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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「2016JRAブリーズアップセール」サイト
　　　　　　　　　　 http://www.jbis.or.jp/seri/2016/12O1/sale/

●ライブ中継について●
※2016JRA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.154～155をご覧ください。

オー
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ＪＲＡブリーズアップセールＪＲＡブリーズアップセール

阪神でのニュージーランドトロフィー（GⅡ）を勝利
障害競走でも活躍する

エイシンオスマン
牡　2010年取引馬　父 ロックオブジブラルタル

セール出身の活躍馬たちセール出身の活躍馬たち

セイウンワンダー
父 グラスワンダー

牡　2008年取引馬

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

’08 朝日杯FS（GⅠ）優勝
ＪＲＡ賞　最優秀２歳牡馬

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

ダイワパッション
牝　2005年取引馬　父 フォーティナイナー

ダートオープン競走を2勝
堅実に走り続け、1.3億円を獲得した

ブライトアイザック
牡　2008年取引馬　父 スペシャルウィーク

南関東で大活躍
羽田盃、京浜盃、ハイセイコー記念を制した

ナイキハイグレード
牡　2008年取引馬　父 アグネスタキオン

※BUセール
未売却馬
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デビューを目指す　若駒たちとの出会いがあります。デビューを目指す　若駒たちとの出会いがあります。

’12 ファンタジーステークス（GⅢ）を勝利
ダートでも鬼脚を披露する

サウンドリアーナ
牝　2012年取引馬　父 ケイムホーム

末脚を冴え渡らせ、
’15 クイーンステークス（GⅢ）を制覇

メイショウスザンナ
牝　2011年取引馬　父 アグネスデジタル

豪快な差し脚で、
’11 新潟2歳ステークス（GⅢ）を制した

モンストール
牡　2011年取引馬　父 アドマイヤマックス

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

ダンツミュータント
牡　2011年取引馬　父 マイネルラヴ

圧倒的なスピードで、
’13 函館2歳ステークス（GⅢ）を制した

クリスマス
牝　2013年取引馬　父 バゴ

先行力を武器に、
’13 エーデルワイス賞（JpnⅢ）を勝利

フクノドリーム
牝　2013年取引馬　父 ヨハネスブルグ

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

11年5回中山競馬1200m芝　2歳未勝利
マロンクン ［牡］

2011年取引馬　父 デビッドジュニア

12年4回東京競馬1600mダート　2歳未勝利
キングアドバンス ［牡］
2012年取引馬　父 ケイムホーム

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

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

13年4回東京競馬1400mダート　2歳未勝利
ロマンシーズ ［牡］

2013年取引馬　父 アルデバラン

13年5回東京競馬1600mダート　2歳未勝利
トップアドバンス ［牡］
2013年取引馬　父 アルデバラン

15年1回中山競馬1200mダート　3歳未勝利
パイナワレア ［牝］

2014年取引馬　父 ヨハネスブルグ

14年2回小倉競馬1200m芝　メイクデビュー小倉
リッパーザウィン ［牡］
2014年取引馬　父 ヨハネスブルグ
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2015 ＪＲＡブリーズアップセール
取引馬の活躍

（平成28年2月21日現在）

ＪＲＡ育成馬が、夏競馬から大活躍。
昨年の当セールで取引されたＪＲＡ育成馬たちは、
夏競馬から大活躍。2歳戦で10勝を上げました。

昨年のセール取引馬 67頭中63頭 が中央競馬に登録されています。
（4頭は地方で登録）

すでに 62頭（92.5％）が中央デビュー（うち2歳デビュー 59頭（88.1%））

合計 291走（1頭平均4.3走）
（うち2歳までに 227走（1頭平均3.4走））

ダービー翌週から
　　　　２歳戦はスタートします。

※中央競馬の成績のみ

◆ 新馬戦・未勝利戦優勝馬 ◆◆ 新馬戦・未勝利戦優勝馬 ◆

15年3回阪神競馬1600m芝　メイクデビュー阪神
ウインクルサルーテ ［牝］

父　ハービンジャー　　
母　パッショナルダンス

馬主：塚本 能交　氏／高橋 亮　厩舎

15年2回函館競馬1200m芝　2歳未勝利
スノードリーム ［牝］

父　スウェプトオーヴァーボード
母　マルカジュリエット　　　　
馬主：三田 昌宏　氏／高橋 義忠　厩舎
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15年2回小倉競馬1800m芝　2歳未勝利
ノーブルマーズ ［牡］
父　ジャングルポケット
母　アイアンドユー　　

馬主：吉木 伸彦　氏／宮本 博　厩舎

15年2回小倉競馬1200m芝　2歳未勝利（九州産馬限定）
チェストケホーク ［牝］

父　ブラックホーク
母　ドラゴンウィン

馬主：了德寺 健二　氏／池上 昌和　厩舎

15年2回新潟競馬1200mダート　2歳未勝利
グレートヒット ［牡］
父　サウスヴィグラス
母　シラタマ　　　　

馬主：黒川 哲美　氏／武井 亮　厩舎

15年4回中山競馬1200mダート　2歳未勝利
キーロフ ［牡］
父　ファスリエフ　　
母　スタートラッカー

馬主：吉川 朋宏　氏／竹内 正洋　厩舎

15年4回阪神競馬1200m芝　2歳未勝利
タイセイマライカ ［牝］
父　バゴ　　　　　　　
母　ミヤビアルカディア

馬主：田中 成奉　氏／西村 真幸　厩舎

15年4回東京競馬1300mダート　2歳未勝利
アーバンスター ［牡］
父　タニノギムレット
母　アーバンライナー

馬主：保坂 和孝　氏／池上 昌弘　厩舎
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ＪＲＡ
ホーム
ブレッド

15年5回東京競馬1400mダート　2歳未勝利
ジャルーズ ［牝］
父　エンパイアメーカー
母　ソフィアルージュ　

馬主：山口 功一郎　氏／栗田 徹　厩舎

15年5回阪神競馬1400mダート　2歳未勝利
モウカッテル ［牡］
父　アンライバルド　
母　ロングビクトリア

馬主：田中 邦彦　氏／森 秀行　厩舎

16年1回中山競馬1200mダート　3歳未勝利
ルグランシェクル ［牡］

父　パイロ　　　　
母　バラベルサイユ

馬主：藤田 岳彦　氏／斎藤 誠　厩舎

16年1回中京競馬1400m芝　3歳未勝利
ワンアフター ［牡］

父　アドマイヤムーン　　　
母　エキゾチックエレガンス

馬主：薪浦 亨　氏／西村 真幸　厩舎

16年1回小倉競馬1700ｍダート　3歳未勝利
ビレッジゴールド ［牡］
父　ゴールドアリュール
母　クリスタルストーン

馬主：村山 輝雄　氏／土田 稔　厩舎

16年1回中京競馬1200mダート　3歳未勝利
ヨシオ ［牡］

父　ヨハネスブルグ　
母　フローラルホーム

馬主：仲山 誉志夫　氏／森 秀行　厩舎
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2016JRAブリーズアップセールへの参加をご希望される方は、右ページを参考に
同封の購買登録申込書【書式A】に記入の上、なるべく4月1日（金）（当日消印有
効）までに返信用封筒にて送付いただき、事前登録をお済ませください。事前登録さ
れた方には【調教DVD】を作成次第、お届けいたします。
セール当日は、「購買登録確認書」【書式B】と引き換えに購買登録番号シールを
お渡しします。

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

◎事前登録を済まされた方
・「購買登録確認書」【書式Ｂ】を4月6日（水）ごろ発送いたします。
・セール当日は、本上場馬名簿と併せて、下記の必要書類をご持参願います。

●セール当日の持参書類●

◎事前登録されなかった（当日登録される）方
・4月26日（火）のセール当日、登録を受け付けます。
　ただし、「新規馬主限定セッション」には参加できませんのでご承知おきください。
・セール当日は、本上場馬名簿と併せて、下記の必要書類をご持参願います。

●セール当日の持参書類●

事前登録
された方

・書式Ｂ（確認書）
・印鑑

・馬主ご本人の署名がある 書式B（確認書）
・代理の方の印鑑

馬主ご本人の参加 代理人の参加

当日登録
される方

・書式Ａ (申込書)
・ご本人の馬主登録証
　および記章
・印鑑

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

馬主ご本人の参加 代理人の参加

育成馬展示会のお知らせ
宮崎育成牧場　　4月　5　日(火) 　10:00～
日高育成牧場　　4月11日(月) 　10:00～

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

詳細は、各育成牧場まで
お問い合わせください。

購買登録の方法
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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】

〔はがき大サイズ・桃〕　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 1

100100

1 0 6 8 4 0 1

東京 港 六本木6丁目
11-1

03 5785 7540

3237 5901090

購
買
登
録
さ
れ
る
馬
主
ご
本
人
が

ご
記
入
く
だ
さ
い
。

申込日を必ずご記入ください。

ＪＲＡの登録馬主名を
ご記入ください。

認印で結構です。

所属の馬主協会を
ご記入ください。
無所属の方は記入の
必要はありません。

ＪＲＡの馬主登録番号を
ご記入ください。

予定で結構ですので、該当する
いずれかを○で囲んでください。

ＪＲＡが記載いたし
ます。

購買登録された
馬主ご本人が
ご署名ください。

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

書式Ｂ

2016ＪＲＡ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28年4月26日（火）　ＪＲＡ中山競馬場
受付開始　8時15分　騎乗供覧　9時～
（受付はなるべく午前中にお済ませください）

セール開始13時～（予定）

○当日は上場馬名簿と併せて、本確認書【書式Ｂ】
および馬主ご本人の印鑑をご持参の上、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25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、2016 ＪＲＡブリーズアップセ
ール上場馬の購買を希望しますので、本確認書記載事項
および上場馬名簿に記載された売却要領および条件を承
諾のうえ、購買登録いたします。
私（上記の馬主）が上場馬を落札した場合には、落札
と同時に売買が成立すること及びその売買の条件は、上
場馬名簿記載の売買契約書の定める条件とすることにあ
らかじめ同意いたします。

（馬主ご本人のご署名）

（代理の方参加の場合）私（上記の馬主）は、2016 
ＪＲＡブリーズアップセール上場馬の購買にあたり、下記
の者を代理と定め、購買に関する一切の権限を委任します。

（代理の方の署名）

馬　主　登　録　番　号

氏　　　　　名

購買登録者番号
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○過去のセール購買実績、馬の所有実績は問いません。
○2013年１月以降の馬主登録された方でも、例えば2012年以前から個人馬主と
して活動していて、その後法人馬主に切り替えた方等、2012年以前からの馬
主歴があると本会が認めた方は除きます。

最終的な対象馬は4月25日（月）の前日展示会で公表します。
ご不明な点はお気軽にJRA馬事部生産育成対策室までお問い合わせください。

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

新規馬主限定セッション

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

 １ 日高 ビューティコマンダの14 牡 鹿 アルデバラン ＪＲＡホームブレッド

 ２ 日高 シャトルシャロンの14 牡 鹿 ヨハネスブルグ ＪＲＡホームブレッド

 ３ 日高 シルクハリウッドの14 牡 鹿 タニノギムレット 市場購買馬

 ４ 宮崎 スノーボードロマンの14 牡 鹿 バゴ ＪＲＡホームブレッド

 ５ 日高 フジティアスの14 めす 黒鹿 バゴ ＪＲＡホームブレッド

 ６ 日高 バクシンスクリーンの14 めす 鹿 アルデバラン ＪＲＡホームブレッド

 ７ 日高 オーブシュプレームの14 めす 栗 デュランダル 市場購買馬

 ８ 宮崎 フローラルホームの14 めす 鹿 サマーバード ＪＲＡホームブレッド

上場番号 性育成馬名育成場 毛色 父 備考

１．参加資格者（新規馬主）：2013年1月以降に馬主登録された方

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

２．参加方法：あらかじめ事前購買登録が必要です

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

３．購買制限：おひとり１頭のみとさせていただきます

４．対象馬：ＪＲＡホームブレッド（生産馬）を中心に市場購買馬を加えた8頭
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セール前日の4月25日（月）13時～15時に比較展示（装鞍所）を実施
します

※比較展示の時間以外は、10時～17時の間でご希望の馬を厩舎でご覧いただけます。
●厩舎１号門よりご入場ください（182ページの案内図をご覧ください）。
《セール前日に開示する情報》　①個体情報冊子の配布　②台付価格の公表

前日展示会以外でも事前下見いただけます
（事前下見される方は下記にご連絡いただければ幸いです。）
　　　4月21日（木）～4月24日（日）　10時～17時まで

ブリーズアップセールの前日に、上場馬をじっくりと吟味いただくた
め、「前日展示会」を中山競馬場で開催いたします。購買馬の検討に
ぜひご利用ください。

「前日展示会」および事前下見

JRA 馬事部　生産育成対策室 TEL　03-5785-7540

ブリーズアップセール　特設電話※ TEL　090-3237-5901

※特設電話は4月18日（月）～5月6日（金）（各日～17時まで）の期間で有効です。

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

○開示時間・場所
4月21日（木）～4月25日（月） 10時～17時
4月26日（火） 11時～セール終了まで
上記期間、装鞍所内にて開設します。

○開示する主な資料
①個体情報冊子
・上場する全ての馬の個体ごとの病歴、調教経過および飼養管理状況な
どを詳細に記載した冊子を前日展示会（4月25日）から配布いたします。
・個体情報冊子の記載情報のうち、主な病歴、各種検査結果、最新の馬
体重、測尺などを、ＪＲＡホームページ「育成馬個体情報」の個体情
報冊子【早期版】（http://jra.jp/training/individual.html、『ＪＲＡ育
成馬個体情報』で検索）に4月5日（火）頃より掲載いたします。

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

③上気道（ノド）内視鏡検査映像
・3月頃に検査した全馬の上気道（ノド）の状態を映像で開示いたします。
④屈腱部エコー検査画像
・3月頃に実施した検査結果を開示いたします。

個体情報開示（レポジトリー）について
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・所定の書類を提出し、本名
簿の裏表紙に登録番号シー
ルの貼付を受けてください。
・クロークも設置しております。

・スピードは最終の2ハロン
13秒－13秒を目安としてお
ります。

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

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

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

8:15～12:00頃
スタンド1階馬主受付

11:15～12:30頃
装鞍所

13:00～16:00頃
（昨年実績）

中央門特設セリ会場

13:00～17:00頃
契約会場

（バスターミナル横）

9:00～11:00頃
ダートコース
（観覧は

スタンド4階馬主席）

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

受　付

実馬展示

売買成立・
引取り確認

騎乗供覧

セリ方式による
売却

セール当日の流れ
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ファイナルステージのご案内（4月27日開催予定）

4月26日（火）に落札されなかった馬を対象として、翌27日（水）、JRAブリーズアップセー
ルを延長し、FAXでの申込方式による売却（ファイナルステージ）を開催することがあります。 
ファイナルステージは26日（火）までに購買登録をお済ませのうえ、セールに参加された馬主

ご本人様 のみ参加可能で、代理人参加はできません。 
27日（水）10時～16時のすべての時間帯において、セール事務局との複数回の電話および
FAXによる 相互確認が可能な方のみ参加できます。あらかじめご了承ください。
以下にステージの流れを示します。詳細はセールの要領および条件をご確認ください。

4/26 セール終了後

台付価格発表
ただちに翌日の4/27ファイナルステージ上場馬と台付価格を発表します
各馬の台付は4/26の再上場時の台付価格と同額です

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

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

4/27 10時～13時

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

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

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

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

4/27 13時～16時
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2016　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
参加くださいますようお願いします。

１．日　　時　　平成28年4月26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

４．売　却　馬
平成27年の1歳市場で購買し、日高・宮崎育成牧場で育成・調教した2歳馬。
および、平成26年にＪＲＡで生産し、購買馬と同様に育成・調教した2歳馬
（ＪＲＡホームブレッド）。

５．売却頭数　　80頭程度

６．購買登録手続き
１）購買を希望される方は、あらかじめ購買登録の手続きをお済ませください。
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。）とします。

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

４）購買登録の手続きについては、なるべく4月1日（金）までにお済ませくださ
い。事前に登録を済ませた方には、先着順に調教ＤＶＤなどをお送りします。
なお、18．に定める「新規馬主限定セッション」への参加には事前の購買登
録が必須となります。

５）上記の期日までに手続きが完了できなかった場合は、別記「購買登録のご案
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ください。

６）予納金は徴収いたしません。
７）購買登録の申し込みを受け付けた方には、ＪＲＡが発行する「購買登録確認書
（書式Ｂ）」をもって購買登録番号を通知します。セール当日は「購買登録確
認書（書式Ｂ）」にご署名の上、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（書式Ｂ）」を
代理の方がご持参ください。
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７．セール運営方法
１）馬の取引は、売買により行います。
２）売買は事前に騎乗供覧および実馬展示の後、セリによる方法で行います。
３）馬は、主催者の定める順序により上場するものとします。
４）セリの方法はセリ上げを原則とし、セリ上げは10万円単位（消費税を含まな
い）とします。

５）馬別に設定する台付価格は、セール前日（4月25日（月）の前日展示会）に公
表します。また、台付価格表をセール前日および当日に配布します。

６）調教が遅れている馬、ゲート目標に到達していない馬等については「調教進度
の遅れた馬等」として、理由を公表のうえ、上場することがあります。

７）台付価格で声がかからない場合は主取としますが、再上場はお受けします。
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ください。
９）再上場は、ＪＲＡの定めた順序により行います。
10）18．に定める「新規馬主限定セッション」により、一部の馬は参加者を限定

して取引を行います。

８．セリ開始前の公表
１）ＪＲＡは、セリ名簿に記載された事項のほか、下記に定める事項の有無を上場
時に読み上げます。
⑴　悪癖（さく癖、旋回癖、ゆう癖、身喰い）
⑵　喉頭片麻痺による喘鳴症
⑶　関節部の外科手術歴
⑷　開腹手術歴
⑸　⑶または⑷以外の全身麻酔を伴う外科手術歴
⑹　去勢

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

３）ご購買の方は、前項の公表事項を承知の上、購買されるものとします。

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

２）落札者は直ちに購買登録番号を貼り付けたセリ名簿を、鑑定人の見やすい位置
に掲示するものとします。

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

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

６）危険負担は、12．に定める「売買契約の解除」に該当する場合を除き、売買
成立時点をもって落札された方が負うものとします。
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10．代金の決済
１）落札された方は、売買成立後、落札価格に消費税相当額を加算して得た額（以
下、「取引価格」といいます。）を5月2日（月）正午までに遅延することなく、
ＪＲＡが指定する金融機関の口座に振り込むものとします。
ただし、売買が成立した馬を美浦または栗東トレーニング・センターへ直接入
厩させる場合のみ、5月6日（金）正午まで決済期限を延期することができます。

２）ＪＲＡは取引価格の決済確認後、落札された方に血統登録証明書を送付します。
ただし、売買が成立した馬を美浦および栗東トレーニング・センターへ直接入
厩させる場合には、諸手続きのためＪＲＡでお預かりします。

11．馬の引き渡しおよびトレセン直接入厩
１）落札された方への取引馬の引き渡しは、ＪＲＡが取引価格の決済を確認した後、
セール翌日の4月27日（水）9時から5月3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「購買・引取確認書（預託厩舎確認書）（書式Ｄ）」
を提出してください。

３）①4月28日（木）および、②4月29日（金）の直接入厩については、ＪＲＡが
その輸送業務および費用を負担します。希望される方は、①の場合4月26日
17時、②の場合4月27日15時までに「購買・引取確認書（預託厩舎確認書）
（書式Ｄ）」を提出してください。

４）落札された方から所有権を移転しての直接入厩はできません。

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）落札された方が、落札馬について上場日に公表のなかった下記に定める事項を
発見した時は、当該馬の引渡しのあった日の翌日15時までに、申告すること
ができます。
⑴　悪癖（さく癖、旋回癖、ゆう癖、身喰い）
⑵　喉頭片麻痺による喘鳴症
⑶　関節部の骨折（当該馬の引渡し前に発症したものに限る）

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

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21日（木）から4月25日（月）の10時から17時の間、
およびセール当日はその開催時間において、中山競馬場内に個体情報開示室を設け、
上場予定馬の個体情報を開示します。

14．馬の検査手続き
購買登録をされた方は、4月21日（木）から4月25日（月）までの期間に、また、

落札された方は、当該馬の引渡しまでに、ＪＲＡの立会いのもと、馬の検査（歩様、
触診および開業獣医師によるレントゲン撮影）をすることができます。
また、依頼があれば、それをＪＲＡが受け付け、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
一般馬と同一とします。

17．ファイナルステージの開催について
4月26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26日までに購買登録をお済ませのうえ、セールに
参加された馬主ご本人のみ参加可能で、代理人参加はできません。
また4月27日（水）は10時～ 16時のすべての時間帯において、セール事務局と
の複数回の電話およびFAXによる相互確認が可能な馬主ご本人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　　2016 ＪＲＡブリーズアップセール　ファイナルステージ
２）日　　時　　平成28年4月27日（水）　10:00 ～ 16:00

なお、4月26日の上場馬がすべて落札された場合のほか、上場予
定馬の疾病およびＪＲＡの都合によりファイナルステージは開催
されないことがあります。

３）主　　催　　ＪＲＡ
４）売　却　馬

4月26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26日のセール終了時にセール会場で公表するほか、ＪＲＡホームペー
ジ内「ＪＲＡ育成馬サイト」で公表します。その後も疾病およびＪＲＡの都合に
より上場をとりやめることがあります。
５）売却頭数　　４）のとおり。
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６）購買登録手続きおよび参加資格
ファイナルステージのための新たな購買登録手続きは受け付けません。4月26
日までに購買登録をお済ませのうえ、セールに参加された馬主ご本人のみ参加可
能で、代理人参加はできません。
７）運営方法
⑴　当日の運営にはJOA日本馬主協会連合会事務局の立会いを求めます。
⑵　申込は「ファイナルステージ購買申込書（書式Ｅ）」のFAXによる送信のみ
により、折り返し事務局からの電話連絡で確認がとれた場合のみ受け付けま
す。申込価格は10万円単位（消費税を含まない）とします。

⑶　馬別に設定する台付価格は、4月26日（火）のセール終了時に公表すること
とします。なお各馬の台付価格は、4月26日のセールでの再上場台付価格と
同額とします。

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

⑸　上場馬ごとに、最高額で申込受付された方がその価格をもって落札確認対象
者となります。ただし、複数人の最高額申込者がいた場合、落札確認対象者
の決定は以下の優先順位とします。①4月26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「購買・引取
確認書（書式Ｄ）」のFAXによる提出を求めます。この電話確認やFAXの送
受信ができない場合、「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、購買されるものとします。ただし、新たな公表事項が生
じた場合、申込者には電話にてこれを報告するものとします。
９）落札者の決定および売買の成立
⑴　記載すべき事項が正確であり、明瞭に読み取り可能な「購買・引取確認書
（書式Ｄ）」をＪＲＡがFAXにて受信した時点をもって売買が成立します。

⑵　売買成立後は、その証として速やかに別途売買契約書を作成するものとしま
す。

⑶　危険負担は、「売買契約の解除」の項で定める他は、売買成立時点をもって
落札された方が負うものとします。

⑷　落札者の発表は、ＪＲＡホームページ内「ＪＲＡ育成馬サイト」で実施する
ものとし、発表内容は馬名、落札価格、落札者名とします。この落札実績は、
2016 ＪＲＡブリーズアップセール売却成績に含まれるものとします。

10）その他
上記で定めた以外、ファイナルステージにおけるすべての要領および条件は
4月26日（火）のセールと同様とし、特例措置等はございません。
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18．新規馬主限定セッションの実施について
新規馬主の方に限定して売却する新規限定セッションを実施します。詳細は以下
のとおりとします。
１）参加資格：
ＪＲＡの登録を受けている馬主の方のうち、2013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2012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（ＪＲＡ生産馬）を中心に対象馬を選定します。候補馬
についても「調教進度の遅れた馬等」として上場する場合には、新規馬主限定
セッションの対象から除外します。最終的な対象馬は、セール前日に公表します。
３）セリ上げ方式：
参加資格を示す白字・赤色の登録番号シールを貼り付けた上場馬名簿を、鑑定
人またはビッドスポッターの見やすい位置に常に掲示しながら、セリ上げに参加
してください。
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：
お一人様1頭とします。対象馬を購買された方は、それ以降の限定セッション
のセリ上げに参加できません。
５）再上場：
主取、再上場となった場合、すべての馬主の方が購買頭数の制限なく、セリ上
げに参加できます。
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◎指定振込先
三菱東京UFJ銀行　本店　普通　Ｎｏ７８３４０３８
口座名義　日本中央競馬会　経理部長　下平　洋一

ﾆｯﾎﾟﾝﾁｭｳｵｳｹｲﾊﾞｶｲ　ｹｲﾘﾌﾞﾁｮｳ　ｼﾓﾀﾞｲﾗ  ﾖｳｲﾁ

◎お問合せ先
・購買申し込み方法、ＪＲＡ育成馬の売却全般に関するお問合せ

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

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

○ファイナルステージにおける　　FAX送信先　０３－５７８５－７５４１

○ＪＲＡ育成馬サイト　http://jra.jp/training/

＜セール開催期間＞
船橋市古作１- １- １　ＪＲＡ中山競馬場　開催事務局

特設電話　０９０－３２３７－５９０１
4月18日（月）～ 5月6日（金）（各日～17時まで）の期間で有効

（注）購買登録の手続きをされた方は、本要領および条件を承諾されたものとします。
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2016 ＪＲＡブリーズアップセールに
関するＱ＆Ａ

≪セール一般　＆　新規馬主限定セッション≫
Ｑ１：誰でも購買することができるのですか？
Ａ：いいえ。ＪＲＡの馬主の方（相続馬限定馬主の方を除く）で購買登録を済ませた
方に限らせていただきます。

Ｑ２：1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：参加資格者を2013年１月以降に馬主登録された方に限定した新規馬主限定セッ
ションをセールの冒頭で実施します。
新規馬主限定セッション上場候補馬は、ＪＲＡホームブレッド（日高育成牧場生
産馬）を中心に一般市場購買馬を加えて選定します。
ただし、候補馬がセールに「調教進度の遅れた馬等」として上場される場合は、
新規馬主限定セッションから除外し、全ての参加者がセリ上げに参加できること
になります。詳細は10ページのご案内と、要領および条件の18．をご覧ください。

Ｑ４：新規馬主以外はＪＲＡホームブレッドを購買できないのですか？
Ａ：いいえ。新規馬主限定セッションで声がかからず、主取・再上場となった場合、
すべての馬主の方がセリ上げに参加できます。また「調教進度の遅れた馬等」と
して上場される場合は、新規馬主限定セッションから除外しすべての馬主の方が
セリ上げに参加できます。

Ｑ５：購買登録は、セール当日も行えるのですか？
Ａ：はい。セール当日の登録も可能ですが、スムーズな運営のため、できるだけセー
ル前に事前の登録をお願いいたします。なお「新規馬主限定セッション」への参
加は事前の登録が必要となります。

Ｑ６：事前登録申込書は、いつ送られてくるのですか？
Ａ： 3月中旬に上場馬名簿とともに、すべての馬主の方に送らせていただきます。事
前登録をされた馬主の方には、4月中旬に調教DVDをお届けいたします。なお、
調教師の皆様にもお配りしておりますので、購買馬の選定にご活用ください。

Ｑ７：引き受け調教師に関する相談は、どこにすればよいのでしょうか？
Ａ：175ページのご案内（馬主・調教師ホットライン）をご参照ください。
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≪セール前≫
Ｑ１：日高・宮崎の両育成牧場で、馬を見ることはできるのでしょうか？
Ａ：はい。中山競馬場への出発前であればご覧いただけます。ご要望があれば事務局
までお問い合わせください。また、育成馬展示会を、下記のとおり両育成牧場に
て開催しますのでどうぞご来場ください。
【宮崎育成牧場：4月5日（火）、日高育成牧場：4月11日（月）】

Ｑ２：中山競馬場で、馬の事前下見はできるのでしょうか？
Ａ：はい。4月21日（木）～ 25日（月）　10時～ 17時の間、可能です。

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

Ａ：はい。事前下見期間中、装鞍所内のレポジトリールーム（情報開示室）にて公開
しておりますので閲覧することが可能です。また、ＪＲＡ獣医職員を配置してお
ります。なお、セール当日にもご覧いただけます。

Ｑ４：「前日展示会」について教えてください。
Ａ：4月25日（月）については、前日展示会として装鞍所での比較展示を実施します。
個体情報冊子の配布や台付価格の公表も行ないます。詳細は11ページのご案内を
ご覧ください。

Ｑ５：ＪＲＡホームページで、セールに関する情報を見ることができるのですか？
Ａ：はい。ＪＲＡホームページ内の「ＪＲＡ育成馬サイト」 http://jra.jp/training/ で、
ＪＲＡ育成馬やブリーズアップセールに関する情報を逐次更新いたしております。
また、「ＪＲＡ育成馬日誌」http://blog.jra.jp/ikusei/　では、各育成牧場の取り
組みや調教過程等を紹介しています。

≪セール≫
Ｑ１：「台付価格」は、どのように設定されているのでしょうか？
Ａ：1歳市場での購買価格を目安として、多くの方が「お声」をかけやすいよう設定
されています。ブリーズアップセールの「台付価格」は、「セリ開始価格」であ
ると同時に、「最低販売希望価格」でもあります。

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

Ｑ３：セリの上場順は決まっていますか？
Ａ：はい。原則として番号順に上場します。ただし、運営上の理由により上場順を変
更することがあります。

Ｑ４：再上場はどのように行うのでしょうか？
Ａ：声のかからなかった馬（主取馬）は、セリの最後にすべて再上場を行います。ま
た早い段階で再上場をお申し付けいただければ、上場番号48番の後に再上場しま
すので、お気軽に係員までお知らせください。
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≪セール後≫
Ｑ１：購買馬の引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3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28日（木）と29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6日（金）正午となります。

Ｑ３：セール後、引渡しまでの管理はどうなるのでしょうか？
Ａ：セール後から引渡しまでの毎日、歩様検査とともに保健運動を行い、善良な管理
に努めます。

Ｑ４：購買後に発症した疾病に対して、売買契約の解除はできるのでしょうか？
Ａ：売却に際して公表されなかった特定の疾病や悪癖を発見した時は、当該馬の引渡
しのあった翌日15時までに申告することができ、それを受けたＪＲＡの診断結果
と申告内容が一致した場合、売買契約を解除することができます。

Ｑ５：購買後、牧場に預けたいのですが、どこか紹介してもらえるのですか？
Ａ：紹介はいたしかねますが、170ページにあります預託引き受け希望の牧場リスト
を参考にされ、牧場と個別にご相談ください。

Ｑ６：購買した馬を、地方競馬を含めて他に転売してもかまわないのですか？
Ａ：ＪＲＡは、中央競馬の競走ステージにおいてＪＲＡ育成馬のパフォーマンスを検
証することを含めて生産育成研究業務を行っておりますことから、購買者の皆様
におかれましては、なるべく中央で出走させていただきますようお願い申し上げ
ます。

Ｑ７：セール翌日（4月27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26日に落札されなかった馬を対象として、FAXによ
る申込み形式で実施することがあります（該当馬がいない場合など実施されない
こともあります）。
セールに参加された馬主ご本人のみ参加可能で、代理人による参加はできません。
また4月27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26
日のセール当日の再上場時における台付を下回る価格での申し込みはできません。
詳細は16ページのご案内と、要領および条件の17．をご覧ください。

＜ＪＲＡ育成馬に関するお問合わせ先＞
ＪＲＡブリーズアップセール事務局（ＪＲＡ 馬事部　生産育成対策室）

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

ＪＲＡブリーズアップセール特設電話※

ＴＥＬ　０９０- ３２３７- ５９０１
※特設電話は4月18日（月）～ 5月6日（金）（各日～ 17時まで）
の期間で有効
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※セレクトセールでの購買馬については、平成２８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。

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

※詳しくは特設ブース係員または下記にお問い合わせください。

競走馬保険のご案内競走馬保険のご案内
愛馬が突然のケガ・思いが
けない病気で万一のことが
あったら…
大切な愛馬のために競走馬
保険のご加入をお勧めし
ます。

≪取扱代理店≫
JRAファシリティーズ㈱保険課
東京都中央区八丁堀3-19-9ジオ八丁堀
TEL ０３－６６３１－９００６

≪引受保険会社≫
損害保険ジャパン日本興亜㈱

（SJNK15-14291　2016.1.8）
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売 買 契 約 書
2016 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、2016 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28年5月2日（月）正午までに甲へ第１条に規定する馬代金を甲の

指定する銀行に完納しなければならない。ただし、JRA 美浦または栗東トレー
ニング・センターの預託厩舎へ直接入厩する場合、乙は5月6日（金）正午まで
馬代金の支払いを延期することができる。

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

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

平成28年5月3日（火）15時までに甲の指定した日時および場所において、当該
馬の引渡しを受ける。ただし、JRA美浦または栗東トレーニング・センターの
預託厩舎へ直接入厩する場合、乙は馬代金の支払いの前に当該馬の引渡しを受
けることができる。

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

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

いて事故、疾病または悪癖が発生した場合には、甲は直ちに乙に対して通知を
する。
２　甲は、前項の事故、疾病または悪癖が甲の責に帰すべき事由によって発生し
た場合でなければ、それについての責任を負わない。

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

（売買代金）
第１条　甲は、2016 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28年5月2日（月）正午までに甲へ第１条に規定する馬代金を甲の

指定する銀行に完納しなければならない。ただし、JRA 美浦または栗東トレー
ニング・センターの預託厩舎へ直接入厩する場合、乙は5月6日（金）正午まで
馬代金の支払いを延期することができる。

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

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

平成28年5月3日（火）15時までに甲の指定した日時および場所において、当該
馬の引渡しを受ける。ただし、JRA美浦または栗東トレーニング・センターの
預託厩舎へ直接入厩する場合、乙は馬代金の支払いの前に当該馬の引渡しを受
けることができる。

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

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

いて事故、疾病または悪癖が発生した場合には、甲は直ちに乙に対して通知を
する。
２　甲は、前項の事故、疾病または悪癖が甲の責に帰すべき事由によって発生し
た場合でなければ、それについての責任を負わない。
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（売買契約の解除）
第９条　甲は、乙の都合または過怠が原因により契約の履行ができないと認めた場合

は、この契約を解除することができる。
２　甲は、乙が第４条に規定する馬代金納入期限までに馬代金を納付していない
場合は、この契約を解除することができる。この場合、契約解除にいたるまで
の諸費用は乙の負担とする。
３　乙は、当該馬について、上場日に公表のなかった下記に定める事項を発見し
た場合は、当該馬の引渡しのあった日の翌日15時まで（以下本条において「瑕
疵申告期限」という。）に、その旨を甲に文書により申告することができる。
当該申告の内容と甲の診断内容とが一致した場合には、乙はこの契約を解除す
ることができる。
ただし、第3号については瑕疵申告期限に関わらず申告することができる。
⑴　悪癖（さく癖、旋回癖、ゆう癖、身喰い）
⑵　喉頭片麻痺による喘鳴症
⑶　関節部の骨折（当該馬の引渡し前に発症したものに限る）

４　第１項または前項の規定により、この契約が解除された場合、甲は当該馬を
引き取るとともに、第４条の規定により馬代金が納付されているときは、甲は
乙に当該馬代金を返還するものとする。また、甲は当該馬の引取りまでに乙が
負担した飼養管理等の実費を支払うものとする。
５　乙は、前項に規定するもののほかは、第１項から第３項までの規定によって
生じた損害の賠償を甲に請求することはできない。

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

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

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

処理するものとする。

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

　　平成28年4月　　日

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

乙　　　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代理人　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（売買契約の解除）
第９条　甲は、乙の都合または過怠が原因により契約の履行ができないと認めた場合

は、この契約を解除することができる。
２　甲は、乙が第４条に規定する馬代金納入期限までに馬代金を納付していない
場合は、この契約を解除することができる。この場合、契約解除にいたるまで
の諸費用は乙の負担とする。
３　乙は、当該馬について、上場日に公表のなかった下記に定める事項を発見し
た場合は、当該馬の引渡しのあった日の翌日15時まで（以下本条において「瑕
疵申告期限」という。）に、その旨を甲に文書により申告することができる。
当該申告の内容と甲の診断内容とが一致した場合には、乙はこの契約を解除す
ることができる。
ただし、第3号については瑕疵申告期限に関わらず申告することができる。
⑴　悪癖（さく癖、旋回癖、ゆう癖、身喰い）
⑵　喉頭片麻痺による喘鳴症
⑶　関節部の骨折（当該馬の引渡し前に発症したものに限る）

４　第１項または前項の規定により、この契約が解除された場合、甲は当該馬を
引き取るとともに、第４条の規定により馬代金が納付されているときは、甲は
乙に当該馬代金を返還するものとする。また、甲は当該馬の引取りまでに乙が
負担した飼養管理等の実費を支払うものとする。
５　乙は、前項に規定するもののほかは、第１項から第３項までの規定によって
生じた損害の賠償を甲に請求することはできない。

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

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

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

処理するものとする。

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

　　平成28年4月　　日

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

乙　　　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代理人　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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*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

－ 30 －



種牡馬解説

中央………中央総合 地方………地方総合

中央２……中央２歳 地方２……地方２歳

中央Ｆ……中央ファーストシーズン 地方Ｆ……地方ファーストシーズン

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

輸 入 馬 ＊ケイムホーム……馬名の前に＊を付ける。

サ ラ 系 種 マイネルビンテージ……馬名の前に を付ける。

初 仔 本馬以前に血統登録馬がいない馬を初仔とする。

戦 績 無表示は中央の成績とし、地方は出走地区を付して表示する。

……北海道（岩見沢、帯広、旭川、門別、札幌、函館）

……岩手（盛岡、水沢） ……山形（上山）

…北関東（足利、宇都宮、高崎） …南関東（船橋、大井、川崎、浦和）

……新潟（新潟、三条） ……石川（金沢）

……東海（笠松、名古屋、中京） ……大阪（春木）

……兵庫（園田、姫路） ……和歌山（紀三井寺）

……島根（益田） ……広島（福山）

……高知（高知） ……佐賀（佐賀）

……熊本（荒尾） ……大分（中津）

国 名 ＡＲＧ…亜…アルゼンチン

ＡＵＳ…豪…オーストラリア

ＡＵＴ…墺…オーストリア

ＢＥＬ…白…ベルギー

ＢＺＲ…伯…ブラジル

ＣＡＮ…加…カナダ

ＣＨＩ…智…チリ

ＤＥＮ…丁…デンマーク

ＦＲ……仏…フランス

ＧＢ……英…イギリス

ＧＥＲ…独…ドイツ

ＨＫＧ…香…香港

ＨＵＮ…洪…ハンガリー

ＩＮＤ…印…インド

ＩＲＥ…愛…アイルランド

ＩＴＹ…伊…イタリア

ＪＡＭ…牙…ジャマイカ

ＭＡＣ…澳…マカオ

ＭＡＬ…馬…マレーシア

ＭＥＸ…墨…メキシコ

ＮＬＤ…蘭…オランダ

ＮＯＲ…那…ノルウェー

ＮＺ……新…ニュージーランド

ＯＭＮ…オ…オマーン

ＰＡＮ…巴…パナマ

ＰＥＲ…秘…ペルー

ＰＨＩ…比…フィリピン

ＰＯＬ…波…ポーランド

ＰＲ……プ…プエルトリコ

ＱＡＴ…華…カタール

ＲＵＳ…露…ロシア

ＳＡＦ…南…南アフリカ

ＳＡＵ…沙…サウジアラビア

ＳＩＮ…星…シンガポール

ＳＰＡ…西…スペイン

ＳＷＥ…典…スウェーデン

ＳＷＩ…瑞…スイス

ＴＵＲ…土…トルコ

ＵＡＥ…首…アラブ首長国連邦

ＵＲＵ…宇…ウルグアイ

ＵＳＡ…米…アメリカ

ＶＥＮ…委…ベネズエラ

　　　　　　　　  凡例および略号

解説中最後尾の（例）15地方Ｆ⑤は２０１5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。
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馬場の表示 中央の競走 Ｄ＝ダート（芝の場合は省略）

地方の競走 Ｔ＝芝（ダートの場合は省略）

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

優２牝……最優秀２歳牝馬 優３牡……最優秀３歳牡馬

優３牝……最優秀３歳牝馬 優古牡……最優秀古馬牡馬

優古牝……最優秀古馬牝馬 優障害……最優秀障害馬

優短距……最優秀スプリンター 優ダート…最優秀ダート馬

優父内……最優秀父内国産馬

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

NAR優２牡……２歳最優秀牡馬 NAR優２牝……２歳最優秀牝馬

NAR優３歳……３歳最優秀馬 NAR優３牡……３歳最優秀牡馬

NAR優３牝……３歳最優秀牝馬 NAR優古馬……４歳以上最優秀馬

NAR優古牡……４歳以上最優秀牡馬 NAR優古牝……４歳以上最優秀牝馬

NAR優ターフ…最優秀ターフ馬 NAR優短距……最優秀短距離馬

Ｄグレード優秀…ダートグレード競走最優秀馬

Ｄグレード特別…ダートグレード競走特別賞

＊年度表彰名中の馬齢表記は、現在の表記方法で記載している。

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

としている。

この上場馬名簿は、JBISシステムを利用し、平成28年2月14日現在の

データ（中央・地方とも）から、作成しております。

－ 32 －



～第12回 ＪＲＡ育成馬調教セール～

上場馬写真集

４月26日(火) JRA中山競馬場

午前8時15分～

午前9時

午後1時

馬主受付

騎乗供覧開始

セリ開始

2016 ＪＲＡ
ブリーズアップセール

2016 ＪＲＡ
ブリーズアップセール

－ 33 －



牡　鹿　4月10日生

ビューティコマンダの１4
アルデバラン父 コマンダーインチーフ母父

牡　鹿　4月11日生

シャトルシャロンの１4
ヨハネスブルグ父 タイキシャトル母父

牡　鹿　4月17日生

スノーボードロマンの１4
バゴ父 スウェプトオーヴァーボード母父

牝　鹿　4月13日生

バクシンスクリーンの１4
アルデバラン父 サクラバクシンオー母父

牡　鹿　2月7日生

シルクハリウッドの１4
タニノギムレット父 Kingmambo母父

牝　黒鹿　4月16日生

フジティアスの１4
バゴ父 フジキセキ母父

1 2

4

6

3

5

写真は2月1日～2月19日に撮影しました。

JRAホームブレッド JRAホームブレッド

JRAホームブレッド

JRAホームブレッド JRAホームブレッド

－ 34 －



牝　栗　4月19日生

オーブシュプレームの１4
デュランダル父 サクラバクシンオー母父

牝　鹿　5月7日生

フローラルホームの１4
サマーバード父 ケイムホーム母父

牝　鹿　5月7日生

プレギエーラの１4
ハービンジャー父 サンデーサイレンス母父

牝　鹿　2月16日生

ダノンスズランの１4
ステイゴールド父 Awesome Again母父

牝　黒鹿　2月25日生

サニーサイドの１4
ステイゴールド父 コマンダーインチーフ母父

牝　黒鹿　3月8日生

プロラタの１4
ハーツクライ父 Empire Maker母父

7 8

10

12

9

11

写真は2月1日～2月19日に撮影しました。

JRAホームブレッド

－ 35 －



牡　青　2月24日生

フラワーパフュームの１4
シンボリクリスエス父 マーベラスサンデー母父

牡　青鹿　4月25日生

エレガントトークの１4
マンハッタンカフェ父 Machiavellian母父

牡　栗 　4月27日生

ハートノイヤリングの１4
アイルハヴアナザー父 ハーツクライ母父

牡　栗　5月19日生

キングズラヴの１4
サマーバード父 Kingmambo母父

牡　鹿　4月9日生

ウルトラペガサスの１4
ルーラーシップ父 Fusaichi Pegasus母父

牡　黒鹿　3月8日生

グレインラインの１4
エンパイアメーカー父 タイキシャトル母父

13 14

16

18

15

17

写真は2月1日～2月19日に撮影しました。－ 36 －



牡　栗　3月9日生

ノーブルビューティの１4
タイキシャトル父 キングカメハメハ母父

牡　栗　3月29日生

グラッドリーの１4
サウスヴィグラス父 アグネスタキオン母父

牡　青鹿　3月11日生

キャリコローズの１4
パイロ父 ネオユニヴァース母父

牡　黒鹿　4月17日生

シルクアウローラの１4
ケイムホーム父 クロフネ母父

牡　黒鹿　4月12日生

エクボの１4
トーセンホマレボシ父 リンドシェーバー母父

牡　鹿　5月12日生

セレーサの１4
ステイゴールド父 サクラバクシンオー母父

19 20

22

24

21

23

写真は2月1日～2月19日に撮影しました。－ 37 －



牝　黒鹿　4月29日生

クイックレスポンスの１4
エンパイアメーカー父 Storm Cat母父

牝　鹿　2月26日生

チューベローズの１4
シニスターミニスター父 シンボリクリスエス母父

牝　栗　2月24日生

プルームリジェールの１4
スマートファルコン父 Diesis母父

牝　鹿　3月29日生

マイネミニケリーの１4
ニューイングランド父 メジロライアン母父

牝　栗　4月30日生

ゴートゥザノースの１4
サマーバード父 アグネスタキオン母父

牝　黒鹿　3月26日生

シンコペーションの１4
キャプテンスティーヴ父 フジキセキ母父

25 26

28

30

27

29

写真は2月1日～2月19日に撮影しました。－ 38 －



牝　鹿　2月18日生

テンシノキセキの１4
エンパイアメーカー父 フジキセキ母父

牝　鹿　3月3日生

ビクトワールイゾレの１4
ヨハネスブルグ父 ダンスインザダーク母父

牝　黒鹿　4月13日生

ブイアスカの１4
パイロ父 アドマイヤドン母父

牝　芦　3月25日生

アドマイヤエバートの１4
クロフネ父 ディープインパクト母父

牝　黒鹿　3月22日生

ピュアゴシップの１4
ハードスパン父 Pure Prize母父

牝　栗　4月27日生

フェルガーナの１4
サマーバード父 アグネスタキオン母父

31 32

34

36

33

35

写真は2月1日～2月19日に撮影しました。－ 39 －



牡　芦　3月7日生

ウエスティンタイムの１4
スズカマンボ父 ブライアンズタイム母父

牡　黒鹿　5月16日生

クルミの１4
ストリートセンス父 アドマイヤベガ母父

牡　鹿　4月11日生

シアトルブリッジの１4
アドマイヤムーン父 スキャン母父

牡　芦　3月16日生

スイートピグレットの１4
クロフネ父 ブライアンズタイム母父

牡　栗　3月15日生

テイエスサクランボの１4
サウスヴィグラス父 アフリート母父

牡　黒鹿　5月2日生

ヴァルホーリングの１4
ジャングルポケット父 Halling母父

37 38

40

42

39

41

写真は2月1日～2月19日に撮影しました。－ 40 －



牡　栗　1月20日生

ハニーハントの１4
カジノドライヴ父 エンドスウィープ母父

牡　栗　4月19日生

パピュラの１4
サマーバード父 ブライアンズタイム母父

牡　黒鹿　1月28日生

コロナガールの１4
バゴ父 コロナドズクエスト母父

牡　青鹿　5月7日生

リスキーディールの１4
シンボリクリスエス父 ネオユニヴァース母父

牡　黒鹿　4月3日生

スターリースカイの１4
ケイムホーム父 キングヘイロー母父

牡　栗　4月16日生

カネマサバレリーナの１4
スマートファルコン父 アフリート母父

43 44

46

48

45

47

写真は2月1日～2月19日に撮影しました。－ 41 －



牝　鹿　3月7日生

ベラルーナの１4
エンパイアメーカー父 ディープインパクト母父

牝　黒鹿　4月6日生

エブリシングの１4
サマーバード父 マンハッタンカフェ母父

牝　鹿　2月23日生

ウインヴァネッサの１4
バゴ父 アグネスタキオン母父

牝　栗　5月3日生

アンプリペアードの１4
カネヒキリ父 More Than Ready母父

牝　栗　3月22日生

オルティスローザの１4
アイルハヴアナザー父 Fusaichi Pegasus母父

牝　鹿　3月30日生

イフリータの１4
ケイムホーム父 フレンチデピュティ母父

49 50

52

54

51

53

写真は2月1日～2月19日に撮影しました。－ 42 －



牝　栗　4月17日生

タヒチアンメモリの１4
フリオーソ父 コマンダーインチーフ母父

牝　青鹿　2月6日生

ペパーミントグラスの１4
ショウナンカンプ父 ヘクタープロテクター母父

牝　黒鹿　4月30日生

セイカシリアスの１4
パイロ父 フォーティナイナー母父

牝　鹿　5月6日生

フラワーロックの１4
キングズベスト父 アッミラーレ母父

牝　栗　3月17日生

ジョイオブフライトの１4
アイルハヴアナザー父 Silver Hawk母父

牡　黒鹿　4月16日生

ブーティーの１4
タニノギムレット父 フジキセキ母父

55 56

5857

59

写真は2月1日～2月19日に撮影しました。

60

－ 43 －



牡　鹿　3月21日生

ラブシービルの１4
サマーバード父 マイネルラヴ母父

牡　鹿　2月14日生

エーシンブランディの１4
ヴァーミリアン父 ダンスインザダーク母父

牡　黒鹿　3月21日生

ノースフラッシュの１4
メイショウボーラー父 プリサイスエンド母父

牡　栗　3月31日生

サウンドアメニティの１4
デュランダル父 キンググローリアス母父

牡　鹿　2月25日生

エイシンルンルンの１4
ケイムホーム父 マヤノトップガン母父

牡　鹿　4月19日生

ダームドゥラックの１4
ロージズインメイ父 シンボリクリスエス母父

61 62

64

欠場

66

63

65

写真は2月1日～2月19日に撮影しました。－ 44 －



牡　栗　3月24日生

ハンプトンコートの１4
バゴ父 ネオユニヴァース母父

牡　鹿　4月16日生

トミケンソリッドの１4
アンライバルド父 コマンダーインチーフ母父

牝　黒鹿　3月12日生

タイキティアラの１4
メイショウボーラー父 エンドスウィープ母父

牡　栗　2月28日生

ローズヘイローの１4
プリサイスエンド父 キングヘイロー母父

牝　青鹿　2月15日生

ハローオンザヒルの１4
ゼンノロブロイ父 シンボリクリスエス母父

牝　黒鹿　2月26日生

サンセットロードの１4
ロージズインメイ父 キングカメハメハ母父

67 68

70

72

69

71

写真は2月1日～2月19日に撮影しました。－ 45 －



牡　黒鹿　3月30日生

クリスコンフリクトの１4
ケイムホーム父 シンボリクリスエス母父

牡　栗　3月3日生

クィーンマーメイドの１4
トビーズコーナー父 キングヘイロー母父

牝　黒鹿　1月27日生

ミラキュラスの１4
ヴァーミリアン父 フジキセキ母父

牝　黒鹿　4月27日生

コウヨウオラリアの１4
プリサイスエンド父 ステイゴールド母父

牡　鹿　4月7日生

ゴッドビラブドミーの１4
デュランダル父 ブライアンズタイム母父

牝　黒鹿　3月28日生

ナイキトライアンフの１4
アルデバラン父 ボストンハーバー母父

73 74

76

78

75

77

写真は2月1日～2月19日に撮影しました。

JRAホームブレッド

－ 46 －



牝　黒鹿　3月29日生

ヴィクトリアルイゼの１4
キングズベスト父 シンボリクリスエス母父

牝　鹿　4月22日生

ロマンダムールの１4
タートルボウル父 サンデーサイレンス母父

牝　鹿　4月3日生

タイキノワールの１4
ストーミングホーム父 グラスワンダー母父

79 80

81

写真は2月1日～2月19日に撮影しました。

欠場

－ 47 －



上 場 馬 一 覧 上場番号順
No. 母 厩舎

ビューティコマンダ

シャトルシャロン

シルクハリウッド

スノーボードロマン

フジティアス

バクシンスクリーン

オーブシュプレーム

フローラルホーム

サニーサイド

プレギエーラ

プロラタ

ダノンスズラン

フラワーパフューム

エレガントトーク

ウルトラペガサス

ハートノイヤリング

グレインライン

キングズラヴ

ノーブルビューティ

グラッドリー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1号

11号

6号

13号

6号

11号

1号

2号

No. 母 厩舎

エクボ

キャリコローズ

セレーサ

シルクアウローラ

クイックレスポンス

チューベローズ

ゴートゥザノース

プルームリジェール

シンコペーション

マイネミニケリー

テンシノキセキ

ビクトワールイゾレ

ピュアゴシップ

ブイアスカ

フェルガーナ

アドマイヤエバート

ウエスティンタイム

クルミ

テイエスサクランボ

シアトルブリッジ

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

2号

6号

7号

13号

14号

7号

2号

11号

No. 母 厩舎

ヴァルホーリング

スイートピグレット

ハニーハント

パピュラ

スターリースカイ

コロナガール

カネマサバレリーナ

リスキーディール

ベラルーナ

エブリシング

オルティスローザ

ウインヴァネッサ

イフリータ

アンプリペアード

タヒチアンメモリ

ペパーミントグラス

フラワーロック

セイカシリアス

ジョイオブフライト

ブーティー

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

11号

12号

3号

7号

8号

14号

12号

No. 母 厩舎

ラブシービル

エーシンブランディ

エイシンルンルン

ノースフラッシュ

ダームドゥラック

サウンドアメニティ

ハンプトンコート

トミケンソリッド

ハローオンザヒル

タイキティアラ

サンセットロード

ローズヘイロー

クリスコンフリクト

クィーンマーメイド

ゴッドビラブドミー

ミラキュラス

ナイキトライアンフ

コウヨウオラリア

ヴィクトリアルイゼ

ロマンダムール

タイキノワール

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

12号

3号

5号

10号

5号

10号

14号

※網掛けは　“めす”　です

ブリーズアップセール厩舎配置図

診 療 所 装 鞍 所 受付

宮崎育成牧場 日高育成牧場

81
80
59

58
31
30
14号

79
78
77
76

71
70
69
10号

29
28

10
9
8

13号

63
62
61

60
43
42
12号

41
40

14
13
4

11号

57
56
55
54
53
52
51
50
8号

49
36
35

34
33
32
27
7号

26
25
12
11

7
6
5
6号

75
74
73
72

68
67
66
5号

65
64
48
47

46
45
44
3号

39
38
37
24
23
22
21
20
2号

19
18
17
16
15
3
2
1
1号

－ 48 －



セールの進行について

再上場ののち未売却となった馬については、翌日4/27に「ファイナルステージ」
を開催し、売却することがあります。（詳細についてはP16をご覧ください）

※「調教進度の遅れた馬等」の馬を含め番号順に上場いたします。

No.1～48
（No.1～８は新規馬主限定セッション対象馬です）

No.49～81

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。

－ 49 －



上場
番号 育成馬名 性 毛色 体高 胸囲 管囲 体重 父

（☆は新種牡馬）
購買価格
（万円） 育成場

ＪＲＡ育成馬測尺表（２月15日現在）

ビューティコマンダの１４
シャトルシャロンの１４
シルクハリウッドの１４
スノーボードロマンの１４
フジティアスの１４
バクシンスクリーンの１４
オーブシュプレームの１４
フローラルホームの１４
サニーサイドの１４
プレギエーラの１４
プロラタの１４
ダノンスズランの１４
フラワーパフュームの１４
エレガントトークの１４
ウルトラペガサスの１４
ハートノイヤリングの１４
グレインラインの１４
キングズラヴの１４
ノーブルビューティの１４
グラッドリーの１４
エクボの１４
キャリコローズの１４
セレーサの１４
シルクアウローラの１４
クイックレスポンスの１４
チューベローズの１４
ゴートゥザノースの１４
プルームリジェールの１４
シンコペーションの１４
マイネミニケリーの１４
テンシノキセキの１４
ビクトワールイゾレの１４
ピュアゴシップの１４
ブイアスカの１４
フェルガーナの１４
アドマイヤエバートの１４
ウエスティンタイムの１４
クルミの１４
テイエスサクランボの１４
シアトルブリッジの１４

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

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

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

160.0
153.5
159.5
150.5
154.0
156.5
153.5
154.9
157.4
159.5
155.5
155.0
163.5
157.5
157.0
155.0
162.0
156.0
158.0
155.5
156.5
157.0
153.0
158.0
154.5
157.0
160.0
155.3
152.0
156.1
156.0
159.0
160.5
159.5
155.5
155.0
161.0
157.5
152.5
158.0

183.0
174.5
173.5
174.5
175.0
180.5
171.0
173.5
174.5
176.0
175.5
178.0
184.5
176.0
181.0
177.0
179.5
177.5
176.0
175.0
180.0
177.5
170.5
182.5
174.5
175.0
181.5
179.5
168.5
173.0
176.0
177.5
178.0
175.5
174.0
175.0
186.0
184.0
180.5
180.5

19.5
19.0
19.7
18.5
19.0
19.3
18.6
19.0
18.5
19.5
19.1
19.0
20.2
19.9
19.9
19.4
20.5
19.7
19.2
19.8
19.8
19.7
18.1
20.0
19.2
19.1
19.5
18.6
17.9
19.5
18.3
19.3
19.0
19.8
18.9
19.3
19.5
20.2
19.6
20.4

459
424
441
447
429
469
423
430
426
445
444
440
499
457
482
465
482
477
493
462
460
461
403
476
462
449
481
436
415
430
440
453
448
454
455
439
462
477
485
478

アルデバラン
ヨハネスブルグ
タニノギムレット
バゴ
バゴ
アルデバラン
デュランダル

☆サマーバード
ステイゴールド
ハービンジャー
ハーツクライ
ステイゴールド
シンボリクリスエス
マンハッタンカフェ

☆ルーラーシップ
☆アイルハヴアナザー
エンパイアメーカー

☆サマーバード
タイキシャトル
サウスヴィグラス

☆トーセンホマレボシ
パイロ
ステイゴールド
ケイムホーム
エンパイアメーカー
シニスターミニスター

☆サマーバード
☆スマートファルコン
キャプテンスティーヴ
ニューイングランド
エンパイアメーカー
ヨハネスブルグ
ハードスパン
パイロ

☆サマーバード
クロフネ
スズカマンボ

☆ストリートセンス
サウスヴィグラス
アドマイヤムーン

アルデバラン
ヨハネスブルグ
タニノギムレット
バゴ
バゴ
アルデバラン
デュランダル

☆サマーバード
ステイゴールド
ハービンジャー
ハーツクライ
ステイゴールド
シンボリクリスエス
マンハッタンカフェ

☆ルーラーシップ
☆アイルハヴアナザー
エンパイアメーカー

☆サマーバード
タイキシャトル
サウスヴィグラス

☆トーセンホマレボシ
パイロ
ステイゴールド
ケイムホーム
エンパイアメーカー
シニスターミニスター

☆サマーバード
☆スマートファルコン
キャプテンスティーヴ
ニューイングランド
エンパイアメーカー
ヨハネスブルグ
ハードスパン
パイロ

☆サマーバード
クロフネ
スズカマンボ

☆ストリートセンス
サウスヴィグラス
アドマイヤムーン

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

ＪＲＡホームブレッド
ＪＲＡホームブレッド
345.6

ＪＲＡホームブレッド
ＪＲＡホームブレッド
ＪＲＡホームブレッド
378.0

ＪＲＡホームブレッド
972.0
475.2
1,080.0
1,620.0
1,350.0
1,458.0
885.6
1,188.0
864.0
972.0
950.4
756.0
756.0
756.0
1,296.0
1,296.0
928.8
702.0
378.0
345.6
324.0
216.0
799.2
756.0
864.0
820.8
540.0
1,058.4
1,101.6
1,404.0
712.8
864.0

※「新規馬主限定セッション」対象馬は、太枠で囲まれた上場番号１～８番になります。
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上場
番号 育成馬名 性 毛色 体高 胸囲 管囲 体重 父

（☆は新種牡馬）
購買価格
（万円） 育成場

全馬平均
牡　平均
めす平均

156.7
157.0
156.5

177.2
178.2
176.2

19.4
19.7
19.1

453.2
462.8
443.5

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

ヴァルホーリングの１４
スイートピグレットの１４
ハニーハントの１４
パピュラの１４
スターリースカイの１４
コロナガールの１４
カネマサバレリーナの１４
リスキーディールの１４
ベラルーナの１４
エブリシングの１４
オルティスローザの１４
ウインヴァネッサの１４
イフリータの１４
アンプリペアードの１４
タヒチアンメモリの１４
ペパーミントグラスの１４
フラワーロックの１４
セイカシリアスの１４
ジョイオブフライトの１４
ブーティーの１４
ラブシービルの１４
エーシンブランディの１４
エイシンルンルンの１４
ノースフラッシュの１４
ダームドゥラックの１４
サウンドアメニティの１４
ハンプトンコートの１４
トミケンソリッドの１４
ハローオンザヒルの１４
タイキティアラの１４
サンセットロードの１４
ローズヘイローの１４
クリスコンフリクトの１４
クィーンマーメイドの１４
ゴッドビラブドミーの１４
ミラキュラスの１４
ナイキトライアンフの１４
コウヨウオラリアの１４
ヴィクトリアルイゼの１４
ロマンダムールの１４
タイキノワールの１４

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

158.0
160.0
155.0
160.0
154.0
156.5
159.5
158.5
155.0
161.0
155.0
155.0
157.5
155.0
156.5
157.0
158.5
154.6
158.1
153.0
159.0
161.9
155.0
155.0
158.5
156.5
156.0
162.0
153.5
158.0
160.0
152.5
152.5
156.0
156.5
156.0
155.5
159.0
154.5
153.0
159.7

179.0
180.5
178.0
175.0
179.0
181.5
181.0
175.0
175.0
175.0
175.0
173.5
178.5
174.5
177.0
177.0
175.5
177.0
175.5
175.0
177.0
172.5
175.5
177.5
179.0
177.0
180.5
179.5
176.0
178.0
181.5
180.0
177.0
178.0
175.0
173.0
182.5
181.5
177.5
176.0
176.5

19.2
20.6
18.9
20.0
19.8
19.2
20.9
19.5
19.3
19.4
19.5
18.8
19.5
19.5
18.9
20.0
18.8
19.1
18.8
19.7
19.3
20.4
18.5
19.8
20.2
19.1
20.7
20.0
19.0
18.8
19.5
19.2
19.3
19.2
20.0
19.0
18.4
19.1
18.6
18.7
19.6

437
491
435
446
466
482
513
446
436
446
430
424
456
471
462
436
455
435
429
467
470
456
440
434
475
453
474
459
446
452
468
469
469
447
456
414
470
448
408
442
442

ジャングルポケット
クロフネ
カジノドライヴ
☆サマーバード
ケイムホーム
バゴ
☆スマートファルコン
シンボリクリスエス
エンパイアメーカー
☆サマーバード
☆アイルハヴアナザー
バゴ
ケイムホーム
カネヒキリ
☆フリオーソ
ショウナンカンプ
☆キングズベスト
パイロ
☆アイルハヴアナザー
タニノギムレット
☆サマーバード
ヴァーミリアン
ケイムホーム
メイショウボーラー
ロージズインメイ
デュランダル
バゴ
アンライバルド
ゼンノロブロイ
メイショウボーラー
ロージズインメイ
プリサイスエンド
ケイムホーム
☆トビーズコーナー
デュランダル
ヴァーミリアン
アルデバラン
プリサイスエンド
☆キングズベスト
☆タートルボウル
ストーミングホーム

ジャングルポケット
クロフネ
カジノドライヴ
☆サマーバード
ケイムホーム
バゴ
☆スマートファルコン
シンボリクリスエス
エンパイアメーカー
☆サマーバード
☆アイルハヴアナザー
バゴ
ケイムホーム
カネヒキリ
☆フリオーソ
ショウナンカンプ
☆キングズベスト
パイロ
☆アイルハヴアナザー
タニノギムレット
☆サマーバード
ヴァーミリアン
ケイムホーム
メイショウボーラー
ロージズインメイ
デュランダル
バゴ
アンライバルド
ゼンノロブロイ
メイショウボーラー
ロージズインメイ
プリサイスエンド
ケイムホーム
☆トビーズコーナー
デュランダル
ヴァーミリアン
アルデバラン
プリサイスエンド
☆キングズベスト
☆タートルボウル
ストーミングホーム

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
日高
日高
宮崎
宮崎
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
日高
日高
日高
日高
宮崎
宮崎

540.0
1,350.0
615.6
540.0
486.0
486.0
1,080.0
712.8
756.0
561.6
691.2
540.0
324.0
378.0
367.2
270.0
820.8
486.0
648.0
540.0
550.8
432.0
367.2
432.0
540.0
648.0
540.0
594.0
486.0
324.0
378.0
378.0

ＪＲＡホームブレッド
324.0
475.2
324.0
324.0
324.0
540.0
378.0
270.0

540.0
1,350.0
615.6
540.0
486.0
486.0
1,080.0
712.8
756.0
561.6
691.2
540.0
324.0
378.0
367.2
270.0
820.8
486.0
648.0
540.0
550.8
432.0
367.2
432.0
540.0
648.0
540.0
594.0
486.0
324.0
378.0
378.0

ＪＲＡホームブレッド
324.0
475.2
324.0
324.0
324.0
540.0
378.0
270.0

牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
めす
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
牡
めす
めす
めす
牡
牡
牡
牡
めす
めす
めす
めす
めす
めす
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中山厩舎－１号

1 ビューティコマンダの１４ 牡・鹿 ４／１０

＊アルデバラン
鹿 1998

ビューティコマンダ
鹿 2007

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

＊コマンダーインチーフ

ビューティマロン

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance

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

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊アストニシメント） 7 c
Raise a Native S 3×M 5 Northern Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：

母 ビューティコマンダ（07 鹿 ＊コマンダーインチーフ）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
ベアファースト（11 牝 黒鹿 ＊アルデバラン ） ６勝
ブリーズスズカ（13 牡 青鹿 ＊ヨハネスブルグ） 入着３回

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

グＣ２着
ジェネラスボーイ（03 牡 ＊キンググローリアス）１勝
ディープカジノ（11 牡 オンファイア）１勝

３代母 サンコシコ（83 鹿 トウシヨウボーイ）出走
ノーブルウイナー（88 牡 ヨシノスキー） １０勝，大井記念
フジミラハイナ（90 牡 ＊ゴライタス）１勝， １勝

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

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

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

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

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

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

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

特 徴 流星鼻梁刺毛鼻白断上唇白・珠目上・右髪中・波分・芭蕉上・右沙流上・左後一白
生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場
購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場

－ 52 －
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新規馬主限定セッション　対象馬（JRAホームブレッド）
※「調教進度遅れ等」としての上場および「再上場」となった場合は、すべての方がセリ上げに参加できます。



中山厩舎－１号

2 シャトルシャロンの１４ 牡・鹿 ４／１１

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

シャトルシャロン
栗 2006

＊ヘネシー

Myth
ミス

＊タイキシャトル

オースミシャロン

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn
Devil's Bag

＊ウェルシュマフィン
＊ヘクタープロテクター
＊フィットアンドファンシー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Dodoma ～Mumtaz Begum） 9 c
Mr. Prospector S 4×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

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
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
リッパーザウィン（12 牡 栗 ＊ヨハネスブルグ） １勝

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

ポインツオフザベンチ Points Offthebench（09 Benchmark）米６勝，サンタア
ニタスプリントＣｈ．Ｓ ，ビングクロスビーＳ

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

リアルファンシー（95 牝 ＊リアルシヤダイ）１勝
ラウンドダンス（04 牝 ＊アフリート）２勝
ランウェイワルツ（11 牡 ゴールドアリュール） ４勝，みやこＳ ２着，レ
パードＳ ３着，福島民友Ｃ ，etc.， １勝，兵庫ＣｈＳ ２
着，ジャパンＤダービー ５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

［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

特 徴 星・鼻小白・珠目二・髪中・四白
生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場
購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場
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新規馬主限定セッション　対象馬（JRAホームブレッド）
※「調教進度遅れ等」としての上場および「再上場」となった場合は、すべての方がセリ上げに参加できます。



中山厩舎－１号

3 シルクハリウッドの１４ 牡・鹿 ２／ ７

タニノギムレット
鹿 1999

シルクハリウッド
栗 1999

＊ブライアンズタイム

タニノクリスタル

Kingmambo
キングマンボ

＊アップマイスリーヴ

Roberto
Kelley's Day

＊クリスタルパレス
＊タニノシーバード
Mr. Prospector
Miesque
A.P. Indy
Gils Magic

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Lindos Ojos ～ Fruitful） 12 c
Graustark S 4×S 5 Nashua S 5×M 5 Northern Dancer M 5×M 5

価格： 購買者：

母 シルクハリウッド（99 栗 Kingmambo）入着３回
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（２）〕
ヴィクトリアブルー（05 牝 栗 キングヘイロー） １勝
ケンオベリスク（08 牡 鹿 ステイゴールド） １勝
ブルーボリウッド（10 牡 栗 アドマイヤドン）１勝， 地方不出走
ケンブリッジギルド（11 牡 栗 メイショウボーラー）２勝
ワンジャ（13 牡 黒鹿 ゴールドヘイロー） 入着

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

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

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

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

Ｓ ，ラスヴィルヘネスＳ ，チューラヴィスタＨ ，リンダヴィスタＨ ，ＢＣ
ディスタフ ３着，etc.
ミスブリックヤードMiss Brickyard（98 牝 A.P. Indy）米１勝
ムーヴィスタMoviesta（10 ＊ハードスパン） 首・愛・英・仏５勝，キング
ジョージＳ ，ルネサンスＳ ，アベイドロンシャン賞 ３着，サファイヤ
Ｓ ３着，キングジョージＳ ３着

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

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

フマイルＳ ，ガーデンシティＢＣＳ ２着，ジャストアゲイムＳ ３着

特 徴 流星鼻梁刺毛鼻梁小白断鼻小白・珠目上・後双門・沙流上・左後一白
生産牧場 北海道新ひだか町三石稲見 築紫 洋
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，４５６，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 54 －

3

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



中山厩舎－１１号

4 スノーボードロマンの１４ 牡・鹿 ４／１７

＊バゴ
黒鹿 2001

スノーボードロマン
芦 2010

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

＊スウェプトオーヴァーボード

カミモリローマン

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie

＊エンドスウィープ
Sheer Ice

＊ブライアンズタイム
＊イティサール

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Agar's Plough ～ Charmione） 10 c
Mr. Prospector S 4×M 5

価格： 購買者：

母 スノーボードロマン（10 芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）不出走
初仔

２代母 カミモリローマン（98 栗 ＊ブライアンズタイム） ７勝
ナンヨーオウトー（08 牡 リンカーン）１勝

３代母 ＊イティサール（87 GB青鹿 Caerleon）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

キングズバーンズ Kingsbarns（10 牡 Galileo）愛・英・仏２勝，レイシングポストト
ロフィ ，ロイヤルホイップＳ ２着，クイーンエリザベス二世Ｓ ３着，ヘ
リテジＳ ３着，種牡馬

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

Ｓ，千葉Ｓ ３着，すばるＳ ３着， ２勝

４代母 ハウスタイHouse Tie（75 IRE 鹿 Be Friendly）愛１勝
［孫］ 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.

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，グッド
ウッドフェスティヴァルＳ ，英・障害４勝，種牡馬

エイス Ace（01 牡 ＊デインヒル）首・愛・米・英・仏３勝，デズモンドＳ ，
ＢＣターフ ２着，プリンスオヴウェイルズＳ ２着，ガネー賞 ３着，
ターフクラシック招待Ｓ ３着，etc.，種牡馬

特 徴 星・鼻小白・珠目上・吭搦二・浪門・沙流上・右前小白
生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場
購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 55 －

4

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



中山厩舎－６号

5 フジティアスの１４ ・黒鹿 ４／１６

＊バゴ
黒鹿 2001

フジティアス
鹿 2000

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

フジキセキ

オールテイアス

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie

＊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
Halo M 4×S 5 Wild Risk S 5×M 5

価格： 購買者：

母 フジティアス（00 鹿 フジキセキ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
キングアドバンス（10 牡 鹿 ＊ケイムホーム）１勝
スズプリンセス（11 牝 鹿 ＊アルデバラン ） ３勝
ラッキーガナドール（13 牝 青鹿 ＊ボストンハーバー） 入着

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
コスモソーク（10 牡 ＊ブラックホーク）１勝， １勝

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

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

Ｔ，セントライト記念，京王杯オータムＨ，朝日杯３歳Ｓ２着，etc.，種牡馬

特 徴 珠目正・波分
生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場
購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場

－ 56 －

5

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



中山厩舎－６号

6 バクシンスクリーンの１４ ・鹿 ４／１３

＊アルデバラン
鹿 1998

バクシンスクリーン
栗 2007

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

サクラバクシンオー

サンデースクリーン

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

＊サンデーサイレンス
ネクストムービー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ビーチマスト） 21 a
＊ノーザンテーストM 4×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 バクシンスクリーン（07 栗 サクラバクシンオー）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
トップアドバンス（11 牡 鹿 ＊アルデバラン ） １勝
パイナワレア（12 牝 栗 ＊ヨハネスブルグ） １勝
ワイエムデマクール（13 牡 栗 ＊ヨハネスブルグ） 出走

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

３代母 ネクストムービー（85 栃栗 ＊デイクタス）２勝
サイレントトーキー（91 牡 ＊アレミロード）５勝，松籟Ｓ，鳴滝特別
ムービースクリーン（93 牝 ＊トニービン）１勝

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

マイネルディーン（09 牡 ダンスインザダーク） ５勝，東スポ杯２歳Ｓ ３着，
グレイトフルＳ，ライラック賞，豊明特別，福島民報杯 ３着

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

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

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

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

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

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

特 徴 小星・珠目上・轡搦・波分長・初地
生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場
購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場

－ 57 －

6

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



中山厩舎－６号

7 オーブシュプレームの１４ ・栗 ４／１９

デュランダル
栗 1999

オーブシュプレーム
鹿 2003

＊サンデーサイレンス

サワヤカプリンセス

サクラバクシンオー

＊オーブアンディアンヌ

Halo
Wishing Well

＊ノーザンテースト
＊スコツチプリンセス
サクラユタカオー
サクラハゴロモ
Bluebird
Salvora

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Grand Luxe ～ Fanfreluche） 4 g
＊ノーザンテースト S 3×M 4 Northern Dancer S 4×M 5×M 5 Sir Ivor M 5×M 5

価格： 購買者：

母 オーブシュプレーム（03 鹿 サクラバクシンオー）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（１３）〕
ファーマクリーム（08 牝 鹿 ＊スニッツェル）３勝，クリスマスローズＳ （１２００）２着，

橘Ｓ （１４００）３着
アストロフォンテン（09 牡 鹿 ローエングリン） ７勝
マインユアーズ（10 牝 栗 ローエングリン） ６勝
ファーマステラ（13 牝 黒鹿 ゴールドアリュール） 不出走

２代母 ＊オーブアンディアンヌ（90 FR栗 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，セーヌ賞

タガノガルチ（97 牡 Gulch）５勝，羊蹄山特別，障害２勝
マルカハンニバル（04 牡 スペシャルウィーク）４勝，デイリー杯２歳Ｓ ３着，稲荷特

別，萩Ｓ ２着，ダリア賞 ２着，京都２歳Ｓ ３着，マリーゴールド賞 ３着，
８勝，東海桜花賞，名港盃２着，東海菊花賞２着

ボヘミアン（07 牡 ＊スウェプトオーヴァーボード） ３勝，ジュニアＧＰ

３代母 サルヴォーラ Salvora（82 USA栗 Spectacular Bid）仏１勝
レゾナーブル Raisonnable（93 牝 Common Grounds）仏２勝，グロット賞 ２着，レゼル

ヴォワール賞 ２着，オマール賞 ３着，ロンドドゥニュイ賞
タンジェリンドリーム Tangerine Dream（99 牝 Sadler's Wells）仏入着
ペアータルト Pear Tart（08 牝 ＊デヒア）豪６勝，タタソールズティアラ ，ク
イーンズランドギニーズ ，ＭＲＣトリスタークＳ ２着，ウィグルクオ
リティＨ ３着

マーレイノストラムMare Nostrum（98 牝 Caerleon）仏２勝，ヴァントー賞 ，サンタラ
リ賞 ２着，ヴェルメイユ賞 ３着
イラプト Erupt（12 牡 Dubawi） 仏４勝，パリ大賞 ，リス賞 ，ラクープデトロワ

ザン

特 徴 流星鼻梁白鼻大白断上唇白・珠目二・髪中・右芭蕉上・前二白・後二細長白
生産牧場 北海道日高町豊郷 増尾牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，７８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 58 －

7

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



中山厩舎－１３号

8 フローラルホームの１４ ・鹿 ５／ ７

＊サマーバード
栗 2006

－新種牡馬－

フローラルホーム
黒鹿 2009

Birdstone
バードストーン

Hong Kong Squall
ホンコンスクオール

＊ケイムホーム

タイキフローラ

Grindstone
Dear Birdie
Summer Squall
Hong Kong Jade
Gone West
Nice Assay

＊タイキシャトル
マリエドゥジュワン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ロイコン） 4 d
Storm Bird S 4×S 4 Secretariat S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：

母 フローラルホーム（09 黒鹿 ＊ケイムホーム）不出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ヨシオ（13 牡 鹿 ＊ヨハネスブルグ） １勝

２代母 タイキフローラ（00 青鹿 ＊タイキシャトル）出走
シゲルヘビザ（10 牡 アドマイヤドン）１勝，障害１勝

３代母 マリエドゥジュワン（92 鹿 General Assembly）１勝
アタッキングゾーン（08 サクラバクシンオー）２勝

４代母 ＊ロイコン（75 GB鹿 High Top）愛・英２勝
［孫］ ＊シンコウラブリイ（89 牝 Caerleon）１０勝，マイルＣｈＳ ，スワンＳ ，毎日

王冠 ，ＮｚＴ４歳Ｓ ，クイーンＳ ，Ｒたんぱ賞 ，マイルＣｈＳ
２着，京王杯スプリングＣ ２着，安田記念 ３着，阪神３歳牝馬Ｓ ３
着，札幌日経ＯＰ ，富士Ｓ ，福島３歳Ｓ ，優古牝

＊タイキエルドラド（94 牡 Theatrical）５勝，Ａｒ共和国杯 ，目黒記念 ２着，
金鯱賞 ３着，オクトーバーＳ，洞爺湖特別，etc.，種牡馬

＊タイキマーシャル（92 ＊ダンスオブライフ）８勝，エプソムＣ ，京成杯オ
ータムＨ ２着，朱鷺Ｓ ，クリスマスＳ ，新潟日報賞 ２着，etc.

＊タイキトレジャー（96 牡 Miswaki）８勝，函館スプリントＳ ，スワンＳ ２
着，マイルＣｈＳ ３着，京王杯スプリングＣ ３着，ＮｚＴ４歳Ｓ ３
着，etc.，種牡馬

ハッピーパス（98 牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ ，阪神牝馬Ｓ
２着，フィリーズレビュー ２着，中山牝馬Ｓ ２着，桜花賞 ４着，etc.

［曾孫］ キングストレイル（02 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，セントライト記念 ，
京成杯オータムＨ ，オールカマー ２着，京王杯２歳Ｓ ２着，ダ
ービー卿ＣｈＴ ２着，etc.，種牡馬

コディーノ（10 牡 キングカメハメハ）３勝，東スポ杯２歳Ｓ ，札幌２歳
Ｓ ，朝日杯フューチュリティＳ ２着，皐月賞 ３着，弥生賞
３着，etc.

ロードクロノス（95 牡 ＊トニービン）８勝，中京記念 ，七夕賞 ２着，外房
Ｓ，北海道新聞杯

特 徴 流星鼻梁白鼻白・珠目正・吭搦三・左後細長白・右後一白
生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場
購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 59 －
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新規馬主限定セッション　対象馬（JRAホームブレッド）
※「調教進度遅れ等」としての上場および「再上場」となった場合は、すべての方がセリ上げに参加できます。



中山厩舎－１３号

9 サニーサイドの１４ ・黒鹿 ２／２５

ステイゴールド
黒鹿 1994

サニーサイド
黒鹿 2004

＊サンデーサイレンス

ゴールデンサッシュ

＊コマンダーインチーフ

＊カディザデー

Halo
Wishing Well

＊デイクタス
ダイナサツシユ

＊ダンシングブレーヴ
Slightly Dangerous
Darshaan
Kadissya

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Bara Bibi ～ Masaka） 5 e
Hail to Reason S 4×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 サニーサイド（04 黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（１０）〕
カズノメジャー（09 牝 黒鹿 ダイワメジャー） ６勝
エクスブルグ（10 牡 鹿 サクラバクシンオー） ２勝
ポッドソレイユ（11 牝 鹿 アドマイヤムーン） １勝
スギノクレステージ（12 牡 黒鹿 ＊エンパイアメーカー） １勝

２代母 ＊カディザデー（88 IRE 黒鹿 Darshaan）愛・英入着２回
オグリウェルズ（93 牝 Sadler's Wells）出走

シゲルリジチョウ（08 牡 ＊グラスワンダー）３勝，美作特別，香住特別
ロトスカイハイ（09 牡 サクラローレル）入着３回， 入着，佐賀桜花賞２着

グリーンプラネット（95 牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，中山牝馬Ｓ ２着，奥多摩Ｓ，
フリーウェイＳ
ウルトラボルケーノ（03 牡 ダンスインザダーク）２勝，紫川特別， ３勝
アウロラプラネット（05 牝 アグネスタキオン）１勝， ３勝，読売レディス杯，ス

プリングＣ３着
サニングデール（99 牡 ＊ウォーニング）７勝，高松宮記念 ，ＣＢＣ賞 ，阪急杯 ，函

館スプリントＳ ，ファルコンＳ ，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

クレンデスターン（00 牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，Ｒたんぱ賞 ２着，野路菊Ｓ
セイウンヒメラギ（01 牝 ＊コマンダーインチーフ）出走

ニシノスタイル（09 牡 デュランダル）２勝，フローラルウォーク賞，クローバー賞
２着，橘Ｓ ３着

ホエールシャーク（02 牝 ＊ヘネシー）２勝，由布院特別， ６勝

３代母 カディッシャ Kadissya（79 USA鹿 Blushing Groom）仏２勝，テーヴ賞
カヒャシ Kahyasi（85 牡 ＊イルドブルボン）愛・英・仏５勝，英ダービー ，愛ダービー

，リングフィールドダービートライアルＳ ，ニエル賞 ２着，種牡馬

特 徴 流星鼻梁小白・珠目上・吭搦右・髪中・右頚中・右後一白
生産牧場 北海道新ひだか町静内真歌 タイヘイ牧場
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 ９，７２０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 60 －
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中山厩舎－１３号

10 プレギエーラの１４ ・鹿 ５／ ７

＊ハービンジャー
鹿 2006

プレギエーラ
鹿 2002

Dansili
ダンシリ

Penang Pearl
ペナンパール

＊サンデーサイレンス

プレイズポーラ

＊デインヒル
Hasili
Bering
Guapa
Halo
Wishing Well
Sheikh Albadou

＊ポーラリヴァール

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Vellassie） 4 f
Danzig S 4×M 5 Northern Dancer S 5×S 5

価格： 購買者：

母 プレギエーラ（02 鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（１５）〕
ポルト（07 牡 鹿 サクラバクシンオー） １勝
シルクプレイヤー（08 牡 栗 ジャングルポケット） ４勝
グランプレージョ（09 牡 鹿 キングカメハメハ）１勝
ドリームプレイヤー（10 牡 栗 ＊グラスワンダー） ９勝
ラプリエール（11 牝 鹿 キングヘイロー） 入着６回
スニップレイ（12 牡 青鹿 ＊スニッツェル） １勝

２代母 プレイズポーラ（95 鹿 Sheikh Albadou）４勝，道新スポ杯，キーンランドＣ ２着
ポーラーライツ（05 牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，小牧特別

３代母 ＊ポーラリヴァール（88 USA黒鹿 Caveat）米９勝，セニョリータＢＣＳ ，レイデ
ィモーヴィックＨ ，アラメダカウンティ牝馬Ｈ ３着
ポジティヴトライ（99 牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，香嵐渓特別， ２勝
パルティシオン（01 牝 ＊エルコンドルパサー）不出走

マサノブルース（07 マヤノトップガン）障害２勝，京都ジャンプＳ
リヴァリーガーデン（03 牝 ＊サンデーサイレンス）入着４回

ジャルディーノ（09 牡 ＊ワイルドラッシュ） １１勝，金盃，羽田盃３着

４代母 ドディDodie（81 GB黒鹿 Blakeney）不出走
［子］ アワトムボーイ Our Tomboy（90 牝 Bates Motel）米２勝，デムワゼルＳ ３着

５代母 ローディ Rhodie（62 USA黒鹿 Rasper）米４勝，ソロリティＳ２着
［子］ ロスコーブレイク Roscoe Blake（75 牡 Blakeney）米・英・独６勝，ハンザ大賞

，ゴードンＳ ２着，サンダウンクラシックトライアルＳ ３着，種牡馬
ジョリーグッド Jolly Good（72 牡 Jolly Jet）米・英・仏６勝，ウェストベリー
Ｓ ，ホワイトローズＳ ，ピーターヘイスティングズＨ ，マグネット
Ｃ ，種牡馬

［孫］ デイタスワップ Data Swap（77 Quid Pro Quo）米１４勝，カナディアンターフ
Ｈ ，ロングフェローＨ ，ブーゲンヴィリアＨ ２着，ジャージーブル
ーズＨ ３着

特 徴 流星鼻梁白鼻白・珠目正・髪中・後二長白
生産牧場 北海道平取町二風谷 二風谷ファーム
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，７５２，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 61 －
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中山厩舎－６号

11 プロラタの１４ ・黒鹿 ３／ ８

ハーツクライ
鹿 2001

＊プロラタ
鹿 2008

＊サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

＊エンパイアメーカー

Relaxed
リラックスト

Halo
Wishing Well

＊トニービン
＊ビユーパーダンス
Unbridled
Toussaud

＊ロイヤルアカデミー
Sleep Easy

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Bayou ～ Bourtai） 9 f
Northern Dancer S 5×M 5×M 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊プロラタ（08 USA鹿 ＊エンパイアメーカー）米１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
リュヌモーヤ（13 牝 鹿 アドマイヤムーン） 出走

２代母 リラックストRelaxed（01 USA鹿 ＊ロイヤルアカデミー ）米・英２勝
ソーリン Thorin（10 ＊エンパイアメーカー） 米１勝

３代母 スリープイージー Sleep Easy（92 USA鹿 Seattle Slew）米４勝，ハリウッドオーク
ス ，レイルバードＳ ，サンタマルガリータＨ ２着，デルマーオークス ２着，エ
ルエンシノＳ ２着，etc.
サウンドアスリープ Sound Asleep（99 牝 Woodman）不出走

スランバー Slumber（08 牡 Cacique） 米・英・加５勝，マンハッタンＳ ，ユナイテ
ドネイションズＳ ２着，ガルフストリームパークターフＨ ２着，ジョーハ
ーシュターフクラシック ２着，マーヴィンＨムニスメモリアルＨ ２着，etc.

４代母 ドッキDokki（86 USA鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ アプティチュード Aptitude（97 牡 A.P. Indy）首・米５勝，ハリウッドゴール

ドＣ ，ジョッキークラブゴールドＣ ，サラトガＢＣＨ ，ケンタッキ
ーダービー ２着，ベルモントＳ ２着，etc.，種牡馬

５代母 アルーヴィアルAlluvial（69 USA栗 Buckpasser）不出走
［子］ コースタル Coastal（76 牡 Majestic Prince）米８勝，ベルモントＳ ，モンマス

招待Ｈ ，ドゥワイアＳ ，ピーターパンＳ ，ジョッキークラブゴール
ドＣ ３着，etc.，種牡馬

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

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

特 徴 星・珠目二・吭搦二・初地・左後半白・右後一白
生産牧場 北海道新ひだか町静内駒場 木村 秀則
購買市場 セレクトセール 購買価格 １０，８００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 62 －
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中山厩舎－６号

12 ダノンスズランの１４ ・鹿 ２／１６

ステイゴールド
黒鹿 1994

ダノンスズラン
黒鹿 2007

＊サンデーサイレンス

ゴールデンサッシュ

Awesome Again
オーサムアゲイン

＊パルムドール

Halo
Wishing Well

＊デイクタス
ダイナサツシユ
Deputy Minister
Primal Force
Sadler's Wells
Pampa Bella

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

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

価格： 購買者：

母 ダノンスズラン（07 黒鹿 Awesome Again） ２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ダノンジェット（13 牡 黒鹿 ダノンシャンティ） 出走

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

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

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

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

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

ピースオヴオアシス Peace of Oasis（08 牝 Oasis Dream）仏３勝，ローズドゥメ賞
ピースドリーム Peace Dream（04 牝 Linamix）仏４勝，オクシタニー賞 ３着
ルーサムトリプルイーズ Rootham Triple E's（10 牝 Weather Warning） 加３勝，
スターシュートＳ

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

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

ルＨ３着

特 徴 星・鼻梁小白鼻梁白鼻大白上唇白下唇大白・珠目正・髪中・前二白・左後細長白
生産牧場 北海道日高町福満 下河辺牧場
購買市場 セレクトセール 購買価格 １６，２００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 63 －
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中山厩舎－１１号

13 フラワーパフュームの１４ 牡・青 ２／２４

＊シンボリクリスエス
黒鹿 1999

フラワーパフューム
青 2000

Kris S.
クリスエス

Tee Kay
ティーケイ

マーベラスサンデー

＊アグサン

Roberto
Sharp Queen
Gold Meridian
Tri Argo

＊サンデーサイレンス
モミジダンサー
Lord Gayle
Santa Luciana

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Suleika ～ Schwarzgold） 16 c
Hail to Reason S 4×M 5 Turn-to S 5×M 5

価格： 購買者：

母 フラワーパフューム（00 青 マーベラスサンデー） 出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
ユノカサブランカ（05 牝 黒鹿 メジロブライト） １勝
ルンタツー（08 牝 青 ソングオブウインド） ２勝
ルンタノチュー（09 牡 鹿 ＊アグネスデジタル） １勝

２代母 ＊アグサン（85 IRE 青 Lord Gayle）英入着３回
＊ジョーンズギフト（90 牝 ＊デュラブ）英出走

トモリ Tomori（99 牝 ＊ロイヤルアカデミー ）伊・独１勝，ヘンケルレネン ２着，
独ダービー ３着，リディアテシオ賞 ３着，ドイツ統一賞 ３着

ビワハイジ（93 牝 Caerleon）４勝，阪神３歳牝馬Ｓ ，京都牝馬特別 ，札幌３歳Ｓ ，
チューリップ賞 ２着，優２牝
アドマイヤジャパン（02 牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京成杯 ，菊花賞 ２着，

弥生賞 ２着，皐月賞 ３着，Ｒたんぱ杯２歳Ｓ ３着，種牡馬
アドマイヤオーラ（04 牡 アグネスタキオン）４勝，京都記念 ，弥生賞 ，シ

ンザン記念 ，日本ダービー ３着，皐月賞 ４着，etc.，種牡馬
ブエナビスタ（06 牝 スペシャルウィーク）９勝，ジャパンＣ ，オークス ，

桜花賞 ，天皇賞（秋） ，阪神ジュベナイルフィリーズ ，etc.，
優２牝，優３牝，年代表，優古牝（２回）

アーデルハイト（07 牝 アグネスタキオン）出走
ロッテンマイヤー（13 牝 ＊クロフネ） １勝，クイーンＣ ３着

トーセンレーヴ（08 牡 ディープインパクト） ８勝，エプソムＣ ，青葉賞
３着，毎日杯 ３着，ディセンバーＳ ，アンドロメダＳ ，etc.

ジョワドヴィーヴル（09 牝 ディープインパクト）２勝，阪神ジュベナイルフィリ
ーズ ，チューリップ賞 ３着，ヴィクトリアマイル ４着，優２牝

サングレアル（11 牝 ゼンノロブロイ） ２勝，フローラＳ ，秋華賞 ５着

３代母 サンタルチアナ Santa Luciana（73 GER黒鹿 Luciano）独１勝
＊サトルチェンジ（88 牝 Law Society）愛・英３勝，ジョーラミアレイス ，リングフィー

ルドオークストライアルＳ ３着
マンハッタンカフェ（98 牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，有馬記念 ，菊花賞 ，天

皇賞（春） ，阿寒湖特別，富良野特別，優古牡，種牡馬

特 徴 星・珠目二
生産牧場 北海道平取町川向 川向高橋育成牧場
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 １３，５００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 64 －
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中山厩舎－１１号

14 エレガントトークの１４ 牡・青鹿 ４／２５

マンハッタンカフェ
青鹿 1998

＊エレガントトーク
黒鹿 2002

＊サンデーサイレンス

＊サトルチェンジ

Machiavellian
マキアヴェリアン

Sheena's Gold
シーナズゴールド

Halo
Wishing Well
Law Society
Santa Luciana
Mr. Prospector
Coup de Folie
Fast Gold
Afasheen

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Aimee ～ Emali） 22 d
Halo S 3×M 4 Mr. Prospector M 3×M 4 Hoist the Flag S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊エレガントトーク（02 USA黒鹿 Machiavellian）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
ボンジュールチエ（07 牝 黒鹿 ジェニュイン） １勝
チェーザレ（11 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ） １勝
デルマグーリンダイ（12 牝 鹿 ゴールドアリュール） ２勝
ワンスインアライフ（13 牡 鹿 ドリームジャーニー） 入着２回

２代母 シーナズゴールド Sheena's Gold（90 USA黒鹿 Fast Gold）米１勝
ザグルームイズレッド The Groom Is Red（96 牡 Runaway Groom）米４勝，米シャンペイ

ンＳ ，ウィリアムＤシェーファーＨ ２着，種牡馬

３代母 アファシーンAfasheen（69 GB鹿 Sheshoon）仏入着４回
オンザタイルズOn the Tiles（82 牝 Thatch）愛１勝

＊エアデリーン（87 牝 Elegant Air）仏３勝，サンタラリ賞 ，ペネロープ賞 ，仏オー
クス ３着

フューチャーパスト Future Past（84 牝 Super Concorde）米４勝
ホエアオアホエンWhere Or When（99 牡 Danehill Dancer）英・仏５勝，クイーンエ

リザベス二世Ｓ ，サマーヴィルタタソールＳ ，ロッキンジＳ ２着，クイ
ーンアンＳ ３着，グッドウッドサラブレッドＳ ，種牡馬

４代母 エメAimee（57 GB鹿 Tudor Minstrel）仏入着５回
［孫］ ブラッシンググルーム Blushing Groom（74 牡 Red God）英・仏７勝，仏２０００

ギニー ，仏グランクリテリヨム ，モルニー賞 ，サラマンドル賞 ，
ロベールパパン賞 ，etc.，種牡馬

ザバレラ Zabarella（74 牝 Clouet）伊・仏３勝，伊オークス ，リディアテシオ
賞

［曾孫］ アルワウーシュ Alwuhush（85 牡 Nureyev）米・英・伊・独５勝，ミラノ大賞
，共和国大統領賞 ，カールトンＦバークＨ ，ターフクラシック ２
着，マンノウォーＳ ３着，etc.，種牡馬

ハズバンド Husband（90 牡 Diesis）米・仏３勝，ロスマンズインターナショ
ナル ，ジャンドショードネイ賞 ３着，ドーヴィル大賞 ３着，リュー
賞 ，種牡馬

特 徴 大流星鼻梁小白鼻梁刺毛鼻梁小白断鼻白断上唇小白・珠目正
生産牧場 北海道浦河町西舎 宮内牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 １４，５８０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 65 －
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中山厩舎－１号

15 ウルトラペガサスの１４ 牡・鹿 ４／ ９

ルーラーシップ
鹿 2007

－新種牡馬－

＊ウルトラペガサス
栗 2005

キングカメハメハ

エアグルーヴ

Fusaichi Pegasus
フサイチペガサス

＊バガテール

Kingmambo
＊マンファス
＊トニービン
ダイナカール
Mr. Prospector
Angel Fever
Diesis
Crown Crest

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Treasure Chest ～ Iltis） 21 a
Mr. Prospector M 3×S 4 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊ウルトラペガサス（05 USA栗 Fusaichi Pegasus）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シゲルブンゴ（11 牝 栗 フジキセキ） １勝
ツクバレガーロ（12 牡 栗 ＊タイキシャトル）入着， 出走
ヒロノタイヘイ（13 牡 栗 ハーツクライ） 入着

２代母 ＊バガテール（96 USA栗 Diesis）仏１勝
＊セーフアズロック（04 牝 ＊ロックオブジブラルタル）１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） 首・愛・英・加１１勝，グリーンラン
ズＳ （２回），アルシンダガスプリント ，マハブアルシマール ２着，ジュ
ライＣ ３着，etc.

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

特 徴 星・鼻白・珠目上・波分長・左初地・右後双門・後二小白
生産牧場 北海道日高町旭町 坂田牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ８，８５６，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 66 －
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中山厩舎－１号

16 ハートノイヤリングの１４ 牡・栗 ４／２７

＊アイルハヴアナザー
栗 2009

－新種牡馬－

ハートノイヤリング
栗 2008

Flower Alley
フラワーアリー

Arch's Gal Edith
アーチズギャルイーディス

ハーツクライ

サワヤカプリンセス

Distorted Humor
＊プリンセスオリビア
Arch
Force Five Gal

＊サンデーサイレンス
アイリッシュダンス

＊ノーザンテースト
＊スコツチプリンセス

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Miss Grillo） 11 f
Mr. Prospector S 5×S 5 Danzig S 5×S 5

価格： 購買者：

母 ハートノイヤリング（08 栗 ハーツクライ）入着， １勝
初仔

２代母 サワヤカプリンセス（86 栗 ＊ノーザンテースト）４勝，飛騨特別
リフレシングムード（93 牡 ＊キャロルハウス）４勝，讃岐特別，伊丹特別， ４勝
サイキョウザクラ（95 牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，葵Ｓ ３着

サイキョウワールド（02 牡 ＊パントレセレブル）５勝，サンタクロースＳ，ラジオ
福島賞，庄内川特別，淀短距離Ｓ ３着

サイキョウサンデー（96 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，中日スポ４歳Ｓ ，シルクロ
ードＳ ２着，セントウルＳ ２着，淀短距離Ｓ ，ファイナルＳ ，etc.

マルカサワヤカ（98 牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，久多特別，文月特別，芦屋川特別，
北九州短距離Ｓ ３着，小倉日経ＯＰ ３着
エノラブエナ（11 牡 ＊シンボリクリスエス） ４勝，上賀茂Ｓ

デュランダル（99 牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，マイルＣｈＳ （２回），スプリンタ
ーズＳ ，スプリンターズＳ ２着（２回），高松宮記念 ２着，セントウルＳ ３
着，ニューイヤーＳ ，白秋Ｓ，ムーンライトＨ，筑紫特別，優短距（２回），種牡馬

プリティプリンセス（01 牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，久多特別
リトルブレッシング（02 牝 バブルガムフェロー）出走

プリンセスメモリー（07 牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）６勝，クイーンＣ
２着，ラピスラズリＳ ，オーロＣ ，ダリア賞 ，ラピスラズリＳ ２着，etc.

トーセンイマジゲン（04 牡 アグネスタキオン）５勝，新春Ｓ，浅口特別，舞子特別，種牡馬

３代母 ＊スコツチプリンセス（70 USA栗 Creme dela Creme）米２勝
スズタカプリンセス（80 牝 ＊ノーザンテースト）７勝，金鯱賞 ３着，梅田Ｓ，太秦特別，

新涼特別，八坂特別
カシワズビーナス（90 牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，阪神３歳牝馬Ｓ ３着，札幌３

歳Ｓ ３着，忘れな草賞 ，エルフィンＳ ３着

４代母 メドーサフランMeadow Saffron（64 GB鹿 High Perch）愛１勝
［孫］ スペルバウンド Spellbound（83 牡 ＊リファーズウィッシュ）米６勝，ハリウ

ッドダービー ，レッドバンクＨ ２着，ホーソーンダービー ２着，サ
ンガブリエルＨ ３着，オーシャンポートＨ ３着，etc.，種牡馬

特 徴 流星鼻梁小白鼻白断上唇白・珠目上・髪中・波分・初地・左後長白・右後細長白
生産牧場 北海道日高町豊郷 山際 辰夫
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 １１，８８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 67 －
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中山厩舎－１号

17 グレインラインの１４ 牡・黒鹿 ３／ ８

＊エンパイアメーカー
黒鹿 2000

グレインライン
黒鹿 2005

Unbridled
アンブライドルド

Toussaud
トゥソ－

＊タイキシャトル

＊ミルグレイン

Fappiano
Gana Facil
El Gran Senor
Image of Reality
Devil's Bag

＊ウェルシュマフィン
Polish Precedent
Mill Line

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Dark Finale ～ Chantage） 14 a
Northern Dancer S 4×M 5 In Reality S 4×S 5 Buckpasser S 5×M 5

価格： 購買者：

母 グレインライン（05 黒鹿 ＊タイキシャトル）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４）〕
グレイングロース（10 牡 鹿 ダイワメジャー）２勝，合馬特別（１２００）
カーマンライン（11 牡 鹿 ゴールドアリュール）１勝
メイショウフウシャ（13 牝 鹿 ＊エンパイアメーカー） １勝

２代母 ＊ミルグレイン（97 GB鹿 Polish Precedent）３勝，大森浜特別
ファイングレイン（03 牡 フジキセキ）５勝，高松宮記念 ，シルクロードＳ ，Ｎ

ＨＫマイルＣ ２着，ＮｚＴ ２着，マイルＣｈＳ ３着，etc.，種牡馬

３代母 ミルラインMill Line（85 GB黒鹿 Mill Reef）英１勝
ピュアグレイン Pure Grain（92 牝 Polish Precedent）愛・英・仏５勝，愛オークス ，ヨーク

シャーオークス ，ミュージドラＳ ，プレスティージＳ ，英オークス ３着，etc.
＊ゴンチャローワ（98 牝 Gone West）英・仏３勝，フィユドレール賞 ，セヴェラル

ズＳ ３着
グレインオヴトルース Grain of Truth（03 牝 Gulch）首・米・英３勝，アリスケッペ

ルＳ ２着，ローズマリーＳ ２着，ジョンマスカーＳ ３着
イプティサム Iptisam（09 Rahy） 英２勝，ヒーヴァースプリントＳ ２着

ピュアソング Pure Song（05 牝 Singspiel）英入着４回
ロムスダール Romsdal（11 牡 Halling） 英２勝，英セントレジャー ２着，チ
ェスターヴァーズ ２着，英ダービー ３着，Ｋジョージ六世＆Ｑエリザ
ベスＳ ３着，ジョンポーターＳ ３着，etc.

オールグレイン All Grain（98 牝 Polish Precedent）英１勝，ランカシャーオークス ３着
グレインオンリーGrain Only（03 牝 Machiavellian）不出走
キャラヴァンロールズオン Caravan Rolls On（08 牡 Hernando） 英・豪７勝，
ジャロングＣ ，サンダウンＣ

ホールグレインWhole Grain（01 牝 Polish Precedent）英・仏入着２回
ルーイザパイアス Louis The Pious（08 Holy Roman Emperor） 英７勝，ベンゴー

フＳ ３着

４代母 キーライン Quay Line（76 GB鹿 High Line）英６勝，パークヒルＳ ，ガルトレス
Ｓ ２着

特 徴 珠目二・吭搦・波分二・左初地・左芝引
生産牧場 北海道浦河町西舎 富田牧場
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 ８，６４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 68 －
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中山厩舎－１号

18 キングズラヴの１４ 牡・栗 ５／１９

＊サマーバード
栗 2006

－新種牡馬－

＊キングズラヴ
栗 1997

Birdstone
バードストーン

Hong Kong Squall
ホンコンスクオール

Kingmambo
キングマンボ

Love From the Air
ラヴフロムジエア

Grindstone
Dear Birdie
Summer Squall
Hong Kong Jade
Mr. Prospector
Miesque
Deputy Minister
Solar

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Best in Show） 8 f
Storm Bird S 4×S 4 Northern Dancer S 5×S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊キングズラヴ（97 USA栗 Kingmambo）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），海外－３（１４），地方－１（８）〕
ウィブラザーズWe Brothers（02 USA牡 栗 ＊ロイヤルアカデミー ）米８勝
メリトクラシーMeritocracy（04 USA 栗 Grand Slam）米５勝
パーフェクトスピリット Perfect Spirit（05 USA 栗 High Yield）米１勝
ショウサンウルル（06 牝 鹿 Grand Slam）３勝，皆生特別（Ｄ１４００）
ヴェリタラブ（10 牝 鹿 ジャングルポケット）１勝
メドウスラヴ（11 牝 栗 ＊チチカステナンゴ） ８勝
バンダムザブラッド（13 牡 黒鹿 ハーツクライ） 出走

２代母 ラヴフロムジエア Love From the Air（86 USA栗 Deputy Minister）不出走
ウェストウッドWestwood（92 牝 Storm Bird）不出走

クラプトン Clapton（96 Fly So Free）秘・米・亜６勝，ペルー共和国大統領賞 ，
コメルシオ賞 ，ペルーＪＣ賞 ２着，インデペンデンシア賞 ２着，アウグ
ストＢレギア大賞 ２着，etc.

ラヴィングミス Loving Miss（93 牝 Miswaki）米１勝
スカイクラス Sky Class（02 Sky Classic）プ３勝，ファナティコイピコ賞３着
ラヴリーラングフール Lovely Langfuhr（04 牝 Langfuhr）不出走
ベルファイア Bellefire（09 Proud Citizen） 米５勝，シティオヴローレルＳ

２着

３代母 ソーラー Solar（76 CAN栗 Halo）愛３勝，レイルウェイＳ ，愛パークＳ
シャイニングスルー Shining Through（89 牝 Deputy Minister）不出走

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，パレスハウスＳ ２着，フィーニクススプリント ２着，チ
ップチェイスＳ ２着，ダイアデムＳ ３着，パレスハウスＳ ３着，ベンテ
ィンクＳ ，ビヴァリービュレットスプリントＳ ３着，ベンティンクＳ
３着，ベルグレイヴＳ ３着

ストロングホープ Strong Hope（00 牡 Grand Slam）米６勝，ジムダンディＳ ，ドゥ
ワイアＳ ，カーターＨ ２着，トラヴァーズＳ ３着，メトロポリタンＨ
３着，種牡馬

特 徴 曲星・下唇白・珠目上・波分二長・鐙端・初地・右後双門・右前長白・後二白
生産牧場 北海道浦河町瑞穂 バンダム牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ９，７２０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 69 －
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中山厩舎－１号

19 ノーブルビューティの１４ 牡・栗 ３／ ９

＊タイキシャトル
栗 1994

ノーブルビューティ
鹿 2007

Devil's Bag
デヴィルズバッグ

＊ウェルシュマフィン

キングカメハメハ

ビバムールフィユ

Halo
Ballade
Caerleon
Muffitys
Kingmambo

＊マンファス
＊サンデーサイレンス
＊ビバムール

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Azurine ～ Dunure） 4 d
Halo S 3×M 4 Caerleon S 3×M 4 Muffitys S 3×M 4

価格： 購買者：

母 ノーブルビューティ（07 鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 ビバムールフィユ（02 黒鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
ハッピーメール（08 牝 キングカメハメハ）出走

ラスベガスシチー（13 牡 ＊カジノドライヴ） １勝

３代母 ＊ビバムール（92 IRE 黒鹿 Caerleon）２勝
ピースオブワールド（00 牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，阪神ジュベナイルフィリーズ

，ファンタジーＳ ，阪神牝馬Ｓ ３着，秋華賞 ４着，かえで賞，優２牝
ラブアンドピース（06 牝 キングカメハメハ）出走
ピュアソルジャー（10 牡 ジャングルポケット） ３勝，霊山特別，新緑賞

ピサノバーキン（01 牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
トシギャングスター（07 牡 ＊クロフネ）４勝，ファルコンＳ ２着，薫風Ｓ，ポイ

ンセチア賞
サトノデプロマット（10 牡 ＊ブライアンズタイム） ４勝，船橋Ｓ， ３勝

４代母 マフィティスMuffitys（82 IRE 鹿 Thatch）愛３勝，マーブルヒルＳ
［子］ ＊ウェルシュマフィン（87 牝 Caerleon）愛・米５勝，フィーニクス１０００ギニー

トライアルＳ ，ミントジュレップＨ ２着
［孫］ ＊タイキシャトル（94 牡 Devil's Bag）仏１勝，ジャックルマロワ賞 ，１０勝，安

田記念 ，マイルＣｈＳ （２回），スプリンターズＳ ，京王杯スプリン
グＣ ，スワンＳ ，ユニコーンＳ ，スプリンターズＳ ３着，菖蒲Ｓ
，菩提樹Ｓ ２着，優短距（２回），年代表，優古牡，種牡馬

＊ヴァレンティン（02 牝 ＊キングオブキングス）英１勝，プリンセスマーガレ
ットＳ ２着

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

牡
エイシンナナツボシ（07 牡 ＊クロフネ）４勝， ２勝，道営記
念２着，瑞穂賞２着（２回），六甲盃２着，梅見月杯２着，etc.

特 徴 星・珠目上・吭搦右・芭蕉上・後双門
生産牧場 北海道むかわ町米原 市川牧場
購買市場 北海道オータムセール 購買価格 ９，５０４，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 70 －
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中山厩舎－２号

20 グラッドリーの１４ 牡・栗 ３／２９

＊サウスヴィグラス
栗 1996

グラッドリー
鹿 2003

＊エンドスウィープ

＊ダーケストスター

アグネスタキオン

＊プチアノ

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

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ
Rubiano
Pucheca

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（No Fiddling ～ Big Hurry） 1 s
Mr. Prospector S 4×M 5 Tom Rolfe M 4×S 5 Hail to Reason M 5×M 5

価格： 購買者：

母 グラッドリー（03 鹿 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
スリラー（10 牡 栗 ＊アグネスデジタル） ２勝
ドウカンヤマ（13 牡 栗 ＊サウスヴィグラス） １勝

２代母 ＊プチアノ（94 USA芦 Rubiano）米１勝
ファニーゴールド（02 牝 ＊エリシオ）出走

ミヤノオードリー（06 牡 ニューイングランド）１１勝，九州大賞典，ロータスクラ
ウン賞，九州大賞典３着，はがくれ大賞典３着，中島記念３着，飛燕賞３着

ミヤノダイアナ（10 牝 メジロベイリー） ５勝，仙水峡賞３着，大観峰賞３着，九
州ジュニアＣｈ３着

マキシマムカイザー（12 牡 ＊サウスヴィグラス） ９勝，スプリングＣ２着
ボヤージ（05 牝 ＊クロフネ）入着

ユメノアトサキ（10 牝 ＊サウスヴィグラス） ７勝，兵庫ダービー，のじぎ
く賞（ＧＤＪ），菊水賞，園田クイーンセレクション２着，園田ＣｈＣ３着

３代母 プチェカ Pucheca（74 USA鹿 Tom Rolfe）不出走
タブロー Tableaux（78 牝 Round Table）米５勝，クリサンシマムＨ ２着

スカッフルバーグ Scuffleburg（89 牡 Cox's Ridge）米５勝，ペガサスＨ ，ガルフス
トリームパークＨ ，種牡馬

４代母 リーガルグリーム Regal Gleam（64 USA黒鹿 Hail to Reason）米８勝，フリゼット
Ｓ，セリマＳ，メイトロンＳ３着
［子］ ロイヤルグリント Royal Glint（70 Round Table）米２１勝，サンタアニタＨ ，

エイモリーＬハスケルＨ ，ユナイテドネイションズＨ ，グレイラグ
Ｈ ，トレントンＨ ，etc.

［孫］ カーリアン Caerleon（80 牡 Nijinsky）愛・英・仏４勝，仏ダービー ，ベンソ
ン＆ヘッジズゴールドＣ ，アングルシーＳ ，愛ダービー ２着，タイ
ロスＳ ，種牡馬

［曾孫］＊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，etc.，種牡馬

特 徴 流星鼻梁鼻大白上唇大白・珠目二・吭搦・後二長白
生産牧場 北海道新冠町西泊津 ハクツ牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，５６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 71 －
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中山厩舎－２号

21 エクボの１４ 牡・黒鹿 ４／１２

トーセンホマレボシ
鹿 2009

－新種牡馬－

エクボ
鹿 1994

ディープインパクト

エヴリウィスパー

＊リンドシェーバー

＊オールウエイズアロン

＊サンデーサイレンス
＊ウインドインハーヘア
＊ノーザンテースト
＊クラフテイワイフ
Alydar

＊ベーシイド
Lomond
Klairlone

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Grass Widow ～ Trevi） 2 f
Northern Dancer S 4×M 4 Nearctic S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：

母 エクボ（94 鹿 ＊リンドシェーバー）５勝，セプテンバーＳ（１２００），苗場特別（１２００），栃
尾特別（１２００）

〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－３（１４）〕
セイチーズ（02 牝 栗 ＊フォーティナイナー） ９勝
コスモガラサ（09 牡 ブラックタキシード）１勝， ４勝，水無月賞，五ケ

瀬川賞，韓国岳賞２着（２回），池田湖賞２着，etc.
ルシナクィーン（03 牝 栗 サクラバクシンオー）１勝
ラキシスマキ（04 牝 栗 ＊カリズマティック） ２勝
コロナループ（06 牡 栗 ＊コロナドズクエスト）２勝
マイウィン（08 牝 黒鹿 タニノギムレット） ３勝
シゲルホウオウザ（10 牡 鹿 ＊シンボリクリスエス）２勝， 出走

２代母 ＊オールウエイズアロン（85 GB鹿 Lomond）愛・英１勝
ウィスキーカラー（96 牝 ＊アフリート）３勝

オリエンタルヨーク（05 牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，水仙賞
ウザンホマレオー（02 牡 マーベラスサンデー）２勝，釧路湿原特別

３代母 クレアローン Klairlone（69 GB黒鹿 Klairon）愛・英２勝，愛１０００ギニー３着，マ
ルカイＳ
アイリッシュハ－ト Irish Heart（78 牡 ＊ステイールハート）米・英６勝，サンガブリエ

ルＨ ２着，ラトガーズＨ ２着，ホーソンゴールドＣ ３着，シエラネヴァダＨ
３着，種牡馬

ウ－ルパックWoolpack（84 牝 Golden Fleece）不出走
ゴールデンクレア Golden Klair（90 牝 ＊ダミスター）米・英１０勝，エイグリームＨ

，ホーソーンＨ ，シルヴァーベルズＨ ，ミレイディＨ ２着，ヴァニテ
ィＨ ３着，etc.

スタッフアプル－ヴド Staff Approved（86 牝 Teenoso）英１勝
ポーラープリンス Polar Prince（93 牡 Distinctly North）愛・英・伊・独・仏７勝，共

和国大統領賞 ，ダイオメドＳ ，セレブレイションマイル ２着，愛インタ
ーナショナルＳ ３着，メシドール賞 ３着，ＷＷＦ賞 ，レスタシャーＳ
２着，種牡馬

特 徴 星・上唇小白・珠目上・髪中・左後一白
生産牧場 北海道日高町清畠 加藤牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，５６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 72 －

21



中山厩舎－２号

22 キャリコローズの１４ 牡・青鹿 ３／１１

＊パイロ
黒鹿 2005

キャリコローズ
鹿 2006

Pulpit
プルピット

Wild Vision
ワイルドヴィジョン

ネオユニヴァース

フェアリークイーン

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

＊サンデーサイレンス
＊ポインテッドパス
Caerleon

＊ネヴァーエクスプレイン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Bashful ～ Spicebox） 16 c
Northern Dancer M 5×M 5

価格： 購買者：

母 キャリコローズ（06 鹿 ネオユニヴァース）入着， ２勝
初仔

２代母 フェアリークイーン（98 鹿 Caerleon）１勝
ストレンジラブ（07 牝 ネオユニヴァース）２勝， １勝

３代母 ＊ネヴァーエクスプレイン（92 IRE 鹿 Fairy King）英１勝
レッドレターRed Letter（97 牝 Sri Pekan）英１勝

ラーダアンヘル Rada Angel（07 牝 Le Vie Dei Colori）独・仏４勝，プティトエトワ
ール賞 ，ミスサタミクサ賞 ２着，セレス賞 ３着

４代母 パーチェスペイパーチェイス Purchasepaperchase（82 GB鹿 Young Generation）英
・仏３勝，サンタラリ賞 ２着，アタランタＳ
［子］ マティヤMatiya（93 牝 Alzao）愛・英・仏２勝，愛１０００ギニー ，英１０００ギニ

ー ２着，仏オークス ３着，フィリーズマイル ３着
カランボーラ Carambola（96 牝 ＊デインヒル）愛・英２勝，愛メイトロンＳ
２着，デリンズタウンスタッド１０００ギニーＴＲ

ヘンデル Handel（00 牡 Sadler's Wells）愛１勝，ガリニュールＳ ２着，チャ
レンジＳ ２着

トレアドル Toreador（99 牡 ＊デインヒル）南・愛・英４勝，ゴールドチャレ
ンジ ２着，ハワイＳ ２着，センティネルスプリント ２着，クイーン
ズプレイト ３着，ハワイＳ ３着，ドリルホールＳ ３着，エイコムＳ
３着，種牡馬

［孫］ スタールビー Star Ruby（06 牝 ＊ロックオブジブラルタル）英１勝，ミュージ
ドラＳ ２着

ナヒール Nakheel（03 牡 Sadler's Wells）英２勝，シルヴァータンカードＳ
レイディスターダスト Lady Stardust（03 牝 ＊スピニングワールド）英２勝，
ヴァリアントＳ ３着

＊ダイワオージー（04 牡 Giant's Causeway）１勝，熱田特別， １勝
［曾孫］ アフリカンスカイズ African Skies（06 牝 ＊ヨハネスブルグ）米・英・仏１勝，

プリンセスマーガレットＳ

特 徴 星・珠目正・右頬辻・轡搦・波分長・初地・左後一白
生産牧場 北海道日高町門別本町 門別 敏朗
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，５６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 73 －

22



中山厩舎－２号

23 セレーサの１４ 牡・鹿 ５／１２

ステイゴールド
黒鹿 1994

セレーサ
栗 2006

＊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

メガミゲラン

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

＊シエイデイハイツ
モガミゲラン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ミスブゼン） 18
＊ノーザンテースト S 4×M 4 Princely Gift S 5×M 5

価格： 購買者：

母 セレーサ（06 栗 サクラバクシンオー）入着
〔産駒馬名登録数：１〕
ピースフルゲラン（13 牡 栗 ダノンシャンティ） 出走

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

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

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

３代母 モガミゲラン（88 鹿 ＊モガミ）不出走
アンビシャス（93 牡 ＊クリエイター）４勝，春日特別，知多特別
ヒダカゲラン（95 牝 ＊ミルジヨージ）出走

ピエナオンリーワン（01 フサイチコンコルド）３勝，長良川特別

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

賞 ４着，チューリップ賞 ２着
［孫］ マイネシャリマー（04 牝 ＊ムタファーウエク）１勝，いちょうＳ ３着，芙蓉

Ｓ ３着
［曾孫］ ウインファビラス（13 牝 ステイゴールド） １勝，阪神ジュベナイルフィリ

ーズ ２着，新潟２歳Ｓ ２着

５代母 ゲラン（64 栗 ＊ソロナウエー）２勝，篠山特別
［孫］ コスモドリーム（85 牝 ブゼンダイオー）４勝，オークス ，京都大賞典 ２

着，小倉記念 ２着，高松宮杯 ３着，オーストラリアＴ ，etc.

特 徴 珠目二
生産牧場 北海道日高町福満 白井牧場
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 １２，９６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 74 －
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中山厩舎－２号

24 シルクアウローラの１４ 牡・黒鹿 ４／１７

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

シルクアウローラ
鹿 2003

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊クロフネ

＊ダボナアンビション

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
＊フレンチデピュティ
＊ブルーアヴェニュー
Seattle Slew

＊ダボナゴールド

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Royal Entrance ～ Hydroplane） 3 l
Mr. Prospector S 3×M 4 Icecapade S 4×M 5 Best Turn S 5×M 5

価格： 購買者：

母 シルクアウローラ（03 鹿 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（７）〕
シュンケイリ（10 牡 鹿 マヤノトップガン）１勝，障害１勝
ドラゴンエアル（11 牡 鹿 タイムパラドックス） ４勝，報知オールスターＣ
（２１００），ダービーＧＰ（２０００），金盃（２６００）２着，京浜盃（１７００）２着，ハイセイコー
記念（１６００）２着，etc.

オーバーザワールド（12 牡 鹿 カネヒキリ） ３勝
エスプリイチゴウ（13 牡 黒鹿 ブラックタイド） 出走

２代母 ＊ダボナアンビション（90 USA鹿 Seattle Slew）不出走
ノーザンヴィーナス（95 牝 ＊ノーザンテースト）１勝

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

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

ヒダカサイレンス（97 ＊サンデーサイレンス）２勝，エリカ賞
サスガ（99 牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，すみれＳ ，葉牡丹賞

３代母 ＊ダボナゴールド（83 USA黒鹿 Mr. Prospector）米３勝
レジェンドティアラ（93 牝 レジエンドテイオー）１勝

４代母 ダヴォナデイル Davona Dale（76 USA鹿 Best Turn）米１１勝，エイコーンＳ ，マザ
ーグースＳ ，ＣＣＡオークス ，ケンタッキーオークス ，ファンタジーＳ ，etc.
［孫］ ジャストアキャット Just a Cat（94 牡 Storm Cat）米２勝，カウディンＳ ，サ

ラトガスペシャルＳ ３着，クレイドルＳ ２着，種牡馬
［曾孫］ イグゼキュティヴプリヴィレジ Executiveprivilege（10 牝 First Samurai）米５

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

ホッパーチュニティ Hoppertunity（11 牡 Any Given Saturday） 米５勝，クラ
ークＨ ，サンアントニオＳ ，サンパスカルＳ ，レベルＳ ，サンタ
アニタダービー ２着，etc.

特 徴 流星・珠目上・波分長・沙流上・右前後三白
生産牧場 北海道新ひだか町静内田原 千代田牧場
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 １２，９６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 75 －
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中山厩舎－６号

25 クイックレスポンスの１４ ・黒鹿 ４／２９

＊エンパイアメーカー
黒鹿 2000

＊クイックレスポンス
青鹿 2004

Unbridled
アンブライドルド

Toussaud
トゥソ－

Storm Cat
ストームキャット

Shawnee Country
ショーニーカントリー

Fappiano
Gana Facil
El Gran Senor
Image of Reality
Storm Bird
Terlingua
Chief's Crown
Mi Lucia

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Morning ～ Daylight Saving） 9 a
Northern Dancer S 4×M 4×M 5 In Reality S 4×S 5 Secretariat M 4×M 5
Nearctic S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊クイックレスポンス（04 USA青鹿 Storm Cat）米出走
〔産駒馬名登録数：４〕

２代母 ショーニーカントリー Shawnee Country（97 USA黒鹿 Chief's Crown）米５勝，ダヴォ
ナデイルＳ ，フェアグラウンズオークス ，テンプティドＳ ，デムワゼルＳ ３着
ワイルドカントリーWild Country（02 牝 Unbridled）米入着

ケンズケイプKens Cape（07 Cape Town） 米１２勝

３代母 ミールシアMi Lucia（88 USA鹿 Icecapade）米８勝，オリンダＢＣＨ ，チャール
ズＨラサルＨ ２着，バレッツデビュ－タントＳ ３着
モンテフィオーレMontefiore（00 牝 Rahy）米１勝

アイシーキテン Icy Kitten（06 牝 Bernstein）米８勝

４代母 ノットアフロー Not a Flaw（75 USA栗 T.V. Commercial）米５勝，チルドレンズホ
スピタルＨ ３着
［子］ ノッタゴールドブリック Notagoldbrick（93 牝 Fortunate Prospect）米５勝，ベ

イメドーズオークス ，ブラウンベスＨ ２着
シュアトゥーイクスプロード Sure Too Explode（81 牝 Explodent）米６勝，フ
ロリダオークス

［孫］ キウィチャ Kiwicha（89 牝 Naskra）秘５勝，ＯＳＡＦ大賞 ３着，テクスフィナ
賞 ３着，フアンＭロセジョ賞 ，クラブイピコペルアノ賞 ，Ｑエリザ
ベス二世賞 ２着，ポデルフディシアル賞 ２着，アンティノ賞 ２着

アイカル Aykal（11 牡 Discreet Cat） 土６勝，ブルハンカラメフメト賞２着

５代母 ミアリーMerely（71 USA栗 Dr. Fager）不出走
［子］ ポライトリバフ Polite Rebuff（79 牝 Wajima）米６勝，アフェクショネトリー

Ｈ ，ルースレスＳ ，ブサンダＳ ，アストリアＳ ２着，レアトリー
トＨ ３着

６代母 ポライトリー Politely（63 USA栗 Amerigo）米２１勝，デラウェアＨ，マッチメイカ
ーＳ（２回），レイディーズＨ，マスケットＨ，etc.

特 徴 星・珠目上・吭搦左・右髪中・波分・後双門
生産牧場 北海道新冠町高江 村田牧場
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 ９，２８８，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 76 －
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中山厩舎－６号

26 チューベローズの１４ ・鹿 ２／２６

＊シニスターミニスター
鹿 2003

チューベローズ
黒鹿 2006

Old Trieste
オールドトリエステ

Sweet Minister
スイートミニスター

＊シンボリクリスエス

チューニー

A.P. Indy
Lovlier Linda
The Prime Minister
Sweet Blue
Kris S.
Tee Kay

＊サンデーサイレンス
＊フロムビヨンド

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Ole Liz ～ Evening Mist） 4 m
Seattle Slew S 4×M 5×M 5 Hail to Reason M 5×M 5

価格： 購買者：

母 チューベローズ（06 黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５）〕
サンマディソン（11 牝 鹿 ＊シニスターミニスター） ３勝，冬桜賞（Ｄ１２００）
フジマサジャンボ（12 牡 青鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝， 出走
ゲッカコウ（13 牝 黒鹿 ＊ロージズインメイ） １勝

２代母 チューニー（00 鹿 ＊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
フジマサエンペラー（09 牡 ＊シンボリクリスエス） ２勝，東スポ杯２歳Ｓ ２着，

湘南Ｓ
トロワボヌール（10 牝 ＊バゴ） ５勝，柳都Ｓ，三浦特別， ２勝，スパーキングＬ

Ｃ ，クイーン賞 ，ＪＢＣＬクラシック ２着，Ｌプレリュード
２着，さきたま杯 ２着，クイーン賞 ２着，マリーンＣ ２

着，ＪＢＣＬクラシック ３着

３代母 ＊フロムビヨンド（91 GB栗 Kris）英・仏２勝，ヴュルカイン賞
ロードアンセム（02 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，許波多特別，千里山特別，高山特別

４代母 マジックオヴライフMagic of Life（85 USA鹿 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
［子］ 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
［孫］ 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，タイロ
スＳ ３着

＊ノヴァホーク（08 牝 Hawk Wing）英・伊・仏５勝，セルジオクマニ賞 ，コ
ロネイションＳ ２着，リディアテシオ賞 ３着，ラカマルゴ賞 ，クリ
テリヨムドラングドック ２着，etc.

［曾孫］ ジョシュアトリー Joshua Tree（07 牡 Montjeu）首・華・愛・英・伊・加・独
・仏・香７勝，カナダ国際Ｓ （３回），ケルゴルレイ賞 ，ロイヤルロッ
ジＳ ，etc.，種牡馬

特 徴 珠目二・波分・左後一白
生産牧場 北海道新ひだか町三石豊岡 斉藤スタッド
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，０２０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 77 －
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中山厩舎－７号

27 ゴートゥザノースの１４ ・栗 ４／３０

＊サマーバード
栗 2006

－新種牡馬－

ゴートゥザノース
栗 2003

Birdstone
バードストーン

Hong Kong Squall
ホンコンスクオール

アグネスタキオン

＊オークミード

Grindstone
Dear Birdie
Summer Squall
Hong Kong Jade

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ
Lomond
Amazer

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Hasty Girl ～ Admiration） 14 b
Storm Bird S 4×S 4 Northern Dancer M 4×S 5×S 5

価格： 購買者：

母 ゴートゥザノース（03 栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ミサトダイヤ（08 牡 鹿 アドマイヤコジーン） １勝
ミラクルスター（09 牝 栗 スターリングローズ） ３勝
ミラクルオブザーヴ（13 牡 栗 ＊バゴ） 地方不出走

２代母 ＊オークミード （90 IRE 鹿 Lomond）愛・米・英・仏２勝，英オークス ３着，愛
オークス ３着，ポモーヌ賞 ３着，リングフィールドオークストライアルＳ
ミルベックMirbeck（96 牝 Gone West）米・英１勝

タンゴファイアー Tango Fire（03 牝 Anabaa）豪２勝
タンゴズドーター Tango's Daughter（10 牝 Redoute's Choice） 豪５勝，クイー
ンオヴザサウスＳ ，ＨＣニチュケＳ ，オールウェイズウェルカムＳ
３着，ウィークエンドハスラーＳ ３着

レイクミード（01 牝 ダンスインザダーク）入着２回
ダイワナイト（07 牡 サクラバクシンオー）５勝，市川Ｓ，ＨＢＣ賞，さくらんぼ特

別，カンナＳ ２着

３代母 アメイザー Amazer（75 USA栗 Vaguely Noble）米・仏４勝，ロワイヤリュー賞 ，
ミネルヴ賞 ２着，ポモーヌ賞 ２着，ヴェルメイユ賞 ３着，カナディアンインタ
ーナショナル ３着，イエローリボンＳ ，サンタアナＨ ２着
ディライター Delighter（85 牝 ＊リイフオー）米・仏４勝，イエローリボンＳ ，ロスマン

ズ国際Ｓ ３着，ティベールヴィル賞 ，トゥーレル賞 ２着，ジュベール賞 ３着

４代母 セイルデイ Sale Day（65 USA鹿 To Market）米１２勝，スピンスターＳ，フォールズ
シティＨ，デラウェアオークス２着，スピンスターＳ３着
［子］ スポーティングヤンキー Sporting Yankee（74 牡 Vaguely Noble）英・仏３勝，

英フュチュリティＳ ，ジェフリーフリアＳ ２着，クレイヴァンＳ
２着，ジョンポーターＳ ３着，種牡馬

［孫］ ビッグサー Big Sur（89 牡 Alydar）米４勝，サプリングＳ ，ウィザーズＳ ２着，
コリンＳ ３着，サウスウエストＳ ，サニースロープＳ ３着，種牡馬

特 徴 流星鼻梁小白・珠目正・吭搦二・髪中・波分長・右後双門・左沙流上・左後一白
生産牧場 北海道新ひだか町静内田原 北海道静内農業高等学校
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，７８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 78 －
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中山厩舎－１３号

28 プルームリジェールの１４ ・栗 ２／２４

スマートファルコン
栗 2005

－新種牡馬－

プルームリジェール
鹿 2005

ゴールドアリュール

ケイシュウハーブ

Diesis
ダイイシス

＊オンブルリジェール

＊サンデーサイレンス
＊ニキーヤ
＊ミシシツピアン
キヨウエイシラユキ
Sharpen Up
Doubly Sure
Double Bed
Flawlessly

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Lusignan ～ Saperlipopette） 7 e
Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 プルームリジェール（05 鹿 Diesis）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
ノブレジェンド（13 牡 鹿 マンハッタンカフェ） 出走

２代母 ＊オンブルリジェール（99 IRE 黒鹿 Double Bed）米・仏２勝，ペネロープ賞
ジェルミナル（06 牝 アグネスタキオン）３勝，フェアリーＳ ，オークス ３着，

桜花賞 ３着，黄菊賞

３代母 フローレスリー Flawlessly（91 FR 鹿 Rainbow Quest）仏入着２回
フローリー Flawly（97 牝 ＊オールドヴィック）米・仏２勝，ガーデンシティＨ ２着，

ロワイヨモン賞 ２着，ミネルヴ賞 ３着
ベストネイム Best Name（03 ＊キングズベスト）首・愛・米・仏２勝，プランス

ドランジュ賞 ，仏ダービー ２着，コンデ賞 ２着，フランソワマテ賞
フェブルアリーサン February Sun（08 牝 Monsun）独・仏３勝，バーデンメルツェ

デスベンツ牝馬賞
エアルーム Heirloom（10 牡 Dansili） 華・愛３勝，フィナーレＳ

クイーンズボールQueen's Ball（00 牝 King's Theatre）仏入着７回
ボールプリンス Ball Prince（07 牡 Slickly） 仏４勝，ジャツクドブレモン賞 ２着，

モーントルトゥー賞 ２着，ラヌラグ賞 ２着
セイヴミーザウォルツ Save Me the Waltz（01 牝 Halling）仏１勝

デルバータ Dealbata（08 牝 Dubawi）米・仏４勝，ノーブルダムゼルＳ ２着，モヒ
ガンスカイＳ ，ソリテュッド賞

ナモーナNamona（02 牝 Halling）仏１勝
トゥーナイスネイム Too Nice Name（07 Kingsalsa） 首・華・仏３勝，ジェベル

賞 ２着，モンテニカ賞 ，サラカ賞 ３着
ヴェリーナイスネイム Very Nice Name（09 牡 Whipper）首・華・英・仏６勝，フォ

ワ賞 ２着，ドバイシーマクラシック ３着，種牡馬
デイトウィズデステニー Date With Destiny（08 牝 George Washington）英１勝，リングフ

ィールドオークストライアルＳ ３着

特 徴 小星・珠目正・吭搦二・波分・左初地・左芭蕉上・右後双門
生産牧場 北海道様似町田代 猿倉牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，４５６，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 79 －
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中山厩舎－１３号

29 シンコペーションの１４ ・黒鹿 ３／２６

＊キャプテンスティーヴ
栃栗 1997

シンコペーション
鹿 2000

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

フジキセキ

ノーザンメドレー

Time for a Change
Free to Fly
Vice Regent
Sparkling Topaz

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
＊ノーザンテースト
メドレー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊シーメロデイ） 3 m
Northern Dancer S 4×M 4

価格： 購買者：

母 シンコペーション（00 鹿 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（１１）〕
コウセイカズコ（04 牝 鹿 ＊ブラックホーク）２勝，ひまわり賞 （１２００）， ２勝
カシノレアネス（10 牝 黒鹿 ＊シルバーチャーム） ８勝
クリノヤクマン（12 牡 鹿 ＊スクワートルスクワート） １勝，ひまわり賞 （１２００）２

着， １勝

２代母 ノーザンメドレー（94 芦 ＊ノーザンテースト）不出走
カーレッジプライド（02 去勢馬 タヤスツヨシ）１勝
ホワイトボード（07 牡 ＊スウェプトオーヴァーボード） １勝
ユーゲキオー（09 牡 リンカーン） １勝

３代母 メドレー（86 芦 ビゼンニシキ）５勝，ＴＵＦ杯，高尾特別
エーブフウジン（00 牡 ＊ラムタラ） １勝

４代母 ダイナメロデイ（80 芦 ＊レイズアボーイ）不出走
［孫］ ハイメロディ（96 牝 ＊アサティス） ７勝，ひまわり賞２着，南部駒賞２着，

ビューチフル・ドリーマーＣ３着
ミナミノサニーオー（99 牡 ケントニーオー） １８勝，不来方賞３着
ナンゴクプラネット（04 牝 ＊スターオブコジーン）４勝，初風特別
マイネルプライゼン（06 牡 ＊イーグルカフェ）４勝，上総特別，五泉特別
ホワイトホープ（95 牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，六日町特別

５代母 ＊シーメロデイ（67 USA芦 Restless Native）米１勝
［子］ ヨシカツアサヒ（77 牡 ＊ボールドアンドエイブル）３勝，石狩特別，もくれん

賞， ９勝，浦和記念，報知ＧＰ・Ｃ２着，関東盃３着
［孫］ パレスミサキ（95 牡 ＊パレスダンサー） １勝，栄冠賞３着

カカボビッグワン（01 牝 チアズサイレンス） ２勝，白百合特別２着
［曾孫］ マッキーローレル（97 牡 タヤスツヨシ） ９勝，白山大賞典 ３着，

ＭＲＯ金賞，菊水賞，園田ダービー２着，スプリングＣ２着，梅見月杯３
着，新春賞３着

特 徴 流星鼻梁白鼻梁鼻大白・下唇大白・珠目正・波分長・後二白
生産牧場 鹿児島県鹿屋市 釘田 義美
購買市場 九州１歳市場 購買価格 ３，２４０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 80 －
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中山厩舎－１４号

30 マイネミニケリーの１４ ・鹿 ３／２９

ニューイングランド
栗 1997

マイネミニケリー
鹿 2003

＊サンデーサイレンス

＊クラウンフォレスト

メジロライアン

ケリーバッグ

Halo
Wishing Well
Chief's Crown

＊プレイメイト
アンバーシヤダイ
メジロチエイサー
ハイセイコー
ジユラクジヨウ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊フエアスコア） 20 c
Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 マイネミニケリー（03 鹿 メジロライアン）入着２回， ２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
サークルバレー（13 鹿 ニューイングランド） 入着

２代母 ケリーバッグ（87 芦 ハイセイコー）１勝，桜花賞 ２着，オークス ３着，チュー
リップ賞 ２着
ソフトシフォン（93 牝 リードワンダー）１勝
サンアンドムーン（97 牡 ＊ジェネラス）１勝
マイネシンデレラ（98 牝 タマモクロス）１勝

マイネルポンピオン（05 牡 ＊アグネスデジタル）１勝， ３０勝，佐賀桜花賞，佐賀
弥生賞

マイネコティヨン（07 牝 アドマイヤマックス）１勝
マイネルクオリティ（99 牡 ＊リンドシェーバー）３勝
マイネフランシー（00 牝 ＊ペンタイア）２勝

マイネミニヨン（05 牝 ＊アグネスデジタル）出走
テッド（11 レギュラーメンバー） １０勝，夏至賞，新涼賞２着，由布岳
賞２着，ロータスクラウン賞２着，九州ダービー栄城賞２着，etc.

シェーカー（07 牡 アドマイヤマックス）３勝
サプール（13 牡 ＊フォーティナイナーズサン） ４勝，背振山賞，筑紫野賞，カ

ペラ賞３着，天山賞３着
マイネパトリシア（02 牝 ＊シルヴァーエンディング） ２勝

コスモレグノ（11 牡 テレグノシス） ３勝，初夏賞，佐賀桜花賞２着，背振山
賞３着，筑紫野賞３着

３代母 ジユラクジヨウ（75 芦 ＊シルバーシヤーク）３勝，白百合賞，カーネーションＣ
オールパーパス（83 牝 トリデジヨウ）４勝，胎内川特別

４代母 ナデシコ（62 鹿 Arctic Time）出走

５代母 ＊フエアスコア（57 GB栗 Final Score）英２勝
［孫］ ホシバージ（72 牡 ＊フアバージ）６勝，函館３歳Ｓ，京都記念（春）２着，石清

水特別，灘特別，羊蹄特別

特 徴 曲流星鼻梁白断鼻白・珠目二・初地・沙流上・左前一白・右後細長白
生産牧場 青森県十和田市 野々宮牧場
購買市場 八戸市場 購買価格 ２，１６０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 81 －
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中山厩舎－１４号

31 テンシノキセキの１４ ・鹿 ２／１８

＊エンパイアメーカー
黒鹿 2000

テンシノキセキ
栗 1998

Unbridled
アンブライドルド

Toussaud
トゥソ－

フジキセキ

＊ビーバップアルー

Fappiano
Gana Facil
El Gran Senor
Image of Reality

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Mr. Prospector
Newchance Lady

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Thora） A 5
Mr. Prospector M 3×S 4 Le Fabuleux S 4×M 4 In Reality S 4×S 5×M 5

価格： 購買者：

母 テンシノキセキ（98 栗 フジキセキ）９勝，セントウルＳ ，フェアリーＳ ，スワン
Ｓ ２着，ＣＢＣ賞 ２着，阪急杯 ３着，etc.

〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４）〕
カレンナホホエミ（07 牝 栗 ＊タイキシャトル）２勝，フェニックス賞 （１２００）
キミニアエタキセキ（08 牝 黒鹿 サクラバクシンオー）１勝
ミカエルシチー（12 牡 鹿 ＊エンパイアメーカー） １勝
マチャプチャレ（13 牝 鹿 ＊ヨハネスブルグ） 出走

２代母 ＊ビーバップアルー（86 USA鹿 Mr. Prospector）米１勝
フォーキャップ Four Cap（96 牝 Capote）米出走

テクサンティップ Texan Tip（02 牝 Water Poet）委２勝，スターシップミス賞３着
ファストティップ Fast Tip（08 牡 Fast as a Cat）委，ジブダンサー賞２着

レイディアレイダ Lady Aleida（03 牝 Seek Smartly）不出走
フランクロス Frank Ross（07 牡 Water Poet）委，ブルレスコ賞，イラク賞，リマ
ーカブルニューズ杯２着，ホセＭヴァルガス賞３着，アルサーク賞３着，etc.

エノロゴ Enologo（07 牡 Water Poet）委，カリブ国際賞３着
クリノトップレディ（97 牝 Salt Lake）３勝，若菜賞

アプローチミー（07 牡 マンハッタンカフェ）１勝， ２勝，サマーＣ２着，白銀争
覇３着

クリノワールド（01 牡 ＊スピニングワールド）５勝，京洛Ｓ，心斎橋Ｓ

３代母 ニューチャンスレイディNewchance Lady（74 USA鹿 Roi Dagobert）不出走
ホワイノットテンWhy Not Ten（77 牝 Groshawk）米入着

ダイアモンドオヴフォーエヴァーDiamond of Forever（85 牝 Diamond Prospect）米２勝
ウェディングシンガーWedding Singer（03 牡 Songandaprayer）米・加１勝，サ
マーＳ ３着，バーボンＳ ２着

ストライクゴールド Strike Gold（80 牡 Mr. Prospector）米４勝，ベイショアＳ ，種牡馬

４代母 ダークデュエットDark Duet（64 USA鹿 Spy Song）米１勝
［曾孫］ ファラズティーム Fara's Team（85 牝 Tunerup）米６勝，テストＳ ，プライオ

レスＳ ，ファンタジーＳ ２着，レアパフュームＳ ３着，マーサワシ
ントンＳ ２着，etc.

特 徴 流星鼻梁白鼻梁刺毛鼻白・珠目正・波分二長・沙流上
生産牧場 北海道浦河町絵笛 駿河牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，９９２，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 82 －
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中山厩舎－７号

32 ビクトワールイゾレの１４ ・鹿 ３／ ３

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

ビクトワールイゾレ
栗 2008

＊ヘネシー

Myth
ミス

ダンスインザダーク

エアシビュラ

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn

＊サンデーサイレンス
＊ダンシングキイ
＊トニービン
アイシーゴーグル

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

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

価格： 購買者：

母 ビクトワールイゾレ（08 栗 ダンスインザダーク）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ユッセ（13 牝 栗 ＊グラスワンダー） 出走

２代母 エアシビュラ（96 鹿 ＊トニービン）入着３回
フジヤマビュティー（01 牡 ＊エンドスウィープ）２勝，巌流島特別， ２勝
バブルスプリングス（03 牡 バブルガムフェロー）２勝，太宰府特別， ５勝

３代母 アイシーゴーグル（87 栗 ＊ロイヤルスキー）３勝
エアジハード（95 牡 サクラユタカオー）７勝，安田記念 ，マイルＣｈＳ ，富士Ｓ ，

京王杯スプリングＣ ２着，天皇賞（秋） ３着，奥多摩Ｓ，カトレア賞，谷川岳Ｓ
２着，優短距，優父内，種牡馬

アイシーサイレンス（97 牝 ＊サンデーサイレンス）出走
アペリティフ（03 ＊エルコンドルパサー）３勝，京都新聞杯 ２着，清滝特別，障

害２勝
ラピュセル（00 牝 ＊エリシオ）入着

カレイジャスミン（05 牝 タヤスツヨシ）３勝，フローラＳ ２着，豊栄特別，
赤松賞，ターコイズＳ ２着

４代母 シヤダイアイバー（79 鹿 ＊ノーザンテースト）３勝，オークス，カーネーションＣ
［子］ ガレオン（90 牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，ＮＨＫ杯 ２着，日本ダービー ４

着，アイビーＳ ，芙蓉Ｓ ３着，種牡馬
オークツリー（89 牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，福島記念 ２着

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

［曾孫］ プレシャスカフェ（99 牡 ＊ハートレイク）８勝，ＣＢＣ賞 ，シルクロードＳ
，高松宮記念 ３着，札幌日刊スポ杯 ，さくらんぼ特別，etc.，種牡馬

ネオブラックダイヤ（08 牡 ゼンノロブロイ） ５勝，天皇賞（春） ５着，
レインボーＳ，晩秋特別，万葉Ｓ ３着

リワードシンバル（00 牡 ＊アフリート）１勝，共同通信杯 ３着
クリスマスキャロル（07 牝 アグネスタキオン）３勝，マーメイドＳ ２着，
御室特別，遊楽部特別

特 徴 大流星鼻梁鼻大白上唇大白・珠目上・髪中・左初地・左前一白・右前細長白・後二長白
生産牧場 北海道浦河町西幌別 有限会社 松田牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，５６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 83 －
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中山厩舎－７号

33 ピュアゴシップの１４ ・黒鹿 ３／２２

＊ハードスパン
鹿 2004

＊ピュアゴシップ
栗 2009

Danzig
ダンジグ

Turkish Tryst
ターキッシュトリスト

Pure Prize
ピュアプライズ

Dixieland Achiever
ディクシーランドアチーヴァー

Northern Dancer
Pas de Nom
Turkoman
Darbyvail
Storm Cat
Heavenly Prize
Dixieland Band
Thunder Achiever

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Folle Nuit） 1 l
Northern Dancer S 3×M 4×M 5

価格： 購買者：

母 ＊ピュアゴシップ（09 USA栗 Pure Prize）米２勝，ミスグリジョＳ
初仔

２代母 ディクシーランドアチーヴァーDixieland Achiever（01 USA栗 Dixieland Band）不
出走
レイディヴァイ Lady Vi（08 牝 Tale of the Cat）米３勝

３代母 サンダーアチーヴァー Thunder Achiever（93 USA栗 Thunder Puddles）米７勝，フ
ァーストフライトＨ
ストリートゲイム Street Game（08 牡 Street Cry） 米８勝，ヒルプリンスＳ

４代母 アンセニアンガール Anthenian Girl（85 USA栗 Noble Nashua）米３勝，ブワリー
Ｓ ３着
［子］ フォクシースカーレット Foxy Scarlet（92 牝 Scarlet Ibis）米３勝，ディアリー

プレシャスＳ ３着

５代母 マラソンガールMarathon Girl（77 USA鹿 Fleet Nasrullah）米３勝，スピナウェイ
Ｓ ３着
［子］ ハーテンパー Her Temper（91 牝 Temperence Hill）米４勝，ボーモントＳ ，

テンプティドＳ ３着，ダッチェスＳ ３着
［孫］ チョクトーネイション Choctaw Nation（00 Louis Quatorze）首・米７勝，サン

ディエゴＨ （２回），ドバイワールドＣ ３着，グッドウッドＨ ３着
トレジャードアップ Treasured Up（09 牝 Medaglia d'Oro）米５勝，リグレット
Ｓ ３着，ロバートＧディックメモリアルＳ

６代母 ミストウィストMiss Twist（61 USA栗 Prince John）米４勝，アストリアＳ
［子］ ピッグパーティ Pig Party（69 牝 Olden Times）米７勝，フォールズシティＨ

２着
［孫］ ＊ビコーミニスター（94 去勢馬 Silver Deputy）６勝，羅生門Ｓ，貴船Ｓ，江戸川特別，etc.，

３勝，東京盃 ２着，吉野ヶ里記念
ドレッドミーノット Dread Me Not（90 牡 Turkoman）米１５勝，ナショナルＪＣ
Ｈ ２着

特 徴 珠目正・髪中
生産牧場 北海道日高町豊田 森永牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ８，６４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 84 －
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中山厩舎－７号

34 ブイアスカの１４ ・黒鹿 ４／１３

＊パイロ
黒鹿 2005

ブイアスカ
鹿 2008

Pulpit
プルピット

Wild Vision
ワイルドヴィジョン

アドマイヤドン

アシヤマダム

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

＊ティンバーカントリー
ベガ

＊ラシアンルーブル
キヤツトロンシヤン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊レデイアリス） 3 f
Mr. Prospector S 4×M 5 Northern Dancer M 5×M 5

価格： 購買者：

母 ブイアスカ（08 鹿 アドマイヤドン） １勝
初仔

２代母 アシヤマダム（95 鹿 ＊ラシアンルーブル）出走
ブイロッキー（00 牡 ジェニュイン）３勝，ユニコーンＳ ２着，昇竜Ｓ ，樅の木賞，ベ

テルギウスＳ ３着，端午Ｓ ３着，シクラメンＳ ３着， 入着，名古屋
優駿 ３着，ジャパンＤダービー ４着，ダービーＧＰ ５着

ガッサンルーブル（01 牡 サクラバクシンオー）３勝，クリスマスローズＳ ２着
ダイシンオレンジ（05 牡 ＊アグネスデジタル）７勝，平安Ｓ ，アンタレスＳ ，平

安Ｓ ２着，初夢Ｓ， 入着２回，名古屋大賞典 ２着，名古屋大
賞典 ３着，種牡馬

サムライジャパン（07 牡 ネオユニヴァース） ８勝，ステイヤーズＣ，華月賞，ステイ
ヤーズＣ２着，王冠賞２着

３代母 キヤツトロンシヤン（78 栗 ＊シヤトーゲイ）１勝
メジロワース（85 牡 ＊モガミ）６勝，マイラーズＣ ，八坂特別，高砂特別，青島特別，障

害１１勝，中京障害Ｓ（３回）
メジロドロシー（87 牝 ＊ヤマニン）不出走
テンザンルーラ（95 牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，千里山特別，れんげ賞
ガッツフィニッシュ（96 牡 ＊ホワイトマズル）５勝，白馬岳特別，アベリア賞

メジロリリー（90 牝 ＊ベリフア）２勝，サンスポ４歳牝馬特別 ２着，忘れな草賞 ２着

４代母 メジロヒエイ（72 栗 ＊ムーテイエ）出走
［子］ メジロバッカス（80 牡 ＊シヤトーゲイ）３勝，早靹特別

メジロリューテス（81 牡 ＊ネヴアービート）３勝，常陸特別
［孫］ メジロレノンズ（90 牡 ミスターシービー）５勝，嵐山Ｓ，みなみ北海道Ｓ，会

津特別，日本レコ－ド（３０００）
メジロハーネン（83 牡 ヤマニンスキー）４勝，印旛沼特別
タニオブザライアン（95 牝 メジロライアン）３勝，粟島特別

５代母 メジロマジヨルカ（63 栃栗 Doutelle）３勝，クイーンＣ，サンスポ四歳牝馬特別２
着，オークス３着，三歳牝馬Ｓ

特 徴 星・珠目二・吭搦二・右芭蕉上
生産牧場 北海道日高町豊田 戸川牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ８，２０８，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 85 －
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中山厩舎－７号

35 フェルガーナの１４ ・栗 ４／２７

＊サマーバード
栗 2006

－新種牡馬－

フェルガーナ
栗 2005

Birdstone
バードストーン

Hong Kong Squall
ホンコンスクオール

アグネスタキオン

プリンセスメイ

Grindstone
Dear Birdie
Summer Squall
Hong Kong Jade

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ

＊トニービン
スズタカプリンセス

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊スコツチプリンセス） 11 f
Storm Bird S 4×S 4 Northern Dancer S 5×S 5×M 5

価格： 購買者：

母 フェルガーナ（05 栗 アグネスタキオン）入着， ２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ブリアンナ（12 牝 鹿 ＊エンパイアメーカー） １勝
メイショウヤクシマ（13 牡 栗 ＊バゴ） 不出走

２代母 プリンセスメイ（94 栗 ＊トニービン）出走
ライトメイビア（00 牡 ＊ティンバーカントリー） １勝

３代母 スズタカプリンセス（80 栗 ＊ノーザンテースト）７勝，金鯱賞 ３着，梅田Ｓ，太
秦特別，新涼特別，八坂特別
プレティッシモ（88 牝 ＊リアルシヤダイ）１勝

マチカネニゲミズ（93 牡 ＊フレンチグローリー）１勝，中京３歳Ｓ ２着
ジュウニヒトエ（89 牝 ＊リアルシヤダイ）４勝，ＢＭサイヤーズＳ，三宮特別

ジェイモード（96 牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，夙川特別
イルネージュ（99 牝 ＊トニービン）１勝
ミッキーレモン（08 牝 ＊ロージズインメイ）３勝，三春駒特別
レイヌドネージュ（10 牝 フジキセキ） ４勝，美浦Ｓ，松前特別

カシワズビーナス（90 牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，阪神３歳牝馬Ｓ ３着，札幌３歳Ｓ
３着，忘れな草賞 ，エルフィンＳ ３着

スターグリッター（98 牝 ＊キンググローリアス） １６勝
トーホクノホシ（10 牡 レギュラーメンバー） ３勝，やまびこ賞３着

４代母 ＊スコツチプリンセス（70 USA栗 Creme dela Creme）米２勝
［孫］ デュランダル（99 牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，マイルＣｈＳ （２回），スプリ

ンターズＳ ，スプリンターズＳ ２着（２回），etc.，優短距（２回），種牡馬
サイキョウサンデー（96 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，中日スポ４歳Ｓ ，
シルクロードＳ ２着，セントウルＳ ２着，淀短距離Ｓ ，ファイナル
Ｓ ，etc.

［曾孫］ プリンセスメモリー（07 牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）６勝，クイーン
Ｃ ２着，ラピスラズリＳ ，オーロＣ ，ダリア賞 ，ラピスラズリ
Ｓ ２着，etc.

特 徴 星・珠目正
生産牧場 北海道浦河町西舎 岡部牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 86 －
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中山厩舎－７号

36 アドマイヤエバートの１４ ・芦 ３／２５

＊クロフネ
芦 1998

アドマイヤエバート
鹿 2008

＊フレンチデピュティ

＊ブルーアヴェニュー

ディープインパクト

＊ラスティックベル

Deputy Minister
Mitterand
Classic Go Go
Eliza Blue

＊サンデーサイレンス
＊ウインドインハーヘア
Mr. Prospector
Ragtime Girl

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Camelina ～ Princess Camelia） 20 a
Raise a Native M 4×M 5

価格： 購買者：

母 アドマイヤエバート（08 鹿 ディープインパクト） ２勝
初仔

２代母 ＊ラスティックベル（90 USA鹿 Mr. Prospector）仏１勝
フサイチエアデール（96 牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，報知４歳牝馬特別 ，マーメ

イドＳ ，ダービー卿ＣｈＴ ，シンザン記念 ，桜花賞 ２着，etc.
ライラプス（02牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，クイーンＣ ，デイリー杯２歳Ｓ ２

着，福島牝馬Ｓ ２着，ローズＳ ３着，etc.， 入着，マリーンＣ ３着
プロクリス（11 牝 キングカメハメハ） ４勝，山中湖特別，臥牛山特別

フサイチリシャール（03 牡 ＊クロフネ）５勝，朝日杯フューチュリティＳ ，阪神
Ｃ ，東スポ杯２歳Ｓ ，スワンＳ ２着，スプリングＳ ２着，共同通信
杯 ２着，皐月賞 ５着，萩Ｓ ，優２牡，種牡馬

サイオン（06 牡 ＊クロフネ）５勝，高瀬川Ｓ， １勝，川崎記念 ５着，フジ
ノウェーブ記念３着，ゴールドＣ３着，アフター５スター賞３着

ゼンノルジェロ（08 牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，カウントダウンＳ，葉山特別
マラムデール（11 牝 ＊フレンチデピュティ） １勝，紅梅Ｓ ２着

インディスユニゾン（97 牝 ＊サンデーサイレンス）不出走
クロノロジスト（03 牝 ＊クロフネ）１勝
ハピネスダンサー（11 牝 メイショウサムソン） ５勝，修学院Ｓ，堀川特別，
壇之浦特別，ミモザ賞

リーチコンセンサス（06 牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，浅口特別，水路閣特別，こ
でまり賞

ベラージオ（99 牡 メジロライアン）７勝，マーチＳ ３着，トパーズＳ ，丹沢Ｓ，師走
Ｓ ２着，etc.， １勝，東京大賞典 ４着

ペルヴィアンリリー（04 牝 ＊フレンチデピュティ）不出走
アドマイヤエイカン（13 牡 ハーツクライ） ２勝，札幌２歳Ｓ ，Ｒ－ＮＩＫＫ

ＥＩ杯京都２歳Ｓ ３着

３代母 ラグタイムガ－ルRagtime Girl（73 USA栗 Francis S.）米４勝
エンタイトルドトゥ－Entitled To（82 牡 Golden Act）米１５勝，パターソンＨ ，ノリスタウ

ンＨ ，エセックスＨ ２着，ワイドナーＨ ３着，レッドスミスＨ ３着，etc.，種牡
馬

特 徴 珠目上・左沙流上
生産牧場 北海道日高町旭町 日高大洋牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 １０，５８４，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 87 －
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中山厩舎－２号

37 ウエスティンタイムの１４ 牡・芦 ３／ ７

スズカマンボ
鹿 2001

ウエスティンタイム
芦 2001

＊サンデーサイレンス

＊スプリングマンボ

＊ブライアンズタイム

アストレジャー

Halo
Wishing Well
Kingmambo

＊キーフライヤー
Roberto
Kelley's Day

＊テンパレートシル
ノースギフト

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊アマリテユード） 2 f
Hail to Reason S 4×M 4 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ウエスティンタイム（01 芦 ＊ブライアンズタイム）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（１６）〕
プラチナタイム（06 牡 芦 ＊スキャターザゴールド）入着４回， ８勝
ナンテカ（07 牡 鹿 スマートボーイ） ６勝，全日本２歳優駿 ５着，平和賞
（１６００），鎌倉記念（１５００）

ホワイトアッシュ（08 牝 芦 ジャングルポケット）１勝， 入着２回
スズカウラノス（09 牡 鹿 スズカマンボ） ３勝
ホワイトコーヒー Pure White（10 牡 芦 ネオユニヴァース） 星入着７回，入着２回
ビジータイム（11 牝 青鹿 マンハッタンカフェ） ２勝

２代母 アストレジャー（90 芦 ＊テンパレートシル）３勝，八女特別
ジーティーボス（97 牡 ＊パラダイスクリーク）３勝，共同通信杯４歳Ｓ ２着，メトロ

ポリタンＳ ，黒竹賞

３代母 ノースギフト（83 鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
インターユニーク（91 牡 タマモクロス）６勝，産経大阪杯 ２着，京都大賞典 ３着，

ディセンバーＳ ，東風Ｓ，大沼Ｓ，etc.
ポップスギャル（92 牝 ＊クリエイター）２勝，初霜特別，長岡特別， ３勝
サマーアフタヌーン（93 牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝， １勝

グランドハリケーン（01 牡 ＊アサティス）５勝，檜山特別，狭山湖特別，阿蘇Ｓ ２着
ウルフボーイ（02 牡 ＊アサティス）４勝，矢作川特別

ヒシバベル（94 牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，火打山特別，障害１勝

４代母 タマモコトブキ（77 黒鹿 ＊クロケツト）４勝，サンスポ阪神牝馬特別，桜花賞２着，
エリザベス女王杯３着，オークス５着，小倉３歳Ｓ
［子］ タマモダイヤモンド（86 牝 ＊ミルジヨージ）７勝，オータムスプリントＳ ，

やまなみＳ，うずしおＳ，五色沼特別，下北半島特別
タマモルビー（88 牝 ＊サウスアトランテイツク）１勝，春蘭Ｓ ３着

［孫］ タマモルビーキング（97 牡 ＊デインヒル）６勝，アンタレスＳ ３着，トパー
ズＳ ，花園Ｓ，ベテルギウスＳ ２着，伏竜Ｓ ２着，etc.

［曾孫］ アースソニック（09 牡 ＊クロフネ） ６勝，京阪杯 ，函館スプリントＳ
２着，京阪杯 ３着，アイビスサマーダッシュ ３着（２回），etc.

特 徴 流星鼻梁白・上唇小白・珠目正・初地・右後一白
生産牧場 北海道新ひだか町静内古川町 グランド牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 １１，０１６，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 88 －
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中山厩舎－２号

38 クルミの１４ 牡・黒鹿 ５／１６

＊ストリートセンス
鹿 2004

－新種牡馬－

クルミ
鹿 2002

Street Cry
ストリートクライ

Bedazzle
ビダズル

アドマイヤベガ

＊ギブス

Machiavellian
Helen Street
Dixieland Band
Majestic Legend

＊サンデーサイレンス
ベガ
Boundary
Kelly

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Tully Lass） 1 j
Northern Dancer S 4×M 5×M 5 Halo M 4×S 5 Damascus M 5×M 5

価格： 購買者：

母 クルミ（02 鹿 アドマイヤベガ）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（５）〕
プレミアムストーン（07牡 鹿 ＊キャプテンスティーヴ）１勝，ラベンダー賞 （１２００）３着
カーラノーチェ（09 牝 黒鹿 ＊フォーティナイナーズサン）入着， ３勝
ファンディータ（11 牝 黒鹿 ＊パイロ）１勝， ２勝
セレーノ（12 牡 黒鹿 ＊スタチューオブリバティ） 入着

２代母 ＊ギブス（97 USA鹿 Boundary）米２勝
ゴールデンリング（05 牡 ＊トワイニング）３勝，飛翔特別，マリーゴールド賞 ２着
ハクサンアース（09 牡 ＊バゴ）１勝， １勝

３代母 ケリー Kelly（86 USA鹿 Secretariat）米３勝，ハリウッドオークス ２着，プリン
セスＳ ２着，ヴァニティＨ ３着，ミレイディＨ ３着，ラカニャーダＳ ３着，エ
ルエンシノＳ ３着，プロヴィデンシアＳ ３着
インターヴァル Interval（95 牝 ＊フォーティナイナー）米１勝

クリスザコーチChris the Coach（03 牝 Boundary）米３勝
アランサ Alanza（10 牝 Privately Held） 秘７勝，パンプローナ賞 ，アウグスト
Ｍバレラ賞 ，フラウアストリド賞 ，バタジャデアヤクーチョ賞 ３着

スーエレン Sue Ellen（12 牝 Minister's Joy） 秘，オスカルＢパソス賞 ，ミゲル
Ｆマゴト賞

サマーズピース Summers Peace（06 牝 Orientate）米６勝，ゴールデンポピーＳ ２着

４代母 シリア Syria（78 USA黒鹿 Damascus）米５勝，プリンセスＳ ３着，ミスルトーＨ
［子］ エイジャ Asia（87 Danzig）米６勝，エルカホンＳ

アンカー Anchor（90 牡 ＊ポリッシュネイビー）米８勝，マルディグラＨ ，フ
リートホストＨ ，ルアーＨ ２着，レミントンパークＨ ３着

［曾孫］ バックルアップバターカップ Buckleupbuttercup（07 牝 Najran）米７勝，チル
ッキＳ ，エイトベルズＳ ，アゼイリャＳ ２着

５代母 サンティアゴラッシー Santiago Lassie（67 USA黒鹿 Vertex）米６勝
［孫］ フラメンコ Flamenco（80 牝 Dance Spell）愛・英・仏３勝，カンデラブラＳ ，

チャイルドＳ ２着

特 徴 小星・鼻小白・珠目正・髪中・波分長
生産牧場 北海道様似町田代 スイートフアーム
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 １４，０４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 89 －
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中山厩舎－２号

39 テイエスサクランボの１４ 牡・栗 ３／１５

＊サウスヴィグラス
栗 1996

テイエスサクランボ
栗 2003

＊エンドスウィープ

＊ダーケストスター

＊アフリート

スギヤマワッスル

＊フォーティナイナー
Broom Dance
Star de Naskra
Minnie Riperton
Mr. Prospector
Polite Lady

＊ワツスルタツチ
ハヤブサアラナス

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ミスハワイ） 11 c
Mr. Prospector M 3×S 4 Northern Dancer M 4×S 5

価格： 購買者：

母 テイエスサクランボ（03 栗 ＊アフリート） ５勝
〔産駒馬名登録数：２〕
スターアリュール（13 牝 栗 ゴールドアリュール） 入着

２代母 スギヤマワッスル（93 鹿 ＊ワツスルタツチ） ６勝，ロジ－タ記念，東京プリ
ンセス賞，トゥインクルレディ賞３着
テイエスハツヒメ（99 牝 ＊アフリート） ４勝

アズマユニヴァース（08 牡 ネオユニヴァース）２勝， １勝

３代母 ハヤブサアラナス（74 黒鹿 ＊アラナス）出走
ダイワハヤブサ（79 牡 ＊ダストコマンダー）２勝，朝日杯３歳Ｓ５着，白菊賞
ダイワウインザー（83 牡 ＊ナイスダンサー）５勝，猪苗代特別，江戸川特別，etc.， ７

勝，端午賞，開設記念２着，群馬記念３着

４代母 ＊ミスハワイ（52 USA黒鹿 Bel Canto）２勝
［子］ キンテキ（58 牡 ＊タークスリライアンス）３勝，京成杯２着，セントライト記

念３着，朝日杯３歳Ｓ５着，etc.， ，百万石賞，ＭＲＯ金賞，etc.
［孫］ ミスジュニヤス（86 牝 ＊ジユニアス）２勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ ３着，３歳

抽せん馬特別， １勝
ミナモトジュニアス（87 牝 ＊ジユニアス）６勝，シリウスＳ ，北九州短距離
Ｓ ，別府特別，伏見特別

［曾孫］ キョウエイタップ（87 牝 ＊タツプオンウツド）５勝，エリザベス女王杯 ，サ
ンスポ４歳牝馬特別 ，ターコイズＳ ，うぐいす賞

ゴールデンアワー（87 牡 アンバーシヤダイ）７勝，新潟大賞典 ，産經大阪
杯 ２着，中京記念 ２着，中日新聞杯 ３着，金杯 ３着，etc.

インターシオカゼ（84 牡 ＊ラツキーソブリン）６勝，フェブラリーＨ ２着，
根岸Ｓ ２着，新潟大賞典 ３着，銀嶺Ｓ ２着，ガーネットＳ ２着，etc.，

３勝
ダンディロイヤル（91 牡 ＊ロイヤルスキー）２勝，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ ３着，
樅の木賞，フェニックス賞 ２着

ゴールデンゼウス（89 牡 アンバーシヤダイ）４勝，青葉賞 ，すみれＳ ，種牡馬
タカラゴールド（78 牡 ＊ラバージヨン） ３勝，東京王冠賞３着

特 徴 星・珠目上
生産牧場 北海道浦河町絵笛 川越ファーム
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，１２８，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 90 －
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中山厩舎－１１号

40 シアトルブリッジの１４ 牡・鹿 ４／１１

アドマイヤムーン
鹿 2003

シアトルブリッジ
黒鹿 1996

＊エンドスウィープ

マイケイティーズ

＊スキャン

ミヤシロオーバン

＊フォーティナイナー
Broom Dance

＊サンデーサイレンス
＊ケイティーズファースト
Mr. Prospector
Video
アスワン
タニノオーバン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊シーマン） 12 g
Mr. Prospector M 3×S 4 Northern Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：

母 シアトルブリッジ（96 黒鹿 ＊スキャン）５勝，平安Ｓ ２着，大阪スポ杯（Ｄ１８００），花
園Ｓ（Ｄ１８００），豊前特別（Ｄ１７００），マリーンＳ （Ｄ１７００）２着

〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８），地方－３（９）〕
ディアディアー（05 牡 鹿 ウインマーベラス）２勝，障害２勝
ハジメレンジャー（06 牡 鹿 ブラックタキシード）４勝，企救丘特別（Ｄ１７００），唐津特

別（Ｄ１７００）
ディアブリッジ（07 牝 黒鹿 ＊タイキシャトル）入着， １勝
プライドワン（08 鹿 ジャングルポケット）１勝
セトブリッジ（09 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝， ２勝
ペネトレイト（12 牝 鹿 ネオユニヴァース） ６勝
ノヴァステッラ（13 牝 黒鹿 ゴールドアリュール） 入着

２代母 ミヤシロオーバン（85 黒鹿 アスワン） 出走
ミヤシロテュードオ（89 牡 ＊マグニテユード）入着， １２勝，南部杯 ５着，シアンモ

ア記念（２回），東北サラ３才Ｃｈ，南部駒賞，etc.
ケイウンベスト（92 牡 セントシーザー）１勝， ２０勝，大天山賞（２回），サラブレッ

ドＧＰ
クリスタルビーム（98 牡 ＊クリスタルグリツターズ）２勝，なでしこ賞
シアトルリーダー（99 牡 ビワハヤヒデ）４勝，道新スポ賞，支笏湖特別，八甲田山特別，

障害２勝
ブリンダーレ（03 牝 ＊エルコンドルパサー）出走

ビーディフォース（10 牝 ＊クロフネ） １勝，ユングフラウ賞３着

３代母 タニノオーバン（75 黒鹿 ＊オーバン）２勝
マルベリーラック（88 牝 ＊ノーザンディクテイター）不出走

ネイティヴランナー（94 ＊クリミナルタイプ）１勝， ６勝，アフター５ス
ター賞３着

４代母 タニノチエリ（63 栗 ＊テイエポロ）不出走
［子］ タニノムーテイエ（67 牡 ＊ムーテイエ）１２勝，日本ダービー，皐月賞，阪神３

歳Ｓ，スプリングＳ，デイリー杯３歳Ｓ，etc.，優３牡，種牡馬

特 徴 珠目二・波分長
生産牧場 北海道日高町豊郷 新井 昭二
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 ８，６４０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 91 －
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中山厩舎－１１号

41 ヴァルホーリングの１４ 牡・黒鹿 ５／ ２

ジャングルポケット
鹿 1998

＊ヴァルホーリング
栗 2002

＊トニービン

＊ダンスチャーマー

Halling
ハリング

Warranty Applied
ウォランティアプライド

＊カンパラ
Severn Bridge
Nureyev
Skillful Joy
Diesis
Dance Machine
Monteverdi
Implied Warranty

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Gun Play） 3
Northern Dancer S 4×M 5

価格： 購買者：

母 ＊ヴァルホーリング（02 GB栗 Halling）伊３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－５（１１）〕
サルサデラルス（07 牡 鹿 Kingsalsa） ２勝
ウインイマジン（08 牡 栗 ＊ファンタスティックライト）１勝， １勝
エメラルフジ（09 牡 黒鹿 フジキセキ） １勝
ヒロノプリンス（10 牡 鹿 ＊ファンタスティックライト） ３勝，富里特別（１８００），美濃

特別（２０００）
ユーセイイメルダー（11 牝 栗 フジキセキ） ６勝
コモンブレイク（12 牡 鹿 ＊ブレイクランアウト） １勝

２代母 ウォランティアプライドWarranty Applied（86 USA栗 Monteverdi）米６勝，ボイ
リングスプリングズＨ ３着，ハーバープレイスＳ ２着

＊ティルザリヴァーランズドライ（94 牝 Irish River）米１勝
ネヴァーフェイド（07 牝 ステイゴールド）３勝，御室特別，檜原湖特別

＊エイシンプレストン（97 牡 Green Dancer）香３勝，Ｑエリザベス二世Ｃ （２回），香港
マイル ，７勝，朝日杯３歳Ｓ ，毎日王冠 ，etc.，種牡馬

３代母 インプライドウォランティ Implied Warranty（79 USA栗 Blood Royal）不出走
ロビングッドフェロー Robin Goodfellow（96 牡 Robyn Dancer）米３勝，ゴーサムＳ ３

着，ベストターンＳ ２着，フレッドカポッセラＳ ２着

４代母 ガーデンフレッシュGarden Fresh（58 USA黒鹿 Better Self）米６勝
［子］ フレッシュアリバイ Fresh Alibhai（68 牡 Your Alibhai）米８勝，ニッカボッカ

ーＨ，種牡馬
［孫］ プロスペクターズギャンブル Prospectors Gamble（85 牡 Crafty Prospector）米

９勝，ベルエアＨ ，トリプルベンドＨ ，エイフェノメノンＳ ，ロス
アンジェルスＨ ２着，セントポールダービー ３着，etc.，種牡馬

ペアオヴデューシズ Pair of Deuces（78 牡 Nodouble）米１７勝，バーナードバル
ークＨ ，ルイジアナダウンズＨ ，デルマー招待Ｈ ２着，サンセット
Ｈ ３着，マールボロＣ ３着，etc.，種牡馬

［曾孫］ ヴィクトリーパイパー Victory Piper（87 牡 Nijinsky）愛・英１勝，ベレスフォ
ードＳ ，種牡馬

特 徴 珠目上・髪中・左初地・前左後三白
生産牧場 北海道日高町福満 オリオンファーム
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，４００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 92 －
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中山厩舎－１２号

42 スイートピグレットの１４ 牡・芦 ３／１６

＊クロフネ
芦 1998

スイートピグレット
栗 2004

＊フレンチデピュティ

＊ブルーアヴェニュー

＊ブライアンズタイム

＊クロカミ

Deputy Minister
Mitterand
Classic Go Go
Eliza Blue
Roberto
Kelley's Day
Caerleon

＊ミルド

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Margarethen ～ Marguery） 4 n
Roberto M 3×S 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 スイートピグレット（04 栗 ＊ブライアンズタイム） １勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ヒーローメーカー（13 牡 黒鹿 ＊エンパイアメーカー） １勝

２代母 ＊クロカミ（93 IRE 青鹿 Caerleon）７勝，府中牝馬Ｓ ，京王杯オータムＨ ，中山
牝馬Ｓ ３着（２回），東京新聞杯 ３着，etc.
クロウキャニオン（02 牝 ＊フレンチデピュティ）１勝， 入着，兵庫ジュニアＧＰ ３着

キラウエア（07 牡 キングカメハメハ）５勝，灘Ｓ，昇竜Ｓ ２着
ボレアス（08 牡 ディープインパクト）３勝，レパードＳ ，ユニコーンＳ ３

着，いぶき賞 ２着，etc.， 入着２回，ジャパンＤダービー ２着，
浦和記念 ３着

マウントシャスタ（09 牡 ディープインパクト）４勝，毎日杯 ２着，神戸新聞杯
３着，宝塚記念 ５着，白百合Ｓ ，大阪城Ｓ ２着，etc.

カミノタサハラ（10 牡 ディープインパクト）３勝，弥生賞 ，皐月賞 ４着，
ホープフルＳ ３着

ベルキャニオン（11 牡 ディープインパクト） ２勝，共同通信杯 ２着，プリン
シパルＳ ，ホープフルＳ ２着

３代母 ＊ミルド（86 USA黒鹿 Desert Wine）仏２勝，ラソレリナ賞
＊スイートミルド（92 牝 ＊ダンスホール）仏５勝

ハードクリスタル（00 牡 ＊クリスタルグリツターズ）８勝，東海Ｓ ，根岸Ｓ ２着，平
安Ｓ ３着，etc.， １勝，ブリーダーズＧＣ ，彩の国浦和記念 ２着，etc.

＊カフェショコラ（98 牝 Caerleon）出走
スイートパッセ（03 牝 テイエムオペラオー）入着２回
ケイジータイタン（10 メイショウボーラー）４勝，三陸特別， ３勝，一條
記念みちのく大賞典３着，シアンモア記念３着

スイートブレナム（05 牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，定山渓特別，石打特別
シンボリニース（07 ＊シンボリクリスエス）１勝，彦島特別， １勝

４代母 マージーベルMargie Belle（78 USA鹿 Vaguely Noble）仏１勝，トゥーレル賞 ３着
［孫］ ピエトラサンタ Pietra Santa（06 牝 Acclamation）独・仏５勝，セレス賞 ，サ

ンシール賞 ２着

特 徴 流星鼻梁白鼻白・珠目二・波分・右沙流上・左後一白
生産牧場 北海道日高町富川東 シンボリ牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 １３，５００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 93 －
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中山厩舎－１２号

43 ハニーハントの１４ 牡・栗 １／２０

＊カジノドライヴ
栗 2005

ハニーハント
栗 2001

Mineshaft
マインシャフト

Better Than Honour
ベターザンオナー

＊エンドスウィープ

ホーネットピアス

A.P. Indy
Prospectors Delite
Deputy Minister
Blush With Pride

＊フォーティナイナー
Broom Dance

＊サンデーサイレンス
ダイナシユート

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊フアンシミン） 9 f
Mr. Prospector S 4×M 4 Northern Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：

母 ハニーハント（01 栗 ＊エンドスウィープ）３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（２２）〕
タランチュラホーク（09 牡 鹿 アドマイヤドン） １０勝
タイセイホーネット（10 牡 鹿 メイショウサムソン） ７勝
ニルス（11 牡 鹿 メイショウサムソン） ４勝
ハニープレッツェル（12 牝 栗 ＊スニッツェル） １勝
ルナディミエーレ（13 牝 栗 ＊ファルブラヴ） 入着

２代母 ホーネットピアス（94 青鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，桜花賞 ３着，隅田川特別
コンノート（08 牡 キングカメハメハ）５勝，柳都Ｓ，横手特別，関越Ｓ ２着， 出走
セキショウ（10牝 ＊シンボリクリスエス）５勝，紫苑Ｓ ，日本海Ｓ，山中湖特別，ミモザ賞
トーコーヴィーナス（12 牝 ＊クロフネ） １１勝，のじぎく賞（ＧＤＪ），東海ク

イーンＣ（ＧＤＪ），梅桜賞，園田クイーンセレクション，兵庫若駒賞，etc.

３代母 ダイナシユート（82 栗 ＊ノーザンテースト）４勝，京成杯３歳Ｓ ，七夕賞 ，新
潟３歳Ｓ ，京王杯オータムＨ ２着，北九州記念 ２着，etc.
マストビーラヴド（93 牝 ＊サンデーサイレンス）出走

ラインクラフト（02 牝 ＊エンドスウィープ）６勝，桜花賞 ，ＮＨＫマイルＣ ，阪
神牝馬Ｓ ，フィリーズレビュー ，ファンタジーＳ ，etc.

フロレンティノ（06 牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）首・米４勝，ジェファーソ
ンＣ ，トランシルヴァニアＳ ３着

アドマイヤロイヤル（07 牡 キングカメハメハ） ７勝，プロキオンＳ ，武蔵野
Ｓ ２着，プロキオンＳ ２着，etc.， 入着２回，マイルＣｈＳ南部
杯 ３着（２回），etc.

アドマイヤマックス（99 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，高松宮記念 ，富士Ｓ ，東ス
ポ杯２歳Ｓ ，安田記念 ２着，スプリンターズＳ ３着，etc.，種牡馬

４代母 シヤダイマイン（73 黒鹿 ＊ヒツテイングアウエー）３勝，師走特別
［子］ ダイナマイン（80 牝 ＊ノーザンテースト）７勝，牝馬東タイ杯 ，新潟記念 ，

関屋記念 ２着，京王杯オータムＨ ３着，新潟日報賞，etc.
［曾孫］ ソングオブウインド（03 牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，菊花賞 ，ラジオＮ

ＩＫＫＥＩ賞 ２着，神戸新聞杯 ３着，夏木立賞，種牡馬

特 徴 流星・珠目上・後二細長白
生産牧場 北海道浦河町東栄 小島牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ６，１５６，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 94 －
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中山厩舎－３号

44 パピュラの１４ 牡・栗 ４／１９

＊サマーバード
栗 2006

－新種牡馬－

パピュラ
鹿 2001

Birdstone
バードストーン

Hong Kong Squall
ホンコンスクオール

＊ブライアンズタイム

ノースフライト

Grindstone
Dear Birdie
Summer Squall
Hong Kong Jade
Roberto
Kelley's Day

＊トニービン
シヤダイフライト

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊フオーワードフライト） 12 c
Storm Bird S 4×S 4

価格： 購買者：

母 パピュラ（01 鹿 ＊ブライアンズタイム） ３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（１１）〕
ゴールデンドロップ（09 牝 鹿 デュランダル） ４勝
メイショウポピュラ（10 牝 栗 ＊アグネスデジタル）入着２回， ３勝
アインス（11 牝 黒鹿 メイショウサムソン） ４勝
サンホッブズ（13 牡 鹿 メイショウサムソン） 入着２回

２代母 ノースフライト（90 鹿 ＊トニービン）８勝，安田記念 ，マイルＣｈＳ ，マイラ
ーズＣ ，京都牝馬特別 ，サンスポ阪神牝馬特別 ，etc.，優古牝
フェルメールブルー（97 牝 ＊ノーザンテースト）３勝

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

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

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

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

マリーゴッド（91 牡 ＊アレミロード）４勝，函館３歳Ｓ ，関屋記念 ３着，卯月Ｓ
，韓国馬事会杯 ，オーシャンＳ ２着，etc.

タヤスオドリコ（93 牝 ＊ミルジヨージ）４勝，彦星賞，柏崎特別
シゲルリンゴ（09 牝 ゴールドアリュール）１勝， ２勝，玄界灘賞，九州
大賞典２着

ロングディライト（94 牝 ＊ミルジヨージ）不出走
コインオブスター（00 牝 ダンスインザダーク）３勝，ひめさゆり賞
ナリタプレリュード（02 牡 フジキセキ）５勝，福島記念 ２着，丹沢Ｓ，
渡島特別，木古内特別，しらかばＳ ３着

ロングオペラ（96 牝 ＊オペラハウス）出走
コメディアデラルテ（02 牡 ＊ホワイトマズル）２勝，京都新聞杯 ２着，はな
みずき賞

フジノプロテクター（97 牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，会津特別

特 徴 流星断鼻梁小白・珠目上・沙流上・前左後三細長白・右後一白
生産牧場 北海道浦河町杵臼 日の出牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 95 －
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中山厩舎－３号

45 スターリースカイの１４ 牡・黒鹿 ４／ ３

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

スターリースカイ
鹿 2006

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

キングヘイロー

キティーパラダイス

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
＊ダンシングブレーヴ
＊グッバイヘイロー
＊パラダイスクリーク
ハローキティー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊アストニシメント） 7 c
SquanderM 5×M 5

価格： 購買者：

母 スターリースカイ（06 鹿 キングヘイロー）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
アガートラム（13 牡 鹿 ＊バトルプラン） 地方不出走

２代母 キティーパラダイス（99 鹿 ＊パラダイスクリーク）１勝
シップウドトウ（05 牡 ＊メイショウドトウ）入着， ６勝
プレザントスマイル（07 牝 ＊タップダンスシチー） ４勝
マイユクール（08 牝 ＊バゴ）３勝
スランジバール（09 牡 ＊ケイムホーム） ３勝
マイティウォリアー（10 牡 ＊ルールオブロー）１勝

３代母 ハローキティー（88 鹿 ＊ラシアンルーブル）３勝
ハローアーミジャー（95 牝 ＊アーミジャー）出走

ハローウェル（99 牡 サンデーウェル） １６勝
スプラッチ（00 牡 ＊ハウスバスター） ９勝
マスカテール（02 牝 ＊グランドオペラ）２０勝

リボンストロベリー（97 牝 ＊デインヒル）出走
モエレストロベリー（03 牡 ＊ジョリーズヘイロー） ９勝
キングスベリー（04 牝 キングヘイロー）３勝，雪割草特別
キングズガード（11 牡 ＊シニスターミニスター） ３勝

フレシータ（07 牝 マヤノトップガン）入着２回， ５勝
マッチザセイム（00 牡 マヤノトップガン）入着， １２勝

４代母 ハードエントリー（80 鹿 ＊ハードツービート）２勝，湯川特別
［子］ ホリノウイナー（87 牡 ニホンピロウイナー）５勝，東京新聞杯 ，ＣＢＣ賞

３着，マイルＣｈＳ ５着，シリウスＳ ，マーガレットＳ ，etc.， ２勝

５代母 リードガール（73 鹿 ＊ネヴアービート）入着
［子］ タカノカチドキ（77 牡 キタノカチドキ）３勝，京都４歳特別，阪神大賞典２

着，神戸新聞杯２着，菊花賞３着，京都新聞杯３着，etc.
［孫］ キリスパート（88 牝 メジロテイターン）７勝，クイーンＳ ３着，ブラッド

ストーンＳ ，サンシャインＳ，白富士Ｓ，アカシヤＳ，etc.

特 徴 流星・珠目二・左芭蕉上・沙流上・後二白
生産牧場 北海道浦河町西幌別 日進牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，８６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 96 －
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中山厩舎－３号

46 コロナガールの１４ 牡・黒鹿 １／２８

＊バゴ
黒鹿 2001

コロナガール
栗 2005

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

＊コロナドズクエスト

タガノブルードレス

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie

＊フォーティナイナー
Laughing Look
フジキセキ

＊スパート

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Bayou ～ Bourtai） 9 f
Mr. Prospector S 4×M 4 Halo S 5×M 5

価格： 購買者：

母 コロナガール（05 栗 ＊コロナドズクエスト）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
コロナプリンセス（11 牝 栗 デュランダル）１勝， 出走
ネイチャーコロナ（13 牡 黒鹿 ＊バゴ） 出走

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

野路菊Ｓ ２着， １勝
タンゴノセック（04 牡 ＊アフリート）３勝， １１勝，珊瑚冠賞，二十四万石賞，黒

潮スプリンターズＣ，高知県知事賞２着，報知オールスターＣ３着，etc.

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

，オアシスＳ ，仁川Ｓ ，伏竜Ｓ ，etc.

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

招待Ｈ ，ドゥワイアＳ ，ピーターパンＳ ，ジョッキークラブゴール
ドＣ ３着，etc.，種牡馬

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

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

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

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

特 徴 珠目正・左初地
生産牧場 北海道浦河町杵臼 信岡牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，８６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 97 －
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中山厩舎－３号

47 カネマサバレリーナの１４ 牡・栗 ４／１６

スマートファルコン
栗 2005

－新種牡馬－

カネマサバレリーナ
鹿 2001

ゴールドアリュール

ケイシュウハーブ

＊アフリート

＊アカデミークイン

＊サンデーサイレンス
＊ニキーヤ
＊ミシシツピアン
キヨウエイシラユキ
Mr. Prospector
Polite Lady

＊ロイヤルアカデミー
Fremanche

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Bourgogne ～ Albilla） 12 d
Raise a Native M 4×S 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 カネマサバレリーナ（01 鹿 ＊アフリート） ６勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（１１）〕
エクスプロージョン（07 牡 鹿 レギュラーメンバー） １０勝
グランディス（08 牝 鹿 カリスタグローリ） １勝
タマーズ（13 牝 鹿 キングヘイロー） 出走

２代母 ＊アカデミークイン（92 IRE 鹿 ＊ロイヤルアカデミー ）入着
コドリントンCodrington（00 牝 ＊フォーティナイナー）米出走

ナイナースピリット Niner Spirit（11 牝 Sunray Spirit） 亜４勝，サトゥルニーノＪ
ウンスエ賞 ２着，ＪＲＡ賞

３代母 フレマンシュ Fremanche（73 FR 栗 ＊ジムフレンチ）伊１勝
フレディマイラヴ Freddy My Love（78 牝 Thatch）伊３勝

グローイングスター Glowing Star（86 牡 Kalaglow）瑞・愛４勝，ロジャーズゴール
ドＣ ３着，ヒルコットＳ ３着，カラシルヴァーＳ ３着，ラピスＳ ３着

コヒヌール Kohinoor（88 牡 Shareef Dancer）英・伊１１勝，エリントン賞 ２着，ヴィ
ラボルゲーゼ賞 ２着，リベロペルリーニ賞 ３着

フレッシュ Fresh（80 牝 High Top）伊５勝，アルベルトＺロツァーノ賞 ，アレヴァメ
ント賞 ，バッジオ賞 ，セルジオクマニ賞 ２着
ハウロング How Long（93 牡 Alzao）米・英・伊３勝，ビーズウィングＳ ２着，Ｗ

ＷＦ賞 ２着，ベルサリオ賞 ３着
フリーゲスト Free Guest（81 牝 Be My Guest）米・英９勝，サンチャリオットＳ
（２回），英ナッソーＳ ，プリンセスロイヤルＳ ，セントサイモンＳ ２着，etc.
シャムシール Shamshir（88 牝 Kris）英・仏２勝，フィリーズマイル ，英オークス ２

着，英ナッソーＳ ２着，メイヒルＳ ２着，ヨークシャーオークス ３着，etc.
レイディインホワイト Lady in White（86 牝 Shareef Dancer）英１勝

アルモハージル Al Mohaajir（91 牡 Cadeaux Genereux）首・愛６勝，ガリニュールＳ
３着，ロイヤルホイップＳ ３着，プラティナムＳ ，グレンカーンＳ ，
ルビーＳ ，etc.

ロイヤルバレリーナ Royal Ballerina（90 牝 Sadler's Wells）愛・米・英・伊・独・仏６勝，
ブランドフォードＳ ，フェデリコテシオ賞 ，英オークス ２着，愛オークス
２着，ジョッキークラブ大賞 ２着，etc.

特 徴 曲星・珠目上・吭搦右・波分
生産牧場 北海道むかわ町宮戸 桑原牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 １０，８００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 98 －
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中山厩舎－３号

48 リスキーディールの１４ 牡・青鹿 ５／ ７

＊シンボリクリスエス
黒鹿 1999

リスキーディール
青鹿 2006

Kris S.
クリスエス

Tee Kay
ティーケイ

ネオユニヴァース

＊リッチアフェアー

Roberto
Sharp Queen
Gold Meridian
Tri Argo

＊サンデーサイレンス
＊ポインテッドパス
Machiavellian
Much Too Risky

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Padus ～ Lily of the Valley） 8 d
Hail to Reason S 4×M 5 Halo M 4×M 5

価格： 購買者：

母 リスキーディール（06 青鹿 ネオユニヴァース）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
プライズゲット（11 牡 鹿 ＊シンボリクリスエス） １勝
コパノディール（13 牝 黒鹿 ＊エンパイアメーカー） 入着， １勝

２代母 ＊リッチアフェアー（00 GB青 Machiavellian）英１勝，レイディゴダイヴァフィリ
ーズＳ ３着
プチノワール（05 牝 Singspiel）不出走

ローブティサージュ（10 牝 ＊ウォーエンブレム）３勝，阪神ジュベナイルフィリー
ズ ，キーンランドＣ ，函館スプリントＳ ２着，ファンタジーＳ
２着，阪神牝馬Ｓ ３着，阪急杯 ３着，桜花賞 ５着，優２牝

３代母 マッチトゥーリスキーMuch Too Risky（82 GB栗 Bustino）英２勝
＊ホワイトウォーターアフェア（93 牝 Machiavellian）愛・英・仏４勝，ポモーヌ賞 ，ジョ

ンポーターＳ ，ヨークシャーオークス ２着，ロワイヤリュー賞 ２着，愛セン
トレジャー ３着，ハードウィックＳ ３着，ヨークシャーＣ ３着，ルーペＳ

＊アサクサデンエン（99 牡 Singspiel）８勝，安田記念 ，京王杯スプリングＣ ，安田
記念 ２着，マイラーズＣ ３着，天皇賞（秋） ４着，クリスマスＣ，錦秋特
別，ＴＶ山梨杯，八ケ岳特別，ひいらぎ賞，ニューイヤーＳ ２着，種牡馬

スウィフトカレント（01 牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，小倉記念 ，天皇賞（秋）
２着，金鯱賞 ２着，日経新春杯 ２着，etc.， 出走，マイルＣｈ
Ｓ南部杯 ５着，種牡馬

ヴィクトワールピサ（07 牡 ネオユニヴァース）首・仏１勝，ドバイワールドＣ ，
７勝，有馬記念 ，皐月賞 ，中山記念 ，弥生賞 ，Ｒ－ＮＩＫＫＥ
Ｉ杯２歳Ｓ ，日本ダービー ３着，ジャパンＣ ３着，京都２歳Ｓ
，優３牡，優古牡，種牡馬

リトルロック Little Rock（96 牡 ＊ウォーニング）愛・英・伊・独・仏６勝，プリンセス
オヴウェイルズＳ ，ゴードンリチャーズＳ ，プリンセスオヴウェイルズＳ
２着，ローマ賞 ３着，コンセイユドパリ賞 ３着，etc.，種牡馬

ショートスカート Short Skirt（03 牝 ＊ディクタット）英・伊・仏４勝，セントサイモン
Ｓ ，ミュージドラＳ ，ヨークシャーオークス ２着，英オークス ３着，セヴ
ェラルズＳ

特 徴 額刺毛・鼻白断上唇大白・珠目上・右髪中・前左後三白・右後細長白
生産牧場 北海道むかわ町米原 市川牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，１２８，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 99 －
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再上場
【中間】

お早めに「再上場」のお申出をいた
だいた主取馬は、ここで中間再上場
を実施します。

これ以外の主取馬は、すべて最後に
再上場いたします。

－ 101 －



中山厩舎－７号

49 ベラルーナの１４ ・鹿 ３／ ７

＊エンパイアメーカー
黒鹿 2000

ベラルーナ
鹿 2009

Unbridled
アンブライドルド

Toussaud
トゥソ－

ディープインパクト

＊エンジェルインザモーニング

Fappiano
Gana Facil
El Gran Senor
Image of Reality

＊サンデーサイレンス
＊ウインドインハーヘア
Mt. Livermore
Dolphins Dream

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Helen Barbee） 13
In Reality S 4×S 5

価格： 購買者：

母 ベラルーナ（09 鹿 ディープインパクト）出走
初仔

２代母 ＊エンジェルインザモーニング（93 USA鹿 Mt. Livermore）不出走
トミケントラスト（04 牡 ＊デヒア）１勝， ４勝，福山スプリントＣ２着
オリエンタルロック（05 牡 マンハッタンカフェ）２勝，札幌２歳Ｓ

３代母 ドルフィンズドリームDolphins Dream（76 USA黒鹿 New Prospect）不出走
ビッグドリームズBig Dreams（80 牝 Great Above）米１１勝

＊ハウスバスター（87 牡 Mt. Livermore）米１５勝，カーターＨ ，ジェロームＨ ，ヴ
ォスバーグＳ ，フォアゴーＨ ，ウィザーズＳ ，etc.，種牡馬

ナイトアンドドリームズNight and Dreams（91 牝 Fappiano）米３勝
ディープスリープ Deep Sleep（97 牡 Rahy）米・仏３勝，セーネオワーズ賞 ，
ハンプトン賞 ２着，セルヴァンヌ賞 ２着，種牡馬

＊リブユアドリームス（98 牝 Mt. Livermore）米３勝，ハニムーンＢＣＨ ２着，
マティアラＳ ２着

＊ヤシマジャパン（94 牡 ＊フォーティナイナー）５勝，京成杯３歳Ｓ ３着，新潟日
報賞 ，オーロＣ ２着，札幌日刊スポ杯 ３着，卯月Ｓ ３着，etc.，種牡馬

ケロケロ Quero Quero（00 牝 ＊ロイヤルアカデミー ）米４勝，ハニムーンＨ ，ミ
レイディＨ ２着，ラスシエネガスＨ ２着，ウィルシャーＨ ２着，ゲイム
リーＨ ３着，etc.

ジェントルケリーGentle Kelly（82 牝 Gentle King）米１０勝
キャリーキャン Carrie Can（92 牝 Saratoga Six）米１０勝，ベイメドーズダッシュＨ

２着，ソヴィエトプロブレムＢＣＨ ３着
ハーヴァードアヴェニュー Harvard Avenue（01 You and I）首・米５勝，ポ
トレログランデＨ ，エルコネホＨ ，パロスヴェルデスＨ ２着，マリブ
Ｓ ３着，サンフェリペＳ ３着，etc.

ジェントルリルスターGentlelilstar（93 牝 Risen Star）米３勝
ビージェントル Be Gentle（01 牝 Tale of the Cat）米４勝，アルシバイアディズ
Ｓ ，ゴールデンロッドＳ ，デビュターントＳ ，スピナウェイＳ ２着

特 徴 小流星鼻梁小白鼻梁刺毛鼻梁鼻小白・珠目二・波分・浪門・左後双門・右沙流上・後二白
生産牧場 北海道新ひだか町三石美野和 上村 清志
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 ７，５６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 102 －
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中山厩舎－８号

50 エブリシングの１４ ・黒鹿 ４／ ６

＊サマーバード
栗 2006

－新種牡馬－

エブリシング
青鹿 2007

Birdstone
バードストーン

Hong Kong Squall
ホンコンスクオール

マンハッタンカフェ

スーパーファイン

Grindstone
Dear Birdie
Summer Squall
Hong Kong Jade

＊サンデーサイレンス
＊サトルチェンジ
＊ブライアンズタイム
＊レディーシャノン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Maud Muller ～ Sylvan） 16
Storm Bird S 4×S 4 Hail to Reason M 5×M 5

価格： 購買者：

母 エブリシング（07 青鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ルフレ（12 牝 黒鹿 ＊エンパイアメーカー）入着， 入着３回
ティーテッター（13 牡 鹿 ＊アグネスデジタル） １勝

２代母 スーパーファイン（02 黒鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
エリモテンユウ（08 牡 サクラバクシンオー） ８勝

３代母 ＊レディーシャノン（94 USA芦 Mr. Prospector）愛４勝，ロッキンガムＨ ３着
エリモアリュール（00 牝 A.P. Indy）入着３回

エリモサプライズ（07 ゴールドアリュール）２勝， ４勝，エトワール賞３着

４代母 フローイング Flowing（88 USA芦 El Gran Senor）愛・英・伊・仏６勝，フライイ
ングファイヴＳ （２回），オメノーニ賞 ２着，フィーニクススプリント ３着，バ
リーオーガンＳ ３着，ティパレアリスプリント （２回），トパーズスプリントＳ
３着，レパーズタウン１０００ギニーＴＲ ３着
［子］ ガルムーシェ Garmoucheh（00 牝 Silver Hawk）英２勝，ラドリーＳ ２着

＊ラウンドスペクター（95 牡 Mr. Prospector）４勝，初蛍特別，胡蝶蘭賞，種牡馬
［孫］ ストームメサ Storm Mesa（05 牝 Sky Mesa）米５勝，サンクレメンテＨ ，ア

イオワオークス ，シネマインＳ
シービークラッシー She Be Classy（07 牝 Toccet）米７勝，ジョンＷルーニー
メモリアルＳ

ヴァンガードドリーム Vanguard Dream（08 牡 Oasis Dream）英３勝，スプリ
ングＣ ３着

［曾孫］ パワーオヴライト Power of Light（10 牝 Echo of Light）英１勝，モントローズ
フィリーズＳ ３着

５代母 フローラッセル Flo Russell（77 USA芦 Round Table）米入着
［子］ クロッカドア Crockadore（87 牝 Nijinsky）愛・米５勝，オーキッドＨ ，シー

プスヘッドベイＨ ，ＷＬマクナイトＨ ２着，ニューヨークＨ ２着，
メルドＳ ２着，フィーニクスオークストライアル ２着

特 徴 小星・珠目二
生産牧場 北海道新ひだか町静内豊畑 高橋フアーム
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，６１６，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 103 －
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中山厩舎－８号

51 オルティスローザの１４ ・栗 ３／２２

＊アイルハヴアナザー
栗 2009

－新種牡馬－

＊オルティスローザ
栗 2004

Flower Alley
フラワーアリー

Arch's Gal Edith
アーチズギャルイーディス

Fusaichi Pegasus
フサイチペガサス

＊ゲルニカ

Distorted Humor
＊プリンセスオリビア
Arch
Force Five Gal
Mr. Prospector
Angel Fever
Luhuk
Gouache

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Aquarelle ～ Alfa） 9 g
Mr. Prospector M 3×S 5×S 5×M 5 ＊フォーティナイナー S 4×M 4
Danzig M 4×S 5×S 5 Halo M 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊オルティスローザ（04 USA栗 Fusaichi Pegasus）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（４）〕
ベルウッドジンプウ（10 牡 栗 ゴールドアリュール）入着， ３勝
グランドゲルニカ（12 牝 青鹿 ネオユニヴァース） １勝
サンライズクロンヌ（13 牡 栗 ヴィクトワールピサ） １勝

２代母 ＊ゲルニカ（97 ARG栗 Luhuk）亜６勝，ＣＥディスタフ ，パレルモ賞 ，ミルギニ
ーズ ，亜１０００ギニー ，イネスＶロカ賞 ，etc.
タペストリー（05 牝 Fusaichi Pegasus）出走

サージェントバッジ（12 牡 ステイゴールド） ４勝，雅Ｓ，アルデバランＳ ３着
レッドカーペット（13 牡 ダノンシャンティ） １勝，もみじＳ ２着

レイナソフィア（06 牝 スペシャルウィーク）２勝，春日山特別
エイシンオスマン（08 牡 ＊ロックオブジブラルタル）３勝，ＮｚＴ ，ＮＨＫマイル

Ｃ ４着，障害２勝

３代母 グワーシュ Gouache（89 ARG栗 ＊サザンヘイロー）亜９勝，ブエノスアイレス市
大賞 ，サトゥルニーノＪウンスエ大賞 ，カルロスカサレス賞 ，フランシスコＢ
ボッシュ将軍賞 （２回），etc.
ジェリコー Gericault（01 牡 Luhuk）亜４勝，ラプラタ競馬場賞 ２着，サンティアゴル

ーロ賞 ３着
ゴールデンライフ Golden Life（04 牝 ＊コロナドズクエスト）仏３勝，イゾラベラ賞
パブリックスピーカー Public Speaker（05 牡 Distorted Humor）米８勝，フォースターデ

イヴＨ ２着，ファイアクラッカーＨ ２着，シーオーエリンＨ ，ロバートＦケ
アリーメモリアルＨ ，種牡馬

４代母 アクワレル Aquarelle（81 ARG栗 Logical）亜５勝，カナダ賞 ３着，オムニウム賞
［子］ ラガルリー La Galerie（96 牝 ＊サザンヘイロー）米・亜７勝，サトゥルニーノ

Ｊウンスエ賞 ，カルロスカサレス賞 ，ジェニュインリスクＨ ３着，
ディスタフＨ ３着，レディジェットゴーＳ ３着

［曾孫］ ジョヴァンニボルディーニ Giovanni Boldini（11 牡 War Front） 首・典・愛・米
・英・独・仏４勝，ＢＣジュヴェナイルターフ ２着，愛ナショナルＳ ３
着，ジャージーＳ ３着，セレブレイションＳ ，スターアピールＳ ，etc.

特 徴 小星・流星・珠目正・右髪中・右初地・右前左後二白・右後細長白
生産牧場 北海道新ひだか町三石本桐 中田 英樹
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 ６，９１２，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 104 －
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中山厩舎－８号

52 ウインヴァネッサの１４ ・鹿 ２／２３

＊バゴ
黒鹿 2001

ウインヴァネッサ
栗 2008

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

アグネスタキオン

ジュリアビコー

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ

＊ジェイドロバリー
スカーレットローズ

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×M 5 Special S 4×M 5 Mr. Prospector S 4×M 4 Halo M 4×S 5

価格： 購買者：

母 ウインヴァネッサ（08 栗 アグネスタキオン） 入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ホウオウファースト（13 牡 鹿 ＊ファスリエフ） １勝

２代母 ジュリアビコー（99 栗 ＊ジェイドロバリー）１勝
ウインキングストン（05 牡 ＊タイキシャトル）３勝，箕面特別， ４勝

３代母 スカーレットローズ（87 栗 ＊ノーザンテースト）２勝
スカーレットレディ（95 牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

サカラート（00 牡 ＊アフリート）６勝，東海Ｓ ，etc.， ３勝，日本Ｔ
Ｖ盃 ，ブリーダーズＧＣ ，マーキュリーＣ ，かしわ記念 ３着，etc.

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.，ＤＧ優秀，ＮＡＲ特別表彰馬，種牡馬

キングスエンブレム（05 牡 ＊ウォーエンブレム）６勝，シリウスＳ ，シリウス
Ｓ ２着，みやこＳ ２着，ベテルギウスＳ ，etc.， 入着，佐賀
記念 ３着

ソリタリーキング（07 牡 キングカメハメハ） ７勝，東海Ｓ ，etc.，
２勝，日本ＴＶ盃 ，マーキュリーＣ ，ＪＢＣクラシック
３着，帝王賞 ３着，etc.

４代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）米出走
［子］ スカーレットリボン（85 牝 ＊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
［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］ 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

特 徴 珠目上・髪中・波分・初地・沙流上・後二小白
生産牧場 北海道新冠町節婦町 川島牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 105 －
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中山厩舎－８号

53 イフリータの１４ ・鹿 ３／３０

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

イフリータ
鹿 2006

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊フレンチデピュティ

サンバデリオ

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Deputy Minister
Mitterand

＊サンデーサイレンス
＊ルゼット

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Refinada ～ Merry Devon） 19 c
Bold Ruler S 5×M 5

価格： 購買者：

母 イフリータ（06 鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ヴォルカヌス（11 牡 鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着３回， 入着４回
グクチェミョングプムGukje Myeongpum（13 牡 鹿 ＊ファルブラヴ） 韓出走

２代母 サンバデリオ（98 鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
パッサリン（03 牝 ＊エンドスウィープ）１勝

ミスバルタバス（09 牝 ＊ストラヴィンスキー） ６勝
メジャーディーバ（10 牝 アドマイヤコジーン） ５勝
ミスカロライナ（11 牝 ＊アグネスデジタル） ２勝
コパノミライ（13 牝 カンパニー） ２勝

ヘルバースト（04 牡 アドマイヤコジーン）３勝
エフテママサンデー（05 牝 ＊アグネスワールド） ４勝
グッドメロディー（07 牝 ＊タップダンスシチー） ４勝

３代母 ＊ルゼット（90 BRZ 鹿 Youth）米・伯９勝，ガヴェアＯＳＡＦ大賞 ，ゼリアＧＰ
カストロ大賞 ，タマンダレ侯爵大賞 ，Ｏアランハ大賞 ，カリフォルニアジョッ
キークラブＨ ２着，ジェニーワイリーＳ ３着，ＡＮＰＣ－マティアスマシュリネ
大賞 ３着，マルシアーヌＡモレイラ大賞 ３着，ブラウンベスＨ ２着
パーターノスター（99 ＊サンデーサイレンス）１勝
ブラジリアンサンバ（02 牝 ＊アグネスワールド）入着， ２勝
スターマップ（04 牡 ＊エアスマップ）１勝

４代母 エレトリザダ Eletrizada（85 BRZ 鹿 Rasputin）伯３勝
［子］ ギブソン Gibson（05 牡 Roi Normand）伯４勝，南十字星大賞 ，フレデリコル

ンドグレン大賞 ，リオデジャネイロ州大賞 ２着
ニティデーザ Nitidezza（92 牝 Roi Normand）伯３勝，ジョゼＰノゲイラ大賞

，アントニオＣアモリム大賞 ３着
ピーターマン Peterman（94 牡 Falcon Jet）伯４勝，ジョゼＰノゲイラ大賞 ３
着，プリマヴェラ賞 ３着

モーレルMourelle（91 牝 Roi Normand）伯１勝，ルイスＡアルメイダ会長賞
３着

特 徴 珠目二・波分長・右芭蕉上・左後小白
生産牧場 北海道日高町賀張 出口牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，２４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 106 －
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中山厩舎－８号

54 アンプリペアードの１４ ・栗 ５／ ３

カネヒキリ
栗 2002

＊アンプリペアード
栗 2008

フジキセキ

＊ライフアウトゼア

More Than Ready
モアザンレディ

Digit
ディジット

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Deputy Minister
Silver Valley

＊サザンヘイロー
Woodman's Girl

＊フォーティナイナー
Number

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Special ～ Rough Shod） 5 h
Halo S 4×M 4 Mr. Prospector S 4×M 4×M 5 Northern Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：

母 ＊アンプリペアード（08 USA栗 More Than Ready）出走
初仔

２代母 ディジットDigit（93 USA黒鹿 ＊フォーティナイナー）不出走
カボチョンCabochon（98 牝 Deputy Minister）不出走

カボクロドリーオ Caboclo Do Rio（11 牝 Dance Brightly） 智５勝，アラスデチリ
賞 ２着，フランシスコバエサソトマヨル賞 ３着

フォールファッション Fall Fashion（01 牝 Forestry）米３勝，ミスプリークネスＳ ３着

３代母 ナンバー Number（79 USA鹿 Nijinsky）米８勝，ヘムステッドＨ ，フィレンツェ
Ｈ ，ファーストフライトＨ ，ガゼルＨ ２着，シュヴィーＨ ２着，バレリーナＳ
２着，テストＳ ３着，ビウィッチＳ ３着

アードAdd（85 牝 Spectacular Bid）米４勝
マルティプライMultiply（92 牝 Easy Goer）不出走
デザートヒーロー Desert Hero（96 牡 Sea Hero）米３勝，サンラファエルＳ ，
アファームドＨ ２着，サンタアニタダービー ３着

コリンシアン Corinthian（03 牡 Pulpit）米６勝，メトロポリタンＨ ，ガルフス
トリームパークＨ ，ファウンテンオヴユースＳ ３着，ＢＣダートマイ
ル ，種牡馬

アディティヴAdditive（97 牝 Devil's Bag）愛入着３回
シックスオヴハーツ Six of Hearts（04 Pivotal） 愛・英９勝，バリーコーラ
スＳ ，ナヴィゲイションＳ ３着

リザードアイランド Lizard Island（05 牡 Danehill Dancer）首・愛・英１勝，レイル
ウェイＳ ，ヴィンテージＳ ２着，種牡馬

＊ジェイドロバリー（87 牡 Mr. Prospector）仏２勝，仏グランクリテリヨム ，ラロシェッ
ト賞 ２着，フォンテヌブロー賞 ３着，アラドゥラユードリー賞 ，ヤコウレフ
賞 ２着，種牡馬

ニューメラス Numerous（91 牡 Mr. Prospector）米４勝，ダービートライアルＳ ，マリ
ブＳ ３着，種牡馬

チェッカー Chequer（92 牡 Mr. Prospector）米・仏４勝，ウイリアムＰキーンＨ ，クリ
テリヨムドメゾンラフィット ３着，マッチェム賞 ３着，種牡馬

特 徴 流星鼻梁大白鼻大白・下唇白・珠目上・右髪中・波分二・初地・沙流上・左後細長白・右後一白
生産牧場 北海道新ひだか町静内駒場 木村 秀則
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，７８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 107 －

54



中山厩舎－８号

55 タヒチアンメモリの１４ ・栗 ４／１７

フリオーソ
栗 2004

－新種牡馬－

タヒチアンメモリ
鹿 2001

＊ブライアンズタイム

＊ファーザ

＊コマンダーインチーフ

＊タヒチアンブリーズ

Roberto
Kelley's Day
Mr. Prospector
Baya

＊ダンシングブレーヴ
Slightly Dangerous
Vice Regent

＊トロピカルサウンド

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Fiji） 13 a
Roberto S 3×M 4 Mr. Prospector S 3×M 5 Raise a Native S 4×M 5
Northern Dancer M 4×S 5×M 5 Nashua S 5×S 5

価格： 購買者：

母 タヒチアンメモリ（01 鹿 ＊コマンダーインチーフ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（１２）〕
ダンシングスコール（06 牝 鹿 メジロライアン） ３勝
ボーメック（10 牡 鹿 バブルガムフェロー） ６勝
ミスマルレイナ（12 牝 栗 スクリーンヒーロー） ３勝，加賀友禅賞（１３００）３着

２代母 ＊タヒチアンブリーズ（93 CAN栗 Vice Regent）入着
トロピカルタイム（00 牝 ＊ブライアンズタイム）３勝

３代母 ＊トロピカルサウンド （87 CAN鹿 Fappiano）米３勝，カナディアンオークス ３
着，プリンセスエリザベスＳ ３着
トロピカルシルキー（95 牝 Alwuhush）不出走

ブラックヘブン（11 牡 ＊パイロ） ２勝，ハイセイコー記念，オパールＣ２着

４代母 パシフィックプリンセス Pacific Princess（73 USA鹿 Damascus）米７勝，デラウェ
アオークス ，ヘムステッドＨ ，メイトロンＳ ２着，マスケットＨ ２着，ガゼル
Ｈ ２着，etc.
［孫］ ビワハヤヒデ（90 牡 ＊シャルード）１０勝，菊花賞 ，天皇賞（春） ，宝塚記念

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

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

ファレノプシス（95 牝 ＊ブライアンズタイム）７勝，桜花賞 ，秋華賞 ，エ
リザベス女王杯 ，ローズＳ ，オークス ３着，etc.，優３牝，優古牝

キズナ（10 牡 ディープインパクト）仏１勝，ニエル賞 ，凱旋門賞 ４着，６勝，
日本ダービー ，産経大阪杯 ，京都新聞杯 ，etc.，優３牡，種牡馬

サンデーブレイク（99 牡 ＊フォーティナイナー）米４勝，ピーターパンＳ ，
ベルモントＳ ３着，ウッドメモリアルＳ ３着，アルカディアＨ ３
着，種牡馬

［曾孫］ ラストインパクト（10 牡 ディープインパクト） ７勝，金鯱賞 ，京都大賞
典 ，小倉大賞典 ，ジャパンＣ ２着，阪神大賞典 ３着，etc.

特 徴 流星鼻梁鼻白断上唇小白・珠目上・吭搦二・右後双門・沙流上・右前細長白・左後長白
生産牧場 北海道新ひだか町静内西川 坂本 健一
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，６７２，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 108 －
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中山厩舎－８号

56 ペパーミントグラスの１４ ・青鹿 ２／ ６

ショウナンカンプ
鹿 1998

ペパーミントグラス
黒鹿 1995

サクラバクシンオー

ショウナングレイス

＊ヘクタープロテクター

ミユキカマダ

サクラユタカオー
サクラハゴロモ

＊ラツキーソブリン
ヤセイコーソ
Woodman
Korveya

＊ダイアトム
ヤヨイカマダ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊コランデイア） 9 e
＊チヤイナロツクM 4×S 5 Northern Dancer S 5×S 5

価格： 購買者：

母 ペパーミントグラス（95 黒鹿 ＊ヘクタープロテクター）２勝
〔産駒馬名登録数：１１，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－４（１１）〕
クリノスペシャル（03 牝 青鹿 スペシャルウィーク）２勝，りんどう賞（１４００）

クリノヒマラヤオー（10 牡 キングカメハメハ） ５勝，灘Ｓ，雅Ｓ
グレートスラッガー（04 黒鹿 ジャングルポケット）入着２回， １勝
テイエムブロッサム（05 牝 鹿 スペシャルウィーク） ６勝
ヒラボクスペシャル（06 牝 黒鹿 スペシャルウィーク）３勝
テイエムクロバラ（07 牝 黒鹿 ダンスインザダーク） ３勝
エルダ（08 牝 黒鹿 ダンスインザダーク） １勝
クリノホンイツ（12 牝 黒鹿 ヴァーミリアン） 入着４回
グリッタグリッター（13 牡 鹿 カネヒキリ） 出走

２代母 ミユキカマダ（78 黒鹿 ＊ダイアトム）３勝，バレンタイン特別，白梅賞
ルイジアナピット（85 牝 ＊ヴアリイフオージユ）６勝，サンスポ阪神牝馬特別 ，牝馬

東タイ杯 ，マイルＣｈＳ ４着，武庫川Ｓ，白藤賞，千両賞，優古牝
リトルハーモニー（95 牝 ＊コマンダーインチーフ）３勝
リトルアマポーラ（05 牝 アグネスタキオン）５勝，エリザベス女王杯 ，愛
知杯 ，クイーンＣ ，マーメイドＳ ３着，エリザベス女王杯
４着，桜花賞 ５着，優３牝

ダイカツリュウセイ（87 牡 ＊プルラリズム）２勝，新潟３歳Ｓ ，バイオレットＳ ２着
マーチンミユキ（89 牝 マルゼンスキー）３勝

スターペスミツコ（02 牝 ＊カーネギー）１勝
メイショウナルト（08 ハーツクライ） ６勝，七夕賞 ，小倉記念 ，
オールカマー ２着，デイリー杯２歳Ｓ ３着，福島記念 ３着，小
倉記念 ３着，三田特別，筑後川特別，野路菊Ｓ ２着

３代母 ヤヨイカマダ（72 鹿 ＊チヤイナロツク）不出走
コランデアガール（80 牝 ＊ネヴアービート）不出走

オースミシャイン（90 牝 シンボリルドルフ）３勝，中山牝馬Ｓ ２着，スプリンタ
ーズＳ ４着，フローラＳ ，ユートピアＳ，チューリップ賞 ３着
アズマサンダース（01 牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，京都牝馬Ｓ ，桜花賞

２着，チューリップ賞 ２着，札幌２歳Ｓ ２着，京都金杯 ３着

特 徴 流星鼻梁小白鼻梁鼻白・下唇白・珠目二・吭搦二・髪中・波分長・右沙流上・右前一白・左後細長白
生産牧場 北海道浦河町西幌別 鎌田 正嗣
購買市場 北海道オータムセール 購買価格 ２，７００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 109 －
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中山厩舎－８号

57 フラワーロックの１４ ・鹿 ５／ ６

＊キングズベスト
鹿 1997

－新種牡馬－

フラワーロック
鹿 2008

Kingmambo
キングマンボ

Allegretta
アレグレッタ

アッミラーレ

カシオペアレディ

Mr. Prospector
Miesque
Lombard
Anatevka

＊サンデーサイレンス
＊ダジルミージョリエ
＊デインヒル
タケノフアルコン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊シヤークスキン） 9 c
Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 フラワーロック（08 鹿 アッミラーレ）４勝，ノエル賞（１６００）
初仔

２代母 カシオペアレディ（97 黒鹿 ＊デインヒル）出走
マスタープリメーラ（10 牝 アッミラーレ） ７勝

３代母 タケノフアルコン（82 黒鹿 ＊フイリツプオブスペイン）２勝
キャステングガール（87 牝 ＊ノーザンテースト）１勝

ハートマン（93 牡 ＊エブロス）６勝，ジャニュアリーＳ，御宿特別，淀短距離Ｓ ３
着，障害１勝

パンプキンブリッジ（95 牝 ＊ブライアンズタイム）入着２回
カモンネイチャ（03 牡 タヤスツヨシ） ２３勝，くろゆり賞，名港盃，尾
張名古屋杯，くろゆり賞２着

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

ホクトベガ（90 牝 ＊ナグルスキー）７勝，エリザベス女王杯 ，フェブラリーＳ ，札幌
記念 ，フラワーＣ ，ＡＪＣＣ ２着，etc.，優ダート， ９勝

スパイシーレディー（93 牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，湯之谷特別
ジョセフィーヌ（99 牝 ＊エルハーブ） ２勝

ネオエピック（07 牡 ＊ヴィクトリースピーチ）１勝， ４勝，尾張名古屋杯３着
スカイインテンス（09 牡 ＊アメリカンボス） ７勝，東京湾Ｃ

４代母 クールフエアー（78 栗 ＊イエローゴツド）不出走
［曾孫］ ツカサゲンキ（06牡 サクラローレル）１勝， ２勝，みちのく大賞典３着

５代母 ＊シヤークスキン（69 GB鹿 ＊シルバーシヤーク）不出走

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

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

特 徴 珠目上・髪中
生産牧場 北海道浦河町向が丘西 酒井牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ８，２０８，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 110 －
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中山厩舎－１４号

58 セイカシリアスの１４ ・黒鹿 ４／３０

＊パイロ
黒鹿 2005

セイカシリアス
鹿 2000

Pulpit
プルピット

Wild Vision
ワイルドヴィジョン

＊フォーティナイナー

＊サンデーズシス

A.P. Indy
Preach
Wild Again
Carol's Wonder
Mr. Prospector
File
Halo
Wishing Well

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Belle Mere ～ Cinna） 3 e
Mr. Prospector M 3×S 4

価格： 購買者：

母 セイカシリアス（00 鹿 ＊フォーティナイナー）入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－２（６）〕
リュウセンコウ（06 牡 青鹿 ＊ボストンハーバー） ２勝
ジンダリー（07 牡 芦 ＊クロフネ）１勝
ディアジーローズ（09 牝 青 ＊ワイルドラッシュ）２勝
ディアジースター（11 牡 栗 ＊チーフベアハート）１勝， ４勝
オイヌサマ（13 牡 鹿 ＊キンシャサノキセキ） 不出走

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

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

別， 入着２回，兵庫クイーンＣ２着
セイカホール（01 牝 ＊カーネギー）出走

ナラセジンダイコ（08 牡 ＊キャプテンスティーヴ） ４勝，ゴールドウィング
賞３着

セイカフォルテ（08 牡 タイムパラドックス） ４勝，両津湾特別

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

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

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

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

特 徴 珠目上・波分・初地・芭蕉上・右後双門・沙流上
生産牧場 北海道浦河町絵笛 山口 義彦
購買市場 八戸市場 購買価格 ４，８６０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 111 －
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中山厩舎－１４号

59 ジョイオブフライトの１４ ・栗 ３／１７

＊アイルハヴアナザー
栗 2009

－新種牡馬－

＊ジョイオブフライト
鹿 1996

Flower Alley
フラワーアリー

Arch's Gal Edith
アーチズギャルイーディス

Silver Hawk
シルヴァーホーク

Skillful Joy
スキルフルジョイ

Distorted Humor
＊プリンセスオリビア
Arch
Force Five Gal
Roberto
Gris Vitesse
Nodouble
Skillful Miss

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Pet） 11 g
Roberto M 3×S 5 Mr. Prospector S 5×S 5 Danzig S 5×S 5

価格： 購買者：

母 ＊ジョイオブフライト（96 USA鹿 Silver Hawk）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－４（５）〕
グローリーバニヤン（02 牝 鹿 ＊アジュディケーティング） １勝
ホブノブ（03 牡 栗 ＊フォーティナイナー）入着３回， ２勝
テイエムキングダム（07 牡 青鹿 キングヘイロー）１勝， １勝
ストークアンドレイ（10 牝 芦 ＊クロフネ）２勝，函館２歳Ｓ
シャインスバル（12 牡 鹿 キングヘイロー） １勝

２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，アノアキアＳ ２着，ハニムーンＨ ３着，デルマーオークス ３着，エ
ルエンシノＳ ３着，チューラヴィスタＨ ３着，ハリウッドスターレットＳ ，セニョ
リータＳ ，ラブレアＳ ２着，カリフォルニアオークス ２着，ヒルズバラＨ ３着

＊ダンスチャーマー（90 牝 Nureyev）不出走
カサノバダンディ（97 牡 ＊トニービン）２勝，べにばな賞
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 ，札幌３歳Ｓ ，天皇賞（春） ２着，阪神大賞典 ２着，Ｒたんぱ
杯３歳Ｓ ２着，皐月賞 ３着，札幌記念 ３着，菊花賞 ４着，ジャパンＣ
５着，年代表，優３牡，種牡馬

タガノヴィヴィアン（00 牝 ＊ティンバーカントリー）不出走
ダノンヴィッター（04 牡 スペシャルウィーク）２勝，山吹賞

キタサンバースデー（04 牝 ＊マリエンバード）出走
シンネン（10 牡 ステイゴールド）２勝，あすなろ賞

＊ダンジグジョイ（92 牝 Danzig）不出走
ホシノピアス（01 牝 ＊ジェイドロバリー）１勝，フェアリーＳ 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
アルムダプタ（10 牡 スペシャルウィーク）１勝， １勝，北海道２歳優駿

３代母 スキルフルミス Skillful Miss（74 USA鹿 Daryl's Joy）米２勝
スキルフルビート Skillful Beat（84 牝 Beat Inflation）米入着４回

クワックフォージョゼフQuack for Joseph（89 Quack）米９勝

特 徴 流星・珠目上・右髪中・波分二長・右後双門
生産牧場 北海道新冠町高江 オリエント牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ６，４８０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 112 －
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中山厩舎－１２号

60 ブーティーの１４ 牡・黒鹿 ４／１６

タニノギムレット
鹿 1999

ブーティー
栗 2005

＊ブライアンズタイム

タニノクリスタル

フジキセキ

＊ベストブート

Roberto
Kelley's Day

＊クリスタルパレス
＊タニノシーバード
＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Storm Boot
Bright Tiara

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

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

価格： 購買者：

母 ブーティー（05 栗 フジキセキ）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（８）〕
アルマライズ（10 牡 黒鹿 ジャングルポケット）入着４回， ８勝

２代母 ＊ベストブート（99 USA栗 Storm Boot）米１勝
ギガンティア（04 牝 Fusaichi Pegasus） １勝

ラテンロック（11 牡 ＊クロフネ） ４勝，鳴海特別
オヒア（12 牝 ブラックタイド） ２勝，戎橋特別

モズ（07 牡 スペシャルウィーク）３勝，札幌２歳Ｓ ２着，但馬Ｓ，ＳＴＶ杯，
４勝，かきつばた賞，北上川大賞典，一條記念みちのく大賞典２着，あすなろ

賞２着，赤松杯２着，北上川大賞典２着，桐花賞２着
クインズハリジャン（11 牡 スペシャルウィーク）１勝，京王杯２歳Ｓ ２着，

１勝
フォワードカフェ（12 牡 マンハッタンカフェ） ２勝，水仙賞

３代母 ブライトティアラBright Tiara（89 USA栗 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Ｃｈ
Ｓ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
ココシュニック（05 牝 ＊クロフネ）３勝
ステファノス（11 牡 ディープインパクト）香入着，Ｑエリザベス二世Ｃ ２
着， ４勝，富士Ｓ ，天皇賞（秋） ２着，中山記念 ３着，毎日杯
３着，皐月賞 ５着，白百合Ｓ ，つばき賞

クイーンズパークQueen's Park（97 牝 Relaunch）米４勝
ジェムジックパーク Gemswick Park（06 牝 Speightstown）米・加３勝，オールドハ

ットＳ ，テンプティドＳ ２着，フリゼットＳ ３着
ポーエツヴォイス Poet's Voice（07 牡 Dubawi）首・英・仏４勝，クイーンエリザベス二

世Ｓ ，セレブレイションマイル ，英シャンペインＳ ，ジェベルハッタ ２着，
ソヴリンＳ ２着，ジョーエルＳ ３着，エイコムＳ ３着，種牡馬

特 徴 大流星鼻梁白鼻梁小白鼻白上唇白・珠目上・波分・左沙流上
生産牧場 北海道むかわ町花岡 上水牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，４００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 113 －
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中山厩舎－１２号

61 ラブシービルの１４ 牡・鹿 ３／２１

＊サマーバード
栗 2006

－新種牡馬－

ラブシービル
黒鹿 2008

Birdstone
バードストーン

Hong Kong Squall
ホンコンスクオール

＊マイネルラヴ

シビルスイート

Grindstone
Dear Birdie
Summer Squall
Hong Kong Jade
Seeking the Gold
Heart of Joy
シンボリルドルフ

＊シビルフオルテイー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Sundew） 4 i
Storm Bird S 4×S 4 Northern Dancer S 5×S 5×M 5 Secretariat S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ラブシービル（08 黒鹿 ＊マイネルラヴ）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ティキ（13 牝 黒鹿 ヴァーミリアン） １勝

２代母 シビルスイート（89 黒鹿 シンボリルドルフ）１勝
ルイボススキー（94 牡 ホリスキー） ８勝
ナントウローザ（95 牝 ＊クリエイター） ６勝
リズムフジヤマ（96 牝 ＊リズム）１勝
ワイエスボーイ（97 牡 ＊リズム） １１勝，サラブレッド大賞典２着
マイネルハーティー（02 牡 ＊マイネルラヴ）３勝，ＮｚＴ ，シンザン記念 ２着，ダー

ビー卿ＣｈＴ ３着，朝日杯フューチュリティＳ ４着，都大路Ｓ ２着，etc.
マイネルロワイヤル（06 牡 ＊マイネルラヴ）入着， ８勝
トーコーブロンコ（07 牡 ＊マイネルラヴ）１勝， １勝
マイネルオラシオン（09 牡 ＊マイネルラヴ）１勝， 入着

３代母 ＊シビルフオルテイー（83 IRE 鹿 Be My Guest）英１勝
シンボリフォルテ（88 牡 シンボリルドルフ）４勝，立冬特別，栗子特別，アイビーＳ

２着，芙蓉Ｓ ２着，ホープフルＳ ３着

４代母 ヴェロニカヘロンVeronica Heron（74 GB黒鹿 Crooner）英２勝

５代母 ヴァヒーネVahine（61 GB鹿 Umberto）英２勝
［子］ ヤングキルデア Young Kildare（78 牡 Hotfoot）英１勝，ニジンスキーＳ ，ガ

リニュールＳ ２着，種牡馬
バクスホールヴェイル Buxhall Vale（70 Darling Boy）仏２勝，トゥルーズ
市大賞 ，仏・障害７勝

ミスターキルデアMr Kildare（73 Hill Clown）英５勝，レパーズタウンノヴ
ェンバーＨ ，愛リンカンシャーＨ ３着，英・障害３勝

６代母 サンシャインメイド Sunshine Maid（55 GB黒鹿 Ocean Swell）英１勝
［孫］ キテン Kitten（65 牝 Pardal）英３勝，アスコット１０００ギニートライアル２着，

レインズＳ２着

特 徴 星・珠目上・波分・沙流上
生産牧場 北海道むかわ町米原 市川牧場
購買市場 八戸市場 購買価格 ５，５０８，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 114 －

61



中山厩舎－１２号

62 エーシンブランディの１４ 牡・鹿 ２／１４

ヴァーミリアン
黒鹿 2002

エーシンブランディ
芦 2004

＊エルコンドルパサー

スカーレットレディ

ダンスインザダーク

＊エイシンバーリン

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

＊サンデーサイレンス
＊ダンシングキイ
Cozzene
Blade of Luck

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Macaroon） 20
＊サンデーサイレンス S 3×M 3 Northern Dancer S 5×S 5×M 5

価格： 購買者：

母 エーシンブランディ（04 芦 ダンスインザダーク） ２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（１２）〕
エイシンホース（09 牡 芦 ＊エイシンプレストン） ７勝
ウインブレット（11 牡 芦 ＊プリサイスエンド） ２勝
ガールズライン（12 牝 芦 ヴァーミリアン）入着， ３勝

２代母 ＊エイシンバーリン（92 USA芦 Cozzene）６勝，シルクロードＳ ，京都牝馬特別
，アーリントンＣ ，クイーンＣ ，高松宮杯 ２着，etc.，日本レコ－ド（１２００）

エイシンパンドラ（01 牝 ＊フォーティナイナー） １勝
ジェイドペスカ（07 牝 Langfuhr） ３勝，園田クイーンセレクション３着

３代母 ブレイドオヴラックBlade of Luck（81 USA鹿 Blade）米６勝
＊エイシンウォーレン（96 牡 Cozzene）２勝，マカオＪＴ，障害２勝， ３勝

４代母 アルンドArundo（73 USA鹿 Sir Wiggle）不出走

５代母 ローマンロンダRoman Ronda（56 USA栗 The Rhymer）米３勝
［曾孫］ ベルボーライド Bel Bolide（78 牡 Bold Bidder）米・英・仏９勝，アメリカン

Ｈ ，デルマー招待Ｈ ，カールトンＦバークＨ ，ジムクラックＳ ，
英２０００ギニー ３着，etc.，種牡馬

６代母 ローマンメイトロンRoman Matron（41 USA鹿 Pompey）米５勝
［孫］ ブロンズバブー Bronze Babu（58 牡 My Babu）米１８勝，ブーゲンヴィリアＨ，

ボードウォークＨ，ラウンドテイブルＨ，リッグズＨ，ケリーオリンピッ
クＨ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ レッドリアリティ Red Reality（66 Intentionally）米２０勝，デルマー招待Ｈ ，
スタイヴァサントＨ，クイーンズカウンティＨ，ケリーオリンピックＨ，
エッジミアＨ ，etc.

クファルトヴ Kfar Tov（68 牡 New Policy）米８勝，サンカルロスＨ，マリブＳ，
ハリウッドジュヴェナイルＣｈ．２着，デルマーフュチュリティ２着，
ハリウッドエクスプレスＨ３着，種牡馬

特 徴 星・珠目上・波分・左前右後二白
生産牧場 北海道新ひだか町三石川上 松本牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，３２０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 115 －
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中山厩舎－１２号

63 エイシンルンルンの１４ 牡・鹿 ２／２５

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

エイシンルンルン
鹿 1999

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

＊エイシンエルーセラ

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
Sadler's Wells

＊リヴァーブライド

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Miss Albany） 9 f
Nearctic S 5×M 5 Never Bend S 5×M 5

価格： 購買者：

母 エイシンルンルン（99 鹿 マヤノトップガン）１勝， ３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（９）〕
ヴィオニエ（07 牡 黒鹿 ＊スターオブコジーン） ２勝
ピノノワール（08 牝 鹿 バブルガムフェロー） ２勝
ヨシールナイト（09 牡 青鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード） １勝
メルロー（10 牝 栗 メイショウボーラー） ３勝
モズニントク（11 牡 黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）入着２回， １勝
コスモムルジム（12 牡 青鹿 ＊ロージズインメイ） １勝
アップドラフト（13 牡 黒鹿 ＊シニスターミニスター） 地方不出走

２代母 ＊エイシンエルーセラ（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）１勝
プリンツ Prinz（00 牝 ＊ブラックタイアフェアー）米出走

プチャドール Puchador（07 Safado） プ・米２１勝

３代母 ＊リヴァーブライド（83 USA芦 Riverman）米・伊・仏４勝，ノネット賞 ２着，マ
ルセルブサック賞 ３着，加ナッソーＳ ２着，タトリングＨ ２着，カロンヌ賞
２着，ウッドバインＢＣＨ ３着
ケイビービーKay Bee Bee（92 牝 Deputy Minister）米１勝

レストウィフォーゲット Lest We Forget（00 Tale of the Cat）米４勝

４代母 ヒアカムズザブライド Herecomesthebride（74 USA芦 Al Hattab）米１２勝，コロン
ビアナＨ ，モンマスオークス ２着
［子］ ブルーガーター Blue Garter（80 牝 Hoist the Flag）米３勝，テンプティドＳ

３着，アストリアＳ ２着
［孫］ マダムロアーMadame Roar（98 牝 Roar）米６勝，ラヴォヤジューズＨ ，ス

イートアンドサッシーＳ ２着，バングルズアンドビーズＳ ２着
［曾孫］ グレイトミルズ Great Mills（08 牡 War Front）米・加７勝，シェイカータウン

Ｓ ２着，ウッドフォードＳ ２着，トランシルヴァニアＳ ２着，ター
フモンスターＨ ３着，チャンピオンエナジーサーヴィシズＳ ，クイ
ックコールＳ ，トロイＳ ２着

５代母 ライクアチャーム Like a Charm（64 USA鹿 Pied d'Or）米３勝，ソロリティＳ

特 徴 流星・珠目正・髪中・波分・右沙流上・後二白
生産牧場 北海道新ひだか町三石蓬栄 山野牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，６７２，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 116 －
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欠　場
中山厩舎－３号

64 ノースフラッシュの１４ 牡・黒鹿 ３／２１

メイショウボーラー
黒鹿 2001

ノースフラッシュ
栗 2008

＊タイキシャトル

＊ナイスレイズ

＊プリサイスエンド

ベーシックフジ

Devil's Bag
＊ウェルシュマフィン
Storm Cat
Nice Tradition

＊エンドスウィープ
Precisely

＊オペラハウス
ジヨナゴールド

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
Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ノースフラッシュ（08 栗 ＊プリサイスエンド） ５勝
初仔

２代母 ベーシックフジ（98 鹿 ＊オペラハウス） 入着２２回，ウインターＣ２着，
日高賞２着
エスカーダ（07 牡 ＊バゴ）３勝，クリスマスローズＳ ， ３勝

３代母 ジヨナゴールド（79 栗 ＊ジムフレンチ） ６勝
グリーゴールド（86 牝 ＊イエローゴツド）不出走

ミヤギロドリゴ（94 牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）７勝，福島記念 ，中京記念 ３
着，新潟記念 ３着，七夕賞 ３着，ディセンバーＳ ３着，etc.

４代母 ウイングビー（66 鹿 ＊ボウプリンス）１勝
［子］ モイラシアラー（77 牝 ＊サウンドトラツク）４勝，須磨特別
［孫］ モガミハヤブサ（88 牝 ＊モガミ） １５勝，トゥインクルレディ賞，北日

本オークス，読売杯，クイーン賞２着，３歳優駿２着

５代母 オーハヤブサ（59 黒鹿 ＊ヒンドスタン）５勝，オークス，京成杯，桜花賞４着，福島
三歳Ｓ
［孫］ ビクトリアクラウン（79 牝 ＊フアバージ）６勝，エリザベス女王杯，クイーン

Ｓ，クイーンＣ，新潟３歳Ｓ，有馬記念５着，etc.，優２牝，優３牝

６代母 オーマツカゼ（44 栗 ＊ダイオライト）１０勝，桜花賞２着，特ハン ，四，五歳牝馬
特別
［子］ ケゴン（52 牡 ＊プリメロ）５勝，皐月賞，朝日杯３歳Ｓ２着，ＮＨＫ杯２着，日

本ダービー３着，種牡馬
マツカゼオー（57 牡 トサミドリ）７勝，朝日杯３歳Ｓ，皐月賞２着，菊花賞２
着，中山記念２着，安田記念３着，etc.，優２牡，種牡馬

チエリオ（50 牝 ＊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

［曾孫］ タケブエ（65 牡 ＊マーチウインド）８勝，目黒記念（秋），目黒記念（秋）２着，
ＡＪＣＣ３着，天皇賞（秋）４着，房総Ｓ，etc.

特 徴 流星鼻梁白断鼻梁白鼻大白上唇白・珠目上・吭搦・左後細長白
生産牧場 北海道浦河町瑞穂 北俣牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，３２０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 117 －
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中山厩舎－３号

65 ダームドゥラックの１４ 牡・鹿 ４／１９

＊ロージズインメイ
青鹿 2000

ダームドゥラック
鹿 2009

Devil His Due
デヴィルヒズデュー

Tell a Secret
テルアシークレット

＊シンボリクリスエス

＊フェアリーテールタイム

Devil's Bag
Plenty O'Toole
Speak John
Secret Retreat
Kris S.
Tee Kay
Fairy King
Minnie Hauk

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Best in Show） 8 f
Hail to Reason S 5×M 5 Princequillo S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ダームドゥラック（09 鹿 ＊シンボリクリスエス）２勝，ラベンダー賞 （１２００）
初仔

２代母 ＊フェアリーテールタイム（95 USA鹿 Fairy King）不出走
ナリタフリッカ（05 牝 フジキセキ）入着

ボクノタカラモノ（09 牝 ＊フォーティナイナーズサン） ８勝

３代母 ミニーハウクMinnie Hauk（75 USA鹿 Sir Ivor）愛２勝，コーネルスコートＳ ２
着，ファシグティプトンＣＴＢＡＳ ２着
エイヴィアンス Aviance（82 牝 Northfields）愛・英２勝，フィーニクスＳ

チャイムズオヴフリーダム Chimes of Freedom（87 牝 Private Account）愛・英・仏
６勝，コロネイションＳ ，モイグレアスタッドＳ ，チャイルドＳ ，チェ
リーヒントンＳ ，チヴァリーパークＳ ３着
グッドジャーニー Good Journey（96 牡 Nureyev）米・仏７勝，アットマイル ，
サイテイションＨ （２回），ファイアクラッカーＨ ，ＢＣマイル ３着，etc.，
種牡馬

＊アルデバラン （98 牡 Mr. Prospector）米・英８勝，メトロポリタンＨ ，フォ
アゴーＨ ，サンカルロスＨ ，トムフールＨ ，チャーチルダウンズＨ ，etc.，
種牡馬

インパーフェクトサークル Imperfect Circle（88 牝 Riverman）英２勝，チヴァリーパ
ークＳ ２着，ファースオヴクライドＳ

＊スピニングワールド（93 牡 Nureyev）愛・米・英・仏８勝，愛２０００ギニー ，
ＢＣマイル ，ジャックルマロワ賞 （２回），ムーランドロンシャン賞 ，
ミュゲ賞 ，サンロマン賞 ，仏２０００ギニー ２着，ＢＣマイル ２着，ム
ーランドロンシャン賞 ２着，フォンテヌブロー賞 ３着，種牡馬

リモートロマンスRemote Romance（97 牝 Irish River）仏２勝
サデックス Saddex（03 牡 Sadler's Wells）伊・独・仏７勝，共和国大統領賞 ，
ラインラントポカル ，シャンティー大賞 ，ゲルリンク賞 ，ガネー賞
２着，etc.，種牡馬

デノン Denon（98 牡 Pleasant Colony）米・仏・香６勝，ハリウッドダービー ，マ
ンハッタンＨ ，ターフクラシック招待Ｓ ，チャールズホイッティンガム
Ｈ ，仏２０００ギニー ３着，etc.，種牡馬

特 徴 星・珠目二・右髪中
生産牧場 北海道新冠町高江 オリエント牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 118 －
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中山厩舎－５号

66 サウンドアメニティの１４ 牡・栗 ３／３１

デュランダル
栗 1999

サウンドアメニティ
栗 1998

＊サンデーサイレンス

サワヤカプリンセス

＊キンググローリアス

＊バジー

Halo
Wishing Well

＊ノーザンテースト
＊スコツチプリンセス
Naevus
Glorious Natalie
In Reality
Stolen Base

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Striking ～ Baby League） 1 s
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：

母 サウンドアメニティ（98 栗 ＊キンググローリアス）入着２回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－４（１０）〕
チャスキ（05 牝 鹿 ＊ボストンハーバー）入着， ２勝
セフティオリビエト（09 牡 栗 デュランダル）２勝， １勝
トーコーメロディ（11 牝 栗 ヤマニンセラフィム） ６勝
トミケンキルカス（12 牡 栗 ＊タイキシャトル） １勝
レオダイナミック（13 牡 鹿 ヴァーミリアン） １勝

２代母 ＊バジー（81 USA鹿 In Reality）米９勝，デラウェアＨ ，レイディーズＨ ２着，
アーリントンオークス ３着，アンアランデルＨ ２着，ランパートＨ ３着，スイ
ートトゥースＳ ３着
ジーノ Jeano（88 牝 Fappiano）米１０勝，サラブレッドクラブオヴアメリカＳ ，シャーリ

ージョーンズＨ ，シャーリージョーンズＨ ２着，サラブレッドクラブオヴア
メリカＳ ３着，ファーストレイディＨ ３着，etc.
コントライヴContrive（98 牝 Storm Cat）不出走
フォークロア Folklore（03 牝 Tiznow）米４勝，メイトロンＳ ，ＢＣジュヴェ
ナイルフィリーズ ，アディロンダックＳ ，スピナウェイＳ ２着，サン
タイネスＳ ３着，アストリアＳ ２着

ネヴァーアノーヒッターNever a No Hitter（01 牝 Kris S.）不出走
ティザヒット Tizahit（07 牝 Tiznow）米・加２勝，デムワゼルＳ ，ブルーヘン
Ｓ ２着

３代母 ストールンベイス Stolen Base（67 USA鹿 Herbager）米７勝，スカイラヴィルＳ２着，
スワニーリヴァーＨ２着，オーキッドＨ２着，チェリーヒルＨ２着，パジャントＨ３着
ドントウォリーバウトミー Dont Worry Bout Me（83 牝 Foolish Pleasure）米５勝，ローズ

Ｓ ３着
アイルゲットアロング I'll Get Along（92 牝 Smile）米１２勝，プリンセスルーニーＳ

３着
スマーティジョーンズ Smarty Jones（01 牡 Elusive Quality）米８勝，ケンタッ
キーダービー ，プリークネスＳ ，アーカンソーダービー ，ベルモント
Ｓ ２着，カウントフリートＳ ，etc.，種牡馬

特 徴 珠目正・髪中・左初地・右後一白
生産牧場 北海道新ひだか町三石清瀬 飯岡牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ６，４８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 119 －
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中山厩舎－５号

67 ハンプトンコートの１４ 牡・栗 ３／２４

＊バゴ
黒鹿 2001

ハンプトンコート
鹿 2008

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

ネオユニヴァース

＊クレアコート

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie

＊サンデーサイレンス
＊ポインテッドパス
Glint of Gold
Clare Bridge

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Key Bridge ～ Risky） 2 n
Halo M 4×S 5

価格： 購買者：

母 ハンプトンコート（08 鹿 ネオユニヴァース）入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊クレアコート（87 IRE 栗 Glint of Gold）英３勝
スネイクスナップ Snake Snap（93 牡 Shareef Dancer）米・伊５勝，ナポリ市大賞 ，エマヌ

エーレフィリベルト賞 ，ヴィラボルゲーゼ賞 ２着，プリンチペアメデオ賞 ３着
ロコグリーン（99 牡 Green Desert）４勝，帆柱山特別，青葉城特別
エイシンブイダンス（05 牡 ダンスインザダーク）２勝，浦佐特別， ２勝

３代母 クレアブリッジ Clare Bridge（81 USA栗 Little Current）愛・英・伊・仏２勝，ギル
タウンスタッドＳ ，マルレ賞 ２着
ウェサムプリンスWessam Prince（91 牡 ＊ソヴィエトスター）首・沙・英・独・仏３勝，

ベナツェットレネン ，セーネオワーズ賞 ２着，モーリスドゲースト賞 ３着，
ゴルデネパイチェ ３着，クリテリヨムドメゾンラフィット ３着，etc.，種牡馬

クラウストラClaustra（97 牝 Green Desert）愛１勝
ノーイクスプレイニング No Explaining（07 牝 Azamour）米・英・加６勝，ギャロ

レットＨ ，ダンススマートリーＳ ３着，レイクジョージＳ ３着，ヴァリ
ーヴューＳ ３着，アリワウＳ ３着，etc.

バヤモ Bayamo（99 Valanour）米・仏４勝，アメリカンＨ ，チャールズホイッティ
ンガムメモリアルＨ ２着，エディリードＨ ２着

４代母 グライディングバイGliding By（75 USA鹿 Tom Rolfe）米１勝
［孫］ シルヴァーペイトリアーク Silver Patriarch（94 牡 Saddlers' Hall）愛・英・伊

・仏・香８勝，英セントレジャー ，コロネイションＣ ，ジョッキーク
ラブ大賞 ，ジョッキークラブＳ ，ジェフリーフリアＳ ，etc.，種牡馬

パピノー Papineau（00 牡 Singspiel）英・仏５勝，アスコットゴールドＣ ，ヘ
ンリー二世Ｓ ，アヴル賞 ，種牡馬

マイペイトリアークMy Patriarch（90 牡 Be My Guest）愛・英・伊・豪７勝，
ヘンリー二世Ｓ ，ヨークシャーＣ ２着，ローマヴェッキア賞 ３着，
ロンズデイルＳ ，ジョージスタブズＨ ，種牡馬

［曾孫］ ウットンバセットWootton Bassett（08 牡 Iffraaj）英・仏５勝，ジャンリュク
ラガルデール賞 ，種牡馬

特 徴 小流星断鼻梁小白断鼻白断上唇白下唇小白・珠目上・波分二長・初地・左後半白
生産牧場 北海道むかわ町花岡 上水牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 120 －
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中山厩舎－５号

68 トミケンソリッドの１４ 牡・鹿 ４／１６

アンライバルド
鹿 2006

トミケンソリッド
黒鹿 2003

ネオユニヴァース

＊バレークイーン

＊コマンダーインチーフ

ブルーバタフライ

＊サンデーサイレンス
＊ポインテッドパス
Sadler's Wells
Sun Princess

＊ダンシングブレーヴ
Slightly Dangerous

＊ブレイヴエストローマン
フアストブルー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ソシアルバターフライ） 1 w
Northern Dancer S 4×M 5 Hail to Reason S 5×M 5

価格： 購買者：

母 トミケンソリッド（03 黒鹿 ＊コマンダーインチーフ） １５勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ブレイヴハンター（11 牡 鹿 マイネルセレクト） ２勝
チェストケゴールド（13 牡 鹿 ゴールドヘイロー） 入着

２代母 ブルーバタフライ（88 鹿 ＊ブレイヴエストローマン）不出走
ブルーボックスボウ（98 牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

サエッターレ（09 牝 メイショウボーラー）入着， １１勝，御船山賞
ザトゥルーエアー（11 牡 メイショウサムソン） ３勝，名古屋日刊スポ杯，鳥栖特

別， ２勝
フロンテアクイーン（13 牝 メイショウサムソン） １勝，クイーンＣ ２着

オーナーズクリーク（04 牝 ＊パラダイスクリーク） ３勝，ジュニアクラウン３着

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

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

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

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

マルヨコマンダー（01 牝 ＊コマンダーインチーフ） １勝
マルヨバナーヌ（12 牝 エイシンサンディ） ６勝，ライデンリーダー記念，
新緑賞３着

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

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

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

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

特 徴 流星断鼻梁小白鼻梁鼻白・珠目正・髪中・沙流上・右前後三白
生産牧場 北海道平取町荷菜 船越 伸也
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，９４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 121 －
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中山厩舎－１０号

69 ハローオンザヒルの１４ ・青鹿 ２／１５

ゼンノロブロイ
黒鹿 2000

ハローオンザヒル
青鹿 2005

＊サンデーサイレンス

＊ローミンレイチェル

＊シンボリクリスエス

＊レミニセントリー

Halo
Wishing Well

＊マイニング
One Smart Lady
Kris S.
Tee Kay
Affirmed

＊エンディアーリングリー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

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

価格： 購買者：

母 ハローオンザヒル（05 青鹿 ＊シンボリクリスエス） ７勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ミラチャン（13 牝 鹿 ＊カジノドライヴ） １勝

２代母 ＊レミニセントリー（92 USA鹿 Affirmed）米入着３回
ピサノクウカイ（01 牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，プリンシパルＳ ，冬至Ｓ，白富士

Ｓ ２着
キニナルーイ（13 牝 ＊シニスターミニスター） ４勝，ライデンリーダー記念

３代母 ＊エンディアーリングリー（88 USA鹿 Lyphard）不出走
ノトライエティ Notoriety（93 Affirmed）米１２勝，ジャイプールＨ ，アップルトンＨ

２着，ボーリンググリーンＨ ３着，マックディアミダＨ ３着

４代母 ソーインディアリング So Endearing（78 USA鹿 Raise a Native）米１勝
［子］ クオリファイ Qualify（84 牡 Danzig）米２勝，デルマーフュチュリティ ，Ｂ

Ｃジュヴェナイル ２着，ハリウッドジュヴェナイルＣｈ． ２着
［孫］ ジョリーズシンジュ（05 牝 ＊ジョリーズヘイロー）星・豪９勝，ジョンＦフ

ィーハンＳ ３着，シンガポールダービー，パトロンズボール，シンガポ
ールダービートライアル，クランジスプリント３着，etc.

マイニューレイディMy New Lady（06 牝 Your Eminence）米８勝，マーケト
ルＳ

５代母 ストレイトディール Straight Deal（62 USA鹿 Hail to Reason）米２１勝，スピンスター
Ｓ，サンタマルガリータＨ，サンタバーバラＨ，トップフライトＨ，デラウェアＨ，etc.
［子］ デジレ Desiree（73 牝 Raise a Native）米６勝，サンタバーバラＨ
［孫］ アドアード Adored（80 牝 Seattle Slew）米１２勝，サンタマルガリータＨ ，デ

ラウェアＨ ，サンタマリアＨ ，ミレイディＨ （２回），etc.
［曾孫］ デインジャラスミッジ Dangerous Midge（06 牡 Lion Heart）首・米・英・仏６

勝，ＢＣターフ ，ニューベリーアークトライアル ，種牡馬
スコーピオン Scorpion（98 牡 Seattle Slew）米４勝，ジムダンディＳ ，サラ
トガスペシャルＳ ２着，米フュチュリティＳ ３着，サンフォードＳ
３着，トレモントＳ ３着，種牡馬

特 徴 珠目正・左後半白
生産牧場 北海道日高町富川西 千葉飯田牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，８６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 122 －
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中山厩舎－１０号

70 タイキティアラの１４ ・黒鹿 ３／１２

メイショウボーラー
黒鹿 2001

タイキティアラ
鹿 2003

＊タイキシャトル

＊ナイスレイズ

＊エンドスウィープ

タイキレディ

Devil's Bag
＊ウェルシュマフィン
Storm Cat
Nice Tradition

＊フォーティナイナー
Broom Dance
メジロライアン

＊レディウィンダーメア

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Sensibility ～ Pange） 3 h
Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：

母 タイキティアラ（03 鹿 ＊エンドスウィープ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
テイケイユピテル（12 牡 黒鹿 マツリダゴッホ） １勝

２代母 タイキレディ（98 鹿 メジロライアン）入着

３代母 ＊レディウィンダーメア（92 USA鹿 Pleasant Colony）仏入着２回
サンウインダー（00 牝 ＊アフリート）入着３回，１９勝

スズカウインダー（09 牝 スズカマンボ） ７勝，ＭＲＯ金賞，クイーンＣ，
園田クイーンセレクション，東海クイーンＣ２着，新春ペガサスＣ３着

４代母 レイクシャンプレイン Lake Champlain（83 IRE 鹿 Kings Lake）愛・米６勝，愛１００
０ギニー ２着，愛プリティポリーＳ ２着，愛メイトロンＳ ２着，コロンビアナＨ
３着，グレンカーンＳ ３着，カーディナルＨ ，テイラーメイドＳ

［子］ サラナクレイク Saranac Lake（99 牝 Smart Strike）愛・米４勝，デビュターン
トＳ

［孫］ シックススター Six Star（05 Ekraar）新２勝，ウエリントンＳ ２着
［曾孫］ サンレイジャスパー（02 牝 ミスズシャルダン）４勝，小倉記念 ，マーメ

イドＳ ２着，府中牝馬Ｓ ２着，新潟記念 ２着，マーメイドＳ ２着
チャーミングキテン Charming Kitten（10 牡 Kitten's Joy） 米８勝，ＷＬマクナ

イトＨ ，ヴァージニアダービー ２着，シカモアＳ ２着，パームビーチ
Ｓ ２着，ホーソーンダービー ２着，ブルーグラスＳ ３着，ウィズアン
ティシペイションＳ ３着，キテンズジョイＳ ，ダニアビーチＳ ２着

アンタレスワールド Antares World（07 牝 Decarchy）米８勝，アメリカンオー
クス ２着，ウィルシャーＨ ２着，ハロルドＣラムザーシニアＨ ３
着，カリフォルニアオークス

サンレイレーザー（09 牡 ラスカルスズカ）４勝，毎日王冠 ２着，マイラ
ーズＣ ２着，エプソムＣ ３着，谷川岳Ｓ ，etc.， ３勝，平
和賞３着，etc.

クイーンズプレイトキテン Queen'splatekitten（08 牡 Kitten's Joy）米・加４勝，
オーシャンポートＳ ２着，サラナクＳ ２着，パームビーチＳ ２着，
レッドバンクＳ ３着，マリーンＳ

特 徴 星・鼻梁白鼻大白断上唇白下唇大白・珠目上・吭搦・右髪中・波分・後双門・左沙流上・左二白
生産牧場 北海道浦河町杵臼 富菜牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，２４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 123 －
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中山厩舎－１０号

71 サンセットロードの１４ ・黒鹿 ２／２６

＊ロージズインメイ
青鹿 2000

サンセットロード
鹿 2006

Devil His Due
デヴィルヒズデュー

Tell a Secret
テルアシークレット

キングカメハメハ

＊シアトルサンセット

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

＊マンファス
Belong to Me
Weekend in Seattle

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Gay Missile ～ Missy Baba） 3 l
Raise a Native S 5×M 5

価格： 購買者：

母 サンセットロード（06 鹿 キングカメハメハ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
トウケイファルコン（12 牡 栗 スペシャルウィーク） １勝
イチザビーナス（13 牝 鹿 メイショウサムソン） 出走

２代母 ＊シアトルサンセット（99 USA鹿 Belong to Me）不出走
タンギモウジア（13 牝 ハーツクライ） １勝，ききょうＳ ３着

３代母 ウイークエンドインシアトルWeekend in Seattle（93 USA鹿 Seattle Slew）米３勝，
ＣＣＡオークス ３着，フロリダオークス ３着
スカイビーム Sky Beam（04 牝 Kingmambo）英出走

スカイキングダム Sky Kingdom（09 牡 ＊エンパイアメーカー）米６勝，トーキョー
シティカップＳ （２回），クーガーザセカンドＨ ２着，ハリウッドゴール
ドＣ ３着，ブルックリンＳ ３着，etc.，種牡馬

マンボインシアトルMambo in Seattle（05 牡 Kingmambo）米４勝，トラヴァーズＳ ２
着，種牡馬

４代母 ウィークエンドサプライズWeekend Surprise（80 USA鹿 Secretariat）米７勝，スカ
イラヴィルＳ ，ゴールデンロッドＳ ，サンタマルガリータＨ ３着，フリゼット
Ｓ ３着，メイトロンＳ ３着，etc.
［子］ サマースコール Summer Squall（87 牡 Storm Bird）米１３勝，プリークネスＳ ，

ホープフルＳ ，ファイエットＨ ，ペンシルヴァニアダービー ，ジ
ムビームＳ ，etc.，種牡馬

エイピーインディ A.P. Indy（89 牡 Seattle Slew）米８勝，ベルモントＳ ，Ｂ
Ｃクラシック ，サンタアニタダービー ，ハリウッドフュチュリティ
，サンラファエルＳ ，etc.，年代表，種牡馬

［孫］ コートヴィジョン Court Vision（05 牡 Gulch）米・加９勝，ＢＣマイル ，ハ
リウッドダービー ，ウッドバインマイルＳ ，ガルフストリームパー
クターフＨ ，シャドウェルターフマイルＳ ，etc.，種牡馬

スマートサプライズ Smart Surprise（04 牝 Smart Strike）米・加７勝，ヘンドリ
ーＳ ，ホイムジカルＳ ２着，オンタリオメイトロンＳ ，ヒルンデイ
ルＳ ，ベサラビアンＳ ，etc.

特 徴 曲流星・珠目上・髪中・浪門・左後一白
生産牧場 北海道新ひだか町三石川上 木下牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，７８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 124 －
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中山厩舎－５号

72 ローズヘイローの１４ 牡・栗 ２／２８

＊プリサイスエンド
黒鹿 1997

ローズヘイロー
鹿 2006

＊エンドスウィープ

Precisely
プリサイスリー

キングヘイロー

ツジノローズ

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

＊ダンシングブレーヴ
＊グッバイヘイロー
＊ロイヤルアカデミー
ツジノライン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

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

価格： 購買者：

母 ローズヘイロー（06 鹿 キングヘイロー） ６勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ロチュス（13 牝 鹿 カンパニー） １勝

２代母 ツジノローズ（97 栗 ＊ロイヤルアカデミー ）１勝， １勝
スパークスフライ（08 牡 ニューイングランド）１勝

３代母 ツジノライン（92 栗 ＊オウインスパイアリング）出走
イシノドラゴン（00 牡 ヤマニンゼファー） ５勝

４代母 ツジノジヨオー（84 栃栗 ＊ターゴワイス）３勝，相川特別

５代母 イーストサイド（69 鹿 ＊パーソロン）６勝，中冬Ｓ，みちのくＳ，福島民報杯，奥多
摩特別
［子］ モガミチャンピオン（85牡 トウシヨウボーイ）６勝，カブトヤマ記念 ，札幌記

念 ２着，新潟大賞典 ２着，オールカマー ３着，金杯 ３着，etc.，種牡馬
アドマイヤゲイル（92 牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ＮｚＴ４歳Ｓ ３着，
上賀茂Ｓ，マーガレットＳ ２着，菜の花Ｓ ２着

ピアレスレデイ（79 牝 ＊テスコボーイ）４勝，ターコイズＳ ，錦秋特別，習
志野特別

［孫］ ニホンピロラック（88 牡 ＊ラツキーソブリン）６勝，シンザン記念 ３着，ク
リスマスＳ ，札幌日刊スポ杯 ，クロッカスＳ ，アイルランドＴ ２
着，etc.，障害３勝

ファーストセナ（89 牝 サンシヤインボーイ） ９勝，花吹雪賞，サガ・ク
イーン賞３着

［曾孫］ ミヤビランベリ（03 牡 ＊オペラハウス）７勝，Ａｒ共和国杯 ，目黒記念
，七夕賞 （２回），ＡＪＣＣ ２着，小倉大賞典 ３着，中山

金杯 ３着，鴨川特別
イシノウォーニング（07 牝 ＊ムーンバラッド） ３勝，阿久利黒賞２着，不
来方賞３着，ひまわり賞３着

特 徴 流星鼻梁白鼻梁鼻大白上唇大白下唇白・珠目正・吭搦二・波分二長・左前一白・右前左後二細長白・右後長白
生産牧場 北海道新冠町東泊津 石田牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，７８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 125 －
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中山厩舎－５号

73 クリスコンフリクトの１４ 牡・黒鹿 ３／３０

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

クリスコンフリクト
鹿 2010

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊シンボリクリスエス

＊フリクション

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Kris S.
Tee Kay
Cox's Ridge
Abrade

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Continue ～ Courtesy） 1 n
Mr. Prospector S 3×M 4 Best Turn M 4×S 5

価格： 購買者：

母 クリスコンフリクト（10 鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
初仔

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

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

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

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

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

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

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

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

ストライビング（07 ＊タイキシャトル）１勝， ３勝，六甲盃３着

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

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

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

特 徴 星・珠目下・右髪中
生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場
購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場
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73



中山厩舎－５号

74 クィーンマーメイドの１４ 牡・栗 ３／ ３

＊トビーズコーナー
栗 2008

－新種牡馬－

クィーンマーメイド
栗 2009

Bellamy Road
ベラミーロード

Brandon's Ride
ブランドンズライド

キングヘイロー

マーメイドゴールド

Concerto
Hurry Home Hillary
Mister Frisky
Mrs. Bumble

＊ダンシングブレーヴ
＊グッバイヘイロー
Deputy Minister

＊アミロティン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Gay Missile ～ Missy Baba） 3 l
Danzig S 5×M 5 Northern Dancer M 5×M 5

価格： 購買者：

母 クィーンマーメイド（09 栗 キングヘイロー） １勝
初仔

２代母 マーメイドゴールド（01 鹿 Deputy Minister）出走
アミロマンボ（11 牝 スズカマンボ） ６勝

３代母 ＊アミロティン（97 USA黒鹿 Gone West）不出走
メイショウハガクレ（09 牡 ジャングルポケット） ３勝，フェニックス賞 ，さくらん

ぼ特別，ききょうＳ ３着

４代母 アミラティAmirati（90 USA鹿 Danzig）英１勝
［子］ フェスティヴァルソング Festival Song（95 牝 Irish River）愛・英１勝，シルヴ

ァーフラッシュＳ ２着，ロッキンガムＨ ３着
［孫］ エゴーズデア Ego's Dare（04 Hussonet）豪６勝，ＱＴＣカップ ３着，ＷＪ

ヒーリーＳ ３着，ホールマークＳ ，レイザーシャープＨ ３着，ファ
ルヴェロンＨ ３着

ミッドナイトワッチMidnight Watch（10 牝 Stormy Atlantic）米３勝，リスカヴ
ァースＳ

［曾孫］ オネスティプリヴェイルズ Honesty Prevails（13 牝 Redoute's Choice） 豪１
勝，ＡＴＣウィデンＳ

エアロバー Aerobar（11 牝 Flying Spur） 豪２勝，ＡＴＣロンロープレイト
３着

５代母 ウィークエンドサプライズWeekend Surprise（80 USA鹿 Secretariat）米７勝，スカ
イラヴィルＳ ，ゴールデンロッドＳ ，サンタマルガリータＨ ３着，フリゼット
Ｓ ３着，メイトロンＳ ３着，etc.
［子］ サマースコール Summer Squall（87 牡 Storm Bird）米１３勝，プリークネスＳ ，

ホープフルＳ ，ファイエットＨ ，ペンシルヴァニアダービー ，ジ
ムビームＳ ，etc.，種牡馬

エイピーインディ A.P. Indy（89 牡 Seattle Slew）米８勝，ベルモントＳ ，Ｂ
Ｃクラシック ，サンタアニタダービー ，ハリウッドフュチュリティ
，サンラファエルＳ ，etc.，年代表，種牡馬

特 徴 流星鼻梁白鼻梁大白鼻梁鼻小白・珠目二
生産牧場 北海道新ひだか町三石川上 三石川上牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，２４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場
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中山厩舎－５号

75 ゴッドビラブドミーの１４ 牡・鹿 ４／ ７

デュランダル
栗 1999

ゴッドビラブドミー
芦 2004

＊サンデーサイレンス

サワヤカプリンセス

＊ブライアンズタイム

ゴッドインチーフ

Halo
Wishing Well

＊ノーザンテースト
＊スコツチプリンセス
Roberto
Kelley's Day

＊コマンダーインチーフ
＊ファーガーズプロスペクト

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Native Street ～ Beaver Street） 3 d
Roberto M 3×M 5 Hail to Reason S 4×M 4

価格： 購買者：

母 ゴッドビラブドミー（04 芦 ＊ブライアンズタイム） ７勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ヤマイチラファーガ（11 牝 青鹿 ソングオブウインド） 入着３回
グランシュクレ（12 牝 芦 サムライハート） １勝
シュエット（13 牝 黒鹿 ブラックタイド） １勝

２代母 ゴッドインチーフ（96 芦 ＊コマンダーインチーフ）３勝，チューリップ賞 ２着，
ファンタジーＳ ２着，阪神３歳牝馬Ｓ ３着，桜花賞 ４着，エルフィンＳ ，きき
ょうＳ ，ＫＢＣ杯 ３着，ギャラクシーＳ ３着
ゴッドスマイルユー（03 牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，伊吹山特別
オメガカリビアン（05 牝 ＊フレンチデピュティ）不出走

オヤコダカ（12 牡 サムライハート） ７勝，兵庫ジュニアＧＰ ２着，王
冠賞，北斗盃，ブリーダーズＧＪｒＣ，瑞穂賞２着，etc.

３代母 ＊ファーガーズプロスペクト（90 USA芦 Chief's Crown）米１勝
オメガスピリット（01 牝 ＊スピニングワールド）３勝，有田特別，医王寺特別
ヌーヴォレコルト（11 牝 ハーツクライ） ５勝，オークス ，中山記念 ，ロ

ーズＳ ，秋華賞 ２着，桜花賞 ３着，etc.

４代母 ファガ－ズグロ－リ－Fager's Glory（76 USA芦 Mr. Prospector）不出走
［子］ グロ－リ－フォレヴァ－Glory Forever（84 牡 Forever Casting）米・英・仏２

勝，トーマスブライアン賞 ，仏２０００ギニー ３着，イースターＳ ２着
［孫］ カサンドラゴー Cassandra Go（96 牝 Indian Ridge）愛・英６勝，キングズスタ

ンドＳ ，テンプルＳ ，キングジョージＳ ，ジュライＣ ２着，パレ
スハウスＳ ２着，etc.

ヴェルグラ Verglas（94 牡 Highest Honor）愛・米・英３勝，コヴェントリーＳ
，愛２０００ギニー ２着，フィーニクスＳ ３着，種牡馬

［曾孫］ ハーフウェイトゥヘヴン Halfway To Heaven（05 牝 Pivotal）愛・米・英・仏
４勝，愛１０００ギニー ，サンチャリオットＳ ，英ナッソーＳ ，仏１０００
ギニー ３着，愛メイトロンＳ ３着，etc.

ワンオフ One Off（00 Barathea）愛・米・英９勝，サンマルコスＳ ，サン
フアンカピストラーノＨ ２着，サンルイスオビスポＨ ３着

特 徴 珠目正・吭搦右・髪中・沙流上・四白
生産牧場 北海道新冠町大富 芳住 鉄兵
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，７５２，０００円
育 成 場 日高育成牧場
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中山厩舎－１０号

76 ミラキュラスの１４ ・黒鹿 １／２７

ヴァーミリアン
黒鹿 2002

ミラキュラス
青鹿 2002

＊エルコンドルパサー

スカーレットレディ

フジキセキ

＊エスカビオーサ

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

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Payant
Elegia

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Merry Devon ～ Salamandra） 19 c
＊サンデーサイレンス S 3×M 3 Northern Dancer S 5×S 5

価格： 購買者：

母 ミラキュラス（02 青鹿 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
レッドキュラス（10 牝 鹿 ＊クロフネ）入着， ２勝
マイネルパナケーア（11 牡 鹿 カンパニー） ２勝
オープンマーケット（12 牡 黒鹿 ＊ファルブラヴ） ２勝
マイネルディセント（13 牡 鹿 ＊ファルブラヴ） 出走

２代母 ＊エスカビオーサ（92 ARG鹿 Payant）米・亜５勝，亜１０００ギニー ，ラウルアリステギ
賞 ，フランシスコベアスレイ賞 ，ヴェネズエラ共和国賞 ，ＣＥクラシック ２着，etc.

＊ムチャスグラシアス（99 牝 Gulch） ２勝
ダンシングマオ（07 牝 ゴールドアリュール）４勝，茂原特別

３代母 エレヒア Elegia（81 ARG鹿 Utopico）亜１勝
エクスプロフェソ Ex Profeso（88 牡 Lefty）亜４勝
エトワルドゥノエル Etoile de Noel（94 牝 Payant）亜出走

エトワルドゥシュド Etoile Du Sud（99 牝 Candy Stripes）不出走
イーサネット Ethernet（04 牡 Halo Sunshine）亜３勝
ミスターマテオMr. Mateo（06 牡 Editor's Note） 秘３勝

エスカビユーズ Escabieuse（95 牝 Payant）亜１勝
エスカフロウ Escafrow（01 牝 Slew Gin Fizz）亜入着
ハニーパイHoney Pie（06 牡 Lucky Roberto） 亜２勝

シルヴァードリンク Silver Drink（03 牡 Silver Planet）亜３勝，ブエノスアイレス大
賞 ，ブエノスアイレス州ＪＣ賞 ２着，クラウスラ賞 ２着

レヘンダイレ Legendaire（07 牡 Lode） 亜２勝
エリアンス Eliance（00 牝 Acceptable）亜入着

カジュアルボーイCasual Boy（06 牡 Casual Meeting） 宇３勝

４代母 エミサリア Emisaria（72 ARG鹿 ＊エルセンタウロ）不出走
［子］ エスプリン Esplin（84 牡 Pretencioso）智４勝，トムソンマシューズ賞 ，プリ

マヴェラ賞 ２着，フアンＳジャクソン賞 ３着，イサベル二世杯 ３
着，チリ競馬場協会賞 ２着，etc.

特 徴 流星鼻梁小白鼻梁白鼻白・珠目上・左前小白・左後一白
生産牧場 北海道新ひだか町三石福畑 沖田 忠幸
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，２４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場
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中山厩舎－１０号

77 ナイキトライアンフの１４ ・黒鹿 ３／２８

＊アルデバラン
鹿 1998

ナイキトライアンフ
鹿 2004

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

＊ボストンハーバー

ウィンヒストリー

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
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
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：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），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
コーリンバロック（12 栗 ＊ロージズインメイ）１勝， 出走
キングフェルメント（13 牡 黒鹿 ヴァーミリアン） 入着２回

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，

７勝，せきれい賞，ＯＲＯＣ２着，星雲賞３着
シャインプレジャー（06 牝 ＊アグネスデジタル）出走

ウインフェニックス（11 牡 スズカフェニックス） ４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
３着，ワールドオールスターＪｓ第４戦，羊ヶ丘特別，いちょうＳ ２着

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

＊エミネントガール（92 牝 Nashwan）出走
グローバルピース（01 牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ホエールキャプチャ（08 牝 ＊クロフネ）７勝，ヴィクトリアマイル ，府中
牝馬Ｓ ，ローズＳ ，桜花賞 ２着，オークス ３着，etc.

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

ライジングサンデー（98 牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
エーシンホワイティ（07 牡 サクラバクシンオー） ５勝，ファルコンＳ ，春雷Ｓ

，オパールＳ ２着，安土城Ｓ ２着，ＴＶ愛知ＯＰ ２着，etc.，障害６勝

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

特 徴 額刺毛・珠目上・左頬辻・右轡搦・左沙流上
生産牧場 北海道平取町川向 中川 隆
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，２４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場
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中山厩舎－１０号

78 コウヨウオラリアの１４ ・黒鹿 ４／２７

＊プリサイスエンド
黒鹿 1997

コウヨウオラリア
鹿 2004

＊エンドスウィープ

Precisely
プリサイスリー

ステイゴールド

カナハラチドリ

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

＊サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ

＊マイニング
ミナガワシルビア

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊フラストレート） 1 b
Mr. Prospector S 4×M 4

価格： 購買者：

母 コウヨウオラリア（04 鹿 ステイゴールド）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
コウヨウエンプレス（10 牝 鹿 ＊マイネルラヴ）１勝
キャニオンカメリア（13 牝 栗 ＊アルデバラン ） １勝

２代母 カナハラチドリ（98 鹿 ＊マイニング）入着

３代母 ミナガワシルビア（82 鹿 シンザン）１勝
ラッキーナナ（91 牝 アサヒエンペラー）１勝
テイエムファミリー（92 牡 ＊インイクストリーミス）１勝
テイエムアトレ（95 牝 ＊ローズリーフ ） ４勝
カナハラサクセス（96 牡 ＊ワツスルタツチ）入着， ８勝
カナハラウイニング（97 牡 ＊アーミジャー）入着， ９勝

４代母 ロングマンナ（70 黒鹿 ＊ヴイミー） ４勝
［子］ ミナガワマンナ（78 牡 シンザン）７勝，菊花賞，Ａｒ共和国杯（２回），目黒記

念（春）２着，ＡＪＣＣ２着，etc.，種牡馬
カシマボーイ（79 牡 タケホープ）８勝，新潟大賞典 ３着，東京４歳Ｓ３着，
エメラルドＳ，初冬特別，栗子特別，etc.

ティーエムグリーン（84 牡 ホクトボーイ）３勝，雲取山特別
［孫］ レイホーザクラ（91 牝 ヤマニンスペキユラ） ６勝，中京盃３着

ビクトリアサドン（95 牝 ＊ノーリユート） １１勝，黒潮乙女賞３着，荒尾
ダービー３着

アンドロギュノス（87 牡 ＊パーソナリテイ）４勝，九スポ新聞杯，美濃特別

５代母 アサヒマンナ（60 鹿 ＊ソロナウエー）出走
［子］ ビイミホマレ（69 牡 ＊ヴイミー） １８勝，織姫賞，宇都宮記念，北関東

優駿，師走特別２着
［孫］ ミナガワビクトリー（80 牡 トウシヨウボーイ）１勝， ６勝，道営記念，種牡馬

６代母 ロングラン（52 鹿 クモハタ）５勝，クイーンＳ２着
［子］ ソロナオー（61 牡 ＊ソロナウエー） ，東京オリンピツク記念，開設記念３着

特 徴 星・珠目下・吭搦右・髪中・後二白
生産牧場 北海道浦河町上杵臼 本巣 一敏
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，２４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場
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欠　場
中山厩舎－１０号

79 ヴィクトリアルイゼの１４ ・黒鹿 ３／２９

＊キングズベスト
鹿 1997

－新種牡馬－

ヴィクトリアルイゼ
鹿 2005

Kingmambo
キングマンボ

Allegretta
アレグレッタ

＊シンボリクリスエス

＊アタラマ

Mr. Prospector
Miesque
Lombard
Anatevka
Kris S.
Tee Kay
Sadler's Wells
Regal Portrait

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Fair Vision） 9 b
Northern Dancer M 4×S 5 Special S 5×M 5

価格： 購買者：

母 ヴィクトリアルイゼ（05 鹿 ＊シンボリクリスエス）入着４回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ティアラン（11 牝 鹿 ネオユニヴァース） ４勝
ゴルジ（13 牡 青鹿 ダノンシャンティ） １勝

２代母 ＊アタラマ（99 IRE 鹿 Sadler's Wells）米・英・独２勝，ニューベリーフィリーズト
ライアルＳ ３着，モントローズフィリーズＳ ３着
ヒシポラリス（04 牡 Point Given）４勝，小名浜特別，花見山特別
アッシュール（07 牡 スペシャルウィーク）３勝

３代母 リーガルポートレイトRegal Portrait（92 IRE 鹿 ＊ロイヤルアカデミー ）英出走
キングズアイヴォリー King's Ivory（97 牡 Lake Coniston）伊１０勝，カパネレ賞 ２着，デ

ィヴィノアモーレ賞 ３着

４代母 リーガルビューティRegal Beauty（81 USA黒鹿 Princely Native）英出走
［子］ キングズシアター King's Theatre（91 牡 Sadler's Wells）愛・米・英・伊・仏５

勝，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ ，レイシングポストトロフィ ，
クレイヴァンＳ ，英ダービー ２着，愛ダービー ２着，etc.，種牡馬

＊ハイエステイト（86 牡 Shirley Heights）英６勝，ロイヤルロッジＳ ，コヴェ
ントリーＳ ，ソラリオＳ ，ヴィンテージＳ ，ウイリアムヒルクラシ
ック ３着，種牡馬

キングズロッホ King's Loch（89 牡 ＊サーモンリープ）米・英・仏３勝，ファ
ウンデイションＳ ，アスコットオータムＳ ２着

［孫］ タラーシュ Talaash（97 牡 Darshaan）英・独・仏２勝，クレルフォンテーヌ大
賞 ，種牡馬

カルパネット Carpanetto（00 牡 ＊パントレセレブル）愛・米・仏２勝，バリー
ローンＳ ２着，種牡馬

５代母 デニスベルDennis Belle（60 USA黒鹿 Crafty Admiral）米６勝
［曾孫］ ボーントゥショップ Born to Shop（84 Shelter Half）米２２勝，スポートペイ

ジＨ ３着，チーフペネケックＨ ，イクスプローラーＨ ，メリーラン
ドスプリントＨ ２着，イクスプローラーＨ ２着，etc.

特 徴 星・流星鼻梁小白・珠目正・髪中
生産牧場 北海道新冠町新和 富本 茂喜
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場
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80 ロマンダムールの１４ ・鹿 ４／２２

＊タートルボウル
鹿 2002

－新種牡馬－

ロマンダムール
鹿 2001

Dyhim Diamond
ディヒムダイアモンド

Clara Bow
クララボー

＊サンデーサイレンス

＊パルフェアムール

Night Shift
Happy Landing
Top Ville
Kamiya
Halo
Wishing Well
Link
Cattinara

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Iquem～ Albilla） 12 d
Northern Dancer S 4×M 5

価格： 購買者：

母 ロマンダムール（01 鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（１１）〕
ヘイハチキング（07 牡 鹿 ＊アフリート）１勝，合馬特別（１２００）， ９勝
スカーレットムーン（11 牝 黒鹿 ＊シンボリクリスエス） ２勝
ビービートゥルー（13 牝 栗 ＊ハービンジャー） 不出走

２代母 ＊パルフェアムール（90 URU鹿 Link）宇・亜６勝，ＣＥポトランカス ，エリセオ
ラミレス大賞 ，サトゥルニーノＪウンスエ大賞 ，ホルヘデアトゥーチャ大賞
ラヴァーズチェイス（98 牝 Peaks and Valleys）１勝，ダリア賞 ３着

リミットブレーカー（04 牡 アドマイヤコジーン）２勝，熱田特別
リスキーアフェア（02 牡 ＊エルコンドルパサー）４勝，富里特別， ２勝
ダンディーズケア（03 牡 ＊エルコンドルパサー）４勝，白河特別
カシャッサ（08 牝 フジキセキ） １勝，金の鞍賞３着

３代母 カティナーラCattinara（79 ARG鹿 Good Manners）亜３勝
ルガーナ Lugana（85 牝 Saint Sever）亜１勝

コルサルーナCorsa Luna（94 牝 Il Corsaro）亜２勝
ミスムーンライトMiss Moon Light（00 牝 Numerous）亜５勝，ヴィセンテセン
トゥリオン賞 ３着

マッドコルサリアMad Corsaria（04 牝 Mad Champ）亜６勝，フランシスコＢボ
ッシュ将軍賞 ３着

マンダリンMandarine（94 牝 Carrington）宇１勝
ムラヤチャンMuraya Chan（02 牝 Change in the Wind）宇６勝，クリテリウム大賞２着

４代母 グラパGrapa（59 ARG栗 Cardanil）不出走
［孫］ ロードバイロン Lord Byron（81 牡 Admirals Launch）宇・米１０勝，ウルグアイ

ジョッキークラブ大賞 ，ナシオナル大賞 ，グスマンヴァルガス賞
２着，ポージャデポトリジョス ３着，アリゲイターＨ ，種牡馬

マゼッパMazeppa（87 牝 Admirals Launch）宇６勝，クリテリウム大賞 ，３３
人のオリエンタレス賞 ，ウルグアイ牧場組合賞

特 徴 流星鼻梁鼻白・珠目正・右髪中・波分・浪門・初地・後二白
生産牧場 北海道新ひだか町三石美野和 前田ファーム
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，７８０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場
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81 タイキノワールの１４ ・鹿 ４／ ３

＊ストーミングホーム
黒鹿 1998

タイキノワール
青 2005

Machiavellian
マキアヴェリアン

Try to Catch Me
トライトゥキャッチミ－

＊グラスワンダー

＊タイキルビー

Mr. Prospector
Coup de Folie
Shareef Dancer
It's in the Air
Silver Hawk
Ameriflora
Rubiano

＊クロフネミステリー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Home-Made ～ Mother Goose） 2 d
Mr. Prospector S 3×S 4×M 5 Northern Dancer S 4×M 5 Hail to Reason S 5×M 5
Natalma S 5×S 5

価格： 購買者：

母 タイキノワール（05 青 ＊グラスワンダー）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ノースファイヤー（11 牝 青鹿 ＊タイキファイヤー）１勝
ユウユウタイガー（13 牡 青鹿 ＊ヴリル） 入着

２代母 ＊タイキルビー（98 USA青鹿 Rubiano）２勝
タイキラトナンジュ（12 牡 アドマイヤオーラ） １勝

３代母 ＊クロフネミステリー（90 USA黒鹿 Clever Trick）米入着，ディスタフＨ ３着，６
勝，春望Ｓ，若水賞，白樺賞 ３着，カーネーションＣ ３着

＊タイキブラック（99 牡 Rahy）２勝， １勝

４代母 サーテンシークレット Certain Secret（85 GB黒鹿 Known Fact）愛・米・英２勝，
アサシＳ
［子］ ＊タイキエニグマ（01 牡 Rubiano）７勝，根岸Ｓ ２着，師走Ｓ ，ブラジルＣ，

神無月Ｓ，サウジアラビアロイヤルＣ ３着，etc.
＊タイキパイソン（91 Saratoga Six）６勝，ガーネットＳ ，霜月Ｓ，安芸Ｓ，

しゃくなげＳ，クロッカスＳ ２着，障害１勝
［孫］ アーバンストリート（04 牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）７勝，シルクロ

ードＳ ，京洛Ｓ ，納屋橋Ｓ，淀屋橋Ｓ，三河特別，アンコールＳ ３
着，尾張Ｓ ３着

トウカイミステリー（06 牝 キングカメハメハ）６勝，北九州記念 ，札幌
日刊スポ杯，長万部特別，鈴鹿特別

ナムラビッグタイム（01 牡 サクラバクシンオー）４勝，ＮｚＴ ３着，ファ
ルコンＳ ３着，もみじＳ ，福島２歳Ｓ ，ラベンダー賞 ，etc.，

１１勝
タイキメビウス（97 牝 ＊ダンスオブライフ）４勝，アイビスサマーダッシュ

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

雲雀Ｓ，タイランドＣ
ナムラミーティア（06 牝 サクラバクシンオー）２勝，函館２歳Ｓ ２着，
ラベンダー賞

特 徴 流星・珠目上・波分長・沙流上・左後一白
生産牧場 北海道浦河町上向別 山田 昇史
購買市場 八戸市場 購買価格 ２，７００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場
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上 場 順 索 引

※太字は新種牡馬

No. 上場馬名 性 毛色（父馬名…母父馬名） 購買価格 育成場

１ ビューティコマンダの１４♂ 鹿 （＊アルデバラン …＊コマンダーインチーフ） ホームブレッド 日高

２ シャトルシャロンの１４♂ 鹿 （＊ヨハネスブルグ…＊タイキシャトル） ホームブレッド 日高

３ シルクハリウッドの１４♂ 鹿 （タニノギムレット…Kingmambo） ３，４５６，０００円 日高

４ スノーボードロマンの１４♂ 鹿 （＊バゴ…＊スウェプトオーヴァーボード） ホームブレッド 宮崎

５ フジティアスの１４ ♀ 黒鹿（＊バゴ…フジキセキ） ホームブレッド 日高

６ バクシンスクリーンの１４♀ 鹿 （＊アルデバラン …サクラバクシンオー） ホームブレッド 日高

７ オーブシュプレームの１４♀ 栗 （デュランダル…サクラバクシンオー） ３，７８０，０００円 日高

８ フローラルホームの１４♀ 鹿 （＊
サマーバード…＊ケイムホーム） ホームブレッド 宮崎

９ サニーサイドの１４ ♀ 黒鹿（ステイゴールド…＊コマンダーインチーフ） ９，７２０，０００円 宮崎

１０ プレギエーラの１４ ♀ 鹿 （＊ハービンジャー…＊サンデーサイレンス） ４，７５２，０００円 宮崎

１１ プロラタの１４ ♀ 黒鹿（ハーツクライ…＊エンパイアメーカー） １０，８００，０００円 日高

１２ ダノンスズランの１４ ♀ 鹿 （ステイゴールド…Awesome Again） １６，２００，０００円 日高

１３ フラワーパフュームの１４♂ 青 （＊シンボリクリスエス…マーベラスサンデー） １３，５００，０００円 宮崎

１４ エレガントトークの１４♂ 青鹿（マンハッタンカフェ…Machiavellian） １４，５８０，０００円 宮崎

１５ ウルトラペガサスの１４♂ 鹿 （ルーラーシップ…Fusaichi Pegasus） ８，８５６，０００円 日高

１６ ハートノイヤリングの１４♂ 栗 （＊
アイルハヴアナザー…ハーツクライ） １１，８８０，０００円 日高

１７ グレインラインの１４ ♂ 黒鹿（＊エンパイアメーカー…＊タイキシャトル） ８，６４０，０００円 日高

１８ キングズラヴの１４ ♂ 栗 （＊
サマーバード…Kingmambo） ９，７２０，０００円 日高

１９ ノーブルビューティの１４♂ 栗 （＊タイキシャトル…キングカメハメハ） ９，５０４，０００円 日高

２０ グラッドリーの１４ ♂ 栗 （＊サウスヴィグラス…アグネスタキオン） ７，５６０，０００円 日高

２１ エクボの１４ ♂ 黒鹿（トーセンホマレボシ…＊リンドシェーバー） ７，５６０，０００円 日高

２２ キャリコローズの１４ ♂ 青鹿（＊パイロ…ネオユニヴァース） ７，５６０，０００円 日高

２３ セレーサの１４ ♂ 鹿 （ステイゴールド…サクラバクシンオー） １２，９６０，０００円 日高

２４ シルクアウローラの１４♂ 黒鹿（＊ケイムホーム…＊クロフネ） １２，９６０，０００円 日高

２５ クイックレスポンスの１４♀ 黒鹿（＊エンパイアメーカー…Storm Cat） ９，２８８，０００円 日高

２６ チューベローズの１４ ♀ 鹿 （＊シニスターミニスター…＊シンボリクリスエス） ７，０２０，０００円 日高

２７ ゴートゥザノースの１４♀ 栗 （＊
サマーバード…アグネスタキオン） ３，７８０，０００円 日高

２８ プルームリジェールの１４♀ 栗 （スマートファルコン…Diesis） ３，４５６，０００円 宮崎

２９ シンコペーションの１４♀ 黒鹿（＊キャプテンスティーヴ…フジキセキ） ３，２４０，０００円 宮崎

３０ マイネミニケリーの１４♀ 鹿 （ニューイングランド…メジロライアン） ２，１６０，０００円 宮崎
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No. 上場馬名 性 毛色（父馬名…母父馬名） 購買価格 育成場

３１ テンシノキセキの１４ ♀ 鹿 （＊エンパイアメーカー…フジキセキ） ７，９９２，０００円 宮崎

３２ ビクトワールイゾレの１４♀ 鹿 （＊ヨハネスブルグ…ダンスインザダーク） ７，５６０，０００円 日高

３３ ピュアゴシップの１４ ♀ 黒鹿（＊ハードスパン…Pure Prize） ８，６４０，０００円 日高

３４ ブイアスカの１４ ♀ 黒鹿（＊パイロ…アドマイヤドン） ８，２０８，０００円 日高

３５ フェルガーナの１４ ♀ 栗 （＊
サマーバード…アグネスタキオン） ５，４００，０００円 日高

３６ アドマイヤエバートの１４♀ 芦 （＊クロフネ…ディープインパクト） １０，５８４，０００円 日高

３７ ウエスティンタイムの１４♂ 芦 （スズカマンボ…＊ブライアンズタイム） １１，０１６，０００円 日高

３８ クルミの１４ ♂ 黒鹿（＊
ストリートセンス…アドマイヤベガ） １４，０４０，０００円 日高

３９ テイエスサクランボの１４♂ 栗 （＊サウスヴィグラス…＊アフリート） ７，１２８，０００円 日高

４０ シアトルブリッジの１４♂ 鹿 （アドマイヤムーン…＊スキャン） ８，６４０，０００円 宮崎

４１ ヴァルホーリングの１４♂ 黒鹿（ジャングルポケット…Halling） ５，４００，０００円 宮崎

４２ スイートピグレットの１４♂ 芦 （＊クロフネ…＊ブライアンズタイム） １３，５００，０００円 宮崎

４３ ハニーハントの１４ ♂ 栗 （＊カジノドライヴ…＊エンドスウィープ） ６，１５６，０００円 宮崎

４４ パピュラの１４ ♂ 栗 （＊
サマーバード…＊ブライアンズタイム） ５，４００，０００円 日高

４５ スターリースカイの１４♂ 黒鹿（＊ケイムホーム…キングヘイロー） ４，８６０，０００円 日高

４６ コロナガールの１４ ♂ 黒鹿（＊バゴ…＊コロナドズクエスト） ４，８６０，０００円 日高

４７ カネマサバレリーナの１４♂ 栗 （スマートファルコン…＊アフリート） １０，８００，０００円 日高

４８ リスキーディールの１４♂ 青鹿（＊シンボリクリスエス…ネオユニヴァース） ７，１２８，０００円 日高

４９ ベラルーナの１４ ♀ 鹿 （＊エンパイアメーカー…ディープインパクト） ７，５６０，０００円 日高

５０ エブリシングの１４ ♀ 黒鹿（＊
サマーバード…マンハッタンカフェ） ５，６１６，０００円 日高

５１ オルティスローザの１４♀ 栗 （＊
アイルハヴアナザー…Fusaichi Pegasus） ６，９１２，０００円 日高

５２ ウインヴァネッサの１４♀ 鹿 （＊バゴ…アグネスタキオン） ５，４００，０００円 日高

５３ イフリータの１４ ♀ 鹿 （＊ケイムホーム…＊フレンチデピュティ） ３，２４０，０００円 日高

５４ アンプリペアードの１４♀ 栗 （カネヒキリ…More Than Ready） ３，７８０，０００円 日高

５５ タヒチアンメモリの１４♀ 栗 （フリオーソ…＊コマンダーインチーフ） ３，６７２，０００円 日高

５６ ペパーミントグラスの１４♀ 青鹿（ショウナンカンプ…＊ヘクタープロテクター） ２，７００，０００円 日高

５７ フラワーロックの１４ ♀ 鹿 （＊
キングズベスト…アッミラーレ） ８，２０８，０００円 日高

５８ セイカシリアスの１４ ♀ 黒鹿（＊パイロ…＊フォーティナイナー） ４，８６０，０００円 宮崎

５９ ジョイオブフライトの１４♀ 栗 （＊
アイルハヴアナザー…Silver Hawk） ６，４８０，０００円 宮崎

６０ ブーティーの１４ ♂ 黒鹿（タニノギムレット…フジキセキ） ５，４００，０００円 宮崎
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No. 上場馬名 性 毛色（父馬名…母父馬名） 購買価格 育成場

６１ ラブシービルの１４ ♂ 鹿 （＊
サマーバード…＊マイネルラヴ） ５，５０８，０００円 宮崎

６２ エーシンブランディの１４♂ 鹿 （ヴァーミリアン…ダンスインザダーク） ４，３２０，０００円 宮崎

６３ エイシンルンルンの１４♂ 鹿 （＊ケイムホーム…マヤノトップガン） ３，６７２，０００円 宮崎

６４ ノースフラッシュの１４♂ 黒鹿（メイショウボーラー…＊プリサイスエンド） ４，３２０，０００円 日高

６５ ダームドゥラックの１４♂ 鹿 （＊ロージズインメイ…＊シンボリクリスエス） ５，４００，０００円 日高

６６ サウンドアメニティの１４♂ 栗 （デュランダル…＊キンググローリアス） ６，４８０，０００円 日高

６７ ハンプトンコートの１４♂ 栗 （＊バゴ…ネオユニヴァース） ５，４００，０００円 日高

６８ トミケンソリッドの１４♂ 鹿 （アンライバルド…＊コマンダーインチーフ） ５，９４０，０００円 日高

６９ ハローオンザヒルの１４♀ 青鹿（ゼンノロブロイ…＊シンボリクリスエス） ４，８６０，０００円 日高

７０ タイキティアラの１４ ♀ 黒鹿（メイショウボーラー…＊エンドスウィープ） ３，２４０，０００円 日高

７１ サンセットロードの１４♀ 黒鹿（＊ロージズインメイ…キングカメハメハ） ３，７８０，０００円 日高

７２ ローズヘイローの１４ ♂ 栗 （＊プリサイスエンド…キングヘイロー） ３，７８０，０００円 日高

７３ クリスコンフリクトの１４♂ 黒鹿（＊ケイムホーム…＊シンボリクリスエス） ホームブレッド 日高

７４ クィーンマーメイドの１４♂ 栗 （＊
トビーズコーナー…キングヘイロー） ３，２４０，０００円 日高

７５ ゴッドビラブドミーの１４♂ 鹿 （デュランダル…＊ブライアンズタイム） ４，７５２，０００円 日高

７６ ミラキュラスの１４ ♀ 黒鹿（ヴァーミリアン…フジキセキ） ３，２４０，０００円 日高

７７ ナイキトライアンフの１４♀ 黒鹿（＊アルデバラン …＊ボストンハーバー） ３，２４０，０００円 日高

７８ コウヨウオラリアの１４♀ 黒鹿（＊プリサイスエンド…ステイゴールド） ３，２４０，０００円 日高

７９ ヴィクトリアルイゼの１４♀ 黒鹿（＊
キングズベスト…＊シンボリクリスエス） ５，４００，０００円 日高

８０ ロマンダムールの１４ ♀ 鹿 （＊
タートルボウル…＊サンデーサイレンス） ３，７８０，０００円 宮崎

８１ タイキノワールの１４ ♀ 鹿 （＊ストーミングホーム…＊グラスワンダー） ２，７００，０００円 宮崎
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50 音 順 索 引

※太字は新種牡馬

No. 上場馬名 性 毛色（父馬名…母父馬名） 購買価格 育成場

【ア】

３６ アドマイヤエバートの１４♀ 芦 （＊クロフネ…ディープインパクト） １０，５８４，０００円 日高

５４ アンプリペアードの１４♀ 栗 （カネヒキリ…More Than Ready） ３，７８０，０００円 日高

５３ イフリータの１４ ♀ 鹿 （＊ケイムホーム…＊フレンチデピュティ） ３，２４０，０００円 日高

４１ ヴァルホーリングの１４♂ 黒鹿（ジャングルポケット…Halling） ５，４００，０００円 宮崎

７９ ヴィクトリアルイゼの１４♀ 黒鹿（＊
キングズベスト…＊シンボリクリスエス） ５，４００，０００円 日高

５２ ウインヴァネッサの１４♀ 鹿 （＊バゴ…アグネスタキオン） ５，４００，０００円 日高

３７ ウエスティンタイムの１４♂ 芦 （スズカマンボ…＊ブライアンズタイム） １１，０１６，０００円 日高

１５ ウルトラペガサスの１４♂ 鹿 （ルーラーシップ…Fusaichi Pegasus） ８，８５６，０００円 日高

６３ エイシンルンルンの１４♂ 鹿 （＊ケイムホーム…マヤノトップガン） ３，６７２，０００円 宮崎

２１ エクボの１４ ♂ 黒鹿（トーセンホマレボシ…＊リンドシェーバー） ７，５６０，０００円 日高

５０ エブリシングの１４ ♀ 黒鹿（＊
サマーバード…マンハッタンカフェ） ５，６１６，０００円 日高

１４ エレガントトークの１４♂ 青鹿（マンハッタンカフェ…Machiavellian） １４，５８０，０００円 宮崎

６２ エーシンブランディの１４♂ 鹿 （ヴァーミリアン…ダンスインザダーク） ４，３２０，０００円 宮崎

５１ オルティスローザの１４♀ 栗 （＊
アイルハヴアナザー…Fusaichi Pegasus） ６，９１２，０００円 日高

７ オーブシュプレームの１４♀ 栗 （デュランダル…サクラバクシンオー） ３，７８０，０００円 日高
【カ】

４７ カネマサバレリーナの１４♂ 栗 （スマートファルコン…＊アフリート） １０，８００，０００円 日高

２２ キャリコローズの１４ ♂ 青鹿（＊パイロ…ネオユニヴァース） ７，５６０，０００円 日高

１８ キングズラヴの１４ ♂ 栗 （＊
サマーバード…Kingmambo） ９，７２０，０００円 日高

２５ クイックレスポンスの１４♀ 黒鹿（＊エンパイアメーカー…Storm Cat） ９，２８８，０００円 日高

７４ クィーンマーメイドの１４♂ 栗 （＊
トビーズコーナー…キングヘイロー） ３，２４０，０００円 日高

２０ グラッドリーの１４ ♂ 栗 （＊サウスヴィグラス…アグネスタキオン） ７，５６０，０００円 日高

７３ クリスコンフリクトの１４♂ 黒鹿（＊ケイムホーム…＊シンボリクリスエス） ホームブレッド 日高

３８ クルミの１４ ♂ 黒鹿（＊
ストリートセンス…アドマイヤベガ） １４，０４０，０００円 日高

１７ グレインラインの１４ ♂ 黒鹿（＊エンパイアメーカー…＊タイキシャトル） ８，６４０，０００円 日高

７８ コウヨウオラリアの１４♀ 黒鹿（＊プリサイスエンド…ステイゴールド） ３，２４０，０００円 日高

７５ ゴッドビラブドミーの１４♂ 鹿 （デュランダル…＊ブライアンズタイム） ４，７５２，０００円 日高

４６ コロナガールの１４ ♂ 黒鹿（＊バゴ…＊コロナドズクエスト） ４，８６０，０００円 日高

２７ ゴートゥザノースの１４♀ 栗 （＊
サマーバード…アグネスタキオン） ３，７８０，０００円 日高

【サ】

６６ サウンドアメニティの１４♂ 栗 （デュランダル…＊キンググローリアス） ６，４８０，０００円 日高

９ サニーサイドの１４ ♀ 黒鹿（ステイゴールド…＊コマンダーインチーフ） ９，７２０，０００円 宮崎
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※太字は新種牡馬

No. 上場馬名 性 毛色（父馬名…母父馬名） 購買価格 育成場

【サ】

７１ サンセットロードの１４♀ 黒鹿（＊ロージズインメイ…キングカメハメハ） ３，７８０，０００円 日高

４０ シアトルブリッジの１４♂ 鹿 （アドマイヤムーン…＊スキャン） ８，６４０，０００円 宮崎

２ シャトルシャロンの１４♂ 鹿 （＊ヨハネスブルグ…＊タイキシャトル） ホームブレッド 日高

５９ ジョイオブフライトの１４♀ 栗 （＊
アイルハヴアナザー…Silver Hawk） ６，４８０，０００円 宮崎

２４ シルクアウローラの１４♂ 黒鹿（＊ケイムホーム…＊クロフネ） １２，９６０，０００円 日高

３ シルクハリウッドの１４♂ 鹿 （タニノギムレット…Kingmambo） ３，４５６，０００円 日高

２９ シンコペーションの１４♀ 黒鹿（＊キャプテンスティーヴ…フジキセキ） ３，２４０，０００円 宮崎

４２ スイートピグレットの１４♂ 芦 （＊クロフネ…＊ブライアンズタイム） １３，５００，０００円 宮崎

４５ スターリースカイの１４♂ 黒鹿（＊ケイムホーム…キングヘイロー） ４，８６０，０００円 日高

４ スノーボードロマンの１４♂ 鹿 （＊バゴ…＊スウェプトオーヴァーボード） ホームブレッド 宮崎

５８ セイカシリアスの１４ ♀ 黒鹿（＊パイロ…＊フォーティナイナー） ４，８６０，０００円 宮崎

２３ セレーサの１４ ♂ 鹿 （ステイゴールド…サクラバクシンオー） １２，９６０，０００円 日高
【タ】

７０ タイキティアラの１４ ♀ 黒鹿（メイショウボーラー…＊エンドスウィープ） ３，２４０，０００円 日高

８１ タイキノワールの１４ ♀ 鹿 （＊ストーミングホーム…＊グラスワンダー） ２，７００，０００円 宮崎

１２ ダノンスズランの１４ ♀ 鹿 （ステイゴールド…Awesome Again） １６，２００，０００円 日高

５５ タヒチアンメモリの１４♀ 栗 （フリオーソ…＊コマンダーインチーフ） ３，６７２，０００円 日高

６５ ダームドゥラックの１４♂ 鹿 （＊ロージズインメイ…＊シンボリクリスエス） ５，４００，０００円 日高

２６ チューベローズの１４ ♀ 鹿 （＊シニスターミニスター…＊シンボリクリスエス） ７，０２０，０００円 日高

３９ テイエスサクランボの１４♂ 栗 （＊サウスヴィグラス…＊アフリート） ７，１２８，０００円 日高

３１ テンシノキセキの１４ ♀ 鹿 （＊エンパイアメーカー…フジキセキ） ７，９９２，０００円 宮崎

６８ トミケンソリッドの１４♂ 鹿 （アンライバルド…＊コマンダーインチーフ） ５，９４０，０００円 日高
【ナ】

７７ ナイキトライアンフの１４♀ 黒鹿（＊アルデバランⅡ…＊ボストンハーバー） ３，２４０，０００円 日高

６４ ノースフラッシュの１４♂ 黒鹿（メイショウボーラー…＊プリサイスエンド） ４，３２０，０００円 日高

１９ ノーブルビューティの１４♂ 栗 （＊タイキシャトル…キングカメハメハ） ９，５０４，０００円 日高
【ハ】

６ バクシンスクリーンの１４♀ 鹿 （＊アルデバランⅡ…サクラバクシンオー） ホームブレッド 日高

４３ ハニーハントの１４ ♂ 栗 （＊カジノドライヴ…＊エンドスウィープ） ６，１５６，０００円 宮崎

４４ パピュラの１４ ♂ 栗 （＊
サマーバード…＊ブライアンズタイム） ５，４００，０００円 日高

６９ ハローオンザヒルの１４♀ 青鹿（ゼンノロブロイ…＊シンボリクリスエス） ４，８６０，０００円 日高

６７ ハンプトンコートの１４♂ 栗 （＊バゴ…ネオユニヴァース） ５，４００，０００円 日高
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※太字は新種牡馬

No. 上場馬名 性 毛色（父馬名…母父馬名） 購買価格 育成場

【ハ】

１６ ハートノイヤリングの１４♂ 栗 （＊
アイルハヴアナザー…ハーツクライ） １１，８８０，０００円 日高

３２ ビクトワールイゾレの１４♀ 鹿 （＊ヨハネスブルグ…ダンスインザダーク） ７，５６０，０００円 日高

３３ ピュアゴシップの１４ ♀ 黒鹿（＊ハードスパン…Pure Prize） ８，６４０，０００円 日高

１ ビューティコマンダの１４♂ 鹿 （＊アルデバランⅡ…＊コマンダーインチーフ） ホームブレッド 日高

３４ ブイアスカの１４ ♀ 黒鹿（＊パイロ…アドマイヤドン） ８，２０８，０００円 日高

３５ フェルガーナの１４ ♀ 栗 （＊
サマーバード…アグネスタキオン） ５，４００，０００円 日高

５ フジティアスの１４ ♀ 黒鹿（＊バゴ…フジキセキ） ホームブレッド 日高

１３ フラワーパフュームの１４♂ 青 （＊シンボリクリスエス…マーベラスサンデー） １３，５００，０００円 宮崎

５７ フラワーロックの１４ ♀ 鹿 （＊
キングズベスト…アッミラーレ） ８，２０８，０００円 日高

２８ プルームリジェールの１４♀ 栗 （スマートファルコン…Diesis） ３，４５６，０００円 宮崎

１０ プレギエーラの１４ ♀ 鹿 （＊ハービンジャー…＊サンデーサイレンス） ４，７５２，０００円 宮崎

１１ プロラタの１４ ♀ 黒鹿（ハーツクライ…＊エンパイアメーカー） １０，８００，０００円 日高

８ フローラルホームの１４♀ 鹿 （＊
サマーバード…＊ケイムホーム） ホームブレッド 宮崎

６０ ブーティーの１４ ♂ 黒鹿（タニノギムレット…フジキセキ） ５，４００，０００円 宮崎

５６ ペパーミントグラスの１４♀ 青鹿（ショウナンカンプ…＊ヘクタープロテクター） ２，７００，０００円 日高

４９ ベラルーナの１４ ♀ 鹿 （＊エンパイアメーカー…ディープインパクト） ７，５６０，０００円 日高
【マ】

３０ マイネミニケリーの１４♀ 鹿 （ニューイングランド…メジロライアン） ２，１６０，０００円 宮崎

７６ ミラキュラスの１４ ♀ 黒鹿（ヴァーミリアン…フジキセキ） ３，２４０，０００円 日高
【ラ】

６１ ラブシービルの１４ ♂ 鹿 （＊
サマーバード…＊マイネルラヴ） ５，５０８，０００円 宮崎

４８ リスキーディールの１４♂ 青鹿（＊シンボリクリスエス…ネオユニヴァース） ７，１２８，０００円 日高

８０ ロマンダムールの１４ ♀ 鹿 （＊
タートルボウル…＊サンデーサイレンス） ３，７８０，０００円 宮崎

７２ ローズヘイローの１４ ♂ 栗 （＊プリサイスエンド…キングヘイロー） ３，７８０，０００円 日高
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父 馬 別 索 引

※太字は新種牡馬

父 馬 名 育成場 No. 性 生月日 上 場 馬 名 母 父 馬 名
＊アイルハヴアナザー 日高 １６ ♂ 4/27 ハートノイヤリングの１４ ハーツクライ

日高 ５１ ♀ 3/22 オルティスローザの１４ Fusaichi Pegasus

宮崎 ５９ ♀ 3/17 ジョイオブフライトの１４ Silver Hawk

アドマイヤムーン…… 宮崎 ４０ ♂ 4/11 シアトルブリッジの１４ ＊スキャン
＊アルデバラン …… 日高 １ ♂ 4/10 ビューティコマンダの１４ ＊コマンダーインチーフ

日高 ６ ♀ 4/13 バクシンスクリーンの１４ サクラバクシンオー

日高 ７７ ♀ 3/28 ナイキトライアンフの１４ ＊ボストンハーバー

アンライバルド……… 日高 ６８ ♂ 4/16 トミケンソリッドの１４ ＊コマンダーインチーフ

ヴァーミリアン……… 宮崎 ６２ ♂ 2/14 エーシンブランディの１４ ダンスインザダーク

日高 ７６ ♀ 1/27 ミラキュラスの１４ フジキセキ
＊エンパイアメーカー 日高 １７ ♂ 3/8 グレインラインの１４ ＊タイキシャトル

日高 ２５ ♀ 4/29 クイックレスポンスの１４ Storm Cat

宮崎 ３１ ♀ 2/18 テンシノキセキの１４ フジキセキ

日高 ４９ ♀ 3/7 ベラルーナの１４ ディープインパクト

＊カジノドライヴ …… 宮崎 ４３ ♂ 1/20 ハニーハントの１４ ＊エンドスウィープ

カネヒキリ…………… 日高 ５４ ♀ 5/3 アンプリペアードの１４ More Than Ready
＊キャプテンスティーヴ 宮崎 ２９ ♀ 3/26 シンコペーションの１４ フジキセキ
＊キングズベスト …… 日高 ５７ ♀ 5/6 フラワーロックの１４ アッミラーレ

日高 ７９ ♀ 3/29 ヴィクトリアルイゼの１４ ＊シンボリクリスエス
＊クロフネ …………… 日高 ３６ ♀ 3/25 アドマイヤエバートの１４ ディープインパクト

宮崎 ４２ ♂ 3/16 スイートピグレットの１４ ＊ブライアンズタイム
＊ケイムホーム ……… 日高 ２４ ♂ 4/17 シルクアウローラの１４ ＊クロフネ

日高 ４５ ♂ 4/3 スターリースカイの１４ キングヘイロー

日高 ５３ ♀ 3/30 イフリータの１４ ＊フレンチデピュティ

宮崎 ６３ ♂ 2/25 エイシンルンルンの１４ マヤノトップガン

日高 ７３ ♂ 3/30 クリスコンフリクトの１４ ＊シンボリクリスエス

＊サウスヴィグラス … 日高 ２０ ♂ 3/29 グラッドリーの１４ アグネスタキオン

日高 ３９ ♂ 3/15 テイエスサクランボの１４ ＊アフリート
＊サマーバード ……… 宮崎 ８ ♀ 5/7 フローラルホームの１４ ＊ケイムホーム

日高 １８ ♂ 5/19 キングズラヴの１４ Kingmambo

日高 ２７ ♀ 4/30 ゴートゥザノースの１４ アグネスタキオン
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※太字は新種牡馬

父 馬 名 育成場 No. 性 生月日 上 場 馬 名 母 父 馬 名
＊サマーバード ……… 日高 ３５ ♀ 4/27 フェルガーナの１４ アグネスタキオン

日高 ４４ ♂ 4/19 パピュラの１４ ＊ブライアンズタイム

日高 ５０ ♀ 4/6 エブリシングの１４ マンハッタンカフェ

宮崎 ６１ ♂ 3/21 ラブシービルの１４ ＊マイネルラヴ
＊シニスターミニスター 日高 ２６ ♀ 2/26 チューベローズの１４ ＊シンボリクリスエス

ジャングルポケット… 宮崎 ４１ ♂ 5/2 ヴァルホーリングの１４ Halling

ショウナンカンプ…… 日高 ５６ ♀ 2/6 ペパーミントグラスの１４ ＊ヘクタープロテクター
＊シンボリクリスエス 宮崎 １３ ♂ 2/24 フラワーパフュームの１４ マーベラスサンデー

日高 ４８ ♂ 5/7 リスキーディールの１４ ネオユニヴァース

スズカマンボ………… 日高 ３７ ♂ 3/7 ウエスティンタイムの１４ ＊ブライアンズタイム

ステイゴールド……… 宮崎 ９ ♀ 2/25 サニーサイドの１４ ＊コマンダーインチーフ

日高 １２ ♀ 2/16 ダノンスズランの１４ Awesome Again

日高 ２３ ♂ 5/12 セレーサの１４ サクラバクシンオー
＊ストリートセンス … 日高 ３８ ♂ 5/16 クルミの１４ アドマイヤベガ
＊ストーミングホーム 宮崎 ８１ ♀ 4/3 タイキノワールの１４ ＊グラスワンダー

スマートファルコン… 宮崎 ２８ ♀ 2/24 プルームリジェールの１４ Diesis

日高 ４７ ♂ 4/16 カネマサバレリーナの１４ ＊アフリート

ゼンノロブロイ……… 日高 ６９ ♀ 2/15 ハローオンザヒルの１４ ＊シンボリクリスエス

＊タイキシャトル …… 日高 １９ ♂ 3/9 ノーブルビューティの１４ キングカメハメハ

タニノギムレット…… 日高 ３ ♂ 2/7 シルクハリウッドの１４ Kingmambo

宮崎 ６０ ♂ 4/16 ブーティーの１４ フジキセキ
＊タートルボウル …… 宮崎 ８０ ♀ 4/22 ロマンダムールの１４ ＊サンデーサイレンス

デュランダル………… 日高 ７ ♀ 4/19 オーブシュプレームの１４ サクラバクシンオー

日高 ６６ ♂ 3/31 サウンドアメニティの１４ ＊キンググローリアス

日高 ７５ ♂ 4/7 ゴッドビラブドミーの１４ ＊ブライアンズタイム
＊トビーズコーナー … 日高 ７４ ♂ 3/3 クィーンマーメイドの１４ キングヘイロー

トーセンホマレボシ… 日高 ２１ ♂ 4/12 エクボの１４ ＊リンドシェーバー

ニューイングランド… 宮崎 ３０ ♀ 3/29 マイネミニケリーの１４ メジロライアン

＊パイロ ……………… 日高 ２２ ♂ 3/11 キャリコローズの１４ ネオユニヴァース

日高 ３４ ♀ 4/13 ブイアスカの１４ アドマイヤドン
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父 馬 名 育成場 No. 性 生月日 上 場 馬 名 母 父 馬 名
＊パイロ ……………… 宮崎 ５８ ♀ 4/30 セイカシリアスの１４ ＊フォーティナイナー
＊バゴ ………………… 宮崎 ４ ♂ 4/17 スノーボードロマンの１４ ＊スウェプトオーヴァーボード

日高 ５ ♀ 4/16 フジティアスの１４ フジキセキ

日高 ４６ ♂ 1/28 コロナガールの１４ ＊コロナドズクエスト

日高 ５２ ♀ 2/23 ウインヴァネッサの１４ アグネスタキオン

日高 ６７ ♂ 3/24 ハンプトンコートの１４ ネオユニヴァース

ハーツクライ………… 日高 １１ ♀ 3/8 プロラタの１４ ＊エンパイアメーカー
＊ハードスパン ……… 日高 ３３ ♀ 3/22 ピュアゴシップの１４ Pure Prize
＊ハービンジャー …… 宮崎 １０ ♀ 5/7 プレギエーラの１４ ＊サンデーサイレンス

フリオーソ…………… 日高 ５５ ♀ 4/17 タヒチアンメモリの１４ ＊コマンダーインチーフ
＊プリサイスエンド … 日高 ７２ ♂ 2/28 ローズヘイローの１４ キングヘイロー

日高 ７８ ♀ 4/27 コウヨウオラリアの１４ ステイゴールド

マンハッタンカフェ… 宮崎 １４ ♂ 4/25 エレガントトークの１４ Machiavellian

メイショウボーラー… 日高 ６４ ♂ 3/21 ノースフラッシュの１４ ＊プリサイスエンド

日高 ７０ ♀ 3/12 タイキティアラの１４ ＊エンドスウィープ

＊ヨハネスブルグ …… 日高 ２ ♂ 4/11 シャトルシャロンの１４ ＊タイキシャトル

日高 ３２ ♀ 3/3 ビクトワールイゾレの１４ ダンスインザダーク

ルーラーシップ……… 日高 １５ ♂ 4/9 ウルトラペガサスの１４ Fusaichi Pegasus
＊ロージズインメイ … 日高 ６５ ♂ 4/19 ダームドゥラックの１４ ＊シンボリクリスエス

日高 ７１ ♀ 2/26 サンセットロードの１４ キングカメハメハ
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＊アイルハヴアナザー［新種牡馬］
I'll Have Another
栗 ２００９

Flower Alley
Arch's Gal Edith

Arch
Force Five Gal

ＵＳＡ，米３歳牡馬チャンピオン，米５勝，ケンタッキーダービー （１０Ｆ），プリークネ
スＳ （９．５Ｆ），サンタアニタダービー （９Ｆ）。初産駒は２歳。父はトラヴァー
ズＳ 等５勝，＊ライラックスアンドレース（アシュランドＳ ），ルークスアリー（ガル
フストリームパークターフＳ ）を出す。

アドマイヤムーン
Admire Moon
鹿 ２００３

＊エンドスウィープ
マイケイティーズ

＊サンデーサイレンス
＊ケイティーズファースト

年度代表馬，首１勝，９勝，ジャパンＣ （２４００ｍ），ドバイＤフリー （１７７７ｍ）。主な
産駒 ハクサンムーン（セントウルＳ ，スプリンターズＳ ２着），レオアクティ
ブ（京王杯２歳Ｓ ，京成杯ＡＨ ），アルキメデス（朝日ＣｈＣ ），ファインチ
ョイス（函館２歳Ｓ ）。１５－中央２�。

＊アルデバラン
Aldebaran
鹿 １９９８

Mr. Prospector
Chimes of Freedom

Private Account
Aviance

ＵＳＡ，米Ｃｈ．スプリンター，英米８勝，メトロポリタンＨ （８Ｆ）。主な産駒 メ
インシークエンス（ＢＣターフ ，英ダービー ２着），ダンスディレクター（シルクロ
ードＳ ，阪神Ｃ ２着），＊ダノンゴーゴー（ファルコンＳ ，ＮＨＫＭＣ
３着），トーセンラーク（兵庫ジュニアＧＰ ３着，アルテミスＳ ３着）。

アンライバルド
Unrivaled
鹿 ２００６

ネオユニヴァース
＊バレークイーン

Sadler's Wells
Sun Princess

４勝，皐月賞 （２０００ｍ），スプリングＳ （１８００ｍ）。初産駒は３歳。主な産駒
トウショウドラフタ（クロッカスＳ ，からまつ賞），キサナドゥー（兵庫若駒賞３着），
アドナルシー（京都・新馬）。父は日本ダービー 勝馬，ロジユニヴァース（日本ダービ
ー ），ヴィクトワールピサを出す。１５－中央Ｆ�。

ヴァーミリアン
Vermilion
黒鹿 ２００２

＊エルコンドルパサー
スカーレットレディ

＊サンデーサイレンス
スカーレットローズ

最優秀ダートホース，５勝，地１０勝，フェブラリーＳ （Ｄ１６００ｍ），ＪＣダート
（Ｄ２１００ｍ）。初産駒は４歳。主な産駒 ノットフォーマル（フェアリーＳ ，桜花賞

５着），イッセイイチダイ（佐賀・九州ジュニアＣｈ），ダイリンザン（佐賀・カペラ
賞），ラインシュナイダー（大須特別）。１５－地方２�。

＊エンパイアメーカー
Empire Maker
黒鹿 ２０００

Unbridled
Toussaud

El Gran Senor
Image of Reality

ＵＳＡ，米４勝，ベルモントＳ （１２Ｆ）。主な産駒 ロイヤルデルタ（ＢＣＬクラシッ
ク ２回），パイオニアオヴザナイル（サンタアニタダービー ），フェデラリスト（中山
記念 ），スーサンジョイ（大和Ｓ ，オータムリーフＳ ），ワンダーアツレッタ（若
葉Ｓ ２着），ナムラアン（白百合Ｓ ２着）。

種 牡 馬 解 説
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＊カジノドライヴ
Casino Drive
栗 ２００５

Mineshaft
Better Than Honour

Deputy Minister
Blush With Pride

ＵＳＡ，米２勝，２勝，ピーターパンＳ （９Ｆ），フェブラリーＳ ２着。初産駒３歳。
主な産駒 コウエイテンマ（フェニックス賞 ），ストレートアップ（門別・ブリーダー
ズＧジュニアＣ），サーラジャー（サッポロクラシックＣ３着），プレスティージオ（ヤマ
ボウシ賞）。父は米年代表馬。１５－中央Ｆ�，地方２�，地方Ｆ�。

カネヒキリ
Kane Hekili
栗 ２００２

フジキセキ
＊ライフアウトゼア

Deputy Minister
Silver Valley

最優秀Ｄホース２回，７勝，地５勝，ＪＣダート （１８００ｍ），フェブラリーＳ （Ｄ１６０
０ｍ）。初産駒４歳。主な産駒 アルタイル（ユニコーンＳ ３着），トロヴァオ（大
井・ハイセイコー記念），コールサインゼロ（門別・サッポロＣＣ），ノースノース（浦和
ニューイヤーＣ２着），キングノヨアケ（北山Ｓ）。１５－地方２�。

＊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）。

＊キングズベスト［新種牡馬］
King's Best
鹿 １９９７

Kingmambo
Allegretta

Lombard
Anatevka

ＵＳＡ，英３勝，英２０００ギニー （８Ｆ）。愛仏で１２年供用，本邦初産駒は２歳。主な産
駒 エイシンフラッシュ（日本ダービー ，天皇賞・秋 ），＊ワークフォース（英ダ
ービー ，凱旋門賞 ），プロクラメイション（サセックスＳ ），サージハー（ドバイデ
ューティフリー ），＊コスモメドウ（ダイヤモンドＳ ）。

＊クロフネ
Kurofune
芦 １９９８

＊フレンチデピュティ
＊ブルーアヴェニュー

Classic Go Go
Eliza Blue

ＵＳＡ，６勝，ＮＨＫマイルＣ （１６００ｍ）。主な産駒 カレンチャン（スプリンターズ
Ｓ ），クラリティスカイ（ＮＨＫマイルＣ ），スリープレスナイト（スプリンター
ズＳ ），フサイチリシャール（朝日杯ＦＳ ），ホエールキャプチャ（ヴィクトリアマ
イル ），ホワイトフーガ（ ）。１５－中央�，地方�。

＊ケイムホーム
Came Home
黒鹿 １９９９

Gone West
Nice Assay

Clever Trick
＊インフルヴユー

ＵＳＡ，米９勝，パシフィッククラシック （１０Ｆ）。主な産駒 サウンドリアーナ（フ
ァンタジーＳ ），タガノトネール（サマーＣｈ ，南部杯 ２着），カチュー
シャ（Ｌプレリュード ３着），ケイアイライジン（プリンシパルＳ ），ルチャドル
アスール（鞍馬Ｓ ２着），サクラエール（ファイナルＳ ２着）。
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＊サウスヴィグラス
South Vigorous
栗 １９９６

＊エンドスウィープ
＊ダーケストスター

Star de Naskra
Minnie Riperton

ＵＳＡ，１０勝，地６勝，ＪＢＣスプリント （大井・Ｄ１１９０ｍ）。主な産駒 ラブミーチ
ャン（全日本２歳優駿 ，東京盃 ），コーリンベリー（ＪＢＣスプリント
），タイニーダンサー（北海道２歳優駿 ），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。１５－地方�，地方２�。

＊サマーバード［新種牡馬］
Summer Bird
栗 ２００６

Birdstone
Hong Kong Squall

Summer Squall
Hong Kong Jade

ＵＳＡ，米３歳牡馬チャンピオン，米４勝，ベルモントＳ （１２Ｆ），トラヴァーズＳ
（１０Ｆ）。本邦初産駒は２歳。主な産駒 バードアトザワイアー（ラブレアＳ ，ガルフ
ストリームオークス ，フォワードギャルＳ ），ダネッサデラックス（ガルフストリー
ムオークス ３着），フェノメナルフィーニクス（米 ３着）。

＊シニスターミニスター
Sinister Minister
鹿 ２００３

Old Trieste
Sweet Minister

The Prime Minister
Sweet Blue

ＵＳＡ，米２勝，ブルーグラスＳ （９Ｆ）。主な産駒 インカンテーション（みやこＳ
，平安Ｓ ，レパードＳ ，フェブラリーＳ ２着），ダブルスター（アルデバ

ランＳ ，南部杯 ４着），ロックハンドパワー（盛岡・若駒賞），グランヴァン（門
別・エトワール賞），ハイジャ（笠松・ゴールドジュニア）。

ジャングルポケット
Jungle Pocket
鹿 １９９８

＊トニービン
＊ダンスチャーマー

Nureyev
Skillful Joy

年度代表馬，最優秀３歳牡馬，５勝，日本ダービー （２４００ｍ），ジャパンＣ （２４００ｍ）。
主な産駒 オウケンブルースリ（菊花賞 ），トールポピー（オークス ），トー
センジョーダン（天皇賞・秋 ），ジャガーメイル（天皇賞・春 ），アヴェンチュラ
（秋華賞 ），クィーンスプマンテ。１５－中央２�。

ショウナンカンプ
Shonan Kampf
鹿 １９９８

サクラバクシンオー
ショウナングレイス

＊ラツキーソブリン
ヤセイコーソ

８勝，高松宮記念 （１２００ｍ），スワンＳ （１４００ｍ）。主な産駒 ショウナンアチーヴ（Ｎ
Ｚトロフィ ，朝日杯ＦＳ ２着），ショウナンワダチ（ＮＺトロフィ ２着），シ
ョウナンカザン（淀短距離Ｓ ，シルクロードＳ ２着），ショウナンカッサイ（きき
ょうＳ ），モトヒメ（福島２歳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，天皇賞・秋 （２０００ｍ）２回。主な産駒 エピファネイ
ア（ジャパンＣ ，菊花賞 ，日本ダービー ２着），ストロングリターン（安田記
念 ），アルフレード（朝日杯ＦＳ ），サクセスブロッケン（フェブラリーＳ ），
サンカルロ（阪神Ｃ ２回），アリゼオ。
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スズカマンボ
Suzuka Mambo
鹿 ２００１

＊サンデーサイレンス
＊スプリングマンボ

Kingmambo
＊キーフライヤー

４勝，天皇賞・春 （３２００ｍ）。主な産駒 メイショウマンボ（オークス ，Ｅ女王杯
，秋華賞 ），サンビスタ（チャンピオンズＣ ，ＪＢＣＬクラシック ），

ユーロビート（マーキュリーＣ ），ミナレット（ヴィクトリアマイル ３着），イ
ッシンドウタイ（マーチＳ ２着），ピッチシフター。１５－地方	。

ステイゴールド
Stay Gold
黒鹿 １９９４

＊サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ

＊デイクタス
ダイナサツシユ

港首２勝，５勝，香港ヴァーズ （２４００ｍ）。主な産駒 オルフェーヴル（三冠，有馬記念
２回），ゴールドシップ（皐月賞 ，宝塚記念 ２回），ドリームジャーニー（有

馬記念 ，朝日杯ＦＳ ），フェノーメノ（天皇賞・春 ２回），ナカヤマフェスタ
（宝塚記念 ），レッドリヴェール。１５－中央�，中央２�。

＊ストリートセンス［新種牡馬］
Street Sense
鹿 ２００４

Street Cry
Bedazzle

Dixieland Band
Majestic Legend

ＵＳＡ，米２牡チャンピオン，米６勝，ケンタッキーダービー （１０Ｆ），トラヴァーズＳ
（１０Ｆ），ＢＣジュヴェナイル （８．５Ｆ）。本邦初産駒２歳。主な産駒 スイート
リーズン（テストＳ ），ハロードクラウン（豪ＧローズＳ ），ウェディングトースト
（ＯフィップスＳ ），フリートストリート（エルムＳ ）。

＊ストーミングホーム
Storming Home
黒鹿 １９９８

Machiavellian
Try to Catch Me

Shareef Dancer
It's in the Air

ＧＢ，英米８勝，英チャンピオンＳ （１０Ｆ），ＣホイッティンガムＨ （芝１０Ｆ）。主な
産駒 ライオンテイマー（ＶＲＣダービー ），ジャッカルベリー（ミラノ大賞 ），ティ
ーハーフ（函館スプリントＳ ，函館２歳Ｓ ３着），サドンストーム（京王杯２歳
Ｓ ２着），ストーミングスター（ＮＺトロフィ ３着）。

スマートファルコン［新種牡馬］
Smart Falcon
栗 ２００５

ゴールドアリュール
ケイシュウハーブ

＊ミシシツピアン
キヨウエイシラユキ

Ｄグレード特別賞２回，４勝，地１９勝，東京大賞典 （大井・Ｄ２０００ｍ），東京大賞典
（大井・Ｄ２０００ｍ），帝王賞 （大井・Ｄ２０００ｍ），ＪＢＣクラシック ２回。

初産駒は２歳。父は最優秀ダートホース，フェブラリーＳ 勝馬，エスポワールシチー
（ＪＣダート ）を出す。半兄ワールドクリーク（東京大賞典 ）。

ゼンノロブロイ
Zenno Rob Roy
黒鹿 ２０００

＊サンデーサイレンス
＊ローミンレイチェル

＊マイニング
One Smart Lady

年度代表馬，７勝，ジャパンＣ （２４００ｍ），天皇賞・秋 （２０００ｍ）。主な産駒 サンテ
ミリオン（オークス ），マグニフィカ（ＪＤダービー ），リアファル（神戸新聞
杯 ，菊花賞 ３着），ペルーサ（青葉賞 ），トレイルブレイザー（京都記念 ），
ルルーシュ（Ａｒ共和国杯 ）。１５－中央�。
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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 ），レ
ッドスパーダ（京王杯スプリングＣ ），フレンチカクタス。

タニノギムレット
Tanino Gimlet
鹿 １９９９

＊ブライアンズタイム
タニノクリスタル

＊クリスタルパレス
＊タニノシーバード

５勝，日本ダービー （２４００ｍ）。主な産駒 ウオッカ（ジャパンＣ ，日本ダービー
，天皇賞・秋 ，安田記念 ２回），スマイルジャック（スプリングＳ ，

日本ダービー ２着），ハギノハイブリッド（京都新聞杯 ），クレスコグランド
（京都新聞杯 ），ミッドサマーフェア（フローラＳ ），ヒラボクロイヤル。

＊タートルボウル［新種牡馬］
Turtle Bowl
鹿 ２００２

Dyhim Diamond
Clara Bow

Top Ville
Kamiya

ＩＲＥ，仏７勝，ジャンプラ賞 （１６００ｍ），ジョンシェール賞 （１６００ｍ），イスパーン賞
２着，ＱアンＳ ３着，ジャックルマロワ賞 ３着。仏で５年供用，本邦初産駒は２
歳。主な産駒 ルカヤン（仏２０００ギニー ），フレンチフィフティーン（クリテリヨムア
ンテルナシヨナル ，英２０００ギニー ２着）。

デュランダル
Durandal
栗 １９９９

＊サンデーサイレンス
サワヤカプリンセス

＊ノーザンテースト
＊スコツチプリンセス

最優秀スプリンター２回，８勝，マイルＣｈＳ ２回（１６００ｍ），スプリンターズＳ （１２
００ｍ）。主な産駒 エリンコート（オークス ），フラガラッハ（中京記念 ２回），
プレイアンドリアル（京成杯 ），スイートサルサ（福島牝馬Ｓ ），ジュエルオブナ
イル（小倉２歳Ｓ ），カリバーン。

＊トビーズコーナー［新種牡馬］
Toby's Corner
栗 ２００８

Bellamy Road
Brandon's Ride

Mister Frisky
Mrs. Bumble

ＵＳＡ，米５勝，ウッドモメリアルＳ （９Ｆ），フィリップＨアイズリンＳ ２着，ニュ
ーオーリンズＨ ３着，ジェネラルジョージＨ ３着。初産駒は２歳。父はウッドメ
モリアルＳ 等４勝，ポジションリミット（アディロンダックＳ ），＊ヴィクトリアズ
ワイルドキャット（エイトベルズＳ ）を出す。

トーセンホマレボシ［新種牡馬］
Tosen Homareboshi
鹿 ２００９

ディープインパクト
エヴリウィスパー

＊ノーザンテースト
＊クラフテイワイフ

３勝，京都新聞杯 （２２００ｍ），大寒桜賞（２２００ｍ），日本ダービー ３着。初産駒は
２歳。父は年度代表馬２回，三冠馬，チャンピオンサイアー，キズナ，ディープブリラン
テ（以上日本ダービー ），ジェンティルドンナ（ジャパンＣ ２回），スピルバーグ
（天皇賞・秋 ）を出す。半兄トーセンジョーダン（天皇賞・秋 ）。
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ニューイングランド
New England
栗 １９９７

＊サンデーサイレンス
＊クラウンフォレスト

Chief's Crown
＊プレイメイト

４勝，ＳＴＶ杯（２０００ｍ）。主な産駒 ネコパンチ（日経賞 ），レオマイスター（ラジ
オＮＩＫＫＥＩ賞 ），イケドラゴン（目黒記念 ２着），テイエムタイホー（京都
金杯 ２着），フローライゼ（新潟２歳Ｓ ２着），レッドスパークル（京成杯
３着），トネノキング（ＪＤダービー ５着），クラマテング。

＊パイロ
Pyro
黒鹿 ２００５

Pulpit
Wild Vision

Wild Again
Carol's Wonder

ＵＳＡ，米５勝，フォアゴーＳ （７Ｆ）。主な産駒 ビービーバーレル（フェアリーＳ
），シゲルカガ（北海道スプリントＣ ），パーティメーカー（盛岡・ジュニアＧ

Ｐ），シャークファング（浦和・桜花賞），ブラックヘブン（大井・ハイセイコー記念），ミ
スアバンセ（川崎・戸塚記念），ポッドガイ。１５－地方�，地方２�。

＊バゴ
Bago
黒鹿 ２００１

Nashwan
Moonlight's Box

Nureyev
Coup de Genie

ＦＲ，全欧２・３歳チャンピオン，仏８勝，凱旋門賞 （２４００ｍ）。主な産駒 ビッグウ
ィーク（菊花賞 ），オウケンサクラ（フラワーＣ ，桜花賞 ２着），クリスマス
（函館２歳Ｓ ），タガノアザガル（ファルコンＳ ），アクティビューティ（クイー
ン賞 ），トロワボヌール（スパーキングＬＣ ），ブラックバゴ。

ハーツクライ
Heart's Cry
鹿 ２００１

＊サンデーサイレンス
アイリッシュダンス

＊トニービン
＊ビユーパーダンス

最優秀４歳以上牡馬，首１勝，４勝，有馬記念 （２５００ｍ）。主な産駒 ワンアンドオン
リー（日本ダービー ），ヌーヴォレコルト（オークス ），ジャスタウェイ（天皇賞
・秋 ，安田記念 ，ドバイデューティフリー ），アドマイヤラクティ（コーフィ
ールドＣ ），ウインバリアシオン。１５－中央�，中央２	。

＊ハードスパン
Hard Spun
鹿 ２００４

Danzig
Turkish Tryst

Turkoman
Darbyvail

ＵＳＡ，米７勝，キングズビショップＳ （７Ｆ），ＫＹＣクラシック （Ａ９Ｆ），ケンタ
ッキーダービー ２着，ＢＣクラシック ２着。本邦初産駒１歳。主な産駒 クエス
ティング（アラバマＳ ），スムーズローラー（オーサムアゲインＳ ），ハーデストコア
（アーリントンミリオン ），サマリーズ（全日本２歳優駿 ）。

＊ハービンジャー
Harbinger
鹿 ２００６

Dansili
Penang Pearl

Bering
Guapa

ＧＢ，ワールドチャンピオン，英６勝，‘キングジョージ’ （１２Ｆ），ハードウィックＳ
（１２Ｆ）。初産駒は４歳。主な産駒 ベルーフ（京成杯 ），プロフェット（京成杯
），ドレッドノータス（京都２歳Ｓ ），トーセンバジル（神戸新聞杯 ３着），ロー
ドフェリーチェ（シンザン記念 ２着），ロカ。１５－中央２�。
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フリオーソ［新種牡馬］
Furioso
栗 ２００４

＊ブライアンズタイム
＊ファーザ

Mr. Prospector
Baya

ＮＡＲ年度代表馬４回，地１１勝，帝王賞 （大井・Ｄ２０００ｍ）２回，全日本２歳優駿
（川崎・Ｄ１６００ｍ），ジャパンＤダービー （大井・Ｄ２０００ｍ），かしわ記念
（船橋・Ｄ１６００ｍ），フェブラリーＳ ２着。初産駒は２歳。父はナリタブライ

アン（三冠馬）を出す。祖母はグロット賞 勝馬，仏オークス ２着。

＊プリサイスエンド
Precise End
黒鹿 １９９７

＊エンドスウィープ
Precisely

Summing
Crisp 'n Clear

ＵＳＡ，米４勝，ベイショアＳ （７Ｆ）。主な産駒 グロリアスノア（根岸Ｓ ，ＪＣ
ダート ２着），シェアースマイル（エーデルワイス賞 ），セレスロンディー（シ
ンザン記念 ３着），＊セイウンビバーチェ（札幌２歳Ｓ ３着），プラチナティアラ
（函館２歳Ｓ ２着），ショウリダバンザイ。

マンハッタンカフェ
Manhattan Cafe
青鹿 １９９８

＊サンデーサイレンス
＊サトルチェンジ

Law Society
Santa Luciana

最優秀古牡馬，６勝，菊花賞 （３０００ｍ），有馬記念 （２５００ｍ）。主な産駒 ヒルノダム
ール（天皇賞・春 ），レッドディザイア（秋華賞 ），ジョーカプチーノ（ＮＨＫマ
イルＣ ），グレープブランデー（フェブラリーＳ ），クイーンズリング（フィリー
ズレビュー ），ルージュバック。１５－中央�，中央２�。

メイショウボーラー
Meisho Bowler
黒鹿 ２００１

＊タイキシャトル
＊ナイスレイズ

Storm Cat
Nice Tradition

７勝，フェブラリーＳ （Ｄ１６００ｍ），デイリー杯２歳Ｓ （１６００ｍ）。主な産駒 ニシケ
ンモノノフ（兵庫ジュニアＧＰ ，ポラリスＳ ），エキマエ（兵庫ＣｈＳ ，ヒ
ヤシンスＳ ），モグモグパクパク（クリスマスローズＳ ），メイショウパワーズ（端午
Ｓ ），ウルトラキング（佐賀皐月賞），シムーン。

＊ヨハネスブルグ
Johannesburg
鹿 １９９９

＊ヘネシー
Myth

＊オジジアン
Yarn

ＵＳＡ，欧米２歳Ｃｈ．，英愛仏米７勝，ＢＣジュヴェナイル （８．５Ｆ）。主な産駒
スキャットダディ（米 ），ホウライアキコ（デイリー杯２歳Ｓ ），フクノドリーム

（エーデルワイス賞 ），タガノブルグ（ＮＨＫマイルＣ ２着），トウショウピス
ト（函館２歳Ｓ ３着），ネロ（ラピスラズリＳ ，京洛Ｓ ）。

ルーラーシップ［新種牡馬］
Rulership
鹿 ２００７

キングカメハメハ
エアグルーヴ

＊トニービン
ダイナカール

港１勝，７勝，ＱＥ二世Ｃ （２０００ｍ），金鯱賞 （２０００ｍ），ＡＪＣＣ （２２００ｍ），宝
塚記念 ２着，天皇賞・秋 ３着，ジャパンＣ ３着。初産駒は２歳。父は最優
秀３歳牡馬，日本ダービー 勝馬，チャンピオンサイアー，ドゥラメンテ（日本ダービー
，本馬の甥），ロードカナロアを出す。母は年度代表馬。
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＊ロージズインメイ
Roses in May
青鹿 ２０００

Devil His Due
Tell a Secret

Speak John
Secret Retreat

ＵＳＡ，米首８勝，ドバイワールドＣ （２０００ｍ）。主な産駒 ドリームバレンチノ（Ｊ
ＢＣスプリント ，シルクロードＳ ），コスモオオゾラ（弥生賞 ），サミット
ストーン（浦和記念 ），マイネルバイカ（白山大賞典 ），ジェネラルグラント
（全日本２歳優駿 ２着）。１５－地方�，地方２�。
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「特約なし」

「基本契約」：
不受胎時種付料返還特約、流死産時
　又は産駒死亡時（生後30日以内）
　種付料返還特約付き

「基本契約」：
不受胎時種付料返還特約、
　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28年4月30日 または第1回種付日のいずれか遅い日まで。
種付料の返還はいたしません。

平成28年8月31日現在で受胎確認後、同年9月15日まで。
不受胎の場合は支払い義務はございません。

平成28年4月30日 または第1回種付日のいずれか遅い日まで。
同年8月31日現在不受胎の場合は種付料を返還します。
また同年の9月1日以降に流産、死産又はその種付による産駒が生
後30日以内に死亡した場合フリーリターン特約が付帯されます。

平成28年4月30日 または第1回種付日のいずれか遅い日まで。
同年8月31日現在不受胎の場合、また同年9月1日以降に流産、
死産又はその種付による産駒が生後30日以内に死亡した場合は
種付料を返還します。

ケープブランコ

ヨハネスブルグ

　　 エスケンデレヤ

バ  ゴ

ケイムホーム

アルデバラン

カリズマティック

イシノサンデー

栗

鹿

栗

黒鹿

黒鹿

鹿

栗

栗

2007
9歳

1999
17歳

2007
9歳

2001
15歳

1999
17歳

1998
18歳

1996
20歳

1993
23歳

ガリレオ
ローレルディライト

ヘネシー（USA）
ミス

ジャイアンツコーズウェイ
アルデバランライト

ナシュワン
ムーンライツボックス

ゴーンウエスト
ナイスアッセイ

ミスタープロスペクター
チャイムズオブフリーダム

サマースコール
バリベイブ

サンデーサイレンス（USA）
ジェフォリー（USA）

愛ダービー GⅠ
愛チャンピオンS GⅠ

BCジュヴェナイル GⅠ
ミドルパークＳ GⅠ

ウッドメモリアルS GⅠ
ファウンテンオブユースS GⅡ

凱旋門賞 GⅠ
パリ大賞典 GⅠ

パシフィッククラシック GⅠ
サンタアニタダービー GⅠ

メトロポリタンＨ GⅠ
フォアゴーＨ GⅠ

ケンタッキーダービー GⅠ
プリークネスＳ GⅠ

皐月賞 GⅠ
京都金杯 GⅢ

アイルランド

アメリカ

アメリカ

フランス

アメリカ

アメリカ

アメリカ

静内

-

-

120

120

60

30

-

-

-

-

150

150

80

50

-

-

250

200

-

-

-

-

-

-

-

-

180

180

100

70

20

10

静内種馬場静内種馬場

デビッドジュニア

サニングデール

スクワートルスクワート

栗

黒鹿

黒鹿

2002
14歳

1999
17歳

1998
18歳

プレザントタップ
パラダイスリヴァー

ウォーニング（GB）
カディザデー（IRE）

マーケトリー
ロストザコード

アメリカ

静内

アメリカ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

10

七戸種馬場七戸種馬場

ストラヴィンスキー

アラムシャー 

ダンツシアトル 

鹿

鹿

鹿

1996
20歳

2000
16歳

1990
26歳

ヌレイエフ
ファイアーザグルーム

キーオブラック
アライーダ

シアトルスルー
コールミーゴッデス

アメリカ

アイルランド

アメリカ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

10

10

九州種馬場九州種馬場

 

エクリプスＳ GⅠ
ドバイデューティフリー GⅠ

高松宮記念 GⅠ
ＣＢＣ賞 GⅡ

ＢＣスプリント GⅠ
キングズビショップＳ GⅠ

ジュライＣ GⅠ
ナンソープＳ GⅠ

　キングジョージ GⅠ
愛ダービー GⅠ

宝塚記念 GⅠ
京阪杯 GⅢ  

NEW

種　  牡　  馬　  名
生年
・
年齢

産地毛色 父  ・  母 主な勝鞍
種付条件別種付料（単位：万円、税込）
A特約なし
返還なし

B-1
不受胎時返還
フリーリターン

B-2
不受胎時返還
流死産時返還

C受胎条件
フリーリターン
受胎確認9月15日払

2016　　　　サラブレッド種牡馬配置表

種　付　条　件 種付料支払期限
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Progeny:’16年本邦初供用
米国では’11年より供用
米産駒は２世代目からクラシック候補馬誕生

Pedigree: Storm Cat Line
リーディングサイアー×世界屈指の種牡馬ファミリー

エスケンデレヤ（USA） 栗毛・2007

モアスピリットがＧⅠ・ロスアラミトスフューチュリティ優勝、’16年米クラシック戦線へ
ＧＩ・ウッドメモリアルを9馬身3/4差で圧勝した世代最強馬
父は米リーディングサイアー３回のジャイアンツコーズウェイ

Performance:米6戦4勝2着1回
2010年 米クラシック戦線最有力馬

E
sk

en
de

re
ya

1 s t .  ウッドメモリアルＳ －ＧⅠ（D9F）
1 s t .  ファウンテンオブユースＳ －ＧⅡ（D9F）
1 s t .  ピ ル グ リ ム Ｓ － L （D8F）

＜代表産駒＞
モアスピリット（ロスアラミトスフューチュリティ－ＧⅠ）
イザベラシングス（ミセスリヴィアＳ－ＧⅡ、リトルシルヴァーＳ）
ライトゼアー（シャンデリアＳ－ＧⅠ･ 3着）
コンクエストペースメーカー（トロントカップＳ－Ｌ）
ソンブレー（マウンテニアジュヴェナイルフィリーズＳ）
エスケンフォーマネー（ガルフストリームパークオークス－ＧⅡ・2着）

その他産駒は米２歳トレーニングセールで
65万ドルなどで落札

＜代表産駒＞
モアスピリット（ロスアラミトスフューチュリティ－ＧⅠ）
イザベラシングス（ミセスリヴィアＳ－ＧⅡ、リトルシルヴァーＳ）
ライトゼアー（シャンデリアＳ－ＧⅠ･ 3着）
コンクエストペースメーカー（トロントカップＳ－Ｌ）
ソンブレー（マウンテニアジュヴェナイルフィリーズＳ）
エスケンフォーマネー（ガルフストリームパークオークス－ＧⅡ・2着）

その他産駒は米２歳トレーニングセールで
65万ドルなどで落札

【Sire】米リーディングサイアー３回。シャマルダル
（欧州2歳チャンピオン）、テイクチャージブランディ
（米2歳牝馬チャンピオン）、インテンスフォーカス、
フットステップスインザサンドなど多数のＧⅠ馬、チ
ャンピオンを輩出。

【BMS】米三冠馬および年度代表馬。産駒にエー
ピーインディ、カポーティなど。ブルードメアサイア
ーとしてシガー、レモンドロップキッドなどを出す。

【Family】母系は名牝コスマーにさかのぼる世界
的種牡馬ファミリー。

ストームキャット
Storm Cat

マライアズストーム
Mariah’s Storm
シアトルスルー
Seattle Slew

アルテア
Altair

Storm Bird

Terlingua

Rahy

イメンス（USA）

Bold Reasoning

My Charmer

Alydar

ステラーオデッセイ（USA）

ジャイアンツコーズウェイ
Giant’s Causeway

アルデバランライト
Aldebaran Light
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Progeny: ’15年本邦初供用、’16年本邦初産駒誕生
米国では’12年より供用
米国初年度産駒から13頭が勝ち上がり

Pedigree: Northern Dancer Line
世界最高峰の種牡馬ガリレオが送る芝チャンピオン

ケープブランコ（IRE） 栗毛・2007

愛ダービーなどＧＩ・５勝　2011年米芝牡馬チャンピオン
父は50頭以上のＧＩ馬を送る欧州の大種牡馬ガリレオ

米初年度産駒からは13頭が勝ち上り

Performance: 愛、仏、英、米、UAE 15戦9勝
2011年 米芝牡馬チャンピオン
C

ap
e 

B
la

nc
o

1 s t .  愛ダービー －ＧⅠ（芝12F）
1 s t .  愛チャンピオンＳ －ＧⅠ（芝10F）
1 s t .  アーリントンミリオンＳ －ＧⅠ（芝10F）
1 s t .  マンノウォーＳ －ＧⅠ（芝11F）
1 s t .  ジョーハーシュターフクラシック招待Ｓ －ＧⅠ（芝12F）
2nd .  Kジョージ6世＆QエリザベスＳ －ＧⅠ（芝12F）

ルックフーズトーキンがメリーランドジュヴェナイル
フィリーチャンピオンシップＳを優勝
'16年1月のニュージーランドブラッドストックセール
では14頭上場のうち10頭が売却、そのうち
4頭がNZ$100,000以上で落札。最高価格
は母ランバートレディ（ザビール）の牝の
NZ$240,000。

ルックフーズトーキンがメリーランドジュヴェナイル
フィリーチャンピオンシップＳを優勝
'16年1月のニュージーランドブラッドストックセール
では14頭上場のうち10頭が売却、そのうち
4頭がNZ$100,000以上で落札。最高価格
は母ランバートレディ（ザビール）の牝の
NZ$240,000。

【Sire】英愛リーディングサイアー7回。フランケル
（欧州年度代表馬2回）、ニューアプローチ（欧州
2･3歳チャンピオン）、テオフィロ（欧州2歳チャンピ
オン）、グレンイーグルス（欧州2歳チャンピオン）な
ど多数のＧⅠ馬、チャンピオンを輩出。

【BMS】産駒に英2歳牡馬チャンピオンのダイイシ
ス、英リーディングサイアーのクリスなど。

【Family】母の産駒に、米ＧⅡ馬のミスターオブライ
アン、また母の兄弟に種牡馬パリスハウスなど。

サドラーズウェルズ
Sadler’s Wells

アーバンシー
Urban Sea
プレシジウム
Presidium

フゥドワイエ
Foudroyer

Northern Dancer

Fairy Bridge

Miswaki

Allegretta

General Assembly

Doubly Sure

アーティアス（USA）

Foudre

ガリレオ
Galileo

ローレルディライト
Laurel Delight
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は　じ　め　に

１．ＪＲＡ育成馬とは
ＪＲＡ育成馬とは、ＪＲＡが全国のサラブレッド１歳馬市場で購入し、
ＪＲＡの施設で育成された馬たちです。2002年までは、「抽選馬」と呼ばれ
ていました。また、2009年からは日高育成牧場で生産したサラブレッド
（ＪＲＡホームブレッド）もＪＲＡ育成馬に加えました。ＪＲＡでは、これ
らの馬をもちいて、「強い馬づくり」のための生産育成研究や生産育成技術
の開発を行い、その成果の普及、啓発に努め、生産育成分野のレベルアップ
に取り組んでいます。
ＪＲＡ育成馬は２歳春、ＪＲＡブリーズアップセールなどで売却されます。
デビュー後はレースという舞台で、ＪＲＡの生産育成研究の成果が試される
のです。

２．ＪＲＡブリーズアップセールについて
「ＪＲＡブリーズアップセール」は、2005年よりスタートした、ＪＲＡ育
成馬を売却するセールです。「ブリーズアップセール：（Breeze Up Sale）」
とは2歳調教セールを意味し、一般に、米国では“時計の速さ”で馬を高く売る
セール、欧州では“調教タイムよりトータルの馬の仕上がり”をアピールして
いくセールとして開催されています。ＪＲＡブリーズアップセールでは、“時
計よりも馬の走法や出来映え”を購買者にアピールします。また同時に、上場
馬の情報発信を充実させ、不慣れなお客様が、わかりやすく参加しやすい入
門編としてのセール運営を目指しております。

ＪＲＡ育成業務の紹介

－ 160 －



市場風景（北海道市場）

合　計
宮　崎
日　高

　 購買地

育成場
  2 7  43 2 54
 1  3 4 12  20
 1 2 10 4 55 2 74

九州 計セレクト
セール

青森
（八戸）

北海道
セレクション
セール

北海道
サマー
セール

北海道
オータム
セール

PartⅠ　購　　買

国内で生産されるおよそ7,000頭のサラブレッドのうち、約30％が１歳の夏
から秋にかけて市場に上場されています。ＪＲＡは、専門的知識、購買の経
験ともに豊かな職員をすべての市場に派遣し、購買にあたっています。購買
担当者は、全ての出場馬について、馬格、健康状態、血統など、さまざまな
観点から検討し、ＪＲＡ育成馬として適格な馬を選定・購買します。
ＪＲＡは昨年各市場において合計74頭の１歳馬を購買しました。

平成27年度購買と育成状況
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PartⅡ　育　　成

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

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

１．日高育成牧場（北海道浦河町）
わが国最大の馬産地日高地方にあり、総敷地面積1,500余haの雄大な北海道
の自然の中で購買馬54頭とＪＲＡホームブレッド（生産馬）を育成していま
す。牧場内の日高育成総合施設には、1,600ｍと1,200ｍの直線砂馬場、総延長
2,400ｍの坂路グラス馬場、1,000ｍ屋内直線ウッドチップ馬場、600ｍの屋内
トラック砂馬場、1,600ｍと800ｍのトラック砂馬場、800ｍの屋内トラック馬
場、1,000ｍ屋内坂路馬場等の調教施設を有し、四季を問わず多彩な調教が可
能です。
ＪＲＡ育成馬は入厩後から昼夜放牧を行い、十分な運動とともに青草をふ
んだんに摂取することで、馬体の発育が促進され、健康な体と強い精神力が
育まれます。これらの馬に対して人との信頼関係を築き、十分な手間と時間
をかけて騎乗馴致を行います。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
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の馬に最適なトレーニングが行えるよう取り組んでいます。
調教は主に800ｍ屋内トラック馬場・1,000ｍ屋内坂路馬場を使用し、冬期
の馬場凍結等による馬体への悪影響を与えることなく十分な鍛練を行います。
そして、4月に入り融雪した後は、屋外の1,600ｍトラック砂馬場も用いて本
格的なスピード調教を進めます。

２．宮崎育成牧場（宮崎市花ケ島町）
宮崎市街地にある約30.2haの敷地に1周1,600ｍと500ｍの砂馬場2面と約
9.5haの放牧地および約2.5haの採草地を持ち、九州産馬（本年度は1頭）を含
む22頭のＪＲＡ育成馬を育成しています。
放牧地は、夏はバヒアグラス、冬はイタリアンライグラスのウインターオ
ーバーシーディングにより通年緑化されています。育成馬には1年中青草が給
餌され、生理的にナチュラルであり、精神的にリラックスできる環境にあり
ます。
温暖な気候により、凍結の心配がない施設で馴致・調教が順調に進められ
ます。年明け後のスピードや距離を増した調教ではＧＰＳ・心拍数測定など
科学的な手法も取り入れ、それぞれの馬のコンディションを正確に把握し、
細かなクラス分けと調教メニューを設定しています。隊列などを工夫した調
教により馬混みにも慣れており、精神的にも肉体的にも鍛えられている馬を
育成しています。

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

育成馬展示会（宮崎育成牧場） 育成馬展示会（日高育成牧場）

調教を終えてのクーリングダウン ゲート練習は毎日の日課

育成馬展示会のお知らせ

宮崎育成牧場　　4月　5　日（火） 　10:00～
日高育成牧場　　4月11日（月） 　10:00～

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

詳細は、各育成牧場まで
お問い合わせください。
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各種検査の実施状況と飼料給与量

糞便検査時期
15年11月
16年１月
16年３月

エクイマックス（イベルメクチン・プラジクアンテルの合剤）
Panacur（フェンベンダゾール）
Strongid Paste（ピランテル）

駆虫薬（成分）

飼　料
燕　麦

ワンダーオリジナル
乾草（チモシー、ルーサン）

日　量
1.0kg
4.0kg
6.0kg

日 高
日量
1.0kg
4.5kg
6.5kg
5.0kg

飼　料
燕　麦

ワンダーオリジナル
乾草（イタリアン、ルーサン）
生牧草（イタリアン）

宮 崎

○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　⑤後膝関節検査
※検査結果詳細については個体情報冊子および個体情報開示室でご覧ください。

○駆虫プログラム：本年度の育成馬の駆虫方法には、ターゲット・ワーミングを実施
しました。

※ターゲット・ワーミングとは、糞便内の虫卵検査を実施して、必要な馬に対して
のみ駆虫を実施する方法です。また、異なる薬剤を交互に使用することで、１つ
の薬剤に対する耐性寄生虫の出現を可能な限り抑制する効果があります。

☆糞便検査時期および駆虫薬

※イベルメクチン・フェンベンダゾール・ピランテルは円虫・回虫に有効、プラジ
クアンテルは条虫に有効な駆虫薬。

☆駆虫条件
円虫：糞便１g中に250個以上の卵が認められた時に駆虫
回虫：糞便１g中に25個以上の卵が認められた時に駆虫
条虫：11月に全頭に駆虫し、11月以降は糞便１g中に25個以上の卵が認められた時

に駆虫

○飼料給与量（2月15日現在）

※ワンダーオリジナルの主原料は、とうもろこしや大豆、燕麦など。これに繊維質
の高いビートパルプや脂肪分の高いヒマワリ種子を加えたもの。嗜好性がよく繊
維質を十分に含み、必要栄養素が過不足なくバランスよく配合されているオール
インワン飼料。
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 常歩 速歩 駈歩 計

日高育成牧場運動実施状況

騎　乗　調　教
年　月 備　　考

     初期馴致

 2,000 1,600 600 4,200 屋内800m馬場

 2,000 800 2,400 5,200 　　　〃

 1,400 1,200 2,400 5,000 屋内800ｍ馬場（1,600馬場併用）

 1,400 1,600 2,400 5,400 　　　〃　　　（1,600馬場併用）

 3,000 1,200 2,200 6,400 　　　〃　　　（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F20程度まで

 3,000 1,200 2,200 6,400 屋内坂路：スピードはF20程度まで

 2,400 800 3,200 6,400 屋内800m馬場：スピードはF20程度まで

 4,000 1,200 3,200 8,400 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F20程度まで

 4,000 1,200 3,200 8,400 屋内坂路：スピードはF17（3F51）程度まで

 2,400 800 3,200 6,400 屋内800m馬場：スピードはF20程度まで

 4,000 1,200 3,200 8,400 屋内坂路：スピードはF16（3F48）程度まで

１5年

 ７月～９月

 １０月 上旬

  中旬

  下旬

 １１月 上旬

  中旬

  下旬

 １２月

 １6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

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

 1,600 2,000 1,000 4,600 500m馬場

 1,600 2,000 1,600 5,200 

 1,600 2,000 1,600 5,200 
以降500m馬場ならびに1,600m馬場を併用

 1,600 2,000 2,000 5,600 

 1,600 2,000 2,400 6,000 

 2,000 2,000 2,800 6,800 

 2,000 2,000 3,000 7,000 スピードはF20（3F60）程度まで

 2,500 1,200 3,200 6,900 

 2,500 1,200 3,800 7,500 スピードはF18（3F54）程度まで

 2,500 1,200 3,200 6,900 

 2,500 1,200 3,800 7,500 スピードはF16（3F48）程度まで

 2,500 1,200 3,200 6,900 

 2,500 1,200 3,800 7,500 スピードはF15（3F45）程度まで

１5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

 １6年

 １月

 ２月

 ３月

昼夜放牧・初期馴致
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ＪＲＡ育成馬のゲート目標について

ＪＲＡ育成馬に対するゲート馴致は、騎乗馴致と平行して実施し、馬に理
解をさせながら、恐怖心を与えることなく、時間をかけて実施しております。
設定された最終段階（ゲート目標クリア）まで、ほとんどすべての馬が到
達していますが、各馬の状況については、セール当日・前日に配布いたしま
す個体情報冊子の個別ページをご参照ください。

○第１段階：ゲートに対する馴致
ゲートが安心できる場所であることを馬に学習させるために、ゲートは日
常の運動中に身近に見える場所に設置します。また、引き馬・ドライビング
の段階での通過にはじまり、騎乗して幅の広い練習用ゲートの通過、競馬で
使用する物と同じ幅のゲートの通過と、毎日の調教時に通過させることで
徐々にゲートに馴らします。

引き馬やドライビングの段階から、
十分ゲートを通過させ、恐怖心を
取り除くようにします。

○第２段階：ゲートでの駐立と扉の閉鎖
次に、ゲートの扉を開いた状態で駐立することに馴らします。その後は前
扉が開いた状態で駐立させ、後躯を十分にパッティングしてから後ろ扉を閉
めます。この時に馬が落ち着いているようであれば、騎乗者の扶助で少し後
退させて、後ろ扉に臀部が触れることを経験させます。最後に前扉を閉めて
最終的なゲート内での駐立に馴らします。

○最終段階：ゲート目標クリア
前後の扉を閉鎖しても馬がリラックスした状態で駐立できたら、以下の手
順でゲート試験（発進馴致の確認）を行います。この試験は12月以降に実施
し、3月にも再確認試験を行い、「ゲート目標クリア」としています。
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ゲート試験（目標クリア）の手順

１）前扉を閉め、騎乗した状態でゲートに入れる

２）後ろ扉を閉める　
３）ゲート内でおとなしく10秒程度駐立させる

４）前扉を開け、騎乗者の扶助により常歩で発進する

ＪＲＡではジャンプアウトまでの馴致は行っていませんが、ゲートの前扉
が開くとともに、騎乗者の扶助により常歩でスムーズに出ることができると
ころまで練習しています。

目標達成後も毎日、扉のないゲートを落ちついた状態で常歩通過していま
す。このような状態でトレセンにバトンタッチできるよう心掛けています。
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預託引き受け希望育成者リスト（競走馬育成協会）
各牧場に直接お問合せください。

㈱愛知ステーブル
近　藤　秀　典
㈱アクティファーム
加　藤　祐　嗣
㈲内田ステーブル
内　田　裕　也
㈲荻伏共同育成場
上　山　泰　憲
㈲グラストレーニングセンター
岡　崎　　　修
㈲グランデファーム
衣　斐　　　浩
㈲高昭牧場
上　山　泰　憲
㈲武田ステーブル
武　田　茂　男
㈲谷川牧場
谷　川　貴　英
㈲チェスナットファーム
広　瀬　　　亨
チームプレアデス
星　野　純　一
㈲日進牧場
谷　川　利　昭
㈲ビクトリーホースランチ
荻　野　　　豊
㈲ヒダカファーム
近　藤　聡　明
㈱森本ステーブル
森　本　敏　正

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

㈱吉澤ステーブル
吉　澤　克　己
クラックステーブル
村　上　進　治
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
藤平ステーブル
藤　平　浩　幸
㈱Pyramid Training
ライアン  ユージン  ヴィンセント
㈱小国スティーブル
小　国　和　紀
㈲グランド牧場
伊　藤　佳　幸
㈲千代田牧場
飯　田　正　剛
㈲目名共同トレーニングセンター
岡　田　隆　寛
本桐共同育成センター
長　井　　　恵
㈲様似木村牧場
木　村　　　薫
㈱エクワインレーシング
瀬　瀬　　　賢
田口トレーニングファーム
田　口　　　廣

浦河

新冠

新冠

新冠

新冠

新冠

新冠

静内

静内

静内

静内

三石

様似

むかわ

安平

北　　海　　道　　地　　区　　①
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ
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㈲加藤ステーブル
加　藤　信　之
㈲賀張共同育成センター
槇　本　一　雄
㈱白井牧場
白　井　　　岳
㈱セイクリットファーム
小　林　克　己
㈱西山牧場
西　山　茂　行

日高

日高

日高

日高

日高

㈲坂東牧場
坂　東　正　積
㈲日高大洋牧場
小野田　健　治
㈲ファンタストクラブ
古　岡　宏　仁
㈲ベーシカル・コーチング・スクール
高　橋　　　司

日高

日高

日高

日高

北　　海　　道　　地　　区　　②
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲オークリーフ
吉　田　京　子
㈲下河辺トレーニングセンター
下河辺　行　信
シンボリ牧場㈲
和　田　孝　弘
㈱ニューオリンピッククラブ
渡　邊　義　男
㈱グロースフィールド
原　　　昌　久

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

茨城県

農事組合法人
竹原トレーニングセンター組合
石　井　俊太朗
ビッグレッドファーム
鉾田トレーニングセンター
岡　田　美佐子
吉澤ステーブルEAST
吉　澤　克　己
リバティホースナヴィゲイト
佐久間　拓　士
㈲高木競走馬育成牧場
高　木　秀　男

茨城県

茨城県

茨城県

茨城県

神奈川県

関　　東　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲佐藤牧場
佐　藤　傳　二

福島県
テンコー・トレーニングセンター
島　川　智　行

福島県

東　　北　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ
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㈱アカデミー
野　田　善　己
浅井牧場
浅　井　茂　夫
㈱朝宮ステーブル
下　野　隆　宗
㈱UPHILL
弊　旗　政　則
WESTステーブル八日市
大　賀　一　政
㈱グリーンウッドパーク
永　山　正　喜
グリーンファーム㈱
宮　嶋　真　也
甲賀ファーム
田　所　勝　巳
信楽牧場㈱
中内田　克　二
㈱島上牧場
弊　旗　政　則
辰美牧場
夏　村　道　子
㈲三田馬事公苑
岩　崎　僖　澄
ムロタホーストレーニング
室　田　和　之

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

㈱吉澤ステーブルWEST
吉　澤　克　己
㈱ライジング
河　田　伸　江
㈲栗東ホース具楽部
井之口　二三雄
㈲ワコーファーム
脇　　　和　広
㈲宇治田原優駿ステーブル
八　木　秀　之
京北育成牧場
高宮ライディングパーク
高　宮　輝千代
㈲イクタ
生　田　敏　成
㈲山岡トレセン
山　下　繁　美
㈱小松トレーニングセンター
山　澤　貴　子
オクニシステーブル
奥　西　　　稔
サンダンスレーシング名張
玉　置　　　徹
㈲ビクトリーホースランチ名張分場
荻　野　史　子
㈲三重ホーストレーニングセンター
伊　藤　和　夫

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

京都府

京都府

愛知県

岐阜県

石川県

三重県

三重県

三重県

三重県

関　　西　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ
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競走馬生産育成牧場への就業に関する情報を掲載しています。
「BOKUJOB」で検索してください。

廣松ファーム
廣　松　金　義

廣　松　重　信
㈱クラウン
矢　野　悦　三
SUNDANCE EE
玉　置　　　徹
土屋牧場
土　屋　君　春
宮崎ステーブル㈲
仁田脇　　　彰

福岡県

福岡県

大分県

宮崎県

宮崎県

宮崎県

（農）姶良農事組合
徳　重　推　幸
柏木牧場
柏　木　　　務
新保牧場
新　保　孝　一
長谷川牧場
長谷川　一　美
㈲山下牧場
山　下　一　盛
和田競走馬トレーニングセンター
和　田　清　文

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

九　　州　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ
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調教師と面識のない馬主の皆様に対して、預託を希
望される調教師への橋渡しや、日本中央競馬会の馬主
になるためのアドバイス等を行うために、日本調教師
会関東本部内に馬主・調教師ホットラインを開設して
おります。
皆様のご要望に対してお手伝いをしたいと考えてお
りますので、どうぞご利用ください。

受付時間　毎週水曜日～日曜日・午前９時～午後５時
連　絡　先　日本調教師会関東本部

ＴＥＬ　０２９－８８５－１６２６
ＦＡＸ　０２９－８８５－１４２２

ホームページもご参照ください。
http://ijta.or.jp/owner/

馬主・調教師ホットライン

○
過
去
５
年
の

　
　
セ
ー
ル
取
引
成
績

○
過
去
３
年
の

　
　
落
札
価
格
帯

 セリ年度/価格帯 ～499万 500万～ 750万～ 1000万～ 1500万～ 2000万～
 2015年 13頭 11頭 16頭 18頭 6頭 3頭
  19.4% 16.4% 23.9% 26.9% 9.0% 4.5%
 2014年 14頭 13頭 20頭 10頭 7頭 7頭
  19.7% 18.3% 28.2% 14.1% 9.9% 9.9%
 2013年 29頭 15頭 10頭 12頭 8頭 4頭
  38.2% 19.7% 13.2% 15.8% 10.5% 5.3%
       消費税込

 2015年 67頭 67頭 100.0% 994 918 3,240 6.66

 2014年 71頭 71頭 100.0% 1,076 810 4,968 7.64

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

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

 2011年 79頭 78頭 98.7% 772 599 2,835 6.02
        消費税込

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

ＪＲＡブリーズアップセール ○過去３年の落札価格帯
○過去５年のセール取引成績
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2016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

31

171

395

444

㈱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。

１/２０（水）

１０/１９（水）

九州トレーニングセール

JRAブリーズアップセール

千葉サラブレッドセール

北海道トレーニングセール

２歳

２歳

２歳

２歳

佐賀競馬場

JRA中山競馬場

船橋競馬場

JRA札幌競馬場

17

67

53

166

198

994

2,532

656

九州軽種馬協会

日本中央競馬会

千葉県両総馬匹農協

日高･胆振・十勝軽種馬農協

099（478）3015

03（5785）7540

0476（93）1008

0146（45）2133（日高）

○２歳部門
開催予定日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
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。

４/１２（火）

４/２６（火）

５/１６（月）

５/２４（火）

4/21より事前下見
4/25は前日展示会

事前下見は5/15

公開調教は5/23
事前下見は5/22

（本年は終了）

八戸市場

セレクトセール

セレクトセール

北海道セレクションセール

九州１歳市場

北海道サマーセール

北海道オータムセール

１歳

１歳

当歳

１歳

１歳

１歳

１歳

八戸家畜市場

ノーザンホースパーク

ノーザンホースパーク

北海道市場

九州種馬場

北海道市場

北海道市場

31

210

184

166

9

812

432

304

3,654

3,562

1,240

216

467

342

青森県軽種馬生産農協

日本競走馬協会

日本競走馬協会

日高･胆振・十勝軽種馬農協

九州軽種馬協会

日高･胆振・十勝軽種馬農協

日高･胆振・十勝軽種馬農協

0178（51）8765

03（3505）3445

03（3505）3445

0146（45）2133（日高）

099（478）3015

0146（45）2133（日高）

0146（45）2133（日高）

○当歳・１歳部門
開催予定日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
平均価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆平均価格は概算価格（税込・万円）です。

７/５（火）

７/１１（月）

７/１２（火）

７/１９（火）

７/２６（火）

８/２２（月）
 ～２５（木）
１０/３（月）
   ～５（水）

7/9より事前下見

7/18(祝)は前日展示

※開催予定日はＪＲＡ生産育成対策室調べです。変更されることがありますので、ご了承ください。

本年 本年
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上場馬に付与される特典等のご案内

Ⅰ．購買市場別に付与される特典等のご案内
昨年（1歳時）の購買市場ごとに、市場主催者から以下のような特典が付
与されます。（馬ごとの購買市場は各馬の名簿左下の欄でご確認ください）

（1） 市場取引賞
2歳競走での成績優秀馬に対し、以下のような特典があります。

（2） 競走馬保険
セレクトセールでの購買馬上場番号11番および12番には以下のような保

険が付与されております。

Ⅱ．その他 条件等のご案内

（1） 九州産馬限定競走
本年の上場予定馬では、九州1歳市場で購買された上場番号29番が九州
産馬であり、出走資格を有します。例年、ひまわり賞（１着賞金1400万円）
などの２歳馬競走が夏季の小倉競馬場で組まれております。

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

第１着競　　　走購買市場 第２着 第３着

（北海道市場）
　セレクションセール
　サマーセール
　オータムセール

中央競馬

地方競馬

2歳重賞競走

2歳ダート
グレード競走
（指定交流）

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

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

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

本年8月1日まで
セレクトセール
における
売買金額

セレクトセール

購買市場 保険金額 保険期間 補償範囲

※詳しくは（一社）日本競走馬協会またはセリ会場内の損害保険ジャパン日本興亜株式会社まで
お問い合わせください。
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ウオッカの母
タニノシスター号（ＪＲＡ育成馬）
父　ルション
母　エナジートウショウ
（母の父トウショウボーイ）

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

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

アスカノヒミコ 2011 アスカノロマン 東海S（G2） タバスコキャット
カリーノカフェ 2007 アロマカフェ ラジオNIKKEI賞（G3） ハートレイク 
リンダトリアーノ 2005 バシケーン 中山大障害（J.G1） ロドリゴデトリアーノ
アカプルコ 2005 チェレブリタ 京都牝馬S（G3） アンバーシャダイ 
タニノシスター 2004 ウオッカ 東京優駿（G1） ルション
ホーマンレッド 1999 ホーマンキュート 名古屋優駿（G3） ダンサーズイメージ 
アスターレディー 1997 トッププロテクター 北九州記念（G3） ニゾン 
ユウミロク 1997 ユウフヨウホウ 中山大障害（J.G1） カツラノハイセイコ 
カルメンシータ 1996 トロットスター スプリンターズS（G1） ワイズカウンセラー 
フェルドウ 1995 マキハタコンコルド 東京オータムジャンプ（J.G3） シービークロス
ユウミロク 1993 ゴーカイ 中山グランドジャンプ（J.G1） カツラノハイセイコ 
ユウミロク 1992 ユウセンショウ 目黒記念（G2） カツラノハイセイコ 
ドミナスローズ 1991 フジノマッケンオー ダービー卿チャレンジT（G3） トウショウボーイ
ツルミスター 1985 ヤエノムテキ 天皇賞（秋）（G1） イエローゴッド

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

牝馬は競走引退後も、繁殖馬として次世代への夢を繋げてくれます。

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

写真は 平成8年 れんげ賞写真は 平成8年 れんげ賞

第１着競　　　走 第２着 第３着
 120万円 48万円 30万円
 70万円 28万円 18万円

新　　　馬　　　競　　　走
未　　勝　　利　　競　　走

２歳

※本年の3歳馬も春季競馬まで（5/29まで）の新馬・未勝利競走における1着馬に対し交付
（新馬60万円、未勝利30万円）されます（来年度以降の交付額等は未定です）。
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ＪＲＡ　ブリーズアップセール会場案内図

『中山競馬場』
交通及び駐車場案内図
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こちらをご利用ください
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※セール当日は正門よりご入場下さい。
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