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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「2012JRAブリーズアップセール」サイト
　　　　　　　　　　 http://www.jbis.or.jp/seri/2012/12O1/sale/

●ライブ中継について●
※2012JRA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.2～3をご覧ください。
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１．参加資格：新規馬主の方
● 09年１月以降に馬主登録された方に参加資格があります。
● 09年１月以降の馬主登録であっても、法人馬主登録の方、法人馬主・組合馬主
から個人馬主となった方等、08年以前より馬主歴を有すると本会が認めた方
は除きます。

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

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

４．対象候補馬：ＪＲＡホームブレッド（生産馬）６頭

最終的な対象馬の公表は4月23日（月）の前日展示会で実施します。
ご不明な点はお気軽にＪＲＡ馬事部生産育成対策室までお問い合わせください。

電話　０３－５７８５－７５４０

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）を対象として実施します。

「新規馬主限定セッション」のご案内

セール前日の4月23日（月）13～15時に装鞍所にて比較展示を実施します
※比較展示の時間以外は、10時～17時の間でご希望の馬を厩舎でご覧いただけます。

厩舎１号門よりご入場下さい（セール名簿159ページ参照）

《開示する情報》
①個体情報冊子の配布
馬の個体ごとの疾病歴、調教経過および飼養管理状況などを
詳細に記載した冊子です。

②台付け価格の公表
台付け価格表を配布します。
※なお、個体情報開示室もご利用いただけます。
　詳しくはセール名簿6ページをご覧下さい。

《駐車場のご案内》
お車で来場される方は、ブリーズアップセール当日と同じ駐車場（招待者
用駐車場）をご利用下さい。詳しくは、セール名簿159ページの案内図を
ご覧下さい。

ブリーズアップセールの前日に、上場馬をじっくりと吟味いただくた
めに、中山競馬場にて「前日展示会」を開催いたします。
購買馬の検討にぜひご利用下さい。

「前日展示会」のご案内

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

欠場または調教進度遅れにより、
上記対象馬が５頭に満たない場合は、

右記の補欠馬を、限定セッションの
対象に加えることがあります。

23 ワンモアベイビーの10 牡 栗 ケイムホーム
24 キセキスティールの10 牡 黒鹿 ケイムホーム
25 フジティアスの10 牡 鹿 ケイムホーム
26 ユメノセテアラムの10 牡 鹿 ケイムホーム
27 フレンドリータッチの10 めす 鹿 ケイムホーム
28 シャトルシャロンの10 めす 鹿 ケイムホーム

上場
番号
対象候補馬
（JRAホームブレッド）

性 毛色 父

1位 29 カミモリローマンの10 めす 芦 　スウェプトオーヴァーボード
2位 30 シルクアムールの10 めす 鹿 ☆アルデバラン
3位 22 オンワードテティスの10 牡 栗 ☆アルデバラン
4位 31 ナイキトライアンフの10 めす 鹿 ☆ブラックタイド
5位 21 イシノクイルの10 牡 鹿 　アルカセット

優先
順位

上場
番号 補欠馬 性 毛色

父
（☆は新種牡馬）
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個体情報開示室では、上場馬の飼養管理から医療情報までの広範な
個体情報を開示しております。購買馬の選定とその後のスムーズな管
理・調教にお役立ていただけたら幸いです。なお、個体情報開示室に
はＪＲＡの獣医職員を配置いたしておりますので、お気軽に声をおか
けください。

○開示時間・場所
4月19日（木）～　4月23日（月） 10時～17時まで
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。

○提供する主な資料
①個体情報冊子
・上場する全ての馬の個体ごとの疾病歴、調教経過および飼養管
理状況などを詳細に記載した冊子です。

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

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

④屈腱部エコー検査DVD
・3月下旬に実施した検査結果を開示いたします。

個体情報開示室（レポジトリールーム）のご案内

ＪＲＡブリーズアップセール上場予定馬の事前下見が可能です。
ご来場前に、ご覧になりたい馬を下記連絡先に連絡していただけると
幸いです。

○事前下見が可能な日時
4月19日（木）～　4月23日（月）　　10時～17時まで
※4月23日（月）は前日展示会（13時～15時：装鞍所での比較展示）を
実施します。

○場所
　中山競馬場　厩舎地区（下図参照）　

○連絡先
　ＪＲＡ 馬事部　生産育成対策室 TEL　03-5785-7540
　ブリーズアップセール　特設電話※ TEL　080-3588-4357
　※特設電話は4月16日（月）～　5月2日（水）のみ有効です。

中山競馬場厩舎地区

○１～12号・17・18号馬房を使用いたしております

事前下見のご案内
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力強い末脚で世代最初のマイル重賞を制覇

世代最初の
オープン競

走はJRA
育成馬が勝

ち名乗り

2011 ＪＲＡブリーズアップセール取引馬の活躍
（平成24年2月19日現在）

11年4回新潟競馬1600m芝

モンストール［牡］
馬主：前田　幸治　氏　　尾関　知人　厩舎

父　アドマイヤマックス
母　イソノスワロー

◆ 重賞競走優勝馬 ◆◆ 重賞競走優勝馬 ◆

◆ オープン・特別競走優勝馬 ◆◆ オープン・特別競走優勝馬 ◆

ＪＲＡ育成馬が、夏競馬から大活躍。
昨年の当セールで取引されたＪＲＡ育成馬たちが、新馬戦開幕週
から大活躍。2歳戦で18勝をあげました。

昨年のセール取引馬 78頭中、75頭 が中央競馬に登録されています。
（1頭は地方、1頭はシンガポールで登録）。

すでに　68頭（87%）が中央デビュー（うち2歳デビュー64頭（82%））
合計 296走（1頭平均3.8走）（うち2歳までに 235走（1頭平均3.0走））

ダービー翌週、
　　　早くも今年の2歳戦がスタートします。

11年2回函館競馬1200m芝

ダームドゥラック ［牝］

馬主：榊原　源一郎　氏
領家　政蔵　厩舎

父　シンボリクリスエス
母　フェアリーテールタイム

ラベンダー賞（オープン）

11年3回新潟競馬1400m芝

エイシンキンチェム ［牝］

馬主：平井　豊光　氏
高野　友和　厩舎

父　フジキセキ
母　アルカイックレディ

ダリア賞（オープン）

11年5回東京競馬1600mダート

タイセイスティング ［牡］

馬主：田中　成奉　氏
新開　幸一　厩舎

父　ゴールドアリュール
母　ミラクルケープ

からまつ賞（500万下）

新潟２歳ステークス（ＧⅢ）

－ 8 －



力強い末脚で世代最初のマイル重賞を制覇

世代最初の
オープン競

走はJRA
育成馬が勝

ち名乗り

2011 ＪＲＡブリーズアップセール取引馬の活躍
（平成24年2月19日現在）

11年4回新潟競馬1600m芝

モンストール［牡］
馬主：前田　幸治　氏　　尾関　知人　厩舎

父　アドマイヤマックス
母　イソノスワロー

◆ 重賞競走優勝馬 ◆◆ 重賞競走優勝馬 ◆

◆ オープン・特別競走優勝馬 ◆◆ オープン・特別競走優勝馬 ◆

ＪＲＡ育成馬が、夏競馬から大活躍。
昨年の当セールで取引されたＪＲＡ育成馬たちが、新馬戦開幕週
から大活躍。2歳戦で18勝をあげました。

昨年のセール取引馬 78頭中、75頭 が中央競馬に登録されています。
（1頭は地方、1頭はシンガポールで登録）。

すでに　68頭（87%）が中央デビュー（うち2歳デビュー64頭（82%））
合計 296走（1頭平均3.8走）（うち2歳までに 235走（1頭平均3.0走））

ダービー翌週、
　　　早くも今年の2歳戦がスタートします。

11年2回函館競馬1200m芝

ダームドゥラック ［牝］

馬主：榊原　源一郎　氏
領家　政蔵　厩舎

父　シンボリクリスエス
母　フェアリーテールタイム

ラベンダー賞（オープン）

11年3回新潟競馬1400m芝

エイシンキンチェム ［牝］

馬主：平井　豊光　氏
高野　友和　厩舎

父　フジキセキ
母　アルカイックレディ

ダリア賞（オープン）

11年5回東京競馬1600mダート

タイセイスティング ［牡］

馬主：田中　成奉　氏
新開　幸一　厩舎

父　ゴールドアリュール
母　ミラクルケープ

からまつ賞（500万下）

新潟２歳ステークス（ＧⅢ）
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（敬称略）

ＪＲＡ
ホームブレッド

◆ おもな新馬・未勝利戦優勝馬 ◆◆ おもな新馬・未勝利戦優勝馬 ◆

◆ その他の新馬・未勝利戦優勝馬 ◆◆ その他の新馬・未勝利戦優勝馬 ◆

11年5回阪神競馬1400m芝　2歳新馬
トミーバローズ ［牡］
父　アドマイヤムーン
母　モンテドーター　

馬主：猪熊　広次　氏／武田　博　厩舎

11年5回中山競馬1200m芝　2歳未勝利
マロンクン ［牡］
父　デビッドジュニア
母　ワンモアベイビー

馬主：ケンレーシング組合／牧　光二　厩舎

11年6回阪神競馬1400m芝　2歳新馬
ダンツミュータント ［牡］

父　マイネルラヴ　
母　ウメノローマン

馬主：山元　哲二　氏／本田　優　厩舎

ニュージーランドトロフィー（ＧⅡ）

エイシンオスマン ［牡］

馬主：平井　豊光　氏
松永　昌博　厩舎

父　ロックオブジブラルタル
母　ゲルニカ

◆ 2011年の重賞勝ち馬 ◆◆ 2011年の重賞勝ち馬 ◆

2010ブリーズアップセール取引馬

11年2回阪神競馬1,600m芝

11年3回中山競馬1600m芝　2歳新馬
クイーンアルタミラ ［牝］

父　バゴ　　　　　　　
母　フジノバイオレット

馬主：柏瀬　公子　氏／鈴木　康弘　厩舎
（新潟２歳ステークス（ＧⅢ）３着）

ダームドゥラック

エイシンキンチェム

モンストール

ハマノヴィグラス

オペラダンシング

オウケンハナミズキ

タイセイスティング

ミヤコマンハッタン

メイショウスザンナ

キボウダクリチャン

シンボリクリスエス フェアリーテールタイム

フジキセキ アルカイックレディ

アドマイヤマックス イソノスワロー

サウスヴィグラス ミラクルファンタジ

オペラハウス セイントリープレア

バゴ デュプレ

ゴールドアリュール ミラクルケープ

マンハッタンカフェ ハッピースキャット

アグネスデジタル グリーンオリーヴ

チーフベアハート ウッドフェアリー

榊原源一郎 氏

平井　豊光 氏

前田　幸治 氏

浜井　弘至 氏

鈴木　可一 氏

福井　　明 氏

田中　成奉 氏

吉田喜代司 氏

松本　好隆 氏

栗本　博晴 氏

１回函館　芝1,000m

４回京都　芝1,200ｍ

３回新潟　芝1,400ｍ

１回函館　ダート1,000ｍ

３回新潟　芝1,400ｍ

４回小倉　芝1,200ｍ

２回札幌　ダート1,700ｍ

４回中山　芝1,600ｍ

６回京都　芝1,400ｍ

６回小倉　芝1,200ｍ

領家　政蔵

高野　友和

尾関　知人

服部　利之

尾形　充弘

牧浦　充徳

新開　幸一

土田　　稔

高橋　義忠

高市　圭二

牝

牝

牡

牡

牡

牝

牡

牝

牝

牝

父 母
馬　　名

新

　
　馬

未

　
　
　
　勝

　
　
　
　利

調教師馬　主
優勝レース性

12年1回東京競馬1800m芝

メイショウスザンナ ［牝］

馬主：松本　好隆　氏
高橋　義忠　厩舎

父　アグネスデジタル
母　グリーンオリーヴ

セントポーリア賞（500万下）
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（敬称略）
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ダンツミュータント ［牡］

父　マイネルラヴ　
母　ウメノローマン

馬主：山元　哲二　氏／本田　優　厩舎

ニュージーランドトロフィー（ＧⅡ）

エイシンオスマン ［牡］

馬主：平井　豊光　氏
松永　昌博　厩舎

父　ロックオブジブラルタル
母　ゲルニカ

◆ 2011年の重賞勝ち馬 ◆◆ 2011年の重賞勝ち馬 ◆

2010ブリーズアップセール取引馬

11年2回阪神競馬1,600m芝

11年3回中山競馬1600m芝　2歳新馬
クイーンアルタミラ ［牝］
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母　フジノバイオレット

馬主：柏瀬　公子　氏／鈴木　康弘　厩舎
（新潟２歳ステークス（ＧⅢ）３着）
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バゴ デュプレ
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マンハッタンカフェ ハッピースキャット

アグネスデジタル グリーンオリーヴ

チーフベアハート ウッドフェアリー

榊原源一郎 氏

平井　豊光 氏

前田　幸治 氏

浜井　弘至 氏

鈴木　可一 氏

福井　　明 氏

田中　成奉 氏

吉田喜代司 氏

松本　好隆 氏

栗本　博晴 氏

１回函館　芝1,000m

４回京都　芝1,200ｍ

３回新潟　芝1,400ｍ

１回函館　ダート1,000ｍ

３回新潟　芝1,400ｍ

４回小倉　芝1,200ｍ

２回札幌　ダート1,700ｍ

４回中山　芝1,600ｍ

６回京都　芝1,400ｍ

６回小倉　芝1,200ｍ

領家　政蔵

高野　友和

尾関　知人

服部　利之

尾形　充弘

牧浦　充徳

新開　幸一

土田　　稔

高橋　義忠

高市　圭二

牝

牝

牡

牡

牡

牝

牡

牝

牝

牝

父 母
馬　　名

新

　
　馬

未

　
　
　
　勝

　
　
　
　利

調教師馬　主
優勝レース性

12年1回東京競馬1800m芝

メイショウスザンナ ［牝］

馬主：松本　好隆　氏
高橋　義忠　厩舎

父　アグネスデジタル
母　グリーンオリーヴ

セントポーリア賞（500万下）
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お申し込みからお引き取りまでの手続き セール当日の流れ

・購買登録申込書【書式Ａ】に馬主ご本
人がご署名、ご捺印の上、ＪＲＡ六本
木事務所 馬事部 生産育成対策室あて
郵送にてお申し込みください。（P.14
～15参照）

・事前に購買登録をされた方には購買登
録確認書【書式B】をお送りいたしま
すので、セール当日馬主ご本人がご署
名の上、お持ちください。（代理の方
が参加される場合は、あらかじめ馬主
ご本人および代理の方が署名した購買
登録確認書をお持ちください。）
・事前登録された方には、売却予定馬の
写真カタログおよび調教撮影ＤＶＤを
お届けいたします。

・取引価格（落札価格に消費税を加算し
た額）を4月27日（金）正午までにＪＲＡ
が指定する口座にお振込みください。
・ただしトレセンに直接入厩する場合の
み、5月2日（水）正午までとなります。

・代金お支払いの後、5月1日（火）15時
までに購買馬をお引き取りください。
・ＪＲＡが輸送業務および費用を負担し
てトレセンに直接入厩することも可能
です。（P.16参照）　
・トレセンに直接入厩する場合に限り、
馬代金支払い前のお引き取りができます。

・所定の書類を提出し、本名
簿の裏表紙に登録番号シー
ルの貼付を受けてください。
・クロークも設置しております。

・スピードは最終の2ハロン
13秒－13秒を目安としてお
ります。
《軽食をご用意しております》

・各馬の状態をご検討、ご確
認いただきます。
・個体情報開示室（レポジト
リールーム）を設置してお
ります。（Ｐ６参照）
《軽食をご用意しております》

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

・台付け価格で声がかからない
場合は、主取りとしますが、
再上場はお受けいたします。
会場事務局までお申し出下
さい。
《軽食をご用意しております》

2012 ＪＲＡブリーズアップセール〔中山競馬場〕

購買登録確認書
（写真カタログ・調教DVD）

送付

馬代金の
お支払い

実馬の
お引き取り

事前購買登録

申し込み

なるべく
3月30日（金）まで

4月4日（水）頃

4月24日（火）

4月27日（金）まで
（直入5月2日（水）まで）

5月1日（火）まで

8:15～12:00頃
スタンド1階馬主受付

11:15～13:00頃
装鞍所

13:00～16:45頃
中央門特設セリ会場

13:00～17:00頃
契約会場

（バスターミナル横）

9:00～11:00頃
ダートコース
（観覧は

スタンド4階馬主席）

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

受　付

実馬展示

売買成立・
引取り確認

騎乗供覧

セリ方式による
売却※4月23日（月）に前日展示会を開催いたします（P.5参照）
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お申し込みからお引き取りまでの手続き セール当日の流れ
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録確認書【書式B】をお送りいたしま
すので、セール当日馬主ご本人がご署
名の上、お持ちください。（代理の方
が参加される場合は、あらかじめ馬主
ご本人および代理の方が署名した購買
登録確認書をお持ちください。）
・事前登録された方には、売却予定馬の
写真カタログおよび調教撮影ＤＶＤを
お届けいたします。

・取引価格（落札価格に消費税を加算し
た額）を4月27日（金）正午までにＪＲＡ
が指定する口座にお振込みください。
・ただしトレセンに直接入厩する場合の
み、5月2日（水）正午までとなります。

・代金お支払いの後、5月1日（火）15時
までに購買馬をお引き取りください。
・ＪＲＡが輸送業務および費用を負担し
てトレセンに直接入厩することも可能
です。（P.16参照）　
・トレセンに直接入厩する場合に限り、
馬代金支払い前のお引き取りができます。

・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。
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13秒－13秒を目安としてお
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・各馬の状態をご検討、ご確
認いただきます。
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リールーム）を設置してお
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《軽食をご用意しております》

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

・台付け価格で声がかからない
場合は、主取りとしますが、
再上場はお受けいたします。
会場事務局までお申し出下
さい。
《軽食をご用意しております》
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100100

生産太郎 様

999

生 産 太 郎

生 産 花 子

〔Ａ４サイズ・緑〕　購買登録申込書【書式Ａ】

〔水色はがき用紙、はがき大〕　購買登録確認書【書式Ｂ】

（表面） （裏面）

生産 太郎
セイサン タ  ロウ

中山

4 4

100100

1 0 6 8 4 0 1

東京 港 六本木6丁目
11-1

03 5785 7540

3588 4357080

購
買
登
録
さ
れ
る
馬
主
ご
本
人
が

ご
記
入
く
だ
さ
い
。

申込日を必ずご記入ください。

ＪＲＡの登録馬主名を
ご記入ください。

認印で結構です。

所属の馬主協会を
ご記入ください。
無所属の方は記入の
必要はありません。

ＪＲＡの馬主登録番号を
ご記入ください。

予定で結構ですので、該当する
いずれかを○で囲んでください。

ＪＲＡが記載いたし
ます。

購買登録された
馬主ご本人が
ご署名ください。

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

購買登録のご案内

2012JRAブリーズアップセールへの参加をご希望される方は、
本名簿と同封の購買登録申込書【書式A】に記入の上、なるべく3月30日（金）
（当日消印有効）までに送付いただき、事前登録をお済ませください。

※「新規馬主限定セッション」への参加は、あらかじめ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4ページをご参照下さい）

◎事前登録をお済ませの方には、
・「購買登録確認書」【書式Ｂ】を4月4日（水）ごろ発送いたします。セール当日
にご持参ください。
・また、売却予定馬の【写真カタログ】並びに【調教DVD】を作成次第、お届け
いたします。
・セール当日は、本売却馬名簿と併せて、下記の必要書類をご持参願います。

◎事前登録されなかった（当日登録される）方は、
・4月24日（火）のセール当日、登録を受け付けます。
・セール当日は、本売却馬名簿と併せて、下記の必要書類をご持参願います。
・「新規馬主限定セッション」には参加できませんのでご承知おきください。

●セール当日の必要書類●

事前登録
された方

当日登録
される方

・書式Ｂ（確認書）
・印鑑

・書式Ａ（申込書）
・ご本人の馬主登録証
　および記章
・印鑑

・馬主ご本人及び代理人が署名された
　書式Ｂ（確認書）
・代理の方の印鑑
・馬主ご本人のご署名・ご捺印がある 書式Ａ
　（申込書）
・代理の方の免許証等（身分を証明できるもの）
・代理の方の印鑑

馬主ご本人の参加 代理人の参加

育成馬展示会のお知らせ

宮崎育成牧場　　3月26日(月) 　13:00～
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。

書式Ｂ

2012 ＪＲＡブリーズアップセール

購買登録確認書

購買登録を受け付けました

平成24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）

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

※セール前日の4月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、2012 ＪＲＡブリーズアップセ
ール上場馬の購買を希望しますので、本確認書記載事項
および売却馬名簿に記載された売却要領および条件を承
諾のうえ、購買登録いたします。
私（上記の馬主）が上場馬を落札した場合には、落札

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

（馬主ご本人のご署名）

（代理の方参加の場合）私（上記の馬主）は、2012
ＪＲＡブリーズアップセール上場馬の購買に当たり、下記
の者を代理と定め、購買に関する一切の権限を委任します。

（代理の方の署名）

馬　主　登　録　番　号

氏　　　　　名

購買登録者番号
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100100

生産太郎 様

999

生 産 太 郎

生 産 花 子

〔Ａ４サイズ・緑〕　購買登録申込書【書式Ａ】

〔水色はがき用紙、はがき大〕　購買登録確認書【書式Ｂ】

（表面） （裏面）

生産 太郎
セイサン タ  ロウ

中山

4 4

100100

1 0 6 8 4 0 1

東京 港 六本木6丁目
11-1

03 5785 7540

3588 4357080

購
買
登
録
さ
れ
る
馬
主
ご
本
人
が

ご
記
入
く
だ
さ
い
。

申込日を必ずご記入ください。

ＪＲＡの登録馬主名を
ご記入ください。

認印で結構です。

所属の馬主協会を
ご記入ください。
無所属の方は記入の
必要はありません。

ＪＲＡの馬主登録番号を
ご記入ください。

予定で結構ですので、該当する
いずれかを○で囲んでください。

ＪＲＡが記載いたし
ます。

購買登録された
馬主ご本人が
ご署名ください。

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

購買登録のご案内

2012JRAブリーズアップセールへの参加をご希望される方は、
本名簿と同封の購買登録申込書【書式A】に記入の上、なるべく3月30日（金）
（当日消印有効）までに送付いただき、事前登録をお済ませください。

※「新規馬主限定セッション」への参加は、あらかじめ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4ページをご参照下さい）

◎事前登録をお済ませの方には、
・「購買登録確認書」【書式Ｂ】を4月4日（水）ごろ発送いたします。セール当日
にご持参ください。
・また、売却予定馬の【写真カタログ】並びに【調教DVD】を作成次第、お届け
いたします。
・セール当日は、本売却馬名簿と併せて、下記の必要書類をご持参願います。

◎事前登録されなかった（当日登録される）方は、
・4月24日（火）のセール当日、登録を受け付けます。
・セール当日は、本売却馬名簿と併せて、下記の必要書類をご持参願います。
・「新規馬主限定セッション」には参加できませんのでご承知おきください。

●セール当日の必要書類●

事前登録
された方

当日登録
される方

・書式Ｂ（確認書）
・印鑑

・書式Ａ（申込書）
・ご本人の馬主登録証
　および記章
・印鑑

・馬主ご本人及び代理人が署名された
　書式Ｂ（確認書）
・代理の方の印鑑
・馬主ご本人のご署名・ご捺印がある 書式Ａ
　（申込書）
・代理の方の免許証等（身分を証明できるもの）
・代理の方の印鑑

馬主ご本人の参加 代理人の参加

育成馬展示会のお知らせ

宮崎育成牧場　　3月26日(月) 　13:00～
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。

書式Ｂ

2012 ＪＲＡブリーズアップセール

購買登録確認書

購買登録を受け付けました

平成24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）

○当日は売却馬名簿と併せて、本確認書【書式Ｂ】
および馬主ご本人の印鑑をご持参の上、購買
者受付（スタンド１階馬主受付）にて登録番
号シールをお受け取りください。

○代理の方に購買を委任される場合、馬主ご本
人および代理の方がご署名された本確認書
【書式Ｂ】および代理の方の印鑑をご持参く
ださい。

※セール前日の4月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、2012 ＪＲＡブリーズアップセ
ール上場馬の購買を希望しますので、本確認書記載事項
および売却馬名簿に記載された売却要領および条件を承
諾のうえ、購買登録いたします。
私（上記の馬主）が上場馬を落札した場合には、落札

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

（馬主ご本人のご署名）

（代理の方参加の場合）私（上記の馬主）は、2012
ＪＲＡブリーズアップセール上場馬の購買に当たり、下記
の者を代理と定め、購買に関する一切の権限を委任します。

（代理の方の署名）

馬　主　登　録　番　号

氏　　　　　名

購買登録者番号
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購買・引取確認書（預託厩舎確認書）【書式Ｄ】
〔Ａ４・２枚複写（甲：売主用　乙：買主用）〕　

セ
ー
ル
当
日
契
約
時
に
聞
き
取
り
の
上
、

Ｊ
Ｒ
Ａ
が
記
入
い
た
し
ま
す
。

セール当日落札時に
馬主ご本人にご署名
をいただきます。

生産 太郎
セイ サン タ   ロウ

999

100
×××

セイサンメガミ

△△

△△ ×－１

03-5785-7540 080-3588-4357 △△ △△

代理人が落札された
場合は、馬主名に加
えて、代理人名をご
署名いただきます。
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購買・引取確認書（預託厩舎確認書）【書式Ｄ】
〔Ａ４・２枚複写（甲：売主用　乙：買主用）〕　

セ
ー
ル
当
日
契
約
時
に
聞
き
取
り
の
上
、

Ｊ
Ｒ
Ａ
が
記
入
い
た
し
ま
す
。

セール当日落札時に
馬主ご本人にご署名
をいただきます。

生産 太郎
セイ サン タ   ロウ

999

100
×××

セイサンメガミ

△△

△△ ×－１

03-5785-7540 080-3588-4357 △△ △△

代理人が落札された
場合は、馬主名に加
えて、代理人名をご
署名いただきます。
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ウオッカの母
タニノシスター号（ＪＲＡ育成馬）
父　ルション
母　エナジートウショウ
（母の父トウショウボーイ）

生産者　吉田　実（浦河）
平成６年度　北海道８月市場購買
育成場：日高育成牧場
平成７年度　売却馬

母（JRA育成馬） 産駒名 主な重賞勝鞍 母の父産駒生年
重賞勝馬を生んだ主なＪＲＡ育成馬

カリーノカフェ 2007 アロマカフェ ラジオNIKKEI賞（G3） ハートレイク 
リンダトリアーノ 2005 バシケーン 中山大障害（J.G1） ロドリゴデトリアーノ
アカプルコ 2005 チェレブリタ 京都牝馬S（G3） アンバーシャダイ 
タニノシスター 2004 ウオッカ 東京優駿（G1） ルション
ホーマンレッド 1999 ホーマンキュート 名古屋優駿（G3） ダンサーズイメージ 
アスターレディー 1997 トッププロテクター 北九州記念（G3） ニゾン 
ユウミロク 1997 ユウフヨウホウ 中山大障害（J.G1） カツラノハイセイコ 
カルメンシータ 1996 トロットスター スプリンターズS（G1） ワイズカウンセラー 
フェルドウ 1995 マキハタコンコルド 東京オータムジャンプ（J.G3） シービークロス
ユウミロク 1993 ゴーカイ 中山グランドジャンプ（J.G1） カツラノハイセイコ 
ユウミロク 1992 ユウセンショウ 目黒記念（G2） カツラノハイセイコ 
ドミナスローズ 1991 フジノマッケンオー ダービー卿チャレンジT（G3） トウショウボーイ
ツルミスター 1985 ヤエノムテキ 天皇賞（秋）（G1） イエローゴッド

2008, 2009　年度代表馬 ウオッカの母は,ＪＲＡ育成馬タニノシスターです。

牝馬は競走引退後も、繁殖馬として次世代への夢を繋げてくれます。

上場馬に付与される条件等のご案内

Ⅰ．購買市場別に付与される条件等のご案内
昨年（1歳時）の購買市場ごとに、以下のような条件が付与されます。
（馬ごとの購買市場は各馬の名簿右下の欄で御確認ください）。

（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39番が九州
産馬であり、出走資格を有します。例年、ひまわり賞（１着賞金1400万円）
などの２歳馬競走が夏季の小倉競馬場で組まれております。

（2） 内国産牝馬奨励賞
本年上場予定の全牝馬をはじめ、内国産の全2歳牝馬が対象となります。
2歳の新馬・未勝利競走（牝馬限定競走を除く）で1～3着となった場合、
下記の奨励賞が交付されます。

 ＧⅠ 1,000万円 400万円 260万円
 ＧⅡ 300万円 120万円 78万円
 ＧⅢ 100万円 40万円 26万円
 JpnⅠ 500万円 200万円 130万円
 JpnⅡ 150万円 60万円 39万円
 JpnⅢ 50万円 20万円 13万円

第１着競　　　走購買市場 第２着 第３着

（北海道市場）
　セレクションセール
　サマーセール
　オータムセール

中央競馬

地方競馬

2歳重賞競走

2歳ダート
グレード競走
（指定交流）

　セレクトセール
上記の第1着に対し、上記金額が交付されます。
またGⅠ･JpnⅠ勝ちの場合、純金製メダルが贈呈されます。

※上記以外に地方競馬の2歳戦優勝馬に対して市場取引賞等が支給される場合がございます
（北海道市場、八戸市場、九州市場など）。詳しくは、市場主催者へお尋ねください。

競走馬の死亡に対する保険金
競走馬としての能力喪失に対する保険金
特定の悪癖に対する見舞金

本年8月1日まで
セレクトセール
における
売買金額

セレクトセール

購買市場 保険金額 保険期間 保険期間

※詳しくは（社）日本競走馬協会またはセリ会場内の損保ジャパンまでお問い合わせください。

写真は 平成8年 れんげ賞写真は 平成8年 れんげ賞

第１着競　　　走 第２着 第３着
 100万円 40万円 25万円
 50万円 20万円 13万円

新　　　馬　　　競　　　走
未　　勝　　利　　競　　走

２歳

※本年の3歳馬も春季競馬まで（5/27まで）の新馬・未勝利競走における1着馬に対し交付
（新馬60万円、未勝利30万円）されます（来年度以降の交付額等は未定です）。
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ウオッカの母
タニノシスター号（ＪＲＡ育成馬）
父　ルション
母　エナジートウショウ
（母の父トウショウボーイ）

生産者　吉田　実（浦河）
平成６年度　北海道８月市場購買
育成場：日高育成牧場
平成７年度　売却馬

母（JRA育成馬） 産駒名 主な重賞勝鞍 母の父産駒生年
重賞勝馬を生んだ主なＪＲＡ育成馬

カリーノカフェ 2007 アロマカフェ ラジオNIKKEI賞（G3） ハートレイク 
リンダトリアーノ 2005 バシケーン 中山大障害（J.G1） ロドリゴデトリアーノ
アカプルコ 2005 チェレブリタ 京都牝馬S（G3） アンバーシャダイ 
タニノシスター 2004 ウオッカ 東京優駿（G1） ルション
ホーマンレッド 1999 ホーマンキュート 名古屋優駿（G3） ダンサーズイメージ 
アスターレディー 1997 トッププロテクター 北九州記念（G3） ニゾン 
ユウミロク 1997 ユウフヨウホウ 中山大障害（J.G1） カツラノハイセイコ 
カルメンシータ 1996 トロットスター スプリンターズS（G1） ワイズカウンセラー 
フェルドウ 1995 マキハタコンコルド 東京オータムジャンプ（J.G3） シービークロス
ユウミロク 1993 ゴーカイ 中山グランドジャンプ（J.G1） カツラノハイセイコ 
ユウミロク 1992 ユウセンショウ 目黒記念（G2） カツラノハイセイコ 
ドミナスローズ 1991 フジノマッケンオー ダービー卿チャレンジT（G3） トウショウボーイ
ツルミスター 1985 ヤエノムテキ 天皇賞（秋）（G1） イエローゴッド

2008, 2009　年度代表馬 ウオッカの母は,ＪＲＡ育成馬タニノシスターです。

牝馬は競走引退後も、繁殖馬として次世代への夢を繋げてくれます。

上場馬に付与される条件等のご案内

Ⅰ．購買市場別に付与される条件等のご案内
昨年（1歳時）の購買市場ごとに、以下のような条件が付与されます。
（馬ごとの購買市場は各馬の名簿右下の欄で御確認ください）。

（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39番が九州
産馬であり、出走資格を有します。例年、ひまわり賞（１着賞金1400万円）
などの２歳馬競走が夏季の小倉競馬場で組まれております。

（2） 内国産牝馬奨励賞
本年上場予定の全牝馬をはじめ、内国産の全2歳牝馬が対象となります。
2歳の新馬・未勝利競走（牝馬限定競走を除く）で1～3着となった場合、
下記の奨励賞が交付されます。

 ＧⅠ 1,000万円 400万円 260万円
 ＧⅡ 300万円 120万円 78万円
 ＧⅢ 100万円 40万円 26万円
 JpnⅠ 500万円 200万円 130万円
 JpnⅡ 150万円 60万円 39万円
 JpnⅢ 50万円 20万円 13万円

第１着競　　　走購買市場 第２着 第３着

（北海道市場）
　セレクションセール
　サマーセール
　オータムセール

中央競馬

地方競馬

2歳重賞競走

2歳ダート
グレード競走
（指定交流）

　セレクトセール
上記の第1着に対し、上記金額が交付されます。
またGⅠ･JpnⅠ勝ちの場合、純金製メダルが贈呈されます。

※上記以外に地方競馬の2歳戦優勝馬に対して市場取引賞等が支給される場合がございます
（北海道市場、八戸市場、九州市場など）。詳しくは、市場主催者へお尋ねください。

競走馬の死亡に対する保険金
競走馬としての能力喪失に対する保険金
特定の悪癖に対する見舞金

本年8月1日まで
セレクトセール
における
売買金額

セレクトセール

購買市場 保険金額 保険期間 保険期間

※詳しくは（社）日本競走馬協会またはセリ会場内の損保ジャパンまでお問い合わせください。

写真は 平成8年 れんげ賞写真は 平成8年 れんげ賞

第１着競　　　走 第２着 第３着
 100万円 40万円 25万円
 50万円 20万円 13万円

新　　　馬　　　競　　　走
未　　勝　　利　　競　　走

２歳

※本年の3歳馬も春季競馬まで（5/27まで）の新馬・未勝利競走における1着馬に対し交付
（新馬60万円、未勝利30万円）されます（来年度以降の交付額等は未定です）。
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競 走 馬 保 険 の ご 案 内
「競走馬保険」は、オーナーの方々が馬を想う愛情のしるしです。
大切な愛馬のために、もしもの病気やケガにお備えください。

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

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

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

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

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

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

＊セレクトセールでの購買馬については、平成２４年８月１日まで、「せり市場総合保険（１歳
馬）」が付帯されています。お手続き等ございますので、詳しい内容については、取扱代理店
または引受保険会社にお問い合わせください。
＊ご契約者以外に対象となる方（被保険者＝競走馬の所有者）がいらっしゃる場合には、その方
にもこの「ご案内」に記載した内容をお伝えください。
＊この「ご案内」は、競走馬保険の概要を説明したものです。詳しい内容については、パンフレ
ット、競走馬保険普通保険約款および付帯される特約条項をご覧いただくか、取扱代理店また
は引受保険会社にお問い合わせください。

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

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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

引受保険会社：（株）損害保険ジャパン 企業営業第二部第二課
東京都新宿区西新宿１丁目２６番１号
電話03-3349-3530　　FAX 03-3348-6495　　担当：庄司

<SJ11-10821, 2012.1.31>
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競 走 馬 保 険 の ご 案 内
「競走馬保険」は、オーナーの方々が馬を想う愛情のしるしです。
大切な愛馬のために、もしもの病気やケガにお備えください。

１．補償内容・・・競走馬保険・普通保険約款
下記の事由による死亡（保険会社の指定した獣医師が切迫屠殺をやむ
を得ないものと判断したときを含みます。）の場合
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＊普通保険約款では補償の対象とならない競走能力喪失を補償する特約
もございます。別途ご相談ください。

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

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

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

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

＊セレクトセールでの購買馬については、平成２４年８月１日まで、「せり市場総合保険（１歳
馬）」が付帯されています。お手続き等ございますので、詳しい内容については、取扱代理店
または引受保険会社にお問い合わせください。
＊ご契約者以外に対象となる方（被保険者＝競走馬の所有者）がいらっしゃる場合には、その方
にもこの「ご案内」に記載した内容をお伝えください。
＊この「ご案内」は、競走馬保険の概要を説明したものです。詳しい内容については、パンフレ
ット、競走馬保険普通保険約款および付帯される特約条項をご覧いただくか、取扱代理店また
は引受保険会社にお問い合わせください。

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

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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

引受保険会社：（株）損害保険ジャパン 企業営業第二部第二課
東京都新宿区西新宿１丁目２６番１号
電話03-3349-3530　　FAX 03-3348-6495　　担当：庄司

<SJ11-10821, 2012.1.31>

－ 21 －



2012　ＪＲＡブリーズアップセールに
関するＱ＆Ａ

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

ていただきます。

Ｑ２：１人の購買者が、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1頭に

限らせていただきます（主取・再上場となった場合を除きます）。

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

するセッションです。ただし、新規の方に限定せず上場される場合や、ＪＲＡホー
ムブレッド以外も限定セッションの対象になる場合があります。詳細は4ページ
のご案内と、要領および条件の18.をご覧ください。

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

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

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

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

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

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

Ｑ７：購買馬の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：調教師の斡旋はいたしかねますが、調教師とのコンタクトに関するお問い合わせ

は、ＪＲＡ馬事部生産育成対策室（03-5785-7540）で承ります。

《セール前》
Ｑ１：日高・宮崎の両育成牧場で、馬を見ることはできるのでしょうか？
Ａ：はい。中山競馬場への出発前の4月13日（金）までであれば、いつでもご覧いた

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

【宮崎育成牧場：3月26日（月）、日高育成牧場：4月9日（月）】
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Ｑ２：中山競馬場で、馬の事前下見はできるのでしょうか？
Ａ：はい。4月19日（木）～ 23日（月）　10時～ 17時の間、可能です。

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

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

Ｑ４：「前日展示会」について教えてください。
Ａ：23日（月）につきましては、前日展示会として装鞍所での比較展示を実施します。

厩舎での事前下見やレポジトリールームはもちろん、個体情報冊子の配布や台付
価格の公表も行ないます。セール当日のみではしっかりと馬を吟味する時間が足
りないとお考えの方やお時間の許す方は是非ご参加ください。くわしくは5ペー
ジのご案内をご覧ください。

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

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

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

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

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

Ｑ３：セールの上場順は決まっていますか？
Ａ：はい。番号順に上場します。従来、最後にまとめていた「調教進度遅れ」の馬も

番号順での上場となります。

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、セール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50番の後に再上場い
たしますので、お気軽に係員までお知らせください。
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《セール後》
Ｑ１：購買馬の引渡し場所と期限はどうなっていますか？
Ａ：中山競馬場で5月1日（火）までの予定です。ただし、引渡し前の代金の完納が条

件（トレセンへの直接入厩除く）となります。

Ｑ２：ＪＲＡが輸送費を負担するトレセンへの直接入厩はいつですか？
Ａ：4月26日（木）と4月27日（金）に行います。なお、直接入厩の場合のみ、代金納

入前の購買馬引渡しが可能です。この場合、支払期限は5月2日（水）12時となり
ます。

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

様検査とともに保健運動を行い、善良な管理に努めます。

Ｑ４：購買後に発症した疾病に対して、売買契約の解除はできるのでしょうか？
Ａ：いいえ。売却に際して公表されなかった特定の疾病や悪癖を4月27日（金）まで

に確認した場合を除き、売買契約の解除はできません。

Ｑ５：購買後、牧場に預けたいのですが、どこか紹介してもらえるのですか？
Ａ：紹介はいたしかねますが、150 ～ 153ページにあります預託引き受け希望の牧場

リストを参考にされ、牧場と個別にご相談ください。

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

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

Ｑ７：セール翌日（4月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、早期に

ＪＲＡ育成馬をご購買いただける場として、FAXによる申込み形式で実施する
可能性があります。
ただし、馬主ご本人様のみ参加可能で、代理人による参加は出来ません。また
4月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けを下回る価格での申し込みは出来ません。
なるべく、セール当日にご購買いただけますようお願いします。
くわしくは21ページのご案内と、要領および条件の17をご覧ください。

＜ＪＲＡ育成馬に関するお問合わせ先＞　
ＪＲＡ 馬事部　生産育成対策室

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

ＪＲＡブリーズアップセール特設電話※

ＴＥＬ　０８０- ３５８８- ４３５７
※特設電話は4月16日（月）～ 5月2日（水）のみ設置
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2012　ＪＲＡブリーズアップセール
要領および条件

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

１．日　　時　　平成24年4月24日（火）9:00 ～ 17:00
開催日時は17.で定めるところにより、延長することがあります。

２．場　　所　　ＪＲＡ中山競馬場

３．主　　催　　ＪＲＡ日本中央競馬会

４．売　却　馬
・平成23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。
・平成22年に日高育成牧場で生産し、購買馬と同様に日高育成牧場で育成・調
教した2歳馬（ＪＲＡホームブレッド）。

５．売却頭数　　最大85頭（購買馬79頭およびホームブレッド6頭）

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

２）購買登録ができる方は、ブリーズアップセール当日時点でＪＲＡの登録を受け
ている馬主の方（ただし、いずれも相続馬限定馬主および限定的代表者変更法
人馬主を除く。）といたします。

３）過去にＪＲＡブリーズアップセールの要領および条件に違反したことにより
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きましては、なるべく3月30日（金）までにお済ませく
ださい。事前に登録をお済ませの方には、先着順に売却予定馬の写真カタログ
ならびに調教ＤＶＤなどをお届けいたします。なお18.に定める「新規馬主限
定セッション」への参加は事前の購買登録が必要となります。

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

６）予納金は徴収いたしません。
７）購買登録の申し込みを受付けた方には、ＪＲＡが発行する購買登録確認書を
もって購買登録番号を通知いたします。セール当日は購買登録確認書にご署名
の上、受付までご持参ください。代理の方が参加される場合、あらかじめ馬主
ご本人が署名した購買登録確認書を代理の方がご持参ください。

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

５）馬別に設定する台付け価格は、セール前日（4月23日（月）の前日展示会）に
公表します。また、台付け価格表をセール前日および当日に配布いたします。

６）調教進度の遅れている馬等については、理由を公表の上、上場することがあり
ます。

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

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

て取引を行います。

８．売却開始前の公表
１）ＪＲＡは、売却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売却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・訂正いた
します。

３）購買される方は、前項の公表事項を承知の上、購買するものといたします。

９．落札者の決定および売買の成立
１）価格にセリ上げる方がいないときは、槌を下ろし、その時点で最高価格を示し
た方を落札者と決定し、売買が成立したものといたします。

２）落札者はただちに購買登録番号を貼り付けた売却馬名簿を、鑑定人のみやすい
位置に掲示するものとします。

３）売買成立後は、その証として速やかに別途売買契約書を作成するものとします。
４）落札について異議の申し立てがあった場合は、鑑定人の裁量により裁定し裁定
が困難な場合には申し立てのあった直前の価格から再度セリ上げを行います。

５）売買成立後、鑑定人またはその補助者は、直ちにその価格、落札者の購買登録
番号および氏名（名称）を呼びあげます。鑑定人が落札者を決定した後は、こ
のことについて何人も異議を申し立てることはできません。

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

10．代金の決済
１）落札された方は、売買成立後、落札価格に消費税相当額を加算して得た額（以
下、「取引価格」といいます。）を4月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。
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ただし、売買が成立した馬を美浦または栗東トレーニング・センターへ直接
入厩させる場合のみ、5月2日（水）正午まで決済期限を延期することができ
ます。

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

11．馬の引き渡しおよびトレセン直接入厩
１）落札された方への取引馬の引き渡しは、ＪＲＡが取引価格の全額決済を確認
した後、セール翌日の4月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渡しを受けることができます。
なお、引き渡し前の取引馬の飼養管理は、ＪＲＡの負担とし、管理注意義務を
負うものといたします。

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

３）①4月26日（木）および、②4月27日（金）については、ＪＲＡがその輸送業
務および費用を負担する直接入厩も実施いたします。希望される方は①の場合
4月24日17時、②の場合4月25日15時までに預託厩舎確認書を提出してくだ
さい。

４）落札された方から所有権を移転しての直接入厩はできません。

12．売買契約の解除
１）落札された方が、その売買において本要領および条件に違反したときは、契約
の定めるところによりＪＲＡが売買契約を解除することがあります。

２）上記によりＪＲＡが売買契約を解除した場合には、落札された方は取引価格の
１００分の３０に相当する金額の違約金をＪＲＡに納付しなければなりません。
また、この場合には、ＪＲＡは今後落札された馬主のＪＲＡブリーズアップ
セールの購買登録を拒否することがあります。

３）落札された方は、落札馬について上場日に公表のなかった下記に定める事項を
発見した時は、セール翌日から4月2７日（金）15時までに、申告することが
できます。
⑴　悪癖（さく癖、旋回癖、ゆう癖、身喰い）
⑵　目の異常（白内障、黒内障、緑内障、月盲）
⑶　喉頭片麻痺による喘鳴症
⑷　関節部の骨折
⑸　飛節の離断性骨軟骨症〔ＯＣＤ〕
⑹　大腿骨の軟骨下骨嚢胞

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

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

13．個体情報開示
中山競馬場に入厩後、4月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いたします。

14．馬の検査手続き
購買登録をされた方は、4月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、4月25日（水）から4月27日（金）15時までの期間に、ＪＲＡの
立会いのもと、馬の検査（歩様、触診および開業獣医師によるレントゲン撮影）を
することができます。
また、依頼があれば、それをＪＲＡが受付け、有料で検査を実施することも可能
です。その場合、検査申込書に必要事項を記載し、検査費用はＪＲＡが指定する金
融機関の口座に振り込むものとします。ただし、ＪＲＡが公表の必要な疾病にかか
わる検査であると判断した場合には、その費用は徴収いたしません。

15．調教師への預託
預託調教師の制限はありません。

16．競走馬事故見舞金の交付要件
一般馬と同一といたします。

17．ファイナルステージの開催について
4月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。
ファイナルステージには4月24日までに購買登録をお済ませの馬主ご本人様のみ
参加可能で、代理人参加は出来ません。
また4月25日（水）は10～ 16時のすべての時間帯において、セール事務局との
複数回の電話およびFAXによる相互確認が可能な馬主ご本人様以外参加できません。
あらかじめご了承ください。詳細は以下の要領のとおりとします。
１）名　　称　　2012ＪＲＡブリーズアップセールファイナルステージ
２）日　　時　　平成24年4月25日（水）10:00 ～ 16:00

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日本中央競馬会
４）売　却　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
より上場をとりやめることがあります。

５）売却頭数　　4）のとおり。
６）購買登録手続きおよび参加資格
ファイナルステージのための新たな購買登録手続きは受け付けません。6に定
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める購買登録手続きをもってファイナルステージの購買登録とさせていただき
ます。4月24日（火）までに購買登録をされた馬主ご本人様のみがファイナルス
テージに参加できます。

７）運営方法
⑴　当日の運営にはJOA日本馬主協会連合会事務局の立会いを求めます。
⑵　申込はファイナルステージ購買申込書（書式E）のFAXによる送信のみによ
り、折り返し事務局からの電話連絡で確認がとれた場合のみ受付けます。希
望価格は万円単位（消費税を含まない）といたします。

⑶　馬別に設定する台付け価格は、4月24日（火）のセール終了時に公表するこ
ととします。なお各馬の台付け価格は、4月24日のセールでの再上場台付け
価格と同額とします。

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

⑸　上場馬ごとに、最高額で申込受付された方がその価格をもって落札確認対象
者となります。ただし、複数人の最高額申込者がいた場合、落札確認対象者
の決定は以下の優先順位とします。①4月24日のセールにおける購買頭数の
少ない方が優先。②同頭数の場合、ＪＯＡ事務局立会いによる抽選を実施し
ます。

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

８）開始前の公表
前記8に記載されたとおりとし、再度の公表はいたしません。入札者は前項の
公表事項を承知の上、購買するものといたします。ただし、新たな公表事項が生
じた場合、申込者には電話にてこれを報告するものとします。

９）落札者の決定および売買の成立
⑴　記載すべき事項が正確であり、明瞭に読み取り可能な「落札確認書」をＪＲＡ
がFAXにて受信した時点をもって売買が成立します。

⑵　売買成立後は、その証として速やかに別途売買契約書を作成するものとします。
⑶　危険負担は、「売買契約の解除」の項で定める他は、売買成立時点をもって
落札された方が負うものといたします。

⑷　落札者の発表は、ＪＲＡホームページ内「ＪＲＡ育成馬サイト」で実施する
ものとし、発表内容は馬名、落札価格、落札者名とします。この落札実績は、
2012ＪＲＡブリーズアップセール売却成績に含まれるものとします。

10）代金の決済
前記10のとおり、4月24日（火）のセールと同様とし、期限の延長措置等は
ございません。

11）馬の引き渡しおよびトレセン直接入厩
前記11のとおり、4月24日（火）のセールと同様とし、期限の延長措置等は
ございません。

12）売買契約の解除
前記12のとおり、4月24日（火）のセールと同様とし、期限の延長措置等は
ございません。
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13）個体情報開示
前記13のとおり、4月24日（火）のセールと同様とし、期限の延長措置等は
ございません。

14）馬の検査手続き
前記14のとおり、4月24日（火）のセールと同様とし、期限の延長措置等は
ございません。

15）その他
上記で定めた以外、ファイナルステージにおけるすべての要領および条件は
4月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
ＪＲＡホームブレッド（日高育成牧場生産馬）を新規馬主の方に限定して売却す
るセッションを実施します。ただし、新規の方に限定せず上場される場合や、ＪＲＡ
ホームブレッド以外の馬が限定セッションの対象になる場合があります。詳細は以
下のとおりとします。
１）参加資格：
2009年1月以降に馬主登録された方のみが参加できます。ただし、本会の基
準により08年以前から馬主歴を有すると認めた方は参加できません。また、あ
らかじめ事前購買登録を完了する必要があり、セール当日に登録の方は限定セッ
ションに参加できません。
参加資格のある方には、セール当日、白字・赤色の登録番号シールを付与し
ます。
限定セッション参加資格者は対象馬のみならず、すべての上場馬のセリ上げに
参加できます。

２）対象馬：
ＪＲＡホームブレッド（日高育成牧場生産馬）を対象とします。ただし、調教
進度の遅れている馬等として上場する場合、対象から除外し、すべての馬主の方
がセリ上げに参加できます。
欠場または調教進度遅れにより、対象となるホームブレッドが5頭に満たない
場合、本会の定める補欠馬を対象に加えることがあります。
最終的な対象馬の公表はセール前日に実施します。

３）セリ上げ方式：
参加資格を示す白字・赤色の登録番号シールを貼り付けた売却馬名簿を、鑑定
人またはビッドスポッターのみやすい位置に常に掲示しながら、セリ上げに参加
してください。
白字・赤色の登録番号シールが確認できない方のサインはお受けできません。

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

５）再上場：
主取、再上場となった場合、すべての馬主の方が購買頭数の制限なく、セリ上
げに参加できます。
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◎指定振込先
三菱東京ＵＦＪ銀行　本店　普通　№７８３４０３８
口座名義　日本中央競馬会　経理部長　日置 耕司

ﾆｯﾎﾟﾝﾁｭｳｵｳｹｲﾊﾞｶｲ ｹｲﾘﾌﾞﾁｮｳ  ﾋｵｷ　ｺｳｼﾞ

◎お問合せ先
・購買申し込み方法、ＪＲＡ育成馬の売却全般に関するお問合せ

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

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

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

＜セール開催期間＞
〒273-0037
船橋市古作１-１-１　ＪＲＡ中山競馬場開催事務局
　　　　　　　特設電話　０８０- ３５８８- ４３５７
　　　　　　　4月16日（月）～ 5月2日（水）のみ有効

（注）購買登録の手続きをされた方は、本要領および条件を承諾されたものといたし
ます。
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売 買 契 約 書
2012 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、2012 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24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美浦もしくは栗東ト
レーニング・センターの預託厩舎へ直接入厩する場合、乙は5月2日（水）正午
まで馬代金の支払いを延期することができる。

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

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

平成24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美浦もしくは栗東トレーニング・センタ
ーの預託厩舎へ直接入厩する場合、乙は馬代金の支払いの前に当該馬の引渡し
を受けることができる。

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

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

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

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

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

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

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

　　３　乙は、当該馬について、上場日に公表のなかった下記に定める事項を発見し
た場合は、本セールの実施日の翌日から4月27日（金）15時までに、その旨を
甲に文書により申告することができる。当該申告の内容と甲の診断内容とが一
致した場合には、乙はこの契約を解除することができる。
（1）　悪癖（さく癖、旋回癖、ゆう癖、身喰い）
（2）　目の異常（白内障、黒内障、緑内障、月盲）
（3）　喉頭片麻痺による喘鳴症
（4）　関節部の骨折
（5）　飛節の離断性骨軟骨症〔ＯＣＤ〕
（6）　大腿骨の軟骨下骨嚢胞

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

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

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

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

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

処理するものとする。

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

　　平成24年4月　　日

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

乙　　　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代理人　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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売 買 契 約 書
2012 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、2012 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24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美浦もしくは栗東ト
レーニング・センターの預託厩舎へ直接入厩する場合、乙は5月2日（水）正午
まで馬代金の支払いを延期することができる。

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

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

平成24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美浦もしくは栗東トレーニング・センタ
ーの預託厩舎へ直接入厩する場合、乙は馬代金の支払いの前に当該馬の引渡し
を受けることができる。

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

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

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

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

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

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

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

　　３　乙は、当該馬について、上場日に公表のなかった下記に定める事項を発見し
た場合は、本セールの実施日の翌日から4月27日（金）15時までに、その旨を
甲に文書により申告することができる。当該申告の内容と甲の診断内容とが一
致した場合には、乙はこの契約を解除することができる。
（1）　悪癖（さく癖、旋回癖、ゆう癖、身喰い）
（2）　目の異常（白内障、黒内障、緑内障、月盲）
（3）　喉頭片麻痺による喘鳴症
（4）　関節部の骨折
（5）　飛節の離断性骨軟骨症〔ＯＣＤ〕
（6）　大腿骨の軟骨下骨嚢胞

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

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

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

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

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

処理するものとする。

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

　　平成24年4月　　日

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

乙　　　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代理人　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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市場風景（北海道市場）

合　計
宮　崎
日　高

　 購買地

育成場
青森
（八戸）

    1 10 41 3 55
  3 1 2 4 14  24
  3 1 3 14 55 3 79

千葉 九州 計セレクト
セール

北海道
セレクション
セール

北海道
サマー
セール

北海道
オータム
セール

PartⅠ　購　　買

現在、わが国では約7,000頭のサラブレッドが生産され、そのうちの約30％
が１歳となった夏から秋にかけて市場に上場されています。ＪＲＡは毎年、
北海道日高など全国の市場に、専門知識、購買の経験ともに豊かな職員を派
遣し購買にあたっています。担当の職員は各市場の全出場馬についての血統
面からのチェックはもとより、馬格、健康状態など様々な点から検査をくり
かえし、ＪＲＡ育成馬として適格な馬を選定し、市場で購買します。
ＪＲＡは昨年各市場において合計79頭の１歳馬を購買しました。

平成23年度購買と育成状況

は　じ　め　に

１．ＪＲＡ育成馬とは
ＪＲＡ育成馬とは、ＪＲＡが各地で開催されるサラブレッド市場で購入した
１歳馬、および日高育成牧場で生産されたＪＲＡホームブレッドを、ＪＲＡ
の育成牧場で育成・調教した馬たちです。ＪＲＡ育成馬は、２歳の春にＪＲＡ
ブリーズアップセールや公設の２歳トレーニングセールを通じて売却されます。
ＪＲＡでは、「強い馬づくり」のために、ＪＲＡ育成馬を用いて生産育成研
究や生産育成技術の向上に努め、得られた成果の普及に取り組んでおります。

２．ＪＲＡブリーズアップセールについて
生産育成業務の一環として行われるＪＲＡ育成馬の売却方法については、
以前は、不足していた競走馬資源の確保、新規馬主の開拓を目的に、抽選馬
制度を用いて、抽選による一律の価格で売却されてきました。しかし、抽選
馬制度による売却方法は、国からの強い指導等もあり、改善する必要が生じ
たため、検討を重ねた結果、より客観的に育成馬を評価いただく方法として
セリ方式で売却することとなりました。こうして、平成17年にスタートした
のがＪＲＡブリーズアップセールです。平成23年からは、ＪＲＡ日高育成牧
場で誕生したＪＲＡホームブレッド（生産馬）についても、1歳市場で購買し
た馬と一緒に上場しております。
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市場風景（北海道市場）

合　計
宮　崎
日　高

　 購買地

育成場
青森
（八戸）

    1 10 41 3 55
  3 1 2 4 14  24
  3 1 3 14 55 3 79

千葉 九州 計セレクト
セール

北海道
セレクション
セール

北海道
サマー
セール

北海道
オータム
セール

PartⅠ　購　　買

現在、わが国では約7,000頭のサラブレッドが生産され、そのうちの約30％
が１歳となった夏から秋にかけて市場に上場されています。ＪＲＡは毎年、
北海道日高など全国の市場に、専門知識、購買の経験ともに豊かな職員を派
遣し購買にあたっています。担当の職員は各市場の全出場馬についての血統
面からのチェックはもとより、馬格、健康状態など様々な点から検査をくり
かえし、ＪＲＡ育成馬として適格な馬を選定し、市場で購買します。
ＪＲＡは昨年各市場において合計79頭の１歳馬を購買しました。

平成23年度購買と育成状況

は　じ　め　に

１．ＪＲＡ育成馬とは
ＪＲＡ育成馬とは、ＪＲＡが各地で開催されるサラブレッド市場で購入した
１歳馬、および日高育成牧場で生産されたＪＲＡホームブレッドを、ＪＲＡ
の育成牧場で育成・調教した馬たちです。ＪＲＡ育成馬は、２歳の春にＪＲＡ
ブリーズアップセールや公設の２歳トレーニングセールを通じて売却されます。
ＪＲＡでは、「強い馬づくり」のために、ＪＲＡ育成馬を用いて生産育成研
究や生産育成技術の向上に努め、得られた成果の普及に取り組んでおります。

２．ＪＲＡブリーズアップセールについて
生産育成業務の一環として行われるＪＲＡ育成馬の売却方法については、
以前は、不足していた競走馬資源の確保、新規馬主の開拓を目的に、抽選馬
制度を用いて、抽選による一律の価格で売却されてきました。しかし、抽選
馬制度による売却方法は、国からの強い指導等もあり、改善する必要が生じ
たため、検討を重ねた結果、より客観的に育成馬を評価いただく方法として
セリ方式で売却することとなりました。こうして、平成17年にスタートした
のがＪＲＡブリーズアップセールです。平成23年からは、ＪＲＡ日高育成牧
場で誕生したＪＲＡホームブレッド（生産馬）についても、1歳市場で購買し
た馬と一緒に上場しております。
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PartⅡ　育　　成

1,000ｍ屋内坂路馬場でのスピード調教 800ｍ屋内馬場を中心とした厳寒期の調教

全国各地でＪＲＡが購買した1歳馬は、ＪＲＡの2つの育成施設（日高育成
牧場、宮崎育成牧場）で次年度の4月の売却に向けて専門技術を有する職員
により育成されます。ＪＲＡでは海外競馬先進国に職員を派遣する等、優れ
た育成調教法の導入を図り、より良い育成を目指して技術の向上に努めてい
ます。

１．日高育成牧場（北海道浦河町）
わが国最大の馬産地日高地方にあり、総敷地面積1,500余haの雄大な北海道
の自然の中で購買馬55頭とＪＲＡホームブレッド（生産馬）6頭を育成してい
ます。牧場内の日高育成総合施設には、1,600ｍと1,200ｍの直線砂馬場、総延
長2,400ｍの坂路グラス馬場、1,000ｍ屋内直線ウッドチップ馬場、600ｍの屋
内トラック砂馬場、1,600ｍと800ｍのトラック砂馬場、800ｍの屋内トラック
馬場、1,000ｍ屋内坂路馬場等の調教施設を有し、四季を問わず多彩な調教が
可能です。
ＪＲＡ育成馬は入厩後から昼夜放牧を行い、十分な運動とともに青草をふ
んだんに摂取することで、馬体の発育が促進され、健康な体と強い精神力が
育まれます。これらの馬に対して人との信頼関係を築き、十分な手間と時間
をかけて騎乗馴致を行います。年内はゆっくりした速度で長めの駈歩を行い、
基礎体力の向上としっかりしたハミ受けをベースとした走行フォーム作りに
努め、年明け後は徐々に速度や運動強度を増加します。また、調教中の心拍
数測定等の科学的データを取り入れることで、スポーツ医学に基づく、個々

の馬に最適なトレーニングが行えるよう取り組んでいます。
調教は主に800ｍ屋内トラック馬場・1,000ｍ屋内坂路馬場を使用し、冬期
の馬場凍結等による馬体への悪影響を与えることなく十分な鍛練を行います。
そして、4月に入り融雪した後は、屋外の1,600ｍトラック砂馬場も用いて本
格的なスピード調教を進めます。

２．宮崎育成牧場（宮崎市花ケ島町）
宮崎市街地にある約30.2haの敷地に1周1,600ｍと500ｍの砂馬場2面と約
9.5haの放牧地および約2.5haの採草地を持ち、九州産馬（本年度は1頭）を含
む24頭のＪＲＡ育成馬を育成しています。
放牧地は、夏はバヒアグラス、冬はイタリアンライグラスのウインターオ
ーバーシーディングにより通年緑化されています。育成馬には1年中青草が給
餌され、生理的にナチュラルであり、精神的にリラックスできる環境にあり
ます。
温暖な気候により、凍結の心配がない施設で馴致・調教が順調に進められ
ます。年明け後のスピードや距離を増した調教ではＧＰＳ・心拍数測定など
科学的な手法も取り入れ、それぞれの馬のコンディションを正確に把握し、
細かなクラス分けと調教メニューを設定しています。隊列などを工夫した調
教により馬混みにも慣れており、精神的にも肉体的にも鍛えられている馬を
育成しています。

1,600ｍ馬場を用いてのスピード調教 調教後のグラスピッキング
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PartⅡ　育　　成

1,000ｍ屋内坂路馬場でのスピード調教 800ｍ屋内馬場を中心とした厳寒期の調教

全国各地でＪＲＡが購買した1歳馬は、ＪＲＡの2つの育成施設（日高育成
牧場、宮崎育成牧場）で次年度の4月の売却に向けて専門技術を有する職員
により育成されます。ＪＲＡでは海外競馬先進国に職員を派遣する等、優れ
た育成調教法の導入を図り、より良い育成を目指して技術の向上に努めてい
ます。

１．日高育成牧場（北海道浦河町）
わが国最大の馬産地日高地方にあり、総敷地面積1,500余haの雄大な北海道
の自然の中で購買馬55頭とＪＲＡホームブレッド（生産馬）6頭を育成してい
ます。牧場内の日高育成総合施設には、1,600ｍと1,200ｍの直線砂馬場、総延
長2,400ｍの坂路グラス馬場、1,000ｍ屋内直線ウッドチップ馬場、600ｍの屋
内トラック砂馬場、1,600ｍと800ｍのトラック砂馬場、800ｍの屋内トラック
馬場、1,000ｍ屋内坂路馬場等の調教施設を有し、四季を問わず多彩な調教が
可能です。
ＪＲＡ育成馬は入厩後から昼夜放牧を行い、十分な運動とともに青草をふ
んだんに摂取することで、馬体の発育が促進され、健康な体と強い精神力が
育まれます。これらの馬に対して人との信頼関係を築き、十分な手間と時間
をかけて騎乗馴致を行います。年内はゆっくりした速度で長めの駈歩を行い、
基礎体力の向上としっかりしたハミ受けをベースとした走行フォーム作りに
努め、年明け後は徐々に速度や運動強度を増加します。また、調教中の心拍
数測定等の科学的データを取り入れることで、スポーツ医学に基づく、個々

の馬に最適なトレーニングが行えるよう取り組んでいます。
調教は主に800ｍ屋内トラック馬場・1,000ｍ屋内坂路馬場を使用し、冬期
の馬場凍結等による馬体への悪影響を与えることなく十分な鍛練を行います。
そして、4月に入り融雪した後は、屋外の1,600ｍトラック砂馬場も用いて本
格的なスピード調教を進めます。

２．宮崎育成牧場（宮崎市花ケ島町）
宮崎市街地にある約30.2haの敷地に1周1,600ｍと500ｍの砂馬場2面と約
9.5haの放牧地および約2.5haの採草地を持ち、九州産馬（本年度は1頭）を含
む24頭のＪＲＡ育成馬を育成しています。
放牧地は、夏はバヒアグラス、冬はイタリアンライグラスのウインターオ
ーバーシーディングにより通年緑化されています。育成馬には1年中青草が給
餌され、生理的にナチュラルであり、精神的にリラックスできる環境にあり
ます。
温暖な気候により、凍結の心配がない施設で馴致・調教が順調に進められ
ます。年明け後のスピードや距離を増した調教ではＧＰＳ・心拍数測定など
科学的な手法も取り入れ、それぞれの馬のコンディションを正確に把握し、
細かなクラス分けと調教メニューを設定しています。隊列などを工夫した調
教により馬混みにも慣れており、精神的にも肉体的にも鍛えられている馬を
育成しています。

1,600ｍ馬場を用いてのスピード調教 調教後のグラスピッキング
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なお、各育成牧場では、売却に先立ち、育成馬の展示会が開催されます。
育成馬を一頭ずつ展示して紹介しますので、育成状態を直接確かめることが
できます。この展示会は、育成技術・研究の成果を披露する意味もあり、ど
なたでもご覧いただけます。

育成馬展示会（宮崎育成牧場） 育成馬展示会（日高育成牧場）

調教を終えてのクーリングダウン ゲート練習は毎日の日課

育成馬展示会のお知らせ

宮崎育成牧場　　3月26日(月) 　13:00～
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。

育成馬全般について

○各種定期検査を実施
①屈腱部エコー検査　②内視鏡検査　③種子骨検査　　④化骨検査
※検査結果詳細については個体情報冊子および個体情報開示室でご覧下さい。

○駆虫　：下記のプログラムで実施。

☆駆虫薬解説
エクイマックス：円虫、回虫、条虫を同時に駆除できる駆虫薬です。
 
○飼料給与量（2月15日現在）

Ｑ．JRAｵﾘｼﾞﾅﾙ飼料10は何でできているのですか？

日 高
エクイマックス
１１年１１月
１２年　３月

宮 崎
エクイマックス
１１年　９月
１１年１１月
１２年　３月

飼料
燕麦

JRAｵﾘｼﾞﾅﾙ飼料10
乾草（チモシー、ルーサン）

日量
2.0kg
4.5kg
7.5kg

日量
2.0kg
2.0kg
3.0kg
6.5kg
5.0kg
0.25kg
0.03kg
0.04kg

飼料
燕麦

エースレーションネオ
パワーマックス　ブースター
乾草（イタリアン、ルーサン）
生牧草（イタリアン）

人参
エクイストロ　メガベース

塩

日 高 宮 崎

☆飼料解説
エースレーションネオ ： 競走馬・育成馬用のペレット状配合飼料。
パワーマックス　ブースター ： 植物性脂肪を多く含むスイートフィード。
エクイストロ　メガベース ： マルチミネラル、ビタミン、メチオニンを含む総合補助飼料。
JRAオリジナル飼料10 ： 嗜好性がよく繊維質を十分に含み、必要栄養素が過不足なく
  バランスよく配合されているオールインワン飼料です。
  現在は日高育成牧場でのみ使用していますが、嗜好性も
  良いため今後は宮崎育成牧場でも使用していく予定です。

A．主原料はとうもろこしや大豆、燕麦など。
これに繊維質の高いビートパルプや脂肪分の
高いヒマワリ種子等を加えて作成しました。
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なお、各育成牧場では、売却に先立ち、育成馬の展示会が開催されます。
育成馬を一頭ずつ展示して紹介しますので、育成状態を直接確かめることが
できます。この展示会は、育成技術・研究の成果を披露する意味もあり、ど
なたでもご覧いただけます。

育成馬展示会（宮崎育成牧場） 育成馬展示会（日高育成牧場）

調教を終えてのクーリングダウン ゲート練習は毎日の日課

育成馬展示会のお知らせ

宮崎育成牧場　　3月26日(月) 　13:00～
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。

育成馬全般について

○各種定期検査を実施
①屈腱部エコー検査　②内視鏡検査　③種子骨検査　　④化骨検査
※検査結果詳細については個体情報冊子および個体情報開示室でご覧下さい。

○駆虫　：下記のプログラムで実施。

☆駆虫薬解説
エクイマックス：円虫、回虫、条虫を同時に駆除できる駆虫薬です。
 
○飼料給与量（2月15日現在）

Ｑ．JRAｵﾘｼﾞﾅﾙ飼料10は何でできているのですか？

日 高
エクイマックス
１１年１１月
１２年　３月

宮 崎
エクイマックス
１１年　９月
１１年１１月
１２年　３月

飼料
燕麦

JRAｵﾘｼﾞﾅﾙ飼料10
乾草（チモシー、ルーサン）

日量
2.0kg
4.5kg
7.5kg

日量
2.0kg
2.0kg
3.0kg
6.5kg
5.0kg
0.25kg
0.03kg
0.04kg

飼料
燕麦

エースレーションネオ
パワーマックス　ブースター
乾草（イタリアン、ルーサン）
生牧草（イタリアン）

人参
エクイストロ　メガベース

塩

日 高 宮 崎

☆飼料解説
エースレーションネオ ： 競走馬・育成馬用のペレット状配合飼料。
パワーマックス　ブースター ： 植物性脂肪を多く含むスイートフィード。
エクイストロ　メガベース ： マルチミネラル、ビタミン、メチオニンを含む総合補助飼料。
JRAオリジナル飼料10 ： 嗜好性がよく繊維質を十分に含み、必要栄養素が過不足なく
  バランスよく配合されているオールインワン飼料です。
  現在は日高育成牧場でのみ使用していますが、嗜好性も
  良いため今後は宮崎育成牧場でも使用していく予定です。

A．主原料はとうもろこしや大豆、燕麦など。
これに繊維質の高いビートパルプや脂肪分の
高いヒマワリ種子等を加えて作成しました。
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 常歩 速歩 駈歩 計

日高育成牧場運動実施状況

＊：３月下旬以降は育成馬個体情報（セール前日・当日配布）に個体ごとの運動を記載

騎　乗　調　教
年　月 備　　考

 常歩 速歩 駈歩 計

宮崎育成牧場運動実施状況

＊：３月下旬以降は育成馬個体情報（セール前日・当日配布）に個体ごとの運動を記載

騎　乗　調　教
年　月 備　　考

     初期馴致

 １，４００ １，２００ １，２００ ３，８００ 屋内８００m馬場

 １，４００ １，０００ １，６００ ４，０００ 　　　〃

 １，４００ ８００ ２，４００ ４，６００ 屋内８００ｍ馬場 （１，６００馬場併用）

 １，４００ ８００ ２，４００ ４，６００ 　　　〃 （１，６００馬場併用）

 １，４００ ８００ ２，４００ ４，６００ 　　　〃 （屋内坂路馬場併用）

 ２，４００ ８００ ３，２００ ６，４００ 屋内８００m馬場：スピードはＦ２３程度まで

 ３，０００ ８００ ２，２００ ６，０００ 屋内坂路：スピードはＦ２２程度まで

 ２，４００ ８００ ３，２００ ６，４００ 屋内８００m馬場：スピードはＦ２２程度まで

 ３，０００ ８００ ２，２００ ６，０００ 屋内坂路：スピードはF２０（３F６０）程度まで

 ２，４００ ８００ ３，２００ ６，４００ 屋内８００m馬場：スピードはF２２程度まで

 ４，０００ ８００ ３，２００ ８，０００ 屋内坂路：スピードはF１８（３F５４）程度まで

 ２，４００ ８００ ３，２００ ６，４００ 屋内８００m馬場：スピードはＦ２２程度まで

 ４，０００ ８００ ３，２００ ８，０００ 屋内坂路：スピードはF１６（３F４８）程度まで

１１年

 ７月～９月

 １０月 上旬

  中旬

  下旬

 １１月 上旬

  中旬

  下旬

 １２月

 １２年

 １月

 ２月

 ３月

昼間放牧・昼夜放牧・初期馴致 昼夜放牧は馴致開始とともに終了。

     初期馴致

 １，６００ １，０００ １，０００ ３，６００ ５００m馬場

 １，６００ １，５００ １，０００ ４，１００ ５００m馬場

 １，６００ １，０００ １，０００ ３，６００

 １，６００ １，５００ １，５００ ４，６００ 以降５００ｍ馬場ならびに１，６００ｍ馬場を併用

 １，６００ １，０００ ２，０００ ４，６００

 ２，０００ １，５００ ２，５００ ６，０００

 ２，０００ １，５００ ３，０００ ６，５００ スピードはF２０（３Ｆ６０）程度まで

 ２，５００ １，５００ ２，５００ ６，５００

 ２，５００ １，７００ ３，４００ ７，６００ スピードはF１８（３Ｆ５４）程度まで

 ２，５００ １，７００ ２，５００ ６，７００

 ３，０００ １，５００ ３，４００ ７，９００ スピードはF１６（３Ｆ４８）程度まで

 ３，０００ １，５００ ２，５００ ７，０００

 ３，５００ １，７００ ３，４００ ８，６００ スピードはF１５（３Ｆ４５）程度まで

１１年

 8月～11月

 １０月 上旬

  中旬

  下旬

 １１月 上旬

  中旬

  下旬

 １２月 上旬

  下旬

 １２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。
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 常歩 速歩 駈歩 計

日高育成牧場運動実施状況

＊：３月下旬以降は育成馬個体情報（セール前日・当日配布）に個体ごとの運動を記載

騎　乗　調　教
年　月 備　　考

 常歩 速歩 駈歩 計

宮崎育成牧場運動実施状況

＊：３月下旬以降は育成馬個体情報（セール前日・当日配布）に個体ごとの運動を記載

騎　乗　調　教
年　月 備　　考

     初期馴致

 １，４００ １，２００ １，２００ ３，８００ 屋内８００m馬場

 １，４００ １，０００ １，６００ ４，０００ 　　　〃

 １，４００ ８００ ２，４００ ４，６００ 屋内８００ｍ馬場 （１，６００馬場併用）

 １，４００ ８００ ２，４００ ４，６００ 　　　〃 （１，６００馬場併用）

 １，４００ ８００ ２，４００ ４，６００ 　　　〃 （屋内坂路馬場併用）

 ２，４００ ８００ ３，２００ ６，４００ 屋内８００m馬場：スピードはＦ２３程度まで

 ３，０００ ８００ ２，２００ ６，０００ 屋内坂路：スピードはＦ２２程度まで

 ２，４００ ８００ ３，２００ ６，４００ 屋内８００m馬場：スピードはＦ２２程度まで

 ３，０００ ８００ ２，２００ ６，０００ 屋内坂路：スピードはF２０（３F６０）程度まで

 ２，４００ ８００ ３，２００ ６，４００ 屋内８００m馬場：スピードはF２２程度まで

 ４，０００ ８００ ３，２００ ８，０００ 屋内坂路：スピードはF１８（３F５４）程度まで

 ２，４００ ８００ ３，２００ ６，４００ 屋内８００m馬場：スピードはＦ２２程度まで

 ４，０００ ８００ ３，２００ ８，０００ 屋内坂路：スピードはF１６（３F４８）程度まで

１１年

 ７月～９月

 １０月 上旬

  中旬

  下旬

 １１月 上旬

  中旬

  下旬

 １２月

 １２年

 １月

 ２月

 ３月

昼間放牧・昼夜放牧・初期馴致 昼夜放牧は馴致開始とともに終了。

     初期馴致

 １，６００ １，０００ １，０００ ３，６００ ５００m馬場

 １，６００ １，５００ １，０００ ４，１００ ５００m馬場

 １，６００ １，０００ １，０００ ３，６００

 １，６００ １，５００ １，５００ ４，６００ 以降５００ｍ馬場ならびに１，６００ｍ馬場を併用

 １，６００ １，０００ ２，０００ ４，６００

 ２，０００ １，５００ ２，５００ ６，０００

 ２，０００ １，５００ ３，０００ ６，５００ スピードはF２０（３Ｆ６０）程度まで

 ２，５００ １，５００ ２，５００ ６，５００

 ２，５００ １，７００ ３，４００ ７，６００ スピードはF１８（３Ｆ５４）程度まで

 ２，５００ １，７００ ２，５００ ６，７００

 ３，０００ １，５００ ３，４００ ７，９００ スピードはF１６（３Ｆ４８）程度まで

 ３，０００ １，５００ ２，５００ ７，０００

 ３，５００ １，７００ ３，４００ ８，６００ スピードはF１５（３Ｆ４５）程度まで

１１年

 8月～11月

 １０月 上旬

  中旬

  下旬

 １１月 上旬

  中旬

  下旬

 １２月 上旬

  下旬

 １２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。
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上場
番号 育　成　馬　名 性 毛色 体高 胸囲 管囲 体重 父

（☆は新種牡馬）
購買価格
（万円） 育成場

上場
番号 育　成　馬　名 性 毛色 体高 胸囲 管囲 体重 父

（☆は新種牡馬）
購買価格
（万円） 育成場

ＪＲＡ育成馬測尺表（２月15日現在）

ムカラファの１０
ペイミーキャッシュの１０
ダンシングサクセスの１０
フィエスタの１０
レディインディの１０
ステファニーズホープの１０
コメンデーションの１０
デヴォアの１０
フェアリーステップの１０
スリリングヴィクトリーの１０
ベラミロードの１０
オテンバコマチの１０
アリゲーターアリーの１０
メガクライトの１０
ラストランナーの１０
ニシノアリスの１０
ロマンスビコーの１０
エムケイミラクルの１０
フジコウゴールドの１０
ステファノティスの１０
イシノクイルの１０
オンワードテティスの１０
ワンモアベイビーの１０
キセキスティールの１０
フジティアスの１０
ユメノセテアラムの１０
フレンドリータッチの１０
シャトルシャロンの１０
カミモリローマンの１０
シルクアムールの１０
ナイキトライアンフの１０
ステンレスダンサーの１０
エヴァソーマッチの１０
トリリウムの１０
ワイルドピンクの１０
ジェニーソングの１０
シェリーバレンシアの１０
アポロヘルムの１０
ビューティサツキの１０
カクテルの１０
フェリストウショウの１０
ヒカルヤマトの１０
テールトゥノーズの１０
アトミックカフェの１０
マイドリームランの１０

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

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

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

156.0
159.0
156.0
156.5
160.0
161.0
156.0
156.0
159.0
158.0
157.0
160.0
155.0
158.5
162.0
162.0
160.0
157.5
156.5
156.5
157.0
153.0
160.5
159.5
155.5
153.5
155.5
154.0
156.5
159.5
155.5
155.5
157.0
159.0
157.0
155.0
161.5
158.0
158.5
158.0
155.0
154.5
155.0
155.0
158.5

179.0
180.0
178.0
179.5
183.0
179.0
179.0
179.0
179.5
183.0
176.0
183.0
176.0
176.0
176.0
181.0
181.0
180.0
181.0
181.5
177.0
177.0
183.0
180.0
182.0
177.0
183.5
181.0
181.0
179.0
179.0
182.0
179.5
181.0
176.0
180.0
183.5
178.0
182.5
181.5
181.0
174.5
181.0
178.0
179.0

19.3
19.6
19.3
19.7
19.9
19.7
19.6
19.4
20.1
19.6
19.0
19.7
19.4
19.6
19.7
19.5
20.3
20.3
19.8
20.3
19.7
19.3
20.5
20.0
20.4
19.8
19.3
19.0
19.1
18.8
19.4
19.5
19.2
20.0
19.6
19.4
19.3
19.0
20.0
20.5
19.9
20.0
19.7
19.5
20.0

470
473
465
447
493
480
451
459
443
458
453
495
447
456
479
469
502
505
473
476
480
444
490
486
496
476
465
434
459
428
444
462
448
490
451
470
506
436
451
506
473
450
479
430
500

☆アルデバラン
ケイムホーム
アグネスタキオン
バゴ
ダイワメジャー
マンハッタンカフェ
キングカメハメハ
ハーツクライ
ネオユニヴァース
ダイワメジャー
アドマイヤムーン
ケイムホーム
シンボリクリスエス

☆アルデバラン
スペシャルウィーク
ステイゴールド
シンボリクリスエス
ケイムホーム
アドマイヤジャパン
ファンタスティックライト
アルカセット

☆アルデバラン
ケイムホーム
ケイムホーム
ケイムホーム
ケイムホーム
ケイムホーム
ケイムホーム
スウェプトオーヴァーボード
☆アルデバラン
☆ブラックタイド
ダンスインザダーク
フジキセキ
シンボリクリスエス
シニスターミニスター
ダンスインザダーク
マンハッタンカフェ
タイキシャトル

☆ジャイアントレッカー
☆アルデバラン
フォーティナイナーズサン
アドマイヤジャパン
キングカメハメハ
キャプテンスティーヴ
ファンタスティックライト

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

525.0
735.0
1,050.0
630.0
1,239.0
882.0
630.0
661.5
630.0
735.0
756.0
1,050.0
840.0
1,575.0
630.0
588.0
1,102.5
840.0
315.0
630.0
262.5
252.0

ホームブレッド
ホームブレッド
ホームブレッド
ホームブレッド
ホームブレッド
ホームブレッド
210.0
262.5
262.5
420.0
525.0
420.0
315.0
714.0
315.0
315.0
210.0
1,312.5
640.5
378.0
1,701.0
325.5
462.0

全馬平均
牡馬平均
めす馬平均

157.4
157.5
157.3

179.7
179.4
179.9

19.6
19.9
19.4

465
471
460

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

サマーヴォヤージュの１０
ガクエングレイスの１０
イブキサーマディの１０
レジェルマンの１０
ズーナクアの１０
フラワーサークルの１０
フジノバイオレットの１０
シルキークラフトの１０
ヘバラーの１０
フラワーブリーズの１０
スギノセンヒメの１０
オートサンデーの１０
アポロサミットの１０
スルーパスの１０
エンキャンタドゥの１０
セトモモチャンの１０
フリクションの１０
セーフアズロックの１０
キタサンバースデーの１０
グレイスフルハートの１０
メイショウヤエガキの１０
ダイコーダンスインの１０
インカルネの１０
ジョンコの１０
シャバダバダの１０
トゥインクルタイムの１０
フィールザミリオンの１０
スティルシャインの１０
ヒットザボードの１０
ホットマイハートの１０
チアズスワローの１０
ブライアンズソノの１０
シャカラカベイビーの１０
ピアソラの１０
クイーンズバンダムの１０
チェロキーステージの１０
グランドアメリフローラの１０
メジロマルチネスの１０
アピューリアの１０
シルクアンフィニの１０

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

159.0
156.0
157.0
158.5
154.0
156.5
157.5
160.0
159.0
157.5
155.5
154.0
158.5
156.5
156.5
157.0
155.0
155.5
158.5
160.0
160.5
164.5
160.5
154.0
158.5
153.5
157.5
159.0
156.0
158.5
157.5
159.5
159.0
162.0
158.5
154.5
155.5
156.5
155.0

180.0
179.0
177.0
184.0
179.5
180.0
180.0
182.0
185.0
182.0
173.0
180.0
179.0
179.5
178.0
180.0
178.0
172.5
177.0
179.0
180.0
181.0
185.0
181.0
185.0
175.0
175.0
181.0
179.0
181.0
181.0
180.0
182.0
184.0
179.0
181.0
176.0
179.0
178.0

20.8
19.3
18.9
20.5
19.9
19.1
19.3
20.4
19.0
20.5
18.2
19.0
20.1
19.5
19.6
19.4
19.1
19.0
20.0
21.6
20.5
20.5
20.2
19.8
20.1
18.9
19.8
20.0
19.1
19.1
19.2
19.2
19.6
19.8
19.5
19.6
19.0
18.8
19.5

466
454
438
479
461
470
441
482
486
454
411
452
463
468
454
474
453
440
475
483
463
469
493
464
466
467
460
485
431
470
479
444
473
477
440
464
452
442
471

ネオユニヴァース
☆チチカステナンゴ
ファンタスティックライト
バブルガムフェロー
ダイワメジャー
☆アルデバラン
ケイムホーム
ケイムホーム
☆アルデバラン
☆ブラックタイド
アグネスデジタル
シンボリクリスエス
ブラックホーク
サウスヴィグラス
ネオユニヴァース
☆アルデバラン
シンボリクリスエス
☆アルデバラン
ステイゴールド
ティンバーカントリー
ハーツクライ
リンカーン
アルカセット
☆チチカステナンゴ
☆ブラックタイド
バゴ
☆アルデバラン
タイキシャトル
ネオユニヴァース
アドマイヤジャパン
スウェプトオーヴァーボード
ケイムホーム
オレハマッテルゼ
マンハッタンカフェ
ザール
ケイムホーム
マンハッタンカフェ
デュランダル
タイキシャトル
マイネルラヴ

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

1,375.5
966.0
525.0
273.0
903.0
420.0
420.0
315.0
525.0
472.5
630.0
630.0
157.5
336.0
525.0
525.0
525.0
588.0
1,071.0
378.0
1,071.0
315.0
420.0
882.0
262.5
630.0
420.0
546.0
525.0
315.0
315.0
315.0
262.5
735.0
157.5
766.5
472.5
745.5
420.0
357.0

牡
牡
牡
牡
牡
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす 欠　　場
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上場
番号 育　成　馬　名 性 毛色 体高 胸囲 管囲 体重 父

（☆は新種牡馬）
購買価格
（万円） 育成場

上場
番号 育　成　馬　名 性 毛色 体高 胸囲 管囲 体重 父

（☆は新種牡馬）
購買価格
（万円） 育成場

ＪＲＡ育成馬測尺表（２月15日現在）

ムカラファの１０
ペイミーキャッシュの１０
ダンシングサクセスの１０
フィエスタの１０
レディインディの１０
ステファニーズホープの１０
コメンデーションの１０
デヴォアの１０
フェアリーステップの１０
スリリングヴィクトリーの１０
ベラミロードの１０
オテンバコマチの１０
アリゲーターアリーの１０
メガクライトの１０
ラストランナーの１０
ニシノアリスの１０
ロマンスビコーの１０
エムケイミラクルの１０
フジコウゴールドの１０
ステファノティスの１０
イシノクイルの１０
オンワードテティスの１０
ワンモアベイビーの１０
キセキスティールの１０
フジティアスの１０
ユメノセテアラムの１０
フレンドリータッチの１０
シャトルシャロンの１０
カミモリローマンの１０
シルクアムールの１０
ナイキトライアンフの１０
ステンレスダンサーの１０
エヴァソーマッチの１０
トリリウムの１０
ワイルドピンクの１０
ジェニーソングの１０
シェリーバレンシアの１０
アポロヘルムの１０
ビューティサツキの１０
カクテルの１０
フェリストウショウの１０
ヒカルヤマトの１０
テールトゥノーズの１０
アトミックカフェの１０
マイドリームランの１０

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

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

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

156.0
159.0
156.0
156.5
160.0
161.0
156.0
156.0
159.0
158.0
157.0
160.0
155.0
158.5
162.0
162.0
160.0
157.5
156.5
156.5
157.0
153.0
160.5
159.5
155.5
153.5
155.5
154.0
156.5
159.5
155.5
155.5
157.0
159.0
157.0
155.0
161.5
158.0
158.5
158.0
155.0
154.5
155.0
155.0
158.5

179.0
180.0
178.0
179.5
183.0
179.0
179.0
179.0
179.5
183.0
176.0
183.0
176.0
176.0
176.0
181.0
181.0
180.0
181.0
181.5
177.0
177.0
183.0
180.0
182.0
177.0
183.5
181.0
181.0
179.0
179.0
182.0
179.5
181.0
176.0
180.0
183.5
178.0
182.5
181.5
181.0
174.5
181.0
178.0
179.0

19.3
19.6
19.3
19.7
19.9
19.7
19.6
19.4
20.1
19.6
19.0
19.7
19.4
19.6
19.7
19.5
20.3
20.3
19.8
20.3
19.7
19.3
20.5
20.0
20.4
19.8
19.3
19.0
19.1
18.8
19.4
19.5
19.2
20.0
19.6
19.4
19.3
19.0
20.0
20.5
19.9
20.0
19.7
19.5
20.0

470
473
465
447
493
480
451
459
443
458
453
495
447
456
479
469
502
505
473
476
480
444
490
486
496
476
465
434
459
428
444
462
448
490
451
470
506
436
451
506
473
450
479
430
500

☆アルデバラン
ケイムホーム
アグネスタキオン
バゴ
ダイワメジャー
マンハッタンカフェ
キングカメハメハ
ハーツクライ
ネオユニヴァース
ダイワメジャー
アドマイヤムーン
ケイムホーム
シンボリクリスエス

☆アルデバラン
スペシャルウィーク
ステイゴールド
シンボリクリスエス
ケイムホーム
アドマイヤジャパン
ファンタスティックライト
アルカセット

☆アルデバラン
ケイムホーム
ケイムホーム
ケイムホーム
ケイムホーム
ケイムホーム
ケイムホーム
スウェプトオーヴァーボード
☆アルデバラン
☆ブラックタイド
ダンスインザダーク
フジキセキ
シンボリクリスエス
シニスターミニスター
ダンスインザダーク
マンハッタンカフェ
タイキシャトル

☆ジャイアントレッカー
☆アルデバラン
フォーティナイナーズサン
アドマイヤジャパン
キングカメハメハ
キャプテンスティーヴ
ファンタスティックライト

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

525.0
735.0
1,050.0
630.0
1,239.0
882.0
630.0
661.5
630.0
735.0
756.0
1,050.0
840.0
1,575.0
630.0
588.0
1,102.5
840.0
315.0
630.0
262.5
252.0

ホームブレッド
ホームブレッド
ホームブレッド
ホームブレッド
ホームブレッド
ホームブレッド
210.0
262.5
262.5
420.0
525.0
420.0
315.0
714.0
315.0
315.0
210.0
1,312.5
640.5
378.0
1,701.0
325.5
462.0

全馬平均
牡馬平均
めす馬平均

157.4
157.5
157.3

179.7
179.4
179.9

19.6
19.9
19.4

465
471
460

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

サマーヴォヤージュの１０
ガクエングレイスの１０
イブキサーマディの１０
レジェルマンの１０
ズーナクアの１０
フラワーサークルの１０
フジノバイオレットの１０
シルキークラフトの１０
ヘバラーの１０
フラワーブリーズの１０
スギノセンヒメの１０
オートサンデーの１０
アポロサミットの１０
スルーパスの１０
エンキャンタドゥの１０
セトモモチャンの１０
フリクションの１０
セーフアズロックの１０
キタサンバースデーの１０
グレイスフルハートの１０
メイショウヤエガキの１０
ダイコーダンスインの１０
インカルネの１０
ジョンコの１０
シャバダバダの１０
トゥインクルタイムの１０
フィールザミリオンの１０
スティルシャインの１０
ヒットザボードの１０
ホットマイハートの１０
チアズスワローの１０
ブライアンズソノの１０
シャカラカベイビーの１０
ピアソラの１０
クイーンズバンダムの１０
チェロキーステージの１０
グランドアメリフローラの１０
メジロマルチネスの１０
アピューリアの１０
シルクアンフィニの１０

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

159.0
156.0
157.0
158.5
154.0
156.5
157.5
160.0
159.0
157.5
155.5
154.0
158.5
156.5
156.5
157.0
155.0
155.5
158.5
160.0
160.5
164.5
160.5
154.0
158.5
153.5
157.5
159.0
156.0
158.5
157.5
159.5
159.0
162.0
158.5
154.5
155.5
156.5
155.0

180.0
179.0
177.0
184.0
179.5
180.0
180.0
182.0
185.0
182.0
173.0
180.0
179.0
179.5
178.0
180.0
178.0
172.5
177.0
179.0
180.0
181.0
185.0
181.0
185.0
175.0
175.0
181.0
179.0
181.0
181.0
180.0
182.0
184.0
179.0
181.0
176.0
179.0
178.0

20.8
19.3
18.9
20.5
19.9
19.1
19.3
20.4
19.0
20.5
18.2
19.0
20.1
19.5
19.6
19.4
19.1
19.0
20.0
21.6
20.5
20.5
20.2
19.8
20.1
18.9
19.8
20.0
19.1
19.1
19.2
19.2
19.6
19.8
19.5
19.6
19.0
18.8
19.5

466
454
438
479
461
470
441
482
486
454
411
452
463
468
454
474
453
440
475
483
463
469
493
464
466
467
460
485
431
470
479
444
473
477
440
464
452
442
471

ネオユニヴァース
☆チチカステナンゴ
ファンタスティックライト
バブルガムフェロー
ダイワメジャー
☆アルデバラン
ケイムホーム
ケイムホーム
☆アルデバラン
☆ブラックタイド
アグネスデジタル
シンボリクリスエス
ブラックホーク
サウスヴィグラス
ネオユニヴァース
☆アルデバラン
シンボリクリスエス
☆アルデバラン
ステイゴールド
ティンバーカントリー
ハーツクライ
リンカーン
アルカセット
☆チチカステナンゴ
☆ブラックタイド
バゴ
☆アルデバラン
タイキシャトル
ネオユニヴァース
アドマイヤジャパン
スウェプトオーヴァーボード
ケイムホーム
オレハマッテルゼ
マンハッタンカフェ
ザール
ケイムホーム
マンハッタンカフェ
デュランダル
タイキシャトル
マイネルラヴ

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

1,375.5
966.0
525.0
273.0
903.0
420.0
420.0
315.0
525.0
472.5
630.0
630.0
157.5
336.0
525.0
525.0
525.0
588.0
1,071.0
378.0
1,071.0
315.0
420.0
882.0
262.5
630.0
420.0
546.0
525.0
315.0
315.0
315.0
262.5
735.0
157.5
766.5
472.5
745.5
420.0
357.0

牡
牡
牡
牡
牡
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす 欠　　場
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セール（売却）の進行について

再上場ののち未売却となった馬については、翌日4/25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P21をご覧ください）

※本年は調教進度遅れ等の馬を含め番号順に上場いたします。

No.1～50
（一部新規馬主限定セッションがございます）

No.51～85

再上場【中間】
早めに申出をいただいた主取馬の
再上場を実施します。

再上場
未売却になったすべての馬の
再上場を実施します。



*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



種牡馬解説 解説中最後尾の（例）１１地方Ｆ⑤は２０１１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

ＢＥＩ…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

ＨＵＭ…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…ジ…ジャマイカ

ＭＡＬ…馬…マレーシア

ＭＣＯ…モ…モナコ

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

ＰＲＴ…葡…ポルトガル

ＲＵＳ…露…ロシア

ＳＡＦ…阿…南アフリカ

ＳＩＮ…嘉…シンガポール

ＳＰＡ…西…スペイン

ＳＷＥ…瑞…スウェーデン

ＳＷＩ…ス…スイス

ＳＹＲ…叙…シリア

ＴＵＲ…土…トルコ

ＵＡＥ…首…アラブ首長国連邦

ＵＲＵ…ウ…ウルグアイ

ＵＳＡ…米…アメリカ

ＶＥＮ…べ…ベネズエラ

凡例および略号
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この売却馬名簿は、JBISシステムを利用し、平成24年2月12日現在の 

データ（中央・地方とも）から、作成しております。

馬場の表示 中央の競走 Ｄ＝ダート（芝の場合は省略）

地方の競走 Ｔ＝芝（ダートの場合は省略）

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

優２牝……最優秀２歳牝馬 優４牡……最優秀３歳牡馬

優３牝……最優秀３歳牝馬 優４牡……最優秀４歳牡馬

優４牝……最優秀４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 優Ｄグレード…ダートグレード競走最優秀馬

ＮＡＲ優２歳……最優秀２歳馬 ＮＡＲ優３歳……最優秀３歳馬

ＮＡＲ優４歳……最優秀４歳馬 ＮＡＲ優５歳上…最優秀５歳以上馬

＊ダートグレード競走最優秀馬とは、「ダート競走格付け委員会」が表彰している。

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

象としている。
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1 ムカラファの１０ 牡・栗 ２／１１

＊アルデバラン
鹿 1998

－新種牡馬－

＊ムカラファ
栗 2002

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

Deputy Commander
デピュティコマンダー

Courtroom Antics
コートルームアンティクス

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
Deputy Minister
Anka Germania
Eighty Below Zero
Showtime Lady

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Miss Albany） 9 f
Northern Dancer S 5×M 5 Sir Ivor S 5×M 5 Best in Show S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊ムカラファ（02 USA栗 Deputy Commander）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（１）〕
キャメロンバローズ（06 牝 栗 Singspiel）１勝
ミリオンシスター（07 牝 栗 ＊ムーンバラッド） １勝
エリアコンプリート（09 牡 栗 ＊ストーミングホーム） １勝

２代母 コートルームアンティクスCourtroom Antics（95 USA栗 Eighty Below Zero）米２勝
レイディレジー Lady Lessie（04 牝 General Meeting） 米４勝

３代母 ショータイムレイディ Showtime Lady（85 USA黒鹿 Defense Verdict）米９勝
ショーミーザステイジ Show Me the Stage（96 牝 Slew the Surgeon）米１４勝，カウントフ

リートスプリントＨ ，ラスフローレスＨ ，アゼイリャＳ ，モンロヴィアＨ ，
ブラックゴールドＨ ，etc.

４代母 ミンクアンドジーンズMink and Jeans（75 USA黒鹿 Cornish Prince）米１勝

５代母 トータルコミットメント Total Commitment（69 USA鹿 Shooee）米１勝

６代母 オールバニーアイルAlbany Isle（47 GB栗 Jamaica Inn）愛・英３勝
［子］ ライクアチャーム Like a Charm（64 牝 Pied d'Or）米３勝，ソロリティＳ
［孫］ インペチュオシティ Impetuosity（68 牡 Vertex）米４勝，ブルーグラスＳ，種牡馬

クイーンルーイ Queen Louie（68 牝 Crimson Satan）米７勝，ミモサＨ，ブラッ
クヘレンＨ３着，ヴィレジャーＳ３着

ヒアカムズザブライド Herecomesthebride（74 牝 Al Hattab）米１２勝，コロンビ
アナＨ ，モンマスオークス ２着

［曾孫］ オリンピックチャーマー Olympic Charmer（96 牝 Olympio）米６勝，エルエン
シノＳ ，レイルバードＳ ，ラブレアＳ ２着，ボニーミスＳ ２着，
ハロルドＣラムザーシニアＨ ，etc.

アスクドナスクラ Ask de Naskra（84 牡 Star de Naskra）米１１勝，オマハＧＣ ，
プレジデンツＣ ３着

特 徴 流星・珠目上・左轡搦・波分長・左初地・右沙流上

生産牧場 北海道新冠町大富 芳住 革二 北海道サマーセール 購買価格 ５，２５０，０００円

育成場 日高育成牧場
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2 ペイミーキャッシュの１０ 牡・栗 ２／１９

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

＊ペイミーキャッシュ
栗 1997

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

Hamas
ハマス

＊プリンセスリーマ

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Danzig
Fall Aspen
Affirmed
First Fling

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Pinny Gray ～ Pin Up Girl） 4 p
Raise a Native S 4×M 5 Northern Dancer M 4×M 5 Nearctic S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊ペイミーキャッシュ（97 IRE 栗 Hamas）伊１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
サンワードレッツ（04 牡 栗 ＊タバスコキャット）入着４回， ５勝
ディビデンド（05 牡 栗 アグネスタキオン）１勝，揖斐川特別（２０００）， １勝
テラフィールド（07 牡 黒鹿 フジキセキ） ３勝
ジョウショーサニー（09 牡 栗 ゴールドアリュール） 出走

２代母 ＊プリンセスリーマ（84 USA栗 Affirmed）不出走
ペイミ－バック Pay Me Back（90 牡 Master Willie）伊２０勝，伊セントレジャー ，エリン

トン賞 ２着，エリントン賞 ３着，フェデリコテシオ賞 ３着，ミラノ金杯 ，etc.，
種牡馬

＊メイショウドトウ（96 牡 Bigstone）１０勝，宝塚記念 ，日経賞 ，オールカマー ，金鯱
賞 ，ジャパンＣ ２着，etc.，種牡馬

ブルーリーマ Blue Reema（00 牝 Bluebird）愛１勝，パークイクスプレスＳ ２着
プリンセスルシータ（02 牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，納屋橋Ｓ，火の山特別，伊万里特別
トロフィーディール（03 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，琵琶湖特別，恋路ケ浜特別，東

京競馬場グランドＯＰ記念 ２着，障害２勝

３代母 ファ－ストフリング First Fling（77 USA栗 Nijinsky）米１勝
アファームドアフェアAffirmed Affair（83 牝 Affirmed）米１勝

ザイデコアフェア Zydeco Affair（00 Islefaxyou） 米８勝，エルホヴェンＳ ，マ
ニラＳ ，ホープモントＳ ２着，テキサンジュヴェナイルＳ ３着

４代母 ファストアプローチ Fast Approach（70 USA鹿 First Landing）米出走
［孫］ アサーティヴラス Assertive Lass（93 牝 Zeditave）豪７勝，クールモアクラシ

ック ，ＡＪＣフライトＳ ，ＡＪＣライトフィンガーズＳ ，ＳＴＣテ
ィーローズＳ ，ＡＪＣオークス ２着，etc.

アサーティヴラッド Assertive Lad（97 Zeditave）豪８勝，ＡＪＣドンカスタ
ーＨ ，ＡＪＣシャンペインＳ ，ＡＪＣサイアーズプロデュースＳ ，
ＡＪＣロイヤルソヴリンＳ ，メルボルンレイシングクラブＳ ，etc.

［曾孫］ リセット Reset（00 牡 Zabeel）豪５勝，ＶＲＣオーストラリアンギニーズ ，
コーフィールドフュチュリティＳ ，種牡馬

特 徴 大流星鼻梁白断鼻白・珠目上・右沙流上・四白

生産牧場 北海道浦河町荻伏町 梅田牧場 北海道セレクションセール 購買価格 ７，３５０，０００円

育成場 日高育成牧場
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3 ダンシングサクセスの１０ 牡・栗 ３／ ３

アグネスタキオン
栗 1998

＊ダンシングサクセス
鹿 1990

＊サンデーサイレンス

アグネスフローラ

Success Express
サクセスイクスプレス

Northern Sister
ノーザンシスター

Halo
Wishing Well

＊ロイヤルスキー
アグネスレデイー
Hold Your Peace
Au Printemps
Gregorian
Native Era

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Natalma ～ Almahmoud） 2 d
Almahmoud S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊ダンシングサクセス（90 AUS 鹿 Success Express）新４勝，ウォーステップＳ ２着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－５（２６）〕
マッシモ（97 牡 鹿 ＊ゴールデンフェザント）入着３回， １勝
ダンシングテン（98 牡 鹿 ＊キンググローリアス）３勝，阿蘇Ｓ （Ｄ１７００）， １勝
ダンシングレディー（99 牝 鹿 ＊エルハーブ） １勝
スリーハイシャトル（01 牡 鹿 ＊タイキシャトル）２勝， ７勝
スリーコマンド（06 牡 鹿 ＊コマンダーインチーフ） １６勝

２代母 ノーザンシスター Northern Sister（82 CAN鹿 Gregorian）米５勝，ウッドバインＢ
ＣＨ ３着，ヘンドリーＳ ３着

スカイトライスト Sky Trist（94 牝 Sir Tristram）豪４勝，クイーンズＣ ，ＶＲＣバゴットＨ
３着（２回），デュークオヴノーフォークＳ ３着，ＱＴＣメトロポリタンＨ ３着

３代母 ネイティヴエラNative Era（69 USA黒鹿 Victorian Era）不出走
エラノス Eranos（73 牝 Arts and Letters）米出走

マラソンMarathon（86 牝 Runnett）那・丁・瑞・愛・英１３勝，プジョーポカロップ，プ
ジョーポカロップ，スカンディアロプニング，セプターＳ３着，ストックホルム
ストラプライス３着，ブルーマーズヴァーズ３着，ノルウェー１０００ギニー３着

４代母 ナタルマ Natalma（57 USA鹿 Native Dancer）米３勝，スピナウェイＳ３着
［子］ ノーザンダンサー Northern Dancer（61 牡 Nearctic）米１４勝，ケンタッキーダ

ービー，プリークネスＳ，フロリダダービー，フラミンゴＳ，ブルーグラ
スＳ，レムゼンＳ，ベルモントＳ３着，クイーンズプレイトＳ，種牡馬

［孫］ ラプレヴォワイヤント La Prevoyante（70 牝 Buckpasser）米２５勝，フリゼット
Ｓ，メイトロンＳ，スピナウェイＳ，ガーデニアＳ，セリマＳ，スカイラヴ
ィルＳ，ケンタッキーオークス ２着，ケベックダービー

［曾孫］ マキアヴェリアンMachiavellian（87 牡 Mr. Prospector）愛・英・仏４勝，モル
ニー賞 ，サラマンドル賞 ，英２０００ギニー ２着，ジェベル賞 ，ヤコ
ウレフ賞 ，種牡馬

クドジェニー Coup de Genie（91 牝 Mr. Prospector）米・英・仏４勝，モルニー
賞 ，サラマンドル賞 ，カブール賞 ，英１０００ギニー ３着，アンプリ
ュダーンス賞

特 徴 流星鼻梁小白鼻白断上唇小白・珠目上・吭搦左・髪中・初地・左後一白

生産牧場 北海道浦河町野深 村中牧場 北海道セレクションセール 購買価格 １０，５００，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 49 －



4 フィエスタの１０ 牡・栗 ５／１５

＊バゴ
黒鹿 2001

フィエスタ
芦 1998

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

Unbridled's Song
アンブライドルズソング

＊ルースズリヴェンジ

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie
Unbridled
Trolley Song
Far Out East
Vibes

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Minnewaska ～ Nipisiquit） 9 h
Mr. Prospector S 4×M 5

価格： 購買者：

母 フィエスタ（98 芦 Unbridled's Song）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ワタシシンジテ（07 牝 芦 タニノギムレット） 入着３回
カイシュウウルフ（08 芦 マンハッタンカフェ） ２勝
オーブライツ（09 牡 芦 ＊ファンタスティックライト） 出走

２代母 ＊ルースズリヴェンジ（91 USA芦 Far Out East）米９勝，ロングルックＨ ３着，パ
ーソナルエンサンＳ ，レイディズシークレットＳ
エリニュス（00 牝 ＊エリシオ）１勝

３代母 ヴァイブズVibes（72 USA芦 Tudor Way）米２勝
リアクションReaction（82 牡 Torsion）プ・米６勝

４代母 パーカッション Percussion（55 USA黒鹿 Sun Again）米４勝
［子］ オ－ルザモア All the More（73 牡 I'm For More）米２３勝，レイザーバックＨ ，

ケリーオリンピックＨ ，ヘリティジＳ ，ホーソンゴールドＣ ２着，
オークローンＨ ３着，etc.，種牡馬

［孫］ デアズジェイ Dares J（68 牝 Stevward）米９勝，ベッドオーロージズＨ３着
ゴ－ディエイチ Gordie H.（75 牡 Lord Date）米２勝，ホーソーンダービー ２
着，ラウンドテイブルＨ ２着，アーリントンクラシック ３着，種牡馬

［曾孫］ パパトリックス Papa Tricks（82 牡 Hold Your Tricks）米１５勝，コロネットＨ
３着

チェックザタイム Check the Time（82 牝 For the Moment）米３勝，スーザンズ
ガールＳ ３着

５代母 ディナミテDynamite（47 FR 黒鹿 Dogat）不出走
［孫］ サムアップ Sum Up（62 牡 Day Court）米５勝，レムゼンＳ，アーリントンクラ

シック３着，種牡馬
［曾孫］＊インデエアンキング（78 牡 Raja Baba）英・仏８勝，スプリントＣ ，コーク

＆オラリーＳ ，ダイアデムＳ ，パレロワイヤル賞 ，ジュライＣ ３
着，etc.，種牡馬

特 徴 流星・鼻大白断上唇白・珠目上・初地

生産牧場 北海道浦河町杵臼 金成吉田牧場 北海道サマーセール 購買価格 ６，３００，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 50 －



5 レディインディの１０ ・栗 ２／ ９

ダイワメジャー
栗 2001

＊レディインディ
鹿 2001

＊サンデーサイレンス

スカーレットブーケ

A.P. Indy
エイピーインディ

Fiji
フィジー

Halo
Wishing Well

＊ノーザンテースト
＊スカーレツトインク
Seattle Slew
Weekend Surprise
Rainbow Quest
Island Jamboree

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Careless Notion ～ Gravitate） 2 e
Nearctic S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊レディインディ（01 USA鹿 A.P. Indy）加入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：海外－１（２），地方－１（２）〕
モーメントオヴマジェスティMoment of Majesty（07 CAN牝 鹿 Saint Liam） 加２勝，

リヴァーメモリーズＳ ２着，ウッドバインオークス２着，ベルジェストＳ３着，
ラロルニェットＳ ３着，オンタリオラッシーＳ３着

サザンアティチュード Southern Attitude（08 CAN牝 栗 ＊ヘネシー） 加出走
ガトリング（09 牡 鹿 Grand Slam） ２勝

２代母 フィジー Fiji（94 GB鹿 Rainbow Quest）米・英８勝，ゲイムリーＨ ，イエローリ
ボンＳ ，サンタバーバラＨ ，サンタアナＨ ，ラモナＨ ３着，ゴールデンダッフ
ォディルＳ ，ファーストレイディＳ ３着

マルクスアンドロニクスMarcus Andronicus（03 牡 ＊デインヒル）愛・英・仏１勝，仏２０００
ギニー ２着，グリーナムＳ ２着，グラッドネスＳ ３着，タラスＳ ２着，種牡馬

３代母 アイランドジャンボリー Island Jamboree（86 USA鹿 Explodent）米１０勝，ゲイムリ
ーＨ ２着，ダリアＨ ３着，リリックＨ ，ルイスＲローアンＨ ２着（２回），etc.
カプリ Capri（95 牡 ＊ジェネラス）英・仏４勝，シャンティー大賞 ，カンバーランドロ

ッジＳ ，ジョンポーターＳ ２着，クイーンズヴァーズ ３着，バーレイントロ
フィ ２着，種牡馬

ジャワ Java（99 牝 Rainbow Quest）米・英２勝
コフィーバー Coffee Bar（06 Mineshaft） 米・加３勝，トロントＣ ２着

４代母 ケアレスヴァージンCareless Virgin（81 USA鹿 Wing Out）米入着３回
［孫］ メタフォリクMetaphoric（04 Montjeu）英４勝，フェンウルフＳ ，英・障

害２勝
ウルシス Ursis（01 牡 Trempolino） 英・仏３勝，デルビーデルウェスト ３
着，愛・英・障害８勝

５代母 ケアレスノーションCareless Notion（70 USA鹿 Jester）米１勝
［孫］ サボーディネイション Subordination（94 牡 Mt. Livermore）米１１勝，ハリウッ

ドダービー ，エディリードＨ ，ブルックリンＨ ，ベルモントＢＣＨ
，ジャマイカＨ ，etc.，種牡馬

特 徴 流星鼻梁白鼻梁鼻小白・珠目上・髪中・左二白

生産牧場 北海道新ひだか町静内神森 服部 牧場 北海道セレクションセール 購買価格 １２，３９０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 51 －



6 ステファニーズホープの１０ ・青鹿 ３／ ３

マンハッタンカフェ
青鹿 1998

＊ステファニーズホープ
鹿 1991

＊サンデーサイレンス

＊サトルチェンジ

Java Gold
ジャヴァゴールド

Cohutta Princess
コ－ハッタプリンセス

Halo
Wishing Well
Law Society
Santa Luciana
Key to the Mint
Javamine
Groton
Soft as Satin

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Tatanne ～ Titanite） 9 f
Promised Land M 4×S 5

価格： 購買者：

母 ＊ステファニーズホープ（91 USA鹿 Java Gold）米１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（４）〕
イシノステファニー（96 牝 栗 ＊クリミナルタイプ）１勝
イシノアクエリアス（97 牡 黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）１勝
イシノラガー（99 牡 黒鹿 ＊ピルサドスキー） ２勝
ロジホープ（08 牡 鹿 ネオユニヴァース） ２勝

２代母 コ－ハッタプリンセスCohutta Princess（79 USA栗 Groton）米２勝
アメイジングアマゾンAmazing Amazon（85 牝 D'Accord）米１３勝

ポトラアマソナ Potra Amazona（99 牝 Potrillon）亜２勝
エルアマリリスタ El Amarillista（06 牡 Mutakddim） 首・サ・亜３勝，モンテ
ヴィデオ賞 ２着

プリンセスアコード Princess Accord（86 牝 D'Accord）米・英６勝，オクトーバーＳ ，
ダーリーＳ ，ジョンオヴゴーントＳ ２着，グリントオヴゴールドＳ ３着，サ
クソンＳ ３着，etc.

モントリオールレッドMontreal Red（92 牡 D'Accord）米４勝，米フュチュリティＳ ，
サラトガスペシャルＳ ，サンフォードＳ ，ホープフルＳ ２着，アップルトン
Ｈ ３着，種牡馬

３代母 ソフトアズサティン Soft as Satin（68 USA芦 Promised Land）米１勝
ファンシーナスクラ Fancy Naskra（78 牝 Naskra）米８勝，ソロリティＳ ，スピナウェ

イＳ ２着，ディスタフＨ ２着，コレクションＨ ２着，アーリントンオークス
２着，etc.

ロージズカンティナ Rose's Cantina（84 牝 Naskra）米９勝，ジョンＡモリスＨ ，ヘムステ
ッドＨ ，アフェクショニトリーＨ ，ネクストムーヴＨ ，ベルダムＳ ３着，etc.

サティンプロミス Satin Promise（90 牝 Dixieland Band）不出走
＊エナブル（95 牝 Roanoke）米９勝

＊スーニ（06 牡 Soto） ３勝， ９勝，ＪＢＣスプリント （２回），
全日本２歳優駿 ，東京盃 ，兵庫ジュニアＧＰ ，etc.

特 徴 小流星・珠目上・右髪中・初地

生産牧場 北海道日高町美原 藤本ファーム 北海道セレクションセール 購買価格 ８，８２０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 52 －



7 コメンデーションの１０ ・鹿 ３／３０

キングカメハメハ
鹿 2001

コメンデーション
鹿 1998

Kingmambo
キングマンボ

＊マンファス

＊コマンダーインチーフ

＊プランス

Mr. Prospector
Miesque

＊ラストタイクーン
Pilot Bird

＊ダンシングブレーヴ
Slightly Dangerous
Nijinsky
Foreseer

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（No Fiddling ～ Big Hurry） 1 s
Raise a Native S 4×M 5 Northern Dancer M 4×S 5×S 5×M 5 Hail to Reason M 5×M 5

価格： 購買者：

母 コメンデーション（98 鹿 ＊コマンダーインチーフ） ７勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（１１）〕
ヒミノマーチ（06 牡 芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１０勝
アドバンステイオー（07 牡 鹿 ネオユニヴァース） １勝
ボンジュールエール（09 牡 栗 キングカメハメハ） 入着

２代母 ＊プランス（85 USA鹿 Nijinsky）不出走
＊オーシャンドリーム（95 牝 ＊フォーティナイナー）不出走

スピニングノアール（01 牡 ＊スピニングワールド）７勝，ＣＢＣ賞 ２着，ＣＢ
Ｃ賞 ３着，アイビスサマーダッシュ ３着，尾張Ｓ ，市川Ｓ，水無月特
別，若水賞，稲妻特別，ＴＶ愛知ＯＰ ２着，ＴＶ愛知ＯＰ ３着

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
パーミストリー Palmistry（75 牝 Forli）米６勝

アルバハカAlbahaca（95 牝 Green Dancer）仏１勝
ボネール Bonaire（01 牝 Air Express）米・仏３勝，エクリプス賞 ，カブール賞

２着，バローナＣ ３着
ファー Far（79 牝 Forli）米４勝

ヨンダー Yonder（87 牡 Seattle Slew）米４勝，ジャージーダービー ，レムゼンＳ ，
ハッチソンＳ ２着，ジムビームＳ ３着，ナイアガラＨ ３着，種牡馬

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，タラス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，ラトガーズＨ ３着，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

マースカニンガムMerce Cunningham（84 牡 Nijinsky）米・英・仏６勝，モーリスドニュ
イユ賞 ，アストンパークＳ ，フレッドアーチャーＳ ，種牡馬

特 徴 額刺毛・珠目上・髪中・後二白

生産牧場 北海道新ひだか町三石歌笛 前川 正美 北海道サマーセール 購買価格 ６，３００，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 53 －



8 デヴォアの１０ ・鹿 ３／２５

ハーツクライ
鹿 2001

＊デヴォア
鹿 2001

＊サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

Distant View
ディスタントヴュー

Souplesse
スープレス

Halo
Wishing Well

＊トニービン
＊ビユーパーダンス
Mr. Prospector
Seven Springs
Majestic Light
Nimble Feet

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Instant Sin ～ Enchanted Eve） 4 r
Lyphard S 4×M 5 Raise a Native M 4×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊デヴォア（01 USA鹿 Distant View）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ドリームカントリー（06 牡 鹿 ＊グラスワンダー） ２勝
オーミリベルター（07 牡 黒鹿 ＊マリエンバード） 出走， ３勝
コップヒヤザケ（09 牡 鹿 サクラバクシンオー） 不出走

２代母 スープレス Souplesse（90 USA鹿 Majestic Light）仏１勝，プシシェ賞 ３着，マダ
ムジャンクテュリエ賞
コムフィ Comfy（99 牡 Lear Fan）英２勝，エイコムＳ ，種牡馬

３代母 ニンブルフィートNimble Feet（85 USA鹿 Danzig）米・英１勝
フォレストガゼル Forest Gazelle（91 牡 Green Forest）米・英６勝，ロスアンジェルスＨ

，エインシェントタイトルＨ ３着，ダイジュールＨ ，アイスカペイドＳ ２
着，キングオヴクリケットＨ ３着，種牡馬

エルティシュ Eltish（92 牡 Cox's Ridge）米・英５勝，ロイヤルロッジＳ ，ヴィンテー
ジＳ ，ＢＣジュヴェナイル ２着，フィリップＨアイズリンＨ ２着，デューハ
ーストＳ ３着，etc.，種牡馬

４代母 ニンブルフォリーNimble Folly（77 USA栗 Cyane）不出走
［子］ コントルダンス Contredance（82 牝 Danzig）米８勝，アーリントンワシントン

ラッシーＳ ，アディロンダックＳ ，スワニーリヴァーＨ ２着，メイ
トロンＳ ３着，スピナウェイＳ ３着，etc.

［孫］ ウインスWince（96 牝 Selkirk）愛・英４勝，英１０００ギニー ，フレッドダーリ
ングＳ ，スターＳ ２着

スキミング Skimming（96 牡 Nureyev）米・英・仏８勝，パシフィッククラシ
ック （２回），カリフォルニアンＳ ，サンディエゴＨ ，サンディエゴ
Ｈ ，etc.，種牡馬

＊レイズスズラン（94 牡 Woodman）７勝，プロキオンＳ ２着，etc.，障害１勝，
３勝，彩の国浦和記念 ，さきたま杯 （２回），日本

ＴＶ盃 ２着，etc.，種牡馬
［曾孫］ クイフ Quiff（01 牝 Sadler's Wells）英２勝，ヨークシャーオークス ，英セン

トレジャー ２着，リブルズデイルＳ ３着

特 徴 珠目上・右髪中・波分・初地

生産牧場 北海道浦河町杵臼 杵臼牧場 北海道サマーセール 購買価格 ６，６１５，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 54 －



9 フェアリーステップの１０ ・栗 ３／１５

ネオユニヴァース
鹿 2000

＊フェアリーステップ
鹿 1999

＊サンデーサイレンス

＊ポインテッドパス

Dixieland Band
ディクシーランドバンド

＊スプライトスター

Halo
Wishing Well
Kris
Silken Way
Northern Dancer
Mississippi Mud
Spectacular Bid
Belle o' Reason

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Spotted Beauty ～ Silver Beauty） 3 o
Hail to Reason S 4×M 4 Almahmoud S 5×M 5 Promised Land S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊フェアリーステップ（99 USA鹿 Dixieland Band） ６勝
〔産駒馬名登録数：２〕
リミオン（09 牝 青鹿 ＊アルカセット） 入着２回

２代母 ＊スプライトスター（89 USA芦 Spectacular Bid）４勝，夕月特別，由布院特別，山国
川特別
サミーフロムマイアミ Sammy From Miami（04 Victory Gallop） 米５勝

３代母 ベルオリーズンBelle o' Reason（73 USA芦 Hail to Reason）米７勝
カンパネロCampanero（82 牝 Foolish Pleasure）米１勝

グッドリスポンスGood Response（88 牝 Relaunch）米６勝
フォーティファイア Fortifier（97 牡 Major Impact）米６勝，ボールドウィンＳ

，サンペドロＳ ２着，種牡馬
チャイムズChimes（83 牝 Mr. Prospector）米２勝

ディクシーチャイムズDixie Chimes（89 牝 Dixieland Band）米２勝
フリーフォーインターネット Freefourinternet（98 牡 ＊タバスコキャット）米・
英・加８勝，ホーソンゴールドＣ ，ケルソＨ ，ファイアクラッカーＨ
２着，イクスプロージヴビッドＨ ３着，レイバーデイＨ ，etc.，種牡馬

チャイムズバンド Chimes Band（91 牡 Dixieland Band）米・仏７勝，フォールハイ
ウエイトＨ ，キングズビショップＳ ，ラロシェット賞 ，エイフェノメノ
ンＨ ２着，ジムビームＳ ３着，etc.，種牡馬

サラトガテン Saratoga Ten（86 牝 Saratoga Six）米３勝
ラーラーシックスブームバーRahrahsixboombah（96 牝 Rahy）米１勝
ライフアトテン Life At Ten（05 牝 Malibu Moon） 米８勝，ベルダムＳ ，オ
グデンフィップスＨ ，デラウェアＨ ，シクスティセイルズＨ ，パーソ
ナルエンサンＳ ３着

ミスティックリーズンMystic Reason（87 牝 Lyphard）仏１勝，グランカン賞 ２着，ベ
ルドニュイ賞 ２着
インディアンミステリー Indian Mystery（97 牝 Indian Ridge）愛１勝
メディシンパスMedicine Path（04 牡 Danehill Dancer） 英・仏４勝，ロイヤル
ロッジＳ ２着，レイシングポストトロフィ ３着，ドンカスターマイル
，レイディバードＳ

特 徴 珠目上・波分・初地・右沙流上・後二白

生産牧場 北海道新ひだか町静内浦和 田中 裕之 セレクトセール 購買価格 ６，３００，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 55 －



10 スリリングヴィクトリーの１０ ・栗 ３／ ７

ダイワメジャー
栗 2001

＊スリリングヴィクトリー
鹿 2002

＊サンデーサイレンス

スカーレットブーケ

Event of the Year
イベントオヴジイヤー

Golden Shadows
ゴールデンシャドーズ

Halo
Wishing Well

＊ノーザンテースト
＊スカーレツトインク
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 4×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：２〕
トーセンセカイオー（09 牡 鹿 キングカメハメハ） 入着

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）バ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］ 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７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

６代母 プライズプロミス Prides Promise（66 USA鹿 Crozier）米入着２回
［孫］ デインジャーズアワー Danger's Hour（82 牡 Coastal）米９勝，マンハッタンＨ

，ベルモントレキシントンＳ ，ロレンスリアリゼイションＳ ，ラト
ガーズＨ ，ペンシルヴァニアガヴァナーズＣ ，etc.，種牡馬

特 徴 曲大流星鼻梁鼻大白上下唇大白・珠目上・波分・芭蕉上・左前右後二長白・右前左後二細長白

生産牧場 北海道新冠町朝日 秋田牧場 北海道サマーセール 購買価格 ７，３５０，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 56 －



11 ベラミロードの１０ ・黒鹿 ４／ ８

アドマイヤムーン
鹿 2003

ベラミロード
黒鹿 1996

＊エンドスウィープ

マイケイティーズ

＊アレミロード

ベラミスキー

＊フォーティナイナー
Broom Dance

＊サンデーサイレンス
＊ケイティーズファースト
Tom Rolfe
Why Me Lord

＊コリムスキー
ベラミスポート

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊エツヂオブイヴニング） 9 f
Tom Rolfe M 3×S 5 Northern Dancer M 4×S 5

価格： 購買者：

母 ベラミロード（96 黒鹿 ＊アレミロード）入着，ユニコーンＳ ２着， １７勝，東京盃
，ＴＣＫ女王盃 ，しもつけ菊花賞（２６００），北関東ダービー（２０００），etc.，ＮＡＲ年代表

〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（４）〕
ベルグコマンダー（04 牡 黒鹿 ＊コマンダーインチーフ） ４勝
サマーラグーン（06 牝 青鹿 ＊ボストンハーバー） １勝
スペシャルロード（07 牡 黒鹿 スペシャルウィーク） ３勝

２代母 ベラミスキー（88 鹿 ＊コリムスキー） １８勝，しもつけオークス，かもしか賞，
南部杯２着，しもつけ菊花賞２着，とちぎダービー３着，etc.
イヴニングスキー（95 牡 サクラロータリー） ４０勝，北関東ダービー，ばん阿

賞（２回），足利記念（２回），etc.
ナスノマーチ（97 牝 スズカコバン） １０勝

ディアオトヒメ（03 牝 アドマイヤボス） ２勝，新緑賞３着
ベラミチケット（98 牡 ウイニングチケット） １１勝，かもしか賞
ブリッジクリアー（99 牡 サクラチトセオー） １８勝，スプリンターズ天馬杯，

穂の香賞，八汐賞２着，北関東皐月賞２着，北関東弥生賞２着，etc.
ベラミストロング（00 牡 ＊シャーディー） ２勝，かもしか賞３着
テイエムカゲムシャ（04 牡 ＊タバスコキャット）５勝，駿風Ｓ，刈谷特別，有田特別，

出走

３代母 ベラミスポート（76 黒鹿 ＊パーソロン）３勝，立夏賞，障害２勝
ベラミソロン（93 牝 ＊コリムスキー） ７勝

シャディハンター（99 牝 ＊シャーディー） ７勝，もみじ特別，白百合特別，
太平記特別，北関東クイーンＣ２着，北関東オークス３着

４代母 ＊エツヂオブイヴニング（63 USA黒鹿 Nashua）米出走
［孫］ カクテルドレス（88 牝 ＊デイクタス）２勝，野路菊Ｓ

ナスハンター（83 牝 ＊ハンターコム） ５勝，かもしか特別３着
［曾孫］ ゴールドジャパン（92 牡 ミホシンザン）６勝，マーチＳ ３着，ＴＶ静岡賞，

清里特別
ホーセズネック（94 牡 ＊スリルシヨー）４勝，白秋Ｓ，習志野特別，バレンタ
インＳ ２着，ディセンバーＳ ２着，メトロポリタンＳ ３着，etc.

特 徴 星・珠目二・髪中・波分長・初地・左後一白

生産牧場 北海道新ひだか町静内豊畑 静内酒井牧場 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

－ 57 －



12 オテンバコマチの１０ ・黒鹿 ３／２６

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

オテンバコマチ
鹿 1999

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊ダンシングブレーヴ

ボールドワン

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Lyphard
Navajo Princess

＊ボールドリツク
トシオカンノン

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
Nearctic S 5×M 5

価格： 購買者：

母 オテンバコマチ（99 鹿 ＊ダンシングブレーヴ）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ピーチパトラ（06 牝 鹿 フジキセキ） ５勝
オーケアニス（09 牝 鹿 マヤノトップガン） 地方不出走

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

クエスチョンマーク（97 牡 サクラチヨノオー）１勝， １勝
フィールドハチスケ（91 牡 ヤマニンスキー）１勝
サンデーフラッシュ（92 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，漁火Ｓ ，松前特別，富良野特

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

３代母 トシオカンノン（77 栗 ＊ボンモー）入着２回
フジノミッキー（90 牡 ＊ミルジヨージ）１勝
ランチャーシチー（91 牡 ＊スイフトスワロー）１勝

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

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

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

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

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

ベス女王杯 （２回），阪神３歳牝馬Ｓ ，etc.，優３牝，優４牝，優父内，優古
牝（２回）

特 徴 珠目二・右髪中・沙流上

生産牧場 北海道新ひだか町三石稲見 水上 習孝 北海道セレクションセール 購買価格 １０，５００，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 58 －



13 アリゲーターアリーの１０ ・黒鹿 ４／２６

＊シンボリクリスエス
黒鹿 1999

＊アリゲーターアリー
黒鹿 1998

Kris S.
クリスエス

Tee Kay
ティーケイ

Gone West
ゴーンウェスト

Mackie
マッキー

Roberto
Sharp Queen
Gold Meridian
Tri Argo
Mr. Prospector
Secrettame
Summer Squall
Glowing Tribute

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Admiring ～ Searching） 1 s
Hail to Reason S 4×M 5 Secretariat M 4×M 5 Nashua S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊アリゲーターアリー（98 USA黒鹿 Gone West）米出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：海外－５（１８）〕
クリスタリ Kristali（02 USA 黒鹿 Kris S.）米７勝，オリヴァーＳ，アーサーＬＳ２着
クロコダイルティアーズCrocodile Tears（03 USA牡 黒鹿 Saint Ballado）米３勝
マイアップルマティーニMy Apple Martini（05 USA 栗 Forestry） 米入着２回
ズラトゴール Zlatogor（06 USA牡 栗 Golden Missile） 露２勝
ラシュリンズトリビュートRushlyns Tribute（07 USA牝 鹿 Forestry） 米１勝
グッドイヴニングオフィサーGoodeveningofficer（08 USA牝 黒鹿 Officer） 米・加５勝
ドラゴンアリー（09 牝 黒鹿 Indian Charlie） 出走

２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，ギャラクシーＳ ，立夏Ｓ，大和特別，千葉Ｓ ２着， 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） 伊・独２勝，バヴァリアクラシック ，メ

ツレル春季賞 ３着
デインベリーヒル Danebury Hill（04 牡 ＊デインヒル） セ・英８勝，ソラリオＳ ３着，

イースターＳ ３着
＊ブルーデインヒル（05 牡 Danehill Dancer） ４勝，立川特別，巌流島特別

３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
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

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，モルソンイクスポートミリオンＳ ３着，種牡馬

特 徴 珠目正・吭搦左・右髪中・沙流上・左前小白

生産牧場 北海道新ひだか町三石本桐 ヒサイファーム 北海道セレクションセール 購買価格 ８，４００，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 59 －



14 メガクライトの１０ 牡・栗 ３／１０

＊アルデバラン
鹿 1998

－新種牡馬－

メガクライト
栗 2003

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

アグネスタキオン

＊エラティス

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ
El Gran Senor
Summer Review

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Mamounia ～ Minaret） 9 c
Raise a Native S 3×M 5 Northern Dancer M 4×S 5 Buckpasser S 5×M 5
Best in Show S 5×M 5

価格： 購買者：

母 メガクライト（03 栗 アグネスタキオン）３勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ガニュメデス（09 牡 芦 アドマイヤコジーン） １勝

２代母 ＊エラティス（90 USA栗 El Gran Senor）英１勝
ツルマルグラマー（99 牝 フジキセキ）１勝，ファンタジーＳ ２着

ツルマルワンピース（08 牝 キングカメハメハ） ２勝，阪神ジュベナイルフィリ
ーズ ５着，りんどう賞

アルナスライン（04 牡 アドマイヤベガ）５勝，日経賞 ，菊花賞 ２着，天皇賞
（春） ２着，目黒記念 ２着，Ａｒ共和国杯 ３着，京都大賞典 ３
着，京成杯 ３着，メトロポリタンＳ ，すみれＳ ，樅の木賞

３代母 サマ－レヴュ－Summer Review（79 USA栗 Graustark）伊・仏１勝，ロイヤルメア
ズ賞 ２着，オンフルール賞 ３着
サマ－トリップ Summer Trip（85 牝 L'Emigrant）伊・豪・独・仏１勝，ロワイヤリュー

賞 ，ポモーヌ賞 ２着，フィユドレール賞 ２着，バッジオ賞 ２着，伊オーク
ス ３着，バーデン大賞 ３着，ベルリン銀行大賞 ３着，イタリア大賞 ３着，
ポモーヌ賞 ３着，サブロネット賞 ３着
ムシールMusheer（94 牡 Known Fact）英１勝，英シャンペインＳ ３着

４代母 レイズアベイビ－Raise a Baby（72 USA栗 Raise a Native）仏３勝，ミネルヴ賞 ，
マジョールフリドリン賞
［子］ ダイアモンドシューズ Diamond Shoes（87 牝 ＊ダイヤモンドショール）英１

勝，ヴァージニアＳ ３着

５代母 バンボラBambola（58 USA栗 Botticelli）英５勝
［曾孫］ ポーラーバード Polar Bird（87 牝 Thatching）愛・米・英６勝，デビュターン

トＳ ，セントヒューズＳ ，アドミラブリーＨ ２着，ルイスＲローア
ンＨ ３着

タガー Tugger（97 牝 ＊トワイニング）米８勝，ノーブルダムゼルＨ ，トップ
フライトＨ ２着，ナッソーカウンティＳ ２着，クラシーブリーフケ
イスＳ ，スティーヴヴァンビュレンＨ ２着

特 徴 星・珠目正・吭搦二・沙流上・左後一白

生産牧場 北海道安平町早来源武 ノーザンファーム セレクトセール 購買価格 １５，７５０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 60 －



15 ラストランナーの１０ 牡・栗 ３／１９

スペシャルウィーク
黒鹿 1995

ラストランナー
鹿 1998

＊サンデーサイレンス

キャンペンガール

＊ラストタイクーン

ゴツドラツキー

Halo
Wishing Well
マルゼンスキー
レデイーシラオキ

＊トライマイベスト
Mill Princess

＊イエローゴツド
フクコー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊メラルダ） 5 e
Northern Dancer M 4×S 5 Buckpasser S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ラストランナー（98 鹿 ＊ラストタイクーン）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
マイネルコレドール（03 牡 鹿 アドマイヤボス）１勝

２代母 ゴツドラツキー（80 栃栗 ＊イエローゴツド）入着
ノースチェリー（94 牝 ＊ワツスルタツチ） ８勝

ビクトリーハーブ（03 牡 ＊ヴィクトリースピーチ） １１勝

３代母 フクコー（67 栃栗 ＊マタドア）１勝
ハーミツトレデイ（71 牝 ＊テユーダーペリオツド）１勝

ノースハーミツト（80 牝 トウシヨウボーイ）４勝
マイネルノルデン（92 牡 ＊ノーザンディクテイター）４勝，八ヶ岳特別，朱竹
賞，コスモス賞 ３着， ３勝

オートゼウス（99 牡 ＊タイキブリザード）４勝，青嵐賞，障害１勝
タニノリユウ（73 牝 ＊ネヴアービート）２勝

タニノケンリユウ（82 牡 ナオキ）１勝， １２勝，報知ＧＰ・Ｃ
リユウマイテー（83 牝 ＊テユデナム）３勝，飯豊特別

タニノネバアー（74 牡 ＊ネヴアービート）４勝，瓢湖特別， ４勝

４代母 ＊メラルダ（62 GB鹿 Palestine）英出走
［子］ アイアンボーイ（71 牡 ＊テスコボーイ）４勝， ９勝，東京オリンピック

記念，金盃２着，大井記念３着
［曾孫］ ツルマルダンサー（99 牝 ＊エルハーブ） ６勝，エーデルワイス賞

２着，東北ジュベナイルＣｈ南部駒賞
チュードサンデー（99 牡 サンデーウェル） １４勝，東北優駿，岩鷲賞，
ダイヤモンドＣ，シアンモア記念２着，金杯２着，野菊賞２着，桐花賞３
着，トウケイニセイ記念３着，若駒賞３着

ヒデボンバイエ（01 牡 トーヨーリファール） ２勝，鎌倉記念３着
コウエイサイクル（87 牝 ＊ラツキーソブリン）１勝，ひまわり賞 ３着
ミカドバレット（95 牝 ＊ローズリーフ ） ５勝，若葉賞２着，若駒賞３着

特 徴 流星鼻梁小白断鼻梁小白断鼻白・珠目正・左初地・後二白

生産牧場 北海道浦河町野深 北俣ファーム 北海道サマーセール 購買価格 ６，３００，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 61 －



16 ニシノアリスの１０ 牡・鹿 ４／１７

ステイゴールド
黒鹿 1994

ニシノアリス
鹿 1999

＊サンデーサイレンス

ゴールデンサッシュ

サクラバクシンオー

ブランドミラー

Halo
Wishing Well

＊デイクタス
ダイナサツシユ
サクラユタカオー
サクラハゴロモ

＊ダンシングブレーヴ
ニシノメルド

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（オーマツカゼ～ ＊ビユーチフルドリーマー） 12
＊ノーザンテースト S 4×M 4 Northern Dancer S 5×M 5×M 5 Princely Gift S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ニシノアリス（99 鹿 サクラバクシンオー）１勝，香春岳特別（１２００）， １勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
ニシノグラビア（07 牝 黒鹿 ＊マイネルラヴ） ６勝

２代母 ブランドミラー（93 鹿 ＊ダンシングブレーヴ）出走
ニシノアルテミス（98 牝 ＊パラダイスクリーク）２勝，ローズマリー賞
ニシノクレール（00 牝 ＊パラダイスクリーク） ２勝
スナークエベレスト（01 牡 タマモクロス）２勝， １勝
ウェルキング（03 牡 ＊ドリームウェル） １勝

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

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

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

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

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

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

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

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

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

特 徴 流星鼻梁白・珠目上・左初地・沙流上・左後長白・右後細長白

生産牧場 北海道浦河町野深 櫛桁牧場 北海道サマーセール 購買価格 ５，８８０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 62 －



17 ロマンスビコーの１０ 牡・黒鹿 ３／２６

＊シンボリクリスエス
黒鹿 1999

ロマンスビコー
鹿 1997

Kris S.
クリスエス

Tee Kay
ティーケイ

＊ラムタラ

＊サムロマンス

Roberto
Sharp Queen
Gold Meridian
Tri Argo
Nijinsky
Snow Bride
Fappiano
Zippy Do

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Knights Gal） 2 s
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：

母 ロマンスビコー（97 鹿 ＊ラムタラ）入着２回， １勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（７）〕
ラヴリービコー（03 牝 鹿 ニューイングランド） １勝
グリッタービコー（04 牝 鹿 ＊ゼンノエルシド） ４勝
ロマンスワンダー（05 牡 栗 ＊グラスワンダー）入着， ２勝
ロジロマンス（06 牡 鹿 ＊コロナドズクエスト）２勝
クリノエルヴィス（09 牡 鹿 ＊デビッドジュニア） 出走

２代母 ＊サムロマンス（86 USA鹿 Fappiano）米５勝，フリゼットＳ ，メイトロンＳ ，ポ
ストデブＳ ，サンタアニタオークス ２着，アシュランドＳ ３着，etc.
クレイジーフリングCrazy Fling（91 牝 Alysheba）米１勝

クレイジーサマーフリングCrazy Summer Fling（98 牝 Summer Squall）米２勝
サマームーヴィ Summer Movie（07 牡 Holy Bull） 米３勝，スワップスＳ ３着

クレイジーデピュティ Crazy Deputy（99 牡 ＊フレンチデピュティ）米２勝，プレー
リーゴールドジュヴェナイルＳ ３着

インヤンマスター Yin Yang Master（07 Fastnet Rock） 新１勝，ワイカトギニー
ズ ２着，グレイトノーザンギニーズ ３着

ポーリッシュロマンス Polish Romance（94 牝 Danzig）英１勝
イレジスティブル Irresistible（00 牝 Cadeaux Genereux）愛・英・仏３勝，ブラウン

ズタウンＳ ２着，キルヴィントンＳ ，ファースオヴクライドＳ ２着
インファリブル Infallible（05 牝 Pivotal）英２勝，ネルグウィンＳ ，コロネイ
ションＳ ２着，ファルマスＳ ２着

３代母 ジピードゥ Zippy Do（69 USA鹿 Hilarious）米１５勝，コロンビアナＨ ，オーキッ
ドＨ ２着
ジェインズディレマ Jane's Dilemma（81 牡 Master Derby）米１５勝，ギャラントフォック

スＨ ，ディスプレイＨ ，ギャラントフォックスＨ ２着，ウォルターヘイトＨ
，コングレショナルＨ ２着，etc.，種牡馬

ヴィルザク Vilzak（83 牡 Green Dancer）米・仏３勝，ハリウッドターフカップ ，オー
クローンＨ ３着，ディクシーＨ ３着，オムニョム賞 ，アーリータイムズター
フクラシック ２着，etc.，種牡馬

ミントクーラーMint Cooler（84 牝 Key to the Mint）米４勝，ＣＣＡオークス ２着

特 徴 星・珠目上・吭搦・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 北海道セレクションセール 購買価格 １１，０２５，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 63 －



18 エムケイミラクルの１０ 牡・青鹿 ３／２１

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

エムケイミラクル
鹿 2001

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

フジキセキ

レディーマジョラム

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
＊アフリート
＊スイートマジョラム

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Durazna ～ Myrtlewood） 13 c
Mr. Prospector S 3×M 4

価格： 購買者：

母 エムケイミラクル（01 鹿 フジキセキ） ３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１１）〕
マヨノエンゼル（06 牡 鹿 ＊キャプテンスティーヴ）１１勝，トウケイニセイ記念
（１６００），青藍賞（１６００），岩手ダービーダイヤモンドＣ（２０００），阿久利黒賞（１６００），
桐花賞（２０００）２着，etc.

マイネルマグレブ（07 牡 青鹿 アドマイヤドン）１勝
ケイアイゼウス（08 牡 鹿 ＊タップダンスシチー） 入着３回
マヨノプリンセス（09 牝 鹿 ＊アルカセット） 入着２回

２代母 レディーマジョラム（96 鹿 ＊アフリート）不出走
ケイアイプラネット（03 牡 ＊タバスコキャット） １０勝，東京記念３着

３代母 ＊スイートマジョラム（89 IRE 鹿 Law Society）４勝，ＴＶＱ杯
ハセノマジョラム（95 牝 ＊ヘクタープロテクター）出走

ケニアブラック（06 牡 ジャングルポケット） ４勝，エクセレントＪｓＴ，汐留特別

４代母 ＊レデイラヴリイ（83 USA鹿 Northern Dancer）愛入着
［子］ フェイヴァードネイションズ Favoured Nations（88 牡 Law Society）ス・墺・

愛・独５勝，ブランドフォードＳ ３着，ラピスＳ ，エアフィールド２
歳レイス ２着，ダールマイアクーペルクル ３着，種牡馬

［孫］ フィフティーンラブ（98 牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，フラワーＣ ３着
［曾孫］ ダイメイジュエリー（07 牝 ＊キャプテンスティーヴ） ６勝，ひま

わり賞２着，ＯＲＯターフスプリント３着

５代母 ソサイエティコラム Society Column（67 USA黒鹿 Sir Gaylord）米７勝，クリサン
シマムＨ，フィレンツェＨ２着，シープスヘッドベイＨ３着
［子］ リーディングカウンセル Leading Counsel（82 牡 Alleged）愛・仏５勝，愛セン

トレジャー ，アーディノードスタッドＳ ，ブランドフォードＳ ２
着，パーシャンボールドＳ ，ミンストレルＳ ，種牡馬

［曾孫］ プライスタグ Price Tag（03 牝 Dansili）米・英・仏４勝，メイトリアークＳ ，
パン賞 ，ゲイムリーＳ ２着，仏１０００ギニー ３着，キャッシュコー
ルマイルＳ ３着，etc.

特 徴 流星鼻梁白鼻梁小白鼻大白上唇大白下唇白・珠目正・波分長・浪門・右初地・左芝引・芭蕉上・沙流上・四長白

生産牧場 青森県三戸郡南部町 佐々木牧場 八戸市場 購買価格 ８，４００，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 64 －



19 フジコウゴールドの１０ 牡・栗 ４／１９

アドマイヤジャパン
栗 2002

フジコウゴールド
栗 1998

＊サンデーサイレンス

ビワハイジ

＊フォーティナイナー

＊ブルーワルツ

Halo
Wishing Well
Caerleon

＊アグサン
Mr. Prospector
File
Cure the Blues
Exclusive Dancer

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Exclusive ～ Good Example） 10 a
Hail to Reason S 4×M 5 Native Dancer M 4×M 5

価格： 購買者：

母 フジコウゴールド（98 栗 ＊フォーティナイナー）入着， ４勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（９）〕
アンビ（05 牝 鹿 ＊ボストンハーバー） ７勝
トーコーシゲル（06 牡 栗 マヤノトップガン） １勝
ナイスセレーノ（07 牡 栗 マーベラスサンデー） １勝

２代母 ＊ブルーワルツ（86 IRE 栗 Cure the Blues）４勝
モーリフェアリー（96 牝 ＊リズム）入着２回

タガノマスタング（03 牡 タマモクロス）１勝，尾頭橋特別，障害１勝， ２勝
モリサンキスト（97 牝 ＊ティンバーカントリー）出走

サンキストゴールド（04 ステイゴールド）入着， ２１勝，名港盃３着，新春盃３着

３代母 イクスクルーシヴダンサー Exclusive Dancer（67 USA芦 Native Dancer）米６勝，
プライオレスＳ
テンセンツアダンス Ten Cents a Dance（73 牝 Buckpasser）米４勝，フィレンツェＨ ２

着，ジャージーベルＨ ２着
ヴェルサイユトリーティ Versailles Treaty（88 牝 Danzig）米９勝，アラバマＳ ，ガ

ゼルＨ ，テストＳ ，ラフィアンＨ ，モリーピッチャーＨ ，etc.
ジェネラルアセンブリー General Assembly（76 牡 Secretariat）米７勝，トラヴァーズＳ

，ホープフルＳ ，ゴーサムＳ ，ヴォスバーグＳ ，サラトガスペシャルＳ ，etc.，
種牡馬

イクスプレッシヴダンス Expressive Dance（78 牝 Riva Ridge）米１２勝，バレリーナＳ ，ビウ
ィッチＳ ，カムリーＳ ，アルシバイアディズＳ ２着，アスタリタＳ ２着，etc.
チ－フホンチョ Chief Honcho（87 牡 Chief's Crown）米１０勝，ブルックリンＨ ，イ

クセルシアＨ ，ジムダンディＳ ，ジョッキークラブゴールドＣ ２着，サ
バーバンＨ ２着，etc.，種牡馬

ブライトティアラBright Tiara（89 牝 Chief's Crown）米１勝
＊ゴールドティアラ（96 牝 Seeking the Gold）７勝，プロキオンＳ ，シリウスＳ

，ユニコーンＳ ，フェブラリーＳ ２着，平安Ｓ ３着，クイーンＣ
３着，フェブラリーＳ ５着，ギャラクシーＳ ，ゆうすげＳ，寒梅賞，
２勝，マイルＣｈＳ南部杯 ，かきつばた記念 ，かしわ記念 ３着，

マイルＣｈＳ南部杯 ４着

特 徴 珠目正・右髪中・右双門・初地・後二長白

生産牧場 北海道新ひだか町三石西蓬莱 米田牧場 北海道サマーセール 購買価格 ３，１５０，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 65 －



20 ステファノティスの１０ 牡・鹿 ３／２５

＊ファンタスティックライト
鹿 1996

ステファノティス
青鹿 2000

Rahy
ラヒー

Jood
ジュード

＊フォーティナイナー

＊キソティック

Blushing Groom
Glorious Song
Nijinsky
Kamar
Mr. Prospector
File
Caerleon
Idyllic

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Where You Lead ～ Noblesse） 14 f
Nijinsky S 3×M 4 Raise a Native M 4×M 5

価格： 購買者：

母 ステファノティス（00 青鹿 ＊フォーティナイナー）出走
〔産駒馬名登録数：４〕
アニヴェルナイト（08 牝 栗 マヤノトップガン） 入着
タイタンフォンテン（09 牡 栗 マヤノトップガン） 出走

２代母 ＊キソティック（87 FR鹿 Caerleon）仏入着４回
アクティブリード（92 牝 ＊シエイデイハイツ）不出走
ブルーレインボウ（98 牝 マルゼンスキー）不出走
コスモバタフライ（08 牝 ソングオブウインド） ２勝，紫苑Ｓ ３着

オルテンシア（95 牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
ラブリーテンシア（03 牝 ＊アフリート）出走
イッチョマエ（09 牝 ＊イーグルカフェ） ２勝，プリンセスＣ３着

３代母 アイディリック Idyllic（82 USA黒鹿 Foolish Pleasure）不出走
シーニック Scenic（86 牡 Sadler's Wells）愛・米・英４勝，デューハーストＳ ，ウイリ

アムヒルクラシック ，ブリガディアジェラルドＳ ２着，セントジェイムズパ
レスＳ ３着，種牡馬

フラバーガスティド Flabbergasted（89 牝 Sadler's Wells）仏１勝
カージャチェニーKadja Chenee（98 牝 Spectrum）不出走
ショットブレス Shot Bless（04 牝 Daggers Drawn）伊４勝，マリオインチーザ賞

，ツァノレッティ賞
ウィズアウトコネクションWithout Connexion（99 牡 Rainbow Quest）伊・仏６勝，

フェデリコテシオ賞 ，ローマ賞 ２着，ゴントービロン賞 ２着，パリ大賞
３着，リュパン賞 ３着，グレフュール賞 ３着，プランスドランジュ賞
３着，ルファビュルー賞 ，種牡馬

サイレントウォリア Silent Warrior（92 牡 Nashwan）仏３勝，ダフニス賞 ，ギヨームド
ルナーノ賞 ３着，種牡馬

イタキ Ithaki（94 牡 Sadler's Wells）米・仏１勝，パリ大賞 ２着，オカール賞 ３着，種牡馬
アンサン Encens（95 牝 Common Grounds）仏１勝

エポペ Epopee（00 牝 Sadler's Wells）西・仏４勝，パナセ賞 ２着，デニシー賞 ３着
テストステローン Testosterone（08 牝 Dansili） 仏３勝，マルレ賞 ，ロワイヨ
モン賞 ，ヴェルメイユ賞 ２着，セーヌ賞 ３着

特 徴 額刺毛小星・珠目二・波分長・左双門・浪門・左前小白・左後一白

生産牧場 北海道新ひだか町三石富沢 中橋 清 北海道サマーセール 購買価格 ６，３００，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 66 －



21 イシノクイルの１０ 牡・鹿 ３／１６

＊アルカセット
鹿 2000

イシノクイル
青鹿 1995

Kingmambo
キングマンボ

＊チェサプラナ

＊サンデーサイレンス

クイルメーカー

Mr. Prospector
Miesque
Niniski
Top of The League
Halo
Wishing Well

＊ノーザンネイテイヴ
＊シル

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Quill ～ Quick Touch） 5 g
Native Dancer S 5×M 5 Northern Dancer S 5×S 5 AlmahmoudM 5×M 5

価格： 購買者：

母 イシノクイル（95 青鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（５）〕
イシノチャンス（00 牡 鹿 ＊ラムタラ） ２勝
クロミツジョウ（06 牝 青鹿 ＊スキャターザゴールド） ３勝
サンデージョウ（07 牝 青 ＊グラスワンダー） ２勝，八代特別（１２００），ダリア賞
（１４００）３着

２代母 クイルメーカー（80 青鹿 ＊ノーザンネイテイヴ）１勝
ミヤマバイオレット（88 牝 ＊ロイヤルスキー）１勝

フローレンスユメコ（95 牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝
ドリームパンドラ（06 牝 ネオユニヴァース）入着， ４勝，福山王冠２着

ミレニアムクイーン（97 牝 ＊ブライアンズタイム）入着２回
ドリームピーチ（07 牝 ＊タップダンスシチー） ３勝，サロマ湖特別， ２勝

ローレルピュアー（99 牝 ＊トニービン）入着３回
エイコウピュアー（05 牡 ＊トワイニング） ８勝，門松賞３着

バイオレットクイル（00 牝 ダンスインザダーク） 入着
パープルタイヨー（06 牡 ＊スターオブコジーン） ３勝，外房特別

３代母 ＊シル（70 USA鹿 Buckpasser）不出走
マルゼンスキー（74 牡 Nijinsky）８勝，朝日杯３歳Ｓ，日本短波賞，短距離Ｓ ，府中３

歳Ｓ ，いちょう特別，優３牡，種牡馬
マルゼンキール（81 牝 ＊ボールドラツド）１勝
マルゼンラッド（91 牝 ＊ミルジヨージ） ４勝
ブルーラッド（06 牡 ＊シーロ） ７勝，浦和記念 ，マーキュリ
ーＣ ２着，埼玉栄冠賞，戸塚記念，東京湾Ｃ，報知オールスターＣ２
着，埼玉栄冠賞２着，ＮＡＲ３歳最優秀馬

マルシンアモン（93 牝 ＊バイアモン） ２勝
ゴウゴウキリシマ（03 牡 キングヘイロー）３勝，シンザン記念 ，千両賞
レッツゴーキリシマ（05 牡 メジロライアン） ５勝，関屋記念 ，朝日杯フ
ューチュリティＳ ２着，京成杯オータムＨ ２着，京王杯２歳Ｓ

３着，中京記念 ３着，皐月賞 ５着，カシオペアＳ ，レイ
ンボーＳ，かえで賞，ききょうＳ ２着

特 徴 珠目上・波分長・浪門

生産牧場 北海道平取町二風谷 北島牧場 北海道サマーセール 購買価格 ２，６２５，０００円

育成場 日高育成牧場

「新規馬主限定セッション」の対象馬に加えることがあります。【補欠候補馬（順位５位）】

－ 67 －



22 オンワードテティスの１０ 牡・栗 ３／１３

＊アルデバラン
鹿 1998

－新種牡馬－

オンワードテティス
栗 1996

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

＊タイトスポット

オンワードウッド

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
His Majesty
Premium Win
The Noble Player

＊ウツドシール

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Salt Hill） 11 f
Northern Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：

母 オンワードテティス（96 栗 ＊タイトスポット）１勝， ２勝
〔産駒馬名登録数：５〕
ファーマジェンヌ（09 牝 黒鹿 ＊プリサイスエンド） 入着

２代母 オンワードウッド（87 鹿 The Noble Player）３勝，高湯特別
オンワードアセント（98 牝 ＊オジジアン）１勝， １勝
オンワードミシェル（00 牝 アンバーシヤダイ）３勝
オンワードマリオン（01 牡 ＊ハンセル）１勝， ２勝

３代母 ＊ウツドシール（81 USA鹿 Rainy Lake）不出走
オンワードナイト（90 牡 ＊ロイヤルトルーン）１勝
レッドブレイズ（98 牝 ＊ノーリユート） 出走

アキノパンチ（04 牡 ＊キンググローリアス） ４勝，ＵＨＢ賞，基坂特別，医王寺特別

４代母 キャニャンライドCanyon Ride（75 GB黒鹿 Pieces of Eight）米・英入着

５代母 スイートソレラ Sweet Solera（58 GB栗 ＊ソロナウエー）英６勝，英オークス，英１
０００ギニー，チェリーヒントンＳ，クイーンメアリーＳ３着，サースククラシックトラ
イアル，etc.
［子］ ボナペティ Bon Appetit（67 牝 Major Portion）英・仏２勝，ヴァントー賞
［曾孫］ ビッグスト－ン Bigstone（90 牡 ＊ラストタイクーン）米・英・仏６勝，クイ

ーンエリザベス二世Ｓ ，サセックスＳ ，イスパーン賞 ，フォレ賞 ，
クイーンエリザベス二世Ｓ ３着，etc.，種牡馬

ボンヴァン Bon Vent（85 牡 Super Concorde）米・仏３勝，パレロワイヤル賞
，ポルトマイヨ賞 ３着，ポンヌフ賞 ２着

ブルークラウド Blue Cloud（96 牝 Nashwan）仏２勝，マルセルブサック賞
３着，アンプリュダーンス賞

６代母 ミスガモンMiss Gammon（47 GB鹿 Grandmaster）愛３勝
［曾孫］ クワイエットリトルテイブル Quiet Little Table（73 Mr. Leader）米１９勝，サ

バーバンＨ ，カーターＨ ，ドゥワイアＨ ，メトロポリタンＨ ３着，
サラナクＳ ３着，etc.

特 徴 流星鼻梁鼻大白上下唇大白・珠目上・吭搦二・初地・前右後三長白・左後細長白

生産牧場 北海道浦河町上野深 オンワード牧場 北海道オータムセール 購買価格 ２，５２０，０００円

育成場 日高育成牧場

新規馬主限定セッション　補欠候補馬（順位３位）
※「新規馬主限定セッション」の対象馬に加えることがあります。
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23 ワンモアベイビーの１０ 牡・栗 ４／ １

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

ワンモアベイビー
栗 1997

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊ジェネラス

ワンモアギャル

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Caerleon
Doff the Derby
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
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：

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

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

ジーニー（08 牝 アドマイヤコジーン） 入着８回，プリンセスＣ３着

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

京大賞典２着，東京記念２着，黒潮盃２着，ダイオライト記念３着，羽田盃３着，京
浜盃３着，青雲賞３着

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） ２勝，巌流島特別

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

賞典，赤レンガ記念（２回），迎春賞，道営記念３着（２回），ステイヤーズＣ３着

４代母 モンタスピード（66 鹿 ＊モンタヴアル）不出走
［子］ テスコダンサー（70 牝 ＊テスコボーイ） １２勝，東京盃２着
［孫］ キングカイザー（82 牡 ＊ミルジヨージ）入着，１１勝，桐花賞２着
［曾孫］ コスモブレイザー（95 牡 ＊ボーザム）４勝，ＡＪＣＣ ３着，グッドラックＨ，

八甲田山特別
トルネードハーディ（90 牝 ＊スイフトスワロー） ８勝，クイーン賞２着
リンデンデスティノ（96 牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，ききょうＳ ３着

特 徴 流星鼻梁鼻白断上唇小白・珠目下・吭搦・前二白

生産牧場 日本中央競馬会 日高育成牧場 ＪＲＡホームブレッド

育成場 日高育成牧場

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

－ 69 －



24 キセキスティールの１０ 牡・黒鹿 ３／２９

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

キセキスティール
青鹿 2000

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

フジキセキ

シンワスティール

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
＊クリスタルグリツターズ
ベストステイール

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊エナモールド） 2 h
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：

母 キセキスティール（00 青鹿 フジキセキ）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ダイヤモンターニャ（09 牝 黒鹿 ＊デビッドジュニア） 入着

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

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

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

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

４代母 エチゼンシプリア（72 鹿 ＊シプリアニ）３勝

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

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

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

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

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

特 徴 星・珠目正・右沙流上・後二白

生産牧場 日本中央競馬会 日高育成牧場 ＪＲＡホームブレッド

育成場 日高育成牧場

新規馬主限定セッション　対象馬（JRAホームブレッド）
※「調教進度遅れ」としての上場および「再上場」となった場合は、すべての方がセリ上げに参加できます。
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25 フジティアスの１０ 牡・鹿 ３／ ６

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

フジティアス
鹿 2000

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

フジキセキ

オールテイアス

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
＊アーテイアス
オールノハナ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（英月～ ＊セレタ） 1 b
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：

母 フジティアス（00 鹿 フジキセキ）不出走
本馬の他に産駒あり

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

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

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

ライトニングシチー（98 牡 ＊スキャン）３勝
ヒガシジヨイナー（86 牝 ＊ノーアテンシヨン）不出走
スーパーシュウザン（90 牡 ＊フオテイテン）３勝，成田特別
スーパーブラーボ（96 牡 ＊フオテイテン）１勝

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

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

，チューリップＳ ， ２勝
［孫］ モナンクイン（81 牝 ＊ボールドラツド）入着２回， １６勝，サガ・クイーン賞

ケイアイウーマン（92 牝 ＊ノーリユート）１勝， ２勝，秋の鞍２着
［曾孫］ ハイテンションパル（96 牡 ＊アルカング） １４勝，新世紀盃，若草賞，

新潟ダービー，新潟皐月賞，東北サラブレッド３歳Ｃｈ，etc.，ＮＡＲ優３歳

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

Ｔ，セントライト記念，京王杯オータムＨ，朝日杯３歳Ｓ２着，etc.，種牡馬

特 徴 曲星・珠目上・沙流上・左前右後二白

生産牧場 日本中央競馬会 日高育成牧場 ＪＲＡホームブレッド

育成場 日高育成牧場

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

－ 71 －



26 ユメノセテアラムの１０ 牡・鹿 ２／２２

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

ユメノセテアラム
鹿 2006

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊アラムシャー

＊ディマー

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Key of Luck
Alaiyda
Caerleon
Kalikala

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Kalkeen ～ Masaka） 5 e
Nijinsky M 4×M 5 Darshaan M 4×M 5

価格： 購買者：

母 ユメノセテアラム（06 鹿 ＊アラムシャー）不出走
初仔

２代母 ＊ディマー（98 UAE鹿 Caerleon）愛出走
ハーリカ（05 牝 ＊ブライアンズタイム）２勝

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

ァータンカードＳ ，トロイＳ ２着，サールビーＳ ３着

４代母 カルキーン Kalkeen（74 IRE 鹿 Sheshoon）仏４勝，クレオパトル賞 ２着，ロワイ
ヨモン賞 ２着，セーヌ賞
［孫］ カヒャシ Kahyasi（85 牡 ＊イルドブルボン）愛・英・仏５勝，英ダービー ，

愛ダービー ，リングフィールドダービートライアルＳ ，ニエル賞
２着，種牡馬

キーチェインジ Key Change（93 牝 Darshaan）愛・英・仏４勝，ヨークシャー
オークス ，愛セントレジャー ２着，リブルズデイルＳ ２着，愛オー
クス ３着，バリーサックスＳ

キサンガ Kithanga（90 牝 Darshaan）愛・英・仏３勝，セントサイモンＳ ，パ
ークヒルＳ ２着，愛セントレジャー ３着，ガルトレスＳ ，ゴドルフ
ィンＳ ３着

［曾孫］ サニングデール（99 牡 ＊ウォーニング）７勝，高松宮記念 ，ＣＢＣ賞 ，阪
急杯 ，函館スプリントＳ ，ファルコンＳ ，高松宮記念 ２着，阪急
杯 ２着，セントウルＳ ３着，シルクロードＳ ３着（２回），橘Ｓ ，
秋風Ｓ ２着，ＪＢＣスプリント ３着，種牡馬

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

カサーニ Kassani（92 牡 Alleged）豪・仏５勝，ケルゴルレイ賞 ，グラディア
トゥール賞 ２着，ＡＪＣクレイヴァンプレイト ３着，モスクワ賞 ，
ヴュルカイン賞 ，etc.

特 徴 珠目正・右髪中・波分二

生産牧場 日本中央競馬会 日高育成牧場 ＪＲＡホームブレッド

育成場 日高育成牧場

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

－ 72 －



27 フレンドリータッチの１０ ・鹿 ２／２７

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

フレンドリータッチ
鹿 1999

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊ワツスルタツチ

フレンドシービー

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Northern Dancer
Queen Sucree
ミスターシービー
サラケンスイシヨー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊クヰーンカヌート） 8 g
Nearctic M 4×S 5 Native Dancer S 5×M 5 Bold Ruler S 5×M 5 AlmahmoudM 5×M 5

価格： 購買者：

母 フレンドリータッチ（99 鹿 ＊ワツスルタツチ）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
サカジロキンセイ（09 牡 鹿 ＊デビッドジュニア） 入着

２代母 フレンドシービー（92 鹿 ミスターシービー） ２勝

３代母 サラケンスイシヨー（80 黒鹿 ＊ボールドラツド）不出走
ハナスイシヨー（85 牝 ＊サーペンフロ） ６勝

トゥルーハート（91 牡 ＊テンパレートシル） ６勝
ハナガサキング（88 牡 アズマハンター）１４勝，紅葉賞３着，こまくさ賞３着
アステリクーニャン（89 牝 ＊ラデイガ） ７勝，プリンセス特別２着

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

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

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

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

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

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

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

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

ーズＣ（２回），北海優駿，王冠賞，etc.，種牡馬

特 徴 額刺毛・珠目上・波分長・左後小白

生産牧場 日本中央競馬会 日高育成牧場 ＪＲＡホームブレッド

育成場 日高育成牧場

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

－ 73 －



28 シャトルシャロンの１０ ・鹿 ４／１５

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

シャトルシャロン
栗 2006

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊タイキシャトル

オースミシャロン

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Devil's Bag

＊ウェルシュマフィン
＊ヘクタープロテクター
＊フィットアンドファンシー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Dodoma ～Mumtaz Begum） 9 c
Mr. Prospector S 3×M 5

価格： 購買者：

母 シャトルシャロン（06 栗 ＊タイキシャトル）不出走
初仔

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ポイントデューム Point Dume（01 Malibu Moon） 米１２勝，ゴールデンス
テイトマイルＳ ３着

特 徴 星・鼻梁刺毛鼻小白・珠目正・吭搦左・波分長・沙流上・右後一白

生産牧場 日本中央競馬会 日高育成牧場 ＪＲＡホームブレッド

育成場 日高育成牧場

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

－ 74 －



29 カミモリローマンの１０ ・芦 ３／ １

＊スウェプトオーヴァーボード
芦 1997

カミモリローマン
栗 1998

＊エンドスウィープ

Sheer Ice
シアーアイス

＊ブライアンズタイム

＊イティサール

＊フォーティナイナー
Broom Dance
Cutlass
Hey Dolly A.
Roberto
Kelley's Day
Caerleon
House Tie

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Agar's Plough ～ Charmione） 10 c
Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 カミモリローマン（98 栗 ＊ブライアンズタイム） ７勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
ネンガン（04 牝 栗 マーベラスサンデー） ４勝
キョウエイゴールド（05 牡 黒鹿 ＊スキャターザゴールド） ４勝
ナンヨーオウトー（08 牡 栗 リンカーン） １勝
ドリームファイター（09 牡 栗 ＊ルールオブロー） １勝

２代母 ＊イティサール（87 GB青鹿 Caerleon）英入着３回
カフハル Kafhar（93 牡 In the Wings）伊３勝，グイドベラルデリ賞 ３着，ボッティチェ

リ賞 ，種牡馬
ベルティサールBeltisaal（94 牝 Belmez）仏出走

ベルアルティスト Belle Artiste（02 牝 Namid）愛２勝，デリンズタウンスタッド１００
０ギニーＴＲ

スイータースティル Sweeter Still（05 牝 ＊ロックオブジブラルタル） 愛・米・加
５勝，セニョリータＳ ，プロヴィデンシアＳ ２着，ハニムーンＨ ３着，
チャイナドールＳ ，サンディブルーＨ

トーホウビーナス（97 牝 Woodman）１勝
トーホウアタック（04 牡 トーホウエンペラー）５勝，甲南Ｓ，天白川特別，伊勢特

別， 出走
トーホウチェイサー（07 牡 ゴールドアリュール） ５勝，越後Ｓ，橿原Ｓ，すばる

Ｓ ３着

３代母 ハウスタイHouse Tie（75 IRE 鹿 Be Friendly）愛１勝
ティーハウス Tea House（80 牝 Sassafras）愛・米・仏４勝，コーネルスコートＳ

デイニシュ Danish（91 牝 ＊デインヒル）愛・米・伊・仏６勝，Ｑエリザベス二世チ
ャレンジＣ ，サラトガＢＣＨ ，フラワーボ－ルＨ ２着，ニューヨークＨ
２着，フラワーボ－ルＨ ３着，etc.

トワイン Twine（81 牝 Thatching）不出走
オルダーブルック Alderbrook（89 牡 Ardross）英・独・仏１１勝，ドラール賞 ，セレ

クトＳ ，ガネー賞 ２着，ヴィルトシャフト大賞 ２着，フェスティヴァル
Ｓ ，英・障害４勝，種牡馬

特 徴 珠目正・吭搦二・髪中・浪門

生産牧場 北海道新ひだか町静内神森 大典牧場 北海道サマーセール 購買価格 ２，１００，０００円

育成場 日高育成牧場

新規馬主限定セッション　補欠候補馬（順位１位）
※「新規馬主限定セッション」の対象馬に加えることがあります。

－ 75 －



30 シルクアムールの１０ ・鹿 ３／３１

＊アルデバラン
鹿 1998

－新種牡馬－

シルクアムール
青鹿 2000

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

＊ブライアンズタイム

＊ノンダムール

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
Roberto
Kelley's Day
The Minstrel
Pas de Nom

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Petitioner ～ Quick Arrow） 7 a
Nashua S 4×M 5 Northern Dancer M 4×S 5

価格： 購買者：

母 シルクアムール（00 青鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（５）〕
シルクレパード（05 牡 栗 ＊アフリート）入着３回， ３勝
シルクドルフィン（06 牡 鹿 マーベラスサンデー） １勝
シルクアーリア（07 牝 栗 ＊アフリート） １勝
シルクフィリア（08 牝 栗 バブルガムフェロー） １勝
ドルチェ（09 牝 青 ＊ロージズインメイ） 入着３回

２代母 ＊ノンダムール（88 USA鹿 The Minstrel）米入着３回
マーベラスウーマン（97 牝 Woodman）入着

マーベラスカイザー（08 牡 マーベラスサンデー） ２勝，京都２歳Ｓ ，障害１勝

３代母 パドノン Pas de Nom（68 USA黒鹿 Admiral's Voyage）米９勝，シーショアＳ，ジャ
スミンＳ，ヴァージニアベルＳ，バーバラフリッチーＨ ２着，ミスウッドフォード
Ｓ２着，etc.
ダームマルゴDame Margot（75 牝 Northern Dancer）不出走

ロードオヴザナイト Lord of the Night（83 牡 Lord Avie）米１１勝，トボガンＨ ，ウ
エストチェスターＨ ，アケダクトＨ ，アソールトＨ ３着，スタイミーＨ
３着，etc.，種牡馬

ダンジグDanzig（77 牡 Northern Dancer）米３勝，種牡馬，ダンジグコネクション
（ベルモントＳ ）の父

イブティハジ Ibtihaj（79 牝 Raja Baba）英１勝
アブハ－ジAbhaaj（84 牝 Kris）英２勝
ムブヒージMubhij（93 牡 Mujtahid）英３勝，コーンウォリスＳ ，フライイン
グチルダーズＳ ２着，リッチモンドＳ ２着，英ノーフォークＳ ３着，
ロージズＳ ，etc.

４代母 ペティショナー Petitioner（52 GB鹿 Petition）米１勝
［曾孫］ ビッグファイト（88 牡 ＊ノーザンテースト）４勝，京成杯３歳Ｓ ，新潟３歳

Ｓ ，朝日杯３歳Ｓ ２着，京成杯 ２着，阪急杯 ３着，etc.
ポリネシエンヌ Polynesienne（71 牝 Relko）米・仏７勝，アーリントンメイト
ロンＨ ，サンボウＨ ２着

特 徴 星・珠目下・初地・右沙流上

生産牧場 北海道日高町清畠 加藤牧場 北海道サマーセール 購買価格 ２，６２５，０００円

育成場 日高育成牧場

新規馬主限定セッション　補欠候補馬（順位２位）
※「新規馬主限定セッション」の対象馬に加えることがあります。

－ 76 －



31 ナイキトライアンフの１０ ・鹿 ２／２３

ブラックタイド
黒鹿 2001

－新種牡馬－

ナイキトライアンフ
鹿 2004

＊サンデーサイレンス

＊ウインドインハーヘア

＊ボストンハーバー

ウィンヒストリー

Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere
Capote
Harbor Springs

＊ダンシングブレーヴ
タレンテイドガール

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（オーマツカゼ～ ＊ビユーチフルドリーマー） 12
Lyphard S 4×M 4 Northern Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：

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

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

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

３勝，せきれい賞，ＯＲＯＣ２着，星雲賞３着

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

＊エミネントガール（92 牝 Nashwan）出走
グローバルピース（01 牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ホエールキャプチャ（08 牝 ＊クロフネ） ４勝，ローズＳ ，クイーンＣ

，桜花賞 ２着，オークス ３着，秋華賞 ３着，etc.
シンコウシングラー（95 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，Ａｒ共和国杯 ３着，セント

ライト記念 ３着，ニューマーケットＣ，九十九里特別，東雲賞，種牡馬
ライジングサンデー（98 牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

エトレーヌ（04 牝 ＊ブライアンズタイム）出走
シゲルスダチ（09 牡 ＊クロフネ） １勝，フェニックス賞 ２着

エーシンホワイティ（07 牡 サクラバクシンオー） ４勝，ファルコンＳ ，彦根
Ｓ，ＴＶ愛知ＯＰ ２着，フェニックス賞 ２着，オーストラリアＴ ３着

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

イルＣｈＳ ，京王杯スプリングＣ ，スワンＳ ，etc.，優短距（２回），
優古牡，種牡馬

［孫］ ベストクルーズ（07 牝 ＊クロフネ） 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，サロマ湖特別，白百合Ｓ ３着

特 徴 流星鼻梁白断鼻梁小白断鼻白上唇大白・珠目上・右轡搦二・吭搦右・右髪中・左前右後二細長白・右前半白・左後長白

生産牧場 北海道平取町川向 中川 隆 北海道サマーセール 購買価格 ２，６２５，０００円

育成場 日高育成牧場

「新規馬主限定セッション」の対象馬に加えることがあります。【補欠候補馬（順位４位）】

－ 77 －



32 ステンレスダンサーの１０ ・鹿 １／２６

ダンスインザダーク
鹿 1993

ステンレスダンサー
栗 1992

＊サンデーサイレンス

＊ダンシングキイ

＊ジェイドロバリー

シヤダイダンサー

Halo
Wishing Well
Nijinsky
Key Partner
Mr. Prospector
Number

＊ノーザンテースト
＊ナツシングライクアダム

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Gallette ～ Flambette） 17 b
Nijinsky S 3×M 4 Northern Dancer S 4×M 4×M 5 Raise a Native M 4×S 5

価格： 購買者：

母 ステンレスダンサー（92 栗 ＊ジェイドロバリー）２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－２（６）〕
フェイドレス（00 牝 栗 バブルガムフェロー）２勝
ファインスティール（02 牡 鹿 タヤスツヨシ）１勝， ３勝
ミリオンダンサー（07 牝 鹿 ネオユニヴァース） ３勝
ネオファンシー（08 牝 栗 ネオユニヴァース） １勝

２代母 シヤダイダンサー（77 栗 ＊ノーザンテースト）４勝，阪神４歳牝馬特別，京成杯３
歳Ｓ，ＣＢＣ賞２着，桜花賞３着，サンスポ４歳牝馬特別３着，etc.
デキシークイーン（85 牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，勿来特別
ラグタイムダンサー（86 牝 ＊デイクタス）１勝

エーブジャパン（94 牡 ニホンピロウイナー）１勝， １５勝，スプリンターズ
Ｃ（２回），若草賞２着，百万石賞３着，朱鷺大賞典３着

スプリングシャワー（88 牝 ＊クリスタルパレス）１勝
ユーワオトメ（98 牝 ナリタブライアン）不出走
ノープロブレム（03 牡 マーベラスサンデー）４勝，花見小路特別，葉山特別

イブキテヂカラオー（91 牡 ＊ミルジヨージ）３勝，すみれＳ ，雪割草特別

３代母 ＊ナツシングライクアダム（66 USA鹿 Beau Purple）不出走
セカンドタイムアラウンド Secondtimearound（70 牝 Double Jay）米１勝

リフィニッシュ Refinish（77 牝 Round Table）米４勝，ボイリングスプリングズＳ
，ラムチョップＨ ２着，サンゴルゴニオＨ ３着

ミッドナイトラプチャーMidnight Rapture（80 牝 Giboulee）米１勝，アディロンダ
ックＳ ２着，スピナウェイＳ ３着
レムハイゴー Lemhi Go（88 牝 Lemhi Gold）米１２勝，ラプレヴォワイヤントＨ

，アーリントンメイトロンＨ ，バックラムオークＨ ２着，コラルゲイ
ブルズＨ ，セイビンＨ

ディスタフマジック Distaff Magic（81 牝 Fluorescent Light）米３勝，ボイリングス
プリングズＨ ２着，リトルシルヴァーＨ ２着
パイシーズ Pisces（97 牡 Prized）米６勝，アップルトンＨ ，ルイヴィルＨ ，
メイカーズマークマイルＳ ２着，マイアミマイルＨ ２着，スターズ＆
ストライプスターフＨ ３着，etc.

特 徴 珠目上・波分・左前小白

生産牧場 北海道新ひだか町三石歌笛 前川 正美 北海道サマーセール 購買価格 ４，２００，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 78 －



33 エヴァソーマッチの１０ ・栗 ３／１５

フジキセキ
青鹿 1992

エヴァソーマッチ
芦 2004

＊サンデーサイレンス

＊ミルレーサー

＊アフリート

＊エヴァソーライトリー

Halo
Wishing Well
Le Fabuleux
Marston's Mill
Mr. Prospector
Polite Lady
Nijinsky
Quixotic Lady

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Shy Dancer ～ Bashful） 21 a
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：

母 エヴァソーマッチ（04 芦 ＊アフリート） １勝
初仔

２代母 ＊エヴァソーライトリー（91 USA芦 Nijinsky）不出走
マヤノメイビー（97 牝 Miswaki）２勝，桜花賞 ２着，阪神３歳牝馬Ｓ ３着，りんどう賞

エーシンカハナモク（06 牡 キングカメハメハ） ２勝，唐津特別， ２勝
フルブラスト（00 牡 ＊フォーティナイナー）３勝，南総特別

３代母 クイクソティックレイディ Quixotic Lady（80 USA芦 Quadratic）米１３勝，モンマ
スオークス ，コティリオンＳ ，ポストデブＳ ，ヘムステッドＨ ２着，レイディ
ーズＨ ２着，etc.
バッグオヴトリックスBag of Tricks（88 牝 Devil's Bag）米１勝

コンファイド Confide（94 牡 Phone Trick）米５勝，スペクタキュラービッドＳ ，
スウェイルＳ ，ハッチソンＳ ２着，ハンティングトンＳ ２着，種牡馬

４代母 レイディダルシニア Lady Dulcinea（63 USA芦 Nantallah）米４勝，アディロンダ
ックＳ
［子］ ヘヴンリーコーズ Heavenly Cause（78 牝 Grey Dawn）米９勝，エイコーンＳ

，ケンタッキーオークス ，フリゼットＳ ，ファンタジーＳ ，セリ
マＳ ，etc.

［孫］ バウンディングバスク Bounding Basque（80 牡 Grey Dawn）米１０勝，ウッドメ
モリアルＳ ，メドーランズＣ ，ブルックリンＨ ，マサチューセッツ
Ｈ ，ジャマイカＨ ，etc.，種牡馬

エルバスコ El Basco（82 牡 Vigors）米６勝，ウィザーズＳ ，ベイショアＳ
２着，ペンシルヴァニアダービー ２着，ジェロームＨ ３着，マサチュ
ーセッツＨ ３着，etc.，種牡馬

シーバスク Sea Basque（84 牝 Seattle Slew）米２勝，メイトロンＳ ２着，ア
スタリタＳ ２着

トゥーパンチ Two Punch（83 牡 Mr. Prospector）米４勝，バチェラーＳ ，ス
ウェイルＳ ３着，種牡馬，スモークグラッケン（ホープフルＳ ）の父

クラウンクエスト Crown Quest（87 牝 Chief's Crown）米３勝，テンプティド
Ｓ ２着

特 徴 大流星鼻梁鼻大白上唇大白・珠目上・右髪中・波分長・左二白・右後小白

生産牧場 北海道新ひだか町三石富沢 米田 和子 北海道サマーセール 購買価格 ５，２５０，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 79 －



34 トリリウムの１０ ・黒鹿 ５／１５

＊シンボリクリスエス
黒鹿 1999

トリリウム
鹿 1999

Kris S.
クリスエス

Tee Kay
ティーケイ

＊トニービン

バースルート

Roberto
Sharp Queen
Gold Meridian
Tri Argo

＊カンパラ
Severn Bridge

＊モガミ
ヨドセローナ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊パロクサイド） 8 f
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：

母 トリリウム（99 鹿 ＊トニービン）４勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
イパルファン（07 牝 鹿 ネオユニヴァース） ２勝
ザレヴォルーション（08 牝 黒鹿 デュランダル） １勝
スカイアクセス（09 牡 鹿 サクラバクシンオー） 不出走

２代母 バースルート（91 鹿 ＊モガミ）３勝，六社特別，春日山特別
マターラミツル（97 牝 メジロマックイーン）２勝

３代母 ヨドセローナ（76 鹿 ＊エルセンタウロ）入着２回
マツクホープ（83 牝 ＊ノーザンテースト）５勝，フクニチ新聞杯，浜名湖特別

マッチポイント（90 牝 ＊リアルシヤダイ）入着５回
トウカイポイント（96 トウカイテイオー）香入着，香港マイル ３着，６勝，
マイルＣｈＳ ，中山記念 ，札幌記念 ２着，カブトヤマ記念 ２着，etc.，
優父内， １勝

パープルエビス（97牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，スプリングＳ ２着，アーリン
トンＣ ２着，都大路Ｓ ，オパールＳ ２着，ポートアイランドＳ ３着，etc.

ボンヌシャンス（92 牝 ＊リアルシヤダイ）１勝
インテレット（03 牡 アドマイヤベガ）２勝，ＡＪＣＣ ２着，毎日杯 ２着

リアルバースデー（86 牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，日本ダービー ２着，Ａｒ共和国杯
２着，京都大賞典 ２着，ＮＨＫ杯 ２着，菊花賞 ３着，etc.

ウイルタイムオン（88 牝 アスワン）入着
シュンラン（94 牝 ＊サンデーサイレンス）２勝
パフィオペディラム（03 牝 フサイチコンコルド） ９勝，ＴＣＫディス
タフ（２回），栄冠賞，しらさぎ賞２着，トゥインクルレディ賞２着，etc.

４代母 ＊パロクサイド（59 GB栗 Never Say Die）英５勝，ファーンヒルＳ
［孫］ ダイナカール（80 牝 ＊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３牝，優４牝
［曾孫］ 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 ，etc.，年代表，優古牝

特 徴 珠目上・吭搦・沙流上

生産牧場 北海道むかわ町花岡 上水牧場 北海道サマーセール 購買価格 ４，２００，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 80 －



35 ワイルドピンクの１０ ・鹿 ３／１１

＊シニスターミニスター
鹿 2003

ワイルドピンク
黒鹿 2001

Old Trieste
オールドトリエステ

Sweet Minister
スイートミニスター

＊タイキシャトル

パワフルレデイ

A.P. Indy
Lovlier Linda
The Prime Minister
Sweet Blue
Devil's Bag

＊ウェルシュマフィン
マルゼンスキー
ロツチテスコ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（スターロツチ～ ＊クレイグダーロツチ） 11 c
Nijinsky M 4×M 5

価格： 購買者：

母 ワイルドピンク（01 黒鹿 ＊タイキシャトル）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
シンプウダリア（09 牝 鹿 ＊グラスワンダー） 入着３回

２代母 パワフルレデイ（81 黒鹿 マルゼンスキー）不出走
エイプリルブライド（85 牝 ＊カジユン）不出走

エレガントロッチ（89 牝 ゴールドウエイ） ２勝
ハイブリッジ（95 マルブツサーペン）２０勝，ゴールド争覇，名港盃，スプ
リンター争覇２着

キミガヨオー（02 ヤマニンゼファー） １５勝，新春ペガサスＣ，ゴールド
ウイング賞，新春盃３着

マルブツセカイオー（90牡 ＊サウスアトランテイツク）１勝， １９勝，東海桜花
賞，オグリキャップ記念，東海菊花賞（２回），全日本サラブレッドＣ，etc.，種牡馬

レジオンドヌール（91 牡 ＊カツテイングブレード）１２勝，朱鷺大賞典２着
マルブツパワフル（88 牡 ＊プルラリズム）４勝，北九州記念 ２着，ＪｓＧＰ，中京日経

賞，有明特別
ウイニングチケット（90 牡 ＊トニービン）６勝，日本ダービー ，京都新聞杯 ，弥生賞

，オールカマー ２着，ジャパンＣ ３着，菊花賞 ３着，皐月賞 ４着，ホープ
フルＳ ，葉牡丹賞，種牡馬

コーエーガルボ（91 牝 ＊ノーリユート）入着３回
サクラサクラサクラ（06 牝 アッミラーレ）２勝， ２勝，エトワール賞３着

リボンストライプ（92 牝 ＊トニービン）１勝
エアセレソン（00 牡 ＊チーフベアハート）７勝，新潟大賞典 ，難波Ｓ（２回），寿Ｓ，

許波多特別，etc.
ロイヤルタッチ（93 牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，きさらぎ賞 ，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ

，皐月賞 ２着，菊花賞 ２着，京都記念 ２着，etc.，種牡馬
スカラシップ（94 牝 ＊トニービン）４勝，かもめ島特別，知床特別

メンデル（02 牡 ＊デヒア） ４勝，灘Ｓ，ＫＢＣ杯 ２着

３代母 ロツチテスコ（75 鹿 ＊テスコボーイ）２勝，もくれん賞
カリスタグローリ（88 牡 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，クリスタルＣ ，桜草特別，

種牡馬

特 徴 星・上唇小白・珠目二・右髪中・左後一白・右後小白

生産牧場 北海道新ひだか町静内西川 原 達也 北海道サマーセール 購買価格 ３，１５０，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 81 －



36 ジェニーソングの１０ ・鹿 ４／２５

ダンスインザダーク
鹿 1993

ジェニーソング
栗 2001

＊サンデーサイレンス

＊ダンシングキイ

Rahy
ラヒー

＊ビューティフルジェム

Halo
Wishing Well
Nijinsky
Key Partner
Blushing Groom
Glorious Song
Mr. Prospector
Jeanne Jones

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Beautiful Spirit ～ Etoile Filante） 1 c
Halo S 3×M 4 Nijinsky S 3×M 4 Raise a Native M 4×S 5

価格： 購買者：

母 ジェニーソング（01 栗 Rahy） 出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４）〕
サンディエゴシチー（07 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ） ４勝，札幌２歳Ｓ ，キ

ャピタルＳ （１６００），クローバー賞 （１５００）
チャンピオンダイヤ（08 牝 栗 ダンスインザダーク） 出走

２代母 ＊ビューティフルジェム（91 USA鹿 Mr. Prospector）米４勝，オータムデイズＨ ３着
マックスジョーンズMax Jones（98 Capote）米６勝，リーガルライトＳ ２着

３代母 ジーンジョーンズ Jeanne Jones（85 USA鹿 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，ハニムーンＨ ３着，サンタイ
サベルＳ ，オータムデイズＨ
ホットマッチHot Match（93 牝 Mr. Prospector）不出走

ベルオヴペリンタウン Belle of Perintown（00 牝 ＊デヒア）米３勝，シルヴァーブレ
ットデイＳ ，フェアグラウンズオークス ３着，ポカホンタスＳ
サンプチュアス Sumptuous（05 牝 ＊ヘネシー） 米２勝，ブサンダＳ ３着
ストライクイトリッチ Strike It Rich（07 牝 Unbridled's Song） 米４勝，ボイリ
ングスプリングズＳ ，リトルシルヴァーＳ

ダンスールショーDanseur Chaud（02 牝 Joyeux Danseur）米入着
リーヴオヴアブセンス Leave of Absence（08 牡 Harlan's Holiday） 米２勝，ス
ペクタキュラービッドＳ ２着

ローマントレジャー Roman Treasure（08 牝 Roman Ruler） 米４勝，テストＳ ３着，ヴ
ィクトリーライドＳ ３着

４代母 ビューティフルグラス Beautiful Glass（79 USA鹿 Pass the Glass）米６勝，エルエ
ンシノＳ ，ラブレアＳ ，シルヴァースプーンＨ ３着
［子］ アヴェニューオヴフラッグズ Avenue of Flags（88 牡 Seattle Slew）米２勝，ハ

リウッドジュヴェナイルＣｈ． ２着，種牡馬，ノータブルキャリアー
（オークリーフＳ ）の父

［曾孫］ テジアーノ Teggiano（97 牝 Mujtahid）愛・英３勝，フィリーズマイル ，メイ
ヒルＳ ，リブルズデイルＳ ２着

特 徴 星・珠目二・右初地・沙流上・後二白

生産牧場 北海道浦河町上向別 日優牧場 北海道サマーセール 購買価格 ７，１４０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 82 －



37 シェリーバレンシアの１０ ・鹿 ４／ ５

マンハッタンカフェ
青鹿 1998

シェリーバレンシア
栗 2001

＊サンデーサイレンス

＊サトルチェンジ

＊スピニングワールド

＊マルケッタ

Halo
Wishing Well
Law Society
Santa Luciana
Nureyev
Imperfect Circle
Woodman
Russian Ballet

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Best in Show） 8 f
Northern Dancer M 4×M 5 Buckpasser M 5×M 5

価格： 購買者：

母 シェリーバレンシア（01 栗 ＊スピニングワールド）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（７）〕
ワイエスプレゼント（06 牝 鹿 アドマイヤボス） １勝
ヴェンデッタ（07 牡 栗 ＊グランデラ） ３勝
キングロンシャープ（08 牡 栗 アドマイヤジャパン） ２勝
ムーンライトテラス（09 牝 栗 リンカーン） １勝

２代母 ＊マルケッタ（92 USA栗 Woodman）愛１勝
セイウンユキゲシキ（99 牝 ＊ブラックタイアフェアー） １３勝

３代母 ラシャンバレイRussian Ballet（88 USA栗 Nijinsky）愛入着
ドクタージョンソン Dr Johnson（94 牡 Woodman）愛４勝，愛ダービー ２着，バリーカ

レンＳ ，シルヴァーＳ ，種牡馬

４代母 セクスアピール Sex Appeal（70 USA栗 Buckpasser）不出走
［子］ エルグランセニョール El Gran Senor（81 牡 Northern Dancer）愛・英７勝，愛

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

＊トライマイベスト（75 牡 Northern Dancer）愛・英４勝，デューハーストＳ ，
ヴォクソールトライアルＳ ，ラークスパーＳ ，種牡馬

［孫］ フサイチパンドラ（03 牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，エリザベス女王杯 ，
札幌記念 ，オークス ２着，エリザベス女王杯 ２着，フラワー
Ｃ ２着，秋華賞 ３着，阪神ジュベナイルフィリーズ ３着，ローズＳ
３着，ジャパンＣ ５着，きんせんか賞，エンプレス杯 ２着

［曾孫］ バハミアンパイレト Bahamian Pirate（95 ＊ハウスバスター）愛・英・仏１２
勝，ナンソープＳ ，フィーニクススプリント ，ジュライＣ ２着，ア
ベイドロンシャン賞 ２着，ダイアデムＳ ３着，etc.

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

シロキタクロス（93 牡 タマモクロス）３勝，神戸新聞杯 ，京都金杯 ３着，
フリージア賞

特 徴 流星・上唇白・珠目上・右髪中・浪門・左初地・芭蕉上・左後一白

生産牧場 北海道浦河町上向別 三枝牧場 北海道サマーセール 購買価格 ３，１５０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 83 －



38 アポロヘルムの１０ ・鹿 ５／１５

＊タイキシャトル
栗 1994

アポロヘルム
黒鹿 2002

Devil's Bag
デヴィルズバッグ

＊ウェルシュマフィン

フジキセキ

＊トップオブザスカイ

Halo
Ballade
Caerleon
Muffitys

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Skywalker
Tippy Top

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Oasis ～ Orissa） 9 e
Halo S 3×M 4 In Reality M 5×M 5

価格： 購買者：

母 アポロヘルム（02 黒鹿 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
アポロパレス（09 牝 鹿 メイショウボーラー） 入着

２代母 ＊トップオブザスカイ（91 USA鹿 Skywalker）米３勝
グラストップガン（03 牡 マヤノトップガン） １３勝，大井記念３着
トップサバトン（04 牡 タヤスツヨシ） ５勝，北海道２歳優駿 ，兵庫ジュニ

アＧＰ ２着，さきたま杯 ３着，全日本２歳優駿 ４着，羽田盃，etc.

３代母 ティピートップ Tippy Top（84 USA鹿 Flying Paster）米入着
トップルール Top Ruhl（92 牝 Ruhlmann）米３勝，ベイメドーズオークス ２着，デルマ

ーオークス ３着，ウッドサイドＳ ２着
＊ナイキゲルマン（00 牡 Smart Strike）障害１勝， ３勝，ジャパンダートダービー

５着，サンタアニタＴ２着，金盃２着，黒潮盃２着，東京ダービー２着，etc.

４代母 マウンテンヴィルMountainville（64 USA芦 Warfare）米１勝
［子］ プリンセスカレンダ Princess Karenda（77 牝 Gummo）米６勝，サンタマルガ

リータＨ ，ハリウッドオークス ，エルエンシノＳ ，ヴァニティＨ
２着，ゲイムリーＨ ２着，etc.

ビッグパドルズ Big Puddles（71 牝 Delta Judge）米５勝，ポストデブＳ
［孫］ サンダーパドルズ Thunder Puddles（79 牡 Speak John）米７勝，レッドスミス

Ｈ ，ラトガーズＨ ，ロスマンズインターナショナル ２着（２回），タ
ーフクラシック ２着，etc.，種牡馬

オールウェイズランラッキー Always Run Lucky（78 牡 What Luck）米４勝，
ボールドルーラーＳ ，トボガンＨ ，ホワイトスカイズＨ ，ニューヨ
ークフュチュリティ ，種牡馬

ラシャンロイヤル Russian Royal（86 牝 Nureyev）愛・米・英・仏２勝，ジャー
ジーＳ ２着，ビーズウィングＳ ２着，フレッドダーリングＳ ２着

［曾孫］ ワージリーWorthily（98 牡 Northern Spur）首・英・仏３勝，ノアイユ賞 ３
着，ゼットランドＳ ，シルヴァータンカードＳ

グレーテル Gretel（94 牝 ＊ハンセル）英１勝，メイヒルＳ ３着

特 徴 星・鼻小白・珠目上・右髪中・右芭蕉上

生産牧場 北海道浦河町上絵笛 笹島 政信 北海道サマーセール 購買価格 ３，１５０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 84 －



39 ビューティサツキの１０ 牡・栃栗 ５／２４

＊ジャイアントレッカー
栗 2002

－新種牡馬－

ビューティサツキ
栗 2003

Giant's Causeway
ジャイアンツコーズウェイ

Homewrecker
ホームレッカー

マヤノトップガン

ビューティスカット

Storm Cat
Mariah's Storm
Buckaroo
Execution

＊ブライアンズタイム
＊アルプミープリーズ
＊コマンダーインチーフ
＊ビューティディクテイタス

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Bloodroot ～ Sunshot） 19 b
Roberto M 4×S 5×M 5 Blushing Groom M 4×S 5

価格： 購買者：

母 ビューティサツキ（03 栗 マヤノトップガン） 出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ビューティルージュ（07 牝 栗 ＊グランデラ） ２勝

２代母 ビューティスカット（95 鹿 ＊コマンダーインチーフ）１勝
コスモオースティン（02 牡 ＊オース）２勝，毎日杯 ２着，京成杯 ３着，水仙賞，白富

士Ｓ ２着， １勝

３代母 ＊ビューティディクテイタス（86 USA鹿 Key to Content）米入着２回
テイエムトップダン（94 牡 ＊ダンシングブレーヴ）５勝，毎日杯 ，きさらぎ賞 ２着，

Ｒたんぱ杯３歳Ｓ ３着，都大路Ｓ ，陽春Ｓ ，つわぶき賞，大阪城Ｓ ２着，洛
陽Ｓ ２着，六甲Ｓ ３着

４代母 ディクテイツDictates（64 USA鹿 Bold Ruler）米４勝
［子］ リヴァレロ Rivalero（76 Riva Ridge）米１７勝，ローマーＨ ，ファイエット

Ｈ ，クリスマスデイＨ ，ガルフストリームパークＨ ３着，ワイドナ
ーＨ ３着，etc.

＊ノーザンディクテイター（74 牡 Northern Dancer）米３勝，種牡馬，タニノブー
ケ（デイリー杯３歳Ｓ ）の父

［孫］ キングバック King Buck（94 牡 King's Nest）米９勝，ジャージーショアＳ ３着
トゥ－アワ－ズ Two Ours（81 牝 Our Hero）米５勝，アルマノースＨ ，ラン
コカスＨ ２着，ジェニュインリスクＳ ３着

メイジャーラクスMajor Lux（87 牡 Majestic Light）米５勝，ハンフリーＳフ
ィニーＳ ，ガヴァナーズＣ ，ゴスＬストライカーＳ ２着

［曾孫］ ザボールドブルーザー The Bold Bruiser（96 牡 Star of the Crop）米１４勝，マス
キーゴンクラシック ，種牡馬

アーデンパーク Arden Park（06 Ecton Park） 米４勝，アルカトラスＳ ２着

５代母 パンクティリアス Punctilious（54 USA鹿 Better Self）米４勝
［子］ ザプル－ナ－The Pruner（67 牡 Herbager）米８勝，アメリカンダービー，レナ

ードリチャーズＳ，ガルフストリームパークＨ２着，ブーゲンヴィリア
Ｈ２着，ハイアリアターフＣ２着，etc.，種牡馬

特 徴 額刺毛流星鼻梁白鼻梁大白鼻梁鼻白上唇白・珠目二・波分・左初地・沙流上・左後長白・右後小白

生産牧場 宮崎県小林市 田上 勝雄 九州１歳市場 購買価格 ２，１００，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 85 －



40 カクテルの１０ 牡・鹿 ２／１０

＊アルデバラン
鹿 1998

－新種牡馬－

＊カクテル
鹿 2001

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

Most Welcome
モストウェルカム

Cockatrice
コカトリス

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
Be My Guest
Topsy
Petong
Noble Peregrine

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Treasure Chest ～ Iltis） 21 a
Northern Dancer M 4×S 5×M 5 Little Hut S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊カクテル（01 GB鹿 Most Welcome）伊７勝，カンチェリ賞 ，カンチェリ賞 ３着，チ
ェルトサ賞 ３着

〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），海外－１（３），地方－１（１）〕
スペシャルエディション Special Edition（07 USA牝 鹿 ＊ファンタスティックライト）

伊３勝
マウントフジ（08 牝 鹿 Orientate） １勝， １勝
ジャストザブレイン（09 牡 鹿 デュランダル） １勝

２代母 コカトリスCockatrice（96 GB鹿 Petong）英出走
ミュージカルバードMusical Bird（04 牝 Piccolo）独２勝

３代母 ノーブルペレグリンNoble Peregrine（89 GB鹿 Lomond）伊・仏２勝
ノーベリスト Nobelist（95 Bering）首・英・仏６勝，ジョンシェール賞 ３着，ポン

タルム賞 ２着
ワナビーアラウンドWannabe Around（98 Primo Dominie）那・英３勝，ダイオメドＳ

３着，ロイヤルウインザーＳ ３着，オンザハウスＳ ３着
グラントリーアダムズ Grantley Adams（03 Dansili） 首・英５勝，ヒズハイネスザプ

レジデントＣ ，スターリットＳ ３着
デュバイズタッチ Dubai's Touch（04 牡 Dr Fong） サ・英・伊・独・土６勝，州都デュ

ッセルドルフ大賞 ２着，リッチモンドＳ ３着，ジュライＳ ３着，グッドウッ
ドサラブレッドＳ ，イースターＳ ，ワシントンシンガーＳ ，ウィンターダー
ビートライアルＳ ２着

４代母 ノ－ブルダストNoble Dust（82 USA鹿 ＊ダストコマンダー）不出走
［子］ アムラクアジーブ Amrak Ajeeb（92 牡 ＊デインヒル）首・瑞・英・仏７勝，ア

ールオヴセフトンＳ ３着，ストックホルムストラプライス２着，種牡馬
ノ－ブルバレリ－ナ Noble Ballerina（87 牝 Shareef Dancer）仏５勝，アイソノ
ミー賞 ，マダムジャンクテュリエ賞 ２着，ローズドゥメ賞 ２着，グ
ランクリテリヨムドボルドー ３着

［曾孫］＊ペンカナプリンセス（02 牝 Pivotal）愛・英・伊３勝，フレッドダーリングＳ
，愛１０００ギニー ２着，ロックフェルＳ ２着，オーソーシャープＳ

特 徴 小星・珠目正・吭搦二・浪門・初地・沙流上

生産牧場 北海道浦河町姉茶 有限会社 吉田ファーム 北海道セレクションセール 購買価格 １３，１２５，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 86 －



41 フェリストウショウの１０ 牡・栗 ５／１７

＊フォーティナイナーズサン
栗 2001

フェリストウショウ
栗 1991

Distorted Humor
ディストーティドヒューマー

Cindazanno
シンダザーノ

＊サンキリコ

リバーストウシヨウ

＊フォーティナイナー
Danzig's Beauty
Alleged
Venus Bound

＊リイフオー
Nell's Briquette

＊ニゾン
ガールトウシヨウ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ソシアルバターフライ） 1 w
Mr. Prospector S 4×S 5 Tom Rolfe S 5×S 5 Northern Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：

母 フェリストウショウ（91 栗 ＊サンキリコ）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－５（７），地方－５（３４）〕
サニーシェーバー（96 牡 栗 ＊リンドシェーバー）２勝， １勝
シゲヨシ（99 牡 鹿 ＊カコイーシーズ） ７勝
エアレーザー（00 牡 栗 タマモクロス）１勝， ２２勝
プリマシア（03 牝 黒鹿 フサイチコンコルド）１勝
コスモテヤン（04 牝 栗 マヤノトップガン） １勝
レアメタル（06 牡 栗 ＊チーフベアハート） ２勝， ３勝
アラヴォートル（07 栗 キングヘイロー）１勝

２代母 リバーストウシヨウ（84 栗 ＊ニゾン）不出走
トウショウフリート（88 牡 トウシヨウペガサス）７勝，パラダイスＳ ，箱根Ｓ，秋嶺

Ｓ，臥牛山特別，種牡馬
トウショウチェイス（94 牡 ＊キンググローリアス）３勝，十和田湖特別，障害１勝

３代母 ガールトウシヨウ（75 栗 ＊チヤイナロツク）７勝，丹沢特別
カメリアトウシヨウ（82 牝 ＊ハンザダンサー）不出走

トウショウファルコ（86 牡 グリーングラス）８勝，ＡＪＣＣ ，金杯 ，七夕賞
３着，東スポ杯 ，フェアウェルＳ，北総特別，ＵＨＢ杯 ３着

チャームトウショウ（88 牝 ＊コインドシルバー）１勝
コウユーラヴ（97 牝 ＊ジェイドロバリー）２勝
サンダルフォン（03 牡 サクラバクシンオー） ９勝，北九州記念 ，北九州
記念 ３着，アンコールＳ （２回），オーストラリアＴ ，ジュライＳ，
福島中央ＴＶ杯，與杼特別，信越Ｓ ２着，バーデンバーデンＣ ３着

４代母 ＊ソシアルバターフライ（57 USA鹿 Your Host）米２勝
［子］ トウシヨウボーイ（73 牡 ＊テスコボーイ）１０勝，有馬記念，皐月賞，宝塚記念，

高松宮杯，京都新聞杯，etc.，日本レコ－ド（２０００），年代表，優４牡，種牡馬
トウシヨウピツト（67 牡 ＊パーソロン）９勝，中山記念，クモハタ記念，関屋
記念，ＡｒＪＣＣ３着，天皇賞（春）４着，etc.，種牡馬

［孫］ エイテイトウシヨウ（78 牝 ＊ダンデイルート）９勝，中山記念（２回），金杯，
Ｒたんぱ賞，中山記念 ２着，etc.

特 徴 流星鼻梁白鼻白・珠目上・波分長・浪門・左前一白・右前左後二細長白

生産牧場 北海道浦河町野深 丸村村下ファーム 北海道オータムセール 購買価格 ６，４０５，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 87 －



42 ヒカルヤマトの１０ 牡・黒鹿 ４／２２

アドマイヤジャパン
栗 2002

ヒカルヤマト
黒鹿 1993

＊サンデーサイレンス

ビワハイジ

ニホンピロウイナー

ヒカルダンサー

Halo
Wishing Well
Caerleon

＊アグサン
＊ステイールハート
ニホンピロエバート

＊ナイスダンサー
タケミアロー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊クヰツクランチ） 4 r
Northern Dancer M 4×S 5 Sir Gaylord S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ヒカルヤマト（93 黒鹿 ニホンピロウイナー）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－６（２３）〕
コスモバトラー（98 牡 鹿 トロットサンダー）１勝， ２勝
ゴールデンヒカリ（99 牝 鹿 アスワン）１勝， １勝
ミツルスキャン（00 牡 黒鹿 ＊スキャン） ２勝
ヒカルメイオー（05 牡 鹿 ＊キャプテンスティーヴ）１４勝
メイホウマリー（06 牝 黒鹿 チョウカイリョウガ） ２勝
ヒカルドロシー（08 牝 鹿 ＊グリーンアプローズ） ２勝

２代母 ヒカルダンサー（86 鹿 ＊ナイスダンサー）５勝，牝馬東タイ杯 ，京王杯オータム
Ｈ ２着，茨城新聞杯
ゴッドコーキ（94 牡 ＊ボーザム）１勝
ホクトプレシアス（97 牝 タマモクロス）１勝
マイネアクティース（98牝 タマモクロス）４勝，鳴海特別，二本松特別，中京３歳Ｓ ３着

マイネルクラリティ（06 牡 ＊グラスワンダー） ５勝，ストークＳ，武庫川Ｓ，フリ
ージア賞，米子Ｓ ３着，米子Ｓ ３着

３代母 タケミアロー（75 鹿 アローエクスプレス） １勝
コクサイクリスタル（91 牡 ＊クリスタルパレス）３勝，赤富士賞，１１勝

４代母 ミスリユウコ（68 鹿 ＊ヴイミー）出走
［孫］ エムイースワロー（84 牡 ＊スイフトスワロー）３勝，寒狭川特別
［曾孫］ マイスーパーマン（86 牡 ＊ノノアルコ）８勝，関屋記念 ，セントウルＳ ，

シルクロードＳ ２着，アメジストＳ ２着，淀短距離Ｓ ２着，etc.
スナークホワイト（88 牡 ＊サイドチヤペル）２勝，沈丁花賞，白百合Ｓ ３着

５代母 ワカハタ（57 黒鹿 ＊ヒンドスタン）５勝，武庫川特別，青葉賞，四歳特別
［子］ ワカシオ（64 牝 ＊アポツスル）７勝，阪神牝馬特別

カミイチ（73 牡 ＊サウンドトラツク）３勝，北海道３歳Ｓ

６代母 タカハタ（49 栗 クモハタ）２６勝，朝日杯３歳Ｓ，日本経済賞，目黒記念（春），日本
ダービー２着，皐月賞２着，etc.

特 徴 珠目正・髪中・初地

生産牧場 北海道浦河町東幌別 中脇 満 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

－ 88 －



43 テールトゥノーズの１０ 牡・鹿 ３／ ２

キングカメハメハ
鹿 2001

テールトゥノーズ
鹿 1996

Kingmambo
キングマンボ

＊マンファス

＊ノーザンテースト

アスコツトラツプ

Mr. Prospector
Miesque

＊ラストタイクーン
Pilot Bird
Northern Dancer
Lady Victoria

＊エルセンタウロ
＊デイープデイーン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（High Bid ～ Stepping Stone） 3 n
Northern Dancer M 3×S 5×S 5 Lady AngelaM 4×M 5 Native Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 テールトゥノーズ（96 鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－１（３）〕
デュークタイフーン（02 牝 栗 フジキセキ）１勝
トーコーシーザー（05 牡 栗 ダンスインザダーク） ３勝
マッドマックス（06 牡 鹿 ＊シンボリクリスエス）３勝， 入着３回
ヘルズキッチン（07 牝 鹿 マンハッタンカフェ）１勝
ダイメイザノーズ（09 牝 鹿 ダンスインザダーク） 入着２回

２代母 アスコツトラツプ（76 鹿 ＊エルセンタウロ）不出走
ギヤロツプダイナ（80 牡 ＊ノーザンテースト）１０勝，安田記念 ，天皇賞（秋） ，東京新聞

杯 ，有馬記念 ２着，京王杯スプリングＣ ３着，etc.，日本レコ－ド（２０００），種牡馬
ダイナチヤイナ（83 牝 ＊ノーザンテースト）７勝，ユートピアＳ，阿武隈特別，原町特別

アグネスカミカゼ（93 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，目黒記念 ，メイＳ，ＴＶ埼
玉杯，種牡馬

レットルダムール（94 牝 ＊トニービン）３勝，アジアＪｓ（２）
アーネストリー（05 牡 ＊グラスワンダー）１０勝，宝塚記念 ，オールカマ
ー ，札幌記念 ，金鯱賞 ，天皇賞（秋） ３着，etc.

ドリームゴスペル（07 牡 ＊アグネスデジタル） ３勝，グッドラックＨ
ワンボールドビツド（85 牝 ＊ノーザンテースト）不出走

フラワータテヤマ（94 牝 ＊ブライアンズタイム）６勝，栗東Ｓ ，大和特別，
入着，スパーキングレディーＣ ３着
ヴァンクルタテヤマ（02 牡 ＊フォーティナイナー）６勝，プロキオンＳ ，etc.，

３勝，サマーＣｈ （２回），北海道スプリントＣ
，東京盃 ３着，etc.

クイーンギャロップ（99 牝 ＊アルカング） ５勝，ひまわり賞３着
モエレギャロップ（01 牡 ＊マジックマイルズ） ２勝，サラブレッドフレッシュＣ３着

エイシンオーシャン（90 牡 ＊ノーザンテースト）４勝，シクラメンＳ ，五頭連峰特別，
もちの木賞，種牡馬

３代母 ＊デイープデイーン（70 USA鹿 Bold Ruler）不出走
ハードスポート（74 牡 ＊ラテイフイケイシヨン）６勝，谷川岳Ｓ ，フリージア賞，４歳

短距離特別

特 徴 星・珠目上・右髪中・後二白

生産牧場 北海道新ひだか町三石歌笛 城地 和義 北海道セレクションセール 購買価格 １７，０１０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 89 －



44 アトミックカフェの１０ 牡・黒鹿 ４／１３

＊キャプテンスティーヴ
栃栗 1997

アトミックカフェ
鹿 2003

Fly So Free
フライソーフリー

Sparkling Delite
スパークリングディライト

＊コマンダーインチーフ

ウェディングベリー

Time for a Change
Free to Fly
Vice Regent
Sparkling Topaz

＊ダンシングブレーヴ
Slightly Dangerous

＊スキャン
＊アルガリー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Set Free ～ Fair Freedom） 6 b
Northern Dancer S 4×M 5 Raise a Native M 5×M 5

価格： 購買者：

母 アトミックカフェ（03 鹿 ＊コマンダーインチーフ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
モリノアルガリー（08 牝 黒鹿 メジロベイリー） 入着

２代母 ウェディングベリー（93 栗 ＊スキャン）２勝，清澄特別
トーホウハヤカゼ（00 牝 ＊エリシオ） 入着

ネルヴァート（08 牝 ニューイングランド） ３勝，福山２歳優駿２着
コパノフウジン（02 牡 ＊ヘネシー）４勝，シルクロードＳ ２着，京阪杯 ２着，オー

シャンＳ ２着，クリスタルＣ ２着，ガーネットＳ ３着，etc.，種牡馬

３代母 ＊アルガリー（85 USA栗 Blushing Groom）英入着４回
＊ヒガシタイクーン（91 牝 ＊ラストタイクーン）不出走

ヒガシリーズン（95 牝 ＊ブライアンズタイム）出走
バンバンイケ（00 牝 ＊アフリート） １１勝，ノースクイーンＣ２着

ユキノアラシ（04 牡 エアジハード） ７勝，兵庫ダービー，菊水賞
ビッグラブリー（92 牝 Caerleon）１勝

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

４代母 ＊シンティレート（76 GB鹿 Sparkler）英・仏２勝，英オークス ，サンドルフォー
ドプライアリーＳ
［子］ アルシンファラ－Alshinfarah（83 牡 Great Nephew）英・豪・独８勝，ツーク

ンフツレネン ，エスコートＣ ，種牡馬
［孫］ シルクニューヒット（04 牡 シルクジャスティス） ５勝，サラ系キングＣ

シーズソーラヴリー She's So Lovely（96 牝 Distant Relative）伊・仏６勝，ヴェ
ルジェール賞 ，カルロキエサ賞 ，ピエトロベッセーロ賞 ，アルキダ
ミア賞 ２着

［曾孫］ ダグダモール Dagda Mor（07 牡 Martino Alonso） 伊１１勝，オメノーニ賞 ，
カルロ＆フランチェスコアロイジ賞 ２着，トゥディーニ賞 ２着，カ
ンチェリ賞 ，エンリコカミチ賞 ，etc.

ザコンフェッサー The Confessor（08 Footstepsinthesand） 伊２勝，伊２０００
ギニー ３着，ルモン賞 ，ディヴィノアモーレ賞 ２着

特 徴 珠目上・波分

生産牧場 青森県八戸市 谷川 博勝 北海道サマーセール 購買価格 ３，２５５，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 90 －



45 マイドリームランの１０ 牡・黒鹿 ４／１１

＊ファンタスティックライト
鹿 1996

マイドリームラン
鹿 2001

Rahy
ラヒー

Jood
ジュード

＊ウォーニング

＊キアモング

Blushing Groom
Glorious Song
Nijinsky
Kamar
Known Fact
Slightly Dangerous
Majestic Light
Free to Fly

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Salamanca） 27 a
Hail to Reason S 5×M 5 Raise a Native M 5×M 5

価格： 購買者：

母 マイドリームラン（01 鹿 ＊ウォーニング） １勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（２）〕
ドリームヒーロー（07 牡 青鹿 マーベラスサンデー） ３勝
スーパーヘイロー（08 牝 鹿 キングヘイロー） ２勝
エムケージャック（09 牡 鹿 ジャングルポケット） 入着

２代母 ＊キアモング（86 USA鹿 Majestic Light）米１勝
フラワーガーデン Flower Garden（92 牝 Woodman）米出走

クリムゾンアンドロージズ Crimson and Roses（00 牝 El Prado）米３勝，フロリダオー
クス ３着，オフィスクイーンＳ ２着，ジェイジェイズドリームＳ ２着

ビッグスターオー（03 牡 ダンスインザダーク） １３勝，黒潮菊花賞３着

３代母 フリートゥフライ Free to Fly（74 USA鹿 Stevward）米３勝
フライイングルース Flying Loose（80 牝 Giboulee）米２勝

アンルーセンド Unloosened（95 牡 Unbridled）米６勝，ターフウェイフォールＣｈ
２着，プレーリーバイユーＳ ２着，種牡馬

ミミクライMimicry（96 牝 Alysheba）米１勝
グランドトラヴァーズ Grand Traverse（03 Pioneering） 米１１勝，ＦＷゴー
ディンメモリアルＳ ２着，カーネルパワーＳ ２着

ドンズチョイス Don's Choice（82 牡 Private Account）米７勝，ジャマイカＨ ，ジムダン
ディＳ ２着，ガヴァナーズＣ ２着，メイフラワーＳ ３着，種牡馬

グランドジェット Grande Jette（85 牡 Timeless Moment）米８勝，レッドバンクＨ ３着，
種牡馬

フライソーフリー Fly So Free（88 牡 Time for a Change）米１２勝，ＢＣジュヴェナイル ，
フロリダダービー ，米シャンペインＳ ，フォールハイウエイトＨ ，ファウ
ンテンオヴユースＳ ，etc.，種牡馬

４代母 ダンシングラークDancing Lark（60 USA黒鹿 Native Dancer）米３勝
［子］ ソニーセズクイック Sonny Says Quick（68 牝 Stevward）米２４勝，シーショア

Ｓ，ウインディシティＨ，ヴィレジャーＳ，マーメイドＳ，オープンファ
イアＳ２着，etc.

特 徴 流星鼻梁白鼻白・珠目上・右髪中・波分・浪門・右前一白

生産牧場 北海道浦河町西幌別 ガーベラパークスタツド 北海道サマーセール 購買価格 ４，６２０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 91 －



46 サマーヴォヤージュの１０ 牡・栗 ５／１１

ネオユニヴァース
鹿 2000

＊サマーヴォヤージュ
黒鹿 1997

＊サンデーサイレンス

＊ポインテッドパス

Summer Squall
サマースコール

La Voyageuse
ラヴォワイヤジューズ

Halo
Wishing Well
Kris
Silken Way
Storm Bird
Weekend Surprise
Tentam
Fanfreluche

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Fanfreluche ～ Reply） 4 g
Northern Dancer M 4×M 4

価格： 購買者：

母 ＊サマーヴォヤージュ（97 USA黒鹿 Summer Squall）米３勝
〔産駒馬名登録数：７〕
ジャイアントツナミGiant Tsunami（04 USA牡 黒鹿 Mr. Greeley） 韓入着４回
シゲルポンカン（09 牡 鹿 ＊グラスワンダー） 出走

２代母 ラヴォワイヤジューズ La Voyageuse（75 CAN黒鹿 Tentam）米２６勝，オンタリオ
ファッションＨ ，オンタリオメイトロンＨ ，カナディアンオークス
ケンタッキースルー Kentucky Slew（85 牡 Seattle Slew）米・仏２勝，アランベール賞

２着，ボワ賞 ３着，ヴァレードージュ賞 ２着，種牡馬
ソサイエティレイディ Society Lady（90 牝 Mr. Prospector）英入着

ビントアライル Bint Allayl（96 牝 Green Desert）英３勝，ローザーＳ ，クイーンメ
アリーＳ ，英ナショナルＳ

ケレイフ Kheleyf（01 牡 Green Desert）英・仏３勝，ジャージーＳ ，英ノーフォー
クＳ ２着，レノックスＳ ３着，種牡馬

ラーライブ Laa Rayb（04 Storm Cat） 首・英・独・仏・香７勝，クインシー賞
，オイロパマイレ大賞 ２着，ソヴリンＳ ２着，チャレンジＳ ３着，ソ
ヴリンＳ ３着，etc.

フレンチシューズ French Shoes（92 牝 Fast Play）米２勝
フレンチブレイズ French Braids（97 牝 Flying Spur）豪３勝，シルヴァースリッパーＳ

タイムバンディット Time Bandit（96 牡 Time for a Change）米３勝，サンフォードＳ ，
バシュフォードマナーＳ ，ケンタッキーＣジュヴェナイルＳ ２着，ホープフ
ルＳ ３着，種牡馬

３代母 ファンフルリュシュ Fanfreluche（67 CAN鹿 Northern Dancer）米１１勝，アラバマＳ，
スピンスターＳ２着，ガゼルＨ３着，マニトバダービー，クイーンズプレイトＳ２着
グランリュックスGrand Luxe（74 牝 Sir Ivor）米１０勝

ロールズRolls（84 牝 Mr. Prospector）不出走
フライイングスパー Flying Spur（92 牡 ＊デインヒル）豪６勝，ＶＲＣオーストラ
リアンギニーズ ，オールエイジドＳ ，ゴールデンスリッパーＳ ，ピータ
ーパンＳ ，コーフィールドＢダイアモンドプレリュード ，etc.，種牡馬

特 徴 流星断鼻梁白鼻梁鼻小白・珠目正・吭搦左・初地・左後一白

生産牧場 北海道新ひだか町三石東蓬莱 山際牧場 北海道セレクションセール 購買価格 １３，７５５，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 92 －



47 ガクエングレイスの１０ 牡・鹿 ４／１２

＊チチカステナンゴ
芦 1998

－新種牡馬－

ガクエングレイス
鹿 2004

Smadoun
スマドゥーン

＊スマラ

アドマイヤベガ

グレイトグレイス

Kaldoun
Mossma
Antheus
Small Partie

＊サンデーサイレンス
ベガ

＊グルームダンサー
スカーレットリボン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊スカーレツトインク） 4 d
Northern Dancer S 4×S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：

母 ガクエングレイス（04 鹿 アドマイヤベガ） １勝
〔産駒馬名登録数：１〕
コロラツィオーネ（09 牝 黒鹿 ＊タップダンスシチー） 入着

２代母 グレイトグレイス（97 鹿 ＊グルームダンサー） 入着
キーンゲイル（03 スペシャルウィーク）４勝，加古川特別，御嶽特別
オースミマイカ（08 牝 ディープインパクト） １勝，忘れな草賞 ３着

３代母 スカーレットリボン（85 栗 ＊ノーザンテースト）３勝，報知４歳牝馬特別 ，紅梅
賞，ヒヤシンス賞 ２着，カンナ賞 ２着，ターコイズＳ ３着
タヤスアンティーム（95 牡 ＊トニービン）６勝，東海Ｓ ３着，関越Ｓ ２着，北陸Ｓ

２着，ブリリアントＳ ２着，エニフＳ ３着，etc.

４代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）米出走
［孫］ ダイワメジャー（01 牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，皐月賞 ，安田記念 ，

天皇賞（秋） ，マイルＣｈＳ ，マイルＣｈＳ ，etc.，最優秀短距離
馬（２回），種牡馬

ダイワスカーレット（04 牝 アグネスタキオン）８勝，有馬記念 ，桜花賞
，秋華賞 ，エリザベス女王杯 ，産経大阪杯 ，etc.，優３

牝，優父内
［曾孫］ ヴァーミリアン（02 牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，フェブラリーＳ ，ジ

ャパンＣダート ，etc.，日本レコード（２１００），優ダート， １０勝，
ＪＢＣクラシック （３回），etc.，Ｄグレード競走最優秀馬，ＮＡＲ
特別表彰馬，種牡馬

サカラート（00 牡 ＊アフリート）６勝，東海Ｓ ，etc.， ３勝，
日本ＴＶ盃 ，ブリーダーズＧＣ ，マーキュリーＣ ，かしわ記念
３着，etc.

クォークスター（07 牡 アグネスタキオン） ３勝，セントライト記念 ，
ラジオＮＩＫＫＥＩ賞 ２着，プリンシパルＳ ２着

トーセンジョウオー（01 牝 ＊ティンバーカントリー）２勝， ７勝，エンプ
レス杯 ，スパーキングＬＣ ，マリーンＣ ，スパーキン
グレディーＣ ，マリーンＣ ，etc.，ＮＡＲ最優秀牝馬（２回）

特 徴 流星断鼻梁小白鼻白・珠目正・右髪中・初地・左前後三白

生産牧場 北海道新冠町新栄 村上 欽哉 北海道サマーセール 購買価格 ９，６６０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 93 －



48 イブキサーマディの１０ 牡・黒鹿 ４／１７

＊ファンタスティックライト
鹿 1996

イブキサーマディ
黒鹿 1999

Rahy
ラヒー

Jood
ジュード

＊サンデーサイレンス

イブキリセス

Blushing Groom
Glorious Song
Nijinsky
Kamar
Halo
Wishing Well

＊ノーザンテースト
＊リセス

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Bimlette ～ Bloodroot） 19 b
Halo M 3×S 4 Northern Dancer S 4×M 4 Hail to Reason M 4×S 5×M 5

価格： 購買者：

母 イブキサーマディ（99 黒鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（９）〕
スタグビートル（04 鹿 ＊ティンバーカントリー） ５勝
クリスタルロバリー（05 牡 黒鹿 ＊ジェイドロバリー） ２勝
ゲットアヘッド（07 牡 黒鹿 ＊バゴ） 入着３回， ２勝

２代母 イブキリセス（87 鹿 ＊ノーザンテースト）４勝，駒場特別，朝日岳特別，小倉日経
賞 ２着
イブキトレッキング（98 牡 ＊ミシル）５勝，熊野特別，青嵐賞

３代母 ＊リセス（79 USA鹿 Stop the Music）米２勝
ミュージックマン（84 牡 Arts and Letters）６勝，大阪城Ｓ ，ブラッドストーンＳ，アカ

シヤＳ，金蹄賞
リストレーション（86 牝 ＊ノーザンテースト）６勝，牝馬東タイ杯 ，天皇賞（秋） ４

着，漁火特別，竜飛崎特別，勿来特別
アーネストデザイア（96 牝 ＊サンデーサイレンス）入着
フサイチアソート（05 ＊トワイニング） ２勝，東スポ杯２歳Ｓ ，中
日新聞杯 ２着，障害１勝

リベレーション（97 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，湾岸Ｓ，節分賞
マイネリスペクト（08 牝 リンカーン） １０勝，黒潮皐月賞，高知優駿２着

ダンスダンスダンス（88 牝 ＊ナイスダンサー）３勝，フラワーＣ ２着，クイーンＣ
３着，皐月賞 ５着，大倉山特別，くすのき賞，巴賞 ２着，道新杯 ３着，エイプ
リルＳ ３着
ルカダンス（96 牝 ＊ヘクタープロテクター）不出走
エックスダンス（05 牡 アドマイヤベガ） ４勝，石清水Ｓ，仲春特別，二本松
特別，熊野特別， ３勝，イノセントＣ

アイアンルック（06 牡 アドマイヤボス） ２勝，毎日杯

４代母 パーラーゲイム Parlor Game（71 USA鹿 Stage Door Johnny）米１勝
［子］ パッティンググリ－ン Putting Green（80 Irish Castle）米１０勝，ニッカボッ

カーＨ ，ディスプレイＨ

特 徴 流星鼻梁白鼻白・珠目正・波分・後二白

生産牧場 北海道浦河町野深 野村 正 北海道サマーセール 購買価格 ５，２５０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 94 －



49 レジェルマンの１０ 牡・青鹿 ３／２２

バブルガムフェロー
鹿 1993

レジェルマン
栗 2005

＊サンデーサイレンス

＊バブルカンパニー

＊グラスワンダー

ウッドマンドーター

Halo
Wishing Well
Lyphard
Prodice
Silver Hawk
Ameriflora
Woodman

＊ポーリスタナ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Enchanted Eve） 4 r
Hail to Reason S 4×M 5 Northern Dancer S 4×M 5 Nearctic S 5×M 5

価格： 購買者：

母 レジェルマン（05 栗 ＊グラスワンダー）１勝
初仔

２代母 ウッドマンドーター（96 栗 Woodman）不出走
スマイルインパクト（01 牝 ＊ブロッコ）１勝

３代母 ＊ポーリスタナ（80 USA栃栗 Pretense）仏入着２回
パラヴェラ Palavera（87 牝 Bikala）仏２勝，コンテッサナ賞 ３着

パラフェリア Palafairia（92 牝 Always Fair）仏３勝，サンドリンガム賞 ３着，アンジ
ェルヴィル賞 ，ソリテュッド賞 ，ラカマルゴ賞 ２着，コシェール賞 ３着

パラクーナ Palacoona（94 牝 ＊ラストタイクーン）米・仏３勝，ヴァントー賞 ３
着，ファンランド賞 ，ロンドドゥニュイ賞 ３着
ダイアモンドタイクーン Diamond Tycoon（04 牡 ＊ヨハネスブルグ）米・英４
勝，フェアグラウンズＨ ，ヘイドックスプリングトロフィ ２着，種牡馬

カシークレイディ Cassique Lady（05 牝 Langfuhr）愛・英３勝，リリーラング
トリーＳ ２着，ウォリックシャーオークス ，ウォリックシャーオーク
ス ２着，ピナクルＳ ３着

パリニサ Palinisa（96 牝 Night Shift）米・仏２勝，サンドリンガム賞 ３着，バガテ
ル賞 ２着

パックスベラ Pax Bella（97 牝 Linamix）仏出走
ケンダルジャン Kendargent（03 牡 Kendor）米・仏２勝，ポールドムサック賞

２着，種牡馬
ポリタン Polytain（89 牡 Bikala）仏３勝，仏ダービー ，アルクール賞 ３着，ラフォル

ス賞 ３着，ニセア賞 ２着，種牡馬

４代母 ニアーミーナウNear Me Now（69 USA黒鹿 Nearctic）不出走
［子］ ビショップスチョイス Bishop's Choice（76 牡 King's Bishop）米４勝，トロピ

カルパークダービー ，ブルーグラスＳ ３着，ファウンテンオヴユー
スＳ ３着，種牡馬

［曾孫］ アイリッシュアイズアーフライイング Irisheyesareflying（96 牡 Flying Continental）
米８勝，バークリーＨ ，ロングエイカーズマイルＨ ，サンベルナルディ
ノＨ ２着，オールアメリカンＨ ２着，サンアントニオＨ ３着，種牡馬

特 徴 珠目正・吭搦左・右髪中

生産牧場 北海道日高町豊田 豊洋牧場 北海道サマーセール 購買価格 ２，７３０，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 95 －



50 ズーナクアの１０ 牡・栗 ５／ ６

ダイワメジャー
栗 2001

＊ズーナクア
鹿 1990

＊サンデーサイレンス

スカーレットブーケ

Silver Hawk
シルヴァーホーク

Made in America
メイドインアメリカ

Halo
Wishing Well

＊ノーザンテースト
＊スカーレツトインク
Roberto
Gris Vitesse
Explodent
Capelet

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Capelet ～ Quick Touch） 5 g
Hail to Reason S 4×M 4 Nearctic M 4×S 5 Lady Angela S 5×M 5 Nearco M 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊ズーナクア（90 USA鹿 Silver Hawk）米５勝，オークリーフＳ ，カウンテスファーガー
Ｈ ，ソレントＳ ，イエローリボン招待Ｓ ３着，デルマーデビュタントＳ ３着，etc.

〔産駒馬名登録数：１０，勝馬（勝鞍）数：中央－３（１２），海外－１（１），地方－２（２）〕
＊ダリカラノテガミ（98 USA牡 鹿 Broad Brush）１勝
ナザリーンNazareen（99 USA牝 芦 Holy Bull）米１勝
ラッキーミデオン（00 牡 栗 Holy Bull）入着， １勝
トウカイトリック（02 牡 鹿 ＊エルコンドルパサー） ８勝，阪神大賞典 ，ダイヤモンド

Ｓ ，Ａｒ共和国杯 ２着，ステイヤーズＳ ２着，天皇賞（春） ３着，etc.
レオハンター（03 牡 栗 ＊ピルサドスキー） １勝
レオパステル（07 牝 鹿 キングカメハメハ） ３勝，稲妻特別（１０００），雪うさぎ賞（１２００）
スーパーボルト（09 牡 栗 ダイワメジャー） 入着

２代母 メイドインアメリカMade in America（77 USA栗 Explodent）米５勝，アンペラト
リッスＨ ２着
ガタップGatap（87 牝 Buckfinder）米５勝

アフタヌーントリックAfternoon Trick（98 牝 Afternoon Deelites）米１勝
トリックマイスター Trickmeister（07 牡 Proud Citizen） 米５勝，デラウェア
バルバロＳ

ジェニーズプロスペクター Jenny's Prospector（00 牝 Banker's Gold）米４勝，フージ
ャーデビュタントＳ

ミッドウェイホリデイMidway Holiday（07 牝 Harlan's Holiday） 米３勝，ブルボ
ネットオークス ３着

グエッダGwedda（92 牝 Gone West）米４勝
アウトオヴグエッダ Out of Gwedda（04 Out of Place） 米７勝，ハッチソンＳ

３着，トレモントＳ ，スペクタキュラービッドＳ ２着，インサイドザベル
トウェイＳ ３着

３代母 ケイプレット Capelet（54 USA栗 Bolero）米２勝，フリゼットＳ
スタイル Style（65 牝 Traffic Judge）米１勝

ゲイスタイル Gay Style（70 牝 Sir Gaylord）米・仏１０勝，サンタバーバラＨ ，サン
タマリアＨ （２回），サンタモニカＨ ，アスタルテ賞 ，etc.

特 徴 流星・珠目上・波分・右後一白

生産牧場 北海道新ひだか町三石美野和 土田 扶美子 北海道セレクションセール 購買価格 ９，０３０，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 96 －



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。

－ 97 －



51 フラワーサークルの１０ ・鹿 ４／２０

＊アルデバラン
鹿 1998

－新種牡馬－

フラワーサークル
鹿 2001

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

サクラバクシンオー

レッドパメラ

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
サクラユタカオー
サクラハゴロモ
マルゼンスキー
ヨシシバ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊レデイフローラ） 3 h
Buckpasser S 5×M 5 Northern Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：

母 フラワーサークル（01 鹿 サクラバクシンオー）入着２回，函館２歳Ｓ ２着，ラベン
ダー賞 （１２００）２着， ３勝，春霞賞（１０００），栄冠賞（１０００）２着

〔産駒馬名登録数：１〕
コスモティアラ（09 牝 鹿 デュランダル） 入着３回

２代母 レッドパメラ（85 鹿 マルゼンスキー）出走
レイカランマン（93 牡 ＊ペルセポリス ） ９勝，北関東ダービー，尊氏賞，し

もつけさつき賞２着，三才優駿２着
マグナマキシマ（94 牡 ＊マグニテユード）２勝
サウンズハッピー（95 牝 ＊ノーリユート）１勝
ランニングタッチ（98 牝 ランニングフリー） １１勝

タマモランニング（05 ＊マイネルラヴ）１勝， １勝
レッドビームシチー（02 牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，相模湖特別

３代母 ヨシシバ（77 鹿 タケホープ）３勝
モンテカイザー（86 牡 モンテプリンス） ５勝

４代母 ゴルトリーフ（63 鹿 インターナシヨナル）２勝，中距離特別
［子］ グアム（71 牡 ＊レアリーリーガル）４勝，セントライト記念３着，日本短波賞

３着，いちょう特別
リスボンシチー（74 牡 ＊ステユーペンダス）４勝，梅花賞， ２勝

［孫］ プリンスシチー（81 牡 ＊ロイヤルスキー）１勝，新潟３歳Ｓ２着

５代母 マツレン（56 鹿 ＊タークスリライアンス）４勝
［子］ キンタ（65 牡 ＊ヴアルドアー） ，サラブレツド大賞典２着

６代母 ミスライオンス（47 黒鹿 セントライト）地方馬
［子］ ヤマミノル（58 牝 ＊タークスリライアンス）４勝，きさらぎ賞３着
［孫］ ホームイン（76 牡 ヒカルタカイ） １２勝，報知オールスターＣ，しらさ

ぎ賞２着，ゴールドＣ３着，戸塚記念３着
テスコウルフ（79 牡 ＊テスコボーイ） ９勝，北海道３才優駿，栄冠賞，ジ
ュニアＣ２着

特 徴 星・鼻梁小白・珠目上・初地・右沙流上

生産牧場 北海道豊浦町桜 飯原牧場 北海道サマーセール 購買価格 ４，２００，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 98 －



52 フジノバイオレットの１０ ・黒鹿 ４／ ８

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

フジノバイオレット
鹿 1999

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

タケノコーリー

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
＊ダンシングブレーヴ
Slightly Dangerous
アローエクスプレス
タケノダンサー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ラダンスーズ） 2 f
Raise a Native S 4×M 5

価格： 購買者：

母 フジノバイオレット（99 鹿 ＊コマンダーインチーフ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（２）〕
セフティープラチナ（05 黒鹿 ＊ボストンハーバー） ２勝
スーパーミノル（06 牡 鹿 ネオユニヴァース）１勝
ストリングビーン（08 牝 栗 ＊クロフネ）入着， 入着４回
クイーンアルタミラ（09 牝 黒鹿 ＊バゴ） １勝，新潟２歳Ｓ ３着

２代母 タケノコーリー（84 栗 アローエクスプレス）２勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ ３着，
クローバー賞 ，京都３歳Ｓ ２着
タケノアイリス（92 牝 シンボリルドルフ）４勝，衣笠特別，阿寒湖特別
ミナミノライジン（95 去勢馬 ＊リズム）２勝， １勝，穂の香賞３着

３代母 タケノダンサー（71 栗 ＊チヤイナロツク）不出走
リーゼングロス（79 牝 アローエクスプレス）４勝，桜花賞，サンスポ４歳牝馬特別，オ

ークス２着，阪神４歳牝馬特別２着，天皇賞（秋）５着，etc.
アインリーゼン（85 牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，オークス ３着，サンス

ポ４歳牝馬特別 ３着，立春賞
リーゼンシュラーク（87 牡 ＊ハードツービート）６勝，七夕賞 ，ジューンＳ，安房特別
エンゲルリーゼン（90 牝 ウインザーノツト）３勝，北総特別
エンゲルグレーセ（97 牡 ＊プラウドデボネア）６勝，エルムＳ ，ガーネット
Ｓ ２着，マリーンＳ ，灘Ｓ ２着，etc.， １勝，クラスターＣ

マーサレツド（81 牝 ＊ボールドリツク）４勝，函館３歳Ｓ３着，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ ，
京都３歳Ｓ ，すずらん賞 ，優３牝

タケノベルベット（89 牝 ＊パドスール）５勝，エリザベス女王杯 ，鳴尾記念 ，阪神大
賞典 ２着，日経新春杯 ３着，チューリップ賞 ３着，etc.

４代母 ＊ラダンスーズ（64 GB鹿 Le Levanstell）英入着２回
［孫］ オースミダイナー（88 牡 ギヤロツプダイナ）５勝， １６勝，北海道スプリ

ントＣ ，ブリーダーズＧＣ ３着，ステイヤーズＣ（２回），赤レンガ記
念，etc.，種牡馬

シマノファイン（84 牝 ＊フアバージ）４勝，京都牝馬特別 ２着，ＣＢＣ賞
２着，サファイヤＳ ２着，マイルＣｈＳ ４着，コーラルＳ

特 徴 珠目上・芭蕉上・左二白

生産牧場 北海道新ひだか町静内御園 マルショウ牧場 北海道サマーセール 購買価格 ４，２００，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 99 －



53 シルキークラフトの１０ ・鹿 ３／３０

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

＊シルキークラフト
栗 2004

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

Crafty Prospector
クラフティプロスペクター

＊オシアナ

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Mr. Prospector
Real Crafty Lady
Northern Dancer
South Ocean

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Solar Display ～ Dark Display） 4 j
Mr. Prospector S 3×M 3 Nearctic M 4×S 5 Native Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊シルキークラフト（04 USA栗 Crafty Prospector） ６勝
初仔

２代母 ＊オシアナ（83 USA鹿 Northern Dancer）不出走
ウォーターエンジェルWater Angel（88 牝 Halo）不出走

イクスポーネント Exponent（95 牝 Exbourne）不出走
ドレイトン Drayton（04 Danetime）首・阿・愛・英４勝，レイルウェイＳ
２着，マーブルヒルＳ ，クールモアＳ

ウェストインディズWest Indies（91 牝 Gone West）不出走
インディアンヘイロー Indian Halo（95 牝 Halo）米入着
インディアンオーシャン Indian Ocean（02 牡 Stormy Atlantic）米３勝，アファ
ームドＨ ，スワップスＢＣＳ ３着，種牡馬

コロニーベイColony Bay（92 牝 Pleasant Colony）米出走
リンジージーン Lindsay Jean（98 牝 Saint Ballado）米７勝，ブラウンベスＨ ，イエ

ルバブエナＢＣＨ ３着，ミスアメリカＨ ，モーメントトゥバイＨ
クローゼット Crozet（01 牝 ＊カリズマティック）米３勝，ベイメドーズオークス
オナーコロニー Honour Colony（02 牝 Honour and Glory）米７勝，レイディカンタ

ベリーＢＣＳ
ビワシンセイキ（98牡 ＊フォーティナイナー）８勝，フェブラリーＳ ２着，平安Ｓ ３着，

ギャラクシーＳ ，秋嶺Ｓ，太秦Ｓ，噴火湾特別，鶴見特別， ２勝，と
ちぎマロニエＣ ，かきつばた記念 ，帝王賞 ２着，東京大賞典 ２着，さくらんぼ
記念 ２着，マーキュリーＣ ２着，東京大賞典 ３着，ブリーダーズＧＣ ３着，マ
ーキュリーＣ ３着，かきつばた記念 ３着，全日本サラブレッドＣ ３着，種牡馬

３代母 サウスオーシャン South Ocean（67 CAN鹿 New Providence）米４勝
オーシャンズアンサーOcean's Answer（76 牝 ＊ノーザンアンサー）米３勝

サウンディングズ Soundings（83 牝 Mr. Prospector）米２勝
グリーンチューン Green Tune（91 牡 Green Dancer）英・仏５勝，仏２０００ギニー

，イスパーン賞 ，ミュゲ賞 ，ロンポワン賞 ２着，ムーランドロンシ
ャン賞 ３着，etc.，種牡馬

ストームバード Storm Bird（78 牡 Northern Dancer）愛・英・仏５勝，デューハーストＳ
，愛ナショナルＳ ，アングルシーＳ ，ラークスパーＳ ，種牡馬

特 徴 流星鼻梁鼻白・下唇大白・珠目正・右髪中・波分長・沙流上・左前右後二白

生産牧場 北海道新冠町高江 オリエント牧場 北海道サマーセール 購買価格 ３，１５０，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 100 －



54 ヘバラーの１０ ・栗 ２／ ６

＊アルデバラン
鹿 1998

－新種牡馬－

＊ヘバラー
鹿 1998

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

Fairy King
フェアリーキング

Almuhtarama
アルムフタラマ

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
Northern Dancer
Fairy Bridge
Rainbow Quest
Bold Lady

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Damasi ～ Sanaa） 14
Northern Dancer M 3×S 5 Native Dancer S 4×M 5

価格： 購買者：

母 ＊ヘバラー（98 GB鹿 Fairy King）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（１０）〕
オタルノヒト（03 牝 青鹿 バブルガムフェロー） ２勝
コスモスプライト（06 牡 栗 フジキセキ）１勝
コパノワイルド（07 牡 鹿 ＊ワイルドラッシュ） ８勝
バニラビーンズ（09 牝 鹿 ＊マイネルラヴ） 出走

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

ルアリマイル３着，ナショナルデイカップ３着

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

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

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

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

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

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

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

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

ＮＡＲ特別表彰馬，種牡馬

特 徴 流星・珠目二・左初地・沙流上

生産牧場 北海道新ひだか町三石美野和 前田 宗将 北海道サマーセール 購買価格 ５，２５０，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 101 －



55 フラワーブリーズの１０ ・鹿 ２／２８

ブラックタイド
黒鹿 2001

－新種牡馬－

フラワーブリーズ
鹿 1992

＊サンデーサイレンス

＊ウインドインハーヘア

＊フェアジャッジメント

ノーザンフエロー

Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere
Alleged
Mystical Mood

＊ノーザンアンサー
エリモローズ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（オーマツカゼ～ ＊ビユーチフルドリーマー） 12
Hail to Reason S 4×M 5 Northern Dancer M 4×S 5

価格： 購買者：

母 フラワーブリーズ（92 鹿 ＊フェアジャッジメント） ３勝，関東オークス（２０００）
２着，東京３歳優駿牝馬（１６００）３着

〔産駒馬名登録数：１０，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－４（７）〕
ドリームナイト（00 牝 鹿 ＊スキャン） ２勝
ラッキーシーズ（01 牝 鹿 ＊カコイーシーズ） ３勝

ラッキーガーデン（07 牝 シックスセンス） ５勝，コウノトリ賞２着
カシマフラワー（02 牝 鹿 ＊ヘクタープロテクター）３勝，フェアリーＳ ３着，函館２

歳Ｓ ３着，すずらん賞 （１２００）， １勝，エーデルワイス賞
ヒサクィーン（03 牝 鹿 アグネスタキオン）１勝
スズカデジタル（07 牡 鹿 ＊アグネスデジタル） 入着３回
ベルモンタージュ（08 牝 鹿 ＊アフリート） １勝
シャンドフルール（09 牝 鹿 ＊アルカセット） 地方不出走

２代母 ノーザンフエロー（84 鹿 ＊ノーザンアンサー）不出走
スノードラゴン（93 牡 ＊スルーザドラゴン） ２勝，ヤングＣｈＣ３着

３代母 エリモローズ（67 栃栗 ＊チヤイナロツク）５勝，ビクトリアＣ２着，京都牝馬特別
２着，松籟Ｓ，北斗賞
エリモマーベラス（75 牝 ＊イースタンフリート）不出走

ミスマーベラス（83 牝 マルゼンスキー）不出走
ヒダカブライアン（94 牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，毎日杯 ２着，六甲Ｓ

，もみじＳ ，六甲Ｓ ３着，大阪城Ｓ ３着

４代母 マーヴエラス（51 鹿 ＊プリメロ）３勝，阪神３歳Ｓ２着
［曾孫］ タケフブキ（69 牝 ＊パーソロン）３勝，オークス，サンスポ４歳牝馬特別２着，

京成杯３歳Ｓ３着，４歳牝馬特別
タケホープ（70 牡 ＊インデイアナ）７勝，日本ダービー，菊花賞，天皇賞（春），
ＡＪＣＣ，有馬記念３着，中山記念３着，東京４歳Ｓ３着，４歳中距離Ｓ，
若竹賞，年代表，優４牡，種牡馬

キリパワー（85 牡 ＊パーソロン）６勝，目黒記念 ，ＡＪＣＣ ３着，天皇賞
（秋） ５着，エイプリルＳ ，ウェルカムＳ，笹山特別，種牡馬

特 徴 流星鼻梁鼻白断上唇小白・珠目二・吭搦右・髪中・初地・右後細長白

生産牧場 北海道平取町二風谷 北島牧場 八戸市場 購買価格 ４，７２５，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 102 －



56 スギノセンヒメの１０ ・栗 ２／１８

＊アグネスデジタル
栗 1997

スギノセンヒメ
栗 1998

Crafty Prospector
クラフティプロスペクター

Chancey Squaw
チャンシースクオー

＊フォーティナイナー

＊ハイエストソサエティー

Mr. Prospector
Real Crafty Lady
Chief's Crown
Allicance
Mr. Prospector
File
Lt. Stevens
Heather Road

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Heather Road ～ Nun's Cloth） 4 p
Mr. Prospector S 3×M 3

価格： 購買者：

母 スギノセンヒメ（98 栗 ＊フォーティナイナー）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（１２）〕
トムトップ（04 牡 栗 ナリタトップロード）３勝，花見山特別（Ｄ１７００）
ケイアイテンジン（06 牡 栗 ＊アグネスデジタル） ７勝，フェブラリーＳ ４着，す

ばるＳ （Ｄ１２００），霜月Ｓ （Ｄ１４００），ギャラクシーＳ （Ｄ１４００），霜月Ｓ
（Ｄ１４００）２着，etc.

ウォーターデューク（08 牡 鹿 ゼンノロブロイ） ２勝
マイネルバイカ（09 牡 鹿 ＊ロージズインメイ） 入着２回

２代母 ＊ハイエストソサエティー（83 USA芦 Lt. Stevens）米３勝
サロンミュージック（92 牡 ＊ノーザンテースト）４勝，初春賞，真間川特別，障害２勝

３代母 ヘザーロード Heather Road（71 USA芦 The Axe）米３勝，デルマーオークス ３着
＊ヘザーテン（79 牝 Forceten）米２１勝，アップルブラッサムＨ ，ヘムステッドＨ

（２回），ラフィアンＨ ，レイディーズＨ ，etc.
ホワイゴーオンドリーミングWhy Go On Dreaming（87 牝 Danzig）米３勝，デムワ

ゼルＳ ３着
ヘザーズヘイローHeather's Halo（85 牝 Halo）米出走

ティージングチャーム Teasing Charm（91 牝 Skywalker）米８勝，ボイリングスプリ
ングズＨ ２着，ペンナショナルＢＣＨ
ハイパーバリク Hyperbaric（03 Sky Classic）首・米７勝，サイテイションＨ

，オークトリーマイルＳ ，シューメイカーマイルＳ ２着，アルカディ
アＨ ２着，シューメイカーマイルＳ ３着，etc.

＊ミュージックタイム（87 牡 Nijinsky）４勝，ＮｚＴ４歳Ｓ ，ディセンバーＳ ，八重桜
賞，吾妻小富士賞 ３着，種牡馬

ブルインザヘザー Bull Inthe Heather（90 牡 ＊ファーディナンド）米３勝，フロリダダー
ビー ，ファウンテンオヴユースＳ ２着，フラミンゴＳ ２着，ガヴァナーズデ
イＨ ２着，種牡馬

ヘザーズダンサーHeather's Dancer（93 牝 Gate Dancer）米出走
ソルジャーズダンサー Soldier's Dancer（04 Lost Soldier） 米１２勝，マイアミマイ

ルＨ ，コールダーダービー ，トロピカルパークダービー ，トロピカルタ
ーフＨ ２着，ヴァージニアダービー ３着，etc.

特 徴 流星鼻梁小白・珠目二・右後双門・沙流上・左後長白

生産牧場 北海道新ひだか町三石川上 乾 皆雄 北海道セレクションセール 購買価格 ６，３００，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 103 －



57 オートサンデーの１０ ・黒鹿 ３／１１

＊シンボリクリスエス
黒鹿 1999

オートサンデー
栗 1995

Kris S.
クリスエス

Tee Kay
ティーケイ

＊サンデーサイレンス

ヤマヒサエオリア

Roberto
Sharp Queen
Gold Meridian
Tri Argo
Halo
Wishing Well
スズカコバン
トツプメイジ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊エナモールド） 2 h
Hail to Reason S 4×M 4

価格： 購買者：

母 オートサンデー（95 栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－３（４）〕
アルファグリン（01 牝 鹿 ＊エルコンドルパサー） １勝
バトルエアーカット（02 牝 黒鹿 ＊エルコンドルパサー）１勝， １勝
シゲルユウボウカブ（03 牝 栗 ＊グラスワンダー）１勝
ラインストーム（04 牡 芦 ＊クロフネ）４勝，ヒヤシンスＳ （Ｄ１６００）３着
ラインウインド（05 牡 鹿 ＊メイショウドトウ）入着２回， ２勝
ラインレグルス（08 牡 鹿 ＊クロフネ） １勝
ラインキャメロン（09 牝 黒鹿 キングカメハメハ） 出走

２代母 ヤマヒサエオリア（88黒鹿 スズカコバン）３勝，スイートピーＳ ，ＵＨＢ杯 ２着
マチカネスサノオ（94 牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，障害１勝， １勝
アサヒミネルバ（97 牡 フジキセキ） １３勝，二十四万石賞，中京盃，駿蹄賞３

着，新緑賞３着，節分特別３着，ゴールドウィング賞３着，ジュニアクラウン３着
バトルモニュメント（00 牡 ＊トニービン）１勝， １勝

３代母 トツプメイジ （79 栗 トウシヨウボーイ） 入着５回
ディープグローリー（86 牡 ＊デイープダイバー）７勝，栗東Ｓ ，高瀬川Ｓ，羅生門Ｓ，

門松Ｓ，桃山特別，仁川Ｓ ３着，銀嶺Ｓ ３着
フミヒサ（87 牡 ＊ペール）入着４回， ６勝，青雲賞３着
ディープティアラ（91 牝 ＊ロイヤルスキー）出走

オグリティアラ（97 牝 ＊ジェネラス） ３勝
アイティーバトル（05 牡 ＊バトルライン）入着， ４勝，九州ジュニアＣ
ｈ２着

タマノハルカ（03 牝 エイシンサンディ） １勝，花吹雪賞３着
マルタカパラダイス（93 牡 グリーングラス）１勝，障害１勝

４代母 ビラトリハード（71 栗 ＊ダイハード）不出走
［子］ ミスナオキ（78 牝 ＊カリム）１１勝，中京盃２着

フライイングマリー（77 牝 ＊ラフインゴラ）２勝，足立山特別，障害１勝，
６勝

特 徴 珠目正・髪中

生産牧場 北海道新ひだか町静内豊畑 高橋 修 北海道サマーセール 購買価格 ６，３００，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 104 －



58 アポロサミットの１０ ・鹿 ５／２４

＊ブラックホーク
鹿 1994

アポロサミット
黒鹿 2006

Nureyev
ヌレーエフ

＊シルバーレーン

ネオユニヴァース

アンソレイユ

Northern Dancer
Special
Silver Hawk
Strait Lane

＊サンデーサイレンス
＊ポインテッドパス
＊リズム
アンフイニイ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊フオルカー） 13 c
Northern Dancer S 3×M 5 Hail to Reason S 5×M 5

価格： 購買者：

母 アポロサミット（06 黒鹿 ネオユニヴァース）出走
初仔

２代母 アンソレイユ（93 黒鹿 ＊リズム）出走
グラスポジション（99 牡 ＊リアルシヤダイ）６勝，ステイヤーズＳ ２着，ニューマー

ケットＣ，青嵐賞，陣馬特別，百日草特別，ホープフルＳ ２着
ミハタバルゴウ（00 牝 ジェニュイン） ５勝，ひまわり賞，北関東オークス，

ビューティフルＴ３着

３代母 アンフイニイ（82 黒鹿 マルゼンスキー）３勝，上総特別，里見特別，エイプリルＳ
３着

マイヨジョンヌ（90 牡 ＊リヴリア）７勝，新潟大賞典 （２回），福島記念 ，京都新聞杯
２着，札幌記念 ２着，七夕賞 ２着，福島記念 ３着，新潟大賞典 ３着，ＢＳ
Ｎオープン ，駒草賞，夏木立賞，札幌日経ＯＰ ２着，福島民友Ｃ ２着，ホープ
フルＳ ２着，福島民報杯 ３着，種牡馬

スノーフレーク（91 牝 ＊リアルシヤダイ）１勝
コスモヴァシュラン（04 牡 ＊マイネルラヴ）入着， ５勝，ＯＲＯＣ，せきれ

い賞（２回），ＯＲＯＣ３着，せきれい賞３着
ユーワケリガン（92 牝 ＊カコイーシーズ）４勝，晩秋特別，グローバルＣ，カーネーショ

ンＣ ２着
セイウンドリーム（99 牡 ＊ブライアンズタイム）１勝， ７勝，東海ゴ

ールドＣ２着
ハツカリ（04 牡 ＊ホワイトマズル） １勝，夕張特別，障害１勝， １勝

メイショウデンゲキ（94 牡 ＊リヴリア）４勝，石清水Ｓ，春菜賞
レディフューチャー（96 牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回

ロードキャニオン（04 ＊アフリート）４勝，古都Ｓ，赤倉特別， 入着３回，
報知オールスターＣ２着

ロードオブザリング（07 牡 ＊ホワイトマズル） ４勝，許波多特別，ドンカスターＣ
シャワーパーティー（98 牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，京都３歳Ｓ ，六甲アイラン

ドＳ，黄菊賞， ４勝，姫路ＣｈＣ２着

特 徴 星・珠目上・波分・初地・右後一白

生産牧場 北海道新ひだか町三石稲見 築紫 洋 北海道サマーセール 購買価格 １，５７５，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 105 －



59 スルーパスの１０ ・栗 ４／２８

＊サウスヴィグラス
栗 1996

スルーパス
芦 1999

＊エンドスウィープ

＊ダーケストスター

＊ミシル

＊プライ

＊フォーティナイナー
Broom Dance
Star de Naskra
Minnie Riperton
Miswaki
April Edge
Raja Baba
Royal Stance

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Queen's Statute） 22 b
Mr. Prospector S 4×M 4 Bold Ruler M 4×S 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 スルーパス（99 芦 ＊ミシル） 出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（１９）〕
グランドキーマン（04 牡 芦 ＊アサティス） ４勝
サラチャン（05 牝 芦 タヤスツヨシ） ６勝
マンツーマン（06 牡 芦 ＊アサティス） ６勝
ホワイトコート（07 牝 芦 タヤスツヨシ） ３勝
マロンチャン（08 牝 栗 ＊サウスヴィグラス） 出走

２代母 ＊プライ（80 USA栗 Raja Baba）米出走
イカルスドリーム（96 牡 ＊アフリート）５勝，アクアマリンＳ，潮騒特別，ＳＴＶ賞，朱

鷺Ｓ ３着
グランドミサイル（98 牡 ＊ミシル）３勝，青嵐賞

３代母 ロイヤルスタンスRoyal Stance（77 CAN鹿 Dr. Fager）不出走
マジュスキュルMajuscule（81 牡 Majestic Light）米・伊・仏７勝，ウニレ賞 ，ジョンシ

ェール賞 ，タイダルＨ ２着，シュマンドフェルデュノール賞 ３着，セルクル
賞 ，etc.，種牡馬

ロイヤルシエロ Royal Cielo（84 牝 Conquistador Cielo）米５勝，フォールズシティＨ ，ア
ーリントンメイトロンＨ ２着，アーリントンオークス ２着，アートフルＳ

ルフク Luhuk（91 牡 ＊フォーティナイナー）首・英６勝，グリーナムＳ ２着，ローズ
オヴランカスターＳ ３着，アーリントン競馬場Ｓ ，ファウンデイションＳ ，
種牡馬，アヴァンサド（エインシェントタイトルＨ ）の父

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

ックルマロワ賞 ，仏グランクリテリヨム ，モルニー賞 ，サラマンド
ル賞 ，etc.，種牡馬

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

ボスラシャム Bosra Sham（93 牝 Woodman）英７勝，英１０００ギニー ，英チャ
ンピオンＳ ，フィリーズマイル ，プリンスオヴウェイルズＳ ，ブリ
ガディアジェラルドＳ ，etc.

特 徴 流星鼻梁小白・珠目上・髪中・波分二

生産牧場 北海道新ひだか町静内古川町 グランド牧場 北海道サマーセール 購買価格 ３，３６０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 106 －



60 エンキャンタドゥの１０ ・栗 ２／ ４

ネオユニヴァース
鹿 2000

＊エンキャンタドゥ
栗 1997

＊サンデーサイレンス

＊ポインテッドパス

Rahy
ラヒー

Floramera
フローラミラ

Halo
Wishing Well
Kris
Silken Way
Blushing Groom
Glorious Song
Seattle Slew
Kelley's Day

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Golden Trail ～ Sunny Vale） 4 r
Halo S 3×M 4

価格： 購買者：

母 ＊エンキャンタドゥ（97 USA栗 Rahy）米入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７）〕
ブラックジュニア（04 牡 鹿 ＊クロフネ）１勝
ヒラボクキング（07 牡 鹿 キングカメハメハ） ６勝，平安Ｓ ，平城京Ｓ（Ｄ１８００），

鳥取特別（Ｄ２０００）

２代母 フローラミラ Floramera（91 USA黒鹿 Seattle Slew）米４勝，ヴァージニアＨ ３着
バウンドレスクエストBoundless Quest（99 牝 Gone West）米１勝

ボニーアンドクライド Bonny and Clyde（06 牝 Auguri） 智６勝，ミルギニーズ ，
サルヴァドルヘスリヴェロス大賞 ，カルロスＡナヴァロ賞 ，インデペン
デンシア賞 ２着，サンティアゴブエラス大佐杯 ２着

オーシャンクエスト Ocean Quest（07 牝 Ocean Terrace） 智２勝，ミルギニーズ

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

イマジネーション（96 牝 ＊トニービン）出走
クリールパッション（05牡 ＊ワイルドラッシュ） ８勝，エルムＳ ，エルムＳ

３着，しらかばＳ ，師走Ｓ ，etc.， 入着，名古屋大賞典 ３着
＊ブライアンズタイム（85 牡 Roberto）米５勝，フロリダダービー ，ペガサスＨ ，ジム

ダンディＳ ，プリークネスＳ ２着，ベルモントＳ ３着，etc.，種牡馬

４代母 ゴールデントレイルGolden Trail（58 USA黒鹿 Hasty Road）米２勝
［孫］ ＊サンシャインフォーエヴァー（85 牡 Roberto）米８勝，バドワイザー国際 ，

ターフクラシック ，マンノウォーＳ ，ベルモントレキシントンＳ ，
ＢＣターフ ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ メモリーズオヴシルヴァーMemories of Silver（93 牝 Silver Hawk）米９勝，ビ
ヴァリーディＳ ，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ ，ダイアナＨ ，ボ
ールストンスパＨ ，ジャストアゲイムＨ ，etc.

ライアファン Ryafan（94 牝 Lear Fan）愛・米・英・仏７勝，マルセルブサッ
ク賞 ，メイトリアークＳ ，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ ，イエロ
ーリボンＳ ，ナッソーＳ ，etc.

特 徴 流星鼻梁鼻白・下唇小白・珠目上・右沙流上・前二白・左後細長白・右後長白

生産牧場 北海道浦河町東幌別 辻 牧場 北海道サマーセール 購買価格 ５，２５０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 107 －



61 セトモモチャンの１０ ・栗 ５／１３

＊アルデバラン
鹿 1998

－新種牡馬－

セトモモチャン
栃栗 2002

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

＊タバスコキャット

レインボークイーン

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
Storm Cat
Barbicue Sauce

＊リンドシェーバー
レインボースキー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（第参ソネラ～ ＊ソネラ） 4 r
Raise a Native S 3×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 セトモモチャン（02 栃栗 ＊タバスコキャット）３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
セトノライト（08 牡 鹿 ＊ファンタスティックライト） １勝
トムエピソード（09 牡 黒鹿 ＊シンボリクリスエス） 出走

２代母 レインボークイーン（93 栗 ＊リンドシェーバー）３勝，クイーンＳ ，秋華賞 ４着
テイエムハナザカリ（00 牝 ＊ピルサドスキー）３勝
イリゼ（01 牝 ＊エンドスウィープ）１勝

ブライアンズオーラ（09 牡 ＊ブライアンズタイム） １勝
ダイヤモンドムーン（07 牝 マンハッタンカフェ） ３勝
ナリタデリゲート（08 牡 ＊シンボリクリスエス） １勝

３代母 レインボースキー（81 鹿 ＊ロイヤルスキー）２勝， ８勝
スターフリージア（92 牝 ＊リヴリア）不出走

メイショウウッズ（97 牡 タマモクロス）１勝

４代母 シルバーアロー（70 黒鹿 ＊テスコボーイ）１勝
［孫］ ラガーレグルス（97 牡 サクラチトセオー）３勝，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ ，デイ

リー杯３歳Ｓ ２着，弥生賞 ３着，野路菊Ｓ ，種牡馬

５代母 ヒサエ（54 鹿 ＊プリメロ）８勝，函館特別，特ハン，短距離Ｈ，障害２勝
［子］ ネイチブランナー（63 牡 ＊ヤサカ）８勝，京阪杯，福島記念，天皇賞（秋）２着，ダイ

ヤモンドＳ２着，関屋記念３着，府中特別，カトレア賞，障害４勝， ４勝
ヒンドソネラ（60 牝 ＊ヒンドスタン）６勝，東京牝馬特別，日本経済賞２着，
オールカマー２着，目黒記念（秋）３着，クイーンＳ３着，葛飾四歳特別，
クイーン賞

ヒガシソネラオー（62 牡 ＊ガルカドール）１１勝，金杯，クモハタ記念２着，日
本短波賞２着，弥生賞２着，セントライト記念３着，etc.

エクセルラナー（71 牡 ＊シプリアニ）４勝，ステイヤーズＳ，朝日杯３歳Ｓ３
着，ＡＪＣＣ３着，日本ダービー５着，鹿島灘特別

６代母 ミツマサ（43 鹿 月友）８勝，オークス

特 徴 流星鼻梁小白断鼻小白・珠目上・波分長・右初地・沙流上・左後一白

生産牧場 北海道日高町富川西 千葉飯田牧場 北海道サマーセール 購買価格 ５，２５０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 108 －



62 フリクションの１０ ・鹿 ４／１８

＊シンボリクリスエス
黒鹿 1999

＊フリクション
鹿 1997

Kris S.
クリスエス

Tee Kay
ティーケイ

Cox's Ridge
コックスズリッジ

Abrade
アブレイド

Roberto
Sharp Queen
Gold Meridian
Tri Argo
Best Turn
Our Martha
Mr. Prospector
File

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Continue ～ Courtesy） 1 n
Turn-to M 4×S 5 Nashua S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊フリクション（97 USA鹿 Cox's Ridge）米１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（８）〕
スイートバラライカ（02 牝 鹿 ＊コマンダーインチーフ） ２勝
シンボリプロキオン（03 牡 栗 サクラバクシンオー）１勝，障害１勝
シンボリアミアン（07 鹿 ＊タイキシャトル） 出走， ４勝
シンボリドンナー（08 牡 鹿 ステイゴールド） ２勝

２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，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

３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
＊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

４代母 コンティニューContinue（58 USA黒鹿 Double Jay）米５勝
［子］ ＊ヤマニン（72 牡 Herbager）米１１勝，ワイドナーＨ ，クラークＨ ，ガルフスト

リームパークＨ ３着，ドンＨ ３着，セミノールＨ ３着，etc.，種牡馬
［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.

チェインブレイスレット Chain Bracelet（77 牝 Lyphard）米９勝，トップフラ
イトＨ ，シュヴィーＨ ，ベッドオーロージズＨ ，ヘムステッドＨ
２着，トワイライトティアーＳ ２着，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 小星・珠目二・吭搦左・髪中・左頚中

生産牧場 北海道日高町富川東 シンボリ牧場 北海道サマーセール 購買価格 ５，２５０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 109 －



63 セーフアズロックの１０ 牡・栗 ２／２８

＊アルデバラン
鹿 1998

－新種牡馬－

＊セーフアズロック
栗 2004

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

＊ロックオブジブラルタル

＊バガテール

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance

＊デインヒル
Offshore Boom
Diesis
Crown Crest

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Treasure Chest ～ Iltis） 21 a
Northern Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊セーフアズロック（04 USA栗 ＊ロックオブジブラルタル）１勝
初仔

２代母 ＊バガテール（96 USA栗 Diesis）仏１勝
＊ファストストリング（03 牡 Mozart） ７勝

３代母 クラウンクレストCrown Crest（86 GB栗 Mill Reef）英１勝
ロイヤルフィズRoyal Fizz（94 牝 ＊ロイヤルアカデミー ）仏１勝

グランドマーク Grand Marque（02 牡 Grand Lodge） 英・香３勝，ストーンヘンジ
Ｓ ２着

ヒッチェンズ Hitchens（05 Acclamation） 愛・英・加７勝，グリーンランズＳ
，ジュライＣ ３着，ゴールデンローズＳ ，マーキュリーＳ ２着，ウェ
ントワースＳ ２着

イヴァキュエイト Evacuate（03 牡 Giant's Causeway） 豪３勝，レッドアンカーＳ ３着

４代母 クラウントレジャー Crown Treasure（73 USA鹿 Graustark）米１勝，スカイラヴィ
ルＳ ３着
［子］ グリントオヴゴールド Glint of Gold（78 牡 Mill Reef）英・伊・独・仏１０勝，

サンクルー大賞 ，パリ大賞 ，伊ダービー ，オイロパ賞 ，バーデン
大賞 ，etc.，種牡馬

＊ダイヤモンドショール（79 牡 Mill Reef）米・英・伊・独・仏８勝，サンクル
ー大賞 ，バーデン大賞 ，ミラノ大賞 ，エヴリ大賞 ，ジョンポータ
ーＳ ，etc.，種牡馬

［孫］ カテーラ Catella（96 牝 ＊ジェネラス）首・米・伊・独・仏・香８勝，エール
ドガス大賞 ，ゲルリンク賞 ，ヘニンガートロフィ ，ヘッセンポカー
ル ，ドイツヘロルト賞 ，etc.

［曾孫］ カプリス Caprice（03 牝 Monsun）米・独・仏４勝，ロバートＧディックメモ
リアルＨ ，シープスヘッドベイＳ ３着，イエルバブエナＳ ３着，ダ
ウイジャーＳ ３着

コリオラヌス Corriolanus（00 Zamindar） 那・首・英・独・土５勝，メツレル
春季賞 ２着，メルツェデスベンツ大賞 ３着，ヘッセンポカール ３着

特 徴 流星環鼻梁白鼻梁鼻小白・珠目正・波分・初地・左二小白・右前長白

生産牧場 北海道新ひだか町三石美野和 前田 宗将 北海道オータムセール 購買価格 ５，８８０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 110 －



64 キタサンバースデーの１０ 牡・栗 ４／１２

ステイゴールド
黒鹿 1994

キタサンバースデー
黒鹿 2004

＊サンデーサイレンス

ゴールデンサッシュ

＊マリエンバード

＊ダンスチャーマー

Halo
Wishing Well

＊デイクタス
ダイナサツシユ
Caerleon

＊マリエンバド
Nureyev
Skillful Joy

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Pet） 11 g
Northern Dancer M 4×S 5×M 5

価格： 購買者：

母 キタサンバースデー（04 黒鹿 ＊マリエンバード）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ビクトリーチャンス（09 牝 鹿 ステイゴールド） 入着２回

２代母 ＊ダンスチャーマー（90 USA黒鹿 Nureyev）不出走
カサノバダンディ（97 牡 ＊トニービン）２勝，べにばな賞
ジャングルポケット（98 牡 ＊トニービン）５勝，日本ダービー ，ジャパンＣ ，共同通

信杯 ，天皇賞（春） ２着，皐月賞 ３着，etc.，年代表，優３牡，種牡馬
コマチエクスプレス（99 牝 フジキセキ） １勝

ゴーギャン（06 牡 キングカメハメハ）１勝
ポワンカレ（07 牡 ＊フレンチデピュティ）１勝

タガノヴィヴィアン（00 牝 ＊ティンバーカントリー）不出走
ダノンヴィッター（04 牡 スペシャルウィーク）２勝，山吹賞
ルーシーショー（05 牝 フジキセキ）１勝

３代母 スキルフルジョイ Skillful Joy（79 USA栗 Nodouble）米８勝，デルマーデビュタン
トＳ ，リンダヴィスタＨ ，ファンタジーＳ ２着，サンタスサーナＳ ２着，サン
タイネスＳ ２着，etc.

＊ダンジグジョイ（92 牝 Danzig）不出走
ホシノピアス（01 牝 ＊ジェイドロバリー）１勝，フェアリーＳ ２着

＊リベラノ（99 牝 Rubiano）米２勝
タガノジョーカー（07 牝 ＊バゴ） ３勝，中京スポ杯

４代母 スキルフルミス Skillful Miss（74 USA鹿 Daryl's Joy）米２勝

５代母 ポリニス Poliniss（61 USA鹿 Greek Game）米４勝
［子］ ウェッジショットWedge Shot（71 牡 Crozier）米３勝，米フュチュリティＳ ，

サプリングＳ ２着，ボールドウィンＳ ２着，カウディンＳ ３着
エグジミアス Eximious（75 牝 Crozier）米７勝，レイルバードＳ

［孫］ プレシジョニスト Precisionist（81 牡 Crozier）米２０勝，ＢＣスプリント ，チ
ャールズＨストラブＳ ，カリフォルニアンＳ ，ウッドワードＳ ，サ
ンフェルナンドＳ ，etc.，種牡馬

特 徴 流星鼻梁白鼻梁小白鼻梁白鼻大白断上唇小白・珠目上・吭搦二・右髪中・波分長・沙流上・後二白

生産牧場 北海道新ひだか町三石鳧舞 木田 祐博 北海道セレクションセール 購買価格 １０，７１０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 111 －



65 グレイスフルハートの１０ 牡・青鹿 ３／２６

＊ティンバーカントリー
栗 1992

グレイスフルハート
鹿 2002

Woodman
ウッドマン

Fall Aspen
フォ－ルアスペン

＊チーフベアハート

ローブモンタント

Mr. Prospector
＊プレイメイト
Pretense
Change Water
Chief's Crown
Amelia Bearhart

＊リアルシヤダイ
クリナイン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ケンタツキー～ ＊セレタ） 1 b
Gold Digger S 4×M 5 Swaps S 4×S 5

価格： 購買者：

母 グレイスフルハート（02 鹿 ＊チーフベアハート） 出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
スプレッドサウンド（07 牡 栗 トウカイテイオー） ３勝
ミスシシャモ（08 牝 鹿 ジェニュイン） ３勝
コキビジン（09 牝 鹿 サクラローレル） ２勝

２代母 ローブモンタント（91 鹿 ＊リアルシヤダイ）２勝，阪神３歳牝馬Ｓ ２着，桜花賞
３着，エルフィンＳ

アステリズム（01 牡 ＊フォーティナイナー） ９勝
パティオ（08 牝 ＊キャプテンスティーヴ） １勝，ひまわり賞 ２着

３代母 クリナイン（82 鹿 ＊リマンド）１勝
ミラクルドラゴンズ（88 牡 ＊ノノアルコ）６勝，船橋Ｓ，セプテンバーＳ，犬吠埼特別
クリノホウオウ（90 牡 ＊モガミ）１勝，障害２勝

４代母 クリノビユテイ（75 鹿 ＊ペール）出走
［子］ ロシアンブルー（79 牡 ＊クロマニヨン）７勝，新潟記念 ，七夕賞 ，鶴ヶ城

特別，勿来特別，種牡馬
クリフ（86 牡 ＊モガミ）４勝，陣馬特別，河口湖特別

［孫］ ホリークラウン（94 牡 ニチドウアラシ）４勝， ６勝，カネユタカ
オー記念，坂東太郎賞，天馬杯，スプリンターズ賞，東国賞２着，etc.

アミュレット（01 牝 マヤノトップガン）２勝，尖閣湾特別， ３勝

５代母 クリアトム（67 鹿 ＊ワラビー）１勝，障害４勝
［子］ クリナイル（74 牡 クリシバ）７勝，オールカマー２着，新潟記念２着，みなづ

き賞，香取特別，天の川Ｓ，etc.

６代母 クリツヒメ（59 鹿 ハクリヨウ）１勝
［子］ カチカブト（66 牡 ＊ガルカドール）３勝， ９勝，高崎大賞典，高崎記

念，新春盃，宇都宮記念，師走特別２着，etc.
［曾孫］ ニシノライデン（81 牡 ダイコーター）７勝，サンケイ大阪杯 ，阪神大賞典

，鳴尾記念 ，京都新聞杯 ，有馬記念 ３着，etc.，種牡馬

特 徴 流星鼻梁刺毛鼻梁小白鼻白・珠目上・沙流上・左後一白

生産牧場 北海道むかわ町宮戸 桑原牧場 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

－ 112 －



66 メイショウヤエガキの１０ 牡・鹿 ５／ ９

ハーツクライ
鹿 2001

メイショウヤエガキ
鹿 1993

＊サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

＊クリエイター

コニーストン

Halo
Wishing Well

＊トニービン
＊ビユーパーダンス
Mill Reef
Chalon

＊プルラリズム
クリプシー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（スターロツチ～ ＊クレイグダーロツチ） 11 c
Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 メイショウヤエガキ（93 鹿 ＊クリエイター）３勝，フラワーＣ ２着，ホープフルＳ
（２０００），エリカ賞（２０００）

〔産駒馬名登録数：１０，勝馬（勝鞍）数：中央－３（１１），地方－５（１０）〕
メイショウラムセス（98 牡 栗 ＊ラムタラ）６勝，富士Ｓ ，マイルＣｈＳ ５着，菩提樹

Ｓ （１６００），大阪スポ杯（１６００），京橋特別（２０００），インディアＴ（２０００），ポートア
イランドＳ （１６００）２着，カシオペアＳ （１８００）２着，ＮＳＴＯＰ （１８００）２着

メイショウトキムネ（99 黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）４勝，紅葉特別（１６００），富嶽
賞（１６００），十勝岳特別（１８００）， ３勝

メイショウバッコス（01 牝 栗 ＊スピニングワールド）入着， ４勝
メイショウヨウザン（02 牡 鹿 ＊パントレセレブル）１勝
メイショウマグマ（05 牡 栗 ＊タイキシャトル）入着， １勝
メイショウハイホー（06 牝 栗 ジャングルポケット） １勝
チエノワダッシュ（07 牝 栗 ネオユニヴァース） １勝
キタサンゴゼン（09 牡 栗 ゼンノロブロイ） 不出走

２代母 コニーストン（87 鹿 ＊プルラリズム）２勝，デイリー杯３歳Ｓ ２着，函館３歳Ｓ
２着，紅梅賞 ，エルフィンＳ ２着

ローズレッド（92 牝 ＊ジヤツジアンジエルーチ） ６勝
レオマイスター（05 牡 ニューイングランド） ４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

，阿武隈Ｓ，ひいらぎ賞，福島２歳Ｓ ２着
ランサムメイト（94 牝 ＊トニービン）２勝，江差特別

３代母 クリプシー（75 栗 アローエクスプレス）２勝，横津岳特別
シバスキー（81 牝 マルゼンスキー）２勝，土湯特別

ワコーチカコ（90 牝 ＊リヴリア）９勝，京都記念 ，金杯 ，函館記念 ，エプソム
Ｃ ，サンスポ４歳牝馬特別 ３着，etc.

ループスキークロス（92 牝 ＊ナスルエルアラブ）不出走
ダンツジャッジ（99 牡 ＊ウォーニング）６勝，ＡＪＣＣ ，ダービー卿ＣｈＴ

，エプソムＣ ２着，京阪杯 ２着，中山金杯 ３着，etc.
マチカネタンホイザ（89 牡 ＊ノーザンテースト）８勝，高松宮杯 ，ＡＪＣＣ ，目黒記

念 ，ダイヤモンドＳ ，菊花賞 ３着，etc.，日本レコ－ド（３２００），種牡馬

特 徴 星・珠目上・初地・沙流上・左後小白・右後一白

生産牧場 北海道平取町本町 稲原牧場 北海道サマーセール 購買価格 １０，７１０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 113 －



67 ダイコーダンスインの１０ 牡・黒鹿 ３／２６

リンカーン
鹿 2000

ダイコーダンスイン
黒鹿 2001

＊サンデーサイレンス

グレースアドマイヤ

ダンスインザダーク

サクラピュア

Halo
Wishing Well

＊トニービン
＊バレークイーン
＊サンデーサイレンス
＊ダンシングキイ
サクラユタカオー

＊サクラレデイ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Damasi ～ Deasy） 14
＊サンデーサイレンス S 2×M 3 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ダイコーダンスイン（01 黒鹿 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－１（６）〕
ベレンバン（06 牝 芦 ＊クロフネ） ６勝，フロイラインＣ（１２００）
シゲルマサムネ（07 牡 鹿 フサイチコンコルド） 入着１１回

２代母 サクラピュア（95 栗 サクラユタカオー）出走
レテ（02 牝 ＊パラダイスクリーク）２勝

３代母 ＊サクラレデイ （85 USA鹿 Raja Baba）仏出走
サクラシルフィード（94 牝 ＊サンデーサイレンス）出走

ラガーリンリン（07 牝 ＊クロフネ） ３勝

４代母 フェザーヒル Featherhill（78 FR 鹿 Lyphard）米・仏２勝
［子］ ＊グルームダンサー（84 牡 Blushing Groom）愛・英・仏８勝，リュパン賞 ，ギシ

ュ賞 ，プランスドランジュ賞 ，ダフニス賞 ，コンデ賞 ，etc.，種牡馬
タジェル Tagel（86 牡 Cox's Ridge）米・仏２勝，サンロマン賞 ，ＢＣジュヴ
ェナイル ３着，種牡馬

［孫］ ＊キンシャサノキセキ（03 牡 フジキセキ）１２勝，高松宮記念 （２回），阪神
Ｃ （２回），スワンＳ ，etc.，最優秀短距離馬，種牡馬

プルマニア Plumania（06 牝 Anabaa） 米・仏３勝，サンクルー大賞 ，コリ
ーダ賞 ，ヴェルメイユ賞 ２着（２回），仏オークス ３着，etc.

レジェルテ Legerete（04 牝 Rahy）仏３勝，マルレ賞 ，ロワイヨモン賞 ，マ
ルセルブサック賞 ３着，オペラ賞 ３着

バラドゥーズ Balladeuse（05 牝 Singspiel）仏２勝，ロワイヤリュー賞 ，ロワ
イヨモン賞 ３着，リアンクール賞 ３着

［曾孫］ ファルコ Falco（05 牡 Pivotal）英・仏２勝，仏２０００ギニー ，種牡馬
アブソルートリー Absolutely（07 牝 Redoute's Choice） 豪１勝，ＡＪＣオーク
ス ，ＳＡＪＣオーストラレシアンオークス ２着，ムーニーヴァリーオ
ークス ３着，オーラリアＳ ３着，ＭＶＲＣアレグザンドラＳ ２着

アイアンリップス Iron Lips（04 牝 Iron Mask）米・仏３勝，エクリプス賞 ，
アランベール賞 ２着，クリテリヨムドメゾンラフィット ３着，クリ
テリヨムドベケ

特 徴 流星鼻梁小白・珠目上・右髪中・波分・初地・右沙流上・左前小白・左後一白・右後細長白

生産牧場 北海道新ひだか町三石東蓬莱 仲野牧場 北海道サマーセール 購買価格 ３，１５０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 114 －



68 インカルネの１０ 牡・鹿 １／２１

＊アルカセット
鹿 2000

インカルネ
栗 2002

Kingmambo
キングマンボ

＊チェサプラナ

＊フレンチデピュティ

フラワーガーデン

Mr. Prospector
Miesque
Niniski
Top of The League
Deputy Minister
Mitterand

＊テリオス
ノーザンフラワー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊フアイアフラワー） 1 n
Northern Dancer S 5×S 5×M 5×M 5 Derring-Do S 5×M 5

価格： 購買者：

母 インカルネ（02 栗 ＊フレンチデピュティ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
アズマダイマジン（07 牡 栗 ＊アフリート） １勝
イクチャン（08 牝 栗 アドマイヤジャパン） ２勝
グッドスター（09 牡 栗 ローエングリン） ２勝

２代母 フラワーガーデン（91 栗 ＊テリオス）１勝， １勝
アズマストロング（03 牡 バブルガムフェロー） ５勝

３代母 ノーザンフラワー（77 栗 ＊ノーザンテースト）不出走
フラワーカーペツト（85 牝 ＊ルドウターブル）１勝

ユキノダンディ（92 牡 ＊リフアーズスペシヤル） ５勝，３歳優駿
フラワーパーク（92 牝 ニホンピロウイナー）７勝，スプリンターズＳ ，高松宮杯 ，

シルクロードＳ ，ＣＢＣ賞 ２着，スプリンターズＳ ４着，うずしおＳ，千種
川特別，恵那特別，陽春Ｓ ２着，優短距，優父内
フィレンツェ（01 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，須磨特別（２回），クリスマスキ

ャロル賞，あすなろ賞，すみれＳ ３着
クリアンサス（08 牝 Redoute's Choice） ３勝，マーガレットＳ ，春菜賞

ミラクルムテキ（93 牝 ＊キャロルハウス）不出走
エムオーウイナー（01 牡 ニホンピロウイナー）７勝，シルクロードＳ ，オーシ

ャンＳ ２着，新春Ｓ，桶狭間特別，福島民友Ｃ ２着，etc.，種牡馬

４代母 ＊フアイアフラワー（72 IRE 鹿 Dike）不出走
［子］ ダイナカーペンター（84 牡 フレーミングユース）８勝，京都記念 ，阪神大

賞典 ，鳴尾記念 ３着，宝塚記念 ４着，カシオペアＳ ，etc.
エアマジック（90 牡 ＊スリルシヨー）３勝，Ｒたんぱ賞 ２着，毎日杯 ２着，
共同通信杯４歳Ｓ ３着，メイＳ ３着，若草Ｓ ３着，etc.

［孫］ ロイヤルセランガー（01 牝 ＊パラダイスクリーク）２勝，ファンタジーＳ
２着，阪神ジュベナイルフィリーズ ４着，ききょうＳ ２着，etc.，

５勝，東海ゴールドＣ，読売レディス杯，etc.
スターシップ（04 牡 ＊クロフネ）６勝，大沼Ｓ ，しらかばＳ ３着，etc.，

１勝，帝王賞 ５着，報知オールスターＣ，報知ＧＰＣ３着

特 徴 額刺毛・珠目上・髪中・左後一白

生産牧場 北海道平取町川向 高橋 啓 北海道サマーセール 購買価格 ４，２００，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 115 －



69 ジョンコの１０ 牡・芦 ５／１１

＊チチカステナンゴ
芦 1998

－新種牡馬－

ジョンコ
栗 2004

Smadoun
スマドゥーン

＊スマラ

アグネスタキオン

ラストヒット

Kaldoun
Mossma
Antheus
Small Partie

＊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
Northern Dancer S 4×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
初仔

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， ９勝，全日本
２歳優駿 ，兵庫ジュニアＧＰ ，東京盃 ２着，クラスターＣ

３着，かきつばた記念 ３着，etc.，ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ２歳最優
秀馬，ＮＡＲ最優秀牝馬，ＮＡＲ４歳以上最優秀牝馬

ホクト（08 牡 スズカマンボ） ４勝
ダブルスター（09 牡 ＊シニスターミニスター） 出走， １勝，イノセントＣ３着

マルタシュンプウ（07 牡 ＊サウスヴィグラス）１勝， ２勝
イッシンドウタイ（09 牡 スズカマンボ） 出走， ５勝，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
ハライゴシ（99 牡 ＊アサティス）嘉・馬１勝， ３勝
カミノヤマボーイ（01 牡 ＊アサティス）２勝， １勝
クイックスター（08牡 ＊サウスヴィグラス） １勝，南部駒賞２着，栄冠賞２着

ビックエメラルド（94 牡 ＊アサティス） ８勝
ヨコハマヒット（97 牝 カリスタグローリ）３勝

ジパングファイター（08 牡 テレグノシス） ７勝

４代母 ヤマノコトブキ（70 栗 ＊ミンシオ）３勝
［子］ ラガーシエブロン（83 牡 ＊ノーザンディクテイター）２勝，クローバー賞 ，

障害３勝， ２勝

５代母 ＊パツシングクラウド（58 IRE 栗 ＊ニンバス）英１勝
［子］ ミホタイザン（71 牡 ＊ヴエンチア）５勝，洞爺特別， ８勝，高崎大賞

典２着

特 徴 流星鼻梁白鼻梁鼻大白上唇白・珠目正・右髪中・初地・左前半白・右前後三長白

生産牧場 北海道新ひだか町静内古川町 グランド牧場 北海道サマーセール 購買価格 ８，８２０，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 116 －



70 シャバダバダの１０ 牡・青 ２／１６

ブラックタイド
黒鹿 2001

－新種牡馬－

シャバダバダ
栗 2001

＊サンデーサイレンス

＊ウインドインハーヘア

サクラローレル

スプリングバンブー

Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere
Rainbow Quest

＊ローラローラ
＊ワツスルタツチ
サワーバンブー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（神正～ ＊種正） 5 h
Cosmah S 4×M 5 Northern Dancer M 4×S 5

価格： 購買者：

母 シャバダバダ（01 栗 サクラローレル）入着， ３勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
スプリングオー（09 牡 黒鹿 ソングオブウインド） １勝，サンライズＣ（１７００）３着

２代母 スプリングバンブー（90 栗 ＊ワツスルタツチ）６勝，小倉記念 ，朝日ＣｈＣ ２
着，北九州記念 ２着，小倉大賞典 ３着，エリザベス女王杯 ５着，エメラルドＳ ，
熱田特別，阪神ヤングＪｓＳ
バンブーユベントス（99 牡 マヤノトップガン）３勝，日経新春杯 ，青葉賞 ２着，中

日新聞杯 ２着，さわらび賞
バンブーボカ（00 牡 ＊フォーティナイナー） １３勝，とちぎマロニエＣ

２着，兵庫ゴールドＴ ３着，道営記念，瑞穂賞，赤レンガ記念，etc.
バンブーウエファ（03 牡 アグネスタキオン）３勝，初夢賞，鳴海特別

３代母 サワーバンブー（83 栗 ＊ジヨンテイオンブル）３勝
バンブーユージン（91 牡 ＊テンパレートシル）４勝，ゴールデンスパーＴ，平安建都１２０

０年記念，ゆきやなぎ賞，マーガレットＳ ３着，障害１勝
バンブーマリアッチ（95 牡 バンブーアトラス）６勝，愛知杯 ，福島記念 ３着（２回），

エプソムＣ ３着，エイプリルＳ ，千葉Ｓ，豊明特別，ほうせんか賞，白富士Ｓ
２着，秋野Ｓ ３着， ４勝

バンブーロドリゲス（97 牡 ＊フォーティナイナー）５勝，妙高特別

４代母 オレンジニンバス（76 栗 フアストバンブー）不出走
［子］ バンブーハンター（80 牡 ＊モバリツズ）８勝，ＣＢＣ賞３着，桶狭間特別，貴

船特別，秋分特別，九スポ新聞杯
［孫］ キサスキサスキサス（98 牝 ＊シアトルダンサー ）２９勝，九州記念２着

５代母 ニンバスバンブー（64 栗 ＊ニンバス）入着
［孫］ バンブーメモリー（85 牡 ＊モーニングフローリツク）８勝，安田記念 ，スプ

リンターズＳ ，高松宮杯 ，スワンＳ ，安田記念 ３着，etc.，日本レ
コ－ド（１２００），優短距（２回），種牡馬

バンブーゲネシス（89 牡 バンブーアトラス）８勝，マーチＳ ，ウインター
Ｓ ２着，アンドロメダＳ ，再度山Ｓ，摩耶Ｓ ３着，etc.

特 徴 流星鼻梁小白断鼻小白断上唇小白・珠目正・髪中・左前小白・左後一白

生産牧場 北海道日高町幾千世 幾千世牧場 北海道サマーセール 購買価格 ２，６２５，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 117 －



71 トゥインクルタイムの１０ 牡・栗 ２／２３

＊バゴ
黒鹿 2001

トゥインクルタイム
鹿 2004

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

フジキセキ

＊トゥインクルレイン

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Gilded Time

＊タシュジール

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Ole Liz ～ Evening Mist） 4 m
Mr. Prospector S 4×M 5 Halo M 4×S 5 Wild Risk S 5×M 5

価格： 購買者：

母 トゥインクルタイム（04 鹿 フジキセキ）２勝
初仔

２代母 ＊トゥインクルレイン（00 USA栗 Gilded Time）出走
シゲルメガミヤマ（06 牝 ＊チーフベアハート） ２勝

３代母 ＊タシュジール（93 USA栗 Slew o' Gold）英出走
＊シベリアンメドウ（99 牡 Meadowlake）３勝，京王杯２歳Ｓ ，プラタナス賞，オーシャ

ンＳ ３着，ＢＳＮ賞 ３着，バーデンバーデンＣ ３着

４代母 マシャーリフMashaarif（87 USA栗 Mr. Prospector）不出走
［子］ サグール Thaghr（97 牡 Bahri）那・丁・瑞・仏１３勝，デンマークジョッキー

クラブＣ３着
［孫］ アスローン Athlone（04 牝 Montjeu） 英・伊・仏４勝，ジュゼッペヴァリア

ニ賞 ，バッジオ賞

５代母 ラリダ Larida（79 USA栗 Northern Dancer）米１０勝，オーキッドＨ ，ボイリング
スプリングズＨ ，ヒルプリンスＳ ，デムワゼルＳ ２着，ダイアナＨ ２着，etc.

［子］ マジックオヴライフMagic of Life（85 牝 Seattle Slew）英４勝，コロネイショ
ンＳ ，ミルリーフＳ ，チェリーヒントンＳ ２着，プリンセスマーガ
レットＳ ３着

＊ブレーブテンダー（94 牡 Gulch）２勝，アーリントンＣ ，ＮＨＫマイルＣ
２着，ＮｚＴ４歳Ｓ ２着，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ ２着，クリスマスＳ ２
着，etc.，障害５勝

［孫］ エンシューズド Enthused（98 牝 Seeking the Gold）英３勝，ローザーＳ ，プ
リンセスマーガレットＳ ，チェリーヒントンＳ ２着

［曾孫］ チューニー（00 牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，クイーンＣ ，オークス ２
着，ターコイズＳ

ノルマンインヴェイダー Norman Invader（05 牡 War Chant） 愛・仏・香４
勝，ラウンドタワーＳ ，クリテリヨムドメゾンラフィット ２着，タラ
スＳ ３着

特 徴 小流星鼻梁小白鼻大白上唇小白・珠目上・波分・右前左後二白

生産牧場 栃木県那須郡那須町 恵比寿興業株式会社那須野牧場 北海道セレクションセール 購買価格 ６，３００，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 118 －



72 フィールザミリオンの１０ 牡・鹿 ４／２３

＊アルデバラン
鹿 1998

－新種牡馬－

＊フィールザミリオン
黒鹿 2003

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

Aptitude
アプティチュード

Feel the Capote
フィールザカポーティ

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
A.P. Indy
Dokki
Capote
Feel the Beat

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Lady Comfey ～ Snoot） 7
Seattle Slew M 4×M 4 Northern Dancer M 4×S 5 Buckpasser S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊フィールザミリオン（03 USA黒鹿 Aptitude）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 フィールザカポーティ Feel the Capote（93 USA黒鹿 Capote）不出走
＊クイックコンシエロ（97 牡 Conquistador Cielo）３勝
＊プリティコンシエロ（99 牝 Conquistador Cielo）３勝，尾張特別，古町特別
＊フィールザビュウ（00 牝 Distant View）３勝

フィールザファン（07 牝 デュランダル） １勝
フィールザライト（08 牝 ＊ファンタスティックライト） 入着， ２勝
フィールザラブ（09 牝 デュランダル） １勝

＊クイッククラフティ（01 牝 Crafty Prospector）１勝

３代母 フィールザビート Feel the Beat（85 USA黒鹿 Shimatoree）米１４勝，バレリーナＳ
，インタバラＨ （２回），メドーランズＢＣＨ ，マスケットＳ ２着，etc.

ユーハヴザビートUhavethebeat（97 牝 Unbridled）不出走
キャントビートイト Can't Beat It（03 Atticus） 米・加６勝，コールダーダービ

ー ，アメリカンダービー ２着，ピートアゼルムＳ

４代母 ヒンターランド Hinterland（70 USA黒鹿 Tulyar）米１７勝，シープスヘッドベイＨ
２着，ラスパルマスＨ ３着

［子］ ハートライト Heartlight（81 牝 Majestic Light）米４勝，ミスグリジョＳ ，ハ
ニムーンＨ ２着，セニョリータＳ ，ヤンキーガールＳ ３着，リトル
シルヴァーＨ ３着

［孫］ アラビアンライト Arabian Light（98 牡 Fly So Free）米３勝，ブリーダーズフ
ュチュリティ ，デルマーフュチュリティ ３着，種牡馬

ノーヴェンバーサンセット November Sunset（92 Runaway Groom）米１０勝，
サルヴェイターマイル ３着

ドーナトクイーン Donut Queen（90 牝 Badger Land）米７勝，ブリティッシュ
コロンビアオークス ２着

［曾孫］ ミスティクママMystic Mama（09 牝 Scat Daddy） 米入着３回，ミスグリジ
ョＳ ２着

＊プライムチェアー（95 牡 Silver Deputy）４勝，洲本特別

特 徴 珠目上・波分長・初地・左沙流上

生産牧場 北海道新ひだか町三石旭町 山際セントラルスタッド 北海道サマーセール 購買価格 ４，２００，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 119 －



73 スティルシャインの１０ 牡・鹿 ４／ ４

＊タイキシャトル
栗 1994

スティルシャイン
鹿 2003

Devil's Bag
デヴィルズバッグ

＊ウェルシュマフィン

＊エリシオ

シンデレラガール

Halo
Ballade
Caerleon
Muffitys
Fairy King
Helice

＊アフリート
＊バーブスボールド

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Goofed ～ Cerda） 17 b
Northern Dancer M 4×S 5

価格： 購買者：

母 スティルシャイン（03 鹿 ＊エリシオ）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ケイオーワールド（08 牡 栗 マヤノトップガン） ３勝

２代母 シンデレラガール（98 栗 ＊アフリート）出走
サトノバロン（06 ＊シンボリクリスエス） １勝，障害１勝

３代母 ＊バーブスボールド（78 USA黒鹿 Bold Forbes）仏１勝，フィユドレール賞 ２着
フックトビッドHooked Bid（83 牝 Spectacular Bid）英１勝

マジカルミスMagical Miss（98 牝 ＊デインヒル）豪４勝，コーフィールド１０００ギニ
ー ，ＶＲＣオークス ，メムシーＳ ，アンダーウッドＳ ２着，ジョンＦ
フィーハンＳ ２着

＊ページプルーフ（88 牝 Seattle Slew）米１勝
＊シーキングザパール（94 牝 Seeking the Gold）米・仏１勝，モーリスドギース賞 ，７勝，

ＮＨＫマイルＣ ，ＮｚＴ４歳Ｓ ，デイリー杯３歳Ｓ ，安田記念 ３着，etc.
＊シーキングザダイヤ（01 牡 Storm Cat）４勝，ＮｚＴ ，アーリントンＣ ，etc.，

３勝，彩の国浦和記念 ，日本ＴＶ盃 ，兵庫ゴー
ルドＴ ，etc.，種牡馬

４代母 グーフト Goofed（60 USA栗 Court Martial）米４勝，レイディーズＨ，パジャント
Ｈ２着，マーゲイトＨ３着，ジャージーベルＳ３着
［子］ リファール Lyphard（69 牡 Northern Dancer）愛・英・仏６勝，ジャックルマ

ロワ賞，フォレ賞，ダリュー賞，ムーランドロンシャン賞２着，ラグラン
ジュ賞，etc.，種牡馬

ノビリアリー Nobiliary（72 牝 Vaguely Noble）愛・米・英・仏４勝，サンタラ
リ賞 ，ワシントンＤＣ国際 ，英ダービー ２着，仏１０００ギニー ２着，
愛オークス ３着，etc.

［曾孫］ アーベイン Urbane（92 牝 Citidancer）米８勝，アシュランドＳ ，ジョンＡモ
リスＨ ，デラウェアＨ ，ケンタッキーオークス ２着，ハリウッドス
ターレットＳ ２着，etc.

特 徴 小星・珠目正・吭搦二・髪中・波分・左後双門

生産牧場 北海道新ひだか町静内田原 千代田牧場 北海道サマーセール 購買価格 ５，４６０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 120 －



74 ヒットザボードの１０ ・鹿 ４／ ８

ネオユニヴァース
鹿 2000

＊ヒットザボード
鹿 1996

＊サンデーサイレンス

＊ポインテッドパス

A.P. Indy
エイピーインディ

Dans l'Argent
ダンラルジャン

Halo
Wishing Well
Kris
Silken Way
Seattle Slew
Weekend Surprise
Danzig
Clef d'Argent

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Marche Lorraine） 8 k
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：

母 ＊ヒットザボード（96 USA鹿 A.P. Indy）米３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），海外－１（２），地方－１（１）〕
タープス Terps（03 USA牡 鹿 Tiznow）米２勝
オースミザボード（04 牡 栗 Distorted Humor）１勝
ベストロング（05 牡 鹿 ＊コロナドズクエスト）２勝
バリスタ（07 牝 黒鹿 マンハッタンカフェ） １勝

２代母 ダンラルジャンDans l'Argent（86 USA鹿 Danzig）米１勝
レイザーレイクRaysor Lake（94 牝 Private Account）不出走

ユーベットワーイーヴンUbetwereven（01 牝 ＊フレンチデピュティ）不出走
フィールザットファイア Feel That Fire（07 牝 Lightnin N Thunder） 米３勝，
ブルースパークラーＳ

３代母 クレダルジャン Clef d'Argent（76 USA鹿 Key to the Mint）米５勝，テストＳ
＊シルヴアーヴオイス（83 牡 The Minstrel）米５勝，マンハッタンＨ ，ポーカーＳ ３着，

サヴァイヴァーＳ ，マイアミＨ ２着，ブルーラークスパーＳ ３着，etc.，種牡馬
フォクシーズファイネスト Foxey's Finest（88 牝 Private Account）不出走

カリブープロスペクター Cariboo Prospector（01 Ide）米・加３勝，カナディアン
ダービー ３着

ダンジグキーDanzig Key（89 牝 Danzig）不出走
マーサズミュージックMartha's Music（99 牝 Sultry Song）サ・米８勝，アンアラン

デルＳ ，マーサワシントンＢＣＳ
ナインキーズ Nine Keys（90 牝 ＊フォーティナイナー）米７勝，アップルブラッサムＨ

，ランパートＨ ，モンマスパークＢＣＨ ，ハニービーＨ ，セイビンＨ ２
着，コラルゲイブルズＨ ２着
ストームキー Storm Key（96 牝 Storm Cat）不出走
デザートキー Desert Key（05 牡 E Dubai） 米３勝，キングズビショップＳ
２着，アムステルダムＳ ２着，ギャラントボブＨ ２着

４代母 メイドオヴフランスMaid of France（68 USA鹿 Sir Gaylord）米４勝
［子］ フレンチコロニアル French Colonial（75 牡 Tom Rolfe）米８勝，マンノウォー

Ｓ ，ニッカボッカーＨ ，種牡馬

特 徴 珠目上・吭搦・波分・初地・沙流上・左前小白

生産牧場 北海道新ひだか町静内目名 井高牧場 北海道サマーセール 購買価格 ５，２５０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 121 －



75 ホットマイハートの１０ ・栗 ２／２７

アドマイヤジャパン
栗 2002

ホットマイハート
栗 1996

＊サンデーサイレンス

ビワハイジ

＊モガンボ

＊ブラッシングインザレイン

Halo
Wishing Well
Caerleon

＊アグサン
Mr. Prospector
Lakeville Miss
Blushing Groom

＊ダンシンインザレイン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Best in Show） 8 f
Nijinsky S 4×M 4

価格： 購買者：

母 ホットマイハート（96 栗 ＊モガンボ） ７勝，こまくさ賞（１７００），すみれ賞
（１８００）３着

〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（１１）〕
カシノマイハート（04 牝 芦 アドマイヤコジーン）１勝
シゲルデセオ（05 牡 鹿 ＊ジョリーズヘイロー） １勝
ザンスデヤンス（06 牡 栗 ＊アサティス） ９勝
ギャクダカラ（08 牡 栗 ＊グラスワンダー） １勝
リコーファントム（09 牡 鹿 ＊ホワイトマズル） 地方不出走

２代母 ＊ブラッシングインザレイン（88 USA鹿 Blushing Groom）不出走
トーホウシデン（97 牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，中山金杯 ，菊花賞 ２着，毎日王

冠 ２着，セントライト記念 ２着，日本ダービー ４着，etc.
オースミブラッシー（98 牝 ナリタブライアン）出走

ザグ（06 牡 ニューイングランド）１勝， ４勝，スパーキングサマーＣ３着
トライワンズラック（99 牡 ＊トニービン）６勝，フェアウェルＳ，シャングリラ賞

３代母 ＊ダンシンインザレイン（80 USA鹿 Nijinsky）米２勝
ベストダンシング（90 牝 ＊トニービン）３勝，サンスポ阪神牝馬特別 ２着，中山牝馬

Ｓ ３着，エリザベス女王杯 ５着，豊栄特別，福寿草特別
ベストアルバム（00 牝 メジロライアン）５勝，ローズＳ ３着，千里山特別，許波

多特別，西海賞，萩Ｓ ３着，etc.

４代母 ショーレイディ Show Lady（76 USA鹿 Sir Ivor）不出走
［孫］ ハリケインスカイ Hurricane Sky（91 牡 Star Watch）豪６勝，オールエイジドＳ

，ブルーダイアモンドＳ ，コーフィールドオータムクラシック ，Ｃ
ＦオールＳ ２着，ＶＲＣオーストラリアンギニーズ ２着，etc.，種牡馬

ヒーズノーパイイーター He's No Pie Eater（03 牡 Canny Lad）豪５勝，チッピ
ングノートンＳ ，ローズヒルギニーズ ，スプリングチャンピオンＳ
３着，ラントゥザローズＨ ２着

［曾孫］ リドゥツチョイス Redoute's Choice（96 牡 ＊デインヒル）豪５勝，ＣＦオール
Ｓ ，コーフィールドギニーズ ，ＭＶＲＣマニカトＳ ，ブルーダイア
モンドＳ ，オーストラリアＳ ２着，etc.，種牡馬

特 徴 流星鼻梁白鼻大白断上下唇白・珠目上・吭搦二・髪中・前左後三長白

生産牧場 北海道新冠町高江 オリエント牧場 北海道サマーセール 購買価格 ３，１５０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 122 －



76 チアズスワローの１０ ・芦 ２／ ９

＊スウェプトオーヴァーボード
芦 1997

チアズスワロー
鹿 2004

＊エンドスウィープ

Sheer Ice
シアーアイス

＊フレンチデピュティ

チアズダンサー

＊フォーティナイナー
Broom Dance
Cutlass
Hey Dolly A.
Deputy Minister
Mitterand
アンバーシヤダイ
シヤトーフオモサ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ネロリ） 13 c
Northern Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：

母 チアズスワロー（04 鹿 ＊フレンチデピュティ）入着
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 チアズダンサー（93 鹿 アンバーシヤダイ）２勝，エルフィンＳ ， 入着，グラン
シャリオＣ３着
チアズブライトリー（98 牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，七夕賞 ，京阪杯 ，鳴尾記念

２着，すみれＳ ，中京３歳Ｓ ，etc.，種牡馬
チアズメッセージ（00 牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ ，ダービー卿Ｃｈ

Ｔ ２着，マーメイドＳ ２着，愛知杯 ２着，チューリップ賞 ３着，etc.
プレファシオ（07 牡 ＊クロフネ） ４勝，昇竜Ｓ ，岩国特別

ラッセルバローズ（03 牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，東山特別

３代母 シヤトーフオモサ（77 青 ＊シヤトーゲイ）３勝，ガーベラ賞
ハヤノキフジン（90 牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，カーネーションＣ ，ミモザ

賞，六甲Ｓ ３着
エムジークロス（96 牝 モガミチャンピオン） １勝，関東オークス３着
サンポンド（99 牡 ＊ラシアンボンド） １１勝，スパーキングサマーＣ２着
バリオス（00 牡 ＊シャンハイ）４勝，メルボルンＴ，栗東Ｓ ２着

４代母 ＊ネロリ（69 FR青 Dan Cupid）不出走

５代母 オーラダAurada（62 FR 鹿 Aureole）仏入着

６代母 コレジャダ Corejada（47 FR 鹿 Pharis）英・仏５勝，愛オークス，仏１０００ギニー，チ
ヴァリーパークＳ，ローザーＳ，仏オークス２着，etc.
［子］ アポロニア Apollonia（53 牝 Djebel）仏６勝，仏オークス，仏１０００ギニー，仏グ

ランクリテリヨム，モルニー賞，グロット賞，etc.
マシープMacip（52 牡 Marsyas）英・独・仏６勝，アスコットゴールドＣ，ロ
イヤルオーク賞，モーリスドニュイユ賞，ケルゴルレイ賞，リュパン賞３
着，etc.，種牡馬

＊アーコー（59 牡 Arbar）英・仏３勝，コンセイユミュニシパル賞，英ダービー
２着，マルセイユ大賞２着，種牡馬

特 徴 流星・珠目正・吭搦左・髪中・波分・初地

生産牧場 北海道新ひだか町静内豊畑 今 牧場 北海道サマーセール 購買価格 ３，１５０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 123 －



77 ブライアンズソノの１０ ・黒鹿 ３／ ４

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

ブライアンズソノ
鹿 2000

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

マヤノトップガン

シスターソノ

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
＊ブライアンズタイム
＊アルプミープリーズ
＊ナスルエルアラブ
ロジータ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊チツプトツプ） 4 m
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：

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

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

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

３代母 ロジータ（86 鹿 ＊ミルジヨージ） １０勝，川崎記念，東京大賞典，東京王冠賞，東
京ダービー，羽田盃，桜花賞，京浜盃，ニューイヤーＣ，報知オールスターＣ２着，東京
３歳優駿牝馬３着
オースミサンデー（94 牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，弥生賞 ２着
イブキガバメント（96 牡 ＊コマンダーインチーフ）８勝，鳴尾記念 ，朝日ＣｈＣ ，京

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

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

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

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

ートダービー ２着，関東オークス ２着

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

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

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

特 徴 鼻梁小白鼻梁白鼻大白上唇白・珠目正・髪中・右前後三白

生産牧場 北海道浦河町野深 村下 清志 北海道サマーセール 購買価格 ３，１５０，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 124 －



78 シャカラカベイビーの１０ ・栗 ４／１０

オレハマッテルゼ
栗 2000

＊シャカラカベイビー
栗 2000

＊サンデーサイレンス

カーリーエンジェル

Nashwan
ナシュワン

Party Doll
パーティードール

Halo
Wishing Well

＊ジヤツジアンジエルーチ
ダイナカール
Blushing Groom
Height of Fashion
Be My Guest
Midnight Lady

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Ampola ～ Blue Denim） 16 c
Northern Dancer M 4×S 5

価格： 購買者：

母 ＊シャカラカベイビー（00 IRE 栗 Nashwan）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：海外－２（６）〕
イースタンウォリアー Eastern Warrior（06 GB 栗 Barathea） 英・独４勝
バララカBaralaka（07 GB 栗 Barathea） サ・英２勝

２代母 パーティードール Party Doll（86 GB栗 Be My Guest）伊・仏４勝，ラカマルゴ賞
，ヴァレードージュ賞 ，クリテリヨムドベケ ，ラフレーシュ賞 ２着

パーティブルーム Party Bloom（91 牝 ＊バイアモン）独入着
パレイア Pareia（04 牝 Areion） 独４勝，バーデンバーデンＣ ３着

ティトゥスリヴィウス Titus Livius（93 牡 Machiavellian）米・英・独・仏３勝，グロシ
ェーヌ賞 ，２歳クリテリヨム ，エクリプス賞 ，キングズスタンドＳ ２着，
モーリスドギース賞 ３着，etc.，種牡馬

ドリューシュカDoliouchka（94 牝 Saumarez）仏１勝
ホックニー Hockney（02 牡 Zafonic）カ・仏５勝，デルビーデルウェスト ，ミシェ

ルウィヴェ賞
パーティゼイン Party Zane（96 牝 Zafonic）仏１勝，ゼダーン賞 ２着

ザニーボーイ Zanyboy（00 Night Shift）仏４勝，ラロシェット賞 ３着
ザネトン Zaneton（01 牝 Mtoto）不出走
ザゴラ Zagora（07 牝 Green Tune） 米・加・仏６勝，ダイアナＳ ，エンデヴ
ァーＳ ，プシシェ賞 ，ヴァントー賞 ，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ
２着，etc.

ザネ Zanet（08 牝 Enrique） 仏３勝，デラーント賞 ３着
バハマドリーム Bahama Dream（97 牝 Machiavellian）米・仏４勝，セルクル賞 ２着

ハイドリーム High Dream（04 牡 High Yield）仏２勝，モンテニカ賞 ２着
ブリセイダ Briseida（05 牝 Pivotal）英・独・仏２勝，独１０００キニー ，ヴィンターケー

ニギン賞 ３着，ベルベリスレネン ２着

３代母 ミッドナイトレイディMidnight Lady（75 FR 鹿 Mill Reef）英１勝
マリアイザベラMaria Isabella（81 牝 Young Generation）仏入着

ストレイザンド Streisand（91 牝 Unfuwain）伊５勝，伊オークス ２着，リディアテシオ
賞 ３着，ミネルヴァ賞 ，ブオンタレンタ賞 ２着，欧生産者基金賞 ２着，etc.

特 徴 流星鼻梁白鼻梁鼻大白断上唇小白・珠目上・左初地・左沙流上・右前一白・後二長白

生産牧場 北海道新ひだか町静内農屋 畠山牧場 北海道サマーセール 購買価格 ２，６２５，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 125 －



79 ピアソラの１０ ・黒鹿 ４／１０

マンハッタンカフェ
青鹿 1998

ピアソラ
鹿 2002

＊サンデーサイレンス

＊サトルチェンジ

Quiet American
クワイエトアメリカン

＊ソルヴァラ

Halo
Wishing Well
Law Society
Santa Luciana
Fappiano
Demure
Nureyev
Shadowlawn

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Schwarzgold） 16 c
Dr. Fager M 4×M 5 Nearctic M 5×M 5

価格： 購買者：

母 ピアソラ（02 鹿 Quiet American）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アイティキング（08 牡 鹿 アグネスフライト） １勝
シゲルマンゴスチン（09 牝 鹿 ゼンノロブロイ） 出走

２代母 ＊ソルヴァラ（95 USA鹿 Nureyev）仏出走
メリーイベンター（06 牝 マンハッタンカフェ） ５勝

３代母 シャドーローン Shadowlawn（85 GB栗 Glint of Gold）不出走
＊ソースマジーク（96 牝 Nureyev）不出走

リキアイグレイト（03 牡 ダンスインザダーク） １勝

４代母 セネカ Seneca（73 FR 鹿 Chaparral）仏１勝
［子］ サガス Sagace（80 牡 Luthier）仏８勝，凱旋門賞 ，イスパーン賞 ，ガネー賞

，コンセイユドパリ賞 ，フォワ賞 （２回），ニエル賞 ，凱旋門賞
２着，ガネー賞 ２着，種牡馬

＊スターリフト（84 牡 Mill Reef）米・仏８勝，ロイヤルオーク賞 ，エヴリ大
賞 ，アルクール賞 ，フォワ賞 ，ＢＣターフ ３着，etc.，種牡馬

シンプリーグレイト Simply Great（79 牡 Mill Reef）英２勝，ダンテＳ ，セプ
テンバーＳ ３着，種牡馬

スクトゥールブルー Scooter Bleu（88 牡 Commanche Run）仏１勝，リス賞
３着，種牡馬

［孫］ ソングライター Song Writer（00 牡 Monsun）ス・独・仏５勝，ハンザ賞 ２着

５代母 シェンブルン Schonbrunn（66 GER鹿 Pantheon）独・仏６勝，ドーヴィル大賞，独
オークス，独１０００ギニー，フロール賞２着，フォワ賞３着，etc.
［孫］ スタンラン Steinlen（83 牡 Habitat）米・仏２０勝，ＢＣマイル ，アーリントン

ミリオンＳ ，ハリウッドターフＨ ，バーナードバルークＨ ，エルリ
ンコンＨ ，etc.，種牡馬

［曾孫］＊ザグレブ（93 牡 Theatrical）愛・仏２勝，愛ダービー ，種牡馬
シュペルセレブル Super Celebre（00 牡 ＊パントレセレブル）仏２勝，ノアイ
ユ賞 ，仏ダービー ２着，リュパン賞 ２着，種牡馬

特 徴 流星鼻梁小白鼻梁白鼻大白・珠目正・髪中・右二白

生産牧場 北海道新冠町節婦町 川島牧場 セレクトセール 購買価格 ７，３５０，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 126 －



80 クイーンズバンダムの１０ ・鹿 ２／２６

＊ザール
黒鹿 1995

＊クイーンズバンダム
栗 1995

Zafonic
ザフォニック

Monroe
モンロ－

El Gran Senor
エルグランセニョール

Out On the Town
アウトオンザタウン

Gone West
Zaizafon
Sir Ivor
Best in Show
Northern Dancer
Sex Appeal
Spend a Buck
Fanfreluche

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Fanfreluche ～ Reply） 4 g
Best in Show S 3×M 4 Northern Dancer M 3×M 4×S 5 Buckpasser M 4×M 5

価格： 購買者：

母 ＊クイーンズバンダム（95 USA栗 El Gran Senor）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（７）〕
バンダムジョリー（99 去勢馬 黒鹿 ＊ジョリーズヘイロー）入着２回， ７勝
センタービアー（01 牡 鹿 ＊ウォーニング）１勝
ケーニギンキルシェ（09 牝 栗 ＊ケイムホーム） 不出走

２代母 アウトオンザタウンOut On the Town（88 USA栗 Spend a Buck）米入着
スピンジャイヴ Spinjive（92 牝 Cure the Blues）米４勝

＊コスモジャイブ（01 牡 Redoute's Choice）３勝，ウインズ津軽リフレッシュＯＰ記
念， １９勝，黒潮マイルＣｈＳ３着

ウェスタンアワーWestern Hour（94 牝 Gone West）米・英・仏１勝，バリーマコールス
タッドＳ ３着

ヘヴンリーナイトHeavenly Night（99 牝 Woodman）米２勝
ミスシャマルダルMiss Shamardal（06 牝 Shamardal） 豪３勝，レジナルドアレン

クオリティＨ ３着

３代母 ファンフルリュシュ Fanfreluche（67 CAN鹿 Northern Dancer）米１１勝，アラバマＳ，
スピンスターＳ２着，ガゼルＨ３着，マニトバダービー，クイーンズプレイトＳ２着
グランリュックスGrand Luxe（74 牝 Sir Ivor）米１０勝

サルヴォーラ Salvora（82 牝 Spectacular Bid）仏１勝
＊オーブアンディアンヌ（90 牝 Bluebird）米・仏５勝，イエローリボン招待Ｓ ，

ラスパルマスＨ ，メイトリアークＳ ２着，サンタアナＨ ３着，ウィ
ルシャーＨ ３着，etc.

ロールズ Rolls（84 牝 Mr. Prospector）不出走
フライイングスパー Flying Spur（92 牡 ＊デインヒル）豪６勝，ＶＲＣオーストラ
リアンギニーズ ，オールエイジドＳ ，ゴールデンスリッパーＳ ，ピータ
ーパンＳ ，コーフィールドＢダイアモンドプレリュード ，etc.，種牡馬

ロンヴィト L'On Vite（86 牝 Secretariat）不出走
ホーリーローマンエンペラー Holy Roman Emperor（04 牡 ＊デインヒル）愛・英・

仏４勝，フィーニクスＳ ，ジャンリュクラガルデール賞 ，レイルウェイＳ
，デューハーストＳ ２着，愛ナショナルＳ ２着，種牡馬

特 徴 流星鼻梁小白断鼻梁白断鼻小白・珠目上・髪中・左後細長白・右後一白

生産牧場 青森県十和田市 長谷地 義正 八戸市場 購買価格 １，５７５，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 127 －



81 チェロキーステージの１０ ・青鹿 ４／１３

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

＊チェロキーステージ
鹿 1994

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

Cherokee Colony
チェロキーコロニー

Middle Stage
ミドルステイジ

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Pleasant Colony
Cherokee Phoenix
Stage Door Johnny
Patelin

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Thorn Apple ～ Last Straw） 23 b
Bold Ruler S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊チェロキーステージ（94 USA鹿 Cherokee Colony）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（４２）〕
コウセイユキムスメ（99 牝 芦 ＊ブラックタイアフェアー）２７勝
ジェイドヒメ（02 牝 鹿 ＊ジェイドロバリー） ２勝
テイエムルパン（03 牡 鹿 テイエムオペラオー）１０勝
マイネナデシコ（04 牝 鹿 サツカーボーイ）２勝
ヘイハチオーシャン（06 牝 鹿 ＊デザートキング） １勝
リックラヴ（08 牝 鹿 ＊マイネルラヴ） ２勝

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

センターボックス Center Box（84 牝 Run the Gantlet）米４勝，ダンスアロットＳ ，モカ
シンＳ ，ジャージーベルＳ ３着，レヴェルベストＳ ３着
パレスライン Palace Line（89 ＊パレスミュージック）米９勝，ガーデンステイト

Ｓ ２着，ジャージーダービー ３着，カウントフリートＳ ３着
フェザーボックス Feather Box（93 牡 Cherokee Colony）米２勝，ゴーサムＳ ３着

ミドルプロスペクトMiddle Prospect（88 牝 Mr. Prospector）不出走
クリースインハージーンズ Creaseinherjeans（97 牝 Pleasant Tap）米４勝，バングルズ

アンドビーズＳ ，カミラアーソーＨ ２着，チャールズＨラサルＨ ２着
ルックハニー Look Honey（00 牡 Sadler's Wells）仏３勝，ウジェーヌアダム賞 ，パ

リ大賞 ３着，ラクープ ３着，シュレーヌ賞 ２着，種牡馬
ソプランプロモ Sopran Promo（04 Montjeu） 伊６勝，ジウビレオ賞 ，ツィルコマ

ッシモ賞 ，エマヌエーレフィリベルト賞 ，ネアルコ賞 ３着，伊・障害１勝

３代母 パトラン Patelin（68 USA青 Cornish Prince）米５勝，セリマＳ，スカイラヴィルＳ，ア
ルシバイアディズＳ，メイトロンＳ２着，スピナウェイＳ２着，アディロンダックＳ３着
ノーザンミーティアNorthern Meteor（75 牝 Northern Dancer）米４勝

エイフェノメノン A Phenomenon（80 牡 Tentam）米６勝，ヴォスバーグＳ ，ジェ
ロームＨ ，ジムダンディＳ ，メトロポリタンＨ ２着，トムフールＳ ２
着，ジャマイカＨ ２着，カーターＨ ３着

特 徴 珠目上・波分・四白

生産牧場 北海道浦河町絵笛 谷口牧場 北海道サマーセール 購買価格 ７，６６５，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 128 －



82 グランドアメリフローラの１０ ・黒鹿 ２／ ９

マンハッタンカフェ
青鹿 1998

＊グランドアメリフローラ
鹿 2004

＊サンデーサイレンス

＊サトルチェンジ

Grand Slam
グランドスラム

Lady Ameriflora
レイディアメリフローラ

Halo
Wishing Well
Law Society
Santa Luciana
Gone West
Bright Candles
Lord Avie
Ameriflora

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

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

価格： 購買者：

母 ＊グランドアメリフローラ（04 USA鹿 Grand Slam）不出走
初仔

２代母 レイディアメリフローラ Lady Ameriflora（94 USA栗 Lord Avie）米２勝
フォーチュネトデイヴ Fortunate Dave（99 牡 Lear Fan）英１勝，英・障害４勝

３代母 アメリフローラAmeriflora（89 USA鹿 Danzig）不出走
＊グラスワンダー（95 牡 Silver Hawk）９勝，有馬記念 （２回），宝塚記念 ，朝日杯３歳

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

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

アルサリブ Al Tharib（04 牡 Silver Hawk）英２勝，セプテンバーＳ ２着

４代母 グレイスフルタッチGraceful Touch（78 USA鹿 His Majesty）米４勝
［子］ トリビュレイション Tribulation（90 牝 Danzig）米５勝，Ｑエリザベス二世チ

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

グレイスフルダービー Graceful Darby（84 牝 Darby Creek Road）米８勝，ヴァ
イオレットＨ ，クイーンシャーロットＨ ，Ｑエリザベス二世チャレ
ンジＣ招待Ｓ ，ニジャナＳ ，デムワゼルＳ ３着，etc.

［孫］ ストールクリーク Stalcreek（90 牝 Stalwart）米５勝，ラカニャーダＳ ，リン
ダヴィスタＨ ，サンタアニタオークス ２着，サンタマルガリータＨ
３着，エルエンシノＳ ３着，etc.

ボールドホーク Bold Hawk（04 Silver Hawk）米３勝，ホーソーンダービー
，ハリウッドダービー ３着

グレイスフルキャット Graceful Cat（98 牝 Forest Wildcat）米３勝，ワシントン
オークス ，エメラルドディスタフＨ ２着

コショクトン Coshocton（99 牡 Silver Hawk）英２勝，プリドミネイトＳ ，ア
スコットオータムＳ ２着

［曾孫］ ラティー La Tee（04 牝 Broken Vow）米３勝，セナターケンマディＨ ２着，
ランチョベルナルドＨ ３着，ウィルシャーＨ ３着

特 徴 額刺毛・珠目上・髪中・波分長・左後小白

生産牧場 北海道新ひだか町静内真歌 タイヘイ牧場 北海道サマーセール 購買価格 ４，７２５，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 129 －



83 メジロマルチネスの１０ ・栗 ３／ ８

デュランダル
栗 1999

メジロマルチネス
栗 1997

＊サンデーサイレンス

サワヤカプリンセス

＊フォーティナイナー

メジロモントレー

Halo
Wishing Well

＊ノーザンテースト
＊スコツチプリンセス
Mr. Prospector
File

＊モガミ
メジロクインシー

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
Northern Dancer S 4×M 5

価格： 購買者：

母 メジロマルチネス（97 栗 ＊フォーティナイナー）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－４（４）〕
メジロドルフィン（02 牡 栗 メジロマックイーン）１勝
メジログラーヴェ（03 牝 鹿 メジロライアン）１勝
メジロアースラ（05 牝 青鹿 ＊ブラックホーク）１勝
メジロライダー（06 牡 黒鹿 サクラバクシンオー）１勝
メジロガラメキ（09 牝 栗 ＊ボストンハーバー） 不出走

２代母 メジロモントレー（86 黒鹿 ＊モガミ）７勝，ＡＪＣＣ ，Ａｒ共和国杯 ，金杯 ，
クイーンＳ ，フラワーＣ ３着，オークス ５着，松前特別
メジロアトラス（95 メジロマックイーン）６勝，金蹄Ｓ，丹沢Ｓ，阿寒湖特別，障害１

勝， 入着，ダイオライト記念 ３着

３代母 メジロクインシー（81 鹿 ＊フイデイオン）不出走
メジロライリー（90 牝 ＊モガミ）３勝，房総特別，新緑賞，カーネーションＣ ２着

４代母 メジロボサツ（63 栗 ＊モンタヴアル）９勝，朝日杯３歳Ｓ，サンスポ四歳牝馬特別，
函館記念，オークス２着，桜花賞３着，etc.，優３牝
［子］ メジロゲツコウ（68 牡 ＊パーソロン）１０勝，スプリングＳ，弥生賞，皐月賞５

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

松前特別，東スポ杯 ２着
メジロヘンリー（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.

［曾孫］ メジロドーベル（94 牝 メジロライアン）１０勝，オークス ，秋華賞 ，エリザベス
女王杯 （２回），阪神３歳牝馬Ｓ ，オールカマー ，府中牝馬Ｓ ，桜花賞
２着，産経大阪杯 ２着，中山牝馬Ｓ ２着，チューリップ賞 ３着，宝塚

記念 ５着，いちょうＳ ，サフラン賞，優３牝，優４牝，優父内，優古牝（２回）
メジロマドンナ（87 牝 ＊モガミ）２勝，フラワーＣ ３着，黒竹賞，クロッカ
スＳ ３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

特 徴 流星鼻梁白鼻梁小白鼻白・下唇白・珠目二・髪中・初地・右前後三長白

生産牧場 北海道洞爺湖町成香 メジロ牧場 北海道サマーセール 購買価格 ７，４５５，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 130 －



84 アピューリアの１０ ・栗 ４／ ６

＊タイキシャトル
栗 1994

＊アピューリア
栗 1999

Devil's Bag
デヴィルズバッグ

＊ウェルシュマフィン

Kingmambo
キングマンボ

Hispanolia
イスパノリア

Halo
Ballade
Caerleon
Muffitys
Mr. Prospector
Miesque
Kris
Histoire

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Solar Myth ～ Keystone） 1 w
Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊アピューリア（99 USA栗 Kingmambo）仏入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
テオーリア（06 牝 鹿 ＊ワイルドラッシュ） ３勝
クリスタルパール（08 牝 黒鹿 ＊ファンタスティックライト） 入着３回

２代母 イスパノリア Hispanolia（85 FR 栗 Kris）仏２勝，メリサンド賞 ，シャルルラフ
ィット賞 ２着，ムードン賞 ２着
マリーミーマリーミーMarry Me Marry Me（90 牝 Blushing Groom）米入着２回

アイウィルアイウィル I Will I Will（96 牝 Chief's Crown）米入着
ワンアイドウィリングOne Eyed Willing（00 Devongate） 米・加６勝

３代母 イストワールHistoire（79 FR 黒鹿 Riverman）仏１勝
ヒッティアス Hittias（84 牡 Touching Wood）米・仏７勝，セネカＨ ３着，タンティエ

ーム賞 ３着，種牡馬
ウマルダーヤ Oumaldaaya（89 牝 Nureyev）英・伊・仏３勝，リディアテシオ賞 ，ルー

ペＳ
ハーミ Haami（95 牡 Nashwan）愛・米・英・独５勝，デズモンドＳ ，ディクシー

Ｓ ２着，ビーズウィングＳ ２着，アールオヴセフトンＳ ２着，エッティ
ンゲンレネン ３着，ソラリオＳ ３着，ダーリーＳ ，サマーヴィルタタソ
ールＳ ，シルヴァートロフィ ２着，種牡馬

アユンAyun（00 牝 Swain）英３勝
アクマル Akmal（06 Selkirk） 英８勝，ヘンリー二世Ｓ ，ジョッキークラ
ブＣ ，サガロＳ ２着，ノエルマーレスＳ ，アストンパークＳ ３着

＊ワディア（90 牝 Lyphard）英出走
ワディラム（01 牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，米子Ｓ ，乙訓特別

＊エルハーブ（91 牡 Chief's Crown）英４勝，英ダービー ，ダンテＳ ，エクリプスＳ ３
着，ホーリスヒルＳ ３着，フィールデンＳ ２着，種牡馬

マウヒバMawhiba（94 牝 Dayjur）英出走
シャイビア Chaibia（03 牝 ＊パントレセレブル）米・仏３勝，プシシェ賞 ，アシー

ニアＨ ２着，ハニーフォクスＨ ３着，ファンランド賞

特 徴 流星断鼻梁白鼻大白・珠目正・左後一白

生産牧場 北海道様似町朝日丘 富田 恭司 北海道サマーセール 購買価格 ４，２００，０００円

育成場 日高育成牧場

－ 131 －



欠場

85 シルクアンフィニの１０ ・鹿 ２／１８

＊マイネルラヴ
青鹿 1995

シルクアンフィニ
鹿 2001

Seeking the Gold
シーキングザゴールド

Heart of Joy
ハ－トオヴジョイ

＊ブライアンズタイム

＊ブラッシングインザレイン

Mr. Prospector
Con Game

＊リイフオー
Mythographer
Roberto
Kelley's Day
Blushing Groom

＊ダンシンインザレイン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Best in Show） 8 f
Nashua S 5×M 5 Hasty Road S 5×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 シルクアンフィニ（01 鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
シルクデスティニー（07 牝 鹿 フサイチコンコルド） ２勝
ネジューデシュバル（08 牝 鹿 スズカマンボ） 入着６回
ハイウインド（09 牝 鹿 キングカメハメハ） 出走

２代母 ＊ブラッシングインザレイン（88 USA鹿 Blushing Groom）不出走
ホットマイハート（96 牝 ＊モガンボ） ７勝，こまくさ賞，すみれ賞３着
トーホウシデン（97 牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，中山金杯 ，菊花賞 ２着，毎日王

冠 ２着，セントライト記念 ２着，日本ダービー ４着，天皇賞（秋） ５着，エ
イプリルＳ ，プリンシパルＳ ，ベンジャミンＳ ２着

オースミブラッシー（98 牝 ナリタブライアン）出走
ザグ（06 牡 ニューイングランド）１勝， ４勝，スパーキングサマーＣ３着

トライワンズラック（99 牡 ＊トニービン）６勝，フェアウェルＳ，シャングリラ賞

３代母 ＊ダンシンインザレイン（80 USA鹿 Nijinsky）米２勝
ベストダンシング（90 牝 ＊トニービン）３勝，サンスポ阪神牝馬特別 ２着，中山牝馬

Ｓ ３着，エリザベス女王杯 ５着，豊栄特別，福寿草特別
ベストアルバム（00 牝 メジロライアン）５勝，ローズＳ ３着，千里山特別，許波

多特別，西海賞，矢車賞，萩Ｓ ３着

４代母 ショーレイディ Show Lady（76 USA鹿 Sir Ivor）不出走
［孫］ ハリケインスカイ Hurricane Sky（91 牡 Star Watch）豪６勝，オールエイジドＳ

，ブルーダイアモンドＳ ，コーフィールドオータムクラシック ，Ｃ
ＦオールＳ ２着，ＶＲＣオーストラリアンギニーズ ２着，etc.，種牡馬

ヒーズノーパイイーター He's No Pie Eater（03 牡 Canny Lad）豪５勝，チッピ
ングノートンＳ ，ローズヒルギニーズ ，スプリングチャンピオンＳ
３着，ラントゥザローズＨ ２着

［曾孫］ リドゥツチョイス Redoute's Choice（96 牡 ＊デインヒル）豪５勝，ＣＦオール
Ｓ ，コーフィールドギニーズ ，ＭＶＲＣマニカトＳ ，ブルーダイア
モンドＳ ，オーストラリアＳ ２着，コーフィールドフュチュリティ
Ｓ ３着，ヴィックヘルスＣ ３着，ヴーヴクリコＳ ，種牡馬

特 徴 星・珠目正・波分

生産牧場 北海道新冠町高江 ラツキー牧場 北海道サマーセール 購買価格 ３，５７０，０００円

育成場 宮崎育成牧場

－ 132 －



売却馬索引

索引（上場順・５０音順・父馬別）……… 133

種牡馬解説…………………………………… 142





上 場 順 索 引

※太字は新種牡馬

No. 売却馬名 性 毛色（父馬名…母父馬名） 購買価格 育成場

１ ムカラファの１０ ♂ 栗 （＊
アルデバラン …Deputy Commander） ５，２５０，０００円 日高

２ ペイミーキャッシュの１０♂ 栗 （＊ケイムホーム…Hamas） ７，３５０，０００円 日高

３ ダンシングサクセスの１０♂ 栗 （ アグネスタキオン…Success Express） １０，５００，０００円 日高

４ フィエスタの１０ ♂ 栗 （＊バゴ…Unbridled's Song） ６，３００，０００円 日高

５ レディインディの１０ ♀ 栗 （ ダイワメジャー…A.P. Indy） １２，３９０，０００円 日高

６ ステファニーズホープの１０♀ 青鹿（マンハッタンカフェ…Java Gold） ８，８２０，０００円 日高

７ コメンデーションの１０♀ 鹿 （ キングカメハメハ…＊コマンダーインチーフ） ６，３００，０００円 日高

８ デヴォアの１０ ♀ 鹿 （ ハーツクライ…Distant View） ６，６１５，０００円 宮崎

９ フェアリーステップの１０♀ 栗 （ ネオユニヴァース…Dixieland Band） ６，３００，０００円 宮崎

１０ スリリングヴィクトリーの１０♀ 栗 （ ダイワメジャー…Event of the Year） ７，３５０，０００円 宮崎

１１ ベラミロードの１０ ♀ 黒鹿（ アドマイヤムーン…＊アレミロード） ７，５６０，０００円 日高

１２ オテンバコマチの１０ ♀ 黒鹿（＊ケイムホーム…＊ダンシングブレーヴ） １０，５００，０００円 日高

１３ アリゲーターアリーの１０♀ 黒鹿（＊シンボリクリスエス…Gone West） ８，４００，０００円 日高

１４ メガクライトの１０ ♂ 栗 （＊
アルデバラン …アグネスタキオン） １５，７５０，０００円 日高

１５ ラストランナーの１０ ♂ 栗 （ スペシャルウィーク…＊ラストタイクーン） ６，３００，０００円 日高

１６ ニシノアリスの１０ ♂ 鹿 （ ステイゴールド…サクラバクシンオー） ５，８８０，０００円 日高

１７ ロマンスビコーの１０ ♂ 黒鹿（＊シンボリクリスエス…＊ラムタラ） １１，０２５，０００円 宮崎

１８ エムケイミラクルの１０♂ 青鹿（＊ケイムホーム…フジキセキ） ８，４００，０００円 宮崎

１９ フジコウゴールドの１０♂ 栗 （ アドマイヤジャパン…＊フォーティナイナー） ３，１５０，０００円 宮崎

２０ ステファノティスの１０♂ 鹿 （＊ファンタスティックライト…＊フォーティナイナー） ６，３００，０００円 宮崎

２１ イシノクイルの１０ ♂ 鹿 （＊アルカセット…＊サンデーサイレンス） ２，６２５，０００円 日高

２２ オンワードテティスの１０♂ 栗 （＊
アルデバラン …＊タイトスポット） ２，５２０，０００円 日高

２３ ワンモアベイビーの１０♂ 栗 （＊ケイムホーム…＊ジェネラス） ホームブレッド 日高

２４ キセキスティールの１０♂ 黒鹿（＊ケイムホーム…フジキセキ） ホームブレッド 日高

２５ フジティアスの１０ ♂ 鹿 （＊ケイムホーム…フジキセキ） ホームブレッド 日高

２６ ユメノセテアラムの１０♂ 鹿 （＊ケイムホーム…＊アラムシャー） ホームブレッド 日高

２７ フレンドリータッチの１０♀ 鹿 （＊ケイムホーム…＊ワツスルタツチ） ホームブレッド 日高

２８ シャトルシャロンの１０♀ 鹿 （＊ケイムホーム…＊タイキシャトル） ホームブレッド 日高

２９ カミモリローマンの１０♀ 芦 （＊スウェプトオーヴァーボード…＊ブライアンズタイム） ２，１００，０００円 日高

３０ シルクアムールの１０ ♀ 鹿 （＊
アルデバラン …＊ブライアンズタイム） ２，６２５，０００円 日高
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３１ ナイキトライアンフの１０♀ 鹿 （ ブラックタイド…＊ボストンハーバー） ２，６２５，０００円 日高

３２ ステンレスダンサーの１０♀ 鹿 （ ダンスインザダーク…＊ジェイドロバリー） ４，２００，０００円 日高

３３ エヴァソーマッチの１０♀ 栗 （ フジキセキ…＊アフリート） ５，２５０，０００円 宮崎

３４ トリリウムの１０ ♀ 黒鹿（＊シンボリクリスエス…＊トニービン） ４，２００，０００円 宮崎

３５ ワイルドピンクの１０ ♀ 鹿 （＊シニスターミニスター…＊タイキシャトル） ３，１５０，０００円 宮崎

３６ ジェニーソングの１０ ♀ 鹿 （ ダンスインザダーク…Rahy） ７，１４０，０００円 日高

３７ シェリーバレンシアの１０♀ 鹿 （ マンハッタンカフェ…＊スピニングワールド） ３，１５０，０００円 日高

３８ アポロヘルムの１０ ♀ 鹿 （＊タイキシャトル…フジキセキ） ３，１５０，０００円 日高

３９ ビューティサツキの１０♂ 栃栗（＊
ジャイアントレッカー…マヤノトップガン） ２，１００，０００円 宮崎

４０ カクテルの１０ ♂ 鹿 （＊
アルデバラン …Most Welcome） １３，１２５，０００円 宮崎

４１ フェリストウショウの１０♂ 栗 （＊フォーティナイナーズサン…＊サンキリコ） ６，４０５，０００円 日高

４２ ヒカルヤマトの１０ ♂ 黒鹿（ アドマイヤジャパン…ニホンピロウイナー） ３，７８０，０００円 日高

４３ テールトゥノーズの１０♂ 鹿 （ キングカメハメハ…＊ノーザンテースト） １７，０１０，０００円 日高

４４ アトミックカフェの１０♂ 黒鹿（＊キャプテンスティーヴ…＊コマンダーインチーフ） ３，２５５，０００円 日高

４５ マイドリームランの１０♂ 黒鹿（＊ファンタスティックライト…＊ウォーニング） ４，６２０，０００円 日高

４６ サマーヴォヤージュの１０♂ 栗 （ ネオユニヴァース…Summer Squall） １３，７５５，０００円 日高

４７ ガクエングレイスの１０♂ 鹿 （＊
チチカステナンゴ…アドマイヤベガ） ９，６６０，０００円 日高

４８ イブキサーマディの１０♂ 黒鹿（＊ファンタスティックライト…＊サンデーサイレンス） ５，２５０，０００円 日高

４９ レジェルマンの１０ ♂ 青鹿（ バブルガムフェロー…＊グラスワンダー） ２，７３０，０００円 宮崎

５０ ズーナクアの１０ ♂ 栗 （ ダイワメジャー…Silver Hawk） ９，０３０，０００円 宮崎

５１ フラワーサークルの１０♀ 鹿 （＊
アルデバラン …サクラバクシンオー） ４，２００，０００円 日高

５２ フジノバイオレットの１０♀ 黒鹿（＊ケイムホーム…＊コマンダーインチーフ） ４，２００，０００円 日高

５３ シルキークラフトの１０♀ 鹿 （＊ケイムホーム…Crafty Prospector） ３，１５０，０００円 宮崎

５４ ヘバラーの１０ ♀ 栗 （＊
アルデバラン …Fairy King） ５，２５０，０００円 宮崎

５５ フラワーブリーズの１０♀ 鹿 （ ブラックタイド…＊フェアジャッジメント） ４，７２５，０００円 宮崎

５６ スギノセンヒメの１０ ♀ 栗 （＊アグネスデジタル…＊フォーティナイナー） ６，３００，０００円 日高

５７ オートサンデーの１０ ♀ 黒鹿（＊シンボリクリスエス…＊サンデーサイレンス） ６，３００，０００円 日高

５８ アポロサミットの１０ ♀ 鹿 （＊ブラックホーク…ネオユニヴァース） １，５７５，０００円 日高

５９ スルーパスの１０ ♀ 栗 （＊サウスヴィグラス…＊ミシル） ３，３６０，０００円 日高

６０ エンキャンタドゥの１０♀ 栗 （ ネオユニヴァース…Rahy） ５，２５０，０００円 日高
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６１ セトモモチャンの１０ ♀ 栗 （＊
アルデバラン …＊タバスコキャット） ５，２５０，０００円 日高

６２ フリクションの１０ ♀ 鹿 （＊シンボリクリスエス…Cox's Ridge） ５，２５０，０００円 日高

６３ セーフアズロックの１０♂ 栗 （＊
アルデバラン …＊ロックオブジブラルタル） ５，８８０，０００円 日高

６４ キタサンバースデーの１０♂ 栗 （ ステイゴールド…＊マリエンバード） １０，７１０，０００円 日高

６５ グレイスフルハートの１０♂ 青鹿（＊ティンバーカントリー…＊チーフベアハート） ３，７８０，０００円 日高

６６ メイショウヤエガキの１０♂ 鹿 （ ハーツクライ…＊クリエイター） １０，７１０，０００円 日高

６７ ダイコーダンスインの１０♂ 黒鹿（ リンカーン…ダンスインザダーク） ３，１５０，０００円 日高

６８ インカルネの１０ ♂ 鹿 （＊アルカセット…＊フレンチデピュティ） ４，２００，０００円 宮崎

６９ ジョンコの１０ ♂ 芦 （＊
チチカステナンゴ…アグネスタキオン） ８，８２０，０００円 宮崎

７０ シャバダバダの１０ ♂ 青 （ ブラックタイド…サクラローレル） ２，６２５，０００円 宮崎

７１ トゥインクルタイムの１０♂ 栗 （＊バゴ…フジキセキ） ６，３００，０００円 宮崎

７２ フィールザミリオンの１０♂ 鹿 （＊
アルデバラン …Aptitude） ４，２００，０００円 日高

７３ スティルシャインの１０♂ 鹿 （＊タイキシャトル…＊エリシオ） ５，４６０，０００円 日高

７４ ヒットザボードの１０ ♀ 鹿 （ ネオユニヴァース…A.P. Indy） ５，２５０，０００円 日高

７５ ホットマイハートの１０♀ 栗 （ アドマイヤジャパン…＊モガンボ） ３，１５０，０００円 日高

７６ チアズスワローの１０ ♀ 芦 （＊スウェプトオーヴァーボード…＊フレンチデピュティ） ３，１５０，０００円 日高

７７ ブライアンズソノの１０♀ 黒鹿（＊ケイムホーム…マヤノトップガン） ３，１５０，０００円 日高

７８ シャカラカベイビーの１０♀ 栗 （ オレハマッテルゼ…Nashwan） ２，６２５，０００円 日高

７９ ピアソラの１０ ♀ 黒鹿（ マンハッタンカフェ…Quiet American） ７，３５０，０００円 宮崎

８０ クイーンズバンダムの１０♀ 鹿 （＊ザール…El Gran Senor） １，５７５，０００円 宮崎

８１ チェロキーステージの１０♀ 青鹿（＊ケイムホーム…Cherokee Colony） ７，６６５，０００円 日高

８２ グランドアメリフローラの１０♀ 黒鹿（ マンハッタンカフェ…Grand Slam） ４，７２５，０００円 日高

８３ メジロマルチネスの１０♀ 栗 （ デュランダル…＊フォーティナイナー） ７，４５５，０００円 日高

８４ アピューリアの１０ ♀ 栗 （＊タイキシャトル…Kingmambo） ４，２００，０００円 日高

８５ シルクアンフィニの１０♀ 鹿 （＊マイネルラヴ…＊ブライアンズタイム） ３，５７０，０００円 宮崎
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【ア】

４４ アトミックカフェの１０♂ 黒鹿（＊キャプテンスティーヴ…＊コマンダーインチーフ） ３，２５５，０００円 日高

８４ アピューリアの１０ ♀ 栗 （＊タイキシャトル…Kingmambo） ４，２００，０００円 日高

５８ アポロサミットの１０ ♀ 鹿 （＊ブラックホーク…ネオユニヴァース） １，５７５，０００円 日高

３８ アポロヘルムの１０ ♀ 鹿 （＊タイキシャトル…フジキセキ） ３，１５０，０００円 日高

１３ アリゲーターアリーの１０♀ 黒鹿（＊シンボリクリスエス…Gone West） ８，４００，０００円 日高

２１ イシノクイルの１０ ♂ 鹿 （＊アルカセット…＊サンデーサイレンス） ２，６２５，０００円 日高

４８ イブキサーマディの１０♂ 黒鹿（＊ファンタスティックライト…＊サンデーサイレンス） ５，２５０，０００円 日高

６８ インカルネの１０ ♂ 鹿 （＊アルカセット…＊フレンチデピュティ） ４，２００，０００円 宮崎

３３ エヴァソーマッチの１０♀ 栗 （ フジキセキ…＊アフリート） ５，２５０，０００円 宮崎

１８ エムケイミラクルの１０♂ 青鹿（＊ケイムホーム…フジキセキ） ８，４００，０００円 宮崎

６０ エンキャンタドゥの１０♀ 栗 （ ネオユニヴァース…Rahy） ５，２５０，０００円 日高

１２ オテンバコマチの１０ ♀ 黒鹿（＊ケイムホーム…＊ダンシングブレーヴ） １０，５００，０００円 日高

２２ オンワードテティスの１０♂ 栗 （＊
アルデバラン …＊タイトスポット） ２，５２０，０００円 日高

５７ オートサンデーの１０ ♀ 黒鹿（＊シンボリクリスエス…＊サンデーサイレンス） ６，３００，０００円 日高
【カ】

４７ ガクエングレイスの１０♂ 鹿 （＊
チチカステナンゴ…アドマイヤベガ） ９，６６０，０００円 日高

４０ カクテルの１０ ♂ 鹿 （＊
アルデバラン …Most Welcome） １３，１２５，０００円 宮崎

２９ カミモリローマンの１０♀ 芦 （＊スウェプトオーヴァーボード…＊ブライアンズタイム） ２，１００，０００円 日高

２４ キセキスティールの１０♂ 黒鹿（＊ケイムホーム…フジキセキ） ホームブレッド 日高

６４ キタサンバースデーの１０♂ 栗 （ ステイゴールド…＊マリエンバード） １０，７１０，０００円 日高

８０ クイーンズバンダムの１０♀ 鹿 （＊ザール…El Gran Senor） １，５７５，０００円 宮崎

８２ グランドアメリフローラの１０♀ 黒鹿（ マンハッタンカフェ…Grand Slam） ４，７２５，０００円 日高

６５ グレイスフルハートの１０♂ 青鹿（＊ティンバーカントリー…＊チーフベアハート） ３，７８０，０００円 日高

７ コメンデーションの１０♀ 鹿 （ キングカメハメハ…＊コマンダーインチーフ） ６，３００，０００円 日高
【サ】

４６ サマーヴォヤージュの１０♂ 栗 （ ネオユニヴァース…Summer Squall） １３，７５５，０００円 日高

３６ ジェニーソングの１０ ♀ 鹿 （ ダンスインザダーク…Rahy） ７，１４０，０００円 日高

３７ シェリーバレンシアの１０♀ 鹿 （ マンハッタンカフェ…＊スピニングワールド） ３，１５０，０００円 日高

７８ シャカラカベイビーの１０♀ 栗 （ オレハマッテルゼ…Nashwan） ２，６２５，０００円 日高

２８ シャトルシャロンの１０♀ 鹿 （＊ケイムホーム…＊タイキシャトル） ホームブレッド 日高

７０ シャバダバダの１０ ♂ 青 （ ブラックタイド…サクラローレル） ２，６２５，０００円 宮崎

６９ ジョンコの１０ ♂ 芦 （＊
チチカステナンゴ…アグネスタキオン） ８，８２０，０００円 宮崎
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【サ】

５３ シルキークラフトの１０♀ 鹿 （＊ケイムホーム…Crafty Prospector） ３，１５０，０００円 宮崎

３０ シルクアムールの１０ ♀ 鹿 （＊
アルデバラン …＊ブライアンズタイム） ２，６２５，０００円 日高

８５ シルクアンフィニの１０♀ 鹿 （＊マイネルラヴ…＊ブライアンズタイム） ３，５７０，０００円 宮崎

５６ スギノセンヒメの１０ ♀ 栗 （＊アグネスデジタル…＊フォーティナイナー） ６，３００，０００円 日高

７３ スティルシャインの１０♂ 鹿 （＊タイキシャトル…＊エリシオ） ５，４６０，０００円 日高

６ ステファニーズホープの１０♀ 青鹿（ マンハッタンカフェ…Java Gold） ８，８２０，０００円 日高

２０ ステファノティスの１０♂ 鹿 （＊ファンタスティックライト…＊フォーティナイナー） ６，３００，０００円 宮崎

３２ ステンレスダンサーの１０♀ 鹿 （ ダンスインザダーク…＊ジェイドロバリー） ４，２００，０００円 日高

１０ スリリングヴィクトリーの１０♀ 栗 （ ダイワメジャー…Event of the Year） ７，３５０，０００円 宮崎

５９ スルーパスの１０ ♀ 栗 （＊サウスヴィグラス…＊ミシル） ３，３６０，０００円 日高

５０ ズーナクアの１０ ♂ 栗 （ ダイワメジャー…Silver Hawk） ９，０３０，０００円 宮崎

６１ セトモモチャンの１０ ♀ 栗 （＊
アルデバラン …＊タバスコキャット） ５，２５０，０００円 日高

６３ セーフアズロックの１０♂ 栗 （＊
アルデバラン …＊ロックオブジブラルタル） ５，８８０，０００円 日高

【タ】

６７ ダイコーダンスインの１０♂ 黒鹿（ リンカーン…ダンスインザダーク） ３，１５０，０００円 日高

３ ダンシングサクセスの１０♂ 栗 （ アグネスタキオン…Success Express） １０，５００，０００円 日高

７６ チアズスワローの１０ ♀ 芦 （＊スウェプトオーヴァーボード…＊フレンチデピュティ） ３，１５０，０００円 日高

８１ チェロキーステージの１０♀ 青鹿（＊ケイムホーム…Cherokee Colony） ７，６６５，０００円 日高

８ デヴォアの１０ ♀ 鹿 （ ハーツクライ…Distant View） ６，６１５，０００円 宮崎

４３ テールトゥノーズの１０♂ 鹿 （キングカメハメハ…＊ノーザンテースト） １７，０１０，０００円 日高

７１ トゥインクルタイムの１０♂ 栗 （＊バゴ…フジキセキ） ６，３００，０００円 宮崎

３４ トリリウムの１０ ♀ 黒鹿（＊シンボリクリスエス…＊トニービン） ４，２００，０００円 宮崎
【ナ】

３１ ナイキトライアンフの１０♀ 鹿 （ ブラックタイド…＊ボストンハーバー） ２，６２５，０００円 日高

１６ ニシノアリスの１０ ♂ 鹿 （ ステイゴールド…サクラバクシンオー） ５，８８０，０００円 日高
【ハ】

７９ ピアソラの１０ ♀ 黒鹿（ マンハッタンカフェ…Quiet American） ７，３５０，０００円 宮崎

４２ ヒカルヤマトの１０ ♂ 黒鹿（ アドマイヤジャパン…ニホンピロウイナー） ３，７８０，０００円 日高

７４ ヒットザボードの１０ ♀ 鹿 （ ネオユニヴァース…A.P. Indy） ５，２５０，０００円 日高

３９ ビューティサツキの１０♂ 栃栗（＊
ジャイアントレッカー…マヤノトップガン） ２，１００，０００円 宮崎
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No. 売却馬名 性 毛色（父馬名…母父馬名） 購買価格 育成場

【ハ】

４ フィエスタの１０ ♂ 栗 （＊バゴ…Unbridled's Song） ６，３００，０００円 日高

７２ フィールザミリオンの１０♂ 鹿 （＊
アルデバラン …Aptitude） ４，２００，０００円 日高

９ フェアリーステップの１０♀ 栗 （ ネオユニヴァース…Dixieland Band） ６，３００，０００円 宮崎

４１ フェリストウショウの１０♂ 栗 （＊フォーティナイナーズサン…＊サンキリコ） ６，４０５，０００円 日高

１９ フジコウゴールドの１０♂ 栗 （ アドマイヤジャパン…＊フォーティナイナー） ３，１５０，０００円 宮崎

２５ フジティアスの１０ ♂ 鹿 （＊ケイムホーム…フジキセキ） ホームブレッド 日高

５２ フジノバイオレットの１０♀ 黒鹿（＊ケイムホーム…＊コマンダーインチーフ） ４，２００，０００円 日高

７７ ブライアンズソノの１０♀ 黒鹿（＊ケイムホーム…マヤノトップガン） ３，１５０，０００円 日高

５１ フラワーサークルの１０♀ 鹿 （＊
アルデバラン …サクラバクシンオー） ４，２００，０００円 日高

５５ フラワーブリーズの１０♀ 鹿 （ ブラックタイド…＊フェアジャッジメント） ４，７２５，０００円 宮崎

６２ フリクションの１０ ♀ 鹿 （＊シンボリクリスエス…Cox's Ridge） ５，２５０，０００円 日高

２７ フレンドリータッチの１０♀ 鹿 （＊ケイムホーム…＊ワツスルタツチ） ホームブレッド 日高

２ ペイミーキャッシュの１０♂ 栗 （＊ケイムホーム…Hamas） ７，３５０，０００円 日高

５４ ヘバラーの１０ ♀ 栗 （＊
アルデバラン …Fairy King） ５，２５０，０００円 宮崎

１１ ベラミロードの１０ ♀ 黒鹿（ アドマイヤムーン…＊アレミロード） ７，５６０，０００円 日高

７５ ホットマイハートの１０♀ 栗 （ アドマイヤジャパン…＊モガンボ） ３，１５０，０００円 日高
【マ】

４５ マイドリームランの１０♂ 黒鹿（＊ファンタスティックライト…＊ウォーニング） ４，６２０，０００円 日高

１ ムカラファの１０ ♂ 栗 （＊
アルデバラン …Deputy Commander） ５，２５０，０００円 日高

６６ メイショウヤエガキの１０♂ 鹿 （ ハーツクライ…＊クリエイター） １０，７１０，０００円 日高

１４ メガクライトの１０ ♂ 栗 （＊
アルデバラン …アグネスタキオン） １５，７５０，０００円 日高

８３ メジロマルチネスの１０♀ 栗 （ デュランダル…＊フォーティナイナー） ７，４５５，０００円 日高
【ヤ】

２６ ユメノセテアラムの１０♂ 鹿 （＊ケイムホーム…＊アラムシャー） ホームブレッド 日高
【ラ】

１５ ラストランナーの１０ ♂ 栗 （ スペシャルウィーク…＊ラストタイクーン） ６，３００，０００円 日高

４９ レジェルマンの１０ ♂ 青鹿（ バブルガムフェロー…＊グラスワンダー） ２，７３０，０００円 宮崎

５ レディインディの１０ ♀ 栗 （ ダイワメジャー…A.P. Indy） １２，３９０，０００円 日高

１７ ロマンスビコーの１０ ♂ 黒鹿（＊シンボリクリスエス…＊ラムタラ） １１，０２５，０００円 宮崎
【ワ】

３５ ワイルドピンクの１０ ♀ 鹿 （＊シニスターミニスター…＊タイキシャトル） ３，１５０，０００円 宮崎

２３ ワンモアベイビーの１０♂ 栗 （＊ケイムホーム…＊ジェネラス） ホームブレッド 日高
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父 馬 名 育成場 No. 性 生月日 売 却 馬 名 母 父 馬 名

アグネスタキオン … 日高 ３ ♂ 3/3 ダンシングサクセスの１０ Success Express
＊アグネスデジタル … 日高 ５６ ♀ 2/18 スギノセンヒメの１０ ＊フォーティナイナー

アドマイヤジャパン 宮崎 １９ ♂ 4/19 フジコウゴールドの１０ ＊フォーティナイナー

日高 ４２ ♂ 4/22 ヒカルヤマトの１０ ニホンピロウイナー

日高 ７５ ♀ 2/27 ホットマイハートの１０ ＊モガンボ

アドマイヤムーン … 日高 １１ ♀ 4/8 ベラミロードの１０ ＊アレミロード
＊アルカセット ……… 日高 ２１ ♂ 3/16 イシノクイルの１０ ＊サンデーサイレンス

宮崎 ６８ ♂ 1/21 インカルネの１０ ＊フレンチデピュティ
＊アルデバラン …… 日高 １ ♂ 2/11 ムカラファの１０ Deputy Commander

日高 １４ ♂ 3/10 メガクライトの１０ アグネスタキオン

日高 ２２ ♂ 3/13 オンワードテティスの１０ ＊タイトスポット

日高 ３０ ♀ 3/31 シルクアムールの１０ ＊ブライアンズタイム

宮崎 ４０ ♂ 2/10 カクテルの１０ Most Welcome

日高 ５１ ♀ 4/20 フラワーサークルの１０ サクラバクシンオー

宮崎 ５４ ♀ 2/6 ヘバラーの１０ Fairy King

日高 ６１ ♀ 5/13 セトモモチャンの１０ ＊タバスコキャット

日高 ６３ ♂ 2/28 セーフアズロックの１０ ＊ロックオブジブラルタル

日高 ７２ ♂ 4/23 フィールザミリオンの１０ Aptitude

オレハマッテルゼ … 日高 ７８ ♀ 4/10 シャカラカベイビーの１０ Nashwan
＊キャプテンスティーヴ 日高 ４４ ♂ 4/13 アトミックカフェの１０ ＊コマンダーインチーフ

キングカメハメハ … 日高 ７ ♀ 3/30 コメンデーションの１０ ＊コマンダーインチーフ

日高 ４３ ♂ 3/2 テールトゥノーズの１０ ＊ノーザンテースト
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父 馬 名 育成場 No. 性 生月日 売 却 馬 名 母 父 馬 名
＊ケイムホーム ……… 日高 ２ ♂ 2/19 ペイミーキャッシュの１０ Hamas

日高 １２ ♀ 3/26 オテンバコマチの１０ ＊ダンシングブレーヴ

宮崎 １８ ♂ 3/21 エムケイミラクルの１０ フジキセキ

日高 ２３ ♂ 4/1 ワンモアベイビーの１０ ＊ジェネラス

日高 ２４ ♂ 3/29 キセキスティールの１０ フジキセキ

日高 ２５ ♂ 3/6 フジティアスの１０ フジキセキ

日高 ２６ ♂ 2/22 ユメノセテアラムの１０ ＊アラムシャー

日高 ２７ ♀ 2/27 フレンドリータッチの１０ ＊ワツスルタツチ

日高 ２８ ♀ 4/15 シャトルシャロンの１０ ＊タイキシャトル

日高 ５２ ♀ 4/8 フジノバイオレットの１０ ＊コマンダーインチーフ

宮崎 ５３ ♀ 3/30 シルキークラフトの１０ Crafty Prospector

日高 ７７ ♀ 3/4 ブライアンズソノの１０ マヤノトップガン

日高 ８１ ♀ 4/13 チェロキーステージの１０ Cherokee Colony
＊サウスヴィグラス … 日高 ５９ ♀ 4/28 スルーパスの１０ ＊ミシル
＊ザール ……………… 宮崎 ８０ ♀ 2/26 クイーンズバンダムの１０ El Gran Senor
＊シニスターミニスター 宮崎 ３５ ♀ 3/11 ワイルドピンクの１０ ＊タイキシャトル
＊ジャイアントレッカー 宮崎 ３９ ♂ 5/24 ビューティサツキの１０ マヤノトップガン
＊シンボリクリスエス 日高 １３ ♀ 4/26 アリゲーターアリーの１０ Gone West

宮崎 １７ ♂ 3/26 ロマンスビコーの１０ ＊ラムタラ

宮崎 ３４ ♀ 5/15 トリリウムの１０ ＊トニービン

日高 ５７ ♀ 3/11 オートサンデーの１０ ＊サンデーサイレンス

日高 ６２ ♀ 4/18 フリクションの１０ Cox's Ridge
＊スウェプトオーヴァーボード 日高 ２９ ♀ 3/1 カミモリローマンの１０ ＊ブライアンズタイム

日高 ７６ ♀ 2/9 チアズスワローの１０ ＊フレンチデピュティ

ステイゴールド …… 日高 １６ ♂ 4/17 ニシノアリスの１０ サクラバクシンオー

日高 ６４ ♂ 4/12 キタサンバースデーの１０ ＊マリエンバード

スペシャルウィーク 日高 １５ ♂ 3/19 ラストランナーの１０ ＊ラストタイクーン
＊タイキシャトル …… 日高 ３８ ♀ 5/15 アポロヘルムの１０ フジキセキ

日高 ７３ ♂ 4/4 スティルシャインの１０ ＊エリシオ

日高 ８４ ♀ 4/6 アピューリアの１０ Kingmambo
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父 馬 名 育成場 No. 性 生月日 売 却 馬 名 母 父 馬 名

ダイワメジャー …… 日高 ５ ♀ 2/9 レディインディの１０ A.P. Indy

宮崎 １０ ♀ 3/7 スリリングヴィクトリーの１０ Event of the Year

宮崎 ５０ ♂ 5/6 ズーナクアの１０ Silver Hawk

ダンスインザダーク 日高 ３２ ♀ 1/26 ステンレスダンサーの１０ ＊ジェイドロバリー

日高 ３６ ♀ 4/25 ジェニーソングの１０ Rahy
＊チチカステナンゴ … 日高 ４７ ♂ 4/12 ガクエングレイスの１０ アドマイヤベガ

宮崎 ６９ ♂ 5/11 ジョンコの１０ アグネスタキオン
＊ティンバーカントリー 日高 ６５ ♂ 3/26 グレイスフルハートの１０ ＊チーフベアハート

デュランダル ……… 日高 ８３ ♀ 3/8 メジロマルチネスの１０ ＊フォーティナイナー

ネオユニヴァース … 宮崎 ９ ♀ 3/15 フェアリーステップの１０ Dixieland Band

日高 ４６ ♂ 5/11 サマーヴォヤージュの１０ Summer Squall

日高 ６０ ♀ 2/4 エンキャンタドゥの１０ Rahy

日高 ７４ ♀ 4/8 ヒットザボードの１０ A.P. Indy
＊バゴ ………………… 日高 ４ ♂ 5/15 フィエスタの１０ Unbridled's Song

宮崎 ７１ ♂ 2/23 トゥインクルタイムの１０ フジキセキ

バブルガムフェロー 宮崎 ４９ ♂ 3/22 レジェルマンの１０ ＊グラスワンダー

ハーツクライ ……… 宮崎 ８ ♀ 3/25 デヴォアの１０ Distant View

日高 ６６ ♂ 5/9 メイショウヤエガキの１０ ＊クリエイター
＊ファンタスティックライト 宮崎 ２０ ♂ 3/25 ステファノティスの１０ ＊フォーティナイナー

日高 ４５ ♂ 4/11 マイドリームランの１０ ＊ウォーニング

日高 ４８ ♂ 4/17 イブキサーマディの１０ ＊サンデーサイレンス
＊フォーティナイナーズサン 日高 ４１ ♂ 5/17 フェリストウショウの１０ ＊サンキリコ

フジキセキ ………… 宮崎 ３３ ♀ 3/15 エヴァソーマッチの１０ ＊アフリート

ブラックタイド …… 日高 ３１ ♀ 2/23 ナイキトライアンフの１０ ＊ボストンハーバー

宮崎 ５５ ♀ 2/28 フラワーブリーズの１０ ＊フェアジャッジメント

宮崎 ７０ ♂ 2/16 シャバダバダの１０ サクラローレル
＊ブラックホーク …… 日高 ５８ ♀ 5/24 アポロサミットの１０ ネオユニヴァース
＊マイネルラヴ ……… 宮崎 ８５ ♀ 2/18 シルクアンフィニの１０ ＊ブライアンズタイム

マンハッタンカフェ 日高 ６ ♀ 3/3 ステファニーズホープの１０ Java Gold

日高 ３７ ♀ 4/5 シェリーバレンシアの１０ ＊スピニングワールド

宮崎 ７９ ♀ 4/10 ピアソラの１０ Quiet American

日高 ８２ ♀ 2/9 グランドアメリフローラの１０ Grand Slam

リンカーン ………… 日高 ６７ ♂ 3/26 ダイコーダンスインの１０ ダンスインザダーク
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種 牡 馬 解 説
アグネスタキオン
Agnes Tachyon
栗 １９９８

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ

＊ロイヤルスキー
アグネスレデイー

４勝，皐月賞 （２０００ｍ），Ｒたんぱ杯３歳Ｓ （２０００ｍ）。主な産駒 ディープスカイ（日
本ダービー ，ＮＨＫマイルＣ ），ダイワスカーレット（有馬記念 ，Ｅ女
王杯 ），キャプテントゥーレ（皐月賞 ），レーヴディソール（阪神Ｊフィリーズ
），ロジック（ＮＨＫマイルＣ ）。１１－中央 ，中央２ 。

＊アグネスデジタル
Agnes Digital
栗 １９９７

Crafty Prospector
Chancey Squaw

Chief's Crown
Allicance

ＵＳＡ，最優秀４歳以上牡馬，７勝，香１勝，地４勝，天皇賞・秋 （２０００ｍ），安田記念
（１６００ｍ）。主な産駒 ヤマニンキングリー（札幌記念 ），サウンドバリアー（フィリ
ーズレビュー ），ダイシンオレンジ（平安Ｓ ），グランプリエンゼル（函館スプリ
ントＳ ），ドリームシグナル（シンザン記念 ）。

アドマイヤジャパン
Admire Japan
栗 ２００２

＊サンデーサイレンス
ビワハイジ

Caerleon
＊アグサン

２勝，京成杯 （２０００ｍ），菊花賞 ２着，皐月賞 ３着。初産駒は４歳。主な産駒 ヤ
サカシャイニー（ハッピーエンドプレミアム），ビービージャパン（ネモフィラ賞），ケイ
レコードオー（園田ジュニアＣ３着）。母は阪神３歳牝馬Ｓ 勝馬，半妹ブエナビスタ
（ジャパンＣ ，天皇賞・秋 ），ジョワドヴィーヴル。

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），宝塚記念 （２２００ｍ），ドバイデ
ューティフリー （１７７７ｍ）。初産駒は３歳。主な産駒 レオアクティブ（京王杯２歳
Ｓ ，朝日杯ＦＳ ３着），ファインチョイス（函館２歳Ｓ ），スノードン（萩Ｓ
），セイクレットレーヴ。１１－中央２ ，中央Ｆ 。

＊アルカセット
Alkaased
鹿 ２０００

Kingmambo
＊チェサプラナ

Niniski
Top of The League

ＵＳＡ，英仏日６勝，ジャパンＣ （２４００ｍ），サンクルー大賞 （２４００ｍ）。主な産駒
アナバティック（ライラック賞），サンデーミューズ（３勝），ジャストザシーズン，ブラ
ックイレブン，ウインディーリング（以上等２勝）。父は仏２０００ギニー など５勝，キン
グカメハメハ（日本ダービー ）を出す。母は独 ２着馬。

＊アルデバラン ［新種牡馬］
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），フォアゴーＨ
（７Ｆ）。米で５年供用，本邦初産駒は２歳。主な産駒 アルカディアズアングル（ポー
ルドムサック賞 ），＊ダノンゴーゴー（ファルコンＳ ），アイオヴトーラス（ヴァ
リーヴューＳ ），マンビア（カルヴァドス賞 ），タカルブ（米 ）。
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オレハマッテルゼ
Orewa Matteruze
栗 ２０００

＊サンデーサイレンス
カーリーエンジェル

＊ジヤツジアンジエルーチ
ダイナカール

９勝，高松宮記念 （１２００ｍ），京王杯スプリングＣ （１４００ｍ），キャピタルＳ （１６００
ｍ），京王杯スプリングＣ ２着。初産駒は３歳。主な産駒 マイネルカーミン（いち
ょうＳ ３着），メイショウダビンチ，ハナズゴール，ヒノクニリョジョウ（以上等１勝）。
おばエアグルーヴ（年度代表馬）。１１－中央Ｆ 。

＊キャプテンスティーヴ
Captain Steve
栃栗 １９９７

Fly So Free
Sparkling Delite

Vice Regent
Sparkling Topaz

ＵＳＡ，米首９勝，ドバイワールドＣ （Ｄ２０００ｍ），ハリウッドフュチュリティ （８．
５Ｆ）。主な産駒 アイスドール（エニフＳ ，クイーン賞 ３着），シルククルセ
イダー（関越Ｓ ），マヨノエンゼル（岩手ダービー），ペプチドジャスパー（九州むしゃ
んよかスプリント），ギオンパワー（佐賀・ロータスクラウン賞）。

キングカメハメハ
King Kamehameha
鹿 ２００１

Kingmambo
＊マンファス

＊ラストタイクーン
Pilot Bird

最優秀３歳牡馬，７勝，日本ダービー （２４００ｍ），ＮＨＫマイルＣ （１６００ｍ）。主な産
駒 アパパネ（桜花賞 ，オークス ，秋華賞 ），ローズキングダム（ジャパンＣ
，朝日杯ＦＳ ），トゥザグローリー（日経賞 ），ルーラーシップ（ＡＪＣＣ
）。１１－中央 ，中央２ 。

＊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 パッション（ラハブラ
Ｓ ），クインディチマン（サンタアニタＨ ３着），ケイアイライジン（プリンシパルＳ
，船橋・報知ＧＰＣ），ミスマルシゲ（ひまわり賞 ），ガルホーム（荒尾・九州ジュニ
アＧＰ）。１１－中央Ｆ ，地方２ ，地方Ｆ 。

＊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 ，兵庫ジュニアＧＰ ），ナムラタイタン（武蔵野Ｓ
），トーホウドルチェ（マリーンＣ ），ハルサンサン（ＴＣＫ女王盃 ），ジー
エスライカー（さきたま盃 ２着）。１１－地方 ，地方２ 。

＊ザール
Xaar
黒鹿 １９９５

Zafonic
Monroe

Sir Ivor
Best in Show

ＧＢ，全欧２歳牡馬チャンピオン，英仏５勝，デューハーストＳ （７Ｆ）。愛仏豪で７
年供用，本邦初産駒は３歳。主な産駒 イクステンション（香港チャンピオンズマイル
，ヴィンテージＳ ），バルサザールズギフト（ハンガーフォードＳ ），トニージェイ
ムズ（ジムクラックＳ ），ノークエスチョンズ（カラカッタＰ ）。

－ 143 －



＊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），カリフォルニアダービー ２着。初産駒は
３歳。主な産駒 ダブルスター（門別・イノセントＣ３着），リプレイスインディ（１勝），
ミニレイスター，アートオブアース（以上等地勝馬）。父はスワップスＳ など６勝，シ
ルヴァートレイン（ＢＣスプリント ）を出す。１１－地方Ｆ 。

＊ジャイアントレッカー［新種牡馬］
Giant Wrecker
栗 ２００２

Giant's Causeway
Homewrecker

Buckaroo
Execution

ＵＳＡ，米６勝，カナディアンターフＨ （８．５Ｆ），オーシャンポートＳ ２着，マイ
アミマイルＢＣＨ ２着。初産駒は２歳。父は欧年度代表馬，米Ｃｈ．サイアー，シャ
マルダル（仏ダービー ），＊エイシンアポロンを出す。半兄プレナップ（ジェロームＨ
），おいヨナグスカ（ホープフルＳ ）。

＊シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿 １９９９

Kris S.
Tee Kay

Gold Meridian
Tri Argo

ＵＳＡ，年度代表馬２回，８勝，有馬記念 （２５００ｍ）２回，天皇賞・秋 （２０００ｍ）２回。
主な産駒 アルフレード（朝日杯ＦＳ ），サクセスブロッケン（フェブラリーＳ
），サンカルロ（阪神Ｃ ），アリゼオ（毎日王冠 ），アプレザンレーヴ（青葉賞
），ストロングリターン。１１－中央 ，中央２ 。

＊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），エインシェントタイトルＨ （６Ｆ）。主
な産駒 エーシンブラン（兵庫ＣｈＳ ），フロレンティノ（ジェファーソンＣ ），
アーバンストリート（シルクロードＳ ），パドトロワ（スプリンターズＳ ２着），
キョウエイストーム（中山金杯 ２着），プリンセスメモリー。

ステイゴールド
Stay Gold
黒鹿 １９９４

＊サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ

＊デイクタス
ダイナサツシユ

港首２勝，５勝，香港ヴァーズ （２４００ｍ），天皇賞・秋 ２着２回。主な産駒 オルフ
ェーヴル（３冠馬，有馬記念 ），ドリームジャーニー（有馬記念 ，宝塚記念 ，
朝日杯ＦＳ ），ナカヤマフェスタ（宝塚記念 ，凱旋門賞 ２着），マイネレーツェル
（ローズＳ ），ゴールドシップ。１１－中央 。

スペシャルウィーク
Special Week
黒鹿 １９９５

＊サンデーサイレンス
キャンペンガール

マルゼンスキー
レデイーシラオキ

１０勝，日本ダービー （２４００ｍ），ジャパンＣ （２４００ｍ）。主な産駒 ブエナビスタ（ジ
ャパンＣ ，天皇賞・秋 ，オークス ，桜花賞 ），シーザリオ（オークス
，アメリカンオークス ），リーチザクラウン（マイラーズＣ ），インティライミ

（京都大賞典 ），トライアンフマーチ（皐月賞 ２着）。
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＊タイキシャトル
Taiki Shuttle
栗 １９９４

Devil's Bag
＊ウェルシュマフィン

Caerleon
Muffitys

ＵＳＡ，年度代表馬，最優秀スプリンター２回，仏１勝，１０勝，ジャックルマロワ賞 （１６
００ｍ），安田記念 （１６００ｍ）。主な産駒 メイショウボーラー（フェブラリーＳ ），ウ
インクリューガー（ＮＨＫマイルＣ ），サマーウインド（ＪＢＣスプリント ），フ
レンチカクタス（Ｆレビュー ）。１１－地方２ 。

ダイワメジャー
Daiwa Major
栗 ２００１

＊サンデーサイレンス
スカーレットブーケ

＊ノーザンテースト
＊スカーレツトインク

最優秀短距離馬（２回），９勝，皐月賞 （２０００ｍ），安田記念 （１６００ｍ），天皇賞・秋
（２０００ｍ）。初産駒は３歳。主な産駒 トーセンベニザクラ（フェアリーＳ ），エピ
セアローム（小倉２歳Ｓ ），メジャーアスリート（全日本２歳優駿 ２着），ダロ
ーネガ。１１－中央２ ，中央Ｆ ，地方Ｆ 。

ダンスインザダーク
Dance in the Dark
鹿 １９９３

＊サンデーサイレンス
＊ダンシングキイ

Nijinsky
Key Partner

最優秀４歳牡馬，５勝，菊花賞 （３０００ｍ）。主な産駒 デルタブルース（メルボルンＣ
，菊花賞 ），ツルマルボーイ（安田記念 ），ザッツザプレンティ（菊花賞 ），スリー
ロールス（菊花賞 ），ダークシャドウ（毎日王冠 ），ファストタテヤマ（京都新
聞杯 ），マルカフェニックス（スワンＳ ）。

＊チチカステナンゴ［新種牡馬］
Chichicastenango
芦 １９９８

Smadoun
＊スマラ

Antheus
Small Partie

ＦＲ，仏４勝，パリ大賞 （２０００ｍ），リュパン賞 （２１００ｍ），仏ダービー ２着。仏で６
年供用，本邦初産駒は２歳。主な産駒 ヴィジオンデタ（仏ダービー ，プリンスオヴ
ウェイルズＳ ，香港Ｃ ），ブレク（モーリスドニュイユ賞 ），チチクリーシー（仏 ），
バブルシック（仏ダービー ２着）。

＊ティンバーカントリー
Timber Country
栗 １９９２

Woodman
Fall Aspen

Pretense
Change Water

ＵＳＡ，米２歳牡馬チャンピオン，米５勝，プリークネスＳ （９．５Ｆ）。主な産駒
アドマイヤドン（朝日杯ＦＳ ，フェブラリーＳ ），ムガムチュウ（ダービーＧＰ ），
ヤマカツリリー（フィリーズレビュー ），トウショウナイト（Ａｒ共和国杯 ），トーセ
ンジョウオー（エンプレス杯 ）。１１－地方 。

デュランダル
Durandal
栗 １９９９

＊サンデーサイレンス
サワヤカプリンセス

＊ノーザンテースト
＊スコツチプリンセス

最優秀スプリンター２回，８勝，マイルＣｈＳ ２回（１６００ｍ），スプリンターズＳ （１２
００ｍ）。主な産駒 エリンコート（オークス ），ジュエルオブナイル（小倉２歳Ｓ

），フラガラッハ（阪神Ｃ ３着），カリバーン（オールカマー ３着），エアラフ
ォン（関屋記念 ２着），ニシノメイゲツ（芙蓉Ｓ ）。
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ネオユニヴァース
Neo Universe
鹿 ２０００

＊サンデーサイレンス
＊ポインテッドパス

Kris
Silken Way

最優秀３歳牡馬，７勝，日本ダービー （２４００ｍ），皐月賞 （２０００ｍ）。主な産駒 ロジ
ユニヴァース（日本ダービー ），ヴィクトワールピサ（ドバイワールドＣ ，有馬
記念 ，皐月賞 ），アンライバルド（皐月賞 ），イタリアンレッド（府中牝馬
Ｓ ），オールアズワン（札幌２歳Ｓ ）。１１－中央 。

＊バゴ
Bago
黒鹿 ２００１

Nashwan
Moonlight's Box

Nureyev
Coup de Genie

ＦＲ，全欧２歳・３歳チャンピオン，仏８勝，凱旋門賞 （２４００ｍ）。主な産駒 ビッグ
ウィーク（菊花賞 ，神戸新聞杯 ３着），オウケンサクラ（フラワーＣ ，桜花賞
２着），クイーンアルタミラ（新潟２歳Ｓ ３着），ショウリュウ（大井・ハイセイ

コー記念），エスカーダ（クリスマスローズＳ ）。

バブルガムフェロー
Bubble Gum Fellow
鹿 １９９３

＊サンデーサイレンス
＊バブルカンパニー

Lyphard
Prodice

最優秀２歳牡馬，７勝，天皇賞・秋 （２０００ｍ），朝日杯３歳Ｓ （１６００ｍ）。主な産駒
ロッカバブル（ＮＺブリーダーズＳ ），アッパレアッパレ（名古屋ＧＰ ），アーリーロ
ブスト（京成杯 ，スワンＳ ２着），マイネルボウノット（佐賀記念 ），オノユウ
（エーデルワイス賞 ），ウインジーニアス。

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），ドバイシーマクラシック
（２４００ｍ）。主な産駒 ウインバリアシオン（青葉賞 ，日本ダービー ２着，菊花
賞 ２着），キョウワジャンヌ（秋華賞 ２着），ステラロッサ（スプリングＳ ３
着），メイショウナルト（デイリー杯２歳Ｓ ３着）。

＊ファンタスティックライト
Fantastic Light
鹿 １９９６

Rahy
Jood

Nijinsky
Kamar

ＵＳＡ，全欧年度代表馬，英愛米首港１２勝，愛チャンピオンＳ （１０Ｆ），香港Ｃ （２０００
ｍ）。主な産駒 シンティロ（伊グランクリテリウム ），ミッションクリティカル（Ｎ
ＺインターナショナルＳ ），＊ジャリスコライト（京成杯 ，朝日杯ＦＳ ３着），ナイ
アガラ（すみれＳ ），＊ゼットフラッシュ（醍醐Ｓ）。

＊フォーティナイナーズサン
Fourty Niners Son
栗 ２００１

Distorted Humor
Cindazanno

Alleged
Venus Bound

ＵＳＡ，米６勝，ＣＬハーシュターフＣｈ． （１０Ｆ），サンルイスレイＨ （１２Ｆ）。初
産駒は３歳。主な産駒 ニシノファイター（川崎・鎌倉記念），リアルサンボーイ（盛岡
・若駒賞３着），コウエイチャンス，コウセイコタロウ（以上等１勝）。父はファニーサ
イド（Ｋｙダービー ）を出す。１１－地方Ｆ 。
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フジキセキ
Fuji Kiseki
青鹿 １９９２

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー

Le Fabuleux
Marston's Mill

最優秀２歳牡馬，４勝，朝日杯３歳Ｓ （１６００ｍ）。主な産駒 ＊キンシャサノキセキ（高
松宮記念 ２回），ダノンシャンティ（ＮＨＫマイルＣ ），ファイングレイン（高松
宮記念 ），カネヒキリ（ジャパンＣダート ），エイジアンウィンズ（ヴィクトリア
マイル ），コイウタ。１１－中央 ，中央２ ，地方 。

ブラックタイド［新種牡馬］
Black Tide
黒鹿 ２００１

＊サンデーサイレンス
＊ウインドインハーヘア

Alzao
Burghclere

３勝，スプリングＳ （１８００ｍ），若駒Ｓ （２０００ｍ），きさらぎ賞 ２着，中山金杯 ３
着。初産駒は２歳。父はチャンピオンサイアー，アグネスタキオンを出す。全弟ディ
ープインパクト（年度代表馬２回，三冠馬，ジャパンＣ ）。母はアラルポカル 勝馬，
いとこウインクリューガー（ＮＨＫマイルＣ ）。

＊ブラックホーク
Black Hawk
鹿 １９９４

Nureyev
＊シルバーレーン

Silver Hawk
Strait Lane

ＧＢ，９勝，安田記念 （１６００ｍ），スプリンターズＳ （１２００ｍ）。主な産駒 チェレブ
リタ（京都牝馬Ｓ ），クーヴェルチュール（キーンランドＣ ），ホークスベイ
（豪クリスタルマイル ２着），ナニハトモアレ（アンタレスＳ ２着），チェレブラー
レ（浦和・ゴールドＣ），ブルーホーク（大井・サンタアニタＴ）。

＊マイネルラヴ
Meiner Love
青鹿 １９９５

Seeking the Gold
Heart of Joy

＊リイフオー
Mythographer

ＵＳＡ，５勝，スプリンターズＳ （１２００ｍ），朝日杯３歳Ｓ ２着。主な産駒 マイネ
ルハーティー（ＮｚＴ ），ゲットフルマークス（京王杯２歳Ｓ ），ダブルウェッジ
（アーリントンＣ ），コスモフォーチュン（北九州記念 ），コスモヴァレンチ（小倉
２歳Ｓ ），ユメノオーラ。１１－地方２ 。

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 ，産経大阪杯 ），レッドディザイア（秋華賞 ），ジョーカプ
チーノ（ＮＨＫマイルＣ ），グレープブランデー（ジャパンＤダービー ），ゲシ
ュタルト（京都新聞杯 ）。１１－中央 。

リンカーン
Lincoln
鹿 ２０００

＊サンデーサイレンス
グレースアドマイヤ

＊トニービン
＊バレークイーン

６勝，京都大賞典 （２４００ｍ），日経賞 （２５００ｍ），有馬記念 ２着。初産駒は４歳。主
な産駒 デルマドゥルガー（ジュニアＣ ，紫苑Ｓ ２着，クイーンＣ ３着），マイ
ネリスペクト（高知・黒潮皐月賞），ダイヤモンドダンス（大井・ハイセイコー記念３
着），オグリカーン（笠松・ライデンリーダー記念２着）。
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種　　牡　　馬　　名 毛
色

生年
・
年齢

産地 父　・　母 主な勝鞍

静内種馬場静内種馬場

胆振種馬場胆振種馬場

九州種馬場九州種馬場

七戸種馬場七戸種馬場

ストラヴィンスキー 鹿 平８
16歳 アメリカ ヌレイエフ

ファイアーザグルーム
ジュライＣ GⅠ
ナンソープＳ GⅠ ---

オペラハウス 鹿 昭63
24歳 イギリス サドラーズウェルズ

カラースピン
‘キングジョージ’GⅠ
エクリプスＳ GⅠ 100--

ボストンハーバー 鹿 平６
18歳 アメリカ カポウティ

ハーバースプリングズ
ＢＣジュヴェナイル GⅠ
ブリーダーズフュチュリティ GⅡ 403020

スクワートルスクワート 黒鹿 平10
14歳 アメリカ マーケトリー

ロストザコード
ＢＣスプリント GⅠ
キングズビショップＳ GⅠ 302010

アルデバラン 鹿 平10
14歳 アメリカ ミスタープロスペクター

チャイムズオブフリーダム
メトロポリタンＨ GⅠ
フォアゴーＨ GⅠ 200160100

エンパイアメーカー 黒鹿 平12
12歳 アメリカ アンブライドルド

トゥサード
ベルモントＳ GⅠ
フロリダダービー GⅠ 300250200

デビッドジュニア 栗 平14
10歳 アメリカ プレザントタップ

パラダイスリヴァー
エクリプスＳ GⅠ
ドバイデューティフリー GⅠ 403020

チーフベアハート 栗 平５
19歳 カナダ チーフズクラウン

アメリアベアハート
ＢＣターフ GⅠ
カナディアン国際Ｓ GⅠ 130110-

ケイムホーム 黒鹿 平11
13歳 アメリカ ゴーンウエスト

ナイスアッセイ
パシフィッククラシック GⅠ
サンタアニタダービー GⅠ 12010080

ヨハネスブルグ 鹿 平11
13歳 アメリカ ヘネシー（USA）

ミス
BCジュヴェナイル GⅠ
ミドルパークＳ GⅠ 300250200

バゴ 黒鹿 平13 
11歳 フランス ナシュワン

ムーンライツボックス
凱旋門賞 GⅠ
パリ大賞典 GⅠ 220180120

シルバーチャーム 芦 平６
18歳 アメリカ シルバーバック

ボニーズポーカー
ケンタッキーダービー GⅠ
ドバイワールドＣ GⅠ 302010

カリズマティック 栗 平８
16歳 アメリカ サマースコール

バリベイブ
ケンタッキーダービー GⅠ
プリークネスＳ GⅠ 302010

キャプテンスティーヴ 栃栗 平９
15歳 アメリカ フライソーフリー

スパークリングディライト
ドバイワールドＣ GⅠ
スワップスＳ GⅠ 302010

アラムシャー 鹿 平12
12歳 アイルランド キーオブラック

アライーダ
‘キングジョージ’GⅠ
愛ダービー GⅠ 10--

ロドリゴデトリアーノ 栗 平元
23歳 アメリカ エルグランセニョール

ホットプリンセス
英2000ギニー GⅠ
英チャンピオンＳ GⅠ 10--

サイレントハンター 鹿 平５
19歳 新冠 サンデーサイレンス（USA）

ヒロポリシー
産経大阪杯 GⅡ
中山金杯 GⅢ 10--

ダンツシアトル 鹿 平２
22歳 アメリカ シアトルスルー

コールミーゴッデス
宝塚記念 GⅠ
京阪杯 GⅢ 10--

サニングデール 黒鹿 平11
13歳 静内 ウォーニング（GB）

カディザデー（IRE）
高松宮記念 GⅠ
ＣＢＣ賞 GⅡ 10--

種付条件別種付料
（単位:万円, 税込）

A B C

2012　　　　  サラブレッド種牡馬 配置表

〔備考〕年齢は種付時の馬齢です。　※ストラヴィンスキーは現在ニュージーランドにシャトル中のため，平成24年度は種付いたしません。

「特約なし」

「基本契約」
不受胎時種付料返還特約及びフリーリターン特約付き

「受胎条件」
フリーリターン特約付き9月15日期限払い

平成24年4月30日 または第1回種付日のいずれか遅い日
までにお支払いください。種付料の返還はいたしません。
平成24年4月30日 または第1回種付日のいずれか遅い日
までにお支払いください。
平成24年8月31日現在で受胎確認後、同年9月15日まで
にお支払いください。
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種　　牡　　馬　　名 毛
色

生年
・
年齢

産地 父　・　母 主な勝鞍

静内種馬場静内種馬場

胆振種馬場胆振種馬場

九州種馬場九州種馬場

七戸種馬場七戸種馬場

ストラヴィンスキー 鹿 平８
16歳 アメリカ ヌレイエフ

ファイアーザグルーム
ジュライＣ GⅠ
ナンソープＳ GⅠ ---

オペラハウス 鹿 昭63
24歳 イギリス サドラーズウェルズ

カラースピン
‘キングジョージ’GⅠ
エクリプスＳ GⅠ 100--

ボストンハーバー 鹿 平６
18歳 アメリカ カポウティ

ハーバースプリングズ
ＢＣジュヴェナイル GⅠ
ブリーダーズフュチュリティ GⅡ 403020

スクワートルスクワート 黒鹿 平10
14歳 アメリカ マーケトリー

ロストザコード
ＢＣスプリント GⅠ
キングズビショップＳ GⅠ 302010

アルデバラン 鹿 平10
14歳 アメリカ ミスタープロスペクター

チャイムズオブフリーダム
メトロポリタンＨ GⅠ
フォアゴーＨ GⅠ 200160100

エンパイアメーカー 黒鹿 平12
12歳 アメリカ アンブライドルド

トゥサード
ベルモントＳ GⅠ
フロリダダービー GⅠ 300250200

デビッドジュニア 栗 平14
10歳 アメリカ プレザントタップ

パラダイスリヴァー
エクリプスＳ GⅠ
ドバイデューティフリー GⅠ 403020

チーフベアハート 栗 平５
19歳 カナダ チーフズクラウン

アメリアベアハート
ＢＣターフ GⅠ
カナディアン国際Ｓ GⅠ 130110-

ケイムホーム 黒鹿 平11
13歳 アメリカ ゴーンウエスト

ナイスアッセイ
パシフィッククラシック GⅠ
サンタアニタダービー GⅠ 12010080

ヨハネスブルグ 鹿 平11
13歳 アメリカ ヘネシー（USA）

ミス
BCジュヴェナイル GⅠ
ミドルパークＳ GⅠ 300250200

バゴ 黒鹿 平13 
11歳 フランス ナシュワン

ムーンライツボックス
凱旋門賞 GⅠ
パリ大賞典 GⅠ 220180120

シルバーチャーム 芦 平６
18歳 アメリカ シルバーバック

ボニーズポーカー
ケンタッキーダービー GⅠ
ドバイワールドＣ GⅠ 302010

カリズマティック 栗 平８
16歳 アメリカ サマースコール

バリベイブ
ケンタッキーダービー GⅠ
プリークネスＳ GⅠ 302010

キャプテンスティーヴ 栃栗 平９
15歳 アメリカ フライソーフリー

スパークリングディライト
ドバイワールドＣ GⅠ
スワップスＳ GⅠ 302010

アラムシャー 鹿 平12
12歳 アイルランド キーオブラック

アライーダ
‘キングジョージ’GⅠ
愛ダービー GⅠ 10--

ロドリゴデトリアーノ 栗 平元
23歳 アメリカ エルグランセニョール

ホットプリンセス
英2000ギニー GⅠ
英チャンピオンＳ GⅠ 10--

サイレントハンター 鹿 平５
19歳 新冠 サンデーサイレンス（USA）

ヒロポリシー
産経大阪杯 GⅡ
中山金杯 GⅢ 10--

ダンツシアトル 鹿 平２
22歳 アメリカ シアトルスルー

コールミーゴッデス
宝塚記念 GⅠ
京阪杯 GⅢ 10--

サニングデール 黒鹿 平11
13歳 静内 ウォーニング（GB）

カディザデー（IRE）
高松宮記念 GⅠ
ＣＢＣ賞 GⅡ 10--

種付条件別種付料
（単位:万円, 税込）

A B C

2012　　　　  サラブレッド種牡馬 配置表

〔備考〕年齢は種付時の馬齢です。　※ストラヴィンスキーは現在ニュージーランドにシャトル中のため，平成24年度は種付いたしません。

「特約なし」

「基本契約」
不受胎時種付料返還特約及びフリーリターン特約付き

「受胎条件」
フリーリターン特約付き9月15日期限払い

平成24年4月30日 または第1回種付日のいずれか遅い日
までにお支払いください。種付料の返還はいたしません。
平成24年4月30日 または第1回種付日のいずれか遅い日
までにお支払いください。
平成24年8月31日現在で受胎確認後、同年9月15日まで
にお支払いください。
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預託引き受け希望育成者リスト（競走馬育成協会）
各牧場に直接お問合せください。

㈲エクセルマネジメント

山　本　敏　晴

㈲様似木村牧場

木　村　　　薫

アクティファーム

加　藤　祐　嗣

㈲浦河中央育成場

土　肥　俊　彦

㈲内田ステーブル

内　田　裕　也

㈲グラストレーニングセンター

岡　崎　　　修

㈲グランデファーム

衣　裴　　　浩

㈲高昭牧場

上　山　泰　憲

㈲武田ステーブル

武　田　茂　男

㈲グランド牧場

伊　藤　佳　幸

㈲日進牧場

谷　川　利　昭

㈲ビクトリーホースランチ

荻　野　　　豊

㈲グリーンマイルトレーニングセンター

矢　野　琢　也

㈱吉澤ステーブル

吉　澤　克　己

01466-2-2151

FAX 01466-2-2602

0146-36-4990

FAX 0146-36-4990

0146-28-2535

FAX 0146-28-2535

0146-22-6380

FAX 0146-22-6394

0146-28-7150

FAX 0146-28-7151

0146-28-1981

FAX 0146-28-1983

0146-28-1700

FAX 0146-28-1705

0146-27-4457

FAX 0146-27-4407

0146-28-1176

FAX 0146-28-1685

0146-42-0002

FAX 0146-42-1844

0146-28-1157

FAX 0146-28-1953

0146-28-1436

FAX 0146-28-1452

01456-2-3310

FAX 01456-2-3950

0146-28-1696

FAX 0146-28-1690

えりも

様似

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

静内

浦河

浦河

日高

浦河

㈲目名共同トレーニングセンター

岡　田　隆　寛

森本ステーブル

森　本　敏　正

㈲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

小　竹　國　昭

㈲ビッグレッドファーム

岡　田　美佐子

㈲宮内牧場

宮　内　　　脩

㈲加藤ステーブル

加　藤　信　之

㈱ＳＴウインファーム

田　中　敏　徳

白井牧場

白　井　　　岳

㈲ベーシカル・コーチング・スクール

高　橋　　　司

㈱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

0146-42-0502

FAX 0146-42-6770

0146-28-7665

FAX 0146-28-7665

0146-49-5425

FAX 0146-49-7711

0146-45-5311

FAX 0146-45-5312

0146-47-2281

FAX 0146-47-3499

0146-49-5601

FAX 0146-49-5602

0146-28-1567

FAX 0146-28-1595

01456-2-2000

FAX 01456-2-0400

0145-43-2325

FAX 0145-43-2351

01456-2-1093

FAX 01456-2-3003

01456-2-2448

FAX 01456-2-4227

01456-2-0248

FAX 01456-2-2750

01456-2-1545

FAX 01456-2-1576

01456-2-1881

FAX 01456-2-1414

静内

浦河

新冠

新冠

新冠

新冠

浦河

日高

むかわ

日高

日高

日高

日高

日高

北　　海　　道　　地　　区　　①
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲千代田牧場

飯　田　正　剛

㈲三石軽種馬協同育成センター

前　川　則　久

0146-46-2400

FAX 0146-46-2440

0146-33-2300

FAX 0146-33-2102

静内

三石

㈲福山育成牧場

福　山　博　徳

0146-46-2731

FAX 0146-46-8731
静内

北　　海　　道　　地　　区　　②
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲佐藤牧場

佐　藤　傳　二

0247-77-2167

FAX 0247-77-2134
福島県

テンコー・トレーニングセンター

島　川　智　行

0247-73-2372

FAX 0247-73-2862
福島県

東　　北　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲鍋掛牧場

沖　崎　誠一郎

㈲添田牧場

添　田　眞　行

㈲ビッグレッドファーム

岡　田　美佐子

㈲下河辺トレーニングセンター

下河辺　行　信

ＫＳトレーニングセンター

坂　本　万　夫

㈱リバティホースナヴィゲイト

佐久間　拓　士

㈲サラブレッドトレーニングアイランド

中　村　浩　章

㈲オークリーフ

吉　田　京　子

0287-63-3252

FAX 0287-62-5887

029-893-1559

FAX 029-893-1559

0291-32-5226

FAX 0291-32-5239

0478-75-2231

FAX 0478-75-3645

029-875-0101

FAX 029-875-1515

029-875-1520

FAX 029-875-1520

028-677-9700

FAX 028-677-4303

0478-50-7150

FAX 0478-50-7130

栃木県

茨城県

茨城県

千葉県

茨城県

茨城県

栃木県

千葉県

㈲出羽牧場

出　羽　龍　雄

㈱ナリタファーム

坂　部　勝　義

㈲高木競走馬育成牧場

高　木　秀　男

シンボリ牧場㈲

和　田　孝　弘

㈲マツカゼ松風馬事センター

諸　岡　　　慶

㈱宝馬グラウンドオリンピッククラブ
富里トレーニングファーム
渡　邊　幸一郎

ユタカファーム

吉　崎　みどり

㈱グロースフィールド

原　　　昌　久

0476-35-0126

FAX 0476-35-4460

0476-73-3929

FAX 0476-85-8162

046-241-1718

FAX 046-241-0342

0476-73-3131

FAX 0476-73-3132

029-885-7730

FAX 029-885-7720

0476-20-7220

FAX 0476-20-7223

029-892-1900

FAX 029-892-1900

029-875-1828

FAX 029-875-1828

千葉県

千葉県

神奈川県

千葉県

茨城県

千葉県

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

－ 150 －



預託引き受け希望育成者リスト（競走馬育成協会）
各牧場に直接お問合せください。

㈲エクセルマネジメント

山　本　敏　晴

㈲様似木村牧場

木　村　　　薫

アクティファーム

加　藤　祐　嗣

㈲浦河中央育成場

土　肥　俊　彦

㈲内田ステーブル

内　田　裕　也

㈲グラストレーニングセンター

岡　崎　　　修

㈲グランデファーム

衣　裴　　　浩

㈲高昭牧場

上　山　泰　憲

㈲武田ステーブル

武　田　茂　男

㈲グランド牧場

伊　藤　佳　幸

㈲日進牧場

谷　川　利　昭

㈲ビクトリーホースランチ

荻　野　　　豊

㈲グリーンマイルトレーニングセンター

矢　野　琢　也

㈱吉澤ステーブル

吉　澤　克　己

01466-2-2151

FAX 01466-2-2602

0146-36-4990

FAX 0146-36-4990

0146-28-2535

FAX 0146-28-2535

0146-22-6380

FAX 0146-22-6394

0146-28-7150

FAX 0146-28-7151

0146-28-1981

FAX 0146-28-1983

0146-28-1700

FAX 0146-28-1705

0146-27-4457

FAX 0146-27-4407

0146-28-1176

FAX 0146-28-1685

0146-42-0002

FAX 0146-42-1844

0146-28-1157

FAX 0146-28-1953

0146-28-1436

FAX 0146-28-1452

01456-2-3310

FAX 01456-2-3950

0146-28-1696

FAX 0146-28-1690

えりも

様似

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

静内

浦河

浦河

日高

浦河

㈲目名共同トレーニングセンター

岡　田　隆　寛

森本ステーブル

森　本　敏　正

㈲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

小　竹　國　昭

㈲ビッグレッドファーム

岡　田　美佐子

㈲宮内牧場

宮　内　　　脩

㈲加藤ステーブル

加　藤　信　之

㈱ＳＴウインファーム

田　中　敏　徳

白井牧場

白　井　　　岳

㈲ベーシカル・コーチング・スクール

高　橋　　　司

㈱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

0146-42-0502

FAX 0146-42-6770

0146-28-7665

FAX 0146-28-7665

0146-49-5425

FAX 0146-49-7711

0146-45-5311

FAX 0146-45-5312

0146-47-2281

FAX 0146-47-3499

0146-49-5601

FAX 0146-49-5602

0146-28-1567

FAX 0146-28-1595

01456-2-2000

FAX 01456-2-0400

0145-43-2325

FAX 0145-43-2351

01456-2-1093

FAX 01456-2-3003

01456-2-2448

FAX 01456-2-4227

01456-2-0248

FAX 01456-2-2750

01456-2-1545

FAX 01456-2-1576

01456-2-1881

FAX 01456-2-1414

静内

浦河

新冠

新冠

新冠

新冠

浦河

日高

むかわ

日高

日高

日高

日高

日高

北　　海　　道　　地　　区　　①
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲千代田牧場

飯　田　正　剛

㈲三石軽種馬協同育成センター

前　川　則　久

0146-46-2400

FAX 0146-46-2440

0146-33-2300

FAX 0146-33-2102

静内

三石

㈲福山育成牧場

福　山　博　徳

0146-46-2731

FAX 0146-46-8731
静内

北　　海　　道　　地　　区　　②
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲佐藤牧場

佐　藤　傳　二

0247-77-2167

FAX 0247-77-2134
福島県

テンコー・トレーニングセンター

島　川　智　行

0247-73-2372

FAX 0247-73-2862
福島県

東　　北　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲鍋掛牧場

沖　崎　誠一郎

㈲添田牧場

添　田　眞　行

㈲ビッグレッドファーム

岡　田　美佐子

㈲下河辺トレーニングセンター

下河辺　行　信

ＫＳトレーニングセンター

坂　本　万　夫

㈱リバティホースナヴィゲイト

佐久間　拓　士

㈲サラブレッドトレーニングアイランド

中　村　浩　章

㈲オークリーフ

吉　田　京　子

0287-63-3252

FAX 0287-62-5887

029-893-1559

FAX 029-893-1559

0291-32-5226

FAX 0291-32-5239

0478-75-2231

FAX 0478-75-3645

029-875-0101

FAX 029-875-1515

029-875-1520

FAX 029-875-1520

028-677-9700

FAX 028-677-4303

0478-50-7150

FAX 0478-50-7130

栃木県

茨城県

茨城県

千葉県

茨城県

茨城県

栃木県

千葉県

㈲出羽牧場

出　羽　龍　雄

㈱ナリタファーム

坂　部　勝　義

㈲高木競走馬育成牧場

高　木　秀　男

シンボリ牧場㈲

和　田　孝　弘

㈲マツカゼ松風馬事センター

諸　岡　　　慶

㈱宝馬グラウンドオリンピッククラブ
富里トレーニングファーム
渡　邊　幸一郎

ユタカファーム

吉　崎　みどり

㈱グロースフィールド

原　　　昌　久

0476-35-0126

FAX 0476-35-4460

0476-73-3929

FAX 0476-85-8162

046-241-1718

FAX 046-241-0342

0476-73-3131

FAX 0476-73-3132

029-885-7730

FAX 029-885-7720

0476-20-7220

FAX 0476-20-7223

029-892-1900

FAX 029-892-1900

029-875-1828

FAX 029-875-1828

千葉県

千葉県

神奈川県

千葉県

茨城県

千葉県

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
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競走馬生産育成牧場への就業に関する情報を掲載しています。
「BOKUJOB」で検索してください。

廣　松　金　義

㈱クラウン

矢　野　悦　三

ＳＵＮＤＡＮＣＥ　ＥＥ

玉　置　　　徹

土屋牧場

土　屋　君　春

錦ファーム

和　田　保　夫

宮崎ステーブル㈲

仁田脇　　　彰

（農）姶良農事組合

徳　重　推　幸

柏木牧場

柏　木　　　務

0944-73-8924

FAX 0944-73-8924

0978-23-0761

FAX 0978-23-0762

0985-64-9123

FAX 0985-64-9123

0986-33-1204

FAX 0986-33-1204

0985-77-3047

FAX 0985-77-3047

0985-56-1111

FAX 0985-56-1237

0995-66-4664

FAX 0995-67-2213

0994-62-2686

FAX 0994-62-2687

福岡県

大分県

宮崎県

宮崎県

宮崎県

宮崎県

鹿児島県

鹿児島県

鹿屋育成センター

吉　田　茂　樹

㈲協和牧場鹿児島分場

本　田　艶　子

（農）串良軽種馬生産育成組合

釘　田　義　広

新保牧場

新　保　孝　一

長谷川牧場

長谷川　一　美

㈲山下牧場

山　下　一　盛

和田競走馬トレーニングセンター

和　田　清　文

0994-48-2166

FAX 0994-44-2377

0995-62-1978

FAX 0994-62-2478

0994-62-2062

FAX 0994-62-2778

0994-62-3457

FAX 0994-62-3457

0994-85-1790

FAX 0994-85-1790

099-476-1950

FAX 099-476-4067

099-476-1871

FAX 099-476-1871

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

九　　州　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲イクタ

生　田　敏　成

㈱アカデミー

野　田　善　己

浅井牧場

浅　井　茂　夫

㈱宇多村牧場

宇多村　　　康

㈱グリーンウッドパーク

永　山　正　喜

グリーンファーム㈱

宮　嶋　真　也

甲賀ファーム

田　所　勝　巳

㈱湖南牧場

大　平　忠　良

金勝ファーム

小　川　　　洋

信楽牧場㈱

中内田　克　二

島上牧場

幣　旗　政　則

0565-90-4566

FAX 0565-90-4562

0748-23-7788

FAX 0748-23-7780

0749-46-0270

FAX 0749-46-0270

0748-84-0413

FAX 0748-84-0508

0748-86-5777

FAX 0748-86-5411

077-558-3131

FAX 077-558-2698

0748-88-3385

FAX 0748-88-3385

0748-86-5510

FAX 0748-86-7806

077-558-3088

FAX 077-558-3089

0748-82-0239

FAX 0748-82-1510

077-558-1493

FAX 077-558-1701

愛知県

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

辰美牧場

夏　村　道　子

ヒルサイドステーブル㈱

中内田　克　二

㈲三田馬事公苑

岩　崎　僖　澄

八日市インター牧場

倉　間　昭　夫

八日市ウエストファーム

大　賀　一　政

㈲栗東ホース具楽部

井之口　二三雄

㈲宇治田原優駿ステーブル

八　木　秀　之

京北育成牧場

高　宮　輝千代

㈱小松トレーニングセンター

山　澤　貴　子

オクニシステーブル

奥　西　　　稔

㈲三重ホーストレーニングセンター

伊　藤　和　夫

077-558-1567

FAX 077-558-3937

0748-60-1274

FAX 0748-60-3002

0749-74-0200

FAX 0749-62-6304

0748-22-6421

FAX 0748-24-3213

0749-45-2260

FAX 0749-45-3639

077-558-4030

FAX 077-558-4038

0774-88-3535

FAX 0774-88-6688

0771-54-0511

FAX 0771-54-0777

0761-47-0131

FAX 0761-47-0141

0595-64-4543

FAX 0595-64-4543

0594-76-6700

FAX 0594-76-0146

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

京都府

京都府

石川県

三重県

三重県

関　　西　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ
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競走馬生産育成牧場への就業に関する情報を掲載しています。
「BOKUJOB」で検索してください。

廣　松　金　義

㈱クラウン

矢　野　悦　三

ＳＵＮＤＡＮＣＥ　ＥＥ

玉　置　　　徹

土屋牧場

土　屋　君　春

錦ファーム

和　田　保　夫

宮崎ステーブル㈲

仁田脇　　　彰

（農）姶良農事組合

徳　重　推　幸

柏木牧場

柏　木　　　務

0944-73-8924

FAX 0944-73-8924

0978-23-0761

FAX 0978-23-0762

0985-64-9123

FAX 0985-64-9123

0986-33-1204

FAX 0986-33-1204

0985-77-3047

FAX 0985-77-3047

0985-56-1111

FAX 0985-56-1237

0995-66-4664

FAX 0995-67-2213

0994-62-2686

FAX 0994-62-2687

福岡県

大分県

宮崎県

宮崎県

宮崎県

宮崎県

鹿児島県

鹿児島県

鹿屋育成センター

吉　田　茂　樹

㈲協和牧場鹿児島分場

本　田　艶　子

（農）串良軽種馬生産育成組合

釘　田　義　広

新保牧場

新　保　孝　一

長谷川牧場

長谷川　一　美

㈲山下牧場

山　下　一　盛

和田競走馬トレーニングセンター

和　田　清　文

0994-48-2166

FAX 0994-44-2377

0995-62-1978

FAX 0994-62-2478

0994-62-2062

FAX 0994-62-2778

0994-62-3457

FAX 0994-62-3457

0994-85-1790

FAX 0994-85-1790

099-476-1950

FAX 099-476-4067

099-476-1871

FAX 099-476-1871

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

九　　州　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲イクタ

生　田　敏　成

㈱アカデミー

野　田　善　己

浅井牧場

浅　井　茂　夫

㈱宇多村牧場

宇多村　　　康

㈱グリーンウッドパーク

永　山　正　喜

グリーンファーム㈱

宮　嶋　真　也

甲賀ファーム

田　所　勝　巳

㈱湖南牧場

大　平　忠　良

金勝ファーム

小　川　　　洋

信楽牧場㈱

中内田　克　二

島上牧場

幣　旗　政　則

0565-90-4566

FAX 0565-90-4562

0748-23-7788

FAX 0748-23-7780

0749-46-0270

FAX 0749-46-0270

0748-84-0413

FAX 0748-84-0508

0748-86-5777

FAX 0748-86-5411

077-558-3131

FAX 077-558-2698

0748-88-3385

FAX 0748-88-3385

0748-86-5510

FAX 0748-86-7806

077-558-3088

FAX 077-558-3089

0748-82-0239

FAX 0748-82-1510

077-558-1493

FAX 077-558-1701

愛知県

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

辰美牧場

夏　村　道　子

ヒルサイドステーブル㈱

中内田　克　二

㈲三田馬事公苑

岩　崎　僖　澄

八日市インター牧場

倉　間　昭　夫

八日市ウエストファーム

大　賀　一　政

㈲栗東ホース具楽部

井之口　二三雄

㈲宇治田原優駿ステーブル

八　木　秀　之

京北育成牧場

高　宮　輝千代

㈱小松トレーニングセンター

山　澤　貴　子

オクニシステーブル

奥　西　　　稔

㈲三重ホーストレーニングセンター

伊　藤　和　夫

077-558-1567

FAX 077-558-3937

0748-60-1274

FAX 0748-60-3002

0749-74-0200

FAX 0749-62-6304

0748-22-6421

FAX 0748-24-3213

0749-45-2260

FAX 0749-45-3639

077-558-4030

FAX 077-558-4038

0774-88-3535

FAX 0774-88-6688

0771-54-0511

FAX 0771-54-0777

0761-47-0131

FAX 0761-47-0141

0595-64-4543

FAX 0595-64-4543

0594-76-6700

FAX 0594-76-0146

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

京都府

京都府

石川県

三重県

三重県

関　　西　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ
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2012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

33

106

260

280

㈱ジェイエス

㈱ジェイエス

0146（42）2544

0146（42）2544

○繁殖馬部門
開催予定日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
平均価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆平均価格は概算価格（税込・万円）です。

1/２５（水）

10月下旬予定

※JRAブリーズアップセール

九州トレーニングセール

千葉サラブレッドセール

北海道トレーニングセール

２歳

２歳

２歳

２歳

JRA中山競馬場

JRA宮崎育成牧場

船橋競馬場

JRA札幌競馬場

78

11

36

133

770

200

1,200

500

日本中央競馬会

九州軽種馬協会

千葉県両総馬匹農協

日高・胆振・十勝軽種馬農協

03（5785）7540

099（478）3015

0476（93）1008

0146（45）2133 （日高）

○２歳部門
開催予定日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
平均価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆平均価格は概算価格（税込・万円）です。

４/２４（火）

５/８（火）

５/１４（月）

５/２１（月）
 ～２２（火）

4/19より事前下見
4/23は前日展示会

5/20は事前下見
1日開催の場合あり

千葉サラブレッドセール

九州１歳市場

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

八戸市場

北海道サマーセール

北海道オータムセール

北海道オータムセール

１歳

１歳

１歳

当歳

１歳

１歳

１歳

１歳

当歳

船橋競馬場

九州種馬場

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

八戸家畜市場

北海道市場

北海道市場

北海道市場

1

10

197

161

201

27

519

397

-

300

170

2,500

2,900

920

270

390

250

-

千葉県両総馬匹農協

九州軽種馬協会

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

青森県軽種馬生産農協

日高・胆振・十勝軽種馬農協

日高・胆振・十勝軽種馬農協

日高・胆振・十勝軽種馬農協

0476（93）1008

099（478）3015

03（3505）3445

03（3505）3445

0146（45）2133 （日高）

0176（60）8820

0146（45）2133 （日高）

0146（45）2133 （日高）

0146（45）2133 （日高）

○当歳・１歳部門
開催予定日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
平均価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆平均価格は概算価格（税込・万円）です。

中　止

６/４（月）

７/９（月）

７/１０（火）

７/１７（火）

７/３１（火）

８/２０（月）
 ～２３（木）
１０/１５（月）
   ～１８（木）
１０/１９（金）

7/7より事前下見

7/16は前日展示

中止の場合あり

※開催予定日はJRA生産育成対策室調べです。変更されることがありますので、ご了承ください。

本年 本年
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2012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

33

106

260

280

㈱ジェイエス

㈱ジェイエス

0146（42）2544

0146（42）2544

○繁殖馬部門
開催予定日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
平均価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆平均価格は概算価格（税込・万円）です。

1/２５（水）

10月下旬予定

※JRAブリーズアップセール

九州トレーニングセール

千葉サラブレッドセール

北海道トレーニングセール

２歳

２歳

２歳

２歳

JRA中山競馬場

JRA宮崎育成牧場

船橋競馬場

JRA札幌競馬場

78

11

36

133

770

200

1,200

500

日本中央競馬会

九州軽種馬協会

千葉県両総馬匹農協

日高・胆振・十勝軽種馬農協

03（5785）7540

099（478）3015

0476（93）1008

0146（45）2133 （日高）

○２歳部門
開催予定日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
平均価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆平均価格は概算価格（税込・万円）です。

４/２４（火）

５/８（火）

５/１４（月）

５/２１（月）
 ～２２（火）

4/19より事前下見
4/23は前日展示会

5/20は事前下見
1日開催の場合あり

千葉サラブレッドセール

九州１歳市場

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

八戸市場

北海道サマーセール

北海道オータムセール

北海道オータムセール

１歳

１歳

１歳

当歳

１歳

１歳

１歳

１歳

当歳

船橋競馬場

九州種馬場

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

八戸家畜市場

北海道市場

北海道市場

北海道市場

1

10

197

161

201

27

519

397

-

300

170

2,500

2,900

920

270

390

250

-

千葉県両総馬匹農協

九州軽種馬協会

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

青森県軽種馬生産農協

日高・胆振・十勝軽種馬農協

日高・胆振・十勝軽種馬農協

日高・胆振・十勝軽種馬農協

0476（93）1008

099（478）3015

03（3505）3445

03（3505）3445

0146（45）2133 （日高）

0176（60）8820

0146（45）2133 （日高）

0146（45）2133 （日高）

0146（45）2133 （日高）

○当歳・１歳部門
開催予定日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
平均価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆平均価格は概算価格（税込・万円）です。

中　止

６/４（月）

７/９（月）

７/１０（火）

７/１７（火）

７/３１（火）

８/２０（月）
 ～２３（木）
１０/１５（月）
   ～１８（木）
１０/１９（金）

7/7より事前下見

7/16は前日展示

中止の場合あり

※開催予定日はJRA生産育成対策室調べです。変更されることがありますので、ご了承ください。

本年 本年
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▲

▲

▲

▲

▲ ▲

▲

▲

▲▲

▲
▲

▲

中山競馬場　近隣ホテルのご案内
　ブリーズアップセールの開催にあたり、競馬場近隣での宿泊をお探しの方
には、下記のホテルをご案内いたします。

　ご予約の際に「ＪＲＡブリーズアップセールに参加する」旨をお申し付け
頂きますと、特別割引料金でご宿泊いただけます。

ホテル名
ジェイホテル本八幡
船橋第一ホテル
市川グランドホテル
レックスイン船橋

最寄り駅
JR本八幡駅
JR・京成船橋駅
JR市川駅
JR船橋駅

駅から
徒歩５分
徒歩10分
徒歩３分
徒歩５分

競馬場までの距離
タクシー20分
タクシー30分
タクシー30分
タクシー25分

電話
047-322-3741
047-435-9111
047-324-1121
047-460-7007

競馬場周辺は渋滞が予想されますので、余裕を持ってお越し下さい。

市川真間
菅
野

市
川 京成八幡

本
八
幡

鬼
越

京
成
中
山 東

中
山

下
総
中
山

西船橋

京
成
西
船

海
神

船橋

京成船橋

二俣新町

市川
ＩＣ 原木

ＩＣ

船橋
ＩＣ

国道14号
京葉道路

湾岸道路

中山競馬場

船橋法典京成線

東京方面

ＪＲ総武線 Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線

ＪＲ京葉線

( 　)

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号門よりご入場下さい。
※セール当日は正門よりご入場下さい。

ウイナーズサークル

クリスタル
コーナー

①受付（1F馬主受付）
①

②調教観覧席（4F馬主席）
②

③実馬展示会場
（装鞍所）③

事務所 正門
⑤④

⑤契約会
場（バス運

転手控室
）

④セリ会
場（中央門

）

バスタ
ーミナ

ル

南門
スタンド

下 見 所

食　事
（B1レ

ストラン
プラザ）

北方十字路

▲

湾岸市川
ＩＣ

千鳥町
出口

側道

二俣

▲

※湾岸市川は
東京方面からの出口はありません。
（千鳥町出口を利用して下さい。）

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）

※競馬場周辺は交通渋滞することがございます。
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▲

▲

▲

▲

▲ ▲

▲

▲

▲▲

▲
▲

▲

中山競馬場　近隣ホテルのご案内
　ブリーズアップセールの開催にあたり、競馬場近隣での宿泊をお探しの方
には、下記のホテルをご案内いたします。

　ご予約の際に「ＪＲＡブリーズアップセールに参加する」旨をお申し付け
頂きますと、特別割引料金でご宿泊いただけます。

ホテル名
ジェイホテル本八幡
船橋第一ホテル
市川グランドホテル
レックスイン船橋

最寄り駅
JR本八幡駅
JR・京成船橋駅
JR市川駅
JR船橋駅

駅から
徒歩５分
徒歩10分
徒歩３分
徒歩５分

競馬場までの距離
タクシー20分
タクシー30分
タクシー30分
タクシー25分

電話
047-322-3741
047-435-9111
047-324-1121
047-460-7007

競馬場周辺は渋滞が予想されますので、余裕を持ってお越し下さい。

市川真間
菅
野

市
川 京成八幡

本
八
幡

鬼
越

京
成
中
山 東

中
山

下
総
中
山

西船橋

京
成
西
船

海
神

船橋

京成船橋

二俣新町

市川
ＩＣ 原木

ＩＣ

船橋
ＩＣ

国道14号
京葉道路

湾岸道路

中山競馬場

船橋法典京成線

東京方面

ＪＲ総武線 Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線

ＪＲ京葉線

( 　)

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
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道 

14 
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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号門よりご入場下さい。
※セール当日は正門よりご入場下さい。

ウイナーズサークル

クリスタル
コーナー

①受付（1F馬主受付）
①

②調教観覧席（4F馬主席）
②

③実馬展示会場
（装鞍所）③

事務所 正門
⑤④

⑤契約会
場（バス運

転手控室
）

④セリ会
場（中央門

）

バスタ
ーミナ

ル

南門
スタンド

下 見 所

食　事
（B1レ

ストラン
プラザ）

北方十字路

▲

湾岸市川
ＩＣ

千鳥町
出口

側道

二俣

▲

※湾岸市川は
東京方面からの出口はありません。
（千鳥町出口を利用して下さい。）

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）

※競馬場周辺は交通渋滞することがございます。
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