットＳ ３着，etc.

［曾孫］ シルヴァーノ Silvano（96 牡 Lomitas）星・首・米・豪・独・香７勝，アーリ
ントンミリオンＳ ，Ｑエリザベス二世Ｃ ，ヴィルトシャフト大賞 ，
ウニオンレネン ，マンノウォーＳ ２着，ゲルリンク賞 ２着，ドバイ
シーマクラシック ３着，ハンザ賞 ３着，シンガポールＣ，種牡馬

ザビアンゴ Sabiango（98 牡 Acatenango）米・伊・独・香７勝，チャールズホ
イッティンガムメモリアルＨ ，ドイツ賞 ，クレディスイスポカル ，
ウニオンレネン ，ケンタッキーＣターフＨ ，ドイツ賞 ２着，バーデ
ン大賞 ３着，ハンザ賞 ３着，種牡馬

デルフォス Delfos（01 牡 Green Tune）伊・仏７勝，アルクール賞 ，ラフォル
ス賞 ，プランスドランジュ賞 ，ギヨームドルナーノ賞 ２着，ウジェ
ーヌアダム賞 ２着，種牡馬

特 徴 珠目上・吭搦二・左初地
生産牧場 北海道浦河町西幌別 グランデファーム
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ８，６４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場
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中山厩舎－８号

52 パピュラの１６ ・栗 ４／１４

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

パピュラ
鹿 2001

＊ヘネシー

Myth
ミス

＊ブライアンズタイム

ノースフライト

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn
Roberto
Kelley's Day

＊トニービン
シヤダイフライト

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊フオーワードフライト） 12 c
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 パピュラ（01 鹿 ＊ブライアンズタイム） ３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－３（１１）〕
ゴールデンドロップ（09 牝 鹿 デュランダル） ４勝
メイショウポピュラ（10 牝 栗 ＊アグネスデジタル）入着２回， ３勝
アインス（11 牝 黒鹿 メイショウサムソン） ４勝
サンホッブズ（13 牡 鹿 メイショウサムソン） ４勝，伊勢佐木特別（Ｄ２１００）
サノサマー（14 牡 栗 ＊サマーバード） ２勝
フレンドリーム（15 牡 鹿 ＊バゴ） 不出走

２代母 ノースフライト（90 鹿 ＊トニービン）８勝，安田記念 ，マイルＣｈＳ ，マイラ
ーズＣ ，京都牝馬特別 ，サンスポ阪神牝馬特別 ，府中牝馬Ｓ ，エリザベス女王
杯 ２着，スワンＳ ２着，足立山特別，優古牝
フェルメールブルー（97 牝 ＊ノーザンテースト）３勝

エーブダッチマン（06 牡 ＊アフリート）５勝，アイビスサマーダッシュ ２着，
白秋Ｓ，淀屋橋Ｓ，オパールＳ ２着，バーデンバーデンＣ ２着

ミスキャスト（98 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，福島記念 ２着，弥生賞 ３着，プリン
シパルＳ ，朱雀Ｓ，武庫川Ｓ，伏見特別，種牡馬，ビートブラック（天皇賞（春）の父

ハウオリ（06 牝 キングカメハメハ）３勝，丹波特別
キロハナ（12 牡 ディープインパクト） ４勝，つばき賞
オハナ（15 牝 ディープインパクト） ２勝，菜の花賞

３代母 シヤダイフライト（73 鹿 ＊ヒツテイングアウエー）２勝
ノーザンミンクス（81 牝 ＊ノーザンテースト）４勝

マリーゴッド（91 牡 ＊アレミロード）４勝，函館３歳Ｓ ，関屋記念 ３着，卯月Ｓ
，韓国馬事会杯 ，オーシャンＳ ２着，ニューイヤーＳ ２着，武蔵野Ｓ
２着，新潟日報賞 ３着，アメジストＳ ３着，クローバー賞 ３着

ロングディライト（94 牝 ＊ミルジヨージ）不出走
ナリタプレリュード（02 牡 フジキセキ）５勝，福島記念 ２着，丹沢Ｓ，
渡島特別，木古内特別，しらかばＳ ３着

ロングオペラ（96 牝 ＊オペラハウス）出走
コメディアデラルテ（02 牡 ＊ホワイトマズル）２勝，京都新聞杯 ２着，はな
みずき賞

特 徴 星・珠目上・沙流上・前右後三白・左後小白
生産牧場 北海道浦河町杵臼 日の出牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，３２０，０００円
育 成 場 日高育成牧場
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中山厩舎－８号

53 アルーリングアイズの１６ ・鹿 ４／２４

＊ケープブランコ
栗 2007

－新種牡馬－

アルーリングアイズ
鹿 2011

Galileo
ガリレオ

Laurel Delight
ローレルディライト

ネオユニヴァース

アルーリングアクト

Sadler's Wells
Urban Sea
Presidium
Foudroyer

＊サンデーサイレンス
＊ポインテッドパス
＊エンドスウィープ
＊チャーミングファピアノ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Dame Fritchie） 9 f
Doubly Sure S 4×M 5 Mr. Prospector S 5×M 5×M 5 Hail to Reason M 5×M 5

価格： 購買者：
母 アルーリングアイズ（11 鹿 ネオユニヴァース）出走
初仔

２代母 アルーリングアクト（97 鹿 ＊エンドスウィープ）２勝，小倉３歳Ｓ
アルーリングボイス（03 牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，ファンタジーＳ ，小倉２歳

Ｓ ，北九州記念 ２着，ききょうＳ ，福島民友Ｃ ３着
オールザゴー（14 牡 ステイゴールド） ３勝，ＮＨＫマイルＣ ５着，マーガレ

ットＳ ，白梅賞
アンヴァル（15 牝 ロードカナロア） ３勝，福島２歳Ｓ

オースミマーシャル（05 牡 ダンスインザダーク）２勝，野路菊Ｓ ，中京２歳Ｓ ３着
アルーリングライフ（07 牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，紫川特別，秋吉台特別
アルティシムス（08 牡 ディープインパクト）４勝，宇治川特別，青島特別，こぶし賞，障

害１勝
アメージングタクト（10 牡 ＊ウォーエンブレム）５勝，陽春Ｓ，夙川特別， 入着２回，

サンタアニタＴ３着

３代母 ＊チャーミングファピアノ（86 USA鹿 Fappiano）米２勝
カットザチャーム Cut The Charm（91 牝 Cutlass）米８勝，ダヴォナデイルＳ ，ショッカー

ＴＨ ，アゼイリャＳ ，ヒアカムズザブライドＳ ，マイディアガールＳ ，etc.
ハイワイアーアクト High Wire Act（96 ＊エンドスウィープ）米５勝，サンフェリペＳ

３着

４代母 チャーミングストーリー Charming Story（74 USA鹿 Hail to Reason）米６勝，ベル
ダムＳ ３着，レイディーズＨ ３着，シュヴィーＨ ３着，ハニービーＨ ２着，ロ
ングルックＨ ３着
［孫］ イクサイティングストーリー Exciting Story（97 牡 ＊ディアブロ）米７勝，メ

トロポリタンＨ ，ヴィジャルＨ ，スインフォードＳ ，フォールハイ
ウエイトＨ ２着，ホープフルＳ ３着，etc.，種牡馬

［曾孫］ カラフルデイズ（08 牝 フジキセキ）３勝， １勝，関東オークス ，Ｔ
ＣＫ女王盃 ２着，ＴＣＫ女王盃 ３着，クイーン賞 ３
着（２回），etc.

特 徴 星・珠目上・右頚中・左後一白
生産牧場 北海道浦河町西舎 岡本 昌市
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 ５，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場
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中山厩舎－１３号

54 マヤノプリヤの１６ ・栗 ２／１７

オルフェーヴル
栗 2008

マヤノプリヤ
黒鹿 2003

ステイゴールド

オリエンタルアート

フサイチコンコルド

タイシンリリイ

＊サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ
メジロマックイーン
エレクトロアート
Caerleon

＊バレークイーン
＊ラデイガ
インターラーケン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊シルヴアーフアー） 1 w
ノーザンテースト S 4×S 5 Northern Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：
母 マヤノプリヤ（03 黒鹿 フサイチコンコルド） ４勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（１９）〕
マヤノオントロジー（09 牡 黒鹿 マヤノトップガン）３勝， ３勝
マヤノチャクリ（10 牡 栗 チャクラ）入着， ８勝
マヤノブリッツ（11 牝 栗 サムライハート） ８勝
マヤノパーチェム（12 牡 栗 マヤノトップガン）１勝， 入着２回
マヤノハイヌーン（15 牡 黒鹿 ネオユニヴァース） 出走

２代母 タイシンリリイ（81 芦 ＊ラデイガ）１勝
ユーセイフェアリー（87 牝 アズマハンター）５勝，サンスポ阪神牝馬特別 ，中山牝馬Ｓ

２着，京都牝馬特別 ２着，京都牝馬特別 ３着，サンスポ阪神牝馬特別 ３着，etc.
ドーバーシチー（88 牡 ニチドウアラシ）３勝，新春賞
リリースマイル（89 牝 ＊ターゴワイス）３勝，越路特別
ナリタタイシン（90 牡 ＊リヴリア）４勝，皐月賞 ，目黒記念 ，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ ，

天皇賞（春） ２着，日本ダービー ３着，etc.，種牡馬
フサイチケリー（95 牝 ＊サンデーサイレンス）入着３回

プチプレリュード（01 牝 ＊エリシオ） １勝
リュウノヒーロー（07 牡 キングリファール） ８勝，せきれい賞３着

ナンヨーユナ（10 牝 ジャングルポケット）１勝，忘れな草賞 ２着
フサイチディコルサ（97 牝 ＊サンデーサイレンス）出走

シークレットパス（11 牡 ＊コンデュイット） ３勝，駒ケ岳特別

３代母 インターラーケン（66 芦 ＊サミーデイヴイス）１勝
リズムフイーバー（80 牝 ＊ラデイガ）３勝

アルプスアモン（88 牡 ＊サウスアトランテイツク）４勝，京王杯オータムＨ ２着，
薫風Ｓ，パラダイスＳ ３着，谷川岳Ｓ ３着，クリスマスＳ ３着，etc.

４代母 ＊シルヴアーフアー（62 IRE 芦 Abernant）英出走
［子］ エリモシルバー（67 牡 ＊キノー）９勝，ＣＢＣ賞，マイラーズＣ２着，中日新

聞杯２着，祇園特別，宇治川特別，etc.，優短距，種牡馬
［孫］ ケイキロク（77 牝 ＊ラデイガ）４勝，オークス，中京記念，京都記念（春）２着，

阪急杯２着，小倉大賞典２着，etc.

特 徴 星・珠目正・髪中・左後一白
生産牧場 北海道平取町二風谷 北島牧場
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 ９，１８０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場
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中山厩舎－１４号

55 タムロウイングの１６ ・鹿 ３／ ７

ジャスタウェイ
鹿 2009

－新種牡馬－

タムロウイング
鹿 2006

ハーツクライ

シビル

＊ブラックホーク

ノーブルエターナル

＊サンデーサイレンス
アイリッシュダンス
Wild Again

＊シャロン
Nureyev

＊シルバーレーン
＊アフリート
クイーンズメモリー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊スズカケ ） 14 b
Nearctic S 5×M 5

価格： 購買者：
母 タムロウイング（06 鹿 ＊ブラックホーク）３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ワイルドグラス（14 牡 鹿 ＊グラスワンダー） １勝
アリディブリラーレ（15 牝 栗 ディープブリランテ） 出走

２代母 ノーブルエターナル（96 栗 ＊アフリート） ７勝
ヌーサ（03 牡 サクラローレル）１勝， ２勝
マイネルグラシュー（04 牡 メジロライアン）５勝，美浦Ｓ
ユズリープ（05 牝 サクラローレル） １１勝
マイネルスピリドン（07 牡 ビッグサンデー）１勝
エターナルムーン（10 牝 ＊マイネルラヴ）４勝，初風特別，秋元湖特別
モルトベーネ（12 牡 ディープスカイ） ７勝，アンタレスＳ ，東海Ｓ ２着，東

海Ｓ ３着，アルデバランＳ ，花のみちＳ，etc.

３代母 クイーンズメモリー（89 栗 ＊デイクタス）不出走
クインチャード（97 牝 ＊ダミスター） ２勝

エムザックソウル（07 牡 ロイヤルタッチ） ７勝

４代母 オンワードウイツチ（83 栗 ＊ノーザンテースト）出走
［子］ ジョウノカオルコ（92 牝 シンボリルドルフ）１勝，サンスポ４歳牝馬特別

３着，若駒Ｓ ２着
ジョウノバタフライ（91 牝 シンボリルドルフ）２勝，クイーンＳ ２着，富
里特別，大阪城Ｓ ２着

ハードイチヤ（88 ＊ハードツービート）４勝，みちのく特別，信夫山特別，
揖斐川特別

ジョウノデイリー（00 牡 ＊アフリート）４勝，茨城新聞杯， １勝
［曾孫］ リアライズノユメ（08 牝 ＊アフリート）１勝， ５勝，兵庫ジュニアＧ

Ｐ ，エーデルワイス賞 ，全日本２歳優駿 ２着，瑞穂賞
セレニティフレア（14 牝 ＊アグネスデジタル） 出走， ４勝，ゴールド
ジュニア

マストハブ（07 牡 ＊アフリート）４勝，雅Ｓ，富良野特別
リアライズブラザー（10 牡 ＊アルデバラン ）３勝，昇仙峡特別， １勝

特 徴 曲星・鼻梁白鼻大白・珠目上・波分・左前右後二白
生産牧場 北海道浦河町西舎 宮内牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，９４０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 112 －
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中山厩舎－１４号

56 ラメールの１６ ・鹿 ４／１２

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

ラメール
栗 2009

＊ヘネシー

Myth
ミス

ダイワメジャー

リヴァーガール

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn

＊サンデーサイレンス
スカーレットブーケ

＊リヴリア
エルプス

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（マイラブ～ ＊ビユーチフルドリーマー） 12
Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ラメール（09 栗 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ポッセンホーフェン（15 牝 鹿 ＊エンパイアメーカー） １勝

２代母 リヴァーガール（91 鹿 ＊リヴリア）１勝
テイエムオーシャン（98 牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，桜花賞 ，秋華賞 ，阪神３歳

牝馬Ｓ ，札幌記念 ，オークス ３着，etc.，優２牝，優３牝
イシノアパトゥーラ（01 牝 ＊ウォーニング）１勝

ハンナリト（07 牝 ネオユニヴァース）出走
ガーニーフラップ（13 牡 ＊タイキシャトル） ６勝，クラウンＣ，東京湾
Ｃ２着

アイカギ（08 牝 ＊ファンタスティックライト）出走
コスモキーマン（12 牡 ＊タイキシャトル）２勝， １勝
ヒロノフェロー（13 牡 キングヘイロー）１勝， ４勝

テイエムハヤブサ（02 牡 ＊ピルサドスキー）２勝，熱田特別

３代母 エルプス（82 栗 ＊マグニテユード）６勝，桜花賞 ，報知４歳牝馬特別 ，京王杯
オータムＨ ，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ ，函館３歳Ｓ ，etc.，優３牝
イーエルブロッサム（98 牝 ＊ラストタイクーン）１勝

キングアレキサンダ（06 牡 ＊アグネスデジタル）２勝

４代母 ホクエイリボン（73 栗 ＊イーグル）不出走
［子］ フジイーグル（81 牝 ＊マグニテユード）１勝，日吉特別， １３勝

ステルス（83 牝 ＊マグニテユード）４勝，十和田湖特別
フェスティブゼウス（93 牡 ＊プラウドデボネア）２勝，沓掛特別

［孫］ メイショウテゾロ（92 牡 ＊アサティス）３勝，シンザン記念 ，マイルＣｈＳ
２着，千両賞

ラヴァリープローブ（99 牝 ＊ワージブ）１勝， ２勝，イノセントＣ３着
［曾孫］ コーワクイーン（02 牝 ＊マジックマイルズ） ４勝，サラブレッドフレッ

シュＣ
シキセイセイ（10 牝 マイネルセレクト） ８勝，耶馬溪賞，長月賞，新涼
賞，カンナ賞３着

特 徴 流星鼻梁小白・珠目二・右髪中・右後一白
生産牧場 北海道浦河町絵笛 川越ファーム
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，７８０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 113 －

56



中山厩舎－８号

57 ティファイファイの１６ ・黒鹿 ３／２７

ドリームジャーニー
鹿 2004

ティファイファイ
栗 2006

ステイゴールド

オリエンタルアート

スターリングローズ

メジロティファニー

＊サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ
メジロマックイーン
エレクトロアート

＊アフリート
＊コマーズ
＊モガミ
メジロビユーテイー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（第七デヴオーニア～ ＊デヴオーニア） 10 d
ノーザンテースト S 4×S 5 Northern Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：
母 ティファイファイ（06 栗 スターリングローズ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（１）〕
テイエムダンシング（12 牡 鹿 ダンスインザダーク）１勝， 入着２回，新涼賞
（１８００）２着

スマートシモーヌ（13 牝 鹿 ドリームジャーニー）１勝
スマートシグルズ（14 牡 栗 ドリームジャーニー）入着８回， １勝
スマートヴォルフ（15 牡 鹿 ローズキングダム） 不出走

２代母 メジロティファニー（88 黒鹿 ＊モガミ）３勝，松前特別
メジロマントル（97 牡 ＊ヘクタープロテクター）７勝，鳴尾記念 ，朝日ＣｈＣ ３着，

朱鷺Ｓ，稲村ヶ崎特別，エアグルーヴメモリアル， １勝
メジロテディベア（00 牝 ＊トニービン）入着７回， １勝

ロンドンアイ（09 牡 フサイチコンコルド） １０勝，川崎マイラーズ３着

３代母 メジロビユーテイー（82 鹿 ＊パーソロン）２勝，スイートピー賞
メジロメンカール（92 牝 アンバーシヤダイ）３勝，陸奥湾特別

ハトシェプスト（06 牝 ＊トワイニング）不出走
コスモポッポ（12 牡 ネオユニヴァース）入着３回， ８勝，師走賞，
長月賞，黒髪山賞，五ケ瀬川賞２着，志布志湾賞２着，etc.

メジロドーベル（94 牝 メジロライアン）１０勝，オークス ，秋華賞 ，エリザベス女王
杯 （２回），阪神３歳牝馬Ｓ ，etc.，優２牝，優３牝，優父内，優古牝（２回）
メジロシャレード（06 牝 マンハッタンカフェ）１勝
ショウナンラグーン（11 牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，青葉賞 ，菊花賞

５着
メジロキルデア（98 牡 アンバーシヤダイ）３勝，Ｒたんぱ賞 ３着，ＮＨＫマイルＣ

５着，若竹賞
メジロコルセア（02 牡 メジロライアン）５勝，みなみ北海道Ｓ ，松前特別，開成山特別

４代母 メジロナガサキ（71 栗 ＊ネヴアービート）７勝，オールカマー３着，タイムス杯，
ＨＢＣ杯，グラジオラス賞
［子］ メジロヘンリー（81 牡 ＊ロンバード）６勝，京都記念 ２着，阪神大賞典 ２

着，日経新春杯 ３着，函館記念 ３着，清滝特別，etc.

特 徴 星・鼻梁刺毛鼻白・珠目上・髪中・波分・後双門・左後一白
生産牧場 北海道日高町豊田 戸川牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 114 －
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中山厩舎－１０号

58 マイディアソングの１６ ・鹿 ５／ ４

＊ハービンジャー
鹿 2006

マイディアソング
青鹿 2008

Dansili
ダンシリ

Penang Pearl
ペナンパール

ディープインパクト

＊フィールドソング

＊デインヒル
Hasili
Bering
Guapa

＊サンデーサイレンス
＊ウインドインハーヘア
Gulch
A Kiss for Luck

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Some More ～ Stolen Kiss） 3 d
Northern Dancer S 5×S 5 Lyphard S 5×M 5

価格： 購買者：
母 マイディアソング（08 青鹿 ディープインパクト）３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ティーアウリイ（15 牝 黒鹿 ルーラーシップ） 出走

２代母 ＊フィールドソング（92 USA鹿 Gulch）３勝，室蘭特別，さざんか賞
ビウイッチアス（09 牝 ダイワメジャー）３勝，フィリーズレビュー ２着，バーデン

バーデンＣ ，カンナＳ ，福島２歳Ｓ ２着，ＵＨＢ賞 ３着，クリスマスロー
ズＳ ３着

ウイズキッド（12 牡 ＊タイキシャトル）入着２回， ２勝，秋の鞍２着

３代母 アキスフォーラック A Kiss for Luck（79 USA黒鹿 Reflected Glory）米８勝，ヴァ
ニティＨ ，アノアキアＳ ，マスケットＳ ２着，オークリーフＳ ２着，ミレイデ
ィＨ ２着，etc.
キスフォーシックスKiss for Six（88 牝 Saratoga Six）米２勝

アルファベットキシズAlphabet Kisses（01 牝 Alphabet Soup）米７勝，ラブレアＳ ，
エイグリームＨ

ダッチェスキスDuchess Kiss（89 牝 Cox's Ridge）米１勝
アズユーライク As You Like（97 牡 Trempolino）伊１６勝，ヴィットリオディカプア

賞 ３着，ピアッツァーレ賞 ，ガルドネ賞 ，クリテリウムヴァレシノ ，
エスターテ賞 ２着，etc.

＊シンコウエンジェル（93 牝 ＊オジジアン）２勝
ワイルドソルジャー（01 牡 ＊ブロッコ）４勝，ウェルカムＳ， １勝，名古屋ＧＰ
アドマイヤダッシュ（03 牝 フサイチコンコルド）１勝

ウキヨノカゼ（10 牝 オンファイア）５勝，福島牝馬Ｓ ，キーンランドＣ ，
クイーンＣ ，フェアリーＳ ２着，スプリンターズＳ ３着，etc.

ダノンカモン（06 牡 ＊シンボリクリスエス）８勝，マイルＣｈＳ南部杯 ２着，
武蔵野Ｓ ２着（２回），etc.， １勝，名古屋大賞典 ，日本Ｔ
Ｖ盃 ２着，etc.

クィーンズバーン（08 牝 スペシャルウィーク）４勝，阪神牝馬Ｓ ，阪神牝馬Ｓ
３着，衣笠特別，手稲山特別，ディープインパクトＣ ２着

＊ゴールデンチェリー（94 牝 Crafty Prospector）５勝，越後Ｓ，ウェルカムＳ，etc.，
２勝，クラスターＣ ，北海道スプリントＣ ３着，新春ＧＰ

特 徴 額刺毛・珠目上・髪中
生産牧場 北海道日高町豊郷 いとう牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，１２８，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 115 －
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中山厩舎－３号

59 キアロディルーナの１６ 牡・鹿 ３／ ５

＊アポロキングダム
栗 2003

＊キアロディルーナ
鹿 2006

Lemon Drop Kid
レモンドロップキッド

Bella Gatto
ベッラガット

Malibu Moon
マリブムーン

＊ヴードゥーレディ

Kingmambo
Charming Lassie
Storm Cat
Winter Sparkle
A.P. Indy
Macoumba

＊デインヒル
Saramah

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Flaring Top） 8 f
Mr. Prospector S 4×M 4×M 5 Seattle Slew S 4×M 4 Lassie Dear S 4×M 5
Northern Dancer S 5×M 5 Secretariat S 5×M 5
価格： 購買者：

母 ＊キアロディルーナ（06 USA鹿 Malibu Moon）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（９）〕
キアロディソーレ（12 栗 ゴールドアリュール） ９勝
イルミナーレ（13 牝 黒鹿 ハーツクライ）入着２回， 入着３回
トサイチ（15 牡 鹿 ゼンノロブロイ） 出走

２代母 ＊ヴードゥーレディ（99 USA鹿 ＊デインヒル）米４勝，レイディカンタベリーＢＣ
Ｓ ３着

＊ヴードゥーフェスト（10 牡 Big Brown）１勝， １２勝

３代母 サラマ Saramah（94 USA栗 ＊フォーティナイナー）英出走
ツァドキエル Zadkiel（00 牝 Saint Ballado）不出走

シーズチーキー She's Cheeky（05 牝 Black Minnaloushe）米３勝，マディソンＳ ２
着，サンタモニカＨ ３着，サンタモニカＳ ３着，ミレイディＨ ３着，ヴ
ェイグランシーＨ ３着，etc.

レットミーバイ Letmeby（05 牡 Orientate）米３勝，エルホヴェンＳ ３着
サラドグリーン Salad Green（09 牝 Easing Along）亜４勝，リカルドＰサウセ賞 ，亜馬

主サークル賞 ，ロスアラス賞 ２着，ゲリーコ賞 ３着，パセアナ賞 ３着，etc.

４代母 ＊シュバルヴォラント（87 USA栗 Kris S.）米５勝，ハリウッドスターレットＳ ，
ラスヴィルヘネスＳ ，ソレントＳ ，ランダルースＳ ２着，デルマーデビュタン
トＳ ３着，etc.
［孫］ ラハン Lahan（97 牝 Unfuwain）英３勝，英１０００ギニー ，ロックフェルＳ

フィンジャーン Finjaan（06 牡 Royal Applause）首・英３勝，レノックスＳ ，
モールコームＳ ，デューハーストＳ ３着，英ナショナルＳ ２着，ヒ
ズハイネスザプレジデントＣ ３着，種牡馬

［曾孫］ アルワーリ Alwaary（06 Dynaformer） 米・英２勝，プリンセスオヴウェ
イルズＳ ２着，クックトハットＳ ，米・英・障害１勝

５代母 フライトFlight（75 USA鹿 Barachois）米出走
［曾孫］ ソールウォリアー Soul Warrior（06 牡 Lion Heart）米４勝，ウェストヴァージ

ニアダービー ，アイオワダービー ２着，種牡馬

特 徴 流星・珠目上・波分・浪門・初地左一右二
生産牧場 北海道日高町広富 広富牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，２９２，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 116 －
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中山厩舎－５号

60 パッシオーネの１６ 牡・栗 ４／ ４

＊アイルハヴアナザー
栗 2009

パッシオーネ
栗 2010

Flower Alley
フラワーアリー

Arch's Gal Edith
アーチズギャルイーディス

ゼンノロブロイ

カーリーパッション

Distorted Humor
＊プリンセスオリビア
Arch
Force Five Gal

＊サンデーサイレンス
＊ローミンレイチェル
＊トニービン
ダイナカール

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊パロクサイド） 8 f
Mr. Prospector S 5×S 5×M 5 Danzig S 5×S 5

価格： 購買者：
母 パッシオーネ（10 栗 ゼンノロブロイ）入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
コンパッシオーネ（14 牡 栗 ＊クロフネ） ３勝
リモ（15 牝 栗 ＊カジノドライヴ） １勝

２代母 カーリーパッション（94 栗 ＊トニービン）１勝
パラディン（01 牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，紫川特別
フラムドパシオン（03 牡 ＊クロフネ）首入着，ＵＡＥダービー ３着，５勝，ヒヤシンス

Ｓ ，北総Ｓ，富嶽賞
ダートムーア（08 牝 ＊クロフネ）４勝，西脇特別， 入着２回，エンプレス杯 ３

着，レディスプレリュード ３着

３代母 ダイナカール（80 鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，ＡＪＣＣ ２着，報知
４歳牝馬特別２着，桜花賞３着，中山記念 ３着，etc.，優２牝，優３牝
カーリーエンジェル（90 牝 ＊ジヤツジアンジエルーチ）入着２回

エガオヲミセテ（95牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，マイラーズＣ ，サンスポ阪神牝
馬特別 ，府中牝馬Ｓ ２着，エリザベス女王杯 ３着，マーメイドＳ ３着，etc.

オレハマッテルゼ（00 牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，高松宮記念 ，京王杯スプ
リングＣ ，京王杯スプリングＣ ２着，東京新聞杯 ２着，京王杯スプリン
グＣ ３着，etc.，種牡馬

エアグルーヴ（93 牝 ＊トニービン）９勝，オークス ，天皇賞（秋） ，札幌記念 （２回），
産経大阪杯 ，マーメイドＳ ，チューリップ賞 ，ジャパンＣ ２着（２回），阪
神３歳牝馬Ｓ ２着，鳴尾記念 ２着，有馬記念 ３着，宝塚記念 ３着，エリザ
ベス女王杯 ３着，有馬記念 ５着，いちょうＳ ，年代表，優古牝
アドマイヤグルーヴ（00 牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，エリザベス女王杯
（２回），阪神牝馬Ｓ ，ローズＳ ，桜花賞 ３着，etc.，優古牝
ドゥラメンテ（12 牡 キングカメハメハ）首入着，ドバイシーマクラシック
２着，５勝，日本ダービー ，皐月賞 ，中山記念 ，宝塚記念 ２
着，etc.，優３牡，種牡馬

ルーラーシップ（07 牡 キングカメハメハ）首・香１勝，Ｑエリザベス二世Ｃ ，７勝，
ＡＪＣＣ ，金鯱賞 ，日経新春杯 ，ジャパンＣ ３着，etc.，種牡馬

特 徴 流星鼻梁小白断鼻小白・珠目正・髪中・左前半白・右前左後二白
生産牧場 北海道えりも町笛舞 能登 浩
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 １０，８００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 117 －
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中山厩舎－５号

61 ミストラルグリーンの１６ 牡・青鹿 ２／ ８

＊バゴ
黒鹿 2001

＊ミストラルグリーン
鹿 2002

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

＊エンドスウィープ

Messenger Miss
メッセンジャーミス

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie

＊フォーティナイナー
Broom Dance

＊デインヒル
Foreign Courier

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Courtly Dee ～ Judy-Rae） A 4
Northern Dancer S 4×M 5×M 5 Mr. Prospector S 4×M 4

価格： 購買者：
母 ＊ミストラルグリーン（02 AUS鹿 ＊エンドスウィープ）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（８）〕
セイウンヴィオラ（09 牡 黒鹿 フジキセキ） １勝
コージャラティ（11 牡 鹿 ダンスインザダーク） １勝
オーキッドメモリー（13 牝 鹿 ヴァーミリアン） ４勝
コルビージャック（14 黒鹿 ネオユニヴァース） ２勝
ベルアーシュ（15 牝 芦 ＊クロフネ） １勝

２代母 メッセンジャーミスMessenger Miss（96 USA鹿 ＊デインヒル）英出走
＊ナイツエンド（01 牝 ＊エンドスウィープ）豪入着２回

スリラーインマニラ（13 ＊キンシャサノキセキ） ４勝，昇竜Ｓ ２着
ワードWerd（04 Hussonet）豪１０勝，ＷＡＴＣカーネルリーヴズＳ ２着（２回），ベル

モントスプリント ３着，ＷＡＴＣＳ ，ＷＡＴＣバースデイＳ ２着，etc.

３代母 フォーリンクーリアForeign Courier（79 USA鹿 Sir Ivor）不出走
グリーンデザート Green Desert（83 牡 Danzig）愛・米・英・仏５勝，ジュライＣ ，ヘ

イドックスプリントＣ ，フライイングチルダーズＳ ，ジュライＳ ，英２０００ギ
ニー ２着，etc.，種牡馬

ユーセフィア Yousefia（89 牝 Danzig）米・英４勝，グレイトレイディエムＨ ，モーヴ
ィックＨ ２着，オータムデイズＨ ３着

＊マチカネハツシマダ（95 牝 Private Account）３勝，五泉特別
ダークシャドウ（07 牡 ダンスインザダーク）５勝，毎日王冠 ，エプソムＣ

，天皇賞（秋） ２着，札幌記念 ２着，京都記念 ２着，etc.
ミシカルガールMythical Girl（96 牝 Gone West）愛・英３勝，プリンセスマーガレ

ットＳ

４代母 コートリーディーCourtly Dee（68 USA黒鹿 Never Bend）米４勝
［曾孫］ ノーリーズン（99 牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，皐月賞 ，神戸新聞杯 ２

着，こぶし賞，種牡馬
バイエルン Bayern（11 牡 Offlee Wild）米６勝，ＢＣクラシック ，ハスケル
招待Ｓ ，ウッディスティーヴンズＳ ，ペンシルヴァニアダービー ，
オーサムアゲインＳ ３着，etc.，種牡馬

特 徴 小星・珠目上・波分長・左双門・初地・左後半白・右後一白
生産牧場 北海道新冠町新栄 松浦牧場
購買市場 セレクトセール 購買価格 ５，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 118 －
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中山厩舎－５号

62 メアリーズガーデンの１６ 牡・栗 ３／２９

＊ケープブランコ
栗 2007

－新種牡馬－

メアリーズガーデン
鹿 2005

Galileo
ガリレオ

Laurel Delight
ローレルディライト

＊ファルブラヴ

サンデーピクニック

Sadler's Wells
Urban Sea
Presidium
Foudroyer
Fairy King
Gift of the Night

＊サンデーサイレンス
＊アトール

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Anne of Essex ～ Queen of Essex） 2 i
Northern Dancer S 4×M 4 Fairy Bridge S 4×M 4

価格： 購買者：
母 メアリーズガーデン（05 鹿 ＊ファルブラヴ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（６）〕
カオスモス（10 牡 鹿 ＊マイネルラヴ）３勝，ダービー卿ＣｈＴ ２着，アーリントンＣ

２着，京王杯２歳Ｓ ３着，白秋Ｓ（１４００），千両賞（１６００），パラダイスＳ
（１４００）２着，オーロＣ （１４００）２着，洛陽Ｓ （１６００）３着，すずらん賞 （１２００）３着，

入着３回，ＯＲＯターフスプリント（Ｔ１０００）３着，桂樹杯（Ｔ１６００）３着
プラチナムスタング（12 牝 芦 ＊チチカステナンゴ） ４勝
ピクニックガーデン（13 牝 鹿 ＊カジノドライヴ） １勝
アワードウイナー（14 牡 鹿 ＊エンパイアメーカー） １勝
サイドストリート（15 牝 鹿 ＊ヨハネスブルグ） 不出走

２代母 サンデーピクニック（96 鹿 ＊サンデーサイレンス）英・仏２勝，クレオパトル賞
，ペネロープ賞 ３着，２勝，クイーンＳ ３着，安達太良特別，紫野特別

トーセンキャプテン（04 牡 ジャングルポケット）４勝，函館記念 ，アーリントン
Ｃ ，京都大賞典 ３着，こぶし賞，大阪―ハンブルクＣ ３着

トーセンアドミラル（07 牡 キングカメハメハ）５勝， ７勝，京成盃グランドマイラ
ーズ，マイルＧＰ，スパーキングサマーＣ，京成盃グランドマイラーズ２着，スパ
ーキングサマーＣ３着，etc.

３代母 ＊アトール（87 IRE鹿 Caerleon）愛・英・伊・仏３勝，伊オークス ，伊１０００ギニー
，愛オークス ２着

４代母 シャーリーリーフ Shirley Reef（80 GB鹿 Shirley Heights）伊３勝，クリテリウムパ
ルテノペオ
［孫］ ドヴァルモン De Valmont（97 ＊デヒア）米・豪８勝，モーヴィックＨ ２

着，ホークスベリーギニーズ
アクロポーラ Acropora（92 牝 Rory's Jester）豪２勝，ＨＣニチュケＳ ２着

［曾孫］ チンクエチェント Cinque Cento（01 牝 Nothin' Leica Dane）豪５勝，ＢＲＣドゥ
ームベンＣ ，クイーンオヴザサウスＳ ，ドゥームベンロージズＳ ，
クイーンズランドオークス ２着，ジョンＦフィーハンＳ ３着，etc.

ドゥージスドゥーザット Dothis Dothat（02 ＊コマンズ）豪５勝，ＳＴＣパ
ラマッタＣ ２着

特 徴 流星・珠目二・髪中・前二白・左後細長白
生産牧場 北海道新ひだか町三石福畑 沖田 忠幸
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，１８４，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 119 －
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中山厩舎－５号

63 シークレットソングの１６ 牡・栗 ４／ ７

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

シークレットソング
栗 2004

＊ヘネシー

Myth
ミス

＊カリズマティック

＊シークレッツトールド

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn
Summer Squall
Bali Babe
Alydar
Lady's Secret

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Dawn Ray ～ Black Ray） 22 d
Storm Bird S 4×M 4 Raise a Native M 4×S 5 Secretariat M 4×S 5×M 5

価格： 購買者：
母 シークレットソング（04 栗 ＊カリズマティック）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（１１）〕
ジャーラベンナ（10 牡 栗 ＊アルカセット）２勝
ブライアンズソング（11 栗 ＊ブライアンズタイム） ７勝
マラカイトスター（12 牝 栗 ＊シニスターミニスター）１勝， ４勝

２代母 ＊シークレッツトールド（90 USA栗 Alydar）米出走
カステリシークレッツ Castelli Secrets（94 Leo Castelli）米１１勝，テハノランＳ ２着
イダスカリ Idazkari（95 牝 Shadeed）仏１勝

イザルー Isalou（01 牝 Unfuwain）仏１勝
トゥーデイズインパリス Two Days in Paris（09 牝 Authorized）英・仏５勝，ク
ラオン市大賞 ３着

ムーンライトインパリスMoonlight in Paris（12 牝 Literato）仏３勝，リューリ
ー賞 ２着

テイエムハーバー（99 牝 ＊ボストンハーバー）２勝，飛竜特別

３代母 レイディズシークレット Lady's Secret（82 USA芦 Secretariat）米２５勝，ＢＣディスタ
フ ，ホイットニーＨ ，サンタマルガリータＨ ，ベルダムＳ （２回），etc.，年代表

＊グッドルックス（92 牝 Mr. Prospector）３勝，鷹ケ峰特別，醍醐特別
キョウワハピネス（01 牝 ＊オース）３勝，ファルコンＳ ，雪うさぎ賞

＊スリーピングインシアトル（95 牝 Seattle Slew）不出走
サウンドバリアー（07 牝 ＊アグネスデジタル）２勝，フィリーズレビュー

４代母 グレイトレイディエム Great Lady M.（75 USA芦 Icecapade）米１４勝，エイグリー
ムＨ ，ラブレアＳ ，モーヴィックＨ ３着，ラスフローレスＨ ３着
［孫］ ビリーヴ（98 牝 ＊サンデーサイレンス）１０勝，スプリンターズＳ ，高松宮記

念 ，函館スプリントＳ ，セントウルＳ ，スプリンターズＳ ２着，etc.，
優古牝

［曾孫］＊ジャンダルム（15 牡 Kitten's Joy） ２勝，デイリー杯２歳Ｓ ，ホープフル
Ｓ ２着

特 徴 額刺毛・下唇白・珠目二・右髪中
生産牧場 北海道新ひだか町三石豊岡 斉藤スタッド
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ８，１００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 120 －
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中山厩舎－５号

64 ジュエリストの１６ 牡・黒鹿 ４／１９

＊シンボリクリスエス
黒鹿 1999

ジュエリスト
鹿 2009

Kris S.
クリスエス

Tee Kay
ティーケイ

ダイワメジャー

アクティビスト

Roberto
Sharp Queen
Gold Meridian
Tri Argo

＊サンデーサイレンス
スカーレットブーケ

＊フレンチデピュティ
ワーキングガール

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ナイトライト） 22 d
Hail to Reason S 4×M 5 ノーザンテーストM 4×M 5 Crimson Satan S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ジュエリスト（09 鹿 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
グローリアスカント（14 牝 栗 キングヘイロー） ５勝

２代母 アクティビスト（02 鹿 ＊フレンチデピュティ）入着２回
パームアイランド（08 牝 フジキセキ）１勝

３代母 ワーキングガール（88 鹿 ＊パドスール）４勝
クラフトマンシップ（95 牡 ＊フレンチグローリー）５勝，函館記念 ，函館記念 ２着，中

山金杯 ２着，新潟大賞典 ３着，富嶽賞，巴賞 ２着，メトロポリタンＳ ２着
ワーキングイオン（98 牝 ＊ジェイドロバリー）１勝

ワーキングボーイ（03 牡 ＊エンドスウィープ）５勝，藤森特別
ワーキングウーマン（04 牝 フジキセキ）４勝
ワーキングプライド（12 牝 ＊ハービンジャー）４勝，三面川特別，御室特別，粟
島特別

クラフトワーク（00 牡 ＊ペンタイア）６勝，ＡＪＣＣ ，中山金杯 ，函館記念 ，東京
新聞杯 ２着，青葉賞 ３着，ＴＶ静岡賞，フリージア賞，すみれＳ ２着

ラヴォランテ（05 ＊シンボリクリスエス）３勝，長良川特別
ガールズトーク（08 牝 ステイゴールド）不出走

トーセンナチュラル（12 牝 メイショウサムソン）１勝，スイートピーＳ ２着

４代母 シヤダイワーデン（77 栗 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ ダイナコスモス（83 牡 ＊ハンターコム）４勝，皐月賞 ，Ｒたんぱ賞 ，朝日杯

３歳Ｓ ２着，弥生賞 ２着，京成杯 ３着，日本ダービー ５着，種牡馬
［孫］ エナジーストーン（92 牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，おけさ特別，飯豊特別
［曾孫］ メイショウトウコン（02 牡 マヤノトップガン）７勝，東海Ｓ ，エルムＳ

，平安Ｓ ，etc.， ２勝，ブリーダーズＧＣ ，
名古屋大賞典 ，etc.

ウォーゲーム（04 牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，睦月賞，木曽川特別
タガノプレイメイト（97 牝 ＊グルームダンサー）３勝，露草賞

特 徴 珠目正・髪中・波分長
生産牧場 北海道新冠町朝日 有限会社 大作ステーブル
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，５６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 121 －
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中山厩舎－５号

65 ユリオプスデイジーの１６ 牡・鹿 ４／２０

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

ユリオプスデイジー
栗 2009

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

フジキセキ

＊ロジカルクィーン

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
Deputy Minister

＊ラグナセカ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Spotted Beauty ～ Silver Beauty） 3 o
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 ユリオプスデイジー（09 栗 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ダイワアジール（14 牡 栗 ディープブリランテ）出走， 地方不出走
マッテマシタ（15 牝 栗 ローエングリン） １勝

２代母 ＊ロジカルクィーン（00 USA鹿 Deputy Minister）１勝
サンダーストラック（08 牡 アグネスタキオン）入着３回， ３勝，福山王冠２着

３代母 ＊ラグナセカ（92 USA鹿 Seattle Slew）米３勝，レイルバードＳ ３着，アルボルヴ
ィタエＳ ，ＣＥＲＦＳ ３着，パサディナＳ ３着

＊モアザンベスト（02 牝 Giant's Causeway）４勝，札幌スポニチ賞，キーンランドＣ，立待
岬特別
タイセイドリーム（10 牡 ディープインパクト） ４勝，阿賀野川特別，渥美特別，

金山特別，障害４勝，新潟ジャンプＳ
＊サーキットレディ（04 牝 Grand Slam）３勝，ＳＴＶ賞，美利河特別

ダノングラシアス（12 牝 マンハッタンカフェ）１勝，ファンタジーＳ ２着

４代母 トピカウント Topicount（85 USA栗 Private Account）米９勝，レアパフュームＳ ，
モンマスパークＢＣＨ ，エイコーンＳ ２着，ジョンＡモリスＨ ２着，アーリン
トンメイトロンＨ ２着，etc.
［子］ ウィニングシーズンWinning Season（02 牝 Lemon Drop Kid）米４勝，デムワ

ゼルＳ ３着，ブシャーＳ ３着，ケンタッキーＣジュヴェナイルフィ
リーズ ３着

［孫］ ロダイニ Rodaini（14 牡 Exchange Rate） 首・米・英５勝，フライイングス
コッツマンＳ ，ユアラピアンフリーＨ ２着

サノスケ Sanosuke（10 Haradasun） 豪５勝，フレミントンフェスティヴ
ァルＳ ３着

［曾孫］ エフトループ Ef Troop（15 Spirit Of Boom） 豪２勝，フェランレディＳ
レイディヴァレリー Lady Valery（14 牝 Indy Vidual） 巴・米７勝，ガブリエ
ル＆アルタミラノドゥケ賞，テミストクレスディアスＱ賞，ラフィット
ピンカイ賞，ルル，ベイビー＆ロベルトアランゴチアリ賞，アルベルト
デオバリオ賞，etc.

特 徴 小星・珠目正・波分・初地・沙流上
生産牧場 北海道新ひだか町静内田原 千代田牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，２４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 122 －
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中山厩舎－５号

66 ゴートゥザノースの１６ 牡・栗 ４／１３

＊バゴ
黒鹿 2001

ゴートゥザノース
栗 2003

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

アグネスタキオン

＊オークミード

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ
Lomond
Amazer

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Hasty Girl ～ Admiration） 14 b
Northern Dancer S 4×M 4 Halo M 4×S 5

価格： 購買者：
母 ゴートゥザノース（03 栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
ミサトダイヤ（08 牡 鹿 アドマイヤコジーン） １勝
ミラクルスター（09 牝 栗 スターリングローズ） ３勝
ミンナノユメノセテ（14 牝 栗 ＊サマーバード） １勝

２代母 ＊オークミード （90 IRE 鹿 Lomond）愛・米・英・仏２勝，英オークス ３着，愛
オークス ３着，ポモーヌ賞 ３着，リングフィールドオークストライアルＳ
ミルベックMirbeck（96 牝 Gone West）米・英１勝

タンゴファイアーTango Fire（03 牝 Anabaa）豪２勝
タンゴズドーター Tango's Daughter（10 牝 Redoute's Choice）豪５勝，クイーン
オヴザサウスＳ ，ＨＣニチュケＳ ，オールウェイズウェルカムＳ ３
着，ウィークエンドハスラーＳ ３着

タンゴレイン Tango Rain（13 Manhattan Rain） 豪３勝，ＡＴＣサンドメニ
コＳ ２着

レイクミード（01 牝 ダンスインザダーク）入着２回
ダイワナイト（07 牡 サクラバクシンオー）５勝，市川Ｓ，ＨＢＣ賞，さくらんぼ特

別，カンナＳ ２着

３代母 アメイザー Amazer（75 USA栗 Vaguely Noble）米・仏４勝，ロワイヤリュー賞 ，
ミネルヴ賞 ２着，ポモーヌ賞 ２着，ヴェルメイユ賞 ３着，カナディアンインタ
ーナショナル ３着，イエローリボンＳ ，サンタアナＨ ２着
ディライター Delighter（85 牝 ＊リイフオー）米・仏４勝，イエローリボンＳ ，ロスマン

ズ国際Ｓ ３着，ティベールヴィル賞 ，トゥーレル賞 ２着，ジュベール賞 ３着

４代母 セイルデイ Sale Day（65 USA鹿 To Market）米１２勝，スピンスターＳ，フォールズ
シティＨ，デラウェアオークス２着，スピンスターＳ３着
［子］ スポーティングヤンキー Sporting Yankee（74 牡 Vaguely Noble）英・仏３勝，

英フュチュリティＳ ，ジェフリーフリアＳ ２着，クレイヴァンＳ
２着，ジョンポーターＳ ３着，種牡馬

特 徴 流星断鼻梁小白・上唇白・珠目二・髪中・右鐙端・右後双門・左前右後二白
生産牧場 北海道新ひだか町静内田原 北海道静内農業高等学校
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，６１６，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 123 －
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中山厩舎－１２号

67 モルフェスペシャルの１６ 牡・栗 ４／２７

＊スクワートルスクワート
黒鹿 1998

モルフェスペシャル
栗 2006

Marquetry
マーケトリー

Lost the Code
ロストザコード

スペシャルウィーク

＊ハリケーンキャット

Conquistador Cielo
Regent's Walk
Lost Code
Smarter by the Day

＊サンデーサイレンス
キャンペンガール
Storm Cat
Muriesk

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Cosmah ～ Almahmoud） 2 d
Northern Dancer S 5×M 5 CosmahM 5×M 5

価格： 購買者：
母 モルフェスペシャル（06 栗 スペシャルウィーク） 入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（４）〕
シングンパワー（12 牡 栗 ＊モルフェデスペクタ）１勝， １勝
クルミネ（13 牝 鹿 ソングオブウインド） １勝
ヴィクトリーパワー（14 牡 鹿 ＊モルフェデスペクタ） ２勝
カシノシャイン（15 牝 栗 モルフェサイレンス） 出走

２代母 ＊ハリケーンキャット（92 USA鹿 Storm Cat）米２勝
ダイショウリュウ（01 牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝， １勝

３代母 ムリエスクMuriesk（79 USA鹿 Nashua）米３勝，ストローズＨ ２着
ズアエトレ Zuaetreh（84 牝 Raise a Native）英入着

トリプルジーTriple Zee（94 牝 Zilzal）不出走
カウヴェリー Cauvery（98 Exit to Nowhere）英・伊・豪・香２勝，ダイオメ
ドＳ ２着，オンザハウスＳ ３着

マイレインボーMy Rainbow（87 牝 Lyphard）不出走
パシフィックシティ Pacific City（93 牝 Carson City）米４勝

＊エイシンロンバード（02 牡 Victory Gallop）６勝，武蔵野Ｓ ，ホンコンＪク
ラブＴ，青梅特別，相模特別， １勝，マーキュリーＣ ３着

レイクヒューロン Lake Huron（95 牝 Salt Lake）米３勝
ソルティリスポンス Salty Response（03 牝 Cozzene）米３勝，レイディズシー
クレットＳ

ソルティストライク Salty Strike（08 牝 Smart Strike）米９勝，ガーデニアＳ ，
ドグウッドＳ ，チルッキＳ ３着，デビュターントＳ ３着，マリーＨジ
ョージＳ ，etc.

イロクオイガール Iroquois Girl（10 牝 Indian Charlie）米３勝，ライトニングシ
ティＳ ３着

メディシンボーMedicine Bow（98 牝 Pioneering）米１勝，ミスグリジョＳ ３着

４代母 コズミアCosmiah（59 USA鹿 Olympia）不出走
［孫］ アワケイシーズボーイ Our Casey's Boy（81 牡 Blushing Groom）米３勝，米シ

ャンペインＳ ３着，種牡馬

特 徴 流星鼻梁白鼻梁小白鼻大白上唇大白・珠目二・波分・初地・左前一白・後二長白
生産牧場 青森県上北郡東北町 町屋 勝幸
購買市場 八戸市場 購買価格 ３，３４８，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 124 －
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中山厩舎－１２号

68 バンダムメッシの１６ 牡・栗 ４／１２

＊ヘニーヒューズ
栗 2003

バンダムメッシ
栗 2010

＊ヘネシー

Meadow Flyer
メドーフライアー

＊フレンチデピュティ

＊グリーリーランド

Storm Cat
Island Kitty
Meadowlake
Shortley
Deputy Minister
Mitterand
Mr. Greeley
Miss Dreamland

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Frizeur ～ Frizette） 13 c
Hold Your Peace S 4×M 4 Northern Dancer S 5×M 5 Mr. Prospector M 5×M 5

価格： 購買者：
母 バンダムメッシ（10 栗 ＊フレンチデピュティ）不出走
初仔

２代母 ＊グリーリーランド（99 USA栗 Mr. Greeley）４勝，船橋Ｓ，秋吉台特別，はやぶさ賞，
ＴＶ愛知ＯＰ ２着，駿風Ｓ ２着，福島民報杯 ３着
グリッドマトリクス（06 牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，八ヶ岳特別，米沢特別
ウインスラッガー（09 牡 ダイワメジャー）２勝， 入着２回

３代母 ミスドリームランドMiss Dreamland（90 USA栗 Naevus）米１勝
ドリームラン Dream Run（98 牡 Cherokee Run）米５勝，ガルフストリームスプリントＣ

ｈ．Ｈ ，ダービートライアルＳ ２着，ケンタッキーＣスプリントＳ ３着，イ
リノイダービー ３着，ペリーヴィルＳ ，種牡馬

４代母 ドリームローンチDream Launch（84 USA栗 Relaunch）米・英３勝
［子］ ウェスタンドリーマーWestern Dreamer（93 牝 Gone West）米２勝，スピナウ

ェイＳ ３着，アディロンダックＳ ３着，スカイラヴィルＳ ３着，Ｗ
ＨＡＳティーヴィＳ ，デビュターントＳ ２着，ガウエルＳ ２着

ウドントウィーオールWould'nt We All（94 牡 Woodman）米１２勝，アケダクト
Ｈ ３着，トボガンＨ ，マーファＳ ２着，種牡馬

トラジェクトリー Trajectory（97 牡 Gone West）米６勝，シーグラムＣ ，ウ
ォーミンスターＳ ，シェッキーグリーンＨ ２着，種牡馬

［孫］ ホワイトソックスWhite Socks（02 牡 Belong to Me）米１勝，ベイショアＳ ２着
［曾孫］ キャッシュフォークランカーズ Cash for Clunkers（08 牝 Tiznow）米４勝，オ

グデンフィップスＨ ２着，ヘザーテンＳ

５代母 プレジャーサム Pleasuresome（77 USA黒鹿 What a Pleasure）不出走

６代母 ドリームパス Dream Path（65 USA青 Ambehaving）米４勝，スピナウェイＳ２着
［子］ リンダズチーフ Linda's Chief（70 牡 Chieftain）米１５勝，サンフェリペＨ ，サ

ラナクＳ ，サンハシントＳ ，ウィザーズＳ ，ポンティアックグラン
プリ ，etc.

特 徴 珠目正・吭搦右・波分長
生産牧場 北海道新ひだか町静内豊畑 有限会社 石川牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，４００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 125 －
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中山厩舎－１４号

69 マヤノカピオラニの１６ ・栗 ３／２１

＊パイロ
黒鹿 2005

マヤノカピオラニ
栗 2006

Pulpit
プルピット

Wild Vision
ワイルドヴィジョン

キングカメハメハ

＊ヴィーナスコロニー

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

＊マンファス
Nureyev
Magna of Illusions

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Ampola ～ Blue Denim） 16 c
Nureyev M 3×M 5 Mr. Prospector S 4×M 4 Nearctic S 5×M 5

価格： 購買者：
母 マヤノカピオラニ（06 栗 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 ＊ヴィーナスコロニー（98 USA栗 Nureyev）仏１勝
プロトコル（11 牡 スクリーンヒーロー） ５勝，錦秋Ｓ，小金井特別，立川特別，欅Ｓ ３着

３代母 マグナオヴイルージョンズMagna of Illusions（87 USA栗 Roberto）米１勝
マグナプロMagna Pro（94 Procida）米７勝

４代母 ノルミア Normia（81 GB芦 Northfields）仏１勝，カロンヌ賞 ３着
［子］ ＊メタモルフォース（88 牝 Lord Avie）米・仏３勝，ゲイムリーＨ ，ボーゲイＨ

２着，サンドリンガム賞 ２着，コロネイション賞 ，カロンヌ賞 ２着，etc.
［孫］ ＊ドリームウェル（95 牡 Sadler's Wells）愛・米・英・仏４勝，仏ダービー ，愛

ダービー ，ゴントービロン賞 ，ラフォルス賞 ，サンクルー大賞 ３
着，etc.，年代表，種牡馬

スラマニ Sulamani（99 牡 Hernando）首・米・英・仏９勝，仏ダービー ，ア
ーリントンミリオンＳ ，ヨークインターナショナルＳ ，カナダ国際
Ｓ ，ターフクラシック招待Ｓ ，etc.，種牡馬

メタモルキング（02 牡 ＊タバスコキャット）入着２回， １２勝，岩鷲賞３着
ディージェリーレイ D Gerry Ray（97 牝 Lord Avie）米２勝，アーヴィングデ
ィスタフＳ ３着

［曾孫］ スーサンライダー（04 牡 アグネスタキオン）４勝，小倉２歳Ｓ ３着，苗場
特別，ききょうＳ ２着，フェニックス賞 ３着

ガンダーラ（06 牡 ＊オペラハウス）６勝，小倉日経ＯＰ ，錦Ｓ，木津川特別，
六甲Ｓ ３着

グッドバイノーマジーン Goodbye Norma Jean（04 牝 Tale of the Cat）米１０勝，
ハリーＷヘンソンＨ ３着

５代母 ミアポーラMia Pola（66 FR芦 Relko）仏３勝，ラロシェット賞
［曾孫］ テュズラ Tuzla（94 牝 Panoramic）米・仏１２勝，ラモナＨ ，ブエナヴィスタ

Ｈ ，サンフランシスコＢＣマイルＨ ，ダリアＨ ，パロマーＨ ，etc.

特 徴 流星・珠目上・右髪中・芭蕉上・左後小白
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 購買価格 ４，８６０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 126 －
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中山厩舎－１４号

70 アグネスフィーバーの１６ ・鹿 ３／１５

エイシンフラッシュ
黒鹿 2007

＊アグネスフィーバー
鹿 2005

＊キングズベスト

＊ムーンレディ

Vindication
ヴィンディケイション

Regally Appealing
リーガリーアピーリング

Kingmambo
Allegretta
Platini
Midnight Fever
Seattle Slew
Strawberry Reason
Valid Appeal
Regal Pennant

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Bracegirdle） A 1
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 ＊アグネスフィーバー（05 USA鹿 Vindication）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（６）〕
アグネスアミニソル（11 牝 鹿 ＊アグネスデジタル） ３勝
アグネスファイン（12 牝 青鹿 マンハッタンカフェ）入着， ２勝
マテラアリオン（13 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ） １勝，中京２歳Ｓ （１６００）２着，

ダリア賞 （１４００）３着
マテラグローバル（14 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ） １勝
アイビリーブ（15 牡 鹿 マンハッタンカフェ） 出走

２代母 リーガリーアピーリング Regally Appealing（97 USA黒鹿 Valid Appeal）米３勝，
アディロンダックＳ ，ダヴォナデイルＳ ２着，スカイラヴィルＳ ３着，フォワ
ードギャルＳ ３着，ケンタッキーＣジュヴェナイルフィリーズ
アピーリングブライドAppealing Bride（02 牝 Unbridled's Song）米２勝

アピーリングテイルAppealing Tale（10 Tale of the Cat）米６勝，パットオブライ
エンＳ ，ケルソＨ ，トリプルベンドＳ ２着，サンパスカルＳ ２着，サ
ンディエゴＨ ２着，ミッドナイトリュートＳ ３着

３代母 リーガルペナント Regal Pennant（88 CAN黒鹿 Banner Bob）米４勝，オンタリオ
デビュターントＳ
リーガルミスコープランRegal Miss Copelan（95 牝 Copelan）米２勝

ロックポートハーバー Rockport Harbor（02 牡 Unbridled's Song）米５勝，レムゼン
Ｓ ，エセックスＨ ，ナシュアＳ ，レベルＳ ２着，種牡馬

リーガルポイントRegal Point（03 牝 Point Given）不出走
ハーマジェスティズフラッグ Her Majesty's Flag（12 牝 Midshipman） 米・加３勝，

ダッチェスＳ

４代母 リーガルリレイションRegal Relation（79 CAN鹿 Kamaraan）不出走
［子］ シュアーダッド Sure Dad（83 牡 Governor Max）米５勝，トロントＣ ３着

５代母 リーガルタッドRegal Tad（72 CAN鹿 ＊ヴアイスリーガル）米４勝
［子］ グースグリーン Goose Green（80 Kamaraan）米２５勝，ハイランダーＨ ３着

特 徴 珠目下・波分長・沙流上
生産牧場 北海道浦河町野深 高松牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，２４０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 127 －
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中山厩舎－１０号

71 ローマンクィーンの１６ ・鹿 １／２６

ハーツクライ
鹿 2001

＊ローマンクィーン
黒鹿 2009

＊サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

Holy Roman Emperor
ホーリーローマンエンペラー

Wadud
ワドゥード

Halo
Wishing Well

＊トニービン
＊ビユーパーダンス
＊デインヒル
L'On Vite
Nashwan
The Perfect Life

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Cutaway ～ Schiaparelli） 8 c
Northern Dancer S 5×M 5×M 5×M 5

価格： 購買者：
母 ＊ローマンクィーン（09 GB黒鹿 Holy Roman Emperor）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ケイティーガザミ（14 牡 黒鹿 ＊エンパイアメーカー） １勝
ベルウッドショウゴ（15 牡 鹿 タニノギムレット） 出走

２代母 ワドゥードWadud（00 GB鹿 Nashwan）英出走
アイスクイーン Ice Queen（05 牝 Danehill Dancer）愛・英・仏２勝，ノーブレスＳ ，愛

オークス ２着
フェーリクスメンデルスゾーン Felix Mendelssohn（11 Galileo） 愛・英１勝，

バックハウンズＳ ３着

３代母 ザパーフェクトライフ The Perfect Life（88 IRE 黒鹿 ＊トライマイベスト）仏２勝，
ボワ賞 ，ロベールパパン賞 ３着，アンプリュダンス賞
ナジヤ Najiya（93 牝 Nashwan）英２勝，チヴァリーパークＳ ３着
ラバフ Rabah（95 牡 Nashwan）米・英５勝，ゴードンＳ ，グレイトヴォルティジュー

ルＳ ２着，カンバーランドロッジＳ ２着，プリドミネイトＳ ，ジュライトロ
フィ ，etc.，種牡馬

４代母 ミルプリンセスMill Princess（77 IRE 鹿 Mill Reef）仏１勝
［子］ ＊ラストタイクーン（83 牡 ＊トライマイベスト）米・英・仏８勝，ＢＣマイル

，キングズスタンドＳ ，スプリントＣｈ ，グロシェーヌ賞 ，サン
ジョルジュ賞 ，etc.，種牡馬

［孫］ ヴァレンタインウォルツ Valentine Waltz（96 牝 Be My Guest）愛・英・仏３
勝，仏１０００ギニー ，ネルグウィンＳ ，ロックフェルＳ ２着，英１０００
ギニー ３着，コロネイションＳ ３着，etc.

タイブラック Tie Black（03 牝 Machiavellian）仏４勝，仏１０００ギニー ，アス
タルテ賞 ３着，Ａモールオン賞 ，ファンランド賞 ３着

センスオヴスタイル Sense of Style（02 牝 ＊サンダーガルチ）米３勝，メイト
ロンＳ ，スピナウェイＳ ，プライオレスＳ ３着

イモータルヴァース Immortal Verse（08 牝 Pivotal）英・仏４勝，ジャックル
マロワ賞 ，コロネイションＳ ，サンドリンガム賞 ，オマール賞 ２
着，クイーンエリザベス二世Ｓ ３着

特 徴 流星・鼻白断上唇小白・珠目上・初地・左沙流上・左後一白
生産牧場 北海道新ひだか町静内真歌 タイヘイ牧場
購買市場 セレクトセール 購買価格 １０，８００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 128 －
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中山厩舎－１０号

72 ラブミークリームの１６ ・芦 ４／２２

＊ダンカーク
芦 2006

－新種牡馬－

ラブミークリーム
芦 2009

Unbridled's Song
アンブライドルズソング

Secret Status
シークレットステイタス

＊スウェプトオーヴァーボード

ロマンスレディー

Unbridled
Trolley Song
A.P. Indy
Private Status

＊エンドスウィープ
Sheer Ice
Caro

＊シユジンスキー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Levee ～ Bourtai） 9 f
Caro M 3×S 4 Mr. Prospector S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ラブミークリーム（09 芦 ＊スウェプトオーヴァーボード） ７勝
初仔

２代母 ロマンスレディー（89 芦 Caro）不出走
ブイヤマト（99 牡 ＊ウォーニング）６勝，栗東Ｓ ，秋吉台特別
イイデサンドラ（07 牝 サクラプレジデント）２勝，菜の花賞

３代母 ＊シユジンスキー（80 USA栗 Nijinsky）不出走
ワンダリングレイスWandering Lace（84 牝 Private Account）米１勝

ドリナ Drina（88 牝 Regal and Royal）米１１勝，ヴィスカヤＨ ，ミストロピカルＨ
２着，アスピディストラＨ ２着
スペイン Spain（97 牝 ＊サンダーガルチ）米９勝，ＢＣディスタフ ，ラブレア
Ｓ ，フルールデリスＨ ，ルイヴィルＢＣＨ ，ラカニャーダＳ ，etc.

プエルトバヌス Puerto Banus（99 牡 Supremo）米５勝，サンルイスオビスポＨ
，サンセットＨ ，種牡馬

ファンタスティックスペイン Fantastic Spain（00 牡 Fantastic Fellow）米５勝，
ゴールデンゲイトフィールズＢＣＳ ，ベイメドーズＢＣＨ ２着，スタ
ンフォードＢＣＨ ３着，種牡馬

プリティプリティレイディ Pretty Pretty Lady（93 牝 Only Dreamin）米２勝
プライムリアルエステイト Prime Realestate（05 Prime Timber）米９勝，アー
リントンクラシック ２着

ステルチェラ Stelluchella（94 牝 Honor Grades）米１勝
アルフォンシナ Alfonsina（02 牝 Grand Slam）米２勝，オールドハットＳ ２
着，ヴァリーストリームＳ ２着，シカーダＳ ３着

トップブリリアンス（95 牝 ＊クリミナルタイプ）不出走
パッションマリー（01 牝 ＊ティンバーカントリー） ６勝，サラブレッドＣ

４代母 シュフルール Shufleur（74 USA鹿 Tom Rolfe）米３勝，ヴィレジャーＳ ３着
［子］ マンゾッティManzotti（83 牡 Nijinsky）米・英・仏８勝，カンタベリーＣ ，

ジョンＢキャンベルＨ ，トレントンＨ ，ミシガンマイルアンドワン
エイスＨ ２着，ニューオーリンズＨ ３着，etc.，種牡馬

特 徴 流星鼻梁小白鼻白・珠目上
生産牧場 北海道新ひだか町三石川上 三石川上牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，７８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 129 －
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中山厩舎－１０号

73 レディパッションの１６ ・黒鹿 ５／ ７

ルーラーシップ
鹿 2007

レディパッション
青 2011

キングカメハメハ

エアグルーヴ

ネオユニヴァース

＊アリゲーターアリー

Kingmambo
＊マンファス
＊トニービン
ダイナカール

＊サンデーサイレンス
＊ポインテッドパス
Gone West
Mackie

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Admiring ～ Searching） 1 s
Mr. Prospector S 4×M 4

価格： 購買者：
母 レディパッション（11 青 ネオユニヴァース） ３勝
初仔

２代母 ＊アリゲーターアリー（98 USA黒鹿 Gone West）米出走
ウエヲムイテアルコ（13 牡 マンハッタンカフェ） ２勝

３代母 マッキーMackie（93 USA黒鹿 Summer Squall）米３勝，ブシャーＳ ，フェアグ
ラウンズオークス ２着，アシュランドＳ ３着
ミスターメロンMr. Mellon（99 牡 Red Ransom）米３勝，アーリントンクラシック ，ジ

ェファーソンＣ ２着，ラッシュアウェイＳ ，種牡馬
＊シーキングザベスト（01 牡 Seeking the Gold）８勝，武蔵野Ｓ ，根岸Ｓ ２着，プロキ

オンＳ ２着，etc.， １勝，東京盃 ２着，北海道スプリントＣ ２着，種牡馬
モンフルールMontfleur（02 牝 Sadler's Wells）英出走

マウィンゴMawingo（08 牡 Tertullian）星・伊・豪・独５勝，ＢＲＣドゥームベン
Ｃ ，バヴァーリアンクラシック ，ＣＦオールＳ ２着，シンガポール国際
Ｃ ３着，ＡＤホリンデイルＳ ３着，etc.，種牡馬

４代母 グローイングトリビュート Glowing Tribute（73 USA鹿 Graustark）米９勝，シープ
スヘッドベイＨ （２回），ダイアナＨ
［子］ シーヒーロー Sea Hero（90 牡 ＊ポリッシュネイビー）米６勝，ケンタッキー

ダービー ，トラヴァーズＳ ，米シャンペインＳ ，ボーリンググリー
ンＨ ２着，ブルックリンＨ ３着，etc.，種牡馬

ヒーローズオナー Hero's Honor（80 牡 Northern Dancer）米８勝，ユナイテド
ネイションズＨ ，ボーリンググリーンＨ ，レッドスミスＨ ，フォー
トマーシーＨ ，ラトガーズＨ ３着，種牡馬

グローイングオナー Glowing Honor（85 牝 Seattle Slew）米６勝，ダイアナＨ
（２回），リークサブルＳ ，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ ３着

［孫］ イースタンエコー Eastern Echo（88 牡 Damascus）米３勝，米フュチュリティ
Ｓ ，種牡馬

モーツァルトMozart（98 牡 ＊デインヒル）愛・米・英５勝，ジュライＣ ，ナ
ンソープＳ ，ジャージーＳ ，愛２０００ギニー ２着，テトラークＳ ３
着，etc.，種牡馬

特 徴 流星鼻梁白鼻梁小白断鼻白・珠目正・吭搦右・右前半白・左後一白
生産牧場 北海道新ひだか町三石本桐 ヒサイファーム
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，７７６，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 130 －
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中山厩舎－１０号

74 ホシノメガミの１６ ・鹿 ５／１４

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

ホシノメガミ
鹿 2000

＊ヘネシー

Myth
ミス

＊サンデーサイレンス

ダイアナスキー

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn
Halo
Wishing Well
マルゼンスキー
ダイアンベンチヤ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ダイアンケー） 9 c
Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ホシノメガミ（00 鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－４（１４）〕
ミッキースター（05 牡 青鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
タカオミレニアム（07 牝 鹿 ＊クロフネ） ２勝
ラポール（08 牝 黒鹿 ジャングルポケット）入着４回， ６勝
スターポケット（10 牝 黒鹿 ジャングルポケット） ５勝
ティーポイズン（11 牡 栗 キングカメハメハ） ４勝
メイショウアキヅキ（14 牝 鹿 ルーラーシップ） １勝

２代母 ダイアナスキー（91 鹿 マルゼンスキー）不出走
ケイアイベール（96 牝 サクラユタカオー）不出走

マイネレーツェル（05 牝 ステイゴールド）４勝，ローズＳ ，フィリーズレビ
ュー ，愛知杯 ３着，フェアリーＳ ３着，小倉２歳Ｓ ３
着，エリザベス女王杯 ４着，白菊賞，フェニックス賞 ２着

レッドミラクル（07 牝 ミラクルアドマイヤ）不出走
フューチャースター（11 牡 アッミラーレ） ５勝，兼六園ジュニアＣ，百万石

ジュニアＣ３着

３代母 ダイアンベンチヤ（78 鹿 ＊ヴエンチア） １勝
ウイルムーン（87 牝 ＊ミルジヨージ）１勝

メイショウアヤメ（95 牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，報知４歳牝馬特別 ２着，葵
Ｓ ，フェニックス賞 ，小倉日経ＯＰ ２着

ハーディス（01 牡 ジェニュイン） ３勝，ウイナーＣ２着，オパールＣ２着
プリンセスホーラー（92 牝 トウシヨウボーイ）１勝

ホシノプレゼント（00 牡 ＊ラムタラ）４勝，白井特別

４代母 マルイチジヨウオー（72 栗 シンザン）２勝

５代母 ダイユウ（60 鹿 ＊ライジングフレーム）不出走
［子］ オウジヤ（67 牡 ＊ヒンドスタン）６勝，愛知杯，ＣＢＣ賞，新潟記念２着，中日

新聞杯３着，アクアマリンＳ，鏡ケ浦特別， ７勝，シアンモア記念２
着，みちのく大賞典３着

特 徴 小星・珠目正・髪中・右頚中
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 購買価格 ４，５３６，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 131 －
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中山厩舎－１０号

75 アースメイの１６ ・鹿 ５／１７

＊プリサイスエンド
黒鹿 1997

アースメイ
鹿 2011

＊エンドスウィープ

Precisely
プリサイスリー

スズカマンボ

ビツキーロイヤル

＊フォーティナイナー
Broom Dance
Summing
Crisp 'n Clear

＊サンデーサイレンス
＊スプリングマンボ
＊パラダイスクリーク
ニホンピロビツキー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊カデンザゼセカンド） 8 f
Mr. Prospector S 4×M 5

価格： 購買者：
母 アースメイ（11 鹿 スズカマンボ）出走
初仔

２代母 ビツキーロイヤル（96 鹿 ＊パラダイスクリーク）不出走
ウォーターヘンリー（02 牡 フジキセキ）３勝

３代母 ニホンピロビツキー（82 鹿 トウシヨウボーイ）３勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ ，デ
イリー杯３歳Ｓ ２着，サンスポ阪神牝馬特別 ２着，黄菊賞，優２牝
ニホンピロクィーン（89 牝 ニホンピロウイナー）出走

ヴィエントシチー（96 牡 ＊シャーラスタニ）５勝，サマーＳ，ゴールデンスパーＴ，
摩周湖特別，あじさい賞，菩提樹Ｓ ２着

テンペストシチー（97 牡 ＊フオテイテン）２勝，シンザン記念 ３着，京都３歳Ｓ
３着，障害１勝

ニホンピロオリーブ（91 牝 ＊リヴリア）１勝
ミキノバンジョー（07 牡 ＊グラスワンダー）７勝，七夕賞 ３着，小倉日経ＯＰ

，福島ＴＶＯＰ ，清水Ｓ，西部スポニチ賞（２回），青島特別，ポートアイラ
ンドＳ ３着，種牡馬

ニホンピロサンデー（92 牝 ＊サンデーサイレンス）出走
ニホンピロナイス（97 牡 ＊パラダイスクリーク）２勝，飛梅賞

ニホンピロテイト（95 牝 ＊サンデーサイレンス）入着３回
ニホンピロザプラウ（02 ＊ウェイオブライト）２勝，ききょうＳ ２着，障害１勝

４代母 キヤデスター（67 鹿 ＊ラヴアンダン） 入着２回
［子］ ベンチヤーアゲン（79 牡 キタノカチドキ）１勝，雪割草特別， ２勝，中京

盃２着

５代母 ＊カデンザゼセカンド（57 FR黒鹿 Pinza）英１勝

６代母 スイートシグネット Sweet Cygnet（42 GB黒鹿 Hyperion）英３勝，チヴァリーパ
ークＳ，ファルマスＳ，クイーンメアリーＳ２着
［孫］ モンフルールMontfleur（59 牡 ＊ボウプリンス）仏４勝，リュパン賞，ダフニ

ス賞，コンデ賞，パリ大賞３着，種牡馬

特 徴 星・珠目正・沙流上・左前後三白
生産牧場 北海道新ひだか町三石美野和 グローリーファーム
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，２４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 132 －
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中山厩舎－１０号

76 ヒミノオトヒメの１６ ・鹿 ４／ ６

マツリダゴッホ
鹿 2003

ヒミノオトヒメ
黒鹿 2002

＊サンデーサイレンス

＊ペイパーレイン

＊コマンダーインチーフ

ワンモアギャル

Halo
Wishing Well
Bel Bolide

＊フローラルマジック
＊ダンシングブレーヴ
Slightly Dangerous
トウシヨウボーイ
フユノアダルト

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊アストニシメント） 7 c
Hail to Reason S 4×M 5

価格： 購買者：
母 ヒミノオトヒメ（02 黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－５（２３）〕
ニイカップドリーム（07 牝 黒鹿 チアズブライトリー） ７勝
ジーニー（08 牝 鹿 アドマイヤコジーン） ５勝，プリンセスＣ（１５００）３着
ディアボンボン（09 牡 鹿 アドマイヤジャパン）１勝
アオチャン（11 牝 青 アドマイヤジャパン） ３勝，寒菊賞（１６００）２着，金杯（１６００）３着
アポロティンクル（12 牝 黒鹿 ＊アポロキングダム） ６勝
アポロジョージア（13 牡 黒鹿 ＊ロッコウオロシ）１勝， ２勝，新涼賞（１８００）３着
トラネコ（14 牡 黒鹿 スズカマンボ） ２勝
ジンファン（15 牝 鹿 ＊サウスヴィグラス） 出走

２代母 ワンモアギャル（89 鹿 トウシヨウボーイ）３勝，姫島特別
セイウンユウカ（98 牝 ＊トニービン）２勝，ゆきつばき賞，ダリア賞 ２着

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

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

アステリファスト（96 牝 ＊シャンハイ） １勝
グラッドクライ（09 牝 ＊キッケンクリス） ７勝，ロジータ記念３着

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，北九州記念 ３着，
新春Ｓ，尾瀬特別，乙訓特別，ディープインパクトＣ ３着，etc.

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

大賞典，赤レンガ記念（２回），迎春賞，etc.

特 徴 星・珠目上・右髪中・沙流上
生産牧場 北海道新冠町高江 中本 隆志
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，３２０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 133 －
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中山厩舎－１０号

77 ベガフライトの１６ ・芦 ３／１９

ローエングリン
栗 1999

ベガフライト
芦 2007

Singspiel
シングスピール

＊カーリング

＊クロフネ

エスフライト

In The Wings
Glorious Song
Garde Royale
Corraleja

＊フレンチデピュティ
＊ブルーアヴェニュー
＊サンデーサイレンス
ノースフライト

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊フオーワードフライト） 12 c
Halo S 4×M 4

価格： 購買者：
母 ベガフライト（07 芦 ＊クロフネ）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（１）〕
ファビン（11 牝 鹿 マイネルセレクト）入着３回， 入着１４回
ウサギノカケアシ（12 牡 芦 ＊アサクサデンエン） ３勝
バンカイ（13 牡 鹿 マヤノトップガン） １勝

２代母 エスフライト（99 黒鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
タガノマニカ（14 牝 ＊アイルハヴアナザー） １勝

３代母 ノースフライト（90 鹿 ＊トニービン）８勝，安田記念 ，マイルＣｈＳ ，マイラ
ーズＣ ，京都牝馬特別 ，サンスポ阪神牝馬特別 ，etc.，優古牝
フェルメールブルー（97 牝 ＊ノーザンテースト）３勝

エーブダッチマン（06 牡 ＊アフリート）５勝，アイビスサマーダッシュ ２着，
白秋Ｓ，淀屋橋Ｓ，オパールＳ ２着，バーデンバーデンＣ ２着

ミスキャスト（98 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，福島記念 ２着，弥生賞 ３着，プリン
シパルＳ ，朱雀Ｓ，武庫川Ｓ，etc.，種牡馬，ビートブラック（天皇賞（春） の父）

パピュラ（01 牝 ＊ブライアンズタイム） ３勝
サンホッブズ（13 牡 メイショウサムソン） ４勝，伊勢佐木特別

ハウオリ（06 牝 キングカメハメハ）３勝，丹波特別
キロハナ（12 牡 ディープインパクト） ４勝，つばき賞
オハナ（15 牝 ディープインパクト） ２勝，菜の花賞

４代母 シヤダイフライト（73 鹿 ＊ヒツテイングアウエー）２勝
［孫］ マリーゴッド（91 牡 ＊アレミロード）４勝，函館３歳Ｓ ，関屋記念 ３着，

卯月Ｓ ，韓国馬事会杯 ，オーシャンＳ ２着，etc.
タヤスオドリコ（93 牝 ＊ミルジヨージ）４勝，彦星賞，柏崎特別

［曾孫］ コメディアデラルテ（02 牡 ＊ホワイトマズル）２勝，京都新聞杯 ２着，はな
みずき賞

ナリタプレリュード（02 牡 フジキセキ）５勝，福島記念 ２着，丹沢Ｓ，
渡島特別，木古内特別，しらかばＳ ３着

シゲルリンゴ（09 牝 ゴールドアリュール）１勝， ２勝，玄界灘賞，九州
大賞典２着

特 徴 珠目上・右髪中
生産牧場 北海道新ひだか町静内目名 大滝 康晴
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，８８８，０００円
育 成 場 日高育成牧場
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中山厩舎－１４号

78 イイデエースの１６ ・栗 ３／１８

＊バゴ
黒鹿 2001

イイデエース
鹿 2006

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

スペシャルウィーク

＊ウージャ

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie

＊サンデーサイレンス
キャンペンガール
Woodman
Cinegita

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Pavonia ～ Furlough） 25
Mr. Prospector S 4×M 4 Halo M 4×S 5

価格： 購買者：
母 イイデエース（06 鹿 スペシャルウィーク）３勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊ウージャ（92 USA鹿 Woodman）不出走
ノーウッズNorwoods（00 牝 Deputy Minister）米出走

ジミーウッズ Jimi Woods（11 牡 Siphon） 伯４勝，ガディール賞 ２着
＊アイアムザチャンプ（01 牡 Saint Ballado）３勝，八重桜賞

３代母 シネジタ Cinegita（77 USA鹿 Secretariat）米３勝，レイルバードＳ ，セニョリー
タＳ ３着

ストームスター Storm Star（83 牝 Storm Bird）英２勝，チェリーヒントンＳ ，ジムクラ
ックＳ ２着
ドッジ Dodge（88 牡 Mr. Prospector）米３勝，ベストターンＳ ，リヴァリッジＳ

３着，種牡馬
スターレットストーム Starlet Storm（87 牝 Storm Bird）米２勝

フランダーズ Flanders（92 牝 Seeking the Gold）米４勝，フリゼットＳ ，スピナウ
ェイＳ ，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ
サーフサイド Surfside（97 牝 Seattle Slew）米８勝，フリゼットＳ ，ハリウッ
ドスターレットＳ ，サンタアニタオークス ，ラスヴィルヘネスＳ ，ク
ラークＨ ，etc.

＊バトルプラン（05 牡 ＊エンパイアメーカー）米４勝，ニューオーリンズＨ ，
スティーヴンフォスターＨ ２着，種牡馬

エンゲイジングEngaging（94 牝 Private Account）不出走
ファイアリーパスート Fiery Pursuit（03 牝 Carson City）米５勝，ルイヴィルＢ
ＣＳ ，オークローンバヤコアＳ ３着

＊ショウリノメガミ（91 牝 Mr. Prospector）７勝，中山牝馬Ｓ ，京都牝馬特別 ，マイル
ＣｈＳ ２着，中山牝馬Ｓ ２着，サンスポ阪神牝馬特別 ３着，etc.

ウェスタンリーグWestern League（93 牝 ＊フォーティナイナー）不出走
マイボストンギャルMy Boston Gal（00 牝 ＊ボストンハーバー）米５勝，ボーモン

トＳ ，ゴールデンロッドＳ ，ボニーミスＳ ２着，サラブレッドクラブオ
ヴアメリカＳ ３着

特 徴 星・珠目上・左初地
生産牧場 北海道新冠町高江 武田牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，３２０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場
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79 ジュメイラジョアンの１６ ・黒鹿 ３／ ２

マンハッタンカフェ
青鹿 1998

＊ジュメイラジョアン
鹿 2005

＊サンデーサイレンス

＊サトルチェンジ

Swain
スウェイン

＊ジョーンズギフト

Halo
Wishing Well
Law Society
Santa Luciana
Nashwan
Love Smitten

＊デュラブ
＊アグサン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Suleika ～ Schwarzgold） 16 c
Santa Luciana S 3×M 4

価格： 購買者：
母 ＊ジュメイラジョアン（05 CAN鹿 Swain）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１），地方－１（２）〕
イングリッシュラスEnglish Lass（09 USA牝 鹿 Teton Forest）米１勝
ヘウレーカ（12 牡 鹿 スペシャルウィーク） ２勝

２代母 ＊ジョーンズギフト（90 GB鹿 ＊デュラブ）英出走
＊アイチェックユー（97 牝 Miswaki）３勝

イチゴイチエ（04 牝 マンハッタンカフェ）３勝
ダイシンサンダー（11 牡 アドマイヤムーン） ５勝，錦Ｓ，下鴨Ｓ，北大路特
別，鞍馬Ｓ ３着，米子Ｓ ３着，etc.

オボロヅキ（05 牝 ＊カリズマティック） ２勝
ラブミークン（12牡 ＊サウスヴィグラス）３勝，コスモス賞 ３着， １勝
ジュンアイノキミ（14 牝 ＊セイントアレックス） ２勝，ブロッサムＣ，
フローラルＣ２着

トモリ Tomori（99 牝 ＊ロイヤルアカデミー ）伊・独１勝，ヘンケルレネン ２着，独
ダービー ３着，リディアテシオ賞 ３着，ドイツ統一賞 ３着

３代母 ＊アグサン（85 IRE 青 Lord Gayle）英入着３回
ビワハイジ（93 牝 Caerleon）４勝，阪神３歳牝馬Ｓ ，京都牝馬特別 ，札幌３歳Ｓ ，

チューリップ賞 ２着，優２牝
アドマイヤジャパン（02 牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京成杯 ，菊花賞 ２着，

弥生賞 ２着，皐月賞 ３着，Ｒたんぱ杯２歳Ｓ ３着，種牡馬
アドマイヤオーラ（04 牡 アグネスタキオン）４勝，京都記念 ，弥生賞 ，シ

ンザン記念 ，日本ダービー ３着，皐月賞 ４着，etc.，種牡馬
ブエナビスタ（06 牝 スペシャルウィーク）９勝，ジャパンＣ ，オークス ，

桜花賞 ，天皇賞（秋） ，阪神ジュベナイルフィリーズ ，etc.，
優２牝，優３牝，年代表，優古牝（２回）

トーセンレーヴ（08 牡 ディープインパクト）８勝，エプソムＣ ，青葉賞 ３
着，毎日杯 ３着，ディセンバーＳ ，アンドロメダＳ ，etc.，種牡馬

ジョワドヴィーヴル（09 牝 ディープインパクト）２勝，阪神ジュベナイルフィリ
ーズ ，チューリップ賞 ３着，ヴィクトリアマイル ４着，優２牝

サングレアル（11 牝 ゼンノロブロイ）２勝，フローラＳ ，秋華賞 ５着

特 徴 星・珠目二
生産牧場 北海道新ひだか町静内真歌 タイヘイ牧場
購買市場 八戸市場 購買価格 ６，４８０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場
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50 音 順 索 引

※太字は新種牡馬
No. 上場馬名 性 毛色（父馬名…母父馬名） 購買価格 育成場
【ア】
２０ アイカギの１６ ♂ 鹿 （＊ケープブランコ…＊ファンタスティックライト） １４，０４０，０００円 日高
７０ アグネスフィーバーの１６♀ 鹿 （エイシンフラッシュ…Vindication） ３，２４０，０００円 宮崎
６ アサクサコンソメの１６♀ 栗 （＊プリサイスエンド…ダンスインザダーク） ３，２４０，０００円 日高
９ アラマサスナイパーの１６♀ 鹿 （＊ケープブランコ…ステイゴールド） ４，３２０，０００円 日高
５３ アルーリングアイズの１６♀ 鹿 （＊ケープブランコ…ネオユニヴァース） ５，４００，０００円 日高
４５ アンムートの１６ ♂ 鹿 （＊キンシャサノキセキ…＊グラスワンダー） ５，４００，０００円 日高
７５ アースメイの１６ ♀ 鹿 （＊プリサイスエンド…スズカマンボ） ３，２４０，０００円 日高
７８ イイデエースの１６ ♀ 栗 （＊バゴ…スペシャルウィーク） ４，３２０，０００円 宮崎
７ イットーエンプレスの１６♀ 鹿 （＊アルデバランⅡ…＊エンパイアメーカー） ホームブレッド 日高
４７ ウルビーノの１６ ♂ 黒鹿（＊パイロ…＊ワイルドラッシュ） ５，４００，０００円 日高
３５ エメラルドコーストの１６♀ 鹿 （ディープブリランテ…ダンスインザダーク） ７，９９２，０００円 日高
【カ】
２２ ガルネリの１６ ♂ 栗 （＊ロージズインメイ…ゼンノロブロイ） ６，４８０，０００円 宮崎
５９ キアロディルーナの１６♂ 鹿 （＊アポロキングダム…Malibu Moon） ５，２９２，０００円 日高
１４ クラッシーシャーロットの１６♂ 鹿 （ロードカナロア…A.P. Indy） １２，９６０，０００円 日高
４ クリスコンフリクトの１６♀ 栗 （＊ケープブランコ…＊シンボリクリスエス） ホームブレッド 日高
２７ グリッツェルンの１６ ♀ 鹿 （＊ヨハネスブルグ…マンハッタンカフェ） ５，０７６，０００円 日高
１０ ケストレルクエストの１６♀ 青 （ハーツクライ…Silver Hawk） １２，９６０，０００円 宮崎
６６ ゴートゥザノースの１６♂ 栗 （＊バゴ…アグネスタキオン） ５，６１６，０００円 日高
３７ コーラルチャイムズの１６♂ 栗 （＊アルデバランⅡ…＊サンデーサイレンス） ７，７７６，０００円 日高
【サ】
２５ サクセスゴーランドの１６♀ 鹿 （オルフェーヴル…サクラバクシンオー） １５，１２０，０００円 日高
５０ サマーリガードの１６ ♀ 黒鹿（＊パイロ…アドマイヤマックス） ４，３２０，０００円 日高
５１ シャイニングムーンの１６♀ 黒鹿（ハーツクライ…＊エリシオ） ８，６４０，０００円 日高
３６ シャインレジーナの１６♂ 鹿 （＊ワイルドラッシュ…アグネスタキオン） ４，３２０，０００円 日高
６４ ジュエリストの１６ ♂ 黒鹿（＊シンボリクリスエス…ダイワメジャー） ７，５６０，０００円 日高
７９ ジュメイラジョアンの１６♀ 黒鹿（マンハッタンカフェ…Swain） ６，４８０，０００円 宮崎
１２ ジョンコの１６ ♀ 栗 （＊ノヴェリスト…アグネスタキオン） ７，５６０，０００円 日高
１５ シーアクトレスの１６ ♂ 鹿 （アドマイヤムーン…ネオユニヴァース） ６，２６４，０００円 宮崎
６３ シークレットソングの１６♂ 栗 （＊ヨハネスブルグ…＊カリズマティック） ８，１００，０００円 日高
３３ スズカゲランの１６ ♀ 青鹿（グランプリボス…＊ブラックホーク） ３，６７２，０００円 日高
１７ スマイルゲートの１６ ♂ 鹿 （＊ヨハネスブルグ…タニノギムレット） １２，９６０，０００円 日高
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※太字は新種牡馬
No. 上場馬名 性 毛色（父馬名…母父馬名） 購買価格 育成場
【サ】
３１ スマートシャワーの１６♀ 栗 （＊ケープブランコ…アグネスタキオン） ４，３２０，０００円 宮崎
４８ スリリングヴィクトリーの１６♀ 青鹿（＊キンシャサノキセキ…Event of the Year） ３，２４０，０００円 日高
１８ セイウンクノイチの１６♂ 鹿 （＊キングズベスト…＊サンデーサイレンス） ７，５６０，０００円 日高
４９ ゼフィランサスの１６ ♀ 黒鹿（＊ハービンジャー…キングヘイロー） １１，３４０，０００円 日高
８ センターグランタスの１６♀ 青鹿（＊ヨハネスブルグ…アグネスタキオン） ４，３２０，０００円 日高
３８ ソングオブサイレンスの１６♂ 鹿 （ジャスタウェイ…Unbridled's Song） １０，８００，０００円 日高
【タ】
１９ タイキエルドールの１６♂ 鹿 （トランセンド…バブルガムフェロー） ６，０４８，０００円 日高
２４ ダイタクドクターの１６♂ 栗 （＊サウスヴィグラス…Saint Ballado） ７，５６０，０００円 日高
１ タキオンメーカーの１６♂ 栗 （＊アルデバランⅡ…＊エンパイアメーカー） ホームブレッド 日高
２８ ダノンスズランの１６ ♀ 青鹿（マンハッタンカフェ…Awesome Again） １２，９６０，０００円 日高
５５ タムロウイングの１６ ♀ 鹿 （ジャスタウェイ…＊ブラックホーク） ５，９４０，０００円 宮崎
５７ ティファイファイの１６♀ 黒鹿（ドリームジャーニー…スターリングローズ） ５，４００，０００円 日高
３０ デンコウブルーの１６ ♀ 黒鹿（＊アルデバランⅡ…キングカメハメハ） ３，７８０，０００円 宮崎
２１ テンザンオペラの１６ ♂ 鹿 （＊プリサイスエンド…＊オペラハウス） ６，６９６，０００円 宮崎
５ ドリームニキハートの１６♀ 栗 （＊バゴ…＊チーフベアハート） ホームブレッド 宮崎
【ナ】
４０ ナムラミステリーの１６♂ 黒鹿（＊ケイムホーム…ジェニュイン） ７，５６０，０００円 日高
【ハ】
６０ パッシオーネの１６ ♂ 栗 （＊アイルハヴアナザー…ゼンノロブロイ） １０，８００，０００円 日高
５２ パピュラの１６ ♀ 栗 （＊ヨハネスブルグ…＊ブライアンズタイム） ４，３２０，０００円 日高
６８ バンダムメッシの１６ ♂ 栗 （＊ヘニーヒューズ…＊フレンチデピュティ） ５，４００，０００円 宮崎
２６ ピエナフローラの１６ ♀ 栗 （トゥザグローリー…＊タイキシャトル） ６，４８０，０００円 日高
７６ ヒミノオトヒメの１６ ♀ 鹿 （マツリダゴッホ…＊コマンダーインチーフ） ４，３２０，０００円 日高
２ ビューティコマンダの１６♂ 鹿 （＊ケイムホーム…＊コマンダーインチーフ） ホームブレッド 宮崎
４１ ファインセイコーの１６♂ 芦 （＊クロフネ…＊サンデーサイレンス） １０，４７６，０００円 日高
４４ ファミリーバイブルの１６♂ 鹿 （＊キングズベスト…Sadler's Wells） ９，９３６，０００円 宮崎
３４ フェアノータムの１６ ♀ 栗 （＊ヘニーヒューズ…アグネスタキオン） １１，３４０，０００円 日高
３ フェバリットソングの１６♂ 栗 （＊バゴ…ゴールドアリュール） ４，２１２，０００円 日高
３２ プラチナハートの１６ ♀ 芦 （エイシンフラッシュ…＊ヘクタープロテクター） ８，３１６，０００円 日高
２３ プランシングレディの１６♂ 鹿 （＊シニスターミニスター…＊ファンタスティックライト） １０，４７６，０００円 日高
１３ フレッシュドールの１６♂ 青 （＊ケイムホーム…アグネスタキオン） ７，５６０，０００円 日高
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※太字は新種牡馬
No. 上場馬名 性 毛色（父馬名…母父馬名） 購買価格 育成場
【ハ】
２９ ペイルローズの１６ ♀ 栗 （フリオーソ…フジキセキ） ４，２１２，０００円 日高
７７ ベガフライトの１６ ♀ 芦 （ローエングリン…＊クロフネ） ３，８８８，０００円 日高
７４ ホシノメガミの１６ ♀ 鹿 （＊ヨハネスブルグ…＊サンデーサイレンス） ４，５３６，０００円 日高
４３ ホリデイオンアイスの１６♂ 青鹿（＊クロフネ…ダンスインザダーク） ６，０４８，０００円 宮崎
【マ】
５８ マイディアソングの１６♀ 鹿 （＊ハービンジャー…ディープインパクト） ７，１２８，０００円 日高
１１ マイネカプリースの１６♀ 芦 （＊クロフネ…タヤスツヨシ） ７，５６０，０００円 宮崎
６９ マヤノカピオラニの１６♀ 栗 （＊パイロ…キングカメハメハ） ４，８６０，０００円 宮崎
５４ マヤノプリヤの１６ ♀ 栗 （オルフェーヴル…フサイチコンコルド） ９，１８０，０００円 宮崎
３９ ミスティックスノーの１６♂ 芦 （＊スウェプトオーヴァーボード…フジキセキ） ３，７８０，０００円 日高
６１ ミストラルグリーンの１６♂ 青鹿（＊バゴ…＊エンドスウィープ） ５，４００，０００円 日高
４２ ミホユニヴァースの１６♂ 鹿 （＊アルデバランⅡ…ネオユニヴァース） ４，４２８，０００円 宮崎
６２ メアリーズガーデンの１６♂ 栗 （＊ケープブランコ…＊ファルブラヴ） ５，１８４，０００円 日高
６７ モルフェスペシャルの１６♂ 栗 （＊スクワートルスクワート…スペシャルウィーク） ３，３４８，０００円 宮崎
【ヤ】
６５ ユリオプスデイジーの１６♂ 鹿 （＊ケイムホーム…フジキセキ） ３，２４０，０００円 日高
【ラ】
１６ ラストワルツの１６ ♂ 青鹿（＊シンボリクリスエス…ゼンノロブロイ） ７，７７６，０００円 宮崎
７２ ラブミークリームの１６♀ 芦 （＊ダンカーク…＊スウェプトオーヴァーボード） ３，７８０，０００円 日高
５６ ラメールの１６ ♀ 鹿 （＊ヨハネスブルグ…ダイワメジャー） ３，７８０，０００円 宮崎
４６ レディジェーンの１６ ♂ 栗 （ゴールドアリュール…＊フレンチデピュティ） ８，６４０，０００円 日高
７３ レディパッションの１６♀ 黒鹿（ルーラーシップ…ネオユニヴァース） ７，７７６，０００円 日高
７１ ローマンクィーンの１６♀ 鹿 （ハーツクライ…Holy Roman Emperor） １０，８００，０００円 日高
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父 馬 別 索 引

※太字は新種牡馬
父 馬 名 育成場 No. 性 生月日 上 場 馬 名 母 父 馬 名

＊アイルハヴアナザー 日高 ６０ ♂ ��� パッシオーネの１６ ゼンノロブロイ
アドマイヤムーン…… 宮崎 １５ ♂ ���� シーアクトレスの１６ ネオユニヴァース
＊アポロキングダム … 日高 ５９ ♂ ��� キアロディルーナの１６ Malibu Moon
＊アルデバラン …… 日高 １ ♂ ���� タキオンメーカーの１６ ＊エンパイアメーカー

日高 ７ ♀ ���	 イットーエンプレスの１６ ＊エンパイアメーカー
宮崎 ３０ ♀ ���
 デンコウブルーの１６ キングカメハメハ
日高 ３７ ♂ ���	 コーラルチャイムズの１６ ＊サンデーサイレンス
宮崎 ４２ ♂ ���� ミホユニヴァースの１６ ネオユニヴァース

エイシンフラッシュ… 日高 ３２ ♀ ��� プラチナハートの１６ ＊ヘクタープロテクター
宮崎 ７０ ♀ ���� アグネスフィーバーの１６ Vindication

オルフェーヴル……… 日高 ２５ ♀ ��� サクセスゴーランドの１６ サクラバクシンオー
宮崎 ５４ ♀ ���� マヤノプリヤの１６ フサイチコンコルド

＊キングズベスト …… 日高 １８ ♂ ���� セイウンクノイチの１６ ＊サンデーサイレンス
宮崎 ４４ ♂ ��
 ファミリーバイブルの１６ Sadler's Wells

＊キンシャサノキセキ 日高 ４５ ♂ ���� アンムートの１６ ＊グラスワンダー
日高 ４８ ♀ ���	 スリリングヴィクトリーの１６ Event of the Year

グランプリボス……… 日高 ３３ ♀ ���� スズカゲランの１６ ＊ブラックホーク
＊クロフネ …………… 宮崎 １１ ♀ ���� マイネカプリースの１６ タヤスツヨシ

日高 ４１ ♂ ���	 ファインセイコーの１６ ＊サンデーサイレンス
宮崎 ４３ ♂ ���� ホリデイオンアイスの１６ ダンスインザダーク

＊ケイムホーム ……… 宮崎 ２ ♂ ���� ビューティコマンダの１６ ＊コマンダーインチーフ
日高 １３ ♂ ���� フレッシュドールの１６ アグネスタキオン
日高 ４０ ♂ ���� ナムラミステリーの１６ ジェニュイン
日高 ６５ ♂ ���� ユリオプスデイジーの１６ フジキセキ

＊ケープブランコ …… 日高 ４ ♀ ���
 クリスコンフリクトの１６ ＊シンボリクリスエス
日高 ９ ♀ ���� アラマサスナイパーの１６ ステイゴールド
日高 ２０ ♂ ���
 アイカギの１６ ＊ファンタスティックライト
宮崎 ３１ ♀ ���	 スマートシャワーの１６ アグネスタキオン
日高 ５３ ♀ ���� アルーリングアイズの１６ ネオユニヴァース
日高 ６２ ♂ ���� メアリーズガーデンの１６ ＊ファルブラヴ

ゴールドアリュール… 日高 ４６ ♂ ��� レディジェーンの１６ ＊フレンチデピュティ
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※太字は新種牡馬
父 馬 名 育成場 No. 性 生月日 上 場 馬 名 母 父 馬 名

＊サウスヴィグラス … 日高 ２４ ♂ ��� ダイタクドクターの１６ Saint Ballado
＊シニスターミニスター 日高 ２３ ♂ ���� プランシングレディの１６ ＊ファンタスティックライト
ジャスタウェイ……… 日高 ３８ ♂ ���� ソングオブサイレンスの１６ Unbridled's Song

宮崎 ５５ ♀ ��� タムロウイングの１６ ＊ブラックホーク
＊シンボリクリスエス 宮崎 １６ ♂ ���� ラストワルツの１６ ゼンノロブロイ

日高 ６４ ♂ ���� ジュエリストの１６ ダイワメジャー
＊スウェプトオーヴァーボード 日高 ３９ ♂ ���
 ミスティックスノーの１６ フジキセキ
＊スクワートルスクワート 宮崎 ６７ ♂ ���� モルフェスペシャルの１６ スペシャルウィーク

＊ダンカーク ………… 日高 ７２ ♀ ���� ラブミークリームの１６ ＊スウェプトオーヴァーボード
ディープブリランテ… 日高 ３５ ♀ ���� エメラルドコーストの１６ ダンスインザダーク
トゥザグローリー…… 日高 ２６ ♀ ���� ピエナフローラの１６ ＊タイキシャトル
トランセンド………… 日高 １９ ♂ ���� タイキエルドールの１６ バブルガムフェロー
ドリームジャーニー… 日高 ５７ ♀ ���� ティファイファイの１６ スターリングローズ

＊ノヴェリスト ……… 日高 １２ ♀ ���� ジョンコの１６ アグネスタキオン

＊パイロ ……………… 日高 ４７ ♂ ��� ウルビーノの１６ ＊ワイルドラッシュ
日高 ５０ ♀ ��� サマーリガードの１６ アドマイヤマックス
宮崎 ６９ ♀ ���� マヤノカピオラニの１６ キングカメハメハ

＊バゴ ………………… 日高 ３ ♂ ���� フェバリットソングの１６ ゴールドアリュール
宮崎 ５ ♀ ���� ドリームニキハートの１６ ＊チーフベアハート
日高 ６１ ♂ ��	 ミストラルグリーンの１６ ＊エンドスウィープ
日高 ６６ ♂ ���� ゴートゥザノースの１６ アグネスタキオン
宮崎 ７８ ♀ ���	 イイデエースの１６ スペシャルウィーク

ハーツクライ………… 宮崎 １０ ♀ ���� ケストレルクエストの１６ Silver Hawk
日高 ５１ ♀ ��� シャイニングムーンの１６ ＊エリシオ
日高 ７１ ♀ ���
 ローマンクィーンの１６ Holy Roman Emperor

＊ハービンジャー …… 日高 ４９ ♀ ���� ゼフィランサスの１６ キングヘイロー
日高 ５８ ♀ ��� マイディアソングの１６ ディープインパクト

フリオーソ…………… 日高 ２９ ♀ ���� ペイルローズの１６ フジキセキ
＊プリサイスエンド … 日高 ６ ♀ ���� アサクサコンソメの１６ ダンスインザダーク

宮崎 ２１ ♂ ��� テンザンオペラの１６ ＊オペラハウス
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※太字は新種牡馬
父 馬 名 育成場 No. 性 生月日 上 場 馬 名 母 父 馬 名

＊プリサイスエンド … 日高 ７５ ♀ ���� アースメイの１６ スズカマンボ
＊ヘニーヒューズ …… 日高 ３４ ♀ ���� フェアノータムの１６ アグネスタキオン

宮崎 ６８ ♂ ���� バンダムメッシの１６ ＊フレンチデピュティ

マツリダゴッホ……… 日高 ７６ ♀ ��
 ヒミノオトヒメの１６ ＊コマンダーインチーフ
マンハッタンカフェ… 日高 ２８ ♀ ���� ダノンスズランの１６ Awesome Again

宮崎 ７９ ♀ ��� ジュメイラジョアンの１６ Swain

＊ヨハネスブルグ …… 日高 ８ ♀ ���� センターグランタスの１６ アグネスタキオン
日高 １７ ♂ ���� スマイルゲートの１６ タニノギムレット
日高 ２７ ♀ ���� グリッツェルンの１６ マンハッタンカフェ
日高 ５２ ♀ ���� パピュラの１６ ＊ブライアンズタイム
宮崎 ５６ ♀ ���� ラメールの１６ ダイワメジャー
日高 ６３ ♂ ��� シークレットソングの１６ ＊カリズマティック
日高 ７４ ♀ ���� ホシノメガミの１６ ＊サンデーサイレンス

ルーラーシップ……… 日高 ７３ ♀ ��� レディパッションの１６ ネオユニヴァース
ローエングリン……… 日高 ７７ ♀ ���� ベガフライトの１６ ＊クロフネ
＊ロージズインメイ … 宮崎 ２２ ♂ ���
 ガルネリの１６ ゼンノロブロイ
ロードカナロア……… 日高 １４ ♂ ��� クラッシーシャーロットの１６ A.P. Indy

＊ワイルドラッシュ … 日高 ３６ ♂ ���� シャインレジーナの１６ アグネスタキオン
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＊アイルハヴアナザー
I'll Have Another
栗 ２００９

Flower Alley
Arch's Gal Edith

Arch
Force Five Gal

ＵＳＡ，米３歳牡馬チャンピオン，米５勝，ケンタッキーダービー （１０Ｆ），プリークネ
スＳ （９．５Ｆ）。初産駒は４歳。主な産駒 ウインジェルベーラ（函館２歳Ｓ
２着），シグルーン（アルテミスＳ ３着），ハイパーノヴァ（ヒヤシンスＳ ３着），ア
ンノートル（中京２歳Ｓ ３着）。

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 セイウンコウセイ（高松宮記念 ），ハクサンムーン（セントウルＳ ，スプ
リンターズＳ ２着），ファインニードル（セントウルＳ ），レオアクティブ（京王
杯２歳Ｓ ），ブラックムーン（京都金杯 ）。

＊アポロキングダム
Apollo Kingdom
栗 ２００３

Lemon Drop Kid
Bella Gatto

Storm Cat
Winter Sparkle

ＵＳＡ，２勝，３歳５００万下（東京・Ｄ１６００ｍ）。主な産駒 アポロマーベリック（中山グ
ランドジャンプ ，中山大障害 ），アポロスターズ（カンナＳ ），シャインカメリア
（ダリア賞 ２着），パキラパワー（水沢・プリンセスＣ３着），ドリームシイ（水沢・ビ
ギナーズＣ３着），アポロノリュウジン。

＊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）。主な産駒 メ
インシークエンス（ＢＣターフ ，英ダービー ２着），ダンスディレクター（シルクロ
ードＳ ２回，阪神Ｃ ２着２回），＊ダノンゴーゴー（ファルコンＳ ，ＮＨＫ
マイルＣ ３着），トーセンラーク（兵庫ジュニアＧＰ ３着）。

エイシンフラッシュ
Eishin Flash
黒鹿 ２００７

＊キングズベスト
＊ムーンレディ

Platini
Midnight Fever

６勝，日本ダービー （２４００ｍ），天皇賞・秋 （２０００ｍ），毎日王冠 （１８００ｍ）。
初産駒３歳。主な産駒 エイムアンドエンド（共同通信杯 ３着），コスモイグナー
ツ（アイビーＳ ），アーデルワイゼ（もみじＳ ２着）。父は英２０００ギニー 馬，母は独
セントレジャー 馬。１７－中央Ｆ④，地方Ｆ⑥。

オルフェーヴル
Orfevre
栗 ２００８

ステイゴールド
オリエンタルアート

メジロマックイーン
エレクトロアート

年度代表馬，最優秀３歳牡馬，仏２勝，１０勝，三冠馬，有馬記念 （２５００ｍ）２回。初産
駒は３歳。主な産駒 ラッキーライラック（阪神ジュべナイルフィリーズ ，アルテ
ミスＳ ），ロックディスタウン（札幌２歳Ｓ ），エポカドーロ（あすなろ賞）。父
はゴールドシップ（皐月賞 ）を出す。１７－中央２⑦，中央Ｆ③。

種 牡 馬 解 説
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＊キングズベスト
King's Best
鹿 １９９７

Kingmambo
Allegretta

Lombard
Anatevka

ＵＳＡ，英３勝，英２０００ギニー （８Ｆ）。本邦初産駒は４歳。主な産駒 エイシンフラ
ッシュ（日本ダービー ，天皇賞・秋 ），＊ワークフォース（英ダービー ，凱旋門
賞 ），＊コスモメドウ（ダイヤモンドＳ ），タケショウベスト（ダリア賞 ３着），キ
ングキングキング（福島２歳Ｓ ３着），＊シャドウパーティー。

＊キンシャサノキセキ
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。
主な産駒 シュウジ（阪神Ｃ ，小倉２歳Ｓ ，デイリー杯２歳Ｓ ２着），モン
ドキャンノ（京王杯２歳Ｓ ，朝日杯ＦＳ ２着），カシアス（函館２歳Ｓ ），ベ
ルーガ（ファンタジーＳ ）。１７－中央２⑧。

グランプリボス［新種牡馬］
Grand Prix Boss
鹿 ２００８

サクラバクシンオー
ロージーミスト

＊サンデーサイレンス
＊ビューティフルベーシック

最優秀２歳牡馬，６勝，朝日杯ＦＳ （１６００ｍ），ＮＨＫマイルＣ （１６００ｍ），マイラ
ーズＣ （１６００ｍ），京王杯２歳Ｓ （１４００ｍ），安田記念 ２着２回，香港マイル
３着。初産駒は２歳。父は最優秀短距離馬，スプリンターズＳ ２回勝馬，ビッグア
ーサー（高松宮記念 ），ショウナンカンプを出す。

＊クロフネ
Kurofune
芦 １９９８

＊フレンチデピュティ
＊ブルーアヴェニュー

Classic Go Go
Eliza Blue

ＵＳＡ，６勝，ＮＨＫマイルＣ （１６００ｍ）。主な産駒 カレンチャン（スプリンターズ
Ｓ ），アエロリット，クラリティスカイ（以上ＮＨＫマイルＣ ），スリープレスナ
イト（スプリンターズＳ ），フサイチリシャール（朝日杯ＦＳ ），ホエールキャプチ
ャ（ヴィクトリアマイル ）。１７－中央⑦，地方⑥。

＊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 タガノトネール（武蔵
野Ｓ ，サマーＣｈ ，南部杯 ２着），サウンドリアーナ（ファンタジーＳ
），カチューシャ（Ｌプレリュード ３着），ワンダーコロアール（サマーＣｈ
２着），ケイアイライジン（プリンシパルＳ ），ルチャドルアスール。

＊ケープブランコ［新種牡馬］
Cape Blanco
栗 ２００７

Galileo
Laurel Delight

Presidium
Foudroyer

ＩＲＥ，米芝牡馬チャンピオン，愛英米９勝，愛ダービー （１２Ｆ），愛チャンピオンＳ
（１０Ｆ），アーリントンミリオン （１０Ｆ）。米で３年供用，本邦初産駒は２歳。主な産駒
ブランコベル（デザートゴールドＳ ２着），アイソマー（チェシャムＳ ２着），ヘイ
マイク（トレモントＳ ２着）。
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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Ｄ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 ），コパノリッキー（フェブラリーＳ ２回），ゴールド
ドリーム（チャンピオンズＣ ，フェブラリーＳ ），スマートファルコン（東京大
賞典 ），クリソライト。１７－中央⑨，地方②，地方２⑨。

＊サウスヴィグラス
South Vigorous
栗 １９９６

＊エンドスウィープ
＊ダーケストスター

Star de Naskra
Minnie Riperton

ＵＳＡ，１０勝，地６勝，ＪＢＣスプリント （大井・Ｄ１１９０ｍ）。主な産駒 ラブミーチ
ャン（全日本２歳優駿 ），コーリンベリー（ＪＢＣスプリント ），ヒガシウィ
ルウィン（ジャパンＤダービー ），タイニーダンサー（関東オークス ），ナム
ラタイタン（武蔵野Ｓ ），トーホウドルチェ。１７－地方①，地方２①。

＊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 マイネルバサラ（浦和記念
），ハヤブサマカオー（兵庫ジュニアＧＰ ），インカンテーション（武蔵野Ｓ ，
レパードＳ ，フェブラリーＳ ２着），キングズガード（プロキオンＳ ），シゲ
ルコング（全日本２歳優駿 ２着）。１７－地方⑤，地方２③。

ジャスタウェイ［新種牡馬］
Just a Way
鹿 ２００９

ハーツクライ
シビル

Wild Again
＊シャロン

最優秀４歳上牡馬，５勝，首１勝，天皇賞・秋 （２０００ｍ），安田記念 （１６００ｍ），ド
バイデューティフリー （１８００ｍ），ジャパンＣ ２着。初産駒は２歳。父は最優秀
４歳以上牡馬，有馬記念 勝馬，ワンアンドオンリー（日本ダービー ），ヌーヴォレ
コルト（オークス ）を出す。祖母ＣＣＡオークス 勝馬。

＊シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿 １９９９

Kris S.
Tee Kay

Gold Meridian
Tri Argo

ＵＳＡ，年代表２回，８勝，天皇賞・秋 （２０００ｍ）２回。主な産駒 エピファネイア（ジ
ャパンＣ ，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 ），ルヴ
ァンスレーヴ（全日本２歳優駿 ）。１７－地方⑩，地方２⑩。

＊スウェプトオーヴァーボード
Swept Overboard
芦 １９９７

＊エンドスウィープ
Sheer Ice

Cutlass
Hey Dolly A.

ＵＳＡ，米８勝，メトロポリタンＨ （８Ｆ）。主な産駒 レッドファルクス（スプリン
ターズＳ ２回，京王杯スプリングＣ ），エーシンブラン（兵庫ＣｈＳ ），フ
ロレンティノ（米 ），パドトロワ（函館スプリントＳ ，スプリンターズＳ ２着），
アーバンストリート（シルクロードＳ ），キョウエイアシュラ。
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＊スクワートルスクワート
Squirtle Squirt
黒鹿 １９９８

Marquetry
Lost the Code

Lost Code
Smarter by the Day

ＵＳＡ，米チャンピオンスプリンター，米８勝，ＢＣスプリント （６Ｆ）。主な産駒
ジェイケイセラヴィ（福島民友Ｃ ，キーンランドＣ ２着），シャウトライン（バー
デンバーデンＣ ），エフェクト，メッサーシュミット，キリシマオジョウ（以上ひまわ
り賞 ），シーアクロス（福山スプリントＣ），タマモスクワート。

＊ダンカーク［新種牡馬］
Dunkirk
芦 ２００６

Unbridled's Song
Secret Status

A.P. Indy
Private Status

ＵＳＡ，米２勝，ベルモントＳ ２着，フロリダダービー ２着。米で５年供用，本邦初
産駒２歳。米新種牡馬Ｃｈ．サイアー，主な産駒 ハヴァナ（米シャンペインＳ ，Ｂ
Ｃジュヴェナイル ２着），レイトーネ（エルダービー ，ドスミルギニーズ ），エルレ
イブリジャンテ（タンテオデポトリジョス ），ダンキンベンド（米 ）。

ディープブリランテ
Deep Brillante
鹿 ２００９

ディープインパクト
＊ラヴアンドバブルズ

Loup Sauvage
＊バブルドリーム

３勝，日本ダービー （２４００ｍ），東スポ杯２歳Ｓ （１８００ｍ），皐月賞 ３着。初
産駒は４歳。主な産駒 セダブリランテス（中山金杯 ，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞 ），
ディーパワンサ（中京２歳Ｓ ，阪神Ｊフィリーズ ４着），ナイトバナレット（ジュ
ニアＣ ），スズカゼ（アネモネＳ ３着）。

トゥザグローリー［新種牡馬］
To the Glory
鹿 ２００７

キングカメハメハ
トゥザヴィクトリー

＊サンデーサイレンス
＊フェアリードール

８勝，日経賞 （２４００ｍ），日経新春杯 （２４００ｍ），京都記念 （２２００ｍ），有馬記念
３着２回。初産駒は２歳。父は最優秀３歳牡馬，日本ダービー 勝馬，チャンピオ

ンサイアー，ドゥラメンテ（日本ダービー ），ロードカナロア（香港ＳＰ ２回）を出
す。母は最優秀４歳以上牝馬。

トランセンド
Transcend
鹿 ２００６

＊ワイルドラッシュ
シネマスコープ

＊トニービン
ブルーハワイ

最優秀ダートホース，１０勝，ジャパンＣダート （Ｄ１８００ｍ）２回，フェブラリーＳ
（Ｄ１６００ｍ）。初産駒は４歳。主な産駒 イクノチャン（川崎・ローレル賞２着），コ
ンバットパンチ（水沢・奥州弥生賞３着），テイエムチェロキー（おおぞら特別），ミキノ
トランペット，ヤマトワイルド（以上３勝）。

ドリームジャーニー
Dream Journey
鹿 ２００４

ステイゴールド
オリエンタルアート

メジロマックイーン
エレクトロアート

最優秀２歳牡馬・古牡馬，９勝，朝日杯ＦＳ （１６００ｍ），有馬記念 （２５００ｍ）。主な
産駒 ミライヘノツバサ（日経賞 ２着，ＡＪＣＣ ３着），ドリームズライン（名
古屋・東海ダービー），アルメリアブルーム（忘れな草賞 ２着），エスティタート（きき
ょうＳ ２着），ポッドガゼール。
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＊ノヴェリスト
Novellist
黒鹿 ２００９

Monsun
Night Lagoon

Lagunas
Nenuphar

ＩＲＥ，独英仏伊９勝，‘Ｋジョージ’ （１２Ｆ），バーデン大賞 （２４００ｍ），サンクルー
大賞 （２４００ｍ）。初産駒は３歳。主な産駒 ニシノベースマン（ダリア賞 ３着），ヴ
ァイザー，ナディア，アントルシャ，ダイワメモリー（以上等・新馬）。父は独Ｃｈ．サ
イアー，＊スタセリタを出す。１７－中央Ｆ⑤。

＊パイロ
Pyro
黒鹿 ２００５

Pulpit
Wild Vision

Wild Again
Carol's Wonder

ＵＳＡ，米５勝，フォアゴーＳ （７Ｆ）。主な産駒 ビービーバーレル（フェアリーＳ
），シゲルカガ（北海道スプリントＣ ），ハセノパイロ（全日本２歳優駿

３着），バーニングペスカ（小倉２歳Ｓ ３着），タービランス（大井・羽田盃），パーテ
ィメーカー（盛岡・ジュニアＧＰ）。１７－地方④，地方２②。

＊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），コマノイン
パルス（京成杯 ），クリスマス（函館２歳Ｓ ），タガノアザガル（ファルコンＳ
），トロワボヌール（クイーン賞 ２回），アクティビューティ。

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）。主な産駒 ワンアンドオン
リー（日本ダービー ），ヌーヴォレコルト（オークス ），ジャスタウェイ（天皇賞
・秋 ，安田記念 ，ドバイＤフリー ），シュヴァルグラン（ジャパンＣ ），タ
イムフライヤー（ホープフルＳ ）。１７－中央④，中央２③。

＊ハービンジャー
Harbinger
鹿 ２００６

Dansili
Penang Pearl

Bering
Guapa

ＧＢ，ワールドチャンピオン，英６勝，‘Ｋジョージ’（１２Ｆ），ハードウィックＳ （１
２Ｆ）。主な産駒 ペルシアンナイト（マイルＣｈＳ ，皐月賞 ２着），モズカッ
チャン（エリザベス女王杯 ，フローラＳ ，オークス ２着），ディアドラ（秋華
賞 ），ベルーフ（京成杯 ）。１７－中央⑥。

フリオーソ
Furioso
栗 ２００４

＊ブライアンズタイム
＊ファーザ

Mr. Prospector
Baya

ＮＡＲ年代表４回，地１１勝，帝王賞 （大井・Ｄ２０００ｍ）２回，ＪＤダービー
（大井・Ｄ２０００ｍ）。初産駒は４歳。主な産駒 バリスコア（兵庫ジュニアＧＰ
３着），フリビオン（佐賀・西日本ダービー，高知優駿），ダンストンレガーメ（水沢・日
高賞），スウォナーレ（園田クイーンセレクション）。１７－地方２⑤。
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＊プリサイスエンド
Precise End
黒鹿 １９９７

＊エンドスウィープ
Precisely

Summing
Crisp 'n Clear

ＵＳＡ，米４勝，ベイショアＳ （７Ｆ）。主な産駒 グロリアスノア（根岸Ｓ ，ＪＣ
ダート ２着），カフジテイク（根岸Ｓ ，フェブラリーＳ ３着），シェアースマ
イル（エーデルワイス賞 ），メイショウウタゲ（東海Ｓ ３着），オーバースペッ
ク（新潟２歳Ｓ ２着），プラチナティアラ（函館２歳Ｓ ２着）。

＊ヘニーヒューズ
Henny Hughes
栗 ２００３

＊ヘネシー
Meadow Flyer

Meadowlake
Shortley

ＵＳＡ，米６勝，ヴォスバーグＳ （６Ｆ）。本邦初産駒３歳。主な産駒 ビホールダー
（ＢＣディスタフ ２回），＊アジアエクスプレス（朝日杯ＦＳ ），＊モーニン（フェブ
ラリーＳ ），ケイアイレオーネ（兵庫ジュニアＧＰ ），ドンフォルティス（北海
道２歳優駿 ）。１７－中央２⑥，中央Ｆ②，地方２⑦，地方Ｆ②。

マツリダゴッホ
Matsurida Gogh
鹿 ２００３

＊サンデーサイレンス
＊ペイパーレイン

Bel Bolide
＊フローラルマジック

１０勝，有馬記念 （２５００ｍ），オールカマー （２２００ｍ）３回。主な産駒 ロードクエ
スト（京成杯オータムＨ ，新潟２歳Ｓ ，ＮＨＫマイルＣ ２着），マイネルハ
ニー（チャレンジＣ ），ウインマーレライ（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞 ），クールホタ
ルビ（ファンタジーＳ ），アルマワイオリ（朝日杯ＦＳ ２着）。

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 ），クイーンズリング（エリザベス女王杯 ），グレープブランデー（フェブ
ラリーＳ ），ルージュバック。１７－中央⑧。

＊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Ｃｈ．，英愛仏米７勝，ＢＣジュヴェナイル （８．５Ｆ）。主な産駒
スキャットダディ（米 ），ホウライアキコ（デイリー杯２歳Ｓ ），ネロ（京阪杯
２回），フクノドリーム（エーデルワイス賞 ），タガノブルグ（ＮＨＫマイルＣ
２着），エイシンバッケン（根岸Ｓ ３着）。１７－中央２⑨。

ルーラーシップ
Rulership
鹿 ２００７

キングカメハメハ
エアグルーヴ

＊トニービン
ダイナカール

港１勝，７勝，Ｑエリザベス二世Ｃ （２０００ｍ），金鯱賞 （２０００ｍ）。初産駒は４歳。
主な産駒 キセキ（菊花賞 ），ダンビュライト（ＡＪＣＣ ），テトラドラクマ（ク
イーンＣ ），リリーノーブル（阪神ジュベナイルフィリーズ ２着），ダノンディ
スタンス（京都新聞杯 ３着）。１７－中央２⑤。
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ローエングリン
Lohengrin
栗 １９９９

Singspiel
＊カーリング

Garde Royale
Corraleja

１０勝，マイラーズＣ （１６００ｍ）２回，中山記念 （１８００ｍ）２回。主な産駒 ロゴタイプ
（皐月賞 ，安田記念 ，朝日杯ＦＳ ），カラクレナイ（フィリーズレビュー
），ヴゼットジョリー（新潟２歳Ｓ ），ゴットフリート（共同通信杯 ２着，朝日
杯ＦＳ ３着），トウショウプライド（金沢・百万石賞）。

＊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 ドリームバレンチノ（Ｊ
ＢＣスプリント ），コスモオオゾラ（弥生賞 ），サミットストーン（浦和記念
），ローズジュレップ（兵庫ジュニアＧＰ ），ローズプリンスダム（レパードＳ
），マイネルバイカ（白山大賞典 ）。１７－地方⑦。

ロードカナロア
Lord Kanaloa
鹿 ２００８

キングカメハメハ
レディブラッサム

Storm Cat
＊サラトガデュー

年度代表馬，最優秀短距離馬２回，港２勝，１１勝，スプリンターズＳ （１２００ｍ）２回，
香港スプリント （１２００ｍ）２回。初産駒は３歳。主な産駒 アーモンドアイ（シンザ
ン記念 ），ステルヴィオ（朝日杯ＦＳ ２着），ダノンスマッシュ（もみじＳ ），ア
ンヴァル（福島２歳Ｓ ）。１７－中央２②，中央Ｆ①。

＊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 ）。
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「受胎条件」：
フリーリターン特約付き、10月31日期限払い

「返還特約」：
不受胎時種付料返還特約、流死産時
　又は産駒死亡時（生後30日以内）
　種付料返還特約付き

種付年の4月30日、または第1回種付日のいずれか遅い日まで。種付年
の9月30日現在不受胎の場合、また種付年の10月1日以降に流産、死
産またはその種付による産駒が生後30日以内に死亡した場合は種付料
を返還します。
種付年の9月30日現在で受胎確認後、同年10月31日まで。
不受胎の場合は支払い義務はございません。種付年の11月1日以降に
流産、死産またはその種付による産駒が生後30日以内に死亡した場合
はフリーリターン特約が付帯されます。

種　付　条　件 種付料支払期限

2018 サラブレッド種牡馬配置表

マクフィ

　　　 ザファクター

ヨハネスブルグ

クリエイターⅡ

ケープブランコ

エスケンデレヤ

バ  ゴ

ストラヴィンスキー

サニングデール

鹿

芦

鹿

芦

栗

栗

黒鹿

鹿

黒鹿

2007
11歳

2008
10歳

1999
19歳

2013
5歳

2007
11歳

2007
11歳

2001
17歳

1996
22歳

1999
19歳

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）
返還特約
不受胎時返還
流死産時返還

受胎条件
フリーリターン
受胎確認10月31日払

ドバウィ
デラール

ウォーフロント
グレイシャスネス

ヘネシー（USA）
ミス

タピット
モレナ

ガリレオ
ローレルディライト

ジャイアンツコーズウェイ
アルデバランライト

ナシュワン
ムーンライツボックス

ヌレイエフ
ファイアーザグルーム

ウォーニング（GB）
カディザデー（IRE）

英2000ギニー GⅠ
ジャックルマロワ賞 GⅠ

マリブS GⅠ
パットオブライエンS GⅠ

BCジュヴェナイル GⅠ
ミドルパークＳ GⅠ

ベルモントS GⅠ
アーカンソーダービー GⅠ

愛ダービー GⅠ
愛チャンピオンS GⅠ

ウッドメモリアルS GⅠ
ファウンテンオブユースS GⅡ

凱旋門賞 GⅠ
パリ大賞典 GⅠ

　ジュライＣ GⅠ
ナンソープＳ GⅠ

高松宮記念 GⅠ
ＣＢＣ賞 GⅡ

イギリス

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アイルランド

アメリカ

フランス

アメリカ

静内

220

200

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

200

150

80

10

10

静内種馬場静内種馬場

アルデバランⅡ

デビッドジュニア

鹿

栗

1998
20歳

2002
16歳

ミスタープロスペクター
チャイムズオブフリーダム

プレザントタップ
パラダイスリヴァー

アメリカ

アメリカ

-

-

20

10

七戸種馬場七戸種馬場

ケイムホーム

スクワートルスクワート

黒鹿

黒鹿

1999
19歳

1998
20歳

ゴーンウエスト
ナイスアッセイ

マーケトリー
ロストザコード

アメリカ

アメリカ

-

-

20

10

九州種馬場九州種馬場

メトロポリタンＨ GⅠ
フォアゴーＨ GⅠ

エクリプスＳ GⅠ
ドバイデューティフリー GⅠ

パシフィッククラシック GⅠ
サンタアニタダービー GⅠ

　ＢＣスプリント GⅠ
キングズビショップＳ GⅠ

NEW

※年齢は種付時の馬齢です。

2018のみ供用

種　   牡　   馬

種付権利ボーナス制度
協会有種牡馬の産駒が2012年（平成24年）1月1日以降にアメリカ、カナダ、オーストラリア、フランス、イギリス、
アイルランド、ドイツ、アラブ首長国連邦、香港、シンガポールの国際GⅠ競走、または日本のGⅠ競走（中央のJ・GⅠは除
く）およびダートグレード競走のJpnⅠ競走で優勝した場合、協会有種牡馬に無償で種付する権利を贈呈します。
① 権利贈呈の対象者は、優勝馬を生産した際の種付時に当該馬の母馬の所有者であった方です。
② 対象者は任意の日本の繁殖シーズンにおいて、１頭の牝馬に対し協会有種牡馬のうち任意の１頭の種牡馬を無償で種付できます。
③ 本制度による種付が不受胎の場合は、翌年の日本の繁殖シーズンに限り同一の１頭の種牡馬を種付することができます。ただし、2018年の
マクフィ、ザファクター、ヨハネスブルグの種付は除きます。

④ 本権利は、１競走馬につき１回のみの贈呈です。
⑤ 本制度による種付には、原則としてフリーリターン特約が付帯されますが、2018年のマクフィ、ザファクター、ヨハネスブルグの種付に
関しては特約は付帯されません。
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Progeny: 米国で’13年より、日本で’18年のみ供用

Pedigree: Danzig Line
 父ウォーフロント×母父ミスワキ 魅惑の配合

ザファクター（USA） 芦毛・2008

米トップサイアー、ウォーフロント産駒のGI・2勝馬、本邦初上陸！
’17年北米セカンドクロップサイアーランキング勝馬数第１位
初年度から米２歳GI勝馬ノーテッドアンドクオーテッドを輩出

Performance:米 13戦6勝2着2回
GI・2勝、2歳時サンタアニタでトラックレコード樹立
T

he
 F

ac
to

r
1 s t .  マリブＳ －ＧⅠ（D7F）
1 s t .  パットオブライエンＳ －ＧⅠ（AW7F）
1 s t .  レベルＳ －ＧⅡ（D8.5F）
1 s t .  サンカルロスＳ －ＧⅡ（D7F）
1 s t .  サンヴィセンテＳ －ＧⅡ（D7F）

【海外代表産駒】
ノーテッドアンドクオーテッド（シャンデリアＳ－ＧⅠ、
エンジェルスフライトＳ－Ｌ・2着）
マルティプライヤー（イリノイダービー－ＧⅢ）
クロイ（トートゥガスＳ－Ｌ、マティスブラザーズマイル－ＧⅡ・2着）
ヤンゲストドーター（ターウィーＳ－Ｌ）
シストロン（ノーザンスパーＳ－Ｌ、ペンマイルＳ－ＧⅡ・3着）
デルフィニア（シンシナティトロフィＳ－Ｌ）
ファクトファインディング（スムーズエアーＳ－Ｌ）
【国内代表産駒】
ズアー（1勝、中京2歳新馬）
ライバーバード（1勝、中山3歳未勝利）
アルファベット（川崎・5戦3勝）

【Sire】3頭のチャンピオン、16頭のGⅠ馬を送る米トッ
プサイアー。代表産駒にエアフォースブルー（欧
州2歳牡馬チャンピオン）、ユーエスネイビーフラッ
グ（欧州2歳牡馬チャンピオン）、デクラレーション
オブウォー、ローリーポーリー、ウォーコマンド、ヒット
イットアボムなど。

【BMS】産駒にアーバンシー、ブラックタイアフェアー
（米年度代表馬）など。ブルードメアサイアーとし
てガリレオ、シーザスターズ、ダラカニ、サイレンス
スズカなどの活躍馬を多数輩出。

ダンジグ
Danzig

スターリードリーマー
Starry Dreamer
ミスワキ
Miswaki

スケーティングオンシンアイス
Skatingonthinice

Northern Dancer

Pas de Nom

Rubiano

Lara’s Star

Mr. Prospector

Hopespringseternal

Icecapade

Rain Shower

ウォーフロント
War Front

グレイシャスネス
Greyciousness

2018年のみ供用
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Progeny: 英・NZで’11年、日本で’17年より供用

Pedigree:Mr. Prospector Line
欧州最高峰の種牡馬×2歳牡馬チャンピオンの半妹

マクフィ（GB） 鹿毛・2007

初年度からＧＩ馬3頭を送る欧州チャンピオンマイラー
2年目産駒ボヌヴァルはオークス２冠でＮＺ年度代表馬に！
世界を席巻するスーパーサイアー、ドバウィの後継馬として期待

Performance:英、仏、6戦4勝
2010年 欧州3歳牡馬チャンピオン

M
ak

fi
1 s t .  英2000ギニー －ＧⅠ（芝8F）
1 s t .  ジャックルマロワ賞 －ＧⅠ（芝1600m）
1 s t .  ジェベル賞 －ＧⅢ（芝1400m）

メイクビリーヴ（仏2000ギニー－ＧⅠ、フォレ賞－ＧⅠ）
ボヌヴァル（ＮＺ年度代表馬、ＮＺ3際チャンピオン、
ＮＺチャンピオンステイヤー、オーストラリアンオー
クス－ＧⅠ、ＮＺオークス－ＧⅠなどＧⅠ･3勝）
ソフィアローザ（オーストラリアンオークス－ＧⅠ、
ニュージーランドオークス－ＧⅠ・2着）

マーキーマーク（NZ2歳牡馬チャンピオン、マナワツ
サイヤーズプロデュースＳ－ＧⅠ、エクリプスＳ－ＧⅢ）

マイマラ（エドモンブラン賞－ＧⅢ、リュウレイ賞－ＧⅢ）
メイトストーリー（トーマスバイロン賞－ＧⅢ）
ファブリケイト（ウィンターヒルＳ－ＧⅢ）
ヌールアルハワ（州都デユッセルドルフ大賞などＧⅢ・2勝）
マッチブレイカー（ウエリントンＳ－ＧⅢ）
エレオノーラ（MRCイシリアルＳ－ＧⅢ、サンラインヴァーズＳ－ＧⅢ）
インポージングラス（ベルオブザターフＳ－ＧⅢ）

【Sire】ポストポーンド（キングジョージⅥ＆QES）、
ポエッツヴォイス（QEⅡS）、ナイトオブサンダー
（英2000ギニー）、モンテロッソ（ドバイワールドＣ）、
プリンスビショップ（ドバイワールドＣ）など7頭の
チャンピオン、33頭のGⅠ勝馬を輩出。

【BMS】インヴィンシブルスピリット、ケープクロス、
オアシスドリームら名種牡馬を送り、100頭以上の
ステークス勝馬を出す。

【Family】母系には仏リーディングサイアーのグリーン
ダンサー、その他にオーソライズド（英ダービー）など。

ドバイミレニアム
Dubai Millennium

ゾマラダ
Zomaradah
グリーンデザート
Green Desert

アイリッシュヴァレー
Irish Valley

Seeking the Gold

Colorado Dancer

Deploy

Jawaher

Danzig

Foreign Courier

Irish River

Green Valley

ドバウィ
Dubawi

デラール
Dhelaal
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Progeny:日本で2017年より供用
父タピットは
’14～’16年米リーディングサイアー

Pedigree: A.P. Indy Line
アメリカで爆発的人気を誇るタピット産駒

クリエイターⅡ（USA） 芦毛・2013

3年連続米リーディングサイアーのタピットが送るクラシック馬
’16年三冠最終戦ベルモントＳを気迫の差し切り勝ち
アーカンソーダービー（ＧＩ）では最後方から11頭一気にごぼう抜き！

Performance:米 12戦3勝2着4回
2016年米クラシック・ベルモントＳ優勝
C

re
at

or
1 s t .  ベルモントＳ －ＧⅠ（ダ12F）
1 s t .  アーカンソーダービー －ＧⅠ（ダ9F）
3rd .  レベルＳ －ＧⅡ（ダ8.5F）

【タピットの主な産駒】
テスタマッタ（フェブラリーＳ－ＧⅠ、ジャパンダートダービーJpnⅠ）
ラニ（UAEダービー－ＧⅡ、ベルモントＳ－ＧⅠ・2着）
ラビットラン（ローズＳ－ＧⅡ）
トナリスト（ベルモントＳ－ＧⅠ、ジョッキークラブGC－ＧⅠ・2勝）
タップリット（ベルモントＳ－ＧⅠ）
スターダムバウンド（米2歳牝馬チャンピオン、
BCジュヴェナイルフィリーズなどＧⅠ・5勝）

ハンセン（米2歳牡馬チャンピオン、BCジュヴェナイル－ＧⅠ）
タピザー（BCダートマイル－ＧⅠ）
アンタパブル（米3歳牝馬チャンピオン、BCディ
スタフ、ケンタッキーオークスなどＧⅠ・5勝）
フロステッド（ウッドメモリアルなどＧⅠ・3勝）

【タピットの主な産駒】
テスタマッタ（フェブラリーＳ－ＧⅠ、ジャパンダートダービーJpnⅠ）
ラニ（UAEダービー－ＧⅡ、ベルモントＳ－ＧⅠ・2着）
ラビットラン（ローズＳ－ＧⅡ）
トナリスト（ベルモントＳ－ＧⅠ、ジョッキークラブGC－ＧⅠ・2勝）
タップリット（ベルモントＳ－ＧⅠ）
スターダムバウンド（米2歳牝馬チャンピオン、
BCジュヴェナイルフィリーズなどＧⅠ・5勝）

ハンセン（米2歳牡馬チャンピオン、BCジュヴェナイル－ＧⅠ）
タピザー（BCダートマイル－ＧⅠ）
アンタパブル（米3歳牝馬チャンピオン、BCディ
スタフ、ケンタッキーオークスなどＧⅠ・5勝）
フロステッド（ウッドメモリアルなどＧⅠ・3勝）

【BMS】米で27戦8勝2着7回3着3回。ペルーのリー
ディングサイアー５回。全姉にチャイムズオブフリー
ダム（英愛3歳牝馬チャンピオン）、半弟にデノン
（ハリウッドダービーなどＧⅠ・4勝）。母アヴィアンス
はフィーニクスＳ（愛ＧⅠ）勝馬。

【Family】母モレナはペルーで重賞4勝し、2歳・3
歳・古牝馬チャンピオン。2代母チャリティンは2008
年＆2009年ペルー年度代表繁殖牝馬。

プルピット
Pulpit

タップユアヒールズ
Tap Your Heels
プライヴェートリーヘルド
Privately Held

チャリティン
Charytin

A.P. Indy

Preach

Unbridled

Ruby Slippers

Private Account

Aviance

Summing

Crownit

タピット
Tapit

モレナ
Morena
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Progeny: 米国で’12年、日本で’15年より供用

Pedigree: Northern Dancer Line
欧州生産界の至宝ガリレオが送る芝チャンピオン

ケープブランコ（IRE） 栗毛・2007

大種牡馬ガリレオが送るＧＩ･5勝の米芝牡馬チャンピオン
本邦初年度産駒は１歳市場で2,000万円を超える高評価！
期待の本邦初産駒はいよいよ本年デビュー

Performance: 愛、仏、英、米、UAE 15戦9勝
2011年 米芝牡馬チャンピオン

本邦初産駒は今年待望のデビュー！

C
ap

e 
B

la
nc

o
1 s t .  愛ダービー －ＧⅠ（芝12F）
1 s t .  愛チャンピオンＳ －ＧⅠ（芝10F）
1 s t .  アーリントンミリオンＳ －ＧⅠ（芝10F）
1 s t .  マンノウォーＳ －ＧⅠ（芝11F）
1 s t .  ジョーハーシュターフクラシック招待Ｓ －ＧⅠ（芝12F）
2nd .  Kジョージ6世＆QエリザベスＳ －ＧⅠ（芝12F）

【代表産駒】
ルックフーズトーキン（メリーランドジュヴェナイルフ
ィリーズチャンピオンシップＳ－Ｒ）、セリマＳ・2着
ウィッチミア（クラウドプレジャーＳ－Ｒ・2着、
ペンシルヴァニアナーサリーＳ－Ｒ・3着）

ヘイマイク（キーンランド競馬場の新馬戦でトラックレコード樹
立、トレモントＳ－Ｌ・2着、ケンタッキージュヴェナイルＳ・2着）

スパンカー（ミセスヘンリーD.パクソンメモリアルＳ－Ｒ・2着）
イソマー（チェシャムＳ－Ｌ・2着）

【代表産駒】
ルックフーズトーキン（メリーランドジュヴェナイルフ
ィリーズチャンピオンシップＳ－Ｒ）、セリマＳ・2着
ウィッチミア（クラウドプレジャーＳ－Ｒ・2着、
ペンシルヴァニアナーサリーＳ－Ｒ・3着）

ヘイマイク（キーンランド競馬場の新馬戦でトラックレコード樹
立、トレモントＳ－Ｌ・2着、ケンタッキージュヴェナイルＳ・2着）

スパンカー（ミセスヘンリーD.パクソンメモリアルＳ－Ｒ・2着）
イソマー（チェシャムＳ－Ｌ・2着）

【Sire】英愛リーディングサイアー9回。フランケル
（欧州年度代表馬2回）、ニューアプローチ（欧州
2･3歳チャンピオン）、テオフィロ（欧州2歳チャンピ
オン）、グレンイーグルス（欧州2歳チャンピオン）、
マインディング（欧州年度代表馬）など多数のＧⅠ
馬、チャンピオンを輩出。

【BMS】産駒に英2歳牡馬チャンピオンのダイイシ
ス、英リーディングサイアーのクリスなど。

【Family】母の産駒に、米ＧⅡ馬のミスターオブライ
アン、また母の兄弟に種牡馬パリスハウスなど。

サドラーズウェルズ
Sadler’s Wells

アーバンシー
Urban Sea
プレシジウム
Presidium

フゥドワイエ
Foudroyer

Northern Dancer

Fairy Bridge

Miswaki

Allegretta

General Assembly

Doubly Sure

アーティアス（USA）

Foudre

ガリレオ
Galileo

ローレルディライト
Laurel Delight
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Progeny: 米国で’11年、日本で’16年より供用

Pedigree: Storm Cat Line
リーディングサイアーに世界屈指のファミリーの配合

エスケンデレヤ（USA） 栗毛・2007

モースピリットは2歳ＧＩに続きメトロポリタンＨ（ＧＩ）を圧勝！
初年度産駒からエスケンフォーマネー、イザベラシングスが重賞制覇
父は米リーディングサイアー３回のジャイアンツコーズウェイ

Performance:米6戦4勝2着1回
2010年 米クラシック戦線最有力馬
E

sk
en

de
re

ya
1 s t .  ウッドメモリアルＳ －ＧⅠ（D9F）
1 s t .  ファウンテンオブユースＳ －ＧⅡ（D9F）
1 s t .  ピルグリムＳ － L （D8F）

【代表産駒】
モースピリット（メトロポリタンＨ－ＧⅠ、ロスアラミトスフューチュリ
ティ－ＧⅠ、ロバート・B･ルイスＳ－GⅢ、テキサスマイルＳ－GⅢ）

イザベラシングス（ミセスリヴィアＳ－ＧⅡ、エンデバーＳ－
GⅢ、マイチャーマーH－GⅢ、イートンタウンＳ－GⅢ）
エスケンフォーマネー（ターンバックジアラームＨ
－GⅢ、ランパートＳ－GⅢ、アゼリＳ－ＧⅡ・2着）
ライトゼアー（シャンデリアＳ－ＧⅠ･3着）
コンクエストペースメーカー（トロントカップＳ－Ｌ）
ソンブレー（マウンテニアジュヴェナイルフィリーズＳ）
エムジー（インディアナオークス－ＧⅡ・2着）
ワイルドアバオウトデブ（スマーティジョーンズＳ－ GⅢ・2着）
ショウスティーラー（ラカナダＳ－ＧⅡ・2着）
ウォッチディスキャット（ラスシエネガスＳ－Ｌ）

【代表産駒】
モースピリット（メトロポリタンＨ－ＧⅠ、ロスアラミトスフューチュリ
ティ－ＧⅠ、ロバート・B･ルイスＳ－GⅢ、テキサスマイルＳ－GⅢ）

イザベラシングス（ミセスリヴィアＳ－ＧⅡ、エンデバーＳ－
GⅢ、マイチャーマーH－GⅢ、イートンタウンＳ－GⅢ）
エスケンフォーマネー（ターンバックジアラームＨ
－GⅢ、ランパートＳ－GⅢ、アゼリＳ－ＧⅡ・2着）
ライトゼアー（シャンデリアＳ－ＧⅠ･3着）
コンクエストペースメーカー（トロントカップＳ－Ｌ）
ソンブレー（マウンテニアジュヴェナイルフィリーズＳ）
エムジー（インディアナオークス－ＧⅡ・2着）
ワイルドアバオウトデブ（スマーティジョーンズＳ－ GⅢ・2着）
ショウスティーラー（ラカナダＳ－ＧⅡ・2着）
ウォッチディスキャット（ラスシエネガスＳ－Ｌ）

【Sire】米リーディングサイアー３回。シャマルダル
（欧州2歳チャンピオン）、テイクチャージブランディ
（米2歳牝馬チャンピオン）、インテンスフォーカス、
フットステップスインザサンドなど多数のＧⅠ馬、チ
ャンピオンを輩出。

【BMS】米三冠馬および年度代表馬。産駒にエー
ピーインディ、カポーティなど。ブルードメアサイア
ーとしてシガー、レモンドロップキッドなどを出す。

【Family】母系は名牝コスマーにさかのぼる世界
的種牡馬ファミリー。

【Sire】米リーディングサイアー３回。シャマルダル
（欧州2歳チャンピオン）、テイクチャージブランディ
（米2歳牝馬チャンピオン）、インテンスフォーカス、
フットステップスインザサンドなど多数のＧⅠ馬、チ
ャンピオンを輩出。

【BMS】米三冠馬および年度代表馬。産駒にエー
ピーインディ、カポーティなど。ブルードメアサイア
ーとしてシガー、レモンドロップキッドなどを出す。

【Family】母系は名牝コスマーにさかのぼる世界
的種牡馬ファミリー。

ストームキャット
Storm Cat

マライアズストーム
Mariah’s Storm
シアトルスルー
Seattle Slew

アルタイル
Altair

Storm Bird

Terlingua

Rahy

イメンス（USA）

Bold Reasoning

My Charmer

Alydar

ステラーオデッセイ（USA）

ジャイアンツコーズウェイ
Giant’s Causeway

アルデバランライト
Aldebaran Light
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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

　 購買市場

育成場
4 9 39 2 54

1 3 4 12 20
1 3 4 13 51 2 74

九州 合計セレクト
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すべての市場に派遣し、購買にあたっています。購買
担当者は、すべての出場馬について、馬格、健康状態、血統など、さまざま
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29年度購買と育成状況
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PartⅡ　育　　成

1,000ｍ屋内坂路馬場でのスピード調教 ボディコンディションスコアの測定

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月の上場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54頭とＪＲＡホームブレッド（生産馬）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。騎乗運動の開始後は、心拍数や乳酸値等のス
ポーツ医学に基づいた科学的データを参考にして運動強度を設定しています。
また、速いスピードで強い運動を負荷した翌日は、ハッキングのみの軽い運
動を行うなど、オンとオフを明確にして、若馬の精神面に配慮した調教メニ
ューを組んでいます。
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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。
月2回の馬体重測定時には、ボディコンディションスコア（馬体の脂肪の付

き具合を数値化した指標）も確認し、給餌量設定の参考にしています。これ
により、強い運動負荷に耐えられる適切な馬体を作っています。

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8.5ha
の放牧地を持ち、出生から1歳8月まで日高育成牧場で育成したＪＲＡホーム
ブレッド（本年度は2頭）と九州産馬（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、秋～冬に播種したイタリアンライグラスにより冬期間の緑化が
可能となります。そのため、育成馬は1年中青草を摂取することができ、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 冬期も繁茂するイタリアンライグラスの放牧地
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なお、各育成牧場では、セールに先立ち、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3日（火） 　10:00～
日高育成牧場　　4月9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。
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各種検査の実施状況と飼料給与量

糞便検査時期
17年11月
18年１月
18年３月

Strongid Paste（ピランテル）+ ハダクリーン（プラジクアンテル）
Panacur（フェンベンダゾール）
エクイマックス（イベルメクチン+プラジクアンテル）

駆虫薬（成分）

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
1.4kg
5.6kg
8.0kg

日 高
日　量
1.0kg
4.5kg
8.0kg

飼　料
燕　麦

ワンダーオリジナル
乾草（チモシー、ルーサン）

宮 崎

○各種定期検査を実施
①屈腱部検査　②内視鏡検査　③種子骨検査　④化骨検査　⑤後膝関節検査
※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ください。

○駆虫プログラム：本年度の育成馬の駆虫方法には、ターゲット・ワーミングを実施
しました。

※ターゲット・ワーミングとは、糞便内の虫卵検査を実施して、必要な馬に対して
のみ駆虫を実施する方法です。また、異なる薬剤を交互に使用することで、1つ
の薬剤に対する耐性寄生虫の出現を可能な限り抑制する効果があります。

☆糞便検査時期および駆虫薬

※ピランテル・フェンベンダゾール・イベルメクチンは円虫・回虫に有効、プラジ
クアンテルは条虫に有効な駆虫薬。

☆駆虫条件
円虫：糞便１g中に250個以上の卵が認められた時に駆虫
回虫：糞便１g中に25個以上の卵が認められた時に駆虫
条虫：糞便１g中に25個以上の卵が認められた時に駆虫

○飼料給与量（2月14日現在）

※ワンダーオリジナルの主原料は、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。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。
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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　　考ウォーキング

マシン

 1,000 800 2,400 4,200 屋内800ｍ馬場

800 800 2,000 3,600 　　　〃 （1,600馬場併用）

 3,000 800 2,000 5,800 　　　〃 （屋内坂路馬場併用）

 1,000 800 2,400 4,200 屋内800ｍ馬場

 2,800 800 2,200 5,800 　　　〃 （屋内坂路馬場併用）

 3,000 800 2,200 6,000 1,600馬場 （屋内坂路馬場併用）

 1,000 800 2,400 4,200 屋内800ｍ馬場：スピードはF20程度まで

 3,000 800 2,000 5,800 屋内坂路：スピードはF18（3F54）程度まで

 1,000 800 2,400 4,200 屋内800m馬場：スピードはF20程度まで

 3,000 800 2,000 5,800 屋内坂路：スピードはF17（3F51）程度まで

 1,000 800 2,400 4,200 屋内800m馬場：スピードはF20程度まで

 3,000 800 2,000 5,800 屋内坂路：スピードはF16（3F48）程度まで

 1,000 800 2,400 4,200 屋内800m馬場：スピードはF20程度まで

 3,000 800 2,000 5,800 屋内坂路：スピードはF15（3F45）程度まで

１7年

 ７月～９月

 １０月

 １１月

 １２月

 １8年

 １月

 ２月

 ３月

昼夜放牧・初期馴致 昼夜放牧は馴致開始とともに終了

6,000m
（6.0km/h
１時間）

6,500m
（6.5km/h
１時間）
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ウォーキング
マシン

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

常歩 速歩 駈歩 計

騎　乗　調　教
年　月 備　　考

初期馴致

 1,600 2,000 1,000 4,600 ５００m馬場

 1,600 2,000 1,600 5,200

 1,600 2,000 1,600 5,200 以降５００ｍ馬場ならびに

 1,600 2,000 2,000 5,600 １，６００ｍ馬場を併用

 1,600 2,000 2,400 6,000

 2,000 2,000 2,800 6,800

 2,000 2,000 2,800 6,800 スピードはF２０（３Ｆ６０）程度まで

 2,000 1,200 2,000 5,200

 2,000 1,200 2,400 5,600 スピードはF１８（３Ｆ５４）程度まで

 2,000 1,200 2,000 5,200

 2,000 1,200 2,400 5,600 スピードはF１６（３Ｆ４８）程度まで

 2,000 1,200 2,000 5,200

 2,000 1,200 2,400 5,600 スピードはF１５（３Ｆ４５）程度まで

１7年

 ７月～９月

 １０月

 １１月

 １２月

 １8年

 １月

 ２月

 ３月

昼夜放牧・初期馴致

実施せず

3,000m
（6.0km/h
30分）
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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、騎乗馴致と並行して実施し、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をご参照ください。

○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。また、引き馬・ドライビング
の段階での通過にはじまり、騎乗して幅の広い練習用ゲートの通過、競馬で
使用する物と同じ幅のゲートの通過と、毎日の調教時に通過させることで
徐々にゲートに馴らします。

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。
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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。
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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）
各牧場に直接お問い合わせください。

㈱愛知ステーブル
近　藤　秀　典
㈱アクティファーム
加　藤　祐　嗣
㈲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
㈲チェスナットファーム
広　瀬　　　亨
チームプレアデス
星　野　純　一
㈲日進牧場
谷　川　利　昭
㈲ビクトリーホースランチ
荻　野　史　子
㈲ヒダカファーム
近　藤　聡　明
㈲宮内牧場
宮　内　　　修
㈱森本ステーブル
森　本　敏　正

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

㈱吉澤ステーブル
吉　澤　克　己
㈱加藤ステーブル
加　藤　信　之
㈲賀張共同育成センター
槇　本　一　雄
㈱クラウン
矢　野　悦　三
㈱セイクリットファーム
小　林　克　己
㈱西山牧場
西　山　茂　行
㈲坂東牧場
坂　東　正　積
㈲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
クラックステーブル
村　上　進　治
㈲大作ステーブル
村　田　大　作
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
鳴　海　修　司
㈱Pyramid Training
ライアン　ユージン　ヴィンセント
藤平ステーブル
藤　平　浩　幸
㈲様似木村牧場
木　村　　　薫

浦河

日高

日高

日高

日高

日高

日高

日高

日高

新冠

新冠

新冠

新冠

新冠

新冠

様似

北　　海　　道　　地　　区　　①
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ
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㈱小国スティーブル
小　国　和　紀
㈲千代田牧場
飯　田　正　剛
㈲へいはた牧場
幣　旗　芳　典
㈲目名共同トレーニングセンター
岡　田　隆　實

静内

静内

静内

静内

㈱エクワインレーシング
瀬　瀬　　　賢
㈱STウィンファーム
佐　山　元　章
田口トレーニングファーム
田　口　　　廣
本桐共同育成センター
長　井　　　恵

むかわ

むかわ

安平

三石

北　　海　　道　　地　　区　　②
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲オークリーフ
吉　田　京　子
㈲下河辺トレーニングセンター
下河辺　行　信
シンボリ牧場㈲
和　田　孝　弘
㈲千代田牧場
飯　田　正　剛

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

㈱グロースフィールド
原　　　昌　久
ビッグレッドファーム
鉾田トレーニングセンター
岡　田　美佐子
リバティホースナヴィゲイト
佐久間　拓　士

茨城県

茨城県

茨城県

関　　東　　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

福島県
テンコー・トレーニングセンター
島　川　智　行

福島県

東　　北　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ
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㈱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
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
㈲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

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

㈱吉澤ステーブルWEST
吉　澤　克　己
㈱ライジング
河　田　伸　江
㈲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
小　林　茂　広
㈲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
㈲三重ホーストレーニングセンター
伊　藤　和　夫
ナバリホースランドパーク
奥　西　　　稔
㈲ビクトリーホースランチ名張分場
荻　野　史　子

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

京都府

京都府

愛知県

岐阜県

石川県

三重県

三重県

三重県

関　　西　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ
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競走馬生産育成牧場への就業に関する情報を掲載しています。
「BOKUJOB」で検索してください。

廣松ファーム
廣　松　金　義
㈱クラウン
矢　野　悦　三
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

福岡県

大分県

宮崎県

宮崎県

鹿児島県

柏木牧場
柏　木　　　務
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

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
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2018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

28

157

184

346

㈱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
中間価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆中間価格は概算価格（税込・万円）です。

１/２４（水）

１０/２４（水）

九州トレーニングセール

JRAブリーズアップセール

千葉サラブレッドセール

北海道トレーニングセール

２歳

２歳

２歳

２歳

佐賀競馬場

JRA中山競馬場

船橋競馬場

JRA札幌競馬場

8

69

57

155

486

691

1,080

648

九州軽種馬協会

日本中央競馬会

千葉県両総馬匹農協

日高･胆振・十勝軽種馬農協

099（478）3015

03（5785）7540

0476（93）1008

0146（45）2133（日高）

○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
中間価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆中間価格は概算価格（税込・万円）です。

４/２（月）

４/２４（火）

５/１１（金）

５/２２（火）

4/19より事前下見
4/23は前日展示会

事前下見は5/10

公開調教は5/21
事前下見は5/20

（本年は終了）

九州１歳市場

八戸市場

セレクトセール

セレクトセール

北海道セレクションセール

北海道サマープレミアムセール

北海道サマーセール

北海道オータムセール

１歳

１歳

１歳

当歳

１歳

１歳

１歳

１歳

九州種馬場

八戸家畜市場

ノーザンホースパーク

ノーザンホースパーク

北海道市場

北海道市場

北海道市場

北海道市場

8

31

216

190

184

950

507

351

335

3,186

3,402

1,512

443

281

九州軽種馬協会

青森県軽種馬生産農協

日本競走馬協会

日本競走馬協会

日高･胆振・十勝軽種馬農協

日高･胆振・十勝軽種馬農協

日高･胆振・十勝軽種馬農協

日高･胆振・十勝軽種馬農協

099（478）3015

0178（51）8765

03（3505）3445

03（3505）3445

0146（45）2133（日高）

0146（45）2133（日高）

0146（45）2133（日高）

0146（45）2133（日高）

○当歳・１歳部門
開催予定日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
中間価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆中間価格は概算価格（税込・万円）です。

６/２６（火）

７/３（火）

７/９（月）

７/１０（火）

７/１７（火）

８/２０（月）

８/２１（火）
 ～２４（金）
１０/１（月）
   ～３（水）

7/8より事前下見

7/16（祝）は前日展示

8/19（日）は前日展示

※詳細につきましては、各主催者にお問い合わせください。

本年 本年

新設
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上場馬に付与される特典等のご案内

Ⅰ．購買市場別に付与される特典等のご案内
昨年（1歳時）の購買市場ごとに、市場主催者から以下のような特典が付
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28番、38番、61番および71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30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。

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等

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 補償範囲

※詳しくは（一社）日本競走馬協会またはセリ会場内の損害保険ジャパン日本興亜株式会社まで
お問い合わせください。
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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
重賞勝馬を産んだ主なＪＲＡ育成馬

デヴェロッペ 2013 クロコスミア 府中牝馬S（G2） ボストンハーバー
アスカノヒミコ 2011 アスカノロマン 東海S（G2） タバスコキャット
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。

（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1～5着となった場合、
ＪＲＡから下記の奨励賞が交付されます。

写真は 平成8年 れんげ賞写真は 平成8年 れんげ賞

第３着第２着第１着競　　　走 第４着 第５着
120万円 48万円 30万円 18万円 12万円
60万円 24万円 15万円 9万円 6万円
70万円 28万円 18万円 11万円 7万円
30万円 12万円 8万円 5万円 3万円

新　馬　競　走

未勝利競走

２　歳
３　歳
２　歳

３歳 春季競馬
※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

西
船
橋
駅

京
成
西
船
駅

京
成
東
中
山
駅

至国道14号線

ＪＲ 武 蔵 野 線

至鎌ヶ谷

至新松戸

至松戸

若宮三丁目

至船橋

京

成

線

至
原
木
イ
ン
タ
ー

国
道 

14 

号
線

Ｊ
Ｒ
総
武
線

至
船
橋

船
橋
信
用
金
庫

Ｊ
Ａ
西
船
橋

木
下
街
道

正門

船橋法典駅

競 馬 場

競馬場
事務所

至鎌ヶ谷

スタンド

下見所

至
上
野

至
東
京
方
面

北　方
十字路 ( 　)中山競馬場

入　　　口

中山競馬場までの所要時間
・ＪＲ船橋法典駅より徒歩 10分
・ＪＲ西船橋駅よりバス15分（北方十字路下車）
・京成 東中山駅より徒歩 20分

▲

入口
招待者用駐車場

こちらをご利用ください

※前日展示会は厩舎１号門よりご入場ください。
※セール当日は正門よりご入場ください。

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）

ランチョンセミナー
（競走馬診療所）

※競馬場周辺は交通渋滞することがございます。

正門

③実馬展示会場
（装鞍所）③

⑤④

⑤契約会
場

④セリ会
場（中央門

）

バスタ
ーミナ

ル

①受付（1F馬主受付）
①

②調教観覧席（4F馬主席）
②

スタンド

下 見 所

食　事
（B1レ

ストラン
プラザ）

検量棟

事務所

南門
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