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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「2017JRAブリーズアップセール」サイト
　　　　　　　　　　 http://www.jbis.or.jp/seri/2017/12O1/sale/

●ライブ中継について●
※2017JRA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.28～29をご覧ください。
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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

’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

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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17年1回東京競馬1600mダート

フォーカード ［牡］

馬主：㈱KTレーシング
小崎 憲　厩舎

父　サマーバード
母　キングズラヴ

3歳500万下

16年4回中京競馬1400mダート

シゲルベンガルトラ ［牡］

馬主：森中 蕃　氏
服部 利之　厩舎

父　プリサイスエンド
母　ローズヘイロー

寒椿賞（2歳500万下）

16年3回阪神競馬1600m芝　2歳未勝利
シゲルボブキャット ［牡］

父　トビーズコーナー　
母　クィーンマーメイド

馬主：森中 蕃　氏／坂口 正則　厩舎

◆ 特別競走・500万下優勝馬 ◆◆ 特別競走・500万下優勝馬 ◆
◆ 2016ＪＲＡブリーズアップセール取引馬 ◆◆ 2016ＪＲＡブリーズアップセール取引馬 ◆◆ 過去５年のＪＲＡホームブレッドの優勝馬 ◆◆ 過去５年のＪＲＡホームブレッドの優勝馬 ◆

◆ ２歳戦優勝馬 ◆◆ ２歳戦優勝馬 ◆

15年1回中山競馬1200mダート　3歳未勝利
パイナワレア ［牝］

2014年取引馬　父 ヨハネスブルグ

16年4回東京競馬1300mダート　3歳以上1000万円下
ヨシオ ［牡］

2015年取引馬　父 ヨハネスブルグ

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

17年1回小倉競馬1200m芝　巌流島特別
リッパーザウィン ［牡］
2014年取引馬　父 ヨハネスブルグ

16年2回福島競馬1800m芝　2歳未勝利
フラワープレミア ［牡］
父　アンライバルド　
母　トミケンソリッド

馬主：花村 誠　氏／池上 昌弘　厩舎

－ 4 －



17年1回東京競馬1600mダート

フォーカード ［牡］

馬主：㈱KTレーシング
小崎 憲　厩舎

父　サマーバード
母　キングズラヴ

3歳500万下

16年4回中京競馬1400mダート

シゲルベンガルトラ ［牡］

馬主：森中 蕃　氏
服部 利之　厩舎

父　プリサイスエンド
母　ローズヘイロー

寒椿賞（2歳500万下）

16年3回阪神競馬1600m芝　2歳未勝利
シゲルボブキャット ［牡］

父　トビーズコーナー　
母　クィーンマーメイド

馬主：森中 蕃　氏／坂口 正則　厩舎

◆ 特別競走・500万下優勝馬 ◆◆ 特別競走・500万下優勝馬 ◆
◆ 2016ＪＲＡブリーズアップセール取引馬 ◆◆ 2016ＪＲＡブリーズアップセール取引馬 ◆◆ 過去５年のＪＲＡホームブレッドの優勝馬 ◆◆ 過去５年のＪＲＡホームブレッドの優勝馬 ◆

◆ ２歳戦優勝馬 ◆◆ ２歳戦優勝馬 ◆

15年1回中山競馬1200mダート　3歳未勝利
パイナワレア ［牝］

2014年取引馬　父 ヨハネスブルグ

16年4回東京競馬1300mダート　3歳以上1000万円下
ヨシオ ［牡］

2015年取引馬　父 ヨハネスブルグ

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

17年1回小倉競馬1200m芝　巌流島特別
リッパーザウィン ［牡］
2014年取引馬　父 ヨハネスブルグ

16年2回福島競馬1800m芝　2歳未勝利
フラワープレミア ［牡］
父　アンライバルド　
母　トミケンソリッド

馬主：花村 誠　氏／池上 昌弘　厩舎

－ 5 －



ＪＲＡ
ホーム
ブレッド

16年4回東京競馬1400mダート　2歳未勝利
ユニルドール ［牝］
父　アイルハヴアナザー
母　オルティスローザ　

馬主：大塚 亮一　氏／池上 昌弘　厩舎

16年4回東京競馬1600mダート　2歳未勝利
サノサマー ［牡］
父　サマーバード
母　パピュラ　　

馬主：佐野 信幸　氏／中舘 英二　厩舎

16年2回新潟競馬1000m芝　2歳未勝利
レジーナフォルテ ［牝］
父　アルデバラン　　　
母　ナイキトライアンフ

馬主：永山 勝敏　氏／佐藤 吉勝　厩舎

16年4回阪神競馬1200m芝　2歳未勝利
ミュークレックス ［牡］
父　バゴ　　　　　　　
母　スノーボードロマン

馬主：庄司 修二　氏／藤沢 則雄　厩舎

16年2回新潟競馬1800m芝　2歳未勝利
ジュンヴァリアス ［牡］
父　デュランダル　　　
母　ゴッドビラブドミー

馬主：河合 純二　氏／畠山 吉宏　厩舎

16年5回中山競馬1200mダート　2歳未勝利
ミスパイロ ［牝］
父　パイロ　　
母　ブイアスカ

馬主：村田 哲朗　氏／浅野 洋一郎　厩舎

16年5回阪神競馬1800mダート　2歳未勝利
マイブルーヘブン ［牡］
父　ルーラーシップ　
母　ウルトラペガサス

馬主：三田 昌宏　氏／高橋 義忠　厩舎

16年5回中山競馬1200mダート　2歳未勝利
トロピカルスパート ［牝］

父　フリオーソ　　　
母　タヒチアンメモリ

馬主：日向 均　氏／高橋 文雅　厩舎

16年5回阪神競馬1200mダート　2歳未勝利
ダブルスプリット ［牡］
父　アイルハヴアナザー
母　ハートノイヤリング

馬主：㈱KTレーシング／西園 正都　厩舎

16年4回東京競馬1400mダート　2歳未勝利
フジマサクイーン ［牝］
父　シニスターミニスター
母　チューベローズ　　　

馬主：藤原 正一　氏／菊川 正達　厩舎

16年5回京都競馬1200mダート　2歳未勝利
エッシャー ［牡］
父　サウスヴィグラス
母　グラッドリー　　

馬主：小田 吉男　氏／中竹 和也　厩舎

※BUセール欠場・
北海道TSにて売却
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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。

2017JRAブリーズアップセールへの参加をご希望される方は、右ページを参考に
同封の購買登録申込書【書式A】に記入のうえ、なるべく3月31日（金）（当日消印
有効）までに返信用封筒にて送付いただき、事前登録をお済ませください。事前登録
された方には【調教DVD】が完成次第、お届けいたします。
セール当日は、「購買登録確認書」【書式B】と引き換えに購買登録番号シールを
お渡しします。

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

◎事前登録を済まされた方
・「購買登録確認書」【書式Ｂ】を4月5日（水）頃発送いたします。
・セール当日は、本上場馬名簿と併せて、下記の必要書類をご持参願います。

●セール当日の持参書類●

◎事前登録されなかった（当日登録される）方
・4月25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　4　日(火) 　10:00～
日高育成牧場　　4月10日(月) 　10:00～

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

詳細は、各育成牧場まで
お問い合わせください。

購買登録の方法

書式Ｂ

2017ＪＲＡ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29年4月25日（火）　ＪＲＡ中山競馬場
受付開始　8時15分　騎乗供覧　9時～
（受付はなるべく午前中にお済ませください）

セール開始13時～（予定）

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

※セール前日の4月24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、2017 ＪＲＡブリーズアップセ
ール上場馬の購買を希望しますので、本確認書記載事項
および上場馬名簿に記載された売却要領および条件を承
諾のうえ、購買登録いたします。
私（上記の馬主）が上場馬を落札した場合には、落札
と同時に売買が成立することおよびその売買の条件は、
上場馬名簿記載の売買契約書の定める条件とすることに
あらかじめ同意いたします。

（馬主ご本人のご署名）

（代理の方参加の場合）私（上記の馬主）は、2017 
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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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。
○2014年１月以降の馬主登録された方でも、例えば2013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、2013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24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
ブリーズアップセールの前日に「前日展示会」を開催します。

前日展示会

セール前日の4月24日（月）13時～15時に装鞍所において比較展
示を実施します。

・個体情報冊子、台付価格表を配布いたします。
・厩舎1号門よりご入場ください（P.182の案内図をご覧ください）。
・比較展示の時間以外は厩舎で馬をご覧になれます（10時～17時）。

事前下見　　4月20日（木）～4月23日（日）
・厩舎で馬をご覧になれます（10時～17時）。
・事前下見にお越しの方は下記にご連絡いただければ幸いです。
（厩舎1号門よりご入場ください（P.182の案内図をご覧ください）。）

公開調教　　4月21日（金）10時～
・中山滞在中のスピード調教を公開します。
・公開調教にお越しの方は下記にご連絡いただければ幸いです。
（正門よりご入場ください（P.182の案内図をご覧ください）。）

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 ドリームニキハートの15 牡 黒鹿 バゴ ＪＲＡホームブレッド

 2 日高 ビューティコマンダの15 牡 黒鹿 ケイムホーム ＪＲＡホームブレッド

 3 日高 スノーボードロマンの15 牡 鹿 アルデバラン ＪＲＡホームブレッド

 4 日高 フローラルホームの15 牡 青鹿 バゴ ＪＲＡホームブレッド

 5 宮崎 クリスコンフリクトの15 牡 鹿 アルデバラン ＪＲＡホームブレッド

 6 日高 マリエッタの15 めす 青鹿 エイシンフラッシュ 市場購買馬

 7 日高 ブライダルソングの15 めす 栗 カネヒキリ 市場購買馬

 8 宮崎 ポポラーレの15 めす 栗 スクリーンヒーロー 市場購買馬

上場番号 性育成馬名育成場 毛色 父 備考

JRA 馬事部　生産育成対策室 TEL　03-5785-7540

ブリーズアップセール　特設電話※ TEL　090-3237-5901

※特設電話は4月17日（月）～5月8日（月）（各日～17時まで）の期間で有効です。

連絡先

１．参加資格者（新規馬主）：2014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

前日展示会以外でも事前下見が可能です。
4月21日（金）にはスピード調教を公開します。

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

・スピードは最終の2ハロン
13秒－13秒を目安としてま
す。

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

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

8:15～12:00頃
スタンド1階馬主受付

11:15～12:30頃
装鞍所

13:00～16:00頃
（昨年実績）

中央門特設セリ会場

13:00～17:00頃
契約会場

（バスターミナル横）

9:00～11:00頃
ダートコース
（観覧は

スタンド4階馬主席）

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

受　付

実馬展示

売買成立・
引き取り確認

騎乗供覧

セリ方式による
売却

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20日（木）～4月24日（月） 10時～17時
4月25日（火） 11時～セール終了まで
上記期間、装鞍所内にて開設します。

○開示する主な資料
①個体情報冊子
・上場するすべての馬の個体ごとの病歴、調教経過および飼養管理状況
などを詳細に記載した冊子を前日展示会（4月24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4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 セール当日の流れ
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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20日（木）～4月24日（月） 10時～17時
4月25日（火） 11時～セール終了まで
上記期間、装鞍所内にて開設します。

○開示する主な資料
①個体情報冊子
・上場するすべての馬の個体ごとの病歴、調教経過および飼養管理状況
などを詳細に記載した冊子を前日展示会（4月24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4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。
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落札後の引き取り方法　および　代金の決済
～ トレーニング・センターへの直接入厩のご案内 ～

ご購買いただいた方への落札後の引き取り方法についてご案内します。落札当日、
契約会場にて売買契約書の作成をしていただきます。その際、購買・引取確認書（預
託厩舎確認書）もあわせて作成していただきます。美浦または栗東トレ－ニング・セ
ンターへの入厩を希望される場合、入厩検疫を免除し、直接入厩できるシステムがあ
ります（4月26日（水）～5月2日（火））。さらに、①4月27日（木）、②4月28
日（金）には、JRAがその輸送業務および費用を負担する直接入厩も実施いたします。

　※落札された方から所有権を移転しての直接入厩はできません。

○　引き取り方法（右ページ参照）

落札された方は、売買成立後、落札価格に消費税相当額を加算して得た額を5月1日
（月）正午までに、JRAが指定する金融機関の口座に振り込むものとします。ただし、
売買が成立した馬を美浦または栗東トレーニング・センターへ直接入厩させる場合の
み、5月2日（火）正午まで延期することができます。

☆トレーニング・センター入厩後は速やかに馬名登録をしましょう☆

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

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

※詳細は契約会場にてお配りする資料をご確認ください。

（例）新馬戦開幕週（6/3・4）に出走する場合
　　（5/20までに馬名登録通知書をお持ちでないと出走できません）

○　代金の決済

書類提出は
土曜日まで

最短の登録完了は
翌週の木曜日

6/3 or 4出走

翌々週から
出走可能

5/20（土）までに競走馬登録書類提出
　　（馬名登録通知書を含む）

5/25（木）登録完了
（書類に不備がない場合に限る）

競走馬登録

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

（１）トレセンに
直接入厩

4月25日　セールでの落札

直接入厩する日はいつですか？

入金確認後に牧場へ移動

契約書・引取確認書の作成

4月27日（木） 4月28日（金） その他

JRA負担

セール当日（4/25）
17時まで

購買・引取確認書
（預託厩舎確認書）
の提出期限

4月26日（水）
15時まで

中山競馬場退厩前日
15時まで

輸　送　費

代金決済 5月1日（月）正午まで　　（5月2日（火）正午まで延期可能）

※中山競馬場退厩期限：5月2日15時まで

購買者　負担

（２）牧場へ移動 4月25日　セールでの落札

契約書・引取確認書の作成

5月1日（月）正午まで

購買・引取確認書
（預託厩舎確認書）
の提出期限

中山競馬場退厩前日
15時まで

代金決済

輸　送　費
購買者　負担

※中山競馬場退厩期限：5月2日15時まで
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落札後の引き取り方法　および　代金の決済
～ トレーニング・センターへの直接入厩のご案内 ～
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ります（4月26日（水）～5月2日（火））。さらに、①4月27日（木）、②4月28
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落札された方は、売買成立後、落札価格に消費税相当額を加算して得た額を5月1日
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ファイナルステージのご案内（4月26日開催予定）

4月25日（火）に落札されなかった馬を対象として、翌26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25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す。 
26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。

4/25 セール終了後

台付価格発表
ただちに翌日の4/26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4/25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。

4/26 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。

4/26 13時～16時
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ファイナルステージのご案内（4月26日開催予定）

4月25日（火）に落札されなかった馬を対象として、翌26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25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す。 
26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。

4/25 セール終了後

台付価格発表
ただちに翌日の4/26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4/25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。

4/26 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。

4/26 13時～16時

2017　ＪＲＡブリーズアップセール
要領および条件

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

１．日　　時　　平成29年4月25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．上　場　馬
平成28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27年にＪＲＡで生産し、購買馬と同様に育成・調教した2歳馬
（ＪＲＡホームブレッド）。

５．上場頭数　　80頭程度

６．購買登録手続き
１）購買を希望される方は、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
ＪＲＡにより売買契約を解除されたことのある方は、ＪＲＡブリーズアップ
セールの購買登録を拒否することがあります。

４）購買登録の手続きについては、なるべく3月31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、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）」にご署名のうえ、受付までご持参ください。代理の方が参加
される場合、あらかじめ馬主ご本人が署名した「購買登録確認書（書式Ｂ）」
を代理の方がご持参ください。

７．セール運営方法
１）馬の取引は、売買により行います。
２）売買は事前に騎乗供覧および実馬展示の後、セリによる方法で行います。
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３）馬は、主催者の定める順序により上場するものとします。
４）セリの方法はセリ上げを原則とし、セリ上げは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24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、ただ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、上場馬名簿に記載された事項のほか、下記に定める事項の有無を上

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

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

３）ご購買の方は、前項の公表事項を承知のうえ、購買されるものとします。

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

た方を落札者と決定し、売買が成立したものとします。
２）落札者はただちに購買登録番号を貼り付けた上場馬名簿を、鑑定人の見やすい

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

ます。また、裁定が困難な場合には申し立てのあった直前の価格から再度セリ
上げを行います。

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

６）危険負担は、12．に定める「売買契約の解除」に該当する場合を除き、売買
成立時点をもって落札された方が負うものとします。

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

下、「取引価格」といいます。）を5月1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
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厩させる場合のみ、5月2日（火）正午まで決済期限を延期することができます。
２）ＪＲＡは取引価格の決済確認後、落札された方に血統登録証明書を送付します。

ただし、売買が成立した馬を美浦および栗東トレーニング・センターへ直接入
厩させる場合には、諸手続きのためＪＲＡでお預かりします。

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

セール翌日の4月26日（水）9時から5月2日（火）15時までの期間にＪＲＡが
指定した場所で行います。
ただし、取引馬を美浦または栗東トレーニング・センターへ直接入厩させる場
合のみ、取引価格の決済の前に馬の引き渡しを受けることができます。
なお、引き渡し前の取引馬の飼養管理はＪＲＡの負担とし、管理注意義務を負
うものとします。

２）落札された方が、取引馬を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27日（木）および、②4月28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25日
17時、②の場合4月26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、当該馬の引き渡しのあった日の翌日15時までに、申告するこ
とができます。
⑴　悪癖（さく癖、旋回癖、ゆう癖、身喰い）
⑵　喉頭片麻痺による喘鳴症
⑶　関節部の骨折（当該馬の引き渡し前に発症したものに限る）

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

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

６）落札された方は、ＪＲＡの診断結果が出るまでの間は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20日（木）から4月24日（月）の10時から17時の間、
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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20日（木）から4月24日（月）までの期間に、また、

落札された方は、当該馬の引き渡しまでに、ＪＲＡの立会いのもと、馬の検査（歩
様、触診および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25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25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す。
また4月26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　　2017 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29年4月26日（水）　10:00 ～ 16:00

なお、4月25日の上場馬がすべて落札された場合のほか、上場予
定馬の疾病およびＪＲＡの都合によりファイナルステージは開催
されないことがあります。

３）主　　催　　ＪＲＡ
４）上　場　馬

4月25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25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）上場頭数　　４）のとおり。
６）購買登録手続きおよび参加資格

ファイナルステージのための新たな購買登録手続きは受け付けません。4月25
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
能です。

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

により、折り返し事務局からの電話連絡で確認がとれた場合のみ受け付けま
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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25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25日のセールでの再上場台付価格と
同額とします。

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

⑸　上場馬ごとに、最高額で申込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25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うえ、購買されるものとします。ただし、新たな公表事項が
生じた場合、申込者には電話にてこれを報告するものとします。

９）落札者の決定および売買の成立
⑴　記載すべき事項が正確であり、明瞭に読み取り可能な「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、
2017 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25日（火）のセールと同様とし、特例措置等はございません。

18．新規馬主限定セッションの実施について
新規馬主の方に限定して売却する新規限定セッションを実施します。詳細は以下

のとおりとします。
１）参加資格

ＪＲＡの登録を受けている馬主の方のうち、2014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2013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赤地・白文字の登録番号シールを付与します。
限定セッション参加資格者は対象馬のみならず、すべての上場馬のセリ上げに

参加できます。
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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
参加資格を示す赤地・白文字の登録番号シールを貼り付けた上場馬名簿を、鑑

定人またはビッドスポッターの見やすい位置に常に掲示しながら、セリ上げに参
加してください。

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

おひとり様1頭とします。対象馬を購買された方は、それ以降の限定セッショ
ンのセリ上げに参加できません。

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

げに参加できます。

◎指定振込先
三菱東京UFJ銀行　本店　普通　Ｎｏ７８３４０３８
口座名義　日本中央競馬会　経理部長　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

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

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

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

○ファイナルステージにおける　　FAX送信先　０３－５７８５－７５４１

○ＪＲＡ育成馬サイト　http://jra.jp/training/

＜セール開催期間＞
船橋市古作１- １- １　ＪＲＡ中山競馬場　開催事務局

特設電話　０９０－３２３７－５９０１
4月17日（月）～ 5月8日（月）（各日～ 17時まで）の期間で有効

（注）購買登録の手続きをされた方は、本要領および条件を承諾されたものとします。
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2017 ＪＲＡブリーズアップセールに
関するＱ＆Ａ

≪セール一般　＆　新規馬主限定セッション≫
Ｑ１：誰でも購買することができるのですか？
Ａ：いいえ。ＪＲＡの馬主の方（相続馬限定馬主および限定的代表者変更法人馬主の

方を除く）で購買登録を済ませた方に限らせていただきます。

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

に限らせていただきます。（主取・再上場となった場合を除きます）。

Ｑ３：「新規馬主限定セッション」について教えてください。
Ａ：参加資格者を2014年１月以降に馬主登録された方に限定した新規馬主限定セッ

ションをセールの冒頭で実施します。
新規馬主限定セッション上場候補馬は、ＪＲＡホームブレッド（日高育成牧場生
産馬）を中心に市場購買馬を加えて選定します。
ただし、候補馬がセールに「調教進度の遅れた馬等」として上場される場合は、
新規馬主限定セッションから除外し、すべての馬主の方がセリ上げに参加できる
ことになります。詳細は10ページのご案内と、要領および条件の18．をご覧くだ
さい。

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

すべての馬主の方がセリ上げに参加できます。また「調教進度の遅れた馬等」と
して上場される場合は、新規馬主限定セッションから除外しすべての馬主の方が
セリ上げに参加できます。

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

ル前に事前の登録をお願いいたします。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：32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4日（火）、日高育成牧場：4月10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20日（木）～ 24日（月）10時～ 17時の間、可能です。なお、4月21日（金）

にはこれらの下見に加えて調教もご覧になれます。詳細は11ページのご案内をご
覧ください。

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

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

Ｑ４：「前日展示会」について教えてください。
Ａ：4月24日（月）については、前日展示会として装鞍所での比較展示を実施します。

個体情報冊子の配布や台付価格の公表も行います。詳細は11ページのご案内をご
覧ください。

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

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

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

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

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

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

更することがあります。

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

た早い段階で再上場をお申し付けいただければ、上場番号49番の後に再上場しま
すので、お気軽に係員までお知らせください。
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≪セール後≫
Ｑ１：購買馬の引き渡し場所と期限はどうなっていますか？
Ａ：中山競馬場で5月2日（火）までの予定です。ただし、引き渡し前の代金の完納が

条件（トレセンへの直接入厩除く）となります。

Ｑ２：ＪＲＡが輸送費を負担するトレセンへの直接入厩はいつですか？
Ａ：4月27日（木）と28日（金）に行います。なお、直接入厩の場合のみ、代金納入前

の購買馬引き渡しが可能です。この場合、支払期限は5月2日（火）正午となります。

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

理に努めます。

Ｑ４：購買後に発症した疾病に対して、売買契約の解除はできるのでしょうか？
Ａ：売却に際して公表されなかった特定の疾病や悪癖を発見した時は、当該馬の引き

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

Ｑ５：購買後、牧場に預けたいのですが、どこか紹介してもらえるのですか？
Ａ：紹介はいたしかねますが、172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26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25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す。また4月26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25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い合わせ先＞
ＪＲＡブリーズアップセール事務局（ＪＲＡ 馬事部　生産育成対策室）

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

ＪＲＡブリーズアップセール特設電話※

ＴＥＬ　０９０- ３２３７- ５９０１
※特設電話は4月17日（月）～ 5月8日（月）（各日～ 17時まで）のみ設置
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売 買 契 約 書
2017 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、2017 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29年5月1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2日（火）正午まで
馬代金の支払いを延期することができる。

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

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

平成29年5月2日（火）15時までに甲の指定した日時および場所において、当該
馬の引き渡しを受ける。ただし、JRA美浦または栗東トレーニング・センター
の預託厩舎へ直接入厩する場合、乙は馬代金の支払いの前に当該馬の引き渡し
を受けることができる。

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

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

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

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

（売買代金）
第１条　甲は、2017 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29年5月1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2日（火）正午まで
馬代金の支払いを延期することができる。

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

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

平成29年5月2日（火）15時までに甲の指定した日時および場所において、当該
馬の引き渡しを受ける。ただし、JRA美浦または栗東トレーニング・センター
の預託厩舎へ直接入厩する場合、乙は馬代金の支払いの前に当該馬の引き渡し
を受けることができる。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

処理するものとする。

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

　　平成29年4月　　日

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

乙　　　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代理人　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

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

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

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

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

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

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

処理するものとする。

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

　　平成29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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売 買 契 約 書
2017 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、2017 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29年5月1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2日（火）正午まで
馬代金の支払いを延期することができる。

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

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

平成29年5月2日（火）15時までに甲の指定した日時および場所において、当該
馬の引き渡しを受ける。ただし、JRA美浦または栗東トレーニング・センター
の預託厩舎へ直接入厩する場合、乙は馬代金の支払いの前に当該馬の引き渡し
を受けることができる。

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

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

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

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

（売買代金）
第１条　甲は、2017 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29年5月1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2日（火）正午まで
馬代金の支払いを延期することができる。

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

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

平成29年5月2日（火）15時までに甲の指定した日時および場所において、当該
馬の引き渡しを受ける。ただし、JRA美浦または栗東トレーニング・センター
の預託厩舎へ直接入厩する場合、乙は馬代金の支払いの前に当該馬の引き渡し
を受けることができる。

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

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

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

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

は、この契約を解除することができる。
２　甲は、乙が第４条に規定する馬代金納入期限までに馬代金を納付していない
場合は、この契約を解除することができる。この場合、契約解除にいたるまで
の諸費用は乙の負担とする。

３　乙は、当該馬について、上場日に公表のなかった下記に定める事項を発見し
た場合は、当該馬の引き渡しのあった日の翌日15時まで（以下本条において
「瑕疵申告期限」という。）に、その旨を甲に文書により申告することができ
る。当該申告の内容と甲の診断内容とが一致した場合には、乙はこの契約を解
除することができる。
ただし、第3号については瑕疵申告期限に関わらず申告することができる。
⑴　悪癖（さく癖、旋回癖、ゆう癖、身喰い）
⑵　喉頭片麻痺による喘鳴症
⑶　関節部の骨折（当該馬の引き渡し前に発症したものに限る）

４　第１項または前項の規定により、この契約が解除された場合、甲は当該馬を
引き取るとともに、第４条の規定により馬代金が納付されているときは、甲は
乙に当該馬代金を返還するものとする。また、甲は当該馬の引き取りまでに乙
が負担した飼養管理等の実費を支払うものとする。

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

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

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

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

処理するものとする。

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

　　平成29年4月　　日

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

乙　　　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代理人　　住所_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

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

は、この契約を解除することができる。
２　甲は、乙が第４条に規定する馬代金納入期限までに馬代金を納付していない
場合は、この契約を解除することができる。この場合、契約解除にいたるまで
の諸費用は乙の負担とする。

３　乙は、当該馬について、上場日に公表のなかった下記に定める事項を発見し
た場合は、当該馬の引き渡しのあった日の翌日15時まで（以下本条において
「瑕疵申告期限」という。）に、その旨を甲に文書により申告することができ
る。当該申告の内容と甲の診断内容とが一致した場合には、乙はこの契約を解
除することができる。
ただし、第3号については瑕疵申告期限に関わらず申告することができる。
⑴　悪癖（さく癖、旋回癖、ゆう癖、身喰い）
⑵　喉頭片麻痺による喘鳴症
⑶　関節部の骨折（当該馬の引き渡し前に発症したものに限る）

４　第１項または前項の規定により、この契約が解除された場合、甲は当該馬を
引き取るとともに、第４条の規定により馬代金が納付されているときは、甲は
乙に当該馬代金を返還するものとする。また、甲は当該馬の引き取りまでに乙
が負担した飼養管理等の実費を支払うものとする。

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

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

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

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

処理するものとする。

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

　　平成29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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※セレクトセールでの購買馬については、平成29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㈱

（SJNK16-15797.2017.1.20）
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※セレクトセールでの購買馬については、平成29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㈱

（SJNK16-15797.2017.1.20）
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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

2016 ＪＲＡブリーズアップセール取引馬の活躍
（平成29年2月20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15勝を上げました。

昨年のセール取引馬 72頭のうち70頭（97.2％）が中央デビュー
（うち2歳デビュー 69頭（95.8%））

合計 313走（1頭平均4.5走）（うち2歳までに 256走（1頭平均3.7走））
※中央競馬の成績のみ

ダービー翌週から2歳戦はスタートします。
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～第13回 ＪＲＡ育成馬調教セール～

上場馬写真集

４月25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

2017 ＪＲＡ
ブリーズアップセール

2017 ＪＲＡ
ブリーズアップセール
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牡　黒鹿　4月7日生

ドリームニキハートの１5
バゴ父 チーフベアハート母父

牡　黒鹿　3月24日生

ビューティコマンダの１5
ケイムホーム父 コマンダーインチーフ母父

牡　青鹿　4月27日生

フローラルホームの１5
バゴ父 ケイムホーム母父

牝　青鹿　3月11日生

マリエッタの１5
エイシンフラッシュ父 ゼンノロブロイ母父

牡　鹿　4月20日生

スノーボードロマンの１5
アルデバラン父 スウェプトオーヴァーボード母父

牡　鹿　4月13日生

クリスコンフリクトの１5
アルデバラン父 シンボリクリスエス母父

牝　栗　4月7日生

ブライダルソングの１5
カネヒキリ父 Selkirk母父

牝　栗　4月30日生

ポポラーレの１5
スクリーンヒーロー父 エブロス母父

牝　栗　4月14日生

ヴェルナッツァの１5
ヘニーヒューズ父 Unbridled's Song母父

牝　栗　3月8日生

サンタローズの１5
オルフェーヴル父 パントレセレブル母父

牝　黒鹿　3月27日生

スマッシュの１5
オルフェーヴル父 キングカメハメハ母父

牝　黒鹿　3月11日生

マイネレーヌの１5
ヴィクトワールピサ父 マイネルラヴ母父

1 2

4

6

3

5

7 8

10

12

9

11

写真は1月31日～2月22日に撮影しました。 写真は1月31日～2月22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 －



牡　黒鹿　4月7日生

ドリームニキハートの１5
バゴ父 チーフベアハート母父

牡　黒鹿　3月24日生

ビューティコマンダの１5
ケイムホーム父 コマンダーインチーフ母父

牡　青鹿　4月27日生

フローラルホームの１5
バゴ父 ケイムホーム母父

牝　青鹿　3月11日生

マリエッタの１5
エイシンフラッシュ父 ゼンノロブロイ母父

牡　鹿　4月20日生

スノーボードロマンの１5
アルデバラン父 スウェプトオーヴァーボード母父

牡　鹿　4月13日生

クリスコンフリクトの１5
アルデバラン父 シンボリクリスエス母父

牝　栗　4月7日生

ブライダルソングの１5
カネヒキリ父 Selkirk母父

牝　栗　4月30日生

ポポラーレの１5
スクリーンヒーロー父 エブロス母父

牝　栗　4月14日生

ヴェルナッツァの１5
ヘニーヒューズ父 Unbridled's Song母父

牝　栗　3月8日生

サンタローズの１5
オルフェーヴル父 パントレセレブル母父

牝　黒鹿　3月27日生

スマッシュの１5
オルフェーヴル父 キングカメハメハ母父

牝　黒鹿　3月11日生

マイネレーヌの１5
ヴィクトワールピサ父 マイネルラヴ母父
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牝　鹿　4月16日生

ロゼットネビュラの１5
エンパイアメーカー父 ネオユニヴァース母父

牝　青鹿　3月29日生

ラロキューンの１5
スクリーンヒーロー父 ファスリエフ母父

牡　黒鹿　3月18日生

コスマグレースの１5
ブラックタイド父 ヘクタープロテクター母父

牡　栗　5月30日生

ネローリの１5
スクリーンヒーロー父 ラムタラ母父

牡　青鹿　3月24日生

ロックドクトリンの１5
ゴールドアリュール父 ロックオブジブラルタル母父

牡　黒鹿　4月15日生

イシュタルキャストの１5
ロードカナロア父 アグネスタキオン母父

牡　芦　3月6日生

サワヤカブランの１5
ルーラーシップ父 クロフネ母父

牡　黒鹿　2月8日生

ハンターズマークの１5
ノヴェリスト父 Titus Livius母父

牡　黒鹿　5月17日生

エリモエポナの１5
エンパイアメーカー父 ゼンノロブロイ母父

牡　栗　3月27日生

シーキングオアシスの１5
ゴールドアリュール父 Seeking the Gold母父

牡　鹿　4月5日生

ルカダンスの１5
エイシンフラッシュ父 ヘクタープロテクター母父

牡　鹿　5月3日生

ダイワエタニティーの１5
ヨハネスブルグ父 ジャングルポケット母父
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牝　鹿　4月16日生

ロゼットネビュラの１5
エンパイアメーカー父 ネオユニヴァース母父

牝　青鹿　3月29日生

ラロキューンの１5
スクリーンヒーロー父 ファスリエフ母父

牡　黒鹿　3月18日生

コスマグレースの１5
ブラックタイド父 ヘクタープロテクター母父

牡　栗　5月30日生

ネローリの１5
スクリーンヒーロー父 ラムタラ母父

牡　青鹿　3月24日生

ロックドクトリンの１5
ゴールドアリュール父 ロックオブジブラルタル母父

牡　黒鹿　4月15日生

イシュタルキャストの１5
ロードカナロア父 アグネスタキオン母父

牡　芦　3月6日生

サワヤカブランの１5
ルーラーシップ父 クロフネ母父

牡　黒鹿　2月8日生

ハンターズマークの１5
ノヴェリスト父 Titus Livius母父

牡　黒鹿　5月17日生

エリモエポナの１5
エンパイアメーカー父 ゼンノロブロイ母父

牡　栗　3月27日生

シーキングオアシスの１5
ゴールドアリュール父 Seeking the Gold母父

牡　鹿　4月5日生

ルカダンスの１5
エイシンフラッシュ父 ヘクタープロテクター母父

牡　鹿　5月3日生

ダイワエタニティーの１5
ヨハネスブルグ父 ジャングルポケット母父
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牡　鹿　2月28日生

クリアムーブメントの１5
パイロ父 サンデーサイレンス母父

牡　黒鹿　4月7日生

バーニングラブの１5
サニングデール父 スキャターザゴールド母父

牝　栗　3月29日生

ルドラの１5
オルフェーヴル父 Cape Cross母父

牝　栗　4月7日生

バトルサンサシオンの１5
スクリーンヒーロー父 オジジアン母父

牝　栗　4月13日生

ティンバーランドの１5
ドリームジャーニー父 ティンバーカントリー母父

牝　鹿　2月12日生

レディーロックフォードの１5
ヨハネスブルグ父 Invincible Spirit母父

牝　栗　2月27日生

マイネナデシコの１5
ゴールドアリュール父 サツカーボーイ母父

牝　黒鹿　4月17日生

ゴートゥザノースの１5
バゴ父 アグネスタキオン母父

牝　栗　2月10日生

ルスナイクリスティの１5
アイルハヴアナザー父 リンドシェーバー母父

牝　鹿　4月30日生

オースミジュエリーの１5
マツリダゴッホ父 ナリタブライアン母父

牝　芦　3月23日生

シークレットコサージュの１5
ヘニーヒューズ父 Lost Soldier母父

牝　青鹿　3月11日生

ホリデイインミラノの１5
ヨハネスブルグ父 サンデーサイレンス母父
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牡　鹿　2月28日生

クリアムーブメントの１5
パイロ父 サンデーサイレンス母父

牡　黒鹿　4月7日生

バーニングラブの１5
サニングデール父 スキャターザゴールド母父

牝　栗　3月29日生

ルドラの１5
オルフェーヴル父 Cape Cross母父

牝　栗　4月7日生

バトルサンサシオンの１5
スクリーンヒーロー父 オジジアン母父

牝　栗　4月13日生

ティンバーランドの１5
ドリームジャーニー父 ティンバーカントリー母父

牝　鹿　2月12日生

レディーロックフォードの１5
ヨハネスブルグ父 Invincible Spirit母父

牝　栗　2月27日生

マイネナデシコの１5
ゴールドアリュール父 サツカーボーイ母父

牝　黒鹿　4月17日生

ゴートゥザノースの１5
バゴ父 アグネスタキオン母父

牝　栗　2月10日生

ルスナイクリスティの１5
アイルハヴアナザー父 リンドシェーバー母父

牝　鹿　4月30日生

オースミジュエリーの１5
マツリダゴッホ父 ナリタブライアン母父

牝　芦　3月23日生

シークレットコサージュの１5
ヘニーヒューズ父 Lost Soldier母父

牝　青鹿　3月11日生

ホリデイインミラノの１5
ヨハネスブルグ父 サンデーサイレンス母父
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牡　栗　4月7日生

オウバイの１5
トーセンホマレボシ父 タバスコキャット母父

牡　黒鹿　3月13日生

ヴィエナトウショウの１5
ディープブリランテ父 ワイルドラッシュ母父

牡　青鹿　5月19日生

ダンツライラックの１5
キンシャサノキセキ父 Barathea母父

牡　鹿　3月18日生

パルステージの１5
ローズキングダム父 ブライアンズタイム母父

牡　鹿　5月16日生

サンダークラップの１5
アドマイヤオーラ父 アフリート母父

牡　鹿　5月13日生

ジーントウショウの１5
ヨハネスブルグ父 デザートキング母父

牡　黒鹿　4月28日生

アロットオブラブの１5
バゴ父 Gland Slam母父

牡　青　3月10日生

ビクトリアスズランの１5
ケイムホーム父 サンデーサイレンス母父

牡　鹿　3月29日生

アモリストの１5
キンシャサノキセキ父 Seeking the Gold母父

牡　黒鹿　1月7日生

ムツミマーベラスの１5
ヴァーミリアン父 マーベラスサンデー母父

牡　黒鹿　2月8日生

スパイシーソースの１5
キングヘイロー父 Storm Cat母父

牡　青鹿　5月6日生

エフテーストライクの１5
サウスヴィグラス父 ブラックタキシード母父
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牡　栗　4月7日生

オウバイの１5
トーセンホマレボシ父 タバスコキャット母父

牡　黒鹿　3月13日生

ヴィエナトウショウの１5
ディープブリランテ父 ワイルドラッシュ母父

牡　青鹿　5月19日生

ダンツライラックの１5
キンシャサノキセキ父 Barathea母父

牡　鹿　3月18日生

パルステージの１5
ローズキングダム父 ブライアンズタイム母父

牡　鹿　5月16日生

サンダークラップの１5
アドマイヤオーラ父 アフリート母父

牡　鹿　5月13日生

ジーントウショウの１5
ヨハネスブルグ父 デザートキング母父

牡　黒鹿　4月28日生

アロットオブラブの１5
バゴ父 Gland Slam母父

牡　青　3月10日生

ビクトリアスズランの１5
ケイムホーム父 サンデーサイレンス母父

牡　鹿　3月29日生

アモリストの１5
キンシャサノキセキ父 Seeking the Gold母父

牡　黒鹿　1月7日生

ムツミマーベラスの１5
ヴァーミリアン父 マーベラスサンデー母父

牡　黒鹿　2月8日生

スパイシーソースの１5
キングヘイロー父 Storm Cat母父

牡　青鹿　5月6日生

エフテーストライクの１5
サウスヴィグラス父 ブラックタキシード母父
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牡　青鹿　5月16日生

レディナデシコの１5
エイシンフラッシュ父 ワイルドラッシュ母父

牝　栗　3月20日生

マキノスペシャルの１5
ヨハネスブルグ父 スペシャルウィーク母父

牝　鹿　3月10日生

ジョウノナンシーの１5
エンパイアメーカー父 フレンチデピュティ母父

牝　鹿　4月8日生

フジティアスの１5
ケイムホーム父 フジキセキ母父

牝　栗　4月24日生

ピエナサクラの１5
シニスターミニスター父 アグネスタキオン母父

牝　鹿　3月11日生

アサクサコンソメの１5
ハービンジャー父 ダンスインザダーク母父

牝　栗　4月29日生

ビフォーダークの１5
スマートファルコン父 キングカメハメハ母父

牝　黒鹿　2月22日生

プリンセスイブの１5
バゴ父 バブルガムフェロー母父

牝　黒鹿　3月8日生

アンキャニーの１5
ロードカナロア父 アグネスタキオン母父

牝　栗　3月27日生

カツナデシコの１5
ケイムホーム父 カリズマティック母父

牝　栗　4月11日生

エムエヌメロディーの１5
エスポワールシチー父 グラスワンダー母父

牝　黒鹿　2月8日生

グランドアメリフローラの１5
シンボリクリスエス父 Gland Slam母父
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牡　青鹿　5月16日生

レディナデシコの１5
エイシンフラッシュ父 ワイルドラッシュ母父

牝　栗　3月20日生

マキノスペシャルの１5
ヨハネスブルグ父 スペシャルウィーク母父

牝　鹿　3月10日生

ジョウノナンシーの１5
エンパイアメーカー父 フレンチデピュティ母父

牝　鹿　4月8日生

フジティアスの１5
ケイムホーム父 フジキセキ母父

牝　栗　4月24日生

ピエナサクラの１5
シニスターミニスター父 アグネスタキオン母父

牝　鹿　3月11日生

アサクサコンソメの１5
ハービンジャー父 ダンスインザダーク母父

牝　栗　4月29日生

ビフォーダークの１5
スマートファルコン父 キングカメハメハ母父

牝　黒鹿　2月22日生

プリンセスイブの１5
バゴ父 バブルガムフェロー母父

牝　黒鹿　3月8日生

アンキャニーの１5
ロードカナロア父 アグネスタキオン母父

牝　栗　3月27日生

カツナデシコの１5
ケイムホーム父 カリズマティック母父

牝　栗　4月11日生

エムエヌメロディーの１5
エスポワールシチー父 グラスワンダー母父

牝　黒鹿　2月8日生

グランドアメリフローラの１5
シンボリクリスエス父 Gland Slam母父
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牝　芦　5月2日生

ホウヨウターニングの１5
ストロングリターン父 メジロマックイーン母父

牡　黒鹿　4月13日生

キリエの１5
ワークフォース父 ブライアンズタイム母父

牡　芦　3月11日生

スイートローレライの１5
キャプテントゥーレ父 Rahy母父

牡　青鹿　5月15日生

ハーストーリーの１5
ロージズインメイ父 トニービン母父

牡　鹿　2月11日生

アズマガールの１5
バゴ父 キングカメハメハ母父

牡　栗　4月12日生

プラセールの１5
キングヘイロー父 ヘクタープロテクター母父

牡　鹿　5月2日生

エイスワンダーの１5
ディープブリランテ父 アンバーシヤダイ母父

牝　鹿　4月26日生

クレバージーンの１5
ショウナンカンプ父 スペシャルウィーク母父

牝　鹿　3月26日生

オクシペタルムの１5
ヨハネスブルグ父 シンボリクリスエス母父

牡　栗　5月23日生

ダイワスプレンダーの１5
パイロ父 タニノギムレット母父

牝　鹿　4月10日生

レディフェアリーの１5
ゼンノロブロイ父 Fairy King母父

牝　鹿　5月26日生

ディアコトミの１5
トビーズコーナー父 プリサイスエンド母父
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牡　芦　5月2日生

ホウヨウターニングの１5
ストロングリターン父 メジロマックイーン母父

牡　黒鹿　4月13日生

キリエの１5
ワークフォース父 ブライアンズタイム母父

牡　芦　3月11日生

スイートローレライの１5
キャプテントゥーレ父 Rahy母父

牡　青鹿　5月15日生

ハーストーリーの１5
ロージズインメイ父 トニービン母父

牡　鹿　2月11日生

アズマガールの１5
バゴ父 キングカメハメハ母父

牡　栗　4月12日生

プラセールの１5
キングヘイロー父 ヘクタープロテクター母父

牡　鹿　5月2日生

エイスワンダーの１5
ディープブリランテ父 アンバーシヤダイ母父

牝　鹿　4月26日生

クレバージーンの１5
ショウナンカンプ父 スペシャルウィーク母父

牝　鹿　3月26日生

オクシペタルムの１5
ヨハネスブルグ父 シンボリクリスエス母父

牡　栗　5月23日生

ダイワスプレンダーの１5
パイロ父 タニノギムレット母父

牝　鹿　4月10日生

レディフェアリーの１5
ゼンノロブロイ父 Fairy King母父

牝　鹿　5月26日生

ディアコトミの１5
トビーズコーナー父 プリサイスエンド母父
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牡　青　5月20日生

ピサノパスティーユの１5
バゴ父 サンデーサイレンス母父

牡　黒鹿　3月30日生

カネトシフィオーレの１5
プリサイスエンド父 ネオユニヴァース母父

牡　鹿　3月5日生

ウインディーパレードの１5
ベーカバド父 Kris S.母父

牡　鹿　5月16日生

コンドルウイングの１5
エスポワールシチー父 エルコンドルパサー母父

牡　栗　4月4日生

ミヤビアゼリアの１5
アルデバラン父 フジキセキ母父

牡　青鹿　3月28日生

アインライツの１5
カネヒキリ父 ティンバーカントリー母父

牡　鹿　4月9日生

バクシンスクリーンの１5
ケイムホーム父 サクラバクシンオー母父

牝　芦　2月8日生

アップルティーの１5
エイシンフラッシュ父 サンデーサイレンス母父

牝　黒鹿　3月30日生

ダンスウィズジェニの１5
バゴ父 ダンスインザダーク母父

牝　鹿　4月21日生

マイネマニフィークの１5
モンテロッソ父 アドマイヤベガ母父
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牡　青　5月20日生

ピサノパスティーユの１5
バゴ父 サンデーサイレンス母父

牡　黒鹿　3月30日生

カネトシフィオーレの１5
プリサイスエンド父 ネオユニヴァース母父

牡　鹿　3月5日生

ウインディーパレードの１5
ベーカバド父 Kris S.母父

牡　鹿　5月16日生

コンドルウイングの１5
エスポワールシチー父 エルコンドルパサー母父

牡　栗　4月4日生

ミヤビアゼリアの１5
アルデバラン父 フジキセキ母父

牡　青鹿　3月28日生

アインライツの１5
カネヒキリ父 ティンバーカントリー母父

牡　鹿　4月9日生

バクシンスクリーンの１5
ケイムホーム父 サクラバクシンオー母父

牝　芦　2月8日生

アップルティーの１5
エイシンフラッシュ父 サンデーサイレンス母父

牝　黒鹿　3月30日生

ダンスウィズジェニの１5
バゴ父 ダンスインザダーク母父

牝　鹿　4月21日生

マイネマニフィークの１5
モンテロッソ父 アドマイヤベガ母父

73 74

76

78

75

77

79 80

8281

写真は1月31日～2月22日に撮影しました。 写真は1月31日～2月22日に撮影しました。

JRAホームブレッド

JRAホームブレッド
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上 場 馬 一 覧 上場番号順

    

No. 母 厩舎

ドリームニキハート

ビューティコマンダ

スノーボードロマン

フローラルホーム

クリスコンフリクト

マリエッタ

ブライダルソング

ポポラーレ

スマッシュ

ヴェルナッツァ

マイネレーヌ

サンタローズ

ロゼットネビュラ

ラロキューン

ロックドクトリン

コスマグレース

イシュタルキャスト

ネローリ

サワヤカブラン

ハンターズマーク

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

No. 母 厩舎

ルカダンス

エリモエポナ

ダイワエタニティー

シーキングオアシス

クリアムーブメント

バーニングラブ

ティンバーランド

ルドラ

レディーロックフォード

バトルサンサシオン

マイネナデシコ

ゴートゥザノース

シークレットコサージュ

ルスナイクリスティ

ホリデイインミラノ

オースミジュエリー

オウバイ

ヴィエナトウショウ

サンダークラップ

ダンツライラック

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1号

2号

11号

7号

8号

13号

2号

12号

No. 母 厩舎

ジーントウショウ

パルステージ

アロットオブラブ

ビクトリアスズラン

スパイシーソース

アモリスト

エフテーストライク

ムツミマーベラス

レディナデシコ

マキノスペシャル

ピエナサクラ

ジョウノナンシー

アサクサコンソメ

フジティアス

ビフォーダーク

プリンセスイブ

エムエヌメロディー

アンキャニー

グランドアメリフローラ

カツナデシコ

ホウヨウターニング

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

12号

2号

3号

8号

10号
13号

14号

10号

No. 母 厩舎

キリエ

アズマガール

スイートローレライ

プラセール

ハーストーリー

エイスワンダー

クレバージーン

レディフェアリー

オクシペタルム

ディアコトミ

ダイワスプレンダー

ピサノパスティーユ

カネトシフィオーレ

ミヤビアゼリア

ウインディーパレード

アインライツ

コンドルウイング

バクシンスクリーン

アップルティー

マイネマニフィーク

ダンスウィズジェニ

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

3号

12号

10号

5号

14号

※　　　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
82
58

59
57

14号

71
70
69
68

61
60
55

10号

56
36
35

10
9
8

13号

67
66
42

41
40

12号

26
25
16

15
5

11号

54
53
52
51

50
34
33

8号

32
31
30

29
28
27

7号

14
13
12

11
7
6

6号

79
78
77
76
75

74
73
72

5号

65
64
63
62
49

48
47
46
45
3号

44
43
39
38
37

24
23
22

2号

21
20
19
18
17

4
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4/26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.1～49
（No.1～８は新規馬主限定セッション対象馬です）

No.50～82

再上場【中間】
早めにお申し出をいただいた主取馬
の再上場を実施します。

再上場
未売却になったすべての馬の
再上場を実施します。

－ 49 －



上場
番号 育成馬名 性 毛色 体高 胸囲 管囲 体重 父

（☆は新種牡馬）
購買価格
（万円） 育成場

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）

ドリームニキハートの15
ビューティコマンダの15
スノーボードロマンの15
フローラルホームの15
クリスコンフリクトの15
マリエッタの15
ブライダルソングの15
ポポラーレの15
スマッシュの15
ヴェルナッツァの15
マイネレーヌの15
サンタローズの15
ロゼットネビュラの15
ラロキューンの15
ロックドクトリンの15
コスマグレースの15
イシュタルキャストの15
ネローリの15
サワヤカブランの15
ハンターズマークの15
ルカダンスの15
エリモエポナの15
ダイワエタニティーの15
シーキングオアシスの15
クリアムーブメントの15
バーニングラブの15
ティンバーランドの15
ルドラの15
レディーロックフォードの15
バトルサンサシオンの15
マイネナデシコの15
ゴートゥザノースの15
シークレットコサージュの15
ルスナイクリスティの15
ホリデイインミラノの15
オースミジュエリーの15
オウバイの15
ヴィエナトウショウの15
サンダークラップの15
ダンツライラックの15
ジーントウショウの15

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

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

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

161.0
162.0
155.0
157.5
157.5
156.5
156.0
155.0
153.0
155.0
164.0
159.0
161.0
158.0
154.0
158.0
156.5
159.0
163.5
158.5
159.0
155.0
157.5
163.0
158.0
158.5
161.0
156.0
157.5
162.0
161.5
163.5
156.5
162.0
150.5
157.5
157.5
159.0
159.5
155.5
155.5

179.5
182.0
176.0
181.0
176.5
181.0
179.0
176.5
170.0
173.5
175.0
171.0
177.0
178.0
178.0
180.5
177.0
177.0
183.0
181.0
179.0
175.0
175.0
181.0
182.0
182.5
177.0
173.0
177.0
181.0
178.0
178.0
176.0
181.0
171.0
175.0
180.0
178.0
176.0
179.0
175.5

19.4
20.0
19.2
20.3
19.7
20.0
19.0
19.3
19.6
19.2
19.3
17.8
18.8
19.2
20.1
20.2
19.2
19.0
20.7
19.6
19.3
20.0
18.9
19.5
20.0
19.4
18.7
19.2
18.6
19.7
18.8
20.5
19.4
19.8
18.8
19.6
19.2
19.9
19.6
19.7
19.4

476
489
440
498
446
467
430
448
422
443
462
407
471
443
476
473
480
446
507
490
450
469
439
486
453
456
444
442
460
490
466
468
441
442
414
450
484
452
454
462
422

バゴ
ケイムホーム
アルデバラン
バゴ
アルデバラン

☆エイシンフラッシュ
カネヒキリ
スクリーンヒーロー

☆オルフェーヴル
☆ヘニーヒューズ
ヴィクトワールピサ

☆オルフェーヴル
エンパイアメーカー
スクリーンヒーロー
ゴールドアリュール
ブラックタイド

☆ロードカナロア
スクリーンヒーロー
ルーラーシップ

☆ノヴェリスト
☆エイシンフラッシュ
エンパイアメーカー
ヨハネスブルグ
ゴールドアリュール
パイロ
サニングデール
ドリームジャーニー

☆オルフェーヴル
ヨハネスブルグ
スクリーンヒーロー
ゴールドアリュール
バゴ

☆ヘニーヒューズ
アイルハヴアナザー
ヨハネスブルグ
マツリダゴッホ
トーセンホマレボシ
ディープブリランテ
アドマイヤオーラ
キンシャサノキセキ
ヨハネスブルグ

バゴ
ケイムホーム
アルデバラン
バゴ
アルデバラン

☆エイシンフラッシュ
カネヒキリ
スクリーンヒーロー

☆オルフェーヴル
☆ヘニーヒューズ
ヴィクトワールピサ

☆オルフェーヴル
エンパイアメーカー
スクリーンヒーロー
ゴールドアリュール
ブラックタイド

☆ロードカナロア
スクリーンヒーロー
ルーラーシップ

☆ノヴェリスト
☆エイシンフラッシュ
エンパイアメーカー
ヨハネスブルグ
ゴールドアリュール
パイロ
サニングデール
ドリームジャーニー

☆オルフェーヴル
ヨハネスブルグ
スクリーンヒーロー
ゴールドアリュール
バゴ

☆ヘニーヒューズ
アイルハヴアナザー
ヨハネスブルグ
マツリダゴッホ
トーセンホマレボシ
ディープブリランテ
アドマイヤオーラ
キンシャサノキセキ
ヨハネスブルグ

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

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
324.0
324.0
324.0
756.0
496.8
939.6
972.0
1,188.0
648.0
885.6
540.0
1,566.0
1,620.0
1,620.0
1,080.0
1,134.0
1,404.0
918.0
1,620.0
1,080.0
345.6
864.0
1,296.0
648.0
864.0
680.4
205.2
885.6
583.2
540.0
388.8
572.4
864.0
864.0
896.4
432.0

全馬平均
牡　平均
めす平均

157.5
157.5
157.5

177.4
178.1
176.5

19.4
19.6
19.2

456.0
462.9
448.1

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

パルステージの15
アロットオブラブの15
ビクトリアスズランの15
スパイシーソースの15
アモリストの15
エフテーストライクの15
ムツミマーベラスの15
レディナデシコの15
マキノスペシャルの15
ピエナサクラの15
ジョウノナンシーの15
アサクサコンソメの15
フジティアスの15
ビフォーダークの15
プリンセスイブの15
エムエヌメロディーの15
アンキャニーの15
グランドアメリフローラの15
カツナデシコの15
ホウヨウターニングの15
キリエの15
アズマガールの15
スイートローレライの15
プラセールの15
ハーストーリーの15
エイスワンダーの15
クレバージーンの15
レディフェアリーの15
オクシペタルムの15
ディアコトミの15
ダイワスプレンダーの15
ピサノパスティーユの15
カネトシフィオーレの15
ミヤビアゼリアの15
ウインディーパレードの15
アインライツの15
コンドルウイングの15
バクシンスクリーンの15
アップルティーの15
マイネマニフィークの15
ダンスウィズジェニの15

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

153.5
156.0
154.5
155.0
154.0
155.0
158.0
160.0
158.5
158.5
162.0
157.0
152.5
156.5
156.0
155.5
156.0
157.0
161.0
160.5
154.5
157.0
155.0
156.0
155.0
157.5
158.0
154.5
156.5
159.0
158.0
156.0
162.0
156.5
162.5
159.5
159.0
156.0
158.5
156.0
145.5

170.0
173.0
172.0
178.0
180.0
177.0
184.0
176.0
179.0
177.0
178.0
175.0
177.0
181.0
182.0
178.0
175.5
177.5
177.0
178.0
173.0
176.0
176.0
181.0
177.5
179.5
173.0
173.0
178.0
176.0
180.0
174.0
184.0
178.0
183.0
177.0
176.0
179.0
180.0
179.5
163.0

19.5
18.7
18.7
19.8
19.4
18.5
20.5
19.5
19.0
19.0
19.9
18.8
19.4
18.9
19.3
18.6
19.5
19.8
19.0
19.8
19.5
19.2
19.8
19.0
19.6
20.4
18.6
18.8
18.4
19.1
20.0
19.8
20.0
20.0
20.3
19.6
19.3
20.4
19.7
19.3
18.2

403
423
430
466
469
462
504
455
476
458
441
439
467
479
478
452
441
456
454
446
448
469
469
469
469
456
440
423
431
460
457
414
483
454
491
476
459
493
458
467
353

☆ローズキングダム
バゴ
ケイムホーム
キングヘイロー
キンシャサノキセキ
サウスヴィグラス
ヴァーミリアン
☆エイシンフラッシュ
ヨハネスブルグ
シニスターミニスター
エンパイアメーカー
ハービンジャー
ケイムホーム
スマートファルコン
バゴ
☆エスポワールシチー
☆ロードカナロア
シンボリクリスエス
ケイムホーム
☆ストロングリターン
ワークフォース
バゴ
キャプテントゥーレ
キングヘイロー
ロージズインメイ
ディープブリランテ
ショウナンカンプ
ゼンノロブロイ
ヨハネスブルグ
トビーズコーナー
パイロ
バゴ
プリサイスエンド
アルデバラン
ベーカバド
カネヒキリ
☆エスポワールシチー
ケイムホーム
☆エイシンフラッシュ
☆モンテロッソ
バゴ

☆ローズキングダム
バゴ
ケイムホーム
キングヘイロー
キンシャサノキセキ
サウスヴィグラス
ヴァーミリアン
☆エイシンフラッシュ
ヨハネスブルグ
シニスターミニスター
エンパイアメーカー
ハービンジャー
ケイムホーム
スマートファルコン
バゴ
☆エスポワールシチー
☆ロードカナロア
シンボリクリスエス
ケイムホーム
☆ストロングリターン
ワークフォース
バゴ
キャプテントゥーレ
キングヘイロー
ロージズインメイ
ディープブリランテ
ショウナンカンプ
ゼンノロブロイ
ヨハネスブルグ
トビーズコーナー
パイロ
バゴ
プリサイスエンド
アルデバラン
ベーカバド
カネヒキリ
☆エスポワールシチー
ケイムホーム
☆エイシンフラッシュ
☆モンテロッソ
バゴ

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

820.8
432.0
777.6
669.6
777.6
648.0
432.0
540.0
432.0
421.2
432.0
367.2

ＪＲＡホームブレッド
378.0
583.2
324.0
756.0
604.8
540.0
442.8
756.0
432.0
496.8
432.0
496.8
626.4
777.6
453.6
540.0
399.6
540.0
378.0
669.6
432.0
324.0
583.2
712.8

ＪＲＡホームブレッド
507.6
410.4

ＪＲＡホームブレッド

820.8
432.0
777.6
669.6
777.6
648.0
432.0
540.0
432.0
421.2
432.0
367.2

ＪＲＡホームブレッド
378.0
583.2
324.0
756.0
604.8
540.0
442.8
756.0
432.0
496.8
432.0
496.8
626.4
777.6
453.6
540.0
399.6
540.0
378.0
669.6
432.0
324.0
583.2
712.8

ＪＲＡホームブレッド
507.6
410.4

ＪＲＡホームブレッド

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

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

（☆は新種牡馬）
購買価格
（万円） 育成場

上場
番号 育成馬名 性 毛色 体高 胸囲 管囲 体重 父

（☆は新種牡馬）
購買価格
（万円） 育成場

ＪＲＡ育成馬測尺表（２月15日現在）

ドリームニキハートの15
ビューティコマンダの15
スノーボードロマンの15
フローラルホームの15
クリスコンフリクトの15
マリエッタの15
ブライダルソングの15
ポポラーレの15
スマッシュの15
ヴェルナッツァの15
マイネレーヌの15
サンタローズの15
ロゼットネビュラの15
ラロキューンの15
ロックドクトリンの15
コスマグレースの15
イシュタルキャストの15
ネローリの15
サワヤカブランの15
ハンターズマークの15
ルカダンスの15
エリモエポナの15
ダイワエタニティーの15
シーキングオアシスの15
クリアムーブメントの15
バーニングラブの15
ティンバーランドの15
ルドラの15
レディーロックフォードの15
バトルサンサシオンの15
マイネナデシコの15
ゴートゥザノースの15
シークレットコサージュの15
ルスナイクリスティの15
ホリデイインミラノの15
オースミジュエリーの15
オウバイの15
ヴィエナトウショウの15
サンダークラップの15
ダンツライラックの15
ジーントウショウの15

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

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

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

161.0
162.0
155.0
157.5
157.5
156.5
156.0
155.0
153.0
155.0
164.0
159.0
161.0
158.0
154.0
158.0
156.5
159.0
163.5
158.5
159.0
155.0
157.5
163.0
158.0
158.5
161.0
156.0
157.5
162.0
161.5
163.5
156.5
162.0
150.5
157.5
157.5
159.0
159.5
155.5
155.5

179.5
182.0
176.0
181.0
176.5
181.0
179.0
176.5
170.0
173.5
175.0
171.0
177.0
178.0
178.0
180.5
177.0
177.0
183.0
181.0
179.0
175.0
175.0
181.0
182.0
182.5
177.0
173.0
177.0
181.0
178.0
178.0
176.0
181.0
171.0
175.0
180.0
178.0
176.0
179.0
175.5

19.4
20.0
19.2
20.3
19.7
20.0
19.0
19.3
19.6
19.2
19.3
17.8
18.8
19.2
20.1
20.2
19.2
19.0
20.7
19.6
19.3
20.0
18.9
19.5
20.0
19.4
18.7
19.2
18.6
19.7
18.8
20.5
19.4
19.8
18.8
19.6
19.2
19.9
19.6
19.7
19.4

476
489
440
498
446
467
430
448
422
443
462
407
471
443
476
473
480
446
507
490
450
469
439
486
453
456
444
442
460
490
466
468
441
442
414
450
484
452
454
462
422

バゴ
ケイムホーム
アルデバラン
バゴ
アルデバラン

☆エイシンフラッシュ
カネヒキリ
スクリーンヒーロー

☆オルフェーヴル
☆ヘニーヒューズ
ヴィクトワールピサ

☆オルフェーヴル
エンパイアメーカー
スクリーンヒーロー
ゴールドアリュール
ブラックタイド

☆ロードカナロア
スクリーンヒーロー
ルーラーシップ

☆ノヴェリスト
☆エイシンフラッシュ
エンパイアメーカー
ヨハネスブルグ
ゴールドアリュール
パイロ
サニングデール
ドリームジャーニー

☆オルフェーヴル
ヨハネスブルグ
スクリーンヒーロー
ゴールドアリュール
バゴ

☆ヘニーヒューズ
アイルハヴアナザー
ヨハネスブルグ
マツリダゴッホ
トーセンホマレボシ
ディープブリランテ
アドマイヤオーラ
キンシャサノキセキ
ヨハネスブルグ

バゴ
ケイムホーム
アルデバラン
バゴ
アルデバラン

☆エイシンフラッシュ
カネヒキリ
スクリーンヒーロー

☆オルフェーヴル
☆ヘニーヒューズ
ヴィクトワールピサ

☆オルフェーヴル
エンパイアメーカー
スクリーンヒーロー
ゴールドアリュール
ブラックタイド

☆ロードカナロア
スクリーンヒーロー
ルーラーシップ

☆ノヴェリスト
☆エイシンフラッシュ
エンパイアメーカー
ヨハネスブルグ
ゴールドアリュール
パイロ
サニングデール
ドリームジャーニー

☆オルフェーヴル
ヨハネスブルグ
スクリーンヒーロー
ゴールドアリュール
バゴ

☆ヘニーヒューズ
アイルハヴアナザー
ヨハネスブルグ
マツリダゴッホ
トーセンホマレボシ
ディープブリランテ
アドマイヤオーラ
キンシャサノキセキ
ヨハネスブルグ

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

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
324.0
324.0
324.0
756.0
496.8
939.6
972.0
1,188.0
648.0
885.6
540.0
1,566.0
1,620.0
1,620.0
1,080.0
1,134.0
1,404.0
918.0
1,620.0
1,080.0
345.6
864.0
1,296.0
648.0
864.0
680.4
205.2
885.6
583.2
540.0
388.8
572.4
864.0
864.0
896.4
432.0

全馬平均
牡　平均
めす平均

157.5
157.5
157.5

177.4
178.1
176.5

19.4
19.6
19.2

456.0
462.9
448.1

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

パルステージの15
アロットオブラブの15
ビクトリアスズランの15
スパイシーソースの15
アモリストの15
エフテーストライクの15
ムツミマーベラスの15
レディナデシコの15
マキノスペシャルの15
ピエナサクラの15
ジョウノナンシーの15
アサクサコンソメの15
フジティアスの15
ビフォーダークの15
プリンセスイブの15
エムエヌメロディーの15
アンキャニーの15
グランドアメリフローラの15
カツナデシコの15
ホウヨウターニングの15
キリエの15
アズマガールの15
スイートローレライの15
プラセールの15
ハーストーリーの15
エイスワンダーの15
クレバージーンの15
レディフェアリーの15
オクシペタルムの15
ディアコトミの15
ダイワスプレンダーの15
ピサノパスティーユの15
カネトシフィオーレの15
ミヤビアゼリアの15
ウインディーパレードの15
アインライツの15
コンドルウイングの15
バクシンスクリーンの15
アップルティーの15
マイネマニフィークの15
ダンスウィズジェニの15

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

153.5
156.0
154.5
155.0
154.0
155.0
158.0
160.0
158.5
158.5
162.0
157.0
152.5
156.5
156.0
155.5
156.0
157.0
161.0
160.5
154.5
157.0
155.0
156.0
155.0
157.5
158.0
154.5
156.5
159.0
158.0
156.0
162.0
156.5
162.5
159.5
159.0
156.0
158.5
156.0
145.5

170.0
173.0
172.0
178.0
180.0
177.0
184.0
176.0
179.0
177.0
178.0
175.0
177.0
181.0
182.0
178.0
175.5
177.5
177.0
178.0
173.0
176.0
176.0
181.0
177.5
179.5
173.0
173.0
178.0
176.0
180.0
174.0
184.0
178.0
183.0
177.0
176.0
179.0
180.0
179.5
163.0

19.5
18.7
18.7
19.8
19.4
18.5
20.5
19.5
19.0
19.0
19.9
18.8
19.4
18.9
19.3
18.6
19.5
19.8
19.0
19.8
19.5
19.2
19.8
19.0
19.6
20.4
18.6
18.8
18.4
19.1
20.0
19.8
20.0
20.0
20.3
19.6
19.3
20.4
19.7
19.3
18.2

403
423
430
466
469
462
504
455
476
458
441
439
467
479
478
452
441
456
454
446
448
469
469
469
469
456
440
423
431
460
457
414
483
454
491
476
459
493
458
467
353

☆ローズキングダム
バゴ
ケイムホーム
キングヘイロー
キンシャサノキセキ
サウスヴィグラス
ヴァーミリアン
☆エイシンフラッシュ
ヨハネスブルグ
シニスターミニスター
エンパイアメーカー
ハービンジャー
ケイムホーム
スマートファルコン
バゴ
☆エスポワールシチー
☆ロードカナロア
シンボリクリスエス
ケイムホーム
☆ストロングリターン
ワークフォース
バゴ
キャプテントゥーレ
キングヘイロー
ロージズインメイ
ディープブリランテ
ショウナンカンプ
ゼンノロブロイ
ヨハネスブルグ
トビーズコーナー
パイロ
バゴ
プリサイスエンド
アルデバラン
ベーカバド
カネヒキリ
☆エスポワールシチー
ケイムホーム
☆エイシンフラッシュ
☆モンテロッソ
バゴ

☆ローズキングダム
バゴ
ケイムホーム
キングヘイロー
キンシャサノキセキ
サウスヴィグラス
ヴァーミリアン
☆エイシンフラッシュ
ヨハネスブルグ
シニスターミニスター
エンパイアメーカー
ハービンジャー
ケイムホーム
スマートファルコン
バゴ
☆エスポワールシチー
☆ロードカナロア
シンボリクリスエス
ケイムホーム
☆ストロングリターン
ワークフォース
バゴ
キャプテントゥーレ
キングヘイロー
ロージズインメイ
ディープブリランテ
ショウナンカンプ
ゼンノロブロイ
ヨハネスブルグ
トビーズコーナー
パイロ
バゴ
プリサイスエンド
アルデバラン
ベーカバド
カネヒキリ
☆エスポワールシチー
ケイムホーム
☆エイシンフラッシュ
☆モンテロッソ
バゴ

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

820.8
432.0
777.6
669.6
777.6
648.0
432.0
540.0
432.0
421.2
432.0
367.2

ＪＲＡホームブレッド
378.0
583.2
324.0
756.0
604.8
540.0
442.8
756.0
432.0
496.8
432.0
496.8
626.4
777.6
453.6
540.0
399.6
540.0
378.0
669.6
432.0
324.0
583.2
712.8

ＪＲＡホームブレッド
507.6
410.4

ＪＲＡホームブレッド

820.8
432.0
777.6
669.6
777.6
648.0
432.0
540.0
432.0
421.2
432.0
367.2

ＪＲＡホームブレッド
378.0
583.2
324.0
756.0
604.8
540.0
442.8
756.0
432.0
496.8
432.0
496.8
626.4
777.6
453.6
540.0
399.6
540.0
378.0
669.6
432.0
324.0
583.2
712.8

ＪＲＡホームブレッド
507.6
410.4

ＪＲＡホームブレッド

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

※「新規馬主限定セッション」対象馬は、太枠で囲まれた上場番号1～8番になります。
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*1：ICSとは，「国際せり名簿基準」
*2：オープン特別の２，３着は，１９８６年以降から掲載
*3：D重賞とは，地方競馬の各主催者が定めた重賞競走のうち，下級クラス限定が
ない重賞競走

*4：重賞競走とは，中央競馬の重賞競走および地方競馬のダートグレード競走

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

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

２００７年以降に施行された国際格付けを持つ重賞競走（*4）

２００７年以降に施行された国際格付けを持たない重賞競走

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

２００６年までに施行された重賞競走

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

セイウンワンダー
海外：Part ， の G1,G2,G3,リステッドレースの 1着
中央：G ·Jpn ,G ·Jpn ,G ·Jpn の 1 着

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

セイウンワンダー

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

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

地方：G ·Jpn ,G ·Jpn ,G ·Jpn の 2,3 着

セイウンワンダー

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

地方：G ·Jpn の 4,5 着
D重賞(*3)の 1,2,3 着

セイウンワンダー 上記以外の馬

馬名ブラックタイプ表示基準

中央・地方競馬の格付け表記
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種牡馬解説 解説中最後尾の（例）１６地方Ｆ は２０１６年地方ファーストシーズン・サイアー
ランキング５位を表す。
中央………中央総合 地方………地方総合
中央２……中央２歳 地方２……地方２歳
中央Ｆ……中央ファーストシーズン 地方Ｆ……地方ファーストシーズン

クロス表示 Ｓ……父方 Ｍ……母方の世代数。牝馬のクロスは馬名をゴシック体で表示する。
輸 入 馬 ＊ケイムホーム……馬名の前に＊を付ける。
サ ラ 系 種 マイネルビンテージ……馬名の前に を付ける。

初 仔 本馬以前に血統登録馬がいない馬を初仔とする。

戦 績 無表示は中央の成績とし、地方は出走地区を付して表示する。

……北海道（岩見沢、帯広、旭川、門別、札幌、函館）

……岩手（盛岡、水沢） ……山形（上山）

…北関東（足利、宇都宮、高崎） …南関東（船橋、大井、川崎、浦和）

……新潟（新潟、三条） ……石川（金沢）

……東海（笠松、名古屋、中京） ……大阪（春木）

……兵庫（園田、姫路） ……和歌山（紀三井寺）

……島根（益田） ……広島（福山）

……高知（高知） ……佐賀（佐賀）

……熊本（荒尾） ……大分（中津）

国 名 ＡＲＧ…亜…アルゼンチン
ＡＵＳ…豪…オーストラリア
ＡＵＴ…墺…オーストリア
ＢＥＬ…白…ベルギー
ＢＺＲ…伯…ブラジル
ＣＡＮ…加…カナダ
ＣＨＩ…智…チリ
ＤＥＮ…丁…デンマーク
ＦＲ……仏…フランス
ＧＢ……英…イギリス
ＧＥＲ…独…ドイツ
ＨＫＧ…香…香港
ＨＵＮ…洪…ハンガリー
ＩＮＤ…印…インド

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

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

凡例および略号
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Notes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29年2月9日現在の

データ（中央・地方とも）から、作成しております。
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中山厩舎－１号

1 ドリームニキハートの１５ 牡・黒鹿 ４／ ７

＊バゴ
黒鹿 2001

ドリームニキハート
黒鹿 2008

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

＊チーフベアハート

＊ニキトート

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

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

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

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

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

乙訓特別，若菜賞
ディープウォーリア（14 牡 ディープインパクト） １勝

ヨリトモ（07 牡 ＊オペラハウス）入着， ８勝

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

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

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

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

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

ンダウンスターＳ ２着

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

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

特 徴 珠目上・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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1

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



中山厩舎－１号

2 ビューティコマンダの１５ 牡・黒鹿 ３／２４

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

ビューティコマンダ
鹿 2007

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊コマンダーインチーフ

ビューティマロン

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

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

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊アストニシメント） 7 c
Raise a Native S 4×M 5 Northern Dancer M 5×M 5

価格： 購買者：
母 ビューティコマンダ（07 鹿 ＊コマンダーインチーフ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（８）〕
ベアファースト（11 牝 黒鹿 ＊アルデバラン ） ７勝
ブリーズスズカ（13 牡 青鹿 ＊ヨハネスブルグ） １勝， １勝
ハンズスミス（14 牡 鹿 ＊アルデバラン ） 入着

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

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

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

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

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

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

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

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

特 徴 星・珠目上・波分長・右芭蕉上・右骨正・右沙流上
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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2

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



中山厩舎－１号

3 スノーボードロマンの１５ 牡・鹿 ４／２０

＊アルデバラン
鹿 1998

スノーボードロマン
芦 2010

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

＊スウェプトオーヴァーボード

カミモリローマン

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance

＊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 2×M 5 Damascus 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
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ミュークレックス（14 牡 鹿 ＊バゴ） １勝

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（２回），ダイアナＨ ２着，シープスヘッドベイＨ ２着，バ
ックラムオークＨ ２着，フラワーボ－ルＨ ３着，ノネット賞 ３着，マ
イチャーマーＨ ，ラソレリナ賞 ，シルヴァーフラッシュＳ ２着

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

特 徴 珠目上・初地・沙流上
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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3

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

4 フローラルホームの１５ 牡・青鹿 ４／２７

＊バゴ
黒鹿 2001

フローラルホーム
黒鹿 2009

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

＊ケイムホーム

タイキフローラ

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie
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
Mr. Prospector S 4×M 4 Halo S 5×M 5 Secretariat 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：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３）〕
ヨシオ（13 牡 鹿 ＊ヨハネスブルグ） ３勝
ノリミ（14 牝 鹿 ＊サマーバード） 出走， 入着

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 ，安田記念 ３着，etc.，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

チェッキーノ（13 牝 キングカメハメハ） ３勝，フローラＳ ，オークス
２着，アネモネＳ

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.

特 徴 珠目上・右後双門・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 日高育成牧場
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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－１１号

5 クリスコンフリクトの１５ 牡・鹿 ４／１３

＊アルデバラン
鹿 1998

クリスコンフリクト
鹿 2010

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

＊シンボリクリスエス

＊フリクション

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance
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 2×M 4

価格： 購買者：
母 クリスコンフリクト（10 鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ペルビスワンダー（14 牡 黒鹿 ＊ケイムホーム） 入着

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

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

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

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

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

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

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

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

ストライビング（07 ＊タイキシャトル）１勝， ３勝，六甲盃３着

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

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

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

特 徴 珠目上・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 宮崎育成牧場

－ 60 －

5

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



中山厩舎－６号

6 マリエッタの１５ ・青鹿 ３／１１

エイシンフラッシュ
黒鹿 2007

－新種牡馬－

マリエッタ
鹿 2007

＊キングズベスト

＊ムーンレディ

ゼンノロブロイ

ヒカルビション

Kingmambo
Allegretta
Platini
Midnight Fever

＊サンデーサイレンス
＊ローミンレイチェル
＊グランデイ
アンビシヨン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

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

価格： 購買者：
母 マリエッタ（07 鹿 ゼンノロブロイ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
トウケイチーター（12 牡 黒鹿 タニノギムレット） ２勝
トウケイイダテン（13 牡 鹿 タニノギムレット）入着， 入着５回
リゼグランド（14 牡 鹿 ディープブリランテ） １勝

２代母 ヒカルビション（89 鹿 ＊グランデイ）入着
マルブツオー（95 牡 サツカーボーイ）２勝，きんもくせい特別， １０勝
ヒゼンホクショー（96 牡 ヤマニンゼファー）２勝，障害２勝，東京オータムジャンプ
チェリーブラスト（98 牡 ＊ホワイトマズル）４勝，阿賀野川特別，琵琶湖特別

３代母 アンビシヨン（78 鹿 ＊フアバージ）６勝，平安Ｓ，松籟Ｓ，下鴨特別，勿来特別
ラブイズビジョン（97 牝 ＊ミシル）１勝

コスモハレルヤ（07 牡 ジェニュイン） ８勝，コウノトリ賞，新春賞２着，
六甲盃３着

４代母 ロツチ（69 栗 ＊ダイハード）３勝，有田特別
［子］ ハードバージ（74 牡 ＊フアバージ）３勝，皐月賞，毎日杯，日本ダービー２着，

種牡馬
マチカネイワシミズ（83 牡 ＊フアバージ）３勝，阪神大賞典 ２着，露草賞，
種牡馬

［孫］ ニホンピロマーチ（84 牡 アローエクスプレス）６勝，日本ダービー ３着，
鳴尾記念 ３着，若草賞 ，灘Ｓ，栗東Ｓ，etc.，種牡馬

イイデシビア（88 牡 サクラシヨウリ）１勝，デイリー杯３歳Ｓ ２着，ペガ
サスＳ ２着，菖蒲Ｓ ２着，バイオレットＳ ２着

ワコーリューオー（85 牡 ＊ダンサーズイメージ）４勝，天皇賞（春） ４着，甲
南Ｓ，睦月賞

ベルロッチ（83 牡 ＊ドン）１勝，毎日杯 ３着，障害２勝
［曾孫］ ミストラルアゲン（91 牝 ＊スリルシヨー）１勝，札幌３歳Ｓ ２着，ＴＶ東京

３歳牝馬Ｓ ３着，カーネーションＣ ３着，フローラＳ ３着
ピアロッチ（89 牝 ＊パークリージエント）６勝，北九州短距離Ｓ ，やまなみ
Ｓ，ジュライＳ，宗像特別

特 徴 星・珠目正・左初地・左沙流上・左後一白
生産牧場 北海道新ひだか町静内西川 坂本 智広
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，２４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 61 －

6

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



中山厩舎－６号

7 ブライダルソングの１５ ・栗 ４／ ７

カネヒキリ
栗 2002

＊ブライダルソング
栗 2005

フジキセキ

＊ライフアウトゼア

Selkirk
セルカーク

Wedding of the Sea
ウェディングオヴザシ－

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Deputy Minister
Silver Valley
Sharpen Up
Annie Edge
Blushing Groom
Sweet Mover

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Dolly Whisk） 4 r
Hail to Reason S 5×M 5 Wild Risk S 5×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ＊ブライダルソング（05 IRE 栗 Selkirk）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
ハニームーナー（10 牝 栗 アドマイヤムーン）１勝
クリノコクシムソウ（12 牡 芦 ＊クロフネ） ３勝
メヘンディラート（14 牝 栗 ヴィクトワールピサ） 出走

２代母 ウェディングオヴザシ－Wedding of the Sea（89 USA栗 Blushing Groom）独・仏
２勝，リゾランジ賞 ，グロシェーヌ賞 ３着，ゴルデネパイチェ ３着，ポンヌフ賞
２着，クリテリヨムドベケ ２着，ゼダーン賞 ２着

ネプチューンズブライド Neptune's Bride（96 牝 Bering）米・伊・仏５勝，フィユドレー
ル賞 ，ブラックヘレンＨ ２着，バグッタ賞 ３着，ラソレリナ賞 ，オクシタ
ニー賞 ，バイユーＨ ３着

＊シーチャリオット（02 牡 Seeking the Gold） ６勝，全日本２歳優駿 ２着，東京
ダービー，羽田盃，京浜盃，平和賞，サンタアニタＴ２着，報知ＧＰＣ２着，Ｎ
ＡＲ優２歳，ＮＡＲ優３歳

ポセイドンズブライド Poseidon's Bride（03 牝 Seeking the Gold）首・仏２勝
ドリームチャイルド Dream Child（11 牝 Pivotal） 英・仏５勝，アフロディーテＳ

２着，デイジーウォリックＳ ２着，ノッティンガムシャーオークス ２着
サブマリナー Submariner（06 Singspiel） 首・英５勝，ジェベルアリＳ ３着

シーダート Sea Dart（00 牡 Diesis）首・林・愛・仏４勝，愛インターナショナルＳ ，種牡馬
ポリアンドリー Polyandry（03 牝 Storm Cat）不出走

ドバイエスカペイド Dubai Escapade（09 Dubai Destination） 豪１０勝，ストリッ
クランドＳ ２着，ＷＡＴＣタタソールズＣ

３代母 スイ－トム－ヴァ－Sweet Mover（83 USA栗 Nijinsky）英・仏１勝，ヴァージニ
アＳ ２着
ミステリアスムーヴMysterious Move（90 牝 Miswaki）不出走

ミステリアスゲストMysterious Guest（97 牝 Barathea）仏１勝，仏・障害１勝
ミステリアスリナMysterious Lina（03 牝 Linamix）米・仏２勝，ノネット賞
２着，ラソレリナ賞 ，カロンヌ賞 ２着

特 徴 流星鼻梁白・珠目上・右髪中・波分長・沙流上
生産牧場 北海道日高町豊郷 中前牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，２４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 62 －

7

新規馬主限定セッション　対象馬（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 ポポラーレの１５ ・栗 ４／３０

スクリーンヒーロー
栗 2004

ポポラーレ
黒鹿 2002

＊グラスワンダー

ランニングヒロイン

＊エブロス

＊サブリーナ

Silver Hawk
Ameriflora

＊サンデーサイレンス
ダイナアクトレス
Mr. Prospector
Scuff
Green Forest
Chip o' Chocolate

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Chocolate Beau ～ Some More） 3 d
Hail to Reason S 5×S 5 Northern Dancer S 5×S 5

価格： 購買者：
母 ポポラーレ（02 黒鹿 ＊エブロス） ２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
シャイニーユース（13 牝 栗 スクリーンヒーロー） ２勝
ブレイビットアウト（14 牡 青鹿 ローレルゲレイロ） 出走

２代母 ＊サブリーナ（84 USA栗 Green Forest）仏入着
トパーズバンブー（89 牝 ＊ファストトパーズ）不出走

バンブードミンゲス（97 牡 バンブーパッション）４勝，ラジオ福島賞，六日町特別，
きんもくせい特別，菩提樹Ｓ ３着

スイートバンブー（94 牝 ＊スキャン）４勝，浦安特別
チリビリビン（01 牝 ＊ブロッコ）入着， １勝
バンブーリバプール（08 牡 マンハッタンカフェ）２勝， ８勝，九州
オールカマー

ブリトン（02 牝 サクラローレル）３勝，オークス ５着，摂津特別，君子蘭賞，忘れ
な草賞 ２着

バンブーアズーリ（05 牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝， １勝，尾張名古屋杯
タイセイブレーヴ（01 牡 サクラバクシンオー）３勝，すずらん賞 ，バイオレットＳ

２着， １勝，兵庫ジュニアＧＰ

３代母 チップオチョコレトChip o' Chocolate（78 USA黒鹿 Cornish Prince）米１勝
チッペンチャージ Chip n Charge（92 牝 Distinctive Pro）米３勝，コリンＳ ，フライアー

ロックＳ ２着，スターシュートＳ ３着，マイディアＳ ３着

４代母 チョコレトボーChocolate Beau（58 USA栗 Beau Max）米６勝
［曾孫］＊ダンシングブレーヴ（83 牡 Lyphard）米・英・仏８勝，英２０００ギニー ，凱旋

門賞 ，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ ，エクリプスＳ ，クレイヴ
ァンＳ ，セレクトＳ ，英ダービー ２着，種牡馬

ジョリファ Jolypha（89 牝 Lyphard）米・仏４勝，仏オークス ，ヴェルメイユ賞
，サンタラリ賞 ２着，ビヴァリーヒルズＨ ２着，ＢＣクラシック ３
着

特 徴 星・鼻梁小白・珠目正・波分長
生産牧場 北海道新冠町朝日 村上牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，２４０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 63 －

8

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



中山厩舎－１３号

9 スマッシュの１５ ・黒鹿 ３／２７

オルフェーヴル
栗 2008

－新種牡馬－

スマッシュ
黒鹿 2010

ステイゴールド

オリエンタルアート

キングカメハメハ

ロフティーエイム

＊サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ
メジロマックイーン
エレクトロアート
Kingmambo

＊マンファス
＊サンデーサイレンス
＊ウィッチフルシンキング

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Distinction） 2 b
＊サンデーサイレンス S 3×M 3 ＊ノーザンテースト S 4×S 5

価格： 購買者：
母 スマッシュ（10 黒鹿 キングカメハメハ）出走
初仔

２代母 ロフティーエイム（02 鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ ，函館記念
２着，檜原湖特別

ビーウィッチド（12 牝 ＊ハービンジャー） １勝

３代母 ＊ウィッチフルシンキング（94 USA鹿 Lord Avie）米１２勝，パカラップＳ ，ジャス
トアゲイムＨ ，イーゴンマイルＳ ，ニジャナＳ ，ボールストンスパＨ ２着，etc.
マンティスハント（01 牝 Deputy Minister）入着３回

ゴーハンティング（08 フジキセキ） ４勝，飯豊特別，葉山特別，石狩特別
クロスボウ（10 牡 ゴールドアリュール） ４勝，初茜賞
アガスティア（11 牡 マンハッタンカフェ） ２勝，障害１勝
インターセプター（12 牡 ダイワメジャー） ５勝
サングレーザー（14 牡 ディープインパクト） １勝，デイリー杯２歳Ｓ ３着

スペシャルウィッチ（04 牝 スペシャルウィーク）１勝
ファルクラム（05 牡 ＊ファルブラヴ）入着２回， ２勝
ダイワモースト（06 牡 ＊グラスワンダー）１勝
メーデイア（08 牝 キングヘイロー）４勝， ６勝，ＪＢＣＬクラシック ，Ｌ

プレリュード ，ＴＣＫ女王盃 （２回），スパーキングＬＣ ，etc.
ベルガリオン（09 牡 フジキセキ）入着， １勝

４代母 ハロウィーンジョイHalloween Joy（87 USA鹿 Exuberant）米９勝

５代母 ハロウィーンHalloween（79 USA黒鹿 Wardlaw）米１勝
［子］ ホブゴブリン Hobgoblin（92 牡 Exuberant）米７勝，バシュフォードマナーＳ

３着，トーマスＰスコットＳ ２着，シカゴジュヴェナイルＳ ２着，
プレーリーバイユーＳ ３着，米・障害１勝

６代母 アスクフォーザムーンAsk for the Moon（74 USA栗 Sky High）米１勝
［孫］ マーゴズギフトMargo's Gift（05 Polish Gift）米９勝，フェイヴァリトトリ

ックＢＣＳ

特 徴 珠目上・髪中・左初地
生産牧場 北海道浦河町西舎 宮内牧場
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 ７，５６０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 64 －

9



中山厩舎－１３号

10 ヴェルナッツァの１５ ・栗 ４／１４

＊ヘニーヒューズ
栗 2003

－新種牡馬－

＊ヴェルナッツァ
栗 2007

＊ヘネシー

Meadow Flyer
メドーフライアー

Unbridled's Song
アンブライドルズソング

Fall Fashion
フォールファッション

Storm Cat
Island Kitty
Meadowlake
Shortley
Unbridled
Trolley Song
Forestry
Digit

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Special ～ Rough Shod） 5 h
Storm Cat S 3×M 4 Mr. Prospector M 5×M 5

価格： 購買者：
母 ＊ヴェルナッツァ（07 USA栗 Unbridled's Song）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（５）〕
ホスト（11 牡 黒鹿 ＊ファルブラヴ） ３勝， ３勝
ラッキーランナー（12 牡 青 ヴァーミリアン） ２勝
カレン（14 牝 栗 ディープブリランテ） 出走

２代母 フォールファッション Fall Fashion（01 USA栗 Forestry）米３勝，ミスプリークネ
スＳ ３着
バンコディネーロBanco Dinero（11 Dynaformer） 米１勝

３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） 米・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

４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

［子］ ＊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

［孫］ 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

［曾孫］ 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

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

特 徴 小星・珠目正・波分・左後一白
生産牧場 北海道新ひだか町東静内 藤沢牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，９６８，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 65 －

10



中山厩舎－６号

11 マイネレーヌの１５ ・黒鹿 ３／１１

ヴィクトワールピサ
黒鹿 2007

マイネレーヌ
鹿 2006

ネオユニヴァース

＊ホワイトウォーターアフェア

＊マイネルラヴ

グレースマリヤ

＊サンデーサイレンス
＊ポインテッドパス
Machiavellian
Much Too Risky
Seeking the Gold
Heart of Joy

＊グルームダンサー
ミホグレース

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（フオーラン～ ＊アストニシメント） 7 c
Halo S 4×S 5 Mr. Prospector S 4×M 4 Lyphard M 5×M 5

価格： 購買者：
母 マイネレーヌ（06 鹿 ＊マイネルラヴ）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３）〕
アンジュデュバン（11 牝 黒鹿 ハーツクライ）２勝
アカラナータ（14 牡 青鹿 マンハッタンカフェ） １勝

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

風特別，鏑矢特別，れんげ賞
マイネボヌール（09 牝 ＊ロージズインメイ）４勝，朝日岳特別，志摩特別（２回），紅

梅Ｓ ２着
コスモプラチナ（03 牝 ステイゴールド）６勝，マーメイドＳ ，天の川Ｓ，佐渡特別，

対馬特別

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

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

コスモス賞 ２着，ラベンダー賞 ３着， ４勝，桂樹杯３着，etc.，ＮＡＲ優ターフ

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

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

［孫］ ナリタプロテクター（93 牡 ＊ヘクタープロテクター）７勝，谷川岳Ｓ ，ポー
トアイランドＳ ，札幌日経ＯＰ ，吾妻小富士ＯＰ ２着，東風Ｓ ３
着，etc.， １０勝

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

［曾孫］ トーコーニーケ（11 牝 キングカメハメハ） ９勝，関東オークス
２着，園田金盃，のじぎく賞，東海クイーンＣ，若草賞，etc.，ＮＡＲ優３牝

特 徴 星・珠目正・吭搦三・髪中・右沙流上・左前後三白
生産牧場 北海道日高町豊郷 荒井ファーム
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ９，３９６，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 66 －
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中山厩舎－６号

12 サンタローズの１５ ・栗 ３／ ８

オルフェーヴル
栗 2008

－新種牡馬－

サンタローズ
鹿 2002

ステイゴールド

オリエンタルアート

＊パントレセレブル

ユキノローズ

＊サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ
メジロマックイーン
エレクトロアート
Nureyev
Peinture Bleue

＊ミルジヨージ
バンブーネラ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ソネラ） 4 r
＊ノーザンテースト S 4×S 5 Northern Dancer M 4×S 5

価格： 購買者：
母 サンタローズ（02 鹿 ＊パントレセレブル）２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（５）〕
タニオブローズ（10 牝 鹿 ネオユニヴァース）２勝
ハワイアンローズ（11 牝 鹿 キングカメハメハ）入着， ３勝
ギャツビー（13 牡 栗 ゼンノロブロイ） 入着３回， ２勝
ハローユニコーン（14 牝 鹿 ハーツクライ） １勝

２代母 ユキノローズ（82 鹿 ＊ミルジヨージ）５勝，サンスポ４歳牝馬特別 ，中山牝馬Ｓ
，牝馬東タイ杯 ３着，京王杯オータムＨ ３着，桜花賞 ４着，etc.

グレイドショウリ（89 牡 ＊モガミ）障害１勝， ４勝，東京王冠賞，東京ダービー，東
京大賞典２着，東京盃２着，黒潮盃２着，etc.

エヌティウイナー（90 牡 マルゼンスキー）４勝，中日スポ４歳Ｓ ３着，マラヤンＲＡ
Ｔ，白藤Ｓ， １勝

ランフォーローズ（91 アスワン）６勝，初富士Ｓ，京洛Ｓ，石和特別，松浜特別
ブルーコマンダー（96 ＊コマンダーインチーフ）４勝，毎日杯 ３着，端午Ｓ ，シク

ラメンＳ ２着
ギャンブルローズ（97 牝 ＊デインヒル）６勝，中京記念 ３着，京都牝馬Ｓ ３着，パー

ルＳ，キャピタルＳ ３着，エルフィンＳ ３着，etc.
レインボーペガサス（05 牡 アグネスタキオン）５勝，関屋記念 ，きさらぎ賞

，皐月賞 ４着，日本ダービー ５着，etc.， 入着，全日本
２歳優駿 ３着

ハリウッドローズ（99 牝 ＊ラムタラ）１勝
ジョルジュサンク（13 牡 ヴィクトワールピサ） ２勝，すみれＳ

３代母 バンブーネラ（71 黒鹿 ＊ポリツク）出走

４代母 クインバンブー（62 黒鹿 ＊ヒンドスタン）２勝
［子］ バンブーキヤツチヤ（68 牝 ＊フアラモンド）３勝，オークス３着，４歳牝馬特別

バンブーホマレ（73 牡 ＊フアラモンド）８勝，スワンＳ３着，仁川Ｓ ，４歳
Ｓ ，花園特別，周防灘特別，etc.

［孫］ ゲイリーサンダー（85 牡 ＊モーニングフローリツク）３勝，北洋特別，萩Ｓ
２着，春蘭賞 ３着

特 徴 流星鼻梁白鼻梁鼻大白上唇白・珠目二・吭搦二・髪中・左前小白・右前長白・右後半白
生産牧場 北海道浦河町野深 村下 明博
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 日高育成牧場

－ 67 －
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中山厩舎－６号

13 ロゼットネビュラの１５ ・鹿 ４／１６

＊エンパイアメーカー
黒鹿 2000

ロゼットネビュラ
鹿 2006

Unbridled
アンブライドルド

Toussaud
トゥソ－

ネオユニヴァース

＊ローザネイ

Fappiano
Gana Facil
El Gran Senor
Image of Reality

＊サンデーサイレンス
＊ポインテッドパス
Lyphard
Riviere Doree

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Riverside ～Monsoon） 1 w
Northern Dancer S 4×M 4 In Reality S 4×S 5

価格： 購買者：
母 ロゼットネビュラ（06 鹿 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ジョッセルフェルト（12 牡 鹿 メイショウサムソン）１勝
ミアグレイス（14 牡 芦 ＊クロフネ） 不出走

２代母 ＊ローザネイ（88 FR栗 Lyphard）仏１勝
ロゼカラー（93 牝 Shirley Heights）２勝，デイリー杯３歳Ｓ ，シンザン記念 ２着，秋

華賞 ３着，オークス ４着，阪神３歳牝馬Ｓ ５着
ローズバド（98 牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー ，マーメイ

ドＳ ，オークス ２着，秋華賞 ２着，エリザベス女王杯 ２着，etc.
ローズキングダム（07 牡 キングカメハメハ）６勝，ジャパンＣ ，朝日杯フ
ューチュリティＳ ，京都大賞典 ，神戸新聞杯 ，日本ダービー
２着，etc.，優２牡，種牡馬

ローゼンクロイツ（02 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，金鯱賞 ，中京記念 ，
毎日杯 ，金鯱賞 ２着，菊花賞 ３着，etc.

テューダーローズ（03 牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，皿倉山特別，背振山特別
ローズプレステージ（04 牡 ダンスインザダーク）１勝，京都新聞杯 ２着，京

都２歳Ｓ ２着
ロサード（96 牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，オールカマー ，小倉記念 （２回），京阪

杯 ，新潟３歳Ｓ ，etc.，種牡馬
ロゼダンジュ（97 牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

アドマイヤオウカ（09 牝 ＊シンボリクリスエス）出走
アドマイヤキズナ（13 牡 ＊ハービンジャー） ３勝，鳴滝特別，英彦山特別

ヴィータローザ（00 牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，セントライト記念 ，中山金杯 ，
Ｒたんぱ賞 ，金鯱賞 ２着，小倉記念 ２着，etc.，種牡馬

３代母 リヴィエールドレ Riviere Doree（80 USA栗 Secretariat）仏２勝，コロネイション賞
リーヴデュシュドRive du Sud（87 牝 Nureyev）仏１勝

リジエールRiziere（92 牝 ＊グルームダンサー）仏２勝
ルーヴル Rouvres（99 牡 Anabaa）米・仏５勝，ジャンプラ賞 ，ギシュ賞 ，バ
ーナードバルークＨ ２着，イクスプロージヴビッドＨ ２着，ベルモン
トＢＣＨ ２着，etc.，種牡馬

特 徴 大流星鼻梁小白断鼻小白・珠目上・吭搦二・波分長・左芝引・右前後三白
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

－ 68 －
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中山厩舎－６号

14 ラロキューンの１５ ・青鹿 ３／２９

スクリーンヒーロー
栗 2004

ラロキューン
鹿 2009

＊グラスワンダー

ランニングヒロイン

＊ファスリエフ

セイウンクノイチ

Silver Hawk
Ameriflora

＊サンデーサイレンス
ダイナアクトレス
Nureyev
Mr. P's Princess

＊サンデーサイレンス
アンカースティーム

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（サンキスト～ ＊フロリースカツプ） 3 l
＊サンデーサイレンス S 3×M 3 Roberto S 4×M 5 Northern Dancer M 4×S 5×S 5
Hail to Reason S 5×S 5×M 5
価格： 購買者：

母 ラロキューン（09 鹿 ＊ファスリエフ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ディアチャイブ（14 牝 鹿 ＊グラスワンダー） 出走

２代母 セイウンクノイチ（98 青鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
セイウンワンダー（06 牡 ＊グラスワンダー）４勝，朝日杯フューチュリティＳ ，エ

プソムＣ ，新潟２歳Ｓ ，皐月賞 ３着，菊花賞 ３着，etc.，優２牡

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

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

４代母 アイレテスコ（78 黒鹿 ＊テスコボーイ）１勝
［子］ ゴーウィズウィンド（99 牡 ＊フレイズ）６勝，みなみ北海道Ｓ ，信夫山特別，

みなみ北海道Ｓ ２着，札幌日経ＯＰ ２着，みなみ北海道Ｓ ３着，etc.
ガスティーホース（85 牡 マルゼンスキー）６勝，むらさき賞，朱鷺Ｓ ３着，マ

ーチＳ ３着，ディセンバーＳ ３着，etc.， １勝，スプリングＣ２着
マチカネツラヌキ（87 牡 ＊ターゴワイス）４勝，鹿島特別，二本松特別，尖閣
湾特別

ガルフパール（92 牝 ＊ジェイドロバリー）４勝，錦秋特別
［孫］ テンポウキング（98 牡 ＊シャーディー） １３勝，クラウンＣ２着，ニュー

イヤーＣ２着

５代母 アイレバース（70 栗 ＊ソロナウエー）３勝，ＳＴＶ杯
［曾孫］ マルブツサンキスト（87 牡 ＊プルラリズム）７勝，小倉記念 ，朝日ＣｈＣ

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

特 徴 珠目上・波分長・左初地・左沙流上・右後一白
生産牧場 北海道浦河町姉茶 ディアレストクラブ
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 ６，４８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 69 －
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中山厩舎－１１号

15 ロックドクトリンの１５ 牡・青鹿 ３／２４

ゴールドアリュール
栗 1999

ロックドクトリン
黒鹿 2008

＊サンデーサイレンス

＊ニキーヤ

＊ロックオブジブラルタル

＊タイキパンドラ

Halo
Wishing Well
Nureyev
Reluctant Guest

＊デインヒル
Offshore Boom
Gulch
Certain Secret

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Home-Made ～Mother Goose） 2 d
Northern Dancer S 4×M 5×M 5 Nearctic S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ロックドクトリン（08 黒鹿 ＊ロックオブジブラルタル）２勝
初仔

２代母 ＊タイキパンドラ（98 USA黒鹿 Gulch）出走
マルサンチーフ（05 牡 レギュラーメンバー）入着２回， １１勝

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

＊クロフネミステリー（90 牝 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

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

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

ハナコスマイル（98 牝 ＊ダンスオブライフ）１勝，はなのき賞， ４勝，サラ・クイ
ーンＣ２着，ジュニアクラウン３着，秋風ジュニア３着
ナムラミーティア（06 牝 サクラバクシンオー）２勝，函館２歳Ｓ ２着，
ラベンダー賞

ナムラビッグタイム（01 牡 サクラバクシンオー）４勝，ＮｚＴ ３着，ファルコン
Ｓ ３着，もみじＳ ，福島２歳Ｓ ，ラベンダー賞 ，札幌日刊スポ杯 ２
着，アイビーＳ ２着，すずらん賞 ２着，福島民友Ｃ ３着，葵Ｓ ３着，

１１勝
トウカイミステリー（06 牝 キングカメハメハ）６勝，北九州記念 ，札幌日刊ス

ポ杯，長万部特別，鈴鹿特別
＊タイキクリスティー（96 牝 Theatrical）出走

アーバンストリート（04 牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）７勝，シルクロードＳ ，
京洛Ｓ ，納屋橋Ｓ，淀屋橋Ｓ，三河特別，アンコールＳ ３着，尾張Ｓ ３着

＊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.

特 徴 小星・珠目正・髪中・波分長・浪門・初地・右後半白
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 ８，８５６，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 70 －
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中山厩舎－１１号

16 コスマグレースの１５ 牡・黒鹿 ３／１８

ブラックタイド
黒鹿 2001

コスマグレース
黒鹿 2002

＊サンデーサイレンス

＊ウインドインハーヘア

＊ヘクタープロテクター

＊エテール

Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere
Woodman
Korveya
Lyphard
Honor Tricks

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Cosmah ～ Almahmoud） 2 d
Lyphard M 3×S 4 Cosmah S 4×M 4

価格： 購買者：
母 コスマグレース（02 黒鹿 ＊ヘクタープロテクター）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
ミニスタービーン（09 牡 黒鹿 ＊シニスターミニスター） ３勝
アートオブマジック（10 牡 鹿 ＊シニスターミニスター） １勝
サウンドギャツビー（12 牡 黒鹿 マツリダゴッホ） 出走，障害１勝
ヘビデューティー（13 牡 栗 カネヒキリ） ４勝
クレセントロール（14 牝 栗 ＊トワイニング） 入着

２代母 ＊エテール（85 USA鹿 Lyphard）仏１勝
リキアイアクトレス（90 牝 Reference Point）４勝，Ｉｎｔ．Ｊｓ（１），若潮賞

リキアイヤマノオー（00 牡 ＊アフリート）３勝，天王山特別， ２勝
リキアイサイレンス（01 牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，Ａｒ共和国杯 ３着，

オクトーバーＳ，遠州灘特別，南武特別，万代特別，新津特別，種牡馬
スペースシャトル（06 牡 ＊ムーンバラッド）入着３回， ２勝，福山記念３着

ジントルネード（95 牡 ＊バイアモン）３勝，ゴールデンブーツＴ，洛西特別
ウィッチクラフト（96 牝 ＊トニービン）出走

アデランタル（02 牝 ＊スキャン） ６勝，黒潮菊花賞３着
ハイネスローラ（00 牝 ＊タイキシャトル）入着２回， ３勝

ムラサキコマチ（10 牝 スターリングローズ） ３勝，ロータスクラウン賞２着，九
州ダービー栄城賞３着

３代母 オナートリックスHonor Tricks（76 USA鹿 Bold Bidder）不出走
ウッドヴァイオレットWood Violet（83 牝 Riverman）不出走

ヴィオラロワイヤル Viola Royale（95 牝 ＊ロイヤルアカデミー ）愛２勝，デビュ
ターントＳ ２着
メレアグロスMeleagros（09 牡 ＊キングズベスト） 仏７勝，エドゥヴィル賞

，エドゥヴィル賞 ２着，ポルトドマドリッド賞 ，ナント市大賞 ，デ
ルビーデルウェスト ，ポルトドマドリッド賞 ２着

＊アセルティンズエンジェルス（87 牝 Fappiano）米入着２回
アラタマインディ（97 牡 A.P. Indy）５勝，小倉記念 ，朝日ＣｈＣ ２着，九スポ

杯，京橋特別

特 徴 流星鼻梁鼻白上唇白・珠目上・右髪中・左沙流上・右前小白・右後細長白
生産牧場 北海道日高町豊田 厚賀古川牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，４００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 71 －
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中山厩舎－１号

17 イシュタルキャストの１５ 牡・黒鹿 ４／１５

ロードカナロア
鹿 2008

－新種牡馬－

イシュタルキャスト
鹿 2009

キングカメハメハ

レディブラッサム

アグネスタキオン

リターンキャスト

Kingmambo
＊マンファス
Storm Cat

＊サラトガデュー
＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ

＊ノーザンテースト
リターンバンダム

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊リターントゥパリ） 2 f
Northern Dancer M 4×S 5

価格： 購買者：
母 イシュタルキャスト（09 鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
カテナチオ（14 牡 鹿 ＊キングズベスト） 出走

２代母 リターンキャスト（98 鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
オーシャンエイプス（04 牡 マヤノトップガン）５勝，オーストラリアＴ ，ウェルカム

Ｓ，三年坂特別，箕面特別
オーシャンパワー（08 牡 マヤノトップガン）３勝， １勝
リターンラルク（11 牡 ディープインパクト） ２勝
ボンボンキャスト（12 牝 ゼンノロブロイ） ４勝，妙高特別

３代母 リターンバンダム（90 鹿 Niniski）２勝
ゴールデンキャスト（00 牡 ＊タイキシャトル）８勝，セントウルＳ （２回），北九州記

念 ２着，北九州短距離Ｓ ，福島民報杯 ，etc.

４代母 ＊リターントゥパリ（80 FR黒鹿 Riverman）米・英２勝
［子］ ＊クリヨン（88 牝 Caerleon）４勝，鷹巣山特別
［孫］ シュペールガスコン Super Gascon（92 牡 Lesotho）独・仏３勝，モーントルト

ゥー賞 ，アルティパン賞 ２着，ロヴラス賞 ２着，ラヌラグ賞 ２着，
ウジェーヌドサヴォワ賞 ２着，etc.

［曾孫］ フィロパトール（09 牝 ジャングルポケット）５勝，福島牝馬Ｓ ３着，天
の川Ｓ，織姫賞，浄土平特別

メイショウブシン（10 牡 メイショウサムソン） ３勝，奥の細道特別，ひめ
さゆり賞

５代母 トゥートゥパリス Two to Paris（68 USA鹿 Sir Ribot）仏１勝，クリテリヨムデプ
ーリッシュ

６代母 ラニングアカウントRunning Account（63 USA鹿 Tuleg）米１勝
［子］ ライオットインパリス Riot in Paris（71 牡 Sir Ribot）米・仏１１勝，ベルエアＨ

，デルマー招待Ｈ ，サンガブリエルＨ ，パース賞 ，ハリウッドゴ
ールドＣ ３着，etc.

特 徴 星・珠目上
生産牧場 北海道浦河町杵臼 杵臼牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 １５，６６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 72 －
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中山厩舎－１号

18 ネローリの１５ 牡・栗 ５／３０

スクリーンヒーロー
栗 2004

ネローリ
栗 2001

＊グラスワンダー

ランニングヒロイン

＊ラムタラ

ファビラスターン

Silver Hawk
Ameriflora

＊サンデーサイレンス
ダイナアクトレス
Nijinsky
Snow Bride

＊サンデーサイレンス
カッティングエッジ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ナイトライト） 22 d
＊サンデーサイレンス S 3×M 3 ＊ノーザンテースト S 4×M 5
Northern Dancer M 4×S 5×S 5 Hail to Reason S 5×S 5×M 5
価格： 購買者：

母 ネローリ（01 栗 ＊ラムタラ） ５勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（１２）〕
ヴェアリアスローズ（10 牝 栗 スターリングローズ）１勝
シークロム（12 牡 青鹿 ローレルゲレイロ） ９勝，青藍賞（１６００），イーハトー

ブマイル（１６００），スプリングＣ（１６００），はまなす賞（Ｔ１６００）２着，北斗盃（１６００）２着
イワバシル（13 牝 栗 スターリングローズ） 出走， ３勝
シンシン（14 牡 鹿 ＊ベーカバド） 地方不出走

２代母 ファビラスターン（94 黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝， １勝
シャドウゲイト（02 牡 ＊ホワイトマズル）星・愛・英・香２勝，シンガポール国際Ｃ ，

６勝，中京記念 ，中山金杯 ，ＡＪＣＣ ２着，etc.， 入着，川崎記念
３着，etc.，種牡馬

サトノタイガー（08 牡 キングカメハメハ）５勝，カペラＳ ２着，etc.， ３
勝，ＪＢＣスプリント ２着，ＪＢＣスプリント ５着，アフター５スタ
ー賞，川崎マイラーズ，etc.，ＮＡＲ優短距

３代母 カッティングエッジ（86 栗 ＊フアバージ）６勝，クイーンＣ ，ＴＶ東京３歳牝馬
Ｓ ，牝馬東タイ杯 ２着，ニューイヤーＳ ，クリスマスＳ ，etc.
プロミネントカット（95 牝 ＊トニービン）不出走

ガンダーラプソディ（00 牝 ＊ジェイドロバリー）１勝
イコピコ（06 牡 マンハッタンカフェ）４勝，神戸新聞杯 ，菊花賞
４着，白百合Ｓ

ハノハノ（08 牡 アドマイヤコジーン）６勝，京洛Ｓ ，船橋Ｓ，帆柱山特別，バーデ
ンバーデンＣ ２着，鞍馬Ｓ ３着，etc.

４代母 メルドスポート（79 栃栗 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ ディヴァインライト（95 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，高松宮記念 ２着，

マイラーズＣ ２着，東京新聞杯 ２着，阪急杯 ２着，皐月賞 ５着，etc.，
種牡馬

［孫］ アグネスワルツ（07 牝 ゼンノロブロイ）４勝，フローラＳ ２着，マーメ
イドＳ ２着，オークス ３着，カシオペアＳ ２着，ターコイズＳ
２着，etc.

特 徴 珠目上・波分長・左鐙端・沙流上
生産牧場 北海道新冠町朝日 村上牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 １６，２００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 73 －
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中山厩舎－１号

19 サワヤカブランの１５ 牡・芦 ３／ ６

ルーラーシップ
鹿 2007

サワヤカブラン
芦 2005

キングカメハメハ

エアグルーヴ

＊クロフネ

マルカサワヤカ

Kingmambo
＊マンファス
＊トニービン
ダイナカール

＊フレンチデピュティ
＊ブルーアヴェニュー
＊サンデーサイレンス
サワヤカプリンセス

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊スコツチプリンセス） 11 f
＊ノーザンテースト S 4×M 4

価格： 購買者：
母 サワヤカブラン（05 芦 ＊クロフネ）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（１３）〕
ナムラジャーナル（09 牡 鹿 ローエングリン） １２勝
ピンクノオウマサン（13 牝 芦 ジャングルポケット）入着， １勝

２代母 マルカサワヤカ（98 黒鹿 ＊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

３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 ，ＴＶ愛知Ｏ
Ｐ ２着，都大路Ｓ ３着，菩提樹Ｓ ３着，マーガレットＳ ３着

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

４代母 ＊スコツチプリンセス（70 USA栗 Creme dela Creme）米２勝
［子］ 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
［孫］ 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
［曾孫］ 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

特 徴 流星鼻梁白鼻白上唇大白・珠目上・髪中・右後細長白
生産牧場 北海道様似町田代 猿倉牧場
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 １６，２００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 74 －
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中山厩舎－１号

20 ハンターズマークの１５ 牡・黒鹿 ２／ ８

＊ノヴェリスト
黒鹿 2009

－新種牡馬－

＊ハンターズマーク
鹿 2000

Monsun
モンズン

Night Lagoon
ナイトラグーン

Titus Livius
ティトゥスリヴィウス

＊マンファス

Konigsstuhl
Mosella
Lagunas
Nenuphar
Machiavellian
Party Doll

＊ラストタイクーン
Pilot Bird

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Aimee ～ Eclair） 22 d
Literat S 5×S 5 Northern Dancer S 5×M 5×M 5 Mill Reef M 5×M 5

価格： 購買者：
母 ＊ハンターズマーク（00 USA鹿 Titus Livius）米・英１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（９）〕
ミッキーハンター（05 牡 鹿 Street Cry）入着２回， ６勝
ハッピーディレンマ（07 牝 栗 アグネスタキオン）入着

ヒプノティスト（13 牡 ＊クロフネ）３勝，アイビーＳ ３着
ターゲットマシン（08 牡 青鹿 ディープインパクト）３勝，寒竹賞（２０００）
シャガールバローズ（10 栗 アグネスタキオン）入着２回， ３勝
ナリノクインビー（13 牝 黒鹿 ＊ワークフォース）入着， 出走
グローリーハンター（14 牡 黒鹿 ヴィクトワールピサ） 不出走

２代母 ＊マンファス（91 IRE 黒鹿 ＊ラストタイクーン）英入着
ザデビュティ The Deputy（97 牡 Petardia）米・英４勝，サンタアニタダービー ，サンタ

カタリーナＳ ，サンフェリペＳ ２着，ヒルライズＨ ，種牡馬
キングカメハメハ（01 牡 Kingmambo）７勝，日本ダービー ，ＮＨＫマイルＣ ，神戸

新聞杯 ，毎日杯 ，京成杯 ３着，etc.，優３牡，種牡馬
レースパイロット（02 牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，フローラＳ ２着，ミモザ賞，エ

ルフィンＳ ３着

３代母 パイロットバード Pilot Bird（83 GB鹿 Blakeney）英１勝，サーチャールズクロア
メモリアルＳ
アルアルースAlaroos（88 牝 Persian Bold）不出走

アラワクケイArawak Cay（95 Common Grounds）英・香１勝，英ノーフォークＳ
３着，スーパーラティヴＳ ３着

４代母 ザダンサー The Dancer（77 FR鹿 Green Dancer）英・仏３勝，英オークス ３着，
ランカシャーオークス ３着，サーチャールズクロアメモリアルＳ ，メイヒルＳ
［子］ マックザナイフMack the Knife（89 Kris）英６勝，レイシングポストトロフ

ィ ２着，ロイヤルロッジＳ ２着，チェスターヴァーズ ３着，レスタ
ーマーキュリーＳ ，ゴドルフィンＳ ２着，etc.，英・障害１勝

［曾孫］ ムシールMusir（06 牡 Redoute's Choice）首・南・英・土・香８勝，アルラシ
ディヤ ，トプカピトロフィ ，ＵＡＥダービー ，アルマクトゥームチ
ャレンジＲ１ ，ＵＡＥ２０００ギニー ，etc.，種牡馬

特 徴 鼻小白・珠目上・波分
生産牧場 北海道千歳市東丘 社台ファーム
購買市場 セレクトセール 購買価格 １０，８００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 75 －
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中山厩舎－１号

21 ルカダンスの１５ 牡・鹿 ４／ ５

エイシンフラッシュ
黒鹿 2007

－新種牡馬－

ルカダンス
栗 1996

＊キングズベスト

＊ムーンレディ

＊ヘクタープロテクター

ダンスダンスダンス

Kingmambo
Allegretta
Platini
Midnight Fever
Woodman
Korveya

＊ナイスダンサー
＊リセス

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Bimlette ～ Bloodroot） 19 b
Mr. Prospector S 4×M 4

価格： 購買者：
母 ルカダンス（96 栗 ＊ヘクタープロテクター）不出走
〔産駒馬名登録数：１２，勝馬（勝鞍）数：中央－４（９），地方－３（１０）〕
アドマイヤラン（03 牡 青 アドマイヤボス）１勝
エックスダンス（05 牡 鹿 アドマイヤベガ）４勝，石清水Ｓ（１６００），仲春特別（１６００），二

本松特別（１８００），熊野特別（１８００）， ３勝，イノセントＣ（１５００）
アイアンルック（06 牡 鹿 アドマイヤボス）２勝，毎日杯
ロジダンス（09 牡 栗 ゴールドアリュール）２勝，霊山特別（２６００）， 出走
ダンスパフォーマー（11 牡 栗 アドマイヤドン） ６勝，ダービーＧＰ（２０００）２

着，サンライズＣ（１７００）３着
ピーエムルッカ（13 牝 鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着， 入着
ステップオブダンス（14 牝 栗 ゴールドアリュール） １勝

２代母 ダンスダンスダンス（88 鹿 ＊ナイスダンサー）３勝，フラワーＣ ２着，クイーン
Ｃ ３着，皐月賞 ５着，大倉山特別，くすのき賞，巴賞 ２着，道新杯 ３着，エイプ
リルＳ ３着

３代母 ＊リセス（79 USA鹿 Stop the Music）米２勝
ミュージックマン（84 牡 Arts and Letters）６勝，大阪城Ｓ ，ブラッドストーンＳ，アカ

シヤＳ，金蹄賞
リストレーション（86 牝 ＊ノーザンテースト）６勝，牝馬東タイ杯 ，天皇賞（秋） ４

着，漁火特別，竜飛崎特別，勿来特別
アーネストデザイア（96 牝 ＊サンデーサイレンス）入着
フサイチアソート（05 ＊トワイニング）２勝，東スポ杯２歳Ｓ ，中日
新聞杯 ２着，障害１勝

マイネリスペクト（08 牝 リンカーン） １８勝，黒潮皐月賞，高知優駿２着
イブキリセス（87 牝 ＊ノーザンテースト）４勝，駒場特別，朝日岳特別，小倉日経賞 ２着

４代母 パーラーゲイム Parlor Game（71 USA鹿 Stage Door Johnny）米１勝
［子］ パッティンググリ－ン Putting Green（80 Irish Castle）米１０勝，ニッカボッ

カーＨ ，ディスプレイＨ

特 徴 珠目正・吭搦・右髪中・左初地・右後小白
生産牧場 北海道新ひだか町静内豊畑 松田牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 １１，３４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 76 －
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中山厩舎－２号

22 エリモエポナの１５ 牡・黒鹿 ５／１７

＊エンパイアメーカー
黒鹿 2000

エリモエポナ
黒鹿 2007

Unbridled
アンブライドルド

Toussaud
トゥソ－

ゼンノロブロイ

エリモロマンス

Fappiano
Gana Facil
El Gran Senor
Image of Reality

＊サンデーサイレンス
＊ローミンレイチェル
＊サンシャインフォーエヴァー
パッシングピース

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊シインギング） 2 f
Mr. Prospector S 4×M 5 In Reality S 4×S 5 Hail to Reason M 5×M 5

価格： 購買者：
母 エリモエポナ（07 黒鹿 ゼンノロブロイ）３勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ポッドジーニー（14 牝 黒鹿 ＊ストリートセンス） １勝

２代母 エリモロマンス（97 鹿 ＊サンシャインフォーエヴァー）３勝，矢車賞
エリモサリュート（04 ＊ラムタラ）３勝

３代母 パッシングピース（89 黒鹿 ＊アーテイアス）出走
エリモエキスプレス（94 牝 サクラユタカオー）不出走

エリモインプレス（03 牝 ＊エルコンドルパサー）１勝
トミケンアルドール（09 牡 ジャングルポケット）５勝，師走Ｓ，摩耶Ｓ

エリモセントラル（95 牝 ＊ドクターデヴィアス）６勝，京都金杯 ２着，渡月橋Ｓ，ムー
ンライトＨ，雄国沼特別，利尻特別
エリモファイナル（02 牝 ＊オペラハウス）４勝，紅梅Ｓ ，ストークＳ

４代母 ＊シインギング（72 USA鹿 Majestic Prince）米２勝
［子］ エリモイースタン（77牡 ＊イースタンフリート） ８勝，北関東さつき賞２着

ハリケーンアサ（81 牡 ＊サドンソー）２勝，４歳中距離特別

５代母 ＊ビーズアンドバード（62 USA鹿 Princequillo）不出走

６代母 ラヴゲイム Love Game（49 FR黒鹿 Big Game）英１勝，キングズクレアＳ，プリン
セスＳ３着
［孫］ テル Tell（66 牡 Round Table）米９勝，ハリウッドダービー，ウィルロジャーズ

Ｓ，アーゴノートＳ，オータムデイズＳ，ボールドウィンＳ，etc.，種牡馬
タ－キッシュトラウザ－ズ Turkish Trousers（68 牝 Bagdad）米１２勝，サンタマ
ルガリータＨ，ハリウッドオークス，サンタマリアＨ，サンタスサーナＳ，
サンタイネスＳ，レイルバードＳ，プリンセスＳ，デルマーオークス，サ
ンタモニカＨ２着

［曾孫］ バルザック Balzac（75 牡 Buckpasser）米５勝，オークトリー招待Ｓ ，ノーフ
ォークＳ ，ハリウッドゴールドＣ ２着，サンタアニタダービー ２
着，センチュリーＨ ２着，etc.，種牡馬

特 徴 小星・曲流星鼻梁小白・珠目上・波分長
生産牧場 北海道新ひだか町三石富沢 下屋敷牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 １４，０４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 77 －
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中山厩舎－２号

23 ダイワエタニティーの１５ 牡・鹿 ５／ ３

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

ダイワエタニティー
鹿 2008

＊ヘネシー

Myth
ミス

ジャングルポケット

ダイワルージュ

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn

＊トニービン
＊ダンスチャーマー
＊サンデーサイレンス
スカーレットブーケ

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 5×M 5×M 5

価格： 購買者：
母 ダイワエタニティー（08 鹿 ジャングルポケット） 入着３回
〔産駒馬名登録数：２〕
セイリュウカフェ（13 青鹿 ＊シンボリクリスエス）入着， 出走
タガノハウオリ（14 牝 栗 ＊アイルハヴアナザー） 出走

２代母 ダイワルージュ（98 鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，新潟３歳Ｓ ，阪神３歳牝馬
Ｓ ２着，桜花賞 ３着，アネモネＳ ，キャピタルＳ ２着，札幌日刊スポ杯 ３着
ダイワファルコン（07 牡 ジャングルポケット）８勝，福島記念 （２回），中山記念

２着，オールカマー ２着，中山金杯 ２着，弥生賞 ３着，ダービー
卿ＣｈＴ ３着，カシオペアＳ ，韓国馬事会杯，スピカＳ，千葉ＴＶ杯

３代母 スカーレットブーケ（88 栗 ＊ノーザンテースト）６勝，中山牝馬Ｓ ，京都牝馬特
別 ，クイーンＣ ，札幌３歳Ｓ ，エリザベス女王杯 ３着，etc.
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

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
［曾孫］ ヴァーミリアン（02 牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，フェブラリーＳ ，ジャ

パンＣダート ，etc.，日本レコード（２１００），優ダート， １０勝，Ｊ
ＢＣクラシック （３回），etc.，ＤＧ優秀，ＮＡＲ特別表彰馬，種牡馬

サカラート（00 牡 ＊アフリート）６勝，東海Ｓ ，etc.， ３勝，
日本ＴＶ盃 ，ブリーダーズＧＣ ，マーキュリーＣ ，かしわ記念
３着，etc.

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.
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
生産牧場 北海道浦河町野深 大北牧場
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 ９，１８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 78 －
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中山厩舎－２号

24 シーキングオアシスの１５ 牡・栗 ３／２７

ゴールドアリュール
栗 1999

＊シーキングオアシス
栗 2005

＊サンデーサイレンス

＊ニキーヤ

Seeking the Gold
シーキングザゴールド

Catbaby
キャットベイビー

Halo
Wishing Well
Nureyev
Reluctant Guest
Mr. Prospector
Con Game
A.P. Indy
Catinca

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Silver Fog ～ Frilette） A 1
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 ＊シーキングオアシス（05 USA栗 Seeking the Gold）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
リュウワンラララ（12 牝 栗 ネオユニヴァース） ４勝
ワカチナ（13 牝 栗 ゼンノロブロイ） ２勝
リープスプラウト（14 牡 栗 ゴールドアリュール） 入着

２代母 キャットベイビーCatbaby（01 USA黒鹿 A.P. Indy）米出走
＊リアライズナマステ（09 牡 Speightstown）１勝，ホープフルＪｓ， ２勝

３代母 カティンカ Catinca（95 USA黒鹿 Storm Cat）米９勝，ラフィアンＨ ，トップフラ
イトＨ ，シュヴィーＨ ，ファーストフライトＨ ，ベッドオーロージズＨ ，etc.
マネッジドアカウントManaged Account（09 Malibu Moon）米７勝，トケットＳ

４代母 インカレガシー Inca Legacy（87 USA鹿 Saratoga Six）米３勝
［孫］ ストーンレガシー Stone Legacy（06 牝 Birdstone）米２勝，ケンタッキーオー

クス ２着
［曾孫］ インカキング Inca King（04 Sir Cat）米・加１７勝，ジェファーソンＣ ，フ

ァイアクラッカーＨ ２着，ファイアクラッカーＨ ３着，オープニン
グヴァースＨ ，コモンウェルスターフＳ ，etc.

５代母 インカクイーン Inca Queen（68 USA鹿 Hail to Reason）米８勝，トップフライトＨ，
コロンビアナＨ，シープスヘッドベイＨ，デムワゼルＳ，ＣＣＡオークス３着，etc.

［子］ エグザイルキング Exile King（80 牡 Exclusive Native）米４勝，ラトガーズＨ
，アーカンソーダービー ３着，種牡馬

ヘイルボールドキング Hail Bold King（81 牡 Bold Bidder）米７勝，ペガサス
Ｈ ，ジョッキークラブゴールドＣ ２着，ローレルフュチュリティ
２着，米フュチュリティＳ ３着，サンアントニオＨ ３着，etc.，種牡馬

［孫］ ジャーマニー Germany（91 牡 Trempolino）英・独９勝，バーデン大賞 ，バイ
エリシェスツフトレネン ，ヴィルトシャフト大賞 ，ゲルゼンキルヒ
ェン経済大賞 ，バーデン大賞 ２着，etc.，種牡馬

マニーズプロスペクトManny's Prospect（90 Northern Prospect）米３勝，ラ
ホヤＨ ，シネマＨ ２着

特 徴 流星・珠目上・髪中・波分長・初地・沙流上・左後一白
生産牧場 北海道浦河町東幌別 カナイシスタッド
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 １６，２００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 79 －
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中山厩舎－１１号

25 クリアムーブメントの１５ 牡・鹿 ２／２８

＊パイロ
黒鹿 2005

クリアムーブメント
鹿 2001

Pulpit
プルピット

Wild Vision
ワイルドヴィジョン

＊サンデーサイレンス

＊フラワーアーチ

A.P. Indy
Preach
Wild Again
Carol's Wonder
Halo
Wishing Well
Nashwan
Forest Flower

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Bellesoeur ～ Donnetta） 2 n
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 クリアムーブメント（01 鹿 ＊サンデーサイレンス）入着， ２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（１１）〕
プロスパーストーム（07 牝 鹿 ＊ワイルドラッシュ） ４勝
アムールバニヤン（10 牝 鹿 ジャングルポケット） ７勝
クリアスマート（12 牝 鹿 ＊ホワイトマズル） 入着３回
ディヴェルティーレ（14 牝 黒鹿 ＊エンパイアメーカー） 入着３回

２代母 ＊フラワーアーチ（94 IRE 栗 Nashwan）４勝，尾瀬特別，里見特別
ベストオブミー（05 牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，フィリーズレビュー ２着，

若菜賞

３代母 フォレストフラワー Forest Flower（84 USA栗 Green Forest）愛・英５勝，愛１０００
ギニー ，ミルリーフＳ ，チェリーヒントンＳ ，クイーンメアリーＳ ，フィーニ
クスＳ ２着
ハートフォードカースルHertford Castle（91 牝 Reference Point）英出走

クワイエトストーム Quiet Storm（00 牝 Desert Prince）英２勝，アプエイヴォンフィ
リーズＳ ２着，ピパロングＳ ３着

４代母 リープライヴリー Leap Lively（78 USA栗 Nijinsky）英・仏３勝，フィリーズマイ
ル ，リングフィールドオークストライアルＳ ，ヨークシャーオークス ２着，英
オークス ３着
［孫］ ハイイールド High Yield（97 牡 Storm Cat）米４勝，ホープフルＳ ，ファウン

テンオヴユースＳ ，ブルーグラスＳ ，フロリダダービー ２着，ＢＣ
ジュヴェナイル ３着，etc.，種牡馬

［曾孫］ キャッチアグリンプス Catch a Glimpse（13 牝 City Zip） 米・加８勝，ベルモ
ントオークス ，ＢＣジュヴェナイルフィリーズターフ ，ナタルマＳ
，エッジウッドＳ ，アパラチアンＳ ，etc.

オールドフォレスター Old Forester（01 牡 Forestry）米・加６勝，クリフハン
ガーＳ ，ファイアクラッカーＨ ２着，マイアミマイルＨ ２着，ジャ
イプールＳ ２着，カナディアンターフＨ ，種牡馬

メデアMedea（09 牝 Danehill Dancer）米・英４勝，イートンタウンＳ ，レイ
ディボルティモアＳ

特 徴 額刺毛・珠目上・頬辻・髪中・波分長・右後双門
生産牧場 北海道平取町二風谷 北島牧場
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 １０，８００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 80 －
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中山厩舎－１１号

26 バーニングラブの１５ 牡・黒鹿 ４／ ７

サニングデール
黒鹿 1999

バーニングラブ
黒鹿 2004

＊ウォーニング

＊カディザデー

＊スキャターザゴールド

＊チャーチポイント

Known Fact
Slightly Dangerous
Darshaan
Kadissya
Mr. Prospector
Dance Smartly
Halo
Nalees Pin

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Meraline ～ Concertina） 16 a
Raise a Native M 4×S 5 Hail to Reason M 4×S 5

価格： 購買者：
母 バーニングラブ（04 黒鹿 ＊スキャターザゴールド）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
サダオクン（14 牡 鹿 フサイチコンコルド） 地方不出走

２代母 ＊チャーチポイント（96 USA黒鹿 Halo）出走
グランドハイパー（03 去勢馬 ＊ラムタラ） ４勝

３代母 ナリーズピン Nalees Pin（88 USA鹿 Nalees Man）米５勝，フェアグラウンズオー
クス ２着，マザーグースＳ ３着，ブラックアイドスーザンＳ ３着，ファンタジ
ーＳ ３着，モンマスオークス ３着
ラカトリーナ La Catrina（99 牝 Maria's Mon）米入着

ムラータMulata（07 牝 Burning Roma） 米１４勝

４代母 ピンスター Pin Star（77 USA栗 Prince John）米３勝
［子］ エルマニト Hermanito（92 Nalees Man）米８勝，イヴァンジャリーンマイ

ルＨ ３着

５代母 スニップ Snip（71 GB鹿 Shantung）仏出走
［孫］ ダウントゥアース Down to Earth（93 牝 Metfield）米４勝，ソノマＨ

６代母 マルトリーヌMarteline（48 GB栗 Court Martial）英１勝，チェリーヒントンＳ，ソ
ラリオＳ２着
［子］ アルカイオス Alcaeus（57 牡 Alycidon）英２勝，オーモンドＳ，ディーＳ，英ダ

ービー２着，愛ダービー２着，種牡馬
ネアンデルタール Neanderthal（58 牡 Nearula）英４勝，デズモンドＳ２着，ウ
ォレンＳ２着，種牡馬

［孫］ ヴリュータン Vleuten（62 牡 Le Haar）仏３勝，ラクープ，ダリュー賞２着，バル
ブヴィル賞３着，エドガールドラシャルム賞，ジュイーニュ賞２着，種牡馬

メレアグルMeleagre（61 La Varende）仏５勝，ダリュー賞２着，メネヴァル賞
［曾孫］ ドッグベリー Dogberry（78 牡 Sassafras）英３勝，オーモンドＳ ３着，オール

ドニュートンＣ ，ギャロビーＨ ２着，種牡馬

特 徴 流星鼻梁白鼻梁小白・珠目上・吭搦左・右髪中・右二細長白・左後一白
生産牧場 青森県三戸郡五戸町 清水 貞信
購買市場 八戸市場 購買価格 ３，４５６，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 81 －
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中山厩舎－７号

27 ティンバーランドの１５ ・栗 ４／１３

ドリームジャーニー
鹿 2004

ティンバーランド
栗 2004

ステイゴールド

オリエンタルアート

＊ティンバーカントリー

シーセモア

＊サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ
メジロマックイーン
エレクトロアート
Woodman
Fall Aspen

＊サンデーサイレンス
カイウンテンシ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ビーハツピー） 15 a
＊サンデーサイレンス S 3×M 3 ＊ノーザンテースト S 4×S 5

価格： 購買者：
母 ティンバーランド（04 栗 ＊ティンバーカントリー） ４勝，フロイラインＣ（１５００）
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（１０）〕
ケイツーモリガン（10 牝 栗 タニノギムレット） １勝
シゲルサヌキ（11 牝 栗 タニノギムレット） １勝
ステファニーラン（12 牝 鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード） ５勝，フローラ

ルＣ（１７００），リリーＣ（１２００）
ファラオ（13 牡 鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード） ２勝
シャーロットリン（14 牝 栗 アサクサキングス） １勝

２代母 シーセモア（98 鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
スマイルジャック（05 牡 タニノギムレット）５勝，スプリングＳ ，東京新聞杯 ，

関屋記念 ，日本ダービー ２着，京成杯オータムＨ ２着，きさらぎ賞
２着，安田記念 ３着（２回），マイラーズＣ ３着，東京新聞杯 ３着，

東スポ杯２歳Ｓ ３着，六甲Ｓ ，いちょうＳ ２着，芙蓉Ｓ ２着，種牡馬
ソルスティス（07 牝 ＊クロフネ）出走

マイネルエアダクス（11 牡 ＊チチカステナンゴ） １勝
テーオーゼウス（08 牡 タニノギムレット）１勝，障害１勝
スマイルゲート（09 牝 タニノギムレット）１勝
アンスーリール（10 牝 タニノギムレット）入着２回， １勝

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

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

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

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

花吹雪賞３着

特 徴 流星断鼻梁小白鼻梁鼻白・珠目上・右前小白・左後細長白
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

－ 82 －
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中山厩舎－７号

28 ルドラの１５ ・栗 ３／２９

オルフェーヴル
栗 2008

－新種牡馬－

＊ルドラ
鹿 2005

ステイゴールド

オリエンタルアート

Cape Cross
ケイプクロス

Remote Romance
リモートロマンス

＊サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ
メジロマックイーン
エレクトロアート
Green Desert
Park Appeal
Irish River
Aviance

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Best in Show） 8 f
＊ノーザンテースト S 4×S 5 Northern Dancer S 5×M 5×M 5 Sir Ivor M 5×M 5

価格： 購買者：
母 ＊ルドラ（05 FR鹿 Cape Cross）仏１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－２（７）〕
ミッキールドラ（10 牡 栗 ダイワメジャー）入着２回， ４勝
ミッキーナイト（11 牡 栗 キングカメハメハ）入着３回， ３勝
ミッキージョイ（12 牡 鹿 ディープインパクト） ５勝，市川Ｓ（１６００），江の島特別
（１６００），秩父特別（１６００）

ムックン（14 牡 鹿 ハーツクライ） 出走

２代母 リモートロマンスRemote Romance（97 USA栗 Irish River）仏２勝
サビア Sabia（02 牝 Sadler's Wells）仏出走

アルシャメハAl Shamekha（07 牝 Al Maher）不出走
アルシャミール Al Shameel（12 Zabeel） 豪１勝，ホーバートギニーズ ２
着，タスマニアンダービー ３着

リジーラムール Lizzie l'Amour（12 牝 Zabeel） 新４勝，ワイカトＣ
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，ドイツ統
一賞 ２着，バーデン大賞 ３着，メツレル春季賞 ３着，ブレーメンダービート
ライアル ，ドルトムント銀行大賞 ，種牡馬

３代母 エイヴィアンス Aviance（82 IRE 栗 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

＊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 ，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２０
００ギニー ３着，etc.，種牡馬

特 徴 小星・珠目二・髪中
生産牧場 北海道新ひだか町静内真歌 矢野牧場
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

－ 83 －
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中山厩舎－７号

29 レディーロックフォードの１５ ・鹿 ２／１２

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

＊レディーロックフォード
鹿 2009

＊ヘネシー

Myth
ミス

Invincible Spirit
インヴィンシブルスピリット

Sheezalady
シーザレイディ

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn
Green Desert
Rafha
Zafonic

＊カナディアンミル

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Ballymaginathy） 52
Mr. Prospector S 4×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ＊レディーロックフォード（09 IRE 鹿 Invincible Spirit）愛１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
タイガーバローズ（14 牡 鹿 ＊アグネスデジタル） １勝

２代母 シーザレイディ Sheezalady（97 GB黒鹿 Zafonic）不出走
ファーストカンパニー Fast Company（05 牡 Danehill Dancer）英２勝，エイコムＳ ，デ

ューハーストＳ ２着，種牡馬

３代母 ＊カナディアンミル （84 USA青鹿 Mill Reef）英１勝，チヴァリーパークＳ ２着
ハワジス Hawajiss（91 牝 Kris）愛・英４勝，英ナッソーＳ ，ミュージドラＳ ，メイヒ

ルＳ ，愛オークス ２着，英オークス ３着，etc.
ロイヤルキッスRoyal Kiss（98 牝 ＊ロイヤルアカデミー ）英入着

ナッシュヴィル Nashville（08 Darci Brahma） 豪・新１０勝，オタキマオリ馬
齢Ｓ （２回），チャーチルＳ ，トレンザムＳ ，カンタベリーＧＣ ，etc.

レストフルプレイスRestful Place（92 牝 Polish Precedent）不出走
トルンバ Torumba（96 Marscay）豪５勝，ＭＲＣクリスマスＳ ，メルセデスベ

ンツＳ
クールーラブルーKooroora Blue（01 牝 Red Ransom）不出走
ロンズコール Ron's Call（08 Magic Albert） 豪７勝，ファイリーサＳ ，Ｗ
ＡＴＣバースデイＳ ３着

ウィーヴァーオヴワーズWeaver of Words（96 牝 ＊デインヒル）英１勝
オーサレス Authoress（01 牝 フジキセキ）豪・新４勝，サートリストラムクラシッ

ク ２着
ストーリタイム Storytime（13 牝 Savabeel） 新１勝，レイディーズマイル
２着，ユーロジーＳ ３着

ダーティ Dirty（04 牝 Hussonet）豪４勝，ＢＴＣヴォーローグプレイト
ホイットラムWhitlam（08 Elusive Quality） 豪６勝，ＳＡＪＣスプリングＳ

２着，ＳＡＪＣシティオヴマリオンＳ ，ヒルズレイルウェイＳ ２着
エティモロジー Etymology（12 New Approach） 豪１勝，ＳＡＪＣダービー ２

着，ヴィクトリアダービー ２着，ＭＲＣノーマンロビンソンＳ ３着，ＶＲ
Ｃセントレジャー ２着

特 徴 額刺毛・珠目正・髪中
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 北海道セレクションセール 購買価格 ６，４８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 84 －
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中山厩舎－７号

30 バトルサンサシオンの１５ ・栗 ４／ ７

スクリーンヒーロー
栗 2004

バトルサンサシオン
鹿 1998

＊グラスワンダー

ランニングヒロイン

＊オジジアン

＊ザカリフ

Silver Hawk
Ameriflora

＊サンデーサイレンス
ダイナアクトレス
Damascus
Gonfalon
Lomond
Lady Capulet

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Ghazni） 1 l
Northern Dancer M 4×S 5×S 5 Hail to Reason S 5×S 5

価格： 購買者：
母 バトルサンサシオン（98 鹿 ＊オジジアン）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（１２）〕
ザバトルアスラン（06 牡 鹿 ＊ティンバーカントリー） ３勝
クラリン（07 牝 鹿 キングヘイロー）１勝
エイユーバトル（10 芦 ＊スウェプトオーヴァーボード） ３勝
タケマルワンダー（11 牡 鹿 アドマイヤジャパン） ６勝
タイセイゴッホ（12 牝 鹿 マツリダゴッホ）入着４回， 出走

２代母 ＊ザカリフ（88 IRE 鹿 Lomond）不出走
フミノアンタレス（99 牝 ＊ジェイドロバリー）２勝， ６勝

ジョーオリオン（09牡 ダイワメジャー）４勝，立春賞，新発田城特別， 入着５回

３代母 レイディカピュレット Lady Capulet（74 USA芦 Sir Ivor）愛・英１勝，愛１０００ギニ
ー ，コロネイションＳ ２着，愛プリティポリーＳ ３着
オールアショアAll Ashore（82 牝 Nureyev）愛出走

セプテンバータイド September Tide（92 牝 Thatching）愛入着
ギャラリーガール Gallery Girl（03 牝 Namid）英２勝，ファースオヴクライド
Ｓ ２着，ボスラシャムＳ ２着，レドカー２歳トロフィ ３着

エンタイトルド Entitled（84 牡 Mill Reef）愛・英２勝，デズモンドＳ ，愛２０００ギニー
２着，フィーニクスチャンピオンＳ ２着，愛ダービー ３着，種牡馬

エルプラド El Prado（89 牡 Sadler's Wells）愛・英・仏４勝，愛ナショナルＳ ，ベレス
フォードＳ ，レイルウェイＳ ，アングルシーＳ ２着，種牡馬

ポートレイトギャラリー Portrait Gallery（90 牡 Sadler's Wells）愛３勝，ブランドフォードＳ
２着，カラＣ ３着，サヴァルベッグＳ ２着，チャレンジレイス ３着，種牡馬

４代母 キャップアンドベルズ Cap and Bells（58 USA芦 Tom Fool）米３勝，アーリントン
ラッシーＳ２着
［子］ サーウインボーン Sir Wimborne（73 牡 Sir Ivor）愛・英３勝，愛ナショナルＳ

，ロイヤルロッジＳ ，種牡馬
［孫］ ノートブック Notebook（85 牡 Well Decorated）米８勝，ケンタッキージョッ

キークラブＳ ，ベストターンＳ ，ファウンテンオヴユースＳ ２着，
フロリダダービー ３着，ハッチソンＳ ３着，etc.，種牡馬

特 徴 小星・珠目上・髪中・沙流上
生産牧場 北海道浦河町西幌別 帰山 清貴
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

－ 85 －
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中山厩舎－７号

31 マイネナデシコの１５ ・栗 ２／２７

ゴールドアリュール
栗 1999

マイネナデシコ
鹿 2004

＊サンデーサイレンス

＊ニキーヤ

サツカーボーイ

＊チェロキーステージ

Halo
Wishing Well
Nureyev
Reluctant Guest

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

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Thorn Apple ～ Last Straw） 23 b
Northern Dancer S 4×M 5 Nijinsky S 5×M 5

価格： 購買者：
母 マイネナデシコ（04 鹿 サツカーボーイ）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
ブレッザバラーレ（12 牝 栗 ＊シニスターミニスター） 入着５回
マイネルデュエル（13 牡 鹿 ＊ロージズインメイ） ７勝
サーブルノワール（14 牡 青鹿 ブラックタイド） 入着

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

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

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

リ大賞 ３着，ラクープ ３着，シュレーヌ賞 ２着，種牡馬

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

ジェロームＨ ，ジムダンディＳ ，メトロポリタンＨ ２着，カーター
Ｈ ３着，etc.

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

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

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

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

特 徴 流星鼻梁白鼻大白断上唇白・珠目正・髪中・波分長・前二白・左後長白・右後細長白
生産牧場 北海道浦河町絵笛 谷口牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ６，８０４，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 86 －
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中山厩舎－７号

32 ゴートゥザノースの１５ ・黒鹿 ４／１７

＊バゴ
黒鹿 2001

ゴートゥザノース
栗 2003

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

アグネスタキオン

＊オークミード

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ
Lomond
Amazer

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

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

価格： 購買者：
母 ゴートゥザノース（03 栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：７，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
ミンナノユメノセテ（14 牝 栗 ＊サマーバード） 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

タンゴレイン Tango Rain（13 牡 Manhattan Rain） 豪２勝，ＡＴＣサンドメニ
コＳ ２着

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

別，カンナＳ ２着

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

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

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

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

特 徴 額刺毛小星・珠目上・波分長・初地・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 ２，０５２，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 87 －
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中山厩舎－８号

33 シークレットコサージュの１５ ・芦 ３／２３

＊ヘニーヒューズ
栗 2003

－新種牡馬－

＊シークレットコサージュ
芦 2001

＊ヘネシー

Meadow Flyer
メドーフライアー

Lost Soldier
ロストソルジャー

Slew's Corsage
スルーズコサージュ

Storm Cat
Island Kitty
Meadowlake
Shortley
Danzig
Lady Winborne
Secret Slew
Carnation

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Horama） 3 c
Northern Dancer M 4×S 5 Secretariat M 4×S 5

価格： 購買者：
母 ＊シークレットコサージュ（01 USA芦 Lost Soldier）米７勝，エメラルドディスタフＨ ，
ベイメドーズコティリオンＨ，アラメダフィリーズ＆メアズＨ，カリフォルニアオークス２着

〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（６）〕
グローバルチャージ（08 牡 芦 Smart Strike） ２勝
ホッコーゼニト（09 牡 鹿 アグネスタキオン）１勝，障害１勝
ウインコサージュ（10 牝 芦 ダイワメジャー） １勝
サーストンコラルド（11 牡 鹿 キングカメハメハ） ３勝
マイネルラザンツ（13 牡 芦 ゼンノロブロイ） ３勝

２代母 スルーズコサージュ Slew's Corsage（93 USA芦 Secret Slew）米５勝
ファーストタイムバイアーFirst Time Byar（03 牝 Byars）加１勝

スーキースタックハウス Sookie Stackhouse（08 牝 Red Bullet）米８勝

３代母 カーネイション Carnation（83 FR芦 ＊カーホワイト）米・仏１勝，グロット賞
３着，エルバージュ賞
カリシーバCarisheba（96 牝 Alysheba）伊３勝

ミスターファスリエフMister Fasliyev（02 ＊ファスリエフ）首・伊・仏１４勝，シ
ラクサ金杯 ，ローマ条約記念賞 ，ロベルトバルダザーリ賞 ，クリテリウ
ムパルテノペオ ，ナターレディローマ賞 ２着（２回），ベレグアルド賞
３着，トスカーナ賞 ３着

ミスガリレオMiss Galileo（05 牝 Galileo）伊１勝
ドスラキシー Dothraki Sea（13 牝 Spirit of Desert） 伊４勝，クリテリウムパル
テノペオ ２着

４代母 エミリアEmilia（75 IRE 栗 ＊リベロ）英１勝

５代母 ピースフル Peaceful（69 GB栗 Crepello）英２勝
［孫］ エラロマラ Ela Romara（85 牝 Ela-Mana-Mou）英３勝，英ナッソーＳ ，ロー

ザーＳ ，チヴァリーパークＳ ３着
［曾孫］ フォイアー Foyer（91 牡 Sadler's Wells）英２勝，キングエドワード七世Ｓ ，種牡馬

アーリーン Earlene（97 牝 In The Wings）愛・英・独・仏５勝，アルクール賞
，エクスビュリ賞 ，愛パークＳ ２着

特 徴 珠目正・髪中左一右二
生産牧場 北海道新ひだか町東静内 藤沢牧場
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

－ 88 －
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中山厩舎－８号

34 ルスナイクリスティの１５ ・栗 ２／１０

＊アイルハヴアナザー
栗 2009

ルスナイクリスティ
鹿 1998

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

＊リンドシェーバー

タカノオーヒメ

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

＊ベーシイド
＊ラツキーソブリン
ロイヤルミラー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（第三スターリングモア～ ＊フロリースカツプ） 3 l
Mr. Prospector S 5×S 5 Danzig S 5×S 5

価格： 購買者：
母 ルスナイクリスティ（98 鹿 ＊リンドシェーバー）３勝，ファルコンＳ ，サフラン賞
（１４００），葵Ｓ （１２００）３着

〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－１（２）〕
ホープホーマン（07 牡 栗 ＊アグネスデジタル）１勝
シンデレラボーイ（10 牡 鹿 マンハッタンカフェ） ５勝，長篠Ｓ（１２００），乙訓特別
（１２００），出石特別（１４００），庄内川特別（１４００）

オレノカッチー（13 牡 鹿 ＊プリサイスエンド） 出走， ２勝
メイショウオヒサマ（14 牝 黒鹿 マンハッタンカフェ） 出走

２代母 タカノオーヒメ（89 鹿 ＊ラツキーソブリン）出走
ローズモーアー（93 牝 ＊ローズリーフ ） ５勝

３代母 ロイヤルミラー（73 鹿 ＊ネヴアービート）出走
タイヤミラー（79 牝 コーネルランサー）出走

タイヤスキー（83 牝 ヤマニンスキー）不出走
ギャロップホーラー（88 牝 ニホンピロウイナー）４勝，須磨特別，壬生特別
サンナイスホーラー（89 牡 ＊ロードザキヤノンズ）３勝，福島放送賞， １勝

ヤエノリネカー（91 牡 ＊トレボロ）４勝，ＨＴＢ杯，伏見特別， １勝

４代母 ブロードウエー（66 黒鹿 ＊ソロナウエー）３勝，障害１勝
［孫］ アニメシロー（81 牝 ＊シルバーシヤーク）５勝，牝馬東タイ杯 ３着，鷹巣山

特別，袖ヶ浦特別
ニシノエイカン（83 牡 ＊レツドアラート）６勝，メトロポリタンＳ ，メイＳ

，羅生門特別，大阪城Ｓ ３着，種牡馬

５代母 トサモアー（53 鹿 トサミドリ）１４勝，阪神３歳Ｓ，神戸盃，菊花賞２着，桜花賞２
着，オークス３着，etc.，優２牝
［孫］ リキエイカン（66 牡 ＊ネヴアービート）１３勝，天皇賞（春），阪神３歳Ｓ，スワ

ンＳ，菊花賞２着，日本経済新春杯３着，etc.，種牡馬
［曾孫］ スズカコバン（80 牡 マルゼンスキー）７勝，宝塚記念 ，京都大賞典

（２回），神戸新聞杯，天皇賞（春） ３着，etc.，種牡馬

特 徴 曲流星鼻梁白鼻梁刺毛鼻梁小白・下唇白・珠目下・髪中・左後細長白・右後一白
生産牧場 北海道浦河町野深 高昭牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，８３２，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 89 －
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中山厩舎－１３号

35 ホリデイインミラノの１５ ・青鹿 ３／１１

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

ホリデイインミラノ
鹿 2002

＊ヘネシー

Myth
ミス

＊サンデーサイレンス

＊スーア

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn
Halo
Wishing Well
Fairy King
Bold Starlet

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Molly Malone） 16 f
Northern Dancer M 4×S 5

価格： 購買者：
母 ホリデイインミラノ（02 鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ショップインミラノ（07 牝 鹿 ＊フレンチデピュティ） ２勝
ソーニ（08 牝 青鹿 ＊シンボリクリスエス）入着， ３勝
ミラノダービー（12 牡 鹿 ＊トワイニング） １勝
クロノスドリーム（14 牡 黒鹿 ローエングリン） 出走

２代母 ＊スーア（97 IRE 鹿 Fairy King）伊・仏５勝，伊１０００ギニー ，キウスーラ賞 ２着，
ドルメーロ賞 ３着，ノヴェラ賞 ２着
ゴールドマイン（04 ダンスインザダーク）４勝， ９勝，青藍賞，岩鷲賞，桐花賞，

松浦川賞２着，唐津湾賞２着，九州オールカマー２着，みちのく大賞典２着，トウ
ケイニセイ記念２着（２回），北上川大賞典２着，五ケ瀬川賞３着，六角川賞３着，
北上川大賞典３着（２回），青藍賞３着，シアンモア記念３着

ソーマジック（05 牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，桜花賞 ３着，アネモネＳ ，立
川特別，春菜賞，ターコイズＳ ３着

サトノエンペラー（06 牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，アメジストＳ，安房特別，松前特別
トーセンデューク（11 牡 ディープインパクト） ４勝，弥彦特別

３代母 ボールドスターレットBold Starlet（87 GB鹿 Precocious）愛３勝
＊ロードアイランド（96 牡 Turtle Island）２勝， ２勝

４代母 カダシCadasi（80 IRE 黒鹿 Persian Bold）英１勝

５代母 ボーダーリングBeau Darling（66 GB栗 Darling Boy）米・英１勝
［孫］ イクスプローディングワンダー Exploding Wonder（84 牝 Francis Bacon）豪５

勝，ＳＡＪＣブリーダーズＳ ，エスコートＳ
［曾孫］＊ドナブリーニ（03 牝 Bertolini）英４勝，チヴァリーパークＳ ，チェリーヒン

トンＳ ，ヨークサマーＳ ２着，ヒラリーニードラートロフィ ２着
マジカルMagical（95 牡 Magic Ring）米・英６勝，ウィルロジャーズＨ

特 徴 星・珠目下・髪中・左二白
生産牧場 北海道新冠町新栄 松浦牧場
購買市場 セレクトセール 購買価格 ５，４００，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 90 －
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中山厩舎－１３号

36 オースミジュエリーの１５ ・鹿 ４／３０

マツリダゴッホ
鹿 2003

オースミジュエリー
青鹿 1998

＊サンデーサイレンス

＊ペイパーレイン

ナリタブライアン

＊シェリーザ

Halo
Wishing Well
Bel Bolide

＊フローラルマジック
＊ブライアンズタイム
＊パシフィカス
Caerleon
Sharaya

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Aimee ～ Emali） 22 d
Hail to Reason S 4×M 5 Northern Dancer M 4×M 5 Graustark S 5×M 5

価格： 購買者：
母 オースミジュエリー（98 青鹿 ナリタブライアン）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
パルティアシチー（03 牡 黒鹿 ウイングアロー）１勝，障害２勝
ウィッシュパール（04 牝 芦 アドマイヤコジーン） １勝
クロスフォーカラー（06 牝 黒鹿 ＊アフリート） ４勝

２代母 ＊シェリーザ（92 IRE 黒鹿 Caerleon）不出走
リゼルヴァ（99 牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，紫川特別
サンアディユ（02 牝 ＊フレンチデピュティ）８勝，セントウルＳ ，京阪杯 ，アイ

ビスサマーダッシュ ，スプリンターズＳ ２着，貴船Ｓ，etc.
アラシヲヨブオトコ（06 牡 マンハッタンカフェ）１勝，ホープフルＳ ２着

３代母 シャラヤ Sharaya（80 USA鹿 Youth）仏４勝，ヴェルメイユ賞 ，ノネット賞 ，
サンタラリ賞 ２着，マルレ賞 ３着，バガテル賞
シャラカワ Sharakawa（90 牝 Darshaan）不出走

ラビ Rabi（95 牡 Alzao）首・米・英４勝，ポーカーＨ ２着，スコテイッシュクラ
シック ２着，ボールドイーグルＢＣＨ ３着

カワジノ Kawagino（00 ＊ペルジノ）英入着４回，コヴェントリーＳ ３着，英・
障害４勝

メンパリMempari（95 牝 Fairy King）愛・英・仏２勝，マクドナボーランドＳ ３着，ブ
ラウンズタウンスタッドＳ ２着

アナターゼAnatase（96 牝 ＊デインヒル）不出走
ハミッシュマクゴナガル Hamish McGonagall（05 Namid）愛・英・仏１０勝，ナン

ソープＳ ２着，サファイヤＳ ２着，ナンソープＳ ３着，アベイドロンシ
ャン賞 ３着，グロシェーヌ賞 ３着，etc.

４代母 シャニザデー Shanizadeh（74 IRE 鹿 ＊ボールドリツク）仏２勝
［子］ シャラニヤ Sharaniya（83 牝 Alleged）独・仏５勝，エヴリ大賞 ，ミネルヴ賞

，ロワイヤリュー賞 ，ノルトラインヴェストファーレン賞 ３着，ペ
ピニエール賞

［曾孫］ シャワンダ Shawanda（02 牝 Sinndar）愛・仏５勝，愛オークス ，ヴェルメイ
ユ賞 ，ロワイヨモン賞 ，セーヌ賞

特 徴 鼻梁白・珠目上・右髪中・波分長・左後小白・右後一白
生産牧場 熊本県熊本市東区 本田 土寿
購買市場 九州１歳市場 購買価格 ３，８８８，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 91 －
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中山厩舎－２号

37 オウバイの１５ 牡・栗 ４／ ７

トーセンホマレボシ
鹿 2009

オウバイ
栗 2003

ディープインパクト

エヴリウィスパー

＊タバスコキャット

ツキヒメ

＊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
Storm Cat
Barbicue Sauce

＊ロイヤルスキー
＊ミスティーバラード

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（What a Treat ～ Rare Treat） 8 c
Northern Dancer S 4×M 5×M 5 Secretariat S 5×M 5 Missy BabaM 5×M 5

価格： 購買者：
母 オウバイ（03 栗 ＊タバスコキャット）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（４）〕
カミノエンジェル（10 牝 栗 アグネスフライト） １勝
ネコソラ（12 牡 栗 ＊ジャイアントレッカー） ２勝
サンアンダーソン（13 牡 栗 オレハマッテルゼ） １勝
テセラプルーニア（14 牝 鹿 ＊シニスターミニスター） １勝

２代母 ツキヒメ（93 栗 ＊ロイヤルスキー）不出走
カンペキ（02 牡 メジロライアン）２勝，ホープフルＳ ２着

３代母 ＊ミスティーバラード（86 USA鹿 Danzig）米１勝
ケイマイ（91 牝 Alydar）不出走

ウスイ（03 牝 ＊オース）３勝

４代母 アイダディリア Ida Delia（74 USA鹿 Graustark）米９勝，レイディーズＨ ，サン
タマリアＨ ２着，マスケットＨ ２着，サンタマルガリータＨ ３着
［子］ ボルトン Bolton（83 牡 Bold Forbes）米４勝，デボネアＳ

５代母 ベンダラ Bendara（69 USA黒鹿 Never Bend）米２勝，スカイラヴィルＳ２着，ファ
ッションＳ３着
［子］ ＊ニキシカ（85 牝 Nijinsky）米７勝，ラスパルマスＨ ，サンタマリアＨ ２着，

ダリアＨ ２着，ラモナＨ ３着，パロマーＨ ３着，etc.
［孫］ ＊ヴィクトリースピーチ（93 牡 Deputy Minister）米９勝，ストラブＳ ，ドゥワ

イアＳ ，スワップスＳ ，ラザロＳバレラＨ ，オハイオダービー ２
着，ハスケル招待Ｈ ３着，ファウンテンオヴユースＳ ３着，ジムビー
ムＳ ３着，トレモントＳ ３着，種牡馬

［曾孫］ ジャックデクスター Jack Dexter（09 Orientor） 英９勝，チップチェイス
Ｓ ，テンプルＳ ２着，英ＢＣスプリントＳ ２着，デュークオヴヨー
クＳ ３着，英ＢＣスプリントＳ ３着，etc.

６代母 ホワットアトリートWhat a Treat（62 USA黒鹿 Tudor Minstrel）米１１勝，ベルダム
Ｓ，アラバマＳ，ガゼルＨ，ブラックヘレンＨ，プライオレスＳ，etc.

特 徴 流星鼻梁白鼻白断上唇白下唇大白・珠目正・髪中・右前左後二長白
生産牧場 北海道様似町岡田 様似共栄牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，７２４，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 92 －
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中山厩舎－２号

38 ヴィエナトウショウの１５ 牡・黒鹿 ３／１３

ディープブリランテ
鹿 2009

ヴィエナトウショウ
黒鹿 2007

ディープインパクト

＊ラヴアンドバブルズ

＊ワイルドラッシュ

メルヘントウショウ

＊サンデーサイレンス
＊ウインドインハーヘア
Loup Sauvage

＊バブルドリーム
Wild Again
Rose Park

＊クリエイター
＊セーラーズウェルズ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（The Veil ～ Sister Sarah） 14 c
Never Bend S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ヴィエナトウショウ（07 黒鹿 ＊ワイルドラッシュ） ３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
トミケンアディム（14 牝 黒鹿 トーセンホマレボシ） 出走

２代母 メルヘントウショウ（95 鹿 ＊クリエイター）１勝
レトロトウショウ（00 牝 ＊マイニング）１勝

トウショウフォアゴ（07 牡 キングヘイロー）４勝，印旛沼特別， １勝
トウショウクラウン（08 牡 ゴールドアリュール）５勝，梅田Ｓ，もちの木賞，アハ

ルテケＳ ２着， 出走，全日本２歳優駿 ５着

３代母 ＊セーラーズウェルズ（88 IRE 鹿 Sadler's Wells）仏入着２回
ミニヨントウショウ（94 牝 トウシヨウペガサス）２勝，新津特別

４代母 ムルワラMourwara（80 IRE 鹿 Wolver Hollow）英出走
［子］ マスターフリートMasterfleet（86 牡 Be My Guest）独３勝，シェルピングレネン

２着，バーデナーユーゲント賞 ２着，スシャールスプリントＣ ３着
［孫］ デインヒルミュージック Danehill Music（03 牝 Danehill Dancer）愛４勝，パー

クイクスプレスＳ ，パークイクスプレスＳ ２着，愛インターナショ
ナルＳ ３着，セレブレイションＳ ，エアフィールドＳ ２着，etc.

［曾孫］ スーシカル Seussical（10 Galileo）愛・英３勝，キングジョージ五世Ｃ ３着

５代母 ミスメロディMiss Melody（70 IRE 鹿 Tudor Melody）英１勝，シートンディラヴ
ァルＳ２着，モールコームＳ２着
［子］ マサリカMasarika（81 牝 Thatch）愛・仏４勝，仏１０００ギニー ，ロベールパパ

ン賞 ，ボワ賞 ，マルセルブサック賞 ２着，モルニー賞 ３着，etc.
［曾孫］ サルク Sulk（99 牝 Selkirk）米・英・仏２勝，マルセルブサック賞 ，ロイヤ

ルオーク賞 ２着，英ナッソーＳ ２着，ヨークシャーオークス ３着
イーグルマウンテン Eagle Mountain（04 牡 ＊ロックオブジブラルタル）首・
愛・米・英・新・仏・香５勝，香港カップ ，ロイヤルホイップＳ ，ベ
レスフォードＳ ，英ダービー ２着，愛ダービー ３着，etc.，種牡馬

ダンク Dank（09 牝 Dansili）首・愛・米・英７勝，ビヴァリーディＳ ，ＢＣタ
ーフ牝馬 ，キルボイエステイトＳ ，ダリアＳ ，アタランタＳ ，etc.

特 徴 流星鼻梁小白鼻白断上唇白・珠目上・右髪中・波分・左双門・左後細長白・右後一白
生産牧場 北海道新ひだか町三石福畑 萩澤 國男
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

－ 93 －
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中山厩舎－２号

39 サンダークラップの１５ 牡・鹿 ５／１６

アドマイヤオーラ
鹿 2004

サンダークラップ
栗 2001

アグネスタキオン

ビワハイジ

＊アフリート

＊ピールオブサンダー

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ
Caerleon

＊アグサン
Mr. Prospector
Polite Lady
Theatrical
Line of Thunder

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Felsetta） 11 d
Northern Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：
母 サンダークラップ（01 栗 ＊アフリート）１勝， ２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－１（２），地方－２（１１）〕
ゲンカメモリアル（08 牝 栗 ジャングルポケット） １勝
チェリールージュ（09 牝 栗 アドマイヤジャパン） １０勝
コーリョスターGoryeo Star（11 牡 鹿 スウィフトカレント）韓２勝
エルヴス（14 牝 栗 トランセンド） １勝

２代母 ＊ピールオブサンダー（94 USA黒鹿 Theatrical）１勝
ブローオブサンダー（03 牝 ＊クロフネ）３勝

３代母 ラインオヴサンダー Line of Thunder（87 USA鹿 Storm Bird）米・英３勝，チヴァ
リーパークＳ ２着，セプターＳ ２着

＊サンダーガルチ（92 牡 Gulch）米９勝，ケンタッキーダービー ，ベルモントＳ ，トラ
ヴァーズＳ ，フロリダダービー ，ファウンテンオヴユースＳ ，etc.，種牡馬

＊バトルライン（93 牡 ＊オジジアン）７勝，エルムＳ ，プロキオンＳ ，フェブラリーＳ
３着，etc.， ２勝，全日本サラブレッドＣ ，かしわ記念 ，etc.，種牡馬

＊アグネスベローナ（95 牝 Trempolino）出走
アグネスラブ（99 牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，もみじＳ ２着

＊ムーディーサンダー（97 牝 Gulch）１勝
ドーサイルサンダー（02 牝 バブルガムフェロー） ４勝
ゼッタイリョウイキ（12 牝 ＊フォーティナイナーズサン） １勝，ローレル
賞２着

シャドウストライプ（04 牡 サクラバクシンオー）３勝，バイオレットＳ ， １勝

４代母 シュートアライン Shoot a Line（77 GB鹿 High Line）愛・米・英・独７勝，愛オー
クス ，ヨークシャーオークス ，リブルズデイルＳ ，パークヒルＳ ，チェシャー
オークス ，etc.
［曾孫］ フラガラッハ（07 牡 デュランダル）８勝，中京記念 （２回），阪神Ｃ

３着，鳴尾記念 ３着，阪急杯 ３着，etc.
ミスルソングMistle Song（96 牝 Nashwan）英２勝，パークヒルＳ ，ランカ
シャーオークス ２着

特 徴 星・珠目上・吭搦右・髪中
生産牧場 北海道新冠町朝日 村上牧場
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

－ 94 －
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中山厩舎－１２号

40 ダンツライラックの１５ 牡・青鹿 ５／１９

＊キンシャサノキセキ
鹿 2003

＊ダンツライラック
鹿 2000

フジキセキ

＊ケルトシャーン

Barathea
バラシア

Dixie Eyes Blazing
ディクシーアイズブレイジング

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Pleasant Colony
Featherhill
Sadler's Wells
Brocade
Gone West
Mariakova

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

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

価格： 購買者：
母 ＊ダンツライラック（00 GB鹿 Barathea）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（５），地方－４（１６）〕
ボストンティアラ（05 牝 栗 ダンスインザダーク） １勝
エイシンワールド（06 牡 黒鹿 ネオユニヴァース）２勝， ５勝
メンブランツァ（07 牝 鹿 ＊タイキシャトル）１勝， ６勝
キタノワンダー（10 牝 鹿 ＊グラスワンダー） ４勝
セイジャッカル（12 牡 鹿 ＊プリサイスエンド）１勝
マサノジェット（13 牡 栗 カネヒキリ） １勝

２代母 ディクシーアイズブレイジングDixie Eyes Blazing（94 USA鹿 Gone West）英出走
ディクシージェネラルDixie General（01 牡 Kris）伊１３勝

３代母 マリアコワMariakova（80 USA栗 The Minstrel）英入着２回
ウェルビヨンドWell Beyond（89 牝 Don't Forget Me）愛・英３勝，オクトーバーＳ

ウェルウォーンドWell Warned（94 牝 ＊ウォーニング）英・仏１勝，チェリーヒン
トンＳ ３着，フレッドダーリングＳ ３着
プロヒビット Prohibit（05 Oasis Dream）首・典・英・仏９勝，キングズスタ
ンドＳ ，プティクヴェール賞 ，グロシェーヌ賞 ２着，ナンソープＳ
３着，テンプルＳ ３着，etc.

アウトオヴリーチ Out of Reach（97 牝 ＊ウォーニング）愛・米・英４勝，ブラウン
ベスＨ ，ウィルシャーＨ ３着，愛メイトロンＳ ３着，アタランタＳ

４代母 モフィダMofida（74 GB栗 Right Tack）英・白８勝，デュークオヴヨークＳ ２
着，ネルグウィンＳ ２着，アスコット１０００ギニートライアル ２着，ウイリアムヒ
ルトロフィーＨ ，ポートランドＨ ３着，etc.
［孫］ ザフォニック Zafonic（90 牡 Gone West）英・仏５勝，英２０００ギニー ，デューハ

ーストＳ ，モルニー賞 ，サラマンドル賞 ，ジェベル賞 ２着，種牡馬
リームズオヴヴァース Reams of Verse（94 牝 Nureyev）英５勝，英オークス ，
フィリーズマイル ，ミュージドラＳ ，メイヒルＳ ，サンチャリオ
ットＳ ３着

［曾孫］ ミッドデイMidday（06 牝 Oasis Dream）愛・米・英・仏９勝，ヴェルメイユ
賞 ，ヨークシャーオークス ，英ナッソーＳ （３回），etc.

特 徴 珠目上・右髪中・波分長・左柏生欠・右後半白
生産牧場 北海道新ひだか町三石歌笛 嶋田牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ８，９６４，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 95 －
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中山厩舎－１２号

41 ジーントウショウの１５ 牡・鹿 ５／１３

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

ジーントウショウ
青鹿 2004

＊ヘネシー

Myth
ミス

＊デザートキング

ウイッチトウショウ

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn

＊デインヒル
Sabaah

＊ジェイドロバリー
サマンサトウショウ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊セヴアイン） 5 j
Mr. Prospector S 4×M 4 Northern Dancer S 5×M 5×M 5 SpecialM 5×M 5

価格： 購買者：
母 ジーントウショウ（04 青鹿 ＊デザートキング）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
フジノミール（14 牝 青鹿 アンライバルド） 入着

２代母 ウイッチトウショウ（00 鹿 ＊ジェイドロバリー）出走
レジェトウショウ（06 牝 キングヘイロー）３勝，ＴＶｈ杯， ２勝
トウショウギフト（09 牡 ＊カリズマティック） ４勝，成田特別
トウショウドラフタ（13 牡 アンライバルド） ５勝，ファルコンＳ ，ＮＨＫマイル

Ｃ ５着，信越Ｓ ，クロッカスＳ ，からまつ賞

３代母 サマンサトウショウ（85 黒鹿 トウシヨウボーイ）７勝，エプソムＣ ，マイルＣ
ｈＳ ３着，京都牝馬特別 ３着（２回），愛知杯 ３着，etc.
タバサトウショウ（93 牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝

バージントウショウ（99 牝 フジキセキ）不出走
トウショウカズン（07 牡 ＊クロフネ）６勝，根岸Ｓ ２着，大和Ｓ ，etc.，

入着４回，黒船賞 ２着，さきたま杯 ３着，北海道ス
プリントＣ ３着

スイープトウショウ（01 牝 ＊エンドスウィープ）８勝，秋華賞 ，宝塚記念 ，エリ
ザベス女王杯 ，京都大賞典 ，オークス ２着，etc.，優古牝

トウショウデザイア（06 牡 キングカメハメハ）２勝，障害３勝， ２勝，北國王冠
トウショウフリーク（07 牡 キングカメハメハ） ７勝，アンタレスＳ ２着，み

やこＳ ２着，etc.， 入着４回，ダイオライト記念 ２着，名古
屋ＧＰ ２着，川崎記念 ３着，etc.

トウショウノア（95 牡 ＊オールドヴィック）６勝，関屋記念 ３着，夏至Ｓ，関ケ原Ｓ，
西日本スポ杯，浜名湖特別，etc.

メイトウショウ（99 牝 ＊ジェネラス）不出走
トウショウセレクト（07 牡 マイネルセレクト）１勝， １５勝，金沢スプリ

ントＣ，東海桜花賞２着

４代母 マーブルトウシヨウ（78 青鹿 ＊ダンデイルート）４勝，桜花賞３着，阪神３歳Ｓ３
着，紅梅賞 ，すずらん賞 ，クローバー賞

特 徴 額刺毛・珠目下・髪中
生産牧場 北海道新ひだか町東静内 片岡 博
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

－ 96 －
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中山厩舎－１２号

42 パルステージの１５ 牡・鹿 ３／１８

ローズキングダム
黒鹿 2007

－新種牡馬－

パルステージ
鹿 1998

キングカメハメハ

ローズバド

＊ブライアンズタイム

スーパーリヴリア

Kingmambo
＊マンファス
＊サンデーサイレンス
ロゼカラー
Roberto
Kelley's Day

＊リヴリア
＊ダンサーズカツプ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Persuader ～ Tsianina） 16 g
Hail to Reason M 4×S 5

価格： 購買者：
母 パルステージ（98 鹿 ＊ブライアンズタイム） ４勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（１２）〕
ゴールドベガ（05 牝 青 アドマイヤベガ） ２勝
ミスイサリビ（07 牝 栗 ＊フォーティナイナー） ６勝
シエナクロス（08 牝 鹿 ジャングルポケット） ２勝
パーフェクトミー（09 牡 鹿 ＊ブラックホーク）１勝， １勝
ユウユウフェイス（12 牡 黒鹿 ＊アサクサデンエン） １勝
パチャマル（14 牡 栗 アドマイヤジャパン） 地方不出走

２代母 スーパーリヴリア（90 鹿 ＊リヴリア） １勝
ダンスインザモア（02 牡 ダンスインザダーク）５勝，スプリングＳ ，福島記念 ，

中日新聞杯 ２着，中山記念 ３着，ニューイヤーＳ

３代母 ＊ダンサーズカツプ（85 USA鹿 Green Dancer）米１勝
ニシケンキュート（91 牡 ＊アーテイアス） ７勝

４代母 ラヴィングカップ Loving Cup（78 USA黒鹿 Big Spruce）米出走
［子］ デュークスカップ Duke's Cup（87 牡 Majesty's Prince）米１１勝，ピルグリムＳ

２着，ヴァンランディンガムＳ ２着，ゴールデンビーチＳ ３着，種牡馬

５代母 シダクティヴ Seductive（71 GB鹿 Shantung）英１勝
［子］ スーパーモーメント Super Moment（77 牡 Big Spruce）米１０勝，チャールズＨ

ストラブＳ ，サンベルナルディノＨ ，ベイメドーズＨ ，サンマルコ
スＨ ，ベイメドーズＨ ，etc.，種牡馬

［孫］ フライイングコンティネンタル Flying Continental（86 牡 Flying Paster）米１２勝，
ジョッキークラブゴールドＣ ，チャールズＨストラブＳ ，サンフェルナ
ンドＳ ，サンタアニタダービー ２着，サンタアニタＨ ３着，etc.，種牡
馬

コルコン Colcon（93 牝 Pleasant Colony）米９勝，ジョーネイマスＨ ，マイチ
ャーマーＨ ，ローカストグローヴＨ ，ノーブルダムゼルＨ ，カーデ
ィナルＨ ，etc.

特 徴 珠目上・吭搦・右髪中・波分二・沙流上
生産牧場 北海道新ひだか町静内西川 西川富岡牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ８，２０８，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 97 －
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中山厩舎－２号

43 アロットオブラブの１５ 牡・黒鹿 ４／２８

＊バゴ
黒鹿 2001

＊アロットオブラブ
鹿 2003

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

Grand Slam
グランドスラム

Pampered R. N.
パンパードアールエヌ

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie
Gone West
Bright Candles
Miswaki

＊パンパードスター

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Melilla） 3 h
Northern Dancer S 4×M 5 Mr. Prospector S 4×M 4×M 4

価格： 購買者：
母 ＊アロットオブラブ（03 USA鹿 Grand Slam）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ダイワブルーム（09 牝 鹿 ダイワメジャー） ４勝
ビーハッピー（14 牡 鹿 ＊グラスワンダー） 出走

２代母 パンパードアールエヌ Pampered R. N.（95 USA鹿 Miswaki）不出走
＊キャンドルサービス（00 牝 Marlin）１勝

３代母 ＊パンパードスター（87 USA鹿 Star de Naskra）米５勝，モンマスオークス ，フェ
アグラウンズオークス ，ハリウッドオークス ３着，アラバマＳ ３着，ベルロバ
ーツＨ ２着，etc.

＊スターシャンデリア（96 牡 Gulch）３勝，ユニコーンＳ ３着，麒麟山特別
＊シルヴァコクピット（97 牡 Silver Hawk）４勝，毎日杯 ，きさらぎ賞 ，Ｒたんぱ杯３

歳Ｓ ３着，福寿草特別

４代母 パカラ Pacara（72 ARG鹿 Dorileo）米・亜１２勝，ヴエルトデオブリガドス賞 ３
着，州際ウニダナシオナル大賞 ，カノーラ賞 ２着，サンゴルゴニオＨ ３着
［孫］ ウェストヴァージニアWest Virginia（01 牡 Tomorrows Cat）首・米７勝，イクセ

ルシアＨ ，フィリップＨアイズリンＢＣＨ ，ピムリコスペシャルＨ ３
着，ホイットニーＨ ３着，スティーヴンフォスターＨ ３着，etc.，種牡馬

［曾孫］ ドリームストーム Dream Storm（07 牡 February Storm）亜５勝，ブエノスアイレ
ス大賞 ，ベルグラーノ将軍賞 ２着，ラプラタ２０００ギニー ２着，ブエ
ノスアイレスＪＣ賞 ２着，ホセデサンマルティン将軍大賞 ３着，etc.

ボルドープリティ Bordeaux Pretty（99 牝 Bordeaux Bob）亜３勝，インデペン
デンシア賞 ３着

５代母 ピアフ Piaf（61 ARG鹿 Gric）不出走

６代母 ピガール Pigalle（56 ARG栗 Cardanil）亜１勝，ディアデララサ賞３着
［孫］ パヤント Payant（84 牡 Cipayo）米・亜６勝，デルマー招待Ｈ ，サンガブリ

エルＨ ２着，ハリウッドゴールドＣ ３着，サンルイスレイＳ ３着，
ネイティヴダイヴァーＨ ３着，etc.，種牡馬

特 徴 珠目上
生産牧場 北海道様似町朝日丘 富田 恭司
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，３２０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 98 －

43



中山厩舎－２号

44 ビクトリアスズランの１５ 牡・青 ３／１０

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

ビクトリアスズラン
黒鹿 1997

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊サンデーサイレンス

ビクトリートースト

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Halo
Wishing Well
ミスターシービー
ビクトリアクラウン

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
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 ビクトリアスズラン（97 黒鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
〔産駒馬名登録数：１２，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－５（１４）〕
ブラックランナー（03 牡 黒鹿 ＊クロフネ）５勝，アレキサンドライトＳ（Ｄ１８００），千葉

ＴＶ杯（Ｄ１８００），仁川Ｓ （Ｄ２０００）３着
シルクキャリバー（04 牡 鹿 ＊グラスワンダー） ６勝
ベストグレイド（05 牡 鹿 ＊アグネスデジタル）２勝
ファインビーナス（06 牝 鹿 ＊トワイニング） ３勝
ゼットチャンプ（07 牡 鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝， １勝
オービット（08 牡 芦 ＊クロフネ） ３勝
アイドクレース（10 牝 黒鹿 ＊シンボリクリスエス） １勝
フラバガスト（12 牡 黒鹿 ＊エンパイアメーカー） 入着２回
ベターオフ（13 牝 鹿 ＊カジノドライヴ） 入着６回

２代母 ビクトリートースト（91 鹿 ミスターシービー）出走
ビクトリアウインク（96 牝 ＊ノーザンテースト）不出走

アイオブザキング（02 牡 スペシャルウィーク）２勝，赤湯特別
アルテマイスター（06 牡 ＊アグネスデジタル）１勝， ２勝，星雲賞２着

３代母 ビクトリアクラウン（79 栗 ＊フアバージ）６勝，エリザベス女王杯，クイーンＳ，
クイーンＣ，新潟３歳Ｓ，牝馬東タイ杯２着，有馬記念５着，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ ，
優２牝，優３牝
ミセスビクトリア（95 牝 ＊トニービン）不出走

ブロンコーネ（03 牝 ＊ブライアンズタイム）１勝，フローラＳ ２着

４代母 ワールドハヤブサ（67 栗 ＊ダイハード）４勝，デイセンバーＳ，信夫特別
［曾孫］ ニツポーテイオー（83 牡 ＊リイフオー）８勝，安田記念 ，天皇賞（秋） ，マ

イルＣｈＳ ，京王杯スプリングＣ ，スワンＳ ，函館記念 ，ＮｚＴ
４歳Ｓ ，安田記念 ２着，宝塚記念 ２着（２回），マイルＣｈＳ ２着，
京王杯スプリングＣ ２着，毎日王冠 ２着，Ｒたんぱ賞 ２着，京成
杯 ２着，毎日王冠 ３着，弥生賞 ３着，優短距（２回），優古牡，種牡馬

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

特 徴 小星・珠目正・波分長・右初地・左後小白
生産牧場 北海道新ひだか町三石稲見 水上 習孝
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，７７６，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 99 －

44



中山厩舎－３号

45 スパイシーソースの１５ 牡・黒鹿 ２／ ８

キングヘイロー
鹿 1995

＊スパイシーソース
青鹿 1999

＊ダンシングブレーヴ

＊グッバイヘイロー

Storm Cat
ストームキャット

Barbicue Sauce
バービキューソース

Lyphard
Navajo Princess
Halo
Pound Foolish
Storm Bird
Terlingua
Sauce Boat
Lady Barbizon

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Iquem～Albilla） 12 d
Northern Dancer S 4×M 4 Sir Gaylord S 5×S 5

価格： 購買者：
母 ＊スパイシーソース（99 USA青鹿 Storm Cat）米出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－１（１），地方－２（３）〕
レモンゼスト Lemon Zest（05 USA牝 黒鹿 Lemon Drop Kid）米・亜１勝
アクアブルーサニー（10 牡 鹿 メイショウサムソン） ２勝
パープルパルピナ（11 牡 鹿 ＊タイキシャトル）１勝， １勝

２代母 バービキューソース Barbicue Sauce（83 USA鹿 Sauce Boat）米７勝，モンマスパ
ークＢＣＨ ２着

＊タバスコキャット（91 牡 Storm Cat）米８勝，ベルモントＳ ，プリークネスＳ ，サンラ
ファエルＳ ，エルカミノレアルダービー ，ＢＣクラシック ２着，etc.，種牡馬

＊フラッシュストーム（95 牝 Storm Cat）米３勝
イントゥザライト（05 牝 ＊ブライアンズタイム）入着２回， ５勝

グロリアスカフェ（11 牡 マンハッタンカフェ）入着８回， ２勝，新春盃２着
ヒルノマゼラン（13 牡 マンハッタンカフェ） ２勝，こぶし賞

＊ジャズキャット（97 牝 Storm Cat）米出走
ロードマジェスティ（02 牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，都大路Ｓ ，ニューイヤ

ーＳ ，ジュニアＣ ，ゴールデンホイップＴ
ロードパンサー（06 牡 ダンスインザダーク）２勝，くちなし賞
エアジュリアード（07 牝 スペシャルウィーク）出走
アルセナーレ（13 牝 ＊クロフネ） ２勝， 入着，関東オークス ３着

ロードランパート（08 牡 ディープインパクト）２勝，英彦山特別， ３勝
ロードヴォルケーノ（11 牡 キングカメハメハ） ３勝，大山崎特別
ロードヴァンドール（13 牡 ダイワメジャー） ４勝，寿Ｓ，メルボルンＴ

３代母 レイディバルビゾン Lady Barbizon（70 USA鹿 Barbizon）米９勝，ポストデブＳ
３着
レイディソースボート Lady Sauce Boat（80 牝 Sauce Boat）米２勝

ソーシーレイディゲイロード Saucyladygaylord（89 牝 Lord Gaylord）米７勝
＊ワンフォーローズ（99 牝 Tejano Run）米・加１５勝，シーグラムＣ ，メイプル

リーフＳ （２回），ジョージＣヘンドリーＨ ２着，オンタリオメイトロ
ンＨ ，etc.

特 徴 流星鼻梁刺毛・珠目二・髪中左二右一・初地・後二白
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 ６，６９６，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 100 －

45



中山厩舎－３号

46 アモリストの１５ 牡・鹿 ３／２９

＊キンシャサノキセキ
鹿 2003

＊アモリスト
黒鹿 1999

フジキセキ

＊ケルトシャーン

Seeking the Gold
シーキングザゴールド

Lustre
ラスター

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Pleasant Colony
Featherhill
Mr. Prospector
Con Game
Halo
White Star Line

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Fast Line ～ Throttle Wide） 4 m
Halo M 3×S 4 Northern Dancer M 4×S 5

価格： 購買者：
母 ＊アモリスト（99 USA黒鹿 Seeking the Gold）仏出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
ティアップシンゲキ（06 牡 黒鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝
トーセンボナンザ（07 牝 青鹿 ＊マリエンバード） １勝
キャッシュフロー（13 牡 黒鹿 ＊タイキシャトル） ４勝
ファヌエル（14 牝 黒鹿 ＊キングズベスト） 出走

２代母 ラスター Lustre（85 USA黒鹿 Halo）英１勝，ウォーリスＳ ３着
ヴァリーオヴゴールド Valley of Gold（92 牝 Shirley Heights）首・愛・英・伊・仏５勝，

伊オークス ，クレオパトル賞 ，ヴェルメイユ賞 ２着，愛オークス ３着，ペ
ネロープ賞 ３着，ローズドゥメ賞
スプレンディドエラ Splendid Era（00 牡 Green Desert）英３勝，ジョーエルＳ ，ク

レイヴァンＳ ３着，ニューマーケットＳ ３着
レイクムーン Lake Moon（07 牝 Tiger Hill）仏１勝
ミーティオリクMeteoric（12 Lope de Vega） 仏・香３勝，ペレアス賞

キャップオーラッシズ Cap O'Rushes（10 New Approach）愛・英３勝，ゴードンＳ
シャイニングプロスペクト Shining Prospect（95 牝 Lycius）不出走

ダフ Duff（03 ＊スピニングワールド）愛・英・仏・香９勝，英パークＳ ，バリーコ
ーラスＳ ，コンコルドＳ ，英パークＳ ２着，バリーコーラスＳ ２着，etc.

ダブリン Dublin（00 牡 Carson City）首・愛・英４勝，ヴィンテージＳ ，愛ナショナル
Ｓ ３着，種牡馬

ドリームプレイ Dream Play（01 牝 In The Wings）仏１勝，マルレ賞 ３着，フロール賞
３着

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

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

特 徴 曲流星鼻梁小白・珠目上・波分長・初地
生産牧場 北海道新ひだか町三石東蓬莱 山際牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，７７６，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 101 －
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中山厩舎－３号

47 エフテーストライクの１５ 牡・青鹿 ５／ ６

＊サウスヴィグラス
栗 1996

エフテーストライク
青鹿 2004

＊エンドスウィープ

＊ダーケストスター

ブラックタキシード

イチヨシロマン

＊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
＊オーピーキャット
サクラシヨウリ
ブレスアゲン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊リミオンワード） 19 c
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 エフテーストライク（04 青鹿 ブラックタキシード）３勝，伊吹山特別（１２００），勝浦特
別（１２００）， ２勝

〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
サンローズピンク（13 牝 青鹿 ＊ロージズインメイ） １勝

２代母 イチヨシロマン（87 黒鹿 サクラシヨウリ）２勝，クローバー賞
イチヨシヒーロー（92 牡 ミスターシービー）入着， ４勝，新潟ジュニアＣ２着
イチヨシロバリー（93 牝 ＊ジェイドロバリー） ３勝

ナハイヤン（98 牝 ＊ダンツシアトル） ４勝，サラ系３歳優駿３着
ルイボステイオー（94 牡 ＊スリルシヨー） ６勝，駿蹄賞２着，ジュニアＧＰ２

着，ジュニアクラウン２着

３代母 ブレスアゲン（74 鹿 ＊エタン） １２勝，サマーＨ
エーコーフレンチ（81 牡 ＊ジムフレンチ）５勝，金杯 ，スワンＳ ２着，朝日ＣｈＣ

２着，京阪杯 ２着，マイルＣｈＳ ３着，神戸新聞杯 ３着，朝日ＣｈＣ ３着，
サンタクロースＨ，すいれん賞

エーコートウシヨウ（84 牝 トウシヨウボーイ）１勝
カシノテンカ（04 牝 ＊ティンバーカントリー）１勝， ２勝

エーコーシーザー（85 牡 ＊コインドシルバー）８勝，セントウルＳ ，シルクロードＳ
，札幌日経賞 ，淀短距離Ｓ ，花園Ｓ，瀬戸内海特別，白梅賞，オパールＳ ２
着，平安Ｓ ２着

エーコーアゲン（86 牝 アスワン）入着
エーコーホルダー（94 牡 ＊ノーザンテンペスト） １３勝，三重ＴＶ賞スプリング

Ｃ２着，ゴールドウイング賞２着，ゴールドジュニア３着，ジュニアＧＰ３着
ブルーフレンチ（97 牝 ＊ミシル）３勝
スズカエーコー（99 牡 ＊ピルサドスキー）１勝
ブルーゴスペル（00 牝 ＊キンググローリアス）１勝
ブルーネルソン（02 牡 ミラクルアドマイヤ）１勝

エーコーレビン（91 牡 ライフタテヤマ）２勝，潮騒特別
イチヨシエーコー（93 牝 ＊マークオブディスティンクション） ４勝

マイネルグロワール（99 牡 フサイチコンコルド）１勝
ヒシクローザー（05 牡 マーベラスサンデー）２勝

特 徴 小星・珠目上・吭搦・右髪中・初地・沙流上
生産牧場 北海道新ひだか町三石蓬栄 斉藤 正男
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

－ 102 －

47



中山厩舎－３号

48 ムツミマーベラスの１５ 牡・黒鹿 １／ ７

ヴァーミリアン
黒鹿 2002

ムツミマーベラス
黒鹿 2007

＊エルコンドルパサー

スカーレットレディ

マーベラスサンデー

キャサリンクリスタ

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
モミジダンサー

＊クリスタルグリツターズ
マチカネカルメン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ダンスタイム） 11 c
＊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 ムツミマーベラス（07 黒鹿 マーベラスサンデー） １６勝，福山３歳牝馬特別（１６００），
福山ＣｈＳ（１８００），福山２歳優駿（１２５０），福山ダービー（１８００）２着

〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ムツミサムソン（12 牝 青鹿 メイショウサムソン） ３勝
ゼッコーチョー（13 牡 黒鹿 メイショウサムソン） １勝

２代母 キャサリンクリスタ（00 青鹿 ＊クリスタルグリツターズ） １勝
ムツミイングランド（06 牡 ニューイングランド） ６勝，キングＣ２着，若駒賞２

着，福山ダービー３着

３代母 マチカネカルメン（89 鹿 ＊スリルシヨー）１勝
メルシーエイタイム（02 牡 ＊チーフベアハート）１勝，優障害，障害５勝，中山大障害 ，

東京ハイジャンプ

４代母 マチカネアスカ（82 鹿 ＊パーソロン）３勝，八瀬特別
［子］ マチカネヒオドシ（88 牡 ＊モガミ）４勝，松前特別，みなみ北海道Ｓ，奥尻特

別，すばるＳ ３着
マチカネモユル（87 牝 ＊ノーザンテースト）２勝，アザレア賞

［孫］ マチカネハテンコウ（94 牡 ＊リアルシヤダイ）３勝，鹿島特別， １勝
マチカネラッパ（96 牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，舞浜特別，障害１勝
マチカネウソブキ（00 牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，鎌ケ谷特別，障害１勝

［曾孫］ カツヨトワイニング（06 牝 ＊トワイニング）２勝，ファルコンＳ ２着，サ
フラン賞， ８勝，サマーＣ３着

５代母 スイートルナ（72 栗 スピードシンボリ）１勝
［子］ シンボリルドルフ（81 牡 ＊パーソロン）１３勝，日本ダービー ，ジャパンＣ ，

有馬記念 （２回），皐月賞 ，菊花賞 ，天皇賞（春） ，日経賞 ，セン
トライト記念 ，弥生賞 ，天皇賞（秋） ２着，ジャパンＣ ３着，いち
ょう特別，年代表（２回），優３牡，優古牡，種牡馬

シンボリフレンド（77 牡 ＊パーソロン）５勝，京王杯スプリングＨ，金蹄賞，
エーデルワイスＳ

特 徴 流星鼻梁小白鼻白断上唇小白・珠目上・波分長・右初地・前右後三白
生産牧場 北海道新ひだか町静内浦和 田中 裕之
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，３２０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 103 －
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中山厩舎－３号

49 レディナデシコの１５ 牡・青鹿 ５／１６

エイシンフラッシュ
黒鹿 2007

－新種牡馬－

レディナデシコ
栗 2007

＊キングズベスト

＊ムーンレディ

＊ワイルドラッシュ

＊サッカーマム

Kingmambo
Allegretta
Platini
Midnight Fever
Wild Again
Rose Park
Kingmambo
Traverse City

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Sweeping Willow） 2 p
Kingmambo S 3×M 3

価格： 購買者：
母 レディナデシコ（07 栗 ＊ワイルドラッシュ）入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（１２）〕
ロードチャレンジ（12 牡 栃栗 ＊ケイムホーム） ６勝
マイネルゴール（13 牡 鹿 ネオユニヴァース）入着２回， ６勝

２代母 ＊サッカーマム（00 USA鹿 Kingmambo）不出走
レディルージュ（06 牝 ＊ブライアンズタイム）５勝，京阪杯 ２着，北九州記念

２着，フィリーズレビュー ３着，室町Ｓ ，ＢＳＮ賞 ２着，etc.
リラコサージュ（10 牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，秋華賞 ３着，フラワーＣ

３着，スイートピーＳ
ロードフォワード（11 牡 ネオユニヴァース） ４勝，西湖特別，中ノ岳特別

３代母 トラヴァースシティ Traverse City（90 USA黒鹿 Halo）米１０勝，インタバラＨ ，
ディスタフＨ ２着，ブラックアイドスーザンＳ ２着，ランパートＨ ３着，ヒュ
ーマナディスタフＨ ３着，etc.
ガルチズテラーGulch's Terror（02 牡 Gulch）伊２５勝

４代母 チェリージュビリー Cherry Jubilee（82 USA鹿 Coastal）米６勝，ネクストムーヴ
Ｈ ，オナラブルミスＳ ２着
［孫］ アンヒンダード Unhindered（12 牝 Stormy Atlantic）米・加２勝，マイディアＳ
［曾孫］ ダービーキテン Derby Kitten（08 牡 Kitten's Joy） 多・米・加６勝，キーンラ

ンドレキシントンＳ ，アメリカンダービー ３着，オンタリオダービ
ー ，ウェストヴァージニアスピーカーズＣＳ ２着，シェルビーボー
イズアンドガールズクラブＳ ３着，etc.

ウィリアムズキテンWilliam's Kitten（07 牡 Kitten's Joy）米・加２勝，ケンタ
ッキージョッキークラブＳ ２着，ホーリーブルＳ ３着，サンデイサ
イレンスＳ ，種牡馬

５代母 チェリーウィローCherry Willow（72 USA鹿 Pia Star）不出走
［子］ ウィローアワーWillow Hour（78 牡 Bold Hour）米６勝，トラヴァーズＳ ，

ジムダンディＳ ，ウィザーズＳ ２着，ピーターパンＳ ２着，ベイシ
ョアＳ ２着，etc.，種牡馬

特 徴 流星鼻梁小白・下唇小白・珠目二・吭搦左・初地・後双門・右沙流上・左前半白・左後一白
生産牧場 北海道新ひだか町三石歌笛 嶋田牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 104 －
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再上場
【中間】

お早めに「再上場」のお申し出をい
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。
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中山厩舎－８号

50 マキノスペシャルの１５ ・栗 ３／２０

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

マキノスペシャル
栗 2008

＊ヘネシー

Myth
ミス

スペシャルウィーク

＊セイントリースカウト

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn

＊サンデーサイレンス
キャンペンガール
Saint Ballado
Fit to Scout

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Peroration ～ Gas） 1 l
Halo M 4×M 4

価格： 購買者：
母 マキノスペシャル（08 栗 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
リネンスカッシュ（14 牝 栗 ＊サウスヴィグラス） 入着

２代母 ＊セイントリースカウト（02 USA黒鹿 Saint Ballado）米入着３回
ミッキーバラード（07 牡 Fusaichi Pegasus）４勝，天草特別

３代母 フィットトゥスカウト Fit to Scout（87 USA鹿 Fit to Fight）米８勝，ジョンＡモリ
スＨ ，ラカニャーダＳ ，サンタイネスＳ ，アクサーベンオークス ，ヴァニティ
Ｈ ２着，etc.
ビープリペアードBe Prepared（95 牝 Broad Brush）不出走

＊ゴーストスズカ（99 牡 Silver Ghost）３勝，まりも特別，千両賞， ４勝
バックインシェイプ Back in Shape（96 牝 Wild Again）米４勝，レアトリートＨ ３着，

メリーランドレイシングメディアＨ ２着，レイディズシークレットＳ ２着
ハンズアップマニーダウン Handsup Moneydown（09 Sharp Humor） 米・加１５勝，ワ

イルドアンドワンダフルＳ ３着

４代母 ビーアスカウト Bee a Scout（78 USA鹿 West Coast Scout）米７勝，サンタスサー
ナＳ ２着，オークリーフＳ ３着，ハニムーンＨ ３着，カリフォルニアオークス
２着，サンタイサベルＳ ２着，etc.

５代母 ビーズオーロBee's Oro（67 USA栗 Ben Lomond）米６勝
［孫］ オンザリッジ On the Ridge（95 牡 Risk Me）愛・英・仏１勝，サンダウンマイ

ル ２着，ジョーエルＳ ２着，種牡馬
パートザウォーターズ Part the Waters（94 牡 Stalwart）米３勝，ケンタッキー
ＣプリヴューＨ ２着，グレイトレイクスＳ ，グレイトレイクスＳ
２着，種牡馬

［曾孫］ ダルルーナ Darluna（02 牝 Premiership）米６勝，ショッカーＴＨ

６代母 ブルーレリックBlue Relic（53 USA栗 War Relic）米出走
［孫］ サムシングリーガル Somethingregal（72 牝 Candy Spots）米２勝，エイコーン

Ｓ ２着，ルースレスＳ ３着

特 徴 流星鼻梁小白断鼻白・珠目上・右髪中・四白
生産牧場 北海道新ひだか町三石福畑 沖田 博志
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，３２０，０００円
育 成 場 日高育成牧場
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中山厩舎－８号

51 ピエナサクラの１５ ・栗 ４／２４

＊シニスターミニスター
鹿 2003

ピエナサクラ
栗 2010

Old Trieste
オールドトリエステ

Sweet Minister
スイートミニスター

アグネスタキオン

ピエナフローラ

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

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ

＊タイキシャトル
グリンパサー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊パスオールホープ） 10 c
Halo M 4×M 5 Vice Regent M 4×S 5

価格： 購買者：
母 ピエナサクラ（10 栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ピエナアラシ（14 牡 鹿 ＊ハービンジャー） 不出走

２代母 ピエナフローラ（04 栗 ＊タイキシャトル）出走
メイショウラポール（12 牝 ＊エンパイアメーカー） ２勝

３代母 グリンパサー（91 鹿 Vice Regent）不出走
ハタノアドニス（96 牡 ＊アジュディケーティング）６勝， ６勝，東京盃

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

ナリタグランジャー（00 牡 ＊タイキシャトル）３勝
ナリタダンディ（01 ＊アフリート）３勝，愛宕特別
ピエナマーメイド（02 牝 ＊タイキシャトル）１勝

ピエナアプローズ（09 牝 フジキセキ）２勝
モルーア（12 牝 ＊プリサイスエンド）１勝

４代母 ＊パスオールホープ（82 USA鹿 Damascus）米５勝，サクラメントＨ ２着

５代母 パスオールフラッグズ Pass all Flags（78 USA栗 Buckpasser）不出走
［子］ ジョディズスイ－ティ－Jodi's Sweetie（88 Time for a Change）米７勝，マ

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

６代母 アゲンストオールフラッグズAgainst all Flags（73 CAN黒鹿 Hoist the Flag）米４
勝，アディロンダックＳ ３着
［孫］ リク－プザキャッシュ Recoup the Cash（90 Copelan）米２３勝，スティーヴ

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

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

特 徴 流星鼻梁刺毛・珠目二・左初地・左骨正・右後双門・右沙流上
生産牧場 北海道浦河町杵臼 まるとみ冨岡牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，２１２，０００円
育 成 場 日高育成牧場
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中山厩舎－８号

52 ジョウノナンシーの１５ ・鹿 ３／１０

＊エンパイアメーカー
黒鹿 2000

ジョウノナンシー
栗 2003

Unbridled
アンブライドルド

Toussaud
トゥソ－

＊フレンチデピュティ

シーズグレイス

Fappiano
Gana Facil
El Gran Senor
Image of Reality
Deputy Minister
Mitterand

＊サンデーサイレンス
ザンベージ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊リリーオブザナイル） 10 a
Northern Dancer S 4×M 5×M 5 In Reality S 4×S 5

価格： 購買者：
母 ジョウノナンシー（03 栗 ＊フレンチデピュティ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
ジョウノフレッシュ（10 牝 栗 ＊アフリート） ２勝
ソールブリジャンド（11 牝 鹿 ＊ケイムホーム） ５勝
アルマラナキラ（13 牡 栗 スターリングローズ）入着２回， １勝
ピーチメルバ（14 牝 鹿 ＊ファスリエフ） 出走

２代母 シーズグレイス（93 栗 ＊サンデーサイレンス）３勝，ローズＳ ２着，フェアリー
Ｓ ２着，エリザベス女王杯 ３着，萩Ｓ ，芙蓉Ｓ
シャドウスケイプ（99 牡 ＊フォーティナイナー）４勝，根岸Ｓ ，ガーネットＳ ２着，

ガーネットＳ ３着，etc.， １勝，クラスターＣ ，東京盃 ３着，etc.
クリヴィア（00 牝 ＊トニービン）１勝

ジョウノボヘミアン（06 牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，東大路Ｓ，猪苗代特別，白
馬岳特別

コスモノビリス（12 牡 ＊シンボリクリスエス） ４勝，スプリングＣ３着

３代母 ザンベージ（85 鹿 ＊ノーザンテースト）出走
ジョウノエンジェル（91 牝 トウシヨウボーイ）３勝

トーセンシャナオー（03 牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，セントライト記念 ，プ
リンシパルＳ ３着，若葉Ｓ ３着， １勝

アーバンウィナー（07 牡 タヤスツヨシ）４勝，札幌２歳Ｓ ３着，いちょうＳ
２着

４代母 ヨドセンリヨウ（75 黒鹿 ＊エルセンタウロ）１勝
［子］ センリョウヤクシャ（86 牡 ＊ノーザンテースト）６勝，阪急杯 ，セントウル

Ｓ ２着，スワンＳ ３着，阪神３歳Ｓ ４着，オパールＳ ，etc.，種牡馬
［孫］ ショウワモダン（04 牡 エアジハード）１０勝，安田記念 ，ダービー卿Ｃｈ

Ｔ ，中山記念 ３着，メイＳ ，ディセンバーＳ ，etc.
イブキインターハイ（92 牡 ＊ジェイドロバリー）２勝，京都４歳特別 ，毎日
杯 ２着，すみれＳ ３着， ４勝

ユメノシルシ（02 牡 フジキセキ）７勝，新潟記念 ，七夕賞 ３着，福島
ＴＶＯＰ ，湾岸Ｓ，潮来特別

特 徴 流星鼻梁小白・珠目二・吭搦二・波分・右沙流上
生産牧場 北海道日高町豊郷 浦新 徳司
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，３２０，０００円
育 成 場 日高育成牧場
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中山厩舎－８号

53 アサクサコンソメの１５ ・鹿 ３／１１

＊ハービンジャー
鹿 2006

アサクサコンソメ
鹿 2002

Dansili
ダンシリ

Penang Pearl
ペナンパール

ダンスインザダーク

メイクアウイッシュ

＊デインヒル
Hasili
Bering
Guapa

＊サンデーサイレンス
＊ダンシングキイ
＊ノーザンテースト
＊メツシーナ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

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

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

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

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

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

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

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

フレイムオブピース（09 牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，マーチＳ ３着，伊丹Ｓ

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

トーホウツートップ（96 牡 ＊トニービン）３勝，美濃特別

４代母 エイフォニアAphonia（62 USA鹿 Dunce）米１勝
［子］ ジョージスペルヴィン George Spelvin（69 牡 Nantallah）米８勝，プリンスト

ンＳ，ベンジャミンフランクリンＨ，ケルソＨ２着，種牡馬
［曾孫］ グランドジュエル Grand Jewel（90 牡 Java Gold）米６勝，キーンランドレキシ

ントンＳ ，ファイエットＳ ，ラッシュアウェイＳ ，種牡馬

特 徴 流星鼻梁小白・下唇小白・珠目正・吭搦・右髪中・左前小白・後二長白
生産牧場 北海道浦河町野深 丸村村下ファーム
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，６７２，０００円
育 成 場 日高育成牧場
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中山厩舎－８号

54 フジティアスの１５ ・鹿 ４／ ８

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

フジティアス
鹿 2000

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

フジキセキ

オールテイアス

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
＊アーテイアス
オールノハナ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（英月～ ＊セレタ） 1 b
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 フジティアス（00 鹿 フジキセキ）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），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）１勝， 地方不出走
ソルティピース（14 牝 黒鹿 ＊バゴ） 入着２回

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

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 流星・珠目二・右髪中・波分・沙流上・後二白
生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場
購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 日高育成牧場

－ 111 －
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中山厩舎－１０号

55 ビフォーダークの１５ ・栗 ４／２９

スマートファルコン
栗 2005

ビフォーダーク
栗 2007

ゴールドアリュール

ケイシュウハーブ

キングカメハメハ

インゴット

＊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
Kingmambo

＊マンファス
＊サンデーサイレンス
＊ダンシングレヴュー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Sunny Valley ～ Sunny Gulf） 1 l
＊サンデーサイレンス S 3×M 3 Nureyev S 4×M 5 Northern Dancer S 5×M 5
Raise a Native S 5×M 5
価格： 購買者：

母 ビフォーダーク（07 栗 キングカメハメハ）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
カクシアジ（11 牝 鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード） 出走， ５勝，プリンセス

Ｃ（１４００），プリンセス特別（１６００），園田プリンセスＣ（１４００），リリーＣ（１０００）３着
コウギョウタイム（12 牝 芦 ＊スウェプトオーヴァーボード） １勝
サジカゲン（13 牝 鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード） ２勝
トミノステージ（14 牝 栗 ＊カジノドライヴ） 出走

２代母 インゴット（01 栗 ＊サンデーサイレンス）３勝，紫苑Ｓ
ミュゼクリエイター（11 牡 ジャングルポケット） ４勝

３代母 ＊ダンシングレヴュー（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）出走
ネオメープルリーフ（02 牝 スペシャルウィーク）出走

サーシスリーフ（10 牡 ＊マイネルラヴ）１勝

４代母 ヴェリリーVerily（85 IRE 鹿 Known Fact）仏出走

５代母 ダンシングシャドー Dancing Shadow（77 IRE 鹿 ＊ダンサーズイメージ）英・仏２
勝，英ナッソーＳ ３着，ヴァージニアＳ ３着
［孫］ スペクトラム Spectrum（92 牡 Rainbow Quest）愛・英・仏４勝，愛２０００ギニー

，英チャンピオンＳ ，プランスドランジュ賞 ２着，ロッキンジＳ
３着，種牡馬

ミレナリーMillenary（97 牡 Rainbow Quest）愛・英・伊・独・仏１２勝，英セ
ントレジャー ，ロンズデイルＣ ，ドンカスターＣ （２回），ヨークシ
ャーＣ ，etc.，種牡馬

［曾孫］ エリンコート（08 牝 デュランダル）４勝，オークス ，忘れな草賞
ペトルーシュカ Petrushka（97 牝 Unfuwain）愛・米・英・仏５勝，愛オークス

，ヨークシャーオークス ，オペラ賞 ，ネルグウィンＳ ，英１０００ギ
ニー ３着

＊コンデュイット（05 牡 Dalakhani）米・英・仏７勝，ＢＣターフ （２回），Ｋ
ジョージ六世＆ＱエリザベスＳ ，英セントレジャー ，ゴードンＳ ，etc.，
種牡馬

特 徴 流星鼻梁白鼻白断上唇小白・珠目上・左後半白・右後一白
生産牧場 北海道日高町庫富 原田牧場
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

－ 112 －
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中山厩舎－１３号

56 プリンセスイブの１５ ・黒鹿 ２／２２

＊バゴ
黒鹿 2001

プリンセスイブ
黒鹿 2002

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

バブルガムフェロー

＊ナナイモプリンセス

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie

＊サンデーサイレンス
＊バブルカンパニー
Commemorate
Pacific Princess

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ Fiji） 13 a
Northern Dancer S 4×M 5 Halo M 4×S 5 Raise a Native S 5×M 5

価格： 購買者：
母 プリンセスイブ（02 黒鹿 バブルガムフェロー）２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（１８）〕
ホクレアポパイ（09 黒鹿 ＊イーグルカフェ）入着７回， ４勝
ポセイドン（10 牡 栗 ＊アルデバラン ） ８勝，サラブレッド大賞典（２０００）
アクアプリンセス（11 牝 鹿 ＊アルデバラン ）入着４回， ５勝
レイナブランカ（12 牝 芦 ＊スウェプトオーヴァーボード） １勝
ツーエムレジェンド（13 牡 栗 ＊フレンチデピュティ） ２勝
イヴノオモイデ（14 牝 鹿 ＊ヨハネスブルグ） 入着２回

２代母 ＊ナナイモプリンセス（88 CAN栗 Commemorate）不出走
フラッグラッシュ（05 牡 ＊ワイルドラッシュ）１勝， ３勝

３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.

＊パシフィカス（81 牝 Northern Dancer）英２勝
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
スペリオルパール（98 牝 ＊ティンバーカントリー）不出走
ラストインパクト（10 牡 ディープインパクト）首入着，ドバイシーマクラシ
ック ３着， ７勝，金鯱賞 ，京都大賞典 ，小倉大賞典 ，ジャパ
ンＣ ２着，etc.

＊キャットクイル（90 牝 Storm Cat）英入着
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
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
キズナ（10 牡 ディープインパクト）仏１勝，ニエル賞 ，６勝，日本ダービー ，

産経大阪杯 ，京都新聞杯 ，毎日杯 ，etc.，優３牡，種牡馬

特 徴 額刺毛・珠目二・髪中・波分・初地・右沙流上
生産牧場 北海道新ひだか町静内目名 岡田牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，８３２，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 113 －
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中山厩舎－１４号

57 エムエヌメロディーの１５ ・栗 ４／１１

エスポワールシチー
栗 2005

－新種牡馬－

エムエヌメロディー
鹿 2002

ゴールドアリュール

エミネントシチー

＊グラスワンダー

ムーンセレナード

＊サンデーサイレンス
＊ニキーヤ
＊ブライアンズタイム
ヘップバーンシチー
Silver Hawk
Ameriflora
ミスターシービー
ダイナセレナード

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊フリソデ） A 13
Roberto S 4×M 4 Hail to Reason S 5×S 5×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 エムエヌメロディー（02 鹿 ＊グラスワンダー） 出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（１２）〕
ディアトウシロウ（06 牡 栃栗 ニューイングランド）２勝， １勝
マサイチ（08 牡 黒鹿 ＊コマンダーインチーフ） ２勝
ヤマニンメダイユ（09 牡 鹿 ＊ホワイトマズル）１勝，障害１勝
リックダンサー（11 黒鹿 ウインラディウス） ９勝
ムサシヒーロー（14 牡 青鹿 キングヘイロー） 入着

２代母 ムーンセレナード（87 黒鹿 ミスターシービー）４勝，北九州短距離Ｓ ，ゆうす
げＳ，りんどう賞，野路菊Ｓ ３着
ムーンクラフト（96 牡 サクラバクシンオー）５勝，青梅特別
リキセレナード（98 牝 ＊ジェイドロバリー）２勝，小倉３歳Ｓ ，スイートピーＳ ２

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

萩Ｓ ２着

３代母 ダイナセレナード（79 黒鹿 ＊エルセンタウロ）４勝，鷹取特別，愛宕特別
カリビアンナイト（88 牝 アスワン）１勝

ラリマー（02 牝 ＊チーフベアハート） ７勝
ブラックオニキス（14 牝 ブラックタイド） ２勝，札幌２歳Ｓ ２着，クロ
ーバー賞

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

ボードスウィーパー（01 牡 ＊エンドスウィープ）８勝，霜月Ｓ ，霜月Ｓ ，太秦Ｓ，
河原町特別，コーラルＳ ３着，ギャラクシーＳ ３着

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

ポールターフクラブ賞， １勝，佐賀記念 ，名古屋大賞典 ３着

特 徴 流星鼻梁鼻白・珠目二・吭搦・右髪中・右沙流上・左後小白・右後一白
生産牧場 北海道新ひだか町静内川合 中田 浩美
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，２４０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 114 －
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中山厩舎－１４号

58 アンキャニーの１５ ・黒鹿 ３／ ８

ロードカナロア
鹿 2008

－新種牡馬－

アンキャニー
栗 2010

キングカメハメハ

レディブラッサム

アグネスタキオン

＊バブルドリーム

Kingmambo
＊マンファス
Storm Cat

＊サラトガデュー
＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ
Akarad

＊バブルプロスペクター

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Prodice ～ Philae） 1 b
Mr. Prospector S 4×M 5

価格： 購買者：
母 アンキャニー（10 栗 アグネスタキオン）出走
初仔

２代母 ＊バブルドリーム（93 FR鹿 Akarad）不出走
ジュヌドリーム Jeune Dream（99 牡 Jeune Homme）伊５勝，メラノ賞 ，ジュゼッペデモ

ンテル賞 ２着，ボッティチェリ賞 ３着
＊ラヴアンドバブルズ（01 牝 Loup Sauvage）仏３勝，クロエ賞 ，クレオパトル賞 ２着，

クリテリヨムドラングドック ，サブロネット賞 ２着
ラヴインザダーク（06 牝 ダンスインザダーク）２勝，インディアＴ
ハブルバブル（08 牝 ディープインパクト）１勝，フラワーＣ ２着
ディープブリランテ（09 牡 ディープインパクト）３勝，日本ダービー ，東スポ杯２

歳Ｓ ，スプリングＳ ２着，共同通信杯 ２着，皐月賞 ３着，種牡馬
ブルーリッチ（04 牡 ダンスインザダーク）１勝，若駒Ｓ ３着

３代母 ＊バブルプロスペクター（84 USA栗 Miswaki）愛１勝
フラポニーFlaponny（89 牝 Vernon Castle）仏４勝

フリップフロップ Flip Flop（01 牝 Zieten）米・仏４勝，イエローリボンＳ ２着，
ウィルシャーＨ ３着，シャルルラフィット賞

＊バブルウイングス（92 牝 In The Wings）英４勝
ショウナンパントル（02 牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，阪神ジュベナイルフィリ

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

バルナバスBarnabas（95 牝 Slip Anchor）不出走
チューズミープリーズChoose Me Please（05 牝 Choisir）不出走

＊フォンタネリーチェ（12 牝 Vale of York）伊・仏５勝，ドルメーロ賞 ，プリミ
パッシ賞 ，アレッサンドロペローネ賞 ，ヴィットリオクレスピ賞

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

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

特 徴 珠目二・吭搦・右髪中・初地・右沙流上
生産牧場 北海道新冠町新和 パカパカファーム
購買市場 北海道セレクションセール 購買価格 ７，５６０，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 115 －
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中山厩舎－１４号

59 グランドアメリフローラの１５ ・黒鹿 ２／ ８

＊シンボリクリスエス
黒鹿 1999

＊グランドアメリフローラ
鹿 2004

Kris S.
クリスエス

Tee Kay
ティーケイ

Grand Slam
グランドスラム

Lady Ameriflora
レイディアメリフローラ

Roberto
Sharp Queen
Gold Meridian
Tri Argo
Gone West
Bright Candles
Lord Avie
Ameriflora

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

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

価格： 購買者：
母 ＊グランドアメリフローラ（04 USA鹿 Grand Slam）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３）〕
ツァーリ（11 牡 栗 スペシャルウィーク）１勝
バルビエール（12 牡 鹿 ゼンノロブロイ） ２勝，種市特別（２０００）
グラッチェ（14 牝 鹿 ＊ホワイトマズル） 不出走

２代母 レイディアメリフローラ Lady Ameriflora（94 USA栗 Lord Avie）米２勝
フォーチュネトデイヴFortunate Dave（99 牡 Lear Fan）英１勝，英・障害４勝

３代母 アメリフローラAmeriflora（89 USA鹿 Danzig）不出走
＊グラスワンダー（95 牡 Silver Hawk）９勝，有馬記念 （２回），宝塚記念 ，朝日杯３歳

Ｓ ，毎日王冠 ，etc.，優２牡，特別賞，種牡馬
ワンダーアゲンWonder Again（99 牝 Silver Hawk）米７勝，ダイアナＨ ，ガーデンシテ

ィＨ ，ニューヨークＨ ，レイクプラシドＨ ，ノーブルダムゼルＨ ，etc.
＊レッドレイヴン（10 牡 Smart Strike） ６勝，東スポ杯２歳Ｓ ２着，新潟大賞典

３着，巴賞 ，ディセンバーＳ ，福島民報杯 ，etc.
アルサリブ Al Tharib（04 牡 Silver Hawk）英２勝，セプテンバーＳ ２着

４代母 グレイスフルタッチGraceful Touch（78 USA鹿 His Majesty）米４勝
［子］ トリビュレイション Tribulation（90 牝 Danzig）米５勝，Ｑエリザベス二世チ

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

グレイスフルダービー Graceful Darby（84 牝 Darby Creek Road）米８勝，ヴァ
イオレットＨ ，クイーンシャーロットＨ ，Ｑエリザベス二世チャレ
ンジＣ招待Ｓ ，ニジャナＳ ，デムワゼルＳ ３着，etc.

［孫］ ストールクリーク Stalcreek（90 牝 Stalwart）米５勝，ラカニャーダＳ ，リン
ダヴィスタＨ ，サンタアニタオークス ２着，サンタマルガリータＨ
３着，エルエンシノＳ ３着，etc.

ボールドホーク Bold Hawk（04 Silver Hawk）米３勝，ホーソーンダービー
，ハリウッドダービー ３着

［曾孫］ ディサイファ（09 牡 ディープインパクト） ９勝，ＡＪＣＣ ，札幌記念
，中日新聞杯 ，エプソムＣ ，金鯱賞 ２着，etc.

特 徴 珠目上・波分・沙流上
生産牧場 北海道新ひだか町静内真歌 タイヘイ牧場
購買市場 八戸市場 購買価格 ６，０４８，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 116 －
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中山厩舎－１０号

60 カツナデシコの１５ ・栗 ３／２７

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

カツナデシコ
栗 2007

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊カリズマティック

マヤノカンパネラ

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Summer Squall
Bali Babe
ヤマニンスキー
ダイナシンデレラ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊ロイヤルアグリーメント） 12 f
Secretariat S 4×M 5 Northern Dancer M 5×M 5

価格： 購買者：
母 カツナデシコ（07 栗 ＊カリズマティック）不出走
〔産駒馬名登録数：２〕
レオネル（14 牡 黒鹿 ＊ケイムホーム） 出走

２代母 マヤノカンパネラ（93 栗 ヤマニンスキー）不出走
マイネルジャパン（98 牡 ＊スキャン）４勝，函館３歳Ｓ ，佐世保Ｓ，鷹取特別，ラベン

ダー賞 ２着，トパーズＳ ３着， 入着，兵庫ジュニアＧＰ ３着
ウインジェネラーレ（00 牡 タマモクロス）５勝，日経賞 ，ＡＪＣＣ ２着，オールカ

マー ３着，冬至Ｓ，晩秋特別，種牡馬

３代母 ダイナシンデレラ（83 鹿 ＊ハンターコム）３勝，耶馬渓特別
コクサイファースト（91 牡 ＊アレミロード）１勝

４代母 ニチドウクイン（73 鹿 ＊マリーノ）出走
［子］ メインキャスター（86 牝 ＊ノーザンテースト）８勝，サンスポ阪神牝馬特別

，函館記念 ２着，小倉大賞典 ２着，中京記念 ３着，牝馬東タイ杯
３着，カシオペアＳ ，オーストラリアＴ ，比叡Ｓ，有松特別，天草Ｓ，
道新杯 ２着

ゴーサイン（87 牡 ＊ノーザンテースト）４勝，阪神大賞典 ２着，鳴尾記念
２着，桂川Ｓ

［孫］ ナルシスゼットオー（97 牡 ＊ドクターデヴィアス）入着， １２勝，と
ちぎ大賞典

シーズアチャンス（93 牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，スイートピーＳ ，寒
桜賞，紅梅賞 ３着

メガヒット（95 牡 ＊トニービン）１勝，ジュニアＣ ２着
［曾孫］ メイプルロード（00牝 ジェニュイン）２勝，小倉２歳Ｓ ，エルフィンＳ ３着

サイレントエクセル（03 牝 ウイングアロー） １２勝，ダービーＧＰ
３着，青藍賞，ビューチフル・ドリーマーＣ（２回），ひまわり賞，etc.

メイビリーヴ（05 牝 サクラバクシンオー）５勝，みちのくＳ，初風特別，潮騒
特別，朱鷺Ｓ ２着，ラピスラズリＳ ３着

ハッピーランド（97 牡 ホリスキー） １２勝，ダイヤモンドＣ３着

特 徴 大流星鼻梁鼻大白上下唇大白・珠目上・沙流上・左前後三長白・右前小白
生産牧場 北海道浦河町東幌別 中脇 満
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

－ 117 －
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中山厩舎－１０号

61 ホウヨウターニングの１５ ・芦 ５／ ２

ストロングリターン
鹿 2006

－新種牡馬－

ホウヨウターニング
芦 2003

＊シンボリクリスエス

＊コートアウト

メジロマックイーン

ダンシングルーラー

Kris S.
Tee Kay
Smart Strike

＊アザール
メジロテイターン
メジロオーロラ

＊ノーザンディクテイター
ホウヨウシルバア

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊フラストレート） 1 b
Northern Dancer M 4×S 5

価格： 購買者：
母 ホウヨウターニング（03 芦 メジロマックイーン） １９勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ラヴインスウィート（14 牝 芦 ＊ロードアルティマ） 入着

２代母 ダンシングルーラー（88 芦 ＊ノーザンディクテイター）１勝
ダイジュセルシオ（94 牡 ＊テユーター） １５勝，栄冠賞，エトワール賞３着，ジュニアＣ３着
ユタカカガヤキ（95 牡 バンブーアトラス）４勝，カブトヤマ記念 ３着，蓬莱峡特別
カラーガード（02 牝 スペシャルウィーク）１勝

カガビジン（08 牝 ＊イーグルカフェ） ４勝，プリンセスＣ２着

３代母 ホウヨウシルバア（73 芦 ＊グレートホワイトウエー）３勝，フラワーＣ ，桃花賞
ホワイトジョーク（85 牝 ＊ダンサーズイメージ）７勝，サンライズＳ，奥多摩Ｓ，霞ケ浦特別
オフホワイト（86 牝 ＊ホープフリーオン）入着

ホウヨウダンサー（95 牝 ＊スラヴィック） ８勝，北斗盃３着
カキツバタクイーン（05 牝 エイシンサンディ） １勝，ジュニアクラ
ウン２着，サラ・プリンセス特別３着

ゴオカイキング（98 牡 ＊オジジアン） ６勝，春霞賞，北斗盃３着
テンノフブキ（02 牝 エイシンサンディ） １０勝，サラブレッド大賞典２着

４代母 メイジザクラ（64 芦 ＊テイエポロ）入着４回
［孫］ サチノフレンド（77 牡 ＊バツクマスター） １０勝，報知ＧＰ・Ｃ２着
［曾孫］ ブルックリンガイ（97 牡 ＊グロウ） １４勝，サマーＣ（２回），スプリン

ト，東海ゴールドＣ２着，マーチＣ２着
マックスキング（90 牡 ＊マグニテユード） １６勝，ばん阿賞２着，オールス
ターＣ２着

５代母 ダツシングラス（50 芦 ダツシング）１４勝，札幌記念 ，特ハン（２回），etc.， ，
キヨフジ記念３着，クイーン賞３着
［子］ シロネオー（63 牡 ＊ガーサント）６勝，朝日杯３歳Ｓ２着，ジユライＳ，薫風

Ｓ，御影特別
［曾孫］ ホウヨウボーイ（75 牡 ＊フアーストフアミリー）１１勝，有馬記念，天皇賞（秋），

ＡＪＣＣ，日経賞，有馬記念２着，etc.，年代表（２回），優古牡（２回），種牡馬

特 徴 小星・珠目二・髪中左一右二・波分・右後双門・左沙流上・左前一白
生産牧場 北海道浦河町向別 木戸口牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，４２８，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 118 －
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中山厩舎－３号

62 キリエの１５ 牡・黒鹿 ４／１３

＊ワークフォース
鹿 2007

キリエ
黒鹿 2006

＊キングズベスト

Soviet Moon
ソヴィエトムーン

＊ブライアンズタイム

チャペルコンサート

Kingmambo
Allegretta
Sadler's Wells
Eva Luna
Roberto
Kelley's Day

＊サンデーサイレンス
＊リープフォージョイ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Futility ～ Love-Oil） 1 l
Hail to Reason M 4×M 5

価格： 購買者：
母 キリエ（06 黒鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ウインクレド（13 牡 鹿 ＊バトルプラン） １勝
ナンヨーサターン（14 牡 鹿 ルーラーシップ） 出走

２代母 チャペルコンサート（99 青鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，オークス ２着，マー
メイドＳ ３着，チューリップ賞 ３着，米子Ｓ ，エルフィンＳ ，etc.
グランドチャペル（07 牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，障害２勝

３代母 ＊リープフォージョイ（92 GB栗 Sharpo）愛・英・伊・仏３勝，オメノーニ賞 （２回），
ダイアデムＳ ３着，フィーニクススプリント ３着，チェルトサ賞 ２着，etc.
ラストリゾート（00 牝 ＊ノーザンテースト）１勝

サーリセルカ（05 牝 ＊ウォーエンブレム）出走
メイショウタチマチ（13 牝 スペシャルウィーク） ２勝，忘れな草賞 ３着

ムードインディゴ（05 牝 ダンスインザダーク）３勝，府中牝馬Ｓ ，秋華賞 ２
着，ローズＳ ２着，忘れな草賞

４代母 ハンブルパイ Humble Pie（85 GB栗 Known Fact）英２勝，ローズボールＳ ３着
［孫］ キングズチャペル King's Chapel（00 牡 ＊キングオブキングス）豪・新１０勝，

オタキマオリ馬齢Ｓ ，テレグラフＨ ，ＮＺ２０００ギニー ，ジョージメ
インＳ ２着，ベイヤークラシック ３着，etc.，種牡馬

イクスプレスウィッシュ Express Wish（04 牡 Danehill Dancer）愛・英３勝，
シュプリームＳ ，種牡馬

コプラー Coprah（08 Bertolini） 那・丁・典・愛・英６勝，ストックホルム
ストラプライス ，ストックホルムストラプライス ３着，マリットスヴ
ェアースミネロップ ３着（２回），スウェーデンオープンマイル，etc.

デザートアルケミー Desert Alchemy（99 牝 Green Desert）英２勝，オークトリ
ーＳ ，オクトーバーＳ ２着

マディドMadid（01 牡 Cape Cross）英２勝，サリーＳ
［曾孫］ ヴァティカン Vatican（08 God's Own） 豪８勝，ＨＤＦマクニールＳ ３

着，ドヴトンＳ ，ＳＡＪＣマニヒクラシック ２着，ＷＪアダムズＳ
２着，ＳＡＪＣライトニングＳ ２着，etc.

特 徴 流星鼻梁小白鼻梁白鼻大白上下唇大白・珠目上・波分・四細長白
生産牧場 北海道新ひだか町三石本桐 平野牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，５６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 119 －
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中山厩舎－３号

63 アズマガールの１５ 牡・鹿 ２／１１

＊バゴ
黒鹿 2001

アズマガール
鹿 2009

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

キングカメハメハ

サイレントラヴ

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie
Kingmambo

＊マンファス
＊サンデーサイレンス
フアーストラブ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（シラオキ～ ＊フロリースカツプ） 3 l
Nureyev S 3×M 5 Northern Dancer S 4×M 5 Mr. Prospector S 4×M 4
Halo M 4×S 5
価格： 購買者：

母 アズマガール（09 鹿 キングカメハメハ） 入着２回
初仔

２代母 サイレントラヴ（01 鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ホクセツダンス（08 牝 ＊アグネスデジタル）５勝，神無月Ｓ，羊蹄山特別
モリトシラユリ（14 牝 ＊クロフネ） １勝，フェアリーＳ ３着

３代母 フアーストラブ（86 鹿 ＊ナイスダンサー） ４勝
メモリアルガイ（92 牡 サツカーボーイ）３勝，石打特別
メロウキス（93 牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，甲東特別
ナチュラルメイク（02 牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，おおぞら特別，ゆきつばき

賞，カンナＳ ２着， １勝
ミッキーナチュラル（09 牡 ネオユニヴァース）４勝，両津湾特別

キープユアスマイル（03 牝 アグネスタキオン）２勝，紫苑Ｓ ２着
ノボリユキオー（96 牡 ＊トニービン）６勝，安芸Ｓ，北九州短距離Ｓ ２着，ＴＶ愛知Ｏ

Ｐ ２着，淀短距離Ｓ ３着，etc.， 入着２回，サマーＣｈ ２着
プレシャスソング（98 牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，青葉賞 ２着，佐渡特別
アズマタイショウ（06 牡 キングカメハメハ）２勝，わらび賞

４代母 レデイーシラオキ（78 鹿 ＊セントクレスピン）４勝，中距離特別
［孫］ スペシャルウィーク（95 牡 ＊サンデーサイレンス）１０勝，日本ダービー ，ジ

ャパンＣ ，天皇賞（秋） ，天皇賞（春） ，阪神大賞典 ，ＡＪＣＣ ，京
都新聞杯 ，弥生賞 ，きさらぎ賞 ，有馬記念 ２着，菊花賞 ２着，宝
塚記念 ２着，ジャパンＣ ３着，皐月賞 ３着，特別賞，種牡馬

５代母 ミスアシヤガワ（64 鹿 ＊ヒンドスタン）２勝
［孫］ スターサンシャイン（86 牡 サンシヤインボーイ）４勝，京都４歳特別 ，毎

日杯 ，きさらぎ賞 ３着，寒梅賞，種牡馬
［曾孫］ ジョーディシラオキ（97 牝 ＊オジジアン）３勝，チューリップ賞 ，セプテン

バーＳ， ２勝
ヒミツヘイキ（99 牡 ＊ダミスター）１勝，ユニコーンＳ ， ４勝，報知
ＧＰＣ，平和賞，東京湾Ｃ２着，ＮＡＲ優３歳

特 徴 珠目上・髪中・波分・初地・左後小白
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 ４，３２０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 120 －
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中山厩舎－３号

64 スイートローレライの１５ 牡・芦 ３／１１

キャプテントゥーレ
芦 2005

＊スイートローレライ
芦 2003

アグネスタキオン

エアトゥーレ

Rahy
ラヒー

Kenbu
ケンブ

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ

＊トニービン
＊スキーパラダイス
Blushing Groom
Glorious Song
Kenmare
Tarlace

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Edvina ～ Picardel） 2 e
Halo S 4×M 4 ＊ロイヤルスキー S 4×S 5 Kalamoun M 4×S 5

価格： 購買者：
母 ＊スイートローレライ（03 USA芦 Rahy）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
ツナグテ（11 牝 芦 デュランダル） ６勝
テツワンイナキチ（13 牡 芦 ＊ワイルドラッシュ） ３勝
アシャカリブラ（14 牡 黒鹿 ＊ケイムホーム） 入着

２代母 ケンブ Kenbu（89 FR芦 Kenmare）米・英・仏４勝，カブール賞 ，モルニー賞
２着，英１０００ギニー ３着，フォレ賞 ３着，パン賞 ，アンプリュダンス賞 ，アル
ティパン賞 ３着，ガルフストリームバヤコアＨ ３着

＊シンボリスウォード（95 牡 Green Desert）７勝，アイビスサマーダッシュ ２着，函館ス
プリントＳ ２着，クリスタルＣ ３着，スプリンターズＳ ４着，キーンランド
Ｃ ，etc.，種牡馬

＊スイートフルーレ（96 牝 Green Desert）不出走
スイートマトルーフ（06 牝 スペシャルウィーク）５勝，寿Ｓ，堀川特別，香住特別
シンボリマルセイユ（07 牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，大牟田特別，九

重特別， ８勝
＊スイートオーキッド（97 牝 Gone West）３勝，クリスタルＣ ，ＮＨＫマイルＣ ５着，

きんせんか賞，キーンランドＣ ３着
ヘイアンレジェンド（04 牡 ＊ブライアンズタイム）２勝， ９勝，中島記念，中島

記念２着，はがくれ大賞典２着，九州大賞典３着
＊シンボリウエスト（00 Gone West）愛１勝，３勝，札幌日刊スポ杯，摩周湖特別，郡山

特別， ８勝
＊スイートプラド（04 牝 El Prado）入着

スイートドーナッツ（10 牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，立待岬特別，
入着２回

３代母 タルラスTarlace（77 IRE 鹿 ＊ターゴワイス）仏入着６回
リュートストリング Lute String（87 牝 ＊ノーリユート）仏入着２回

ナワル Nawal（94 牝 Homme de Loi）米・仏２勝，オマール賞 ３着
マストトラックMast Track（04 牡 Mizzen Mast）米・加６勝，ハリウッドゴー
ルドＣ ，ネイティヴダイヴァーＨ ，サンディエゴＨ ２着，パシフィッ
ククラシック ３着，種牡馬

特 徴 大流星鼻梁鼻大白上唇白下唇大白・珠目上・吭搦・右髪中・左頚中二・波分・初地・沙流上・左前右後二細長白・右前左後二長白
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 ４，９６８，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 121 －
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中山厩舎－３号

65 プラセールの１５ 牡・栗 ４／１２

キングヘイロー
鹿 1995

プラセール
栗 1998

＊ダンシングブレーヴ

＊グッバイヘイロー

＊ヘクタープロテクター

リープ

Lyphard
Navajo Princess
Halo
Pound Foolish
Woodman
Korveya

＊ノーザンテースト
＊ルスルー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Banish ～ Banish Fear） 14 f
Northern Dancer S 4×M 4 Sir Gaylord S 5×S 5 Buckpasser S 5×M 5

価格： 購買者：
母 プラセール（98 栗 ＊ヘクタープロテクター）２勝，衣笠特別（１８００），やまもも賞
（１２００）， ２勝

〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（１０）〕
メロディメーカー（08 牝 栗 ゴールドアリュール） １勝
キボウノチカラ（09 牡 鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード） ６勝
ハナズウェポン（11 牡 栗 オレハマッテルゼ） 入着２回， ３勝
クールホタルビ（12 牝 栗 マツリダゴッホ）２勝，ファンタジーＳ ，フェニックス

賞 （１２００）２着

２代母 リープ（91 鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
リーピンスイーパー（02 牡 ＊エンドスウィープ）４勝，栂尾特別

３代母 ＊ルスルー（81 USA鹿 Seattle Slew）米１０勝，ヴェイグランシーＨ ，バレリーナＳ
２着，ファーストフライトＨ ２着，ジェニュインリスクＳ ２着，ドイルズタウ
ンＨ ，ビーソートフルＨ ，チェインブレイスリットＳ ２着，レヴィデアＨ ２
着，ミスプロスペリティＨ ３着
ルスルーヒメ（97 牝 ＊アルカング）不出走

モエレプット（05 牝 ゴールドヘイロー） ２勝，エーデルワイス賞 ２
着，リリーＣ３着

４代母 ルムーラン Le Moulin（72 USA鹿 Hawaii）米４勝
［孫］ ミスジョシュMiss Josh（86 牝 Nasty and Bold）米１４勝，ゲイムリーＨ ，マッ

チメイカーＳ ，リヴァーシティーズＳ ，ギャロレットＨ ，ヴァイオ
レットＨ ，etc.

ロイヤルマウンテンイン Royal Mountain Inn（89 Vigors）米７勝，マンノウ
ォーＳ ，レッドスミスＨ ，バーナードバルークＨ ３着

メイショウモトナリ（94 牡 ＊アレミロード）３勝，フェブラリーＳ ２着，etc.，
４勝，スーパーダートダービー ，かきつばた

記念 ，名古屋大賞典 ，北海道スプリントＣ ，etc.
［曾孫］ ビットオヴホイムジー Bit of Whimsy（04 牝 Distorted Humor）米４勝，Ｑエリ

ザベス二世チャレンジＣ ，ミセズリヴィアＳ ，サンズポイントＳ ，
ガーデンシティＳ ２着

特 徴 鼻梁白鼻大白・珠目二・髪中・波分長・後二長白
生産牧場 北海道新ひだか町静内川合 中田 浩美
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，３２０，０００円
育 成 場 日高育成牧場
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65



中山厩舎－１２号

66 ハーストーリーの１５ 牡・青鹿 ５／１５

＊ロージズインメイ
青鹿 2000

ハーストーリー
鹿 2000

Devil His Due
デヴィルヒズデュー

Tell a Secret
テルアシークレット

＊トニービン

モルゲンロート

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

＊カンパラ
Severn Bridge
マルゼンスキー
サンライトリバー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（スターカツプ～ ＊フロリースカツプ） 3 l
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 ハーストーリー（00 鹿 ＊トニービン）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
ダノンイチロー（06 鹿 アグネスタキオン）１勝
レナマックス（07 牝 鹿 キングカメハメハ） １勝
パープルローズ（12 牝 黒鹿 ステイゴールド） ２勝
ジャカンドジョー（14 牡 鹿 ＊アグネスデジタル） 入着

２代母 モルゲンロート（87 鹿 マルゼンスキー）入着
ビッグモンロー（94 牝 ＊トニービン）４勝，カーネーションＣ ，天王寺特別，あんず賞，

スイートピーＳ ３着
ビッグウルフ（00 牡 ＊アフリート）４勝， ３勝，ジャパンＤダービー ，

名古屋優駿 ，兵庫ＣｈＳ ，帝王賞 ３着，マイルＣｈＳ南部杯 ３着，etc.
ビッグフラワー（02 牝 ビッグサンデー）２勝，矢車賞， １１勝

ビッグハッピー（97 牝 ＊アフリート）５勝
パワーストラグル（06 牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，ながつきＳ，ラジオ日本賞

２着，大沼Ｓ ２着，etc.， １勝，白山大賞典 ，マーキュリー
Ｃ ３着

ハッピーグラス（08 牝 ディープインパクト）４勝，駒場特別，あずさ賞，忘れな草
賞 ２着

ビッグエリザベス（98 牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，チューリップ賞 ３着
ファンドリアスカ（07 牡 キングカメハメハ）入着２回， ２勝，黒潮菊花賞２着

３代母 サンライトリバー（80 鹿 ＊ダストコマンダー）２勝，障害２勝
トウカイスラッガー（86 牡 ＊ストラダビンスキー）４勝，皿倉山特別，香住特別
ケイシュール（89 牝 ＊ナグルスキー）４勝，八瀬特別，羽黒山特別，すいれん賞，障害１勝
タングルウッド（91 牝 シンボリルドルフ）１勝，アネモネＳ ３着
ダストリバー（96 牝 ＊ナグルスキー） ４勝，しもつけオークス２着

４代母 サンパス（74 鹿 ＊ムーテイエ）１勝

５代母 健宝（59 黒鹿 ＊ヒンドスタン）４勝，桜花賞，カブトヤマ記念，クイーンＳ２着，東
京牝馬特別３着，千葉四歳特別，優３牝

特 徴 流星鼻梁小白断鼻小白・珠目上・髪中・右二白
生産牧場 青森県八戸市 谷川 博勝
購買市場 八戸市場 購買価格 ４，９６８，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場
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中山厩舎－１２号

67 エイスワンダーの１５ 牡・鹿 ５／ ２

ディープブリランテ
鹿 2009

エイスワンダー
鹿 1996

ディープインパクト

＊ラヴアンドバブルズ

アンバーシヤダイ

レットホーク

＊サンデーサイレンス
＊ウインドインハーヘア
Loup Sauvage

＊バブルドリーム
＊ノーザンテースト
＊クリアアンバー
＊サンプリンス
クロンボーク

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（第弐オーグメント～ ＊アストニシメント） 7 c
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 エイスワンダー（96 鹿 アンバーシヤダイ）５勝，平ヶ岳特別（１４００）， １勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（１３）〕
エイシンプリズム（06 牝 鹿 ＊プリサイスエンド） ３勝
ソーウンハヤテ（07 牝 鹿 アグネスフライト） １勝
メイショウトチワカ（08 牡 鹿 ステイゴールド）１勝
メイショウスリラー（09 牡 黒鹿 ジャングルポケット） ７勝
ニューエンプレス（11 牝 鹿 ＊プリサイスエンド） ２勝
メイショウチロル（14 牝 栗 ドリームジャーニー） 不出走

２代母 レットホーク（88 栗 ＊サンプリンス） ３勝
マルタカマル（93 牡 ＊ラツキーソブリン） １６勝

３代母 クロンボーク（74 青 ＊エタン）出走
マンリーヒビキ（81 牡 ＊ラツキーソブリン） ４勝
リワードマリッジ（87 牝 ＊ルドウターブル） ４勝
ピッツスター（91 牡 ＊オークワース） ５勝

４代母 トーワダイヤ（70 鹿 ＊カナデイアンチヤンプ）入着
［子］ シユウザンキング（79牡 ＊ジヨツギング）６勝，ＡＪＣＣ ，ＳＴＶ杯，奥尻特別

シュウザンセイコー（80 牡 ハイセイコー）７勝，銀蹄賞，障害１勝
［孫］ ファンクラップ（95 牡 メリーナイス） ４勝，若駒賞２着

５代母 アリナレ（65 栃栗 ＊チヤイナロツク）１勝

６代母 ビウチー（57 鹿 ＊ブツフラー）２勝，オークス５着
［子］ ホウラン（62牝 ハクリヨウ）６勝，新潟日報賞 ，優障害，障害４勝，中山大障碍
［曾孫］ テキサスホーク（78 牡 ＊フオンタラバル）入着２回， １０勝，中津大賞典

特 徴 星・鼻梁鼻大白上下唇大白・珠目上・波分長・初地・左前一白・右二細長白
生産牧場 北海道浦河町野深 鮫川フアーム
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ６，２６４，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 124 －
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中山厩舎－１０号

68 クレバージーンの１５ ・鹿 ４／２６

ショウナンカンプ
鹿 1998

クレバージーン
鹿 2004

サクラバクシンオー

ショウナングレイス

スペシャルウィーク

マジーア

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

＊サンデーサイレンス
キャンペンガール

＊フォーティナイナー
＊モムズクラウン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Momamamu～ Recess） 5 j
Nijinsky S 4×M 5 Northern Dancer S 5×S 5

価格： 購買者：
母 クレバージーン（04 鹿 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（１３）〕
クレバーアレース（09 牡 鹿 エアジハード） ７勝
クレバーウインザー（10 牡 栗 ＊ルールオブロー） ５勝
アスタークレバー（11 牡 栗 ＊パイロ）入着， １勝
ブルベアポーラー（14 牡 栗 メイショウボーラー） 不出走

２代母 マジーア（99 栗 ＊フォーティナイナー）出走
ゴールドアイ（05 牝 ゴールドアリュール） １勝

コウザンゴールド（12 牡 ＊フォーティナイナーズサン） １９勝，球磨川賞，御船
山賞，九州大賞典３着

３代母 ＊モムズクラウン（91 USA栗 Chief's Crown）米２勝
クリムゾンクラウンCrimson Crown（96 牝 Red Ransom）米３勝

ロコモーション Locomotion（04 Honour and Glory）米５勝，エルホヴェンＳ ３着
クラウンガルチ（97 牝 Gulch）２勝，バイオレットＳ ２着，シクラメンＳ ３着
アインヒロイン（98 牝 ＊トニービン）不出走

シゲルエスペレ（05 牝 ダンスインザダーク）３勝，瀬戸特別

４代母 マムズコマンドMom's Command（82 USA栗 Top Command）米１１勝，エイコーン
Ｓ ，マザーグースＳ ，ＣＣＡオークス ，アラバマＳ ，セリマＳ ，アスタリタ
Ｓ ，カムリーＳ ，テストＳ ２着，フリゼットＳ ３着，チェリーブラッサムＨ ，
ゴールドフィンチＨ ２着
［子］ ジョーンズボロー Jonesboro（02 牡 Sefapiano）米１４勝，プレーリーメドーズ

コーンハスカーＨ ，テキサスマイルＳ ，レイザーバックＨ ，エセッ
クスＨ ，オークローンＨ ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ザゴンパー The Gomper（12 牡 Sky Mesa） 米２勝，ラサロバレラＳ ３着
スキップコマンド Skip Command（01 牝 Skip Away）米４勝，アスピディスト
ラＨ ２着，コールダーオークス ３着

［曾孫］ エクストラチェック Extra Check（99 Chequer）米３勝，セクレタリアトＳ
３着，アメリカンダービー ３着，ロレンスリアリゼイションＨ ３
着，米・障害１勝

特 徴 額刺毛・鼻小白・珠目上・左後半白
生産牧場 北海道新ひだか町静内田原 前田牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ７，７７６，０００円
育 成 場 日高育成牧場
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中山厩舎－１０号

69 レディフェアリーの１５ ・鹿 ４／１０

ゼンノロブロイ
黒鹿 2000

＊レディフェアリー
黒鹿 1996

＊サンデーサイレンス

＊ローミンレイチェル

Fairy King
フェアリーキング

Lyndonville
リンドンヴィル

Halo
Wishing Well

＊マイニング
One Smart Lady
Northern Dancer
Fairy Bridge
Top Ville
Diamond Land

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Rustic Bridge ～Wyn） 1 m
Hail to Reason S 4×M 5 Almahmoud S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ＊レディフェアリー（96 IRE 黒鹿 Fairy King）出走
〔産駒馬名登録数：１２，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（５）〕
アースガルド（07 牡 鹿 ネオユニヴァース）３勝
ドリームキャプテン（09 牡 青鹿 マンハッタンカフェ）１勝
サマーヴィーナス（11 牝 鹿 ハーツクライ） ５勝

２代母 リンドンヴィル Lyndonville（88 IRE 鹿 Top Ville）愛１勝
＊ツクバシンフォニー（93 牡 ＊デインヒル）４勝，エプソムＣ ，ＮＨＫマイルＣ ２着，

毎日王冠 ２着，目黒記念 ２着，弥生賞 ２着，etc.，種牡馬
スールシャール Solskjaer（00 牡 ＊デインヒル）愛・英３勝，ロイヤルホイップＳ ，ハク

スレーＳ ２着，メルドＳ ２着，ヘリテジＳ ，アメシストＳ ２着，etc.，種牡馬
イエーツ Yeats（01 牡 Sadler's Wells）愛・英・豪・加・仏１５勝，アスコットゴールドＣ

（４回），コロネイションＣ ，ロイヤルオーク賞 ，愛セントレジャー ，グッ
ドウッドＣ （２回），愛ダービートライアルＳ ，バリーサックスＳ ，愛セント
レジャー ２着，ムアズブリッジＳ ２着，カドラン賞 ３着（２回），ヴィンテジ
クロップＳ （２回），サヴァルベッグＳ ，種牡馬

マグノリアレインMagnolia Lane（02 牝 Sadler's Wells）愛入着
トルセドール Torcedor（12 Fastnet Rock） 愛・英２勝，トリゴーＳ ２着

３代母 ダイアモンドランド Diamond Land（78 GB黒鹿 Sparkler）愛１勝，アゼイリャＳ
２着

サハラブリーズ Sahara Breeze（86 牝 Ela-Mana-Mou）英入着３回
アルカサル Alcazar（95 Alzao）愛・英・仏１２勝，ロイヤルオーク賞 ，ケルゴル

レイ賞 ，サガロＳ （２回），ロイヤルオーク賞 ２着，etc.
＊レディオブチャド（97 牝 ＊ラストタイクーン）英・仏４勝，マルセルブサック賞 ，

アスタルテ賞 ，グロット賞
ジュエルオブナイル（07 牝 デュランダル）４勝，小倉２歳Ｓ ，ＴＶユー
福島賞，京洛Ｓ ２着，葵Ｓ ３着，紅梅Ｓ ３着，etc.

イヴァンカ Ivanka（90 牝 ＊ダンシングブレーヴ）英２勝，フィリーズマイル ，レイシ
ングポストトロフィ ２着，メイヒルＳ ３着

特 徴 流星鼻梁小白・珠目正・後二白
生産牧場 北海道むかわ町米原 市川牧場
購買市場 北海道オータムセール 購買価格 ４，５３６，０００円
育 成 場 日高育成牧場
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中山厩舎－１０号

70 オクシペタルムの１５ ・鹿 ３／２６

＊ヨハネスブルグ
鹿 1999

オクシペタルム
黒鹿 2008

＊ヘネシー

Myth
ミス

＊シンボリクリスエス

エアウイングス

Storm Cat
Island Kitty

＊オジジアン
Yarn
Kris S.
Tee Kay

＊サンデーサイレンス
＊シークレットシェアラー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Bellesoeur ～ Donnetta） 2 n
Secretariat M 4×S 5 Hail to Reason M 5×M 5

価格： 購買者：
母 オクシペタルム（08 黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
初仔

２代母 エアウイングス（94 青鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，サンスポ阪神牝馬特別 ，
スイートピーＳ
エクスプロイト（00 牡 ＊コマンダーインチーフ）５勝，両国特別
ウイングレット（01 牝 ＊タイキシャトル）４勝，中山牝馬Ｓ ，中山牝馬Ｓ ２着，京

都牝馬Ｓ ２着，京都牝馬Ｓ ２着，秋華賞 ３着，etc.
ウイングドウィール（09 牝 ＊シンボリクリスエス）５勝，佐渡Ｓ，冬至特別，カーネ

ーションＣ
タブレットピーシー（11 牡 ＊チチカステナンゴ） ４勝，いわき特別

エオリアンハープ（06 牝 キングカメハメハ）５勝，中山牝馬Ｓ ３着，天の川Ｓ，信
濃川特別，ターコイズＳ ３着，紫苑Ｓ ３着，etc.

キングストーン（11 牡 キングカメハメハ） ４勝，稲荷特別，若戸大橋特別

３代母 ＊シークレットシェアラー（80 USA栗 Secretariat）米４勝，ロングアイランドＨ ３着
シェアザグロ－リ－Share the Glory（88 牡 Halo）米６勝，ニッカボッカーＨ ２着，ヒ

ルプリンスＳ ２着，サラナクＳ ２着，レッドスミスＨ ３着，セネカＨ ３着，etc.，
種牡馬

サンデーブランチ（92 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，宝塚記念 ２着，金鯱賞 ２着，
緑風Ｓ，八ヶ岳特別，福寿草特別，種牡馬

４代母 ニジャナ Nijana（73 USA栗 Nijinsky）米１０勝，スカイラヴィルＳ ，ロングアイラ
ンドＨ ２着，ダイアナＨ ３着

５代母 プロダナネヴィエスタ Prodana Neviesta（60 USA栗 Reneged）米５勝，ダイアナＨ，
テストＳ２着，ジャージーベルＳ２着，アラバマＳ３着
［子］ プロッド Prod（71 牡 Round Table）米５勝，ロレンスリアリゼイションＳ ，

タイダルＨ ２着
［曾孫］ マグニフィセントソングMagnificent Song（03 牝 Unbridled's Song）米５勝，

ガーデンシティＢＣＳ ，レイクジョージＳ ，ミントジュレップＨ
２着，リグレットＳ ２着，エッジウッドＳ

特 徴 流星・珠目上・髪中・左沙流上
生産牧場 北海道様似町岡田 高村 伸一
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

－ 127 －
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中山厩舎－１０号

71 ディアコトミの１５ ・鹿 ５／２６

＊トビーズコーナー
栗 2008

ディアコトミ
鹿 2007

Bellamy Road
ベラミーロード

Brandon's Ride
ブランドンズライド

＊プリサイスエンド

セカンドチャンス

Concerto
Hurry Home Hillary
Mister Frisky
Mrs. Bumble

＊エンドスウィープ
Precisely

＊スキャン
ベツプイチバン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（第三スターリングモア～ ＊フロリースカツプ） 3 l
Mr. Prospector M 4×M 5

価格： 購買者：
母 ディアコトミ（07 鹿 ＊プリサイスエンド）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４）〕
コンドルヒデオ（12 牡 鹿 メイショウサムソン） ３勝
アンフレシェ（13 牝 黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝

２代母 セカンドチャンス（97 栗 ＊スキャン）入着
レッドアゲート（05 牝 マンハッタンカフェ）２勝，フローラＳ ，フラワーＣ

２着，日経新春杯 ３着，紫苑Ｓ ３着

３代母 ベツプイチバン（78 栗 ＊シーホーク）２勝
ホクセツパープル（87 牝 ＊ラツキーソブリン）不出走

ビザンフラワー（94 牝 ＊リヴリア） 入着５回
テイエムニコニコ（02 牝 ＊サンシャック） ２勝，ル・プランタン賞２着

ホクセツキング（96去勢馬 ＊モガンボ）７勝，トパーズＳ ，花園Ｓ，阿蘇Ｓ，津軽海峡
特別，久留米特別

エイユーイチバン（92 牝 ヤマニンスキー）出走
エイユーアグネス（99 牝 ダンスインザダーク）入着
スーパーヴィグラス（06 ＊サウスヴィグラス） ７勝，岩鷲賞，アフ
ター５スター賞３着，京浜盃３着

リネンツバサ（93 牡 ＊プルラリズム）３勝，３歳抽せん馬特別，障害１勝
テイエムメガトン（94 牡 ＊スキャン）３勝， ２勝，ダービーＧＰ ，グランシ

ャリオＣ ，川崎記念 ２着，ダイオライト記念 ２着，名古屋大賞典 ３着

４代母 トーエイプリンセス（73 青 ＊ネヴアービート）出走
［孫］ サファリタッチ（94 牡 ＊ワツスルタツチ） ９勝，青山記念２着
［曾孫］ ロングマジェスティ（94 牡 ＊ビーインボナンザ）３勝，白川特別，たちばな賞

５代母 モンテホープ（60 鹿 ＊ライジングフレーム）５勝
［子］ リキエイカン（66 牡 ＊ネヴアービート）１３勝，天皇賞（春），阪神３歳Ｓ，スワ

ンＳ，菊花賞２着，日本経済新春杯３着，etc.，種牡馬
［孫］ スズカコバン（80 牡 マルゼンスキー）７勝，宝塚記念 ，京都大賞典

（２回），神戸新聞杯，天皇賞（春） ３着，etc.，種牡馬

特 徴 珠目上・右沙流上
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 ３，９９６，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 128 －
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中山厩舎－５号

72 ダイワスプレンダーの１５ 牡・栗 ５／２３

＊パイロ
黒鹿 2005

ダイワスプレンダー
鹿 2008

Pulpit
プルピット

Wild Vision
ワイルドヴィジョン

タニノギムレット

ダイワノブレス

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

＊ブライアンズタイム
タニノクリスタル

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Milan Mill ～ Infra Red） 22 d
Hail to Reason M 5×M 5

価格： 購買者：
母 ダイワスプレンダー（08 鹿 タニノギムレット）入着
〔産駒馬名登録数：１〕
フルスプレンダー（14 牡 栗 ＊ロージズインメイ） 不出走

２代母 ダイワノブレス（01 栗 ＊サンデーサイレンス）出走
ラッシュザワーク（07 牡 ＊ワイルドラッシュ）２勝

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

別，オータムスプリントＳ ２着，プロキオンＳ ２着，種牡馬
シャイニンレーサー（91 牝 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ ，京都牝馬特別

２着，ＴＶ愛知ＯＰ ２着，紅梅賞 ２着，シクラメンＳ ２着，etc.
シャイニンルビー（99 牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ ，京成杯オー

タムＨ ２着，桜花賞 ３着，オークス ５着，オーロＣ ，下鴨Ｓ，エイプリ
ルＳ ２着，紫苑Ｓ ３着

フジキセキ（92 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，朝日杯３歳Ｓ ，弥生賞 ，もみじＳ ，
優２牡，種牡馬

フサイチヨーコ（93 牝 アンバーシヤダイ）入着２回
フサイチミライ（03 牝 ＊エンドスウィープ）入着２回， １４勝，トゥイン

クルレディー賞，園田ＣｈＣ，兵庫サマークイーン賞，トゥインクルレディ賞
３着，東京シンデレラマイル３着

サンシャワーキッス（95 牝 アンバーシヤダイ）不出走
キョウエイアシュラ（07 牡 ＊スウェプトオーヴァーボード） ５勝，函館２歳Ｓ

２着，京成杯オータムＨ ３着，ＮＨＫマイルＣ ５着，etc.，
１勝，オーバルスプリント ，マイルＣｈＳ南部杯 ４着

アグネススペシャル（97 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，オールカマー ２着，新潟記
念 ２着，ＡＪＣＣ ３着，富嶽賞，北洋特別，種牡馬

スターリーロマンス（98 牝 ＊サンデーサイレンス）４勝
ダノンミル（08 ジャングルポケット）３勝，若葉Ｓ ，千葉ＴＶ杯，

５勝，如月賞３着，仙酔峡賞３着，御船山賞３着
ノボリディアーナ（10 牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ ，白百合Ｓ

，垂水Ｓ，西海賞，小倉日経ＯＰ ２着，ターコイズＳ ２着

特 徴 流星鼻梁白断鼻小白・珠目上・波分長・左後双門・左沙流上・左前細長白・後二白
生産牧場 北海道新ひだか町三石本桐 タガミファーム
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 129 －
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中山厩舎－５号

73 ピサノパスティーユの１５ 牡・青 ５／２０

＊バゴ
黒鹿 2001

ピサノパスティーユ
栗 2001

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

＊サンデーサイレンス

レッドタイガー

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

＊クリームンクリムズン

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Crimson Lass ～Macedonienne） 5 b
Halo M 3×S 5 Northern Dancer S 4×M 5

価格： 購買者：
母 ピサノパスティーユ（01 栗 ＊サンデーサイレンス）３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（７）〕
アンリミテッドピサ（08 牝 鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
エレクトラピサ（09 牝 鹿 キングカメハメハ） ４勝
オーネットレオ（12 牡 栗 ＊バゴ） ２勝
ゴールデンビーンズ（13 牡 鹿 タニノギムレット） １勝

２代母 レッドタイガー（94 黒鹿 Caerleon）出走
ピサノボニータ（00 牝 ＊サンデーサイレンス）入着， ２勝

モンサンスピカ（10 牝 ＊ケイムホーム）１勝

３代母 ＊クリームンクリムズン（80 USA鹿 Vaguely Noble）米入着２回
キルマジ Qirmazi（87 牝 Riverman）仏３勝，ヴァントー賞 ，カブール賞 ，モルニー賞

２着，サラマンドル賞 ２着，サンタラリ賞 ３着
クイト Quito（97 牡 Machiavellian）首・英２０勝，ヘイドックスプリントＣ ２着，デ

ュークオヴヨークＳ ２着，チップチェイスＳ ２着，ベンティンクＳ ３
着，シティオヴヨークＳ ，etc.

クオーターノート Quarter Note（98 牝 ＊デインヒル）仏３勝，グロット賞 ，カリフ
ォルニア賞

＊クリームリー（88 牝 Secretariat）米出走
カーリッタ Carlitta（96 牝 Olympio）米３勝，レミントンパークオークス ，ゴール

ドディガーＳ ２着
カルロタミクス Carlotamix（03 牡 Linamix）仏３勝，クリテリヨムアンテルナ
シヨナル ，シェーヌ賞 ，トゥルジェヴィル賞 ２着，種牡馬

＊ヒシマサル（89 牡 Secretariat）５勝，京都４歳特別 ，毎日杯 ，きさらぎ賞 ，京都大賞
典 ２着，ＮｚＴ４歳Ｓ ２着，ジャパンＣ ５着，寒梅賞，ドンカスターＳ ２
着，中京３歳Ｓ ３着，種牡馬

４代母 クリムゾンラスCrimson Lass（66 USA鹿 Crimson Satan）米５勝
［曾孫］ アーンティメイムAuntie Mame（94 牝 Theatrical）米１０勝，フラワーボ－ルＨ

，ニューヨークＨ ，レアパフュームＨ ，Ｑエリザベス二世チャレン
ジＣ ２着，ダイアナＨ ３着，etc.

特 徴 星・珠目上・左後一白
生産牧場 北海道浦河町富里 ダイヤモンドファーム
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，７８０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 130 －
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中山厩舎－５号

74 カネトシフィオーレの１５ 牡・黒鹿 ３／３０

＊プリサイスエンド
黒鹿 1997

カネトシフィオーレ
鹿 2006

＊エンドスウィープ

Precisely
プリサイスリー

ネオユニヴァース

リターンキャスト

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

＊サンデーサイレンス
＊ポインテッドパス
＊ノーザンテースト
リターンバンダム

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（ ～ ＊リターントゥパリ） 2 f
Northern Dancer M 4×S 5

価格： 購買者：
母 カネトシフィオーレ（06 鹿 ネオユニヴァース）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
プリサイスギフト（12 牝 鹿 ＊プリサイスエンド）入着， 入着
ウズメヒメ（14 牝 栗 フリオーソ） １勝

２代母 リターンキャスト（98 鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
オーシャンエイプス（04 牡 マヤノトップガン）５勝，オーストラリアＴ ，ウェルカム

Ｓ，三年坂特別，箕面特別
オーシャンパワー（08 牡 マヤノトップガン）３勝， １勝
ボンボンキャスト（12 牝 ゼンノロブロイ） ４勝，妙高特別

３代母 リターンバンダム（90 鹿 Niniski）２勝
ゴールデンキャスト（00 牡 ＊タイキシャトル）８勝，セントウルＳ （２回），北九州記

念 ２着，北九州短距離Ｓ ，福島民報杯 ，etc.

４代母 ＊リターントゥパリ（80 FR黒鹿 Riverman）米・英２勝
［子］ ＊クリヨン（88 牝 Caerleon）４勝，鷹巣山特別
［孫］ シュペールガスコン Super Gascon（92 牡 Lesotho）独・仏３勝，モーントルト

ゥー賞 ，アルティパン賞 ２着，ロヴラス賞 ２着，ラヌラグ賞 ２着，
ウジェーヌドサヴォワ賞 ２着，etc.

［曾孫］ フィロパトール（09 牝 ジャングルポケット）５勝，福島牝馬Ｓ ３着，天
の川Ｓ，織姫賞，浄土平特別

メイショウブシン（10 牡 メイショウサムソン） ３勝，奥の細道特別，ひめ
さゆり賞

５代母 トゥートゥパリス Two to Paris（68 USA鹿 Sir Ribot）仏１勝，クリテリヨムデプ
ーリッシュ

６代母 ラニングアカウントRunning Account（63 USA鹿 Tuleg）米１勝
［子］ ライオットインパリス Riot in Paris（71 牡 Sir Ribot）米・仏１１勝，ベルエアＨ

，デルマー招待Ｈ ，サンガブリエルＨ ，パース賞 ，ハリウッドゴ
ールドＣ ３着，etc.

特 徴 流星鼻梁白鼻梁鼻大白・珠目正・波分・左前細長白・後二長白
生産牧場 北海道新ひだか町三石蓬栄 沼田 照秋
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ６，６９６，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 131 －
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中山厩舎－５号

75 ミヤビアゼリアの１５ 牡・栗 ４／ ４

＊アルデバラン
鹿 1998

ミヤビアゼリア
黒鹿 2001

Mr. Prospector
ミスタープロスペクター

Chimes of Freedom
チャイムズオヴフリーダム

フジキセキ

ベネラブル

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
＊ミルジヨージ
ジヨーデイアレスト

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（シラオキ～ ＊フロリースカツプ） 3 l
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 ミヤビアゼリア（01 黒鹿 フジキセキ）３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（１２）〕
ミヤビアザーレ（08 牝 黒鹿 アドマイヤドン） ５勝
ミヤビアンバー（11 牡 鹿 ＊プリサイスエンド） １勝
ミヤビリヴェール（12 牝 青鹿 ＊ロージズインメイ） ６勝

２代母 ベネラブル（96 鹿 ＊ミルジヨージ） １勝
グリーンタイホウ（02 牝 タマモクロス） ５勝

３代母 ジヨーデイアレスト（83 鹿 キタノカチドキ）２勝，オークス ５着
シラオキジョオー（89 牝 カツラギエース） ２勝

シャンハイリーダ（95 牡 ＊シャンハイ） １８勝，しらさぎ賞３着
エブロスタイセイ（93 牝 ＊エブロス） ３勝，東京３歳優駿牝馬２着
ジョーディシラオキ（97 牝 ＊オジジアン）３勝，チューリップ賞 ，セプテンバーＳ， ２勝

ミヤビオウカ（06 牝 ジャングルポケット）入着２回
チェリータイセイ（13 牡 ＊フォーティナイナーズサン） ３勝，大観峰賞３着

ヒミツヘイキ（99 牡 ＊ダミスター）１勝，ユニコーンＳ ， ４勝，報知ＧＰＣ，平
和賞，東京湾Ｃ２着，ＮＡＲ優３歳

４代母 ミスシラオキ（75 栗 ＊ロムルス）不出走
［子］ スターサンシャイン（86 牡 サンシヤインボーイ）４勝，京都４歳特別 ，毎

日杯 ，きさらぎ賞 ３着，寒梅賞，種牡馬
［孫］ バンブーレインボー（98 牡 バンブーアトラス） １１勝，こまくさ賞，

さつき賞２着，すみれ賞３着
サイモンピュアー（00 牝 ジェニュイン） ４勝，白菊賞，若駒賞３着
シークラッカー（04 牡 ＊ソウルオブザマター） ５勝，サラ系キングＣ３着

５代母 ミスアシヤガワ（64 鹿 ＊ヒンドスタン）２勝
［曾孫］ スペシャルウィーク（95 牡 ＊サンデーサイレンス）１０勝，日本ダービー ，ジ

ャパンＣ ，天皇賞（秋） ，天皇賞（春） ，阪神大賞典 ，ＡＪＣＣ ，京
都新聞杯 ，弥生賞 ，きさらぎ賞 ，有馬記念 ２着，菊花賞 ２着，宝
塚記念 ２着，ジャパンＣ ３着，皐月賞 ３着，特別賞，種牡馬

特 徴 星・珠目上・波分・初地・沙流上
生産牧場 北海道浦河町東幌別 金石牧場
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

－ 132 －
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中山厩舎－５号

76 ウインディーパレードの１５ 牡・鹿 ３／ ５

＊ベーカバド
鹿 2007

＊ウインディーパレード
鹿 1995

Cape Cross
ケイプクロス

Behkara
ベフカラ

Kris S.
クリスエス

Banner Dancer
バナーダンサー

Green Desert
Park Appeal
Kris
Behera
Roberto
Sharp Queen
Danzig
Nalees Flying Flag

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Levee ～ Bourtai） 9 f
Danzig M 3×S 4 Nashua M 5×M 5

価格： 購買者：
母 ＊ウインディーパレード（95 USA鹿 Kris S.）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（３３）〕
テイエムキーマン（01 牡 青鹿 ダンスインザダーク） １５勝
ウインディーリング（07 牝 青鹿 ＊アルカセット）２勝
バウンサー（08 牡 鹿 ＊アルカセット）入着， １６勝，二十四万石賞（１９００）２着
ハナズルナピエナ（09 牝 鹿 アドマイヤムーン）入着７回， ２勝

２代母 バナーダンサーBanner Dancer（89 USA鹿 Danzig）米入着２回
ゴールドストリーマー Gold Streamer（96 牝 ＊フォーティナイナー）米５勝，モンマスビ

ーチＳ ３着
エイピーファイヴハンドレッドA. P. Five Hundred（99 牡 A.P. Indy）米１勝，スーパー

ダービー ３着，オクラホマダービー ３着，ラウンドテイブルＳ ３着，種牡馬
リバーティフラッグ Liberty Flag（01 牝 Kingmambo）英１勝

フォレヴァーシング Forever Thing（10 牡 Tapit） 米３勝，ロングブランチＳ ２着

３代母 ナリーズフライイングフラッグNalees Flying Flag（75 USA鹿 Hoist the Flag）不出走
ファーフライイング Far Flying（80 牝 Far North）米８勝，アフェクショネトリーＨ ２

着，ネクストムーヴＨ ２着，マザーグースＳ ３着，アフェクショネトリーＨ
３着，ブシャーＨ
ガリンペイロGarimpeiro（87 牝 Mr. Prospector）米・仏入着３回

＊ジェリ（92 牡 Theatrical）米９勝，オークローンＨ ，サイテイションＨ ，ク
レームフレーシュＨ ，ＢＣマイル ２着，ハリウッドゴールドＣ ２着，etc.，
種牡馬

レティーズペナント Letty's Pennant（82 牝 Bold Forbes）米３勝
ペナントフィーヴァー Pennant Fever（89 牝 Seattle Slew）米３勝，ゴールデンロッ

ドＳ ３着
レイジングフィーヴァー Raging Fever（98 牝 Storm Cat）米１１勝，フリゼットＳ

，メイトロンＳ ，オグデンフィップスＨ ，ディスタフＨ ，アディロ
ンダックＳ ，etc.

サカウィスタ Sacahuista（84 牝 Raja Baba）米６勝，ＢＣディスタフ ，スピンスターＳ
，オークリーフＳ ，アディロンダックＳ ，スカイラヴィルＳ ，etc.

特 徴 珠目正・吭搦右・髪中・左初地
生産牧場 北海道日高町美原 藤本ファーム
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ３，２４０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 133 －

76



中山厩舎－５号

77 アインライツの１５ 牡・青鹿 ３／２８

カネヒキリ
栗 2002

アインライツ
黒鹿 2001

フジキセキ

＊ライフアウトゼア

＊ティンバーカントリー

セレクトレモン

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Deputy Minister
Silver Valley
Woodman
Fall Aspen

＊プルラリズム
セレクトサンキスト

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（サンキスト～ ＊フロリースカツプ） 3 l
Mr. Prospector S 4×M 4 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 アインライツ（01 黒鹿 ＊ティンバーカントリー）２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ウエスタンダーツ（08 牡 栗 ネオユニヴァース）入着， １勝
ポッドレイ（10 牝 青鹿 マンハッタンカフェ） １勝
ビックアマゾネス（14 牝 青鹿 ヴァーミリアン） 入着５回

２代母 セレクトレモン（91 鹿 ＊プルラリズム）不出走
サダムブルースカイ（99 牡 ＊ラストタイクーン）３勝，函館２歳Ｓ ，ファルコンＳ

２着，六甲アイランドＳ，ＵＨＢ杯 ２着，葵Ｓ ２着，ＵＨＢ杯 ３着

３代母 セレクトサンキスト（81 栃栗 トウシヨウボーイ）不出走
マルブツサンキスト（87 牡 ＊プルラリズム）７勝，小倉記念 ，朝日ＣｈＣ ２着，安達

太良Ｓ，ノベンバーＳ，河北新報杯，喜多方特別
マルブツホワイト（89 牝 ＊クリスタルパレス） ７勝

マルブツワールド（00 牡 マルブツセカイオー） １２勝，くろゆり賞，新春盃
ベストセレクション（92 牡 ＊プルラリズム）５勝，ＫＢＣ杯 ，阿武隈Ｓ，障害１勝，

１勝

４代母 マイソール（75 栗 シンザン）不出走
［子］ ファイアドリーム（83 牝 ＊リイフオー）３勝，不知火特別

５代母 アイレバース（70 栗 ＊ソロナウエー）３勝，ＳＴＶ杯
［曾孫］ メリッサ（04 牝 ＊ホワイトマズル）６勝，北九州記念 ，セントウルＳ

３着，北九州短距離Ｓ

６代母 サンマリノ（61 鹿 トサミドリ）５勝，若葉賞
［子］ ミホランザン（71 牡 ＊ミンシオ）４勝，朝日杯３歳Ｓ，皐月賞３着，３歳Ｓ ，

福島３歳Ｓ
［曾孫］ ロングレザー（81 牝 ＊ダンサーズイメージ）４勝，ローズＳ ，桜花賞 ２着，

サンスポ４歳牝馬特別 ２着，北九州記念 ２着，小倉３歳Ｓ３着，ト
パーズＳ ，白梅賞

特 徴 珠目正・髪中・沙流上
生産牧場 北海道新ひだか町静内西川 坂本 春雄
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，８３２，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 134 －
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中山厩舎－５号

78 コンドルウイングの１５ 牡・鹿 ５／１６

エスポワールシチー
栗 2005

－新種牡馬－

コンドルウイング
黒鹿 2003

ゴールドアリュール

エミネントシチー

＊エルコンドルパサー

コンクラーベ

＊サンデーサイレンス
＊ニキーヤ
＊ブライアンズタイム
ヘップバーンシチー
Kingmambo

＊サドラーズギャル
アンバーシヤダイ

＊コンカロ

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Scarlet Ribbon ～ Native Gal） 23 b
Nureyev S 4×M 5 Hail to Reason S 5×S 5 Northern Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：
母 コンドルウイング（03 黒鹿 ＊エルコンドルパサー）入着３回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
フェリチターレ（12 牡 鹿 ヤマニンセラフィム） １勝
ラブターボ（13 牝 鹿 スクリーンヒーロー） １勝
セイウンシナツ（14 牡 黒鹿 リーチザクラウン） 出走

２代母 コンクラーベ（91 鹿 アンバーシヤダイ）４勝，不知火特別，紅梅賞 ３着
ヴァドヴィーツェ（00 牝 ＊エリシオ）１勝

ヤサカオディール（09 牝 メイショウボーラー）４勝，セプテンバーＳ，飯豊特別
コンコルディア（01 牝 フジキセキ）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ ３着，カンナ

Ｓ ，六甲アイランドＳ，淀短距離Ｓ ２着
ピエナファンタスト（06 牡 ジャングルポケット）４勝，オーロＣ，青嵐賞
ウィズペイシェンス（07 牝 ネオユニヴァース）不出走

ペイシャモンシェリ（11 牡 ショウナンカンプ） ５勝，アクアラインＳ，春風Ｓ，
高砂特別，京葉Ｓ ２着

３代母 ＊コンカロ（81 USA芦 Caro）米１勝
ミスコンテスト（90 牝 ＊リアルシヤダイ）不出走

リンダトリアーノ（98 牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝
バシケーン（05 牡 シルクジャスティス）優障害，障害３勝，中山大障害

コンフィデンス（92 牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，相馬特別，きんせんか賞
コンタクト（96 牡 ＊ジェイドロバリー）６勝，渡月橋Ｓ，ゴールデンスパーＴ，新涼特別，

ファイナルＳ ２着，オーロＣ ３着
コンパス（97 牝 ＊ノーザンテースト）出走

チュウワプリンス（06 牡 マンハッタンカフェ）４勝，ホンコンＪクラブＴ

４代母 コンフェスConfess（69 USA鹿 Cornish Prince）米１勝

５代母 ウォントテルユーWon't Tell You（62 USA鹿 Crafty Admiral）米５勝
［子］ アファームド Affirmed（75 牡 Exclusive Native）米２２勝，ケンタッキーダービ

ー ，ベルモントＳ ，プリークネスＳ ，ハリウッドゴールドＣ ，ジ
ョッキークラブゴールドＣ ，etc.，年代表（２回），種牡馬

特 徴 流星断鼻梁小白鼻大白断上唇小白・珠目上・波分・初地・後二白
生産牧場 北海道新冠町西泊津 山岡ファーム
購買市場 北海道オータムセール 購買価格 ７，１２８，０００円
育 成 場 日高育成牧場

－ 135 －
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中山厩舎－５号

79 バクシンスクリーンの１５ 牡・鹿 ４／ ９

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

バクシンスクリーン
栗 2007

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

サクラバクシンオー

サンデースクリーン

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
サクラユタカオー
サクラハゴロモ

＊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

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：４，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３）〕
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， 入着２回
ワイエムデマクール（13 牡 栗 ＊ヨハネスブルグ）１勝
ファイブフォース（14 牝 鹿 ＊アルデバラン ） 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，福島ＴＶＯＰ ３着，福島民報杯 ３着，etc.

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 星・珠目上・波分長・浪門・初地・左前半白・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

－ 136 －
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中山厩舎－１４号

80 アップルティーの１５ ・芦 ２／ ８

エイシンフラッシュ
黒鹿 2007

－新種牡馬－

アップルティー
芦 2002

＊キングズベスト

＊ムーンレディ

＊サンデーサイレンス

＊アドマイス

Kingmambo
Allegretta
Platini
Midnight Fever
Halo
Wishing Well
Highest Honor
Admiration

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Masaka ～Majideh） 5 e
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 アップルティー（02 芦 ＊サンデーサイレンス）入着５回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（８）〕
プリティーピュティ（07 牝 鹿 ＊フレンチデピュティ） １勝
オメガオンリーワン（08 牡 芦 ＊クロフネ）１勝
プラネットマジック（11 牡 芦 サクラバクシンオー） ７勝
ジュエリーモード（12 牝 黒鹿 ＊チチカステナンゴ） 入着２回
キンショーユキヒメ（13 牝 芦 メイショウサムソン） ２勝，デイジー賞（１８００）

２代母 ＊アドマイス（92 FR芦 Highest Honor）米・仏５勝，オークトリーターフＣｈ．Ｓ
，ダリアＨ ３着，ハニーフォクスＨ ，マッチングＨ ，エドリ賞 ，シャルルラ
フィット賞 ２着，ソリテュッド賞 ３着
ブラックカフェ（00 牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，卯月Ｓ，野島崎特別，両国特別，オ

ンワードゼアメモリアル，葉牡丹賞，カシオペアＳ ２着
マドモアゼルドパリ（01 牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，飛鳥Ｓ，外房特別，早春賞

マキシマムドパリ（12 牝 キングカメハメハ） ５勝，愛知杯 ，秋華賞 ３着，
フローラＳ ３着，かもめ島特別，衣笠特別，甲武特別

サトノエトワール（13 牡 キングカメハメハ） ３勝，箱根特別
ハシッテホシーノ（06 牝 アグネスタキオン）３勝，フローラＳ ３着，三面川特別

３代母 アドミラション Admiration（78 FR鹿 Kashmir）仏４勝，リューセック賞 （２回）
アドヴァロールAdvalor（88 牝 Synefos）仏１勝

アドヴァリーヌ Advaline（00 牝 Highest Honor）仏４勝，ローズドゥメ賞 ３着

４代母 プリュー Prue（68 FR芦 Nasram）仏２勝

５代母 パラセル Paracelle（61 GB芦 ＊ヴイミー）英・仏１勝
［子］ プラグマティック Pragmatic（75 牡 Relko）英・仏６勝，ヨークシャーＣ ，ヘ

ンリー二世Ｓ ２着，サガロＳ ，オールドニュートンＣ ２着，種牡馬

特 徴 流星鼻梁小白鼻白・珠目上・波分長・左前半白・左後一白
生産牧場 北海道新ひだか町三石富沢 元道牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ５，０７６，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場

－ 137 －
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中山厩舎－１４号

81 マイネマニフィークの１５ ・鹿 ４／２１

＊モンテロッソ
鹿 2007

－新種牡馬－

マイネマニフィーク
鹿 2002

Dubawi
デュバウィ

Porto Roca
ポルトロカ

アドマイヤベガ

マイネゴージャス

Dubai Millennium
Zomaradah
Barathea
Antelliere

＊サンデーサイレンス
ベガ

＊トニービン
レツドコスモス

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（サンキスト～ ＊フロリースカツプ） 3 l
＊トニービンM 3×M 4 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 マイネマニフィーク（02 鹿 アドマイヤベガ）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（２４）〕
レッドフェアリー（09 牡 鹿 ＊サウスヴィグラス） １４勝
サンマルヴィグラス（10 牡 鹿 ＊サウスヴィグラス）２勝
タケノペガサス（11 牝 鹿 ＊サウスヴィグラス） ９勝，背振山賞（１７５０），筑紫野賞
（１７５０），ル・プランタン賞（１８００）３着

サンマルゴージャス（13 牝 鹿 メイショウボーラー） １勝
グロースアルティヒ（14 牡 鹿 ＊ロードアルティマ） 入着

２代母 マイネゴージャス（96 鹿 ＊トニービン）入着２回
マイネルランプロス（03 牡 ＊ブライアンズタイム）３勝

３代母 レツドコスモス（79 鹿 マルゼンスキー）不出走
マイネルージュ（88 牝 ＊ノーリユート）入着４回

マルマツジェット（00 牡 ＊パークリージエント） ２勝，ニューイヤーＣ３着

４代母 ヒンドバース（68 鹿 ＊ヒンドスタン）２勝
［孫］ ロングレザー（81 牝 ＊ダンサーズイメージ）４勝，ローズＳ ，桜花賞 ２着，

サンスポ４歳牝馬特別 ２着，北九州記念 ２着，小倉３歳Ｓ３着，ト
パーズＳ ，白梅賞

マイネルブラウ（97 牡 アンバーシヤダイ）５勝，小倉大賞典 ，中日新聞杯
２着，愛知杯 ２着，小倉大賞典 ２着，中京記念 ３着，etc.

ヤマノスキー（81 牡 マルゼンスキー）７勝，阪神３歳Ｓ２着，京都大賞典
３着，デイリー杯３歳Ｓ３着，朝日ＣｈＣ ３着，シンザン記念 ３着，etc.，
３勝，種牡馬

［曾孫］ ナイスパーワー（87 牡 ＊アーテイアス）４勝，ダービー卿ＣｈＴ ，須賀川特
別， ４勝

マイネルブライアン（97 牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，シリウスＳ ，武蔵
野Ｓ ２着，平安Ｓ ２着，etc.， ２勝，群馬記念 ，
グランシャリオＣ ，etc.，種牡馬

○マイネルビンテージ（97 去勢馬 ＊スターオブコジーン）２勝，京成杯 ，京都３歳
Ｓ ２着， １１勝

特 徴 珠目上・右髪中・波分・左二白
生産牧場 北海道浦河町上絵笛 絵笛牧場
購買市場 北海道サマーセール 購買価格 ４，１０４，０００円
育 成 場 宮崎育成牧場
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82 ダンスウィズジェニの１５ ・黒鹿 ３／３０

＊バゴ
黒鹿 2001

ダンスウィズジェニ
鹿 2010

Nashwan
ナシュワン

Moonlight's Box
ムーンライツボックス

ダンスインザダーク

ジェニーソング

Blushing Groom
Height of Fashion
Nureyev
Coup de Genie

＊サンデーサイレンス
＊ダンシングキイ
Rahy

＊ビューティフルジェム

２ハロン：

１ハロン：

馬 体 重：

（Beautiful Spirit ～ Etoile Filante） 1 c
Blushing Groom S 3×M 4 Northern Dancer S 4×M 5 Mr. Prospector S 4×M 4
Halo M 4×S 5×M 5 Nijinsky M 4×M 5
価格： 購買者：

母 ダンスウィズジェニ（10 鹿 ダンスインザダーク）不出走
初仔

２代母 ジェニーソング（01 栗 Rahy） 出走
サンディエゴシチー（07 牡 マンハッタンカフェ）４勝，札幌２歳Ｓ ，キャピタル

Ｓ ，クローバー賞 ，朱鷺Ｓ ２着，信越Ｓ ３着，巴賞 ３着

３代母 ＊ビューティフルジェム（91 USA鹿 Mr. Prospector）米４勝，オータムデイズＨ ３着
マックスジョーンズMax Jones（98 Capote）米６勝，リーガルライトＳ ２着
ティファニージェム（06 牝 マンハッタンカフェ）不出走

リターントゥジェム（11 牡 ＊チチカステナンゴ） ４勝，睦月賞，横津岳特別

４代母 ジーンジョーンズ Jeanne Jones（85 USA鹿 Nijinsky）米５勝，ファンタジーＳ ，
ケンタッキーオークス ２着，サンタアニタオークス ２着，ＢＣジュヴェナイルフ
ィリーズ ２着，ハリウッドスターレットＳ ３着，ハニムーンＨ ３着，サンタイ
サベルＳ ，オータムデイズＨ
［子］ ローマントレジャー Roman Treasure（08 牝 Roman Ruler）米・豪５勝，テスト

Ｓ ３着，ヴィクトリーライドＳ ３着
［孫］ ベルオヴペリンタウン Belle of Perintown（00 牝 ＊デヒア）米３勝，シルヴァー

ブレットデイＳ ，フェアグラウンズオークス ３着，ポカホンタスＳ
ゴーイングトゥクカロ Going to Kukaro（08 牝 Speightstown）米４勝，ジェニ
ュインディヴォーションＳ

［曾孫］ ストライクイトリッチ Strike It Rich（07 牝 Unbridled's Song）米４勝，ボイリ
ングスプリングズＳ ，リトルシルヴァーＳ

サンプチュアス Sumptuous（05 牝 ＊ヘネシー）米２勝，ブサンダＳ ３着
リーヴオヴアブセンス Leave of Absence（08 牡 Harlan's Holiday）米４勝，スペ
クタキュラービッドＳ ２着，キャノンシェルＳ ３着

５代母 ビューティフルグラス Beautiful Glass（79 USA鹿 Pass the Glass）米６勝，エルエ
ンシノＳ ，ラブレアＳ ，シルヴァースプーンＨ ３着
［曾孫］ テジアーノ Teggiano（97 牝 Mujtahid）愛・英３勝，フィリーズマイル ，メイ

ヒルＳ ，リブルズデイルＳ ２着

特 徴 流星鼻梁小白断鼻梁小白鼻大白断上下唇小白・珠目上・波分・初地・沙流上・前左後三白・右後小白
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
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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】
７７ アインライツの１５ ♂ 青鹿（カネヒキリ…＊ティンバーカントリー） ５，８３２，０００円 日高
５３ アサクサコンソメの１５♀ 鹿 （＊ハービンジャー…ダンスインザダーク） ３，６７２，０００円 日高
６３ アズマガールの１５ ♂ 鹿 （＊バゴ…キングカメハメハ） ４，３２０，０００円 日高
８０ アップルティーの１５ ♀ 芦 （エイシンフラッシュ…＊サンデーサイレンス） ５，０７６，０００円 宮崎
４６ アモリストの１５ ♂ 鹿 （＊キンシャサノキセキ…Seeking the Gold） ７，７７６，０００円 日高
４３ アロットオブラブの１５♂ 黒鹿（＊バゴ…Grand Slam） ４，３２０，０００円 日高
５８ アンキャニーの１５ ♀ 黒鹿（ロードカナロア…アグネスタキオン） ７，５６０，０００円 宮崎
１７ イシュタルキャストの１５♂ 黒鹿（ロードカナロア…アグネスタキオン） １５，６６０，０００円 日高
３８ ヴィエナトウショウの１５♂ 黒鹿（ディープブリランテ…＊ワイルドラッシュ） ８，６４０，０００円 日高
７６ ウインディーパレードの１５♂ 鹿 （＊ベーカバド…Kris S.） ３，２４０，０００円 日高
１０ ヴェルナッツァの１５ ♀ 栗 （＊ヘニーヒューズ…Unbridled's Song） ４，９６８，０００円 宮崎
６７ エイスワンダーの１５ ♂ 鹿 （ディープブリランテ…アンバーシヤダイ） ６，２６４，０００円 宮崎
４７ エフテーストライクの１５♂ 青鹿（＊サウスヴィグラス…ブラックタキシード） ６，４８０，０００円 日高
５７ エムエヌメロディーの１５♀ 栗 （エスポワールシチー…＊グラスワンダー） ３，２４０，０００円 宮崎
２２ エリモエポナの１５ ♂ 黒鹿（＊エンパイアメーカー…ゼンノロブロイ） １４，０４０，０００円 日高
３７ オウバイの１５ ♂ 栗 （トーセンホマレボシ…＊タバスコキャット） ５，７２４，０００円 日高
７０ オクシペタルムの１５ ♀ 鹿 （＊ヨハネスブルグ…＊シンボリクリスエス） ５，４００，０００円 日高
３６ オースミジュエリーの１５♀ 鹿 （マツリダゴッホ…ナリタブライアン） ３，８８８，０００円 宮崎
【カ】
６０ カツナデシコの１５ ♀ 栗 （＊ケイムホーム…＊カリズマティック） ５，４００，０００円 日高
７４ カネトシフィオーレの１５♂ 黒鹿（＊プリサイスエンド…ネオユニヴァース） ６，６９６，０００円 日高
６２ キリエの１５ ♂ 黒鹿（＊ワークフォース…＊ブライアンズタイム） ７，５６０，０００円 日高
５９ グランドアメリフローラの１５♀ 黒鹿（＊シンボリクリスエス…Grand Slam） ６，０４８，０００円 宮崎
２５ クリアムーブメントの１５♂ 鹿 （＊パイロ…＊サンデーサイレンス） １０，８００，０００円 宮崎
５ クリスコンフリクトの１５♂ 鹿 （＊アルデバランⅡ…＊シンボリクリスエス） ホームブレッド 宮崎
６８ クレバージーンの１５ ♀ 鹿 （ショウナンカンプ…スペシャルウィーク） ７，７７６，０００円 日高
１６ コスマグレースの１５ ♂ 黒鹿（ブラックタイド…＊ヘクタープロテクター） ５，４００，０００円 宮崎
７８ コンドルウイングの１５♂ 鹿 （エスポワールシチー…＊エルコンドルパサー） ７，１２８，０００円 日高
３２ ゴートゥザノースの１５♀ 黒鹿（＊バゴ…アグネスタキオン） ２，０５２，０００円 日高
【サ】
１９ サワヤカブランの１５ ♂ 芦 （ルーラーシップ…＊クロフネ） １６，２００，０００円 日高
１２ サンタローズの１５ ♀ 栗 （オルフェーヴル…＊パントレセレブル） ９，７２０，０００円 日高
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※太字は新種牡馬
No. 上場馬名 性 毛色（父馬名…母父馬名） 購買価格 育成場
【サ】
３９ サンダークラップの１５♂ 鹿 （アドマイヤオーラ…＊アフリート） ８，６４０，０００円 日高
５２ ジョウノナンシーの１５♀ 鹿 （＊エンパイアメーカー…＊フレンチデピュティ） ４，３２０，０００円 日高
２４ シーキングオアシスの１５♂ 栗 （ゴールドアリュール…Seeking the Gold） １６，２００，０００円 日高
３３ シークレットコサージュの１５♀ 芦 （＊ヘニーヒューズ…Lost Soldier） ８，８５６，０００円 日高
４１ ジーントウショウの１５♂ 鹿 （＊ヨハネスブルグ…＊デザートキング） ４，３２０，０００円 宮崎
６４ スイートローレライの１５♂ 芦 （キャプテントゥーレ…Rahy） ４，９６８，０００円 日高
３ スノーボードロマンの１５♂ 鹿 （＊アルデバランⅡ…＊スウェプトオーヴァーボード） ホームブレッド 日高
４５ スパイシーソースの１５♂ 黒鹿（キングヘイロー…Storm Cat） ６，６９６，０００円 日高
９ スマッシュの１５ ♀ 黒鹿（オルフェーヴル…キングカメハメハ） ７，５６０，０００円 宮崎
【タ】
２３ ダイワエタニティーの１５♂ 鹿 （＊ヨハネスブルグ…ジャングルポケット） ９，１８０，０００円 日高
７２ ダイワスプレンダーの１５♂ 栗 （＊パイロ…タニノギムレット） ５，４００，０００円 日高
８２ ダンスウィズジェニの１５♀ 黒鹿（＊バゴ…ダンスインザダーク） ホームブレッド 宮崎
４０ ダンツライラックの１５♂ 青鹿（＊キンシャサノキセキ…Barathea） ８，９６４，０００円 宮崎
７１ ディアコトミの１５ ♀ 鹿 （＊トビーズコーナー…＊プリサイスエンド） ３，９９６，０００円 日高
２７ ティンバーランドの１５♀ 栗 （ドリームジャーニー…＊ティンバーカントリー） ８，６４０，０００円 日高
１ ドリームニキハートの１５♂ 黒鹿（＊バゴ…＊チーフベアハート） ホームブレッド 日高
【ナ】
１８ ネローリの１５ ♂ 栗 （スクリーンヒーロー…＊ラムタラ） １６，２００，０００円 日高
【ハ】
７９ バクシンスクリーンの１５♂ 鹿 （＊ケイムホーム…サクラバクシンオー） ホームブレッド 日高
３０ バトルサンサシオンの１５♀ 栗 （スクリーンヒーロー…＊オジジアン） ８，６４０，０００円 日高
４２ パルステージの１５ ♂ 鹿 （ローズキングダム…＊ブライアンズタイム） ８，２０８，０００円 宮崎
２０ ハンターズマークの１５♂ 黒鹿（＊ノヴェリスト…Titus Livius） １０，８００，０００円 日高
６６ ハーストーリーの１５ ♂ 青鹿（＊ロージズインメイ…＊トニービン） ４，９６８，０００円 宮崎
２６ バーニングラブの１５ ♂ 黒鹿（サニングデール…＊スキャターザゴールド） ３，４５６，０００円 宮崎
５１ ピエナサクラの１５ ♀ 栗 （＊シニスターミニスター…アグネスタキオン） ４，２１２，０００円 日高
４４ ビクトリアスズランの１５♂ 青 （＊ケイムホーム…＊サンデーサイレンス） ７，７７６，０００円 日高
７３ ピサノパスティーユの１５♂ 青 （＊バゴ…＊サンデーサイレンス） ３，７８０，０００円 日高
５５ ビフォーダークの１５ ♀ 栗 （スマートファルコン…キングカメハメハ） ３，７８０，０００円 日高
２ ビューティコマンダの１５♂ 黒鹿（＊ケイムホーム…＊コマンダーインチーフ） ホームブレッド 日高
５４ フジティアスの１５ ♀ 鹿 （＊ケイムホーム…フジキセキ） ホームブレッド 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】
７ ブライダルソングの１５♀ 栗 （カネヒキリ…Selkirk） ３，２４０，０００円 日高
６５ プラセールの１５ ♂ 栗 （キングヘイロー…＊ヘクタープロテクター） ４，３２０，０００円 日高
５６ プリンセスイブの１５ ♀ 黒鹿（＊バゴ…バブルガムフェロー） ５，８３２，０００円 宮崎
４ フローラルホームの１５♂ 青鹿（＊バゴ…＊ケイムホーム） ホームブレッド 日高
６１ ホウヨウターニングの１５♀ 芦 （ストロングリターン…メジロマックイーン） ４，４２８，０００円 日高
８ ポポラーレの１５ ♀ 栗 （スクリーンヒーロー…＊エブロス） ３，２４０，０００円 宮崎
３５ ホリデイインミラノの１５♀ 青鹿（＊ヨハネスブルグ…＊サンデーサイレンス） ５，４００，０００円 宮崎
【マ】
３１ マイネナデシコの１５ ♀ 栗 （ゴールドアリュール…サツカーボーイ） ６，８０４，０００円 日高
８１ マイネマニフィークの１５♀ 鹿 （＊モンテロッソ…アドマイヤベガ） ４，１０４，０００円 宮崎
１１ マイネレーヌの１５ ♀ 黒鹿（ヴィクトワールピサ…＊マイネルラヴ） ９，３９６，０００円 日高
５０ マキノスペシャルの１５♀ 栗 （＊ヨハネスブルグ…スペシャルウィーク） ４，３２０，０００円 日高
６ マリエッタの１５ ♀ 青鹿（エイシンフラッシュ…ゼンノロブロイ） ３，２４０，０００円 日高
７５ ミヤビアゼリアの１５ ♂ 栗 （＊アルデバランⅡ…フジキセキ） ４，３２０，０００円 日高
４８ ムツミマーベラスの１５♂ 黒鹿（ヴァーミリアン…マーベラスサンデー） ４，３２０，０００円 日高
【ラ】
１４ ラロキューンの１５ ♀ 青鹿（スクリーンヒーロー…＊ファスリエフ） ６，４８０，０００円 日高
２１ ルカダンスの１５ ♂ 鹿 （エイシンフラッシュ…＊ヘクタープロテクター） １１，３４０，０００円 日高
３４ ルスナイクリスティの１５♀ 栗 （＊アイルハヴアナザー…＊リンドシェーバー） ５，８３２，０００円 日高
２８ ルドラの１５ ♀ 栗 （オルフェーヴル…Cape Cross） １２，９６０，０００円 日高
４９ レディナデシコの１５ ♂ 青鹿（エイシンフラッシュ…＊ワイルドラッシュ） ５，４００，０００円 日高
６９ レディフェアリーの１５♀ 鹿 （ゼンノロブロイ…Fairy King） ４，５３６，０００円 日高
２９ レディーロックフォードの１５♀ 鹿 （＊ヨハネスブルグ…Invincible Spirit） ６，４８０，０００円 日高
１３ ロゼットネビュラの１５♀ 鹿 （＊エンパイアメーカー…ネオユニヴァース） １１，８８０，０００円 日高
１５ ロックドクトリンの１５♂ 青鹿（ゴールドアリュール…＊ロックオブジブラルタル） ８，８５６，０００円 宮崎
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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 ３４ ♀ 2/10 ルスナイクリスティの１５ ＊リンドシェーバー
アドマイヤオーラ…… 日高 ３９ ♂ 5/16 サンダークラップの１５ ＊アフリート
＊アルデバラン …… 日高 ３ ♂ 4/20 スノーボードロマンの１５ ＊スウェプトオーヴァーボード

宮崎 ５ ♂ 4/13 クリスコンフリクトの１５ ＊シンボリクリスエス
日高 ７５ ♂ 4/4 ミヤビアゼリアの１５ フジキセキ

ヴァーミリアン……… 日高 ４８ ♂ 1/7 ムツミマーベラスの１５ マーベラスサンデー
ヴィクトワールピサ… 日高 １１ ♀ 3/11 マイネレーヌの１５ ＊マイネルラヴ
エイシンフラッシュ… 日高 ６ ♀ 3/11 マリエッタの１５ ゼンノロブロイ

日高 ２１ ♂ 4/5 ルカダンスの１５ ＊ヘクタープロテクター
日高 ４９ ♂ 5/16 レディナデシコの１５ ＊ワイルドラッシュ
宮崎 ８０ ♀ 2/8 アップルティーの１５ ＊サンデーサイレンス

エスポワールシチー… 宮崎 ５７ ♀ 4/11 エムエヌメロディーの１５ ＊グラスワンダー
日高 ７８ ♂ 5/16 コンドルウイングの１５ ＊エルコンドルパサー

＊エンパイアメーカー 日高 １３ ♀ 4/16 ロゼットネビュラの１５ ネオユニヴァース
日高 ２２ ♂ 5/17 エリモエポナの１５ ゼンノロブロイ
日高 ５２ ♀ 3/10 ジョウノナンシーの１５ ＊フレンチデピュティ

オルフェーヴル……… 宮崎 ９ ♀ 3/27 スマッシュの１５ キングカメハメハ
日高 １２ ♀ 3/8 サンタローズの１５ ＊パントレセレブル
日高 ２８ ♀ 3/29 ルドラの１５ Cape Cross

カネヒキリ…………… 日高 ７ ♀ 4/7 ブライダルソングの１５ Selkirk
日高 ７７ ♂ 3/28 アインライツの１５ ＊ティンバーカントリー

キャプテントゥーレ… 日高 ６４ ♂ 3/11 スイートローレライの１５ Rahy
キングヘイロー……… 日高 ４５ ♂ 2/8 スパイシーソースの１５ Storm Cat

日高 ６５ ♂ 4/12 プラセールの１５ ＊ヘクタープロテクター
＊キンシャサノキセキ 宮崎 ４０ ♂ 5/19 ダンツライラックの１５ Barathea

日高 ４６ ♂ 3/29 アモリストの１５ Seeking the Gold
＊ケイムホーム ……… 日高 ２ ♂ 3/24 ビューティコマンダの１５ ＊コマンダーインチーフ

日高 ４４ ♂ 3/10 ビクトリアスズランの１５ ＊サンデーサイレンス
日高 ５４ ♀ 4/8 フジティアスの１５ フジキセキ
日高 ６０ ♀ 3/27 カツナデシコの１５ ＊カリズマティック
日高 ７９ ♂ 4/9 バクシンスクリーンの１５ サクラバクシンオー

ゴールドアリュール… 宮崎 １５ ♂ 3/24 ロックドクトリンの１５ ＊ロックオブジブラルタル
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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

ゴールドアリュール… 日高 ２４ ♂ 3/27 シーキングオアシスの１５ Seeking the Gold
日高 ３１ ♀ 2/27 マイネナデシコの１５ サツカーボーイ

＊サウスヴィグラス … 日高 ４７ ♂ 5/6 エフテーストライクの１５ ブラックタキシード
サニングデール……… 宮崎 ２６ ♂ 4/7 バーニングラブの１５ ＊スキャターザゴールド
＊シニスターミニスター 日高 ５１ ♀ 4/24 ピエナサクラの１５ アグネスタキオン
ショウナンカンプ…… 日高 ６８ ♀ 4/26 クレバージーンの１５ スペシャルウィーク
＊シンボリクリスエス 宮崎 ５９ ♀ 2/8 グランドアメリフローラの１５ Grand Slam
スクリーンヒーロー… 宮崎 ８ ♀ 4/30 ポポラーレの１５ ＊エブロス

日高 １４ ♀ 3/29 ラロキューンの１５ ＊ファスリエフ
日高 １８ ♂ 5/30 ネローリの１５ ＊ラムタラ
日高 ３０ ♀ 4/7 バトルサンサシオンの１５ ＊オジジアン

ストロングリターン… 日高 ６１ ♀ 5/2 ホウヨウターニングの１５ メジロマックイーン
スマートファルコン… 日高 ５５ ♀ 4/29 ビフォーダークの１５ キングカメハメハ
ゼンノロブロイ……… 日高 ６９ ♀ 4/10 レディフェアリーの１５ Fairy King

ディープブリランテ… 日高 ３８ ♂ 3/13 ヴィエナトウショウの１５ ＊ワイルドラッシュ
宮崎 ６７ ♂ 5/2 エイスワンダーの１５ アンバーシヤダイ

＊トビーズコーナー … 日高 ７１ ♀ 5/26 ディアコトミの１５ ＊プリサイスエンド
ドリームジャーニー… 日高 ２７ ♀ 4/13 ティンバーランドの１５ ＊ティンバーカントリー
トーセンホマレボシ… 日高 ３７ ♂ 4/7 オウバイの１５ ＊タバスコキャット

＊ノヴェリスト ……… 日高 ２０ ♂ 2/8 ハンターズマークの１５ Titus Livius

＊パイロ ……………… 宮崎 ２５ ♂ 2/28 クリアムーブメントの１５ ＊サンデーサイレンス
日高 ７２ ♂ 5/23 ダイワスプレンダーの１５ タニノギムレット

＊バゴ ………………… 日高 １ ♂ 4/7 ドリームニキハートの１５ ＊チーフベアハート
日高 ４ ♂ 4/27 フローラルホームの１５ ＊ケイムホーム
日高 ３２ ♀ 4/17 ゴートゥザノースの１５ アグネスタキオン
日高 ４３ ♂ 4/28 アロットオブラブの１５ Grand Slam
宮崎 ５６ ♀ 2/22 プリンセスイブの１５ バブルガムフェロー
日高 ６３ ♂ 2/11 アズマガールの１５ キングカメハメハ
日高 ７３ ♂ 5/20 ピサノパスティーユの１５ ＊サンデーサイレンス
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※太字は新種牡馬
父 馬 名 育成場 No. 性 生月日 上 場 馬 名 母 父 馬 名

＊バゴ ………………… 宮崎 ８２ ♀ 3/30 ダンスウィズジェニの１５ ダンスインザダーク
＊ハービンジャー …… 日高 ５３ ♀ 3/11 アサクサコンソメの１５ ダンスインザダーク
ブラックタイド……… 宮崎 １６ ♂ 3/18 コスマグレースの１５ ＊ヘクタープロテクター
＊プリサイスエンド … 日高 ７４ ♂ 3/30 カネトシフィオーレの１５ ネオユニヴァース
＊ヘニーヒューズ …… 宮崎 １０ ♀ 4/14 ヴェルナッツァの１５ Unbridled's Song

日高 ３３ ♀ 3/23 シークレットコサージュの１５ Lost Soldier
＊ベーカバド ………… 日高 ７６ ♂ 3/5 ウインディーパレードの１５ Kris S.

マツリダゴッホ……… 宮崎 ３６ ♀ 4/30 オースミジュエリーの１５ ナリタブライアン
＊モンテロッソ ……… 宮崎 ８１ ♀ 4/21 マイネマニフィークの１５ アドマイヤベガ

＊ヨハネスブルグ …… 日高 ２３ ♂ 5/3 ダイワエタニティーの１５ ジャングルポケット
日高 ２９ ♀ 2/12 レディーロックフォードの１５ Invincible Spirit
宮崎 ３５ ♀ 3/11 ホリデイインミラノの１５ ＊サンデーサイレンス
宮崎 ４１ ♂ 5/13 ジーントウショウの１５ ＊デザートキング
日高 ５０ ♀ 3/20 マキノスペシャルの１５ スペシャルウィーク
日高 ７０ ♀ 3/26 オクシペタルムの１５ ＊シンボリクリスエス

ルーラーシップ……… 日高 １９ ♂ 3/6 サワヤカブランの１５ ＊クロフネ
＊ロージズインメイ … 宮崎 ６６ ♂ 5/15 ハーストーリーの１５ ＊トニービン
ローズキングダム…… 宮崎 ４２ ♂ 3/18 パルステージの１５ ＊ブライアンズタイム
ロードカナロア……… 日高 １７ ♂ 4/15 イシュタルキャストの１５ アグネスタキオン

宮崎 ５８ ♀ 3/8 アンキャニーの１５ アグネスタキオン

＊ワークフォース …… 日高 ６２ ♂ 4/13 キリエの１５ ＊ブライアンズタイム
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＊アイルハヴアナザー
I'll Have Another
栗 ２００９

Flower Alley
Arch's Gal Edith

Arch
Force Five Gal

ＵＳＡ，米３歳牡馬チャンピオン，米５勝，ケンタッキーダービー （１０Ｆ），プリークネ
スＳ （９．５Ｆ）。初産駒は３歳。主な産駒 シグルーン（アルテミスＳ ３着），
アンノートル（中京２歳Ｓ ３着），ハイパーノヴァ（２勝）。父はトラヴァーズＳ 勝
馬，＊ライラックスアンドレース（米 ）を出す。１６－中央Ｆ②。

アドマイヤオーラ
Admire Aura
鹿 ２００４

アグネスタキオン
ビワハイジ

Caerleon
＊アグサン

４勝，京都記念 （２２００ｍ），弥生賞 （２０００ｍ），日本ダービー ３着。主な
産駒 クロスクリーガー（兵庫ＣｈＳ ，レパードＳ ，ＪＤダービー ２
着），ノボバカラ（カペラＳ ，プロキオンＳ ，かきつばた記念 ），サンエイ
ホープ（水沢・金杯），コンドルダンス（大井・マイルＧＰ２着）。

＊アルデバラン
Aldebaran
鹿 １９９８

Mr. Prospector
Chimes of Freedom

Private Account
Aviance

ＵＳＡ，米Ｃｈ．スプリンター，英米８勝，メトロポリタンＨ （８Ｆ）。主な産駒 メ
インシークエンス（ＢＣターフ ，英ダービー ２着），ダンスディレクター（シルクロ
ードＳ ２回，阪神Ｃ ２着），＊ダノンゴーゴー（ファルコンＳ ，ＮＨＫマイ
ルＣ ３着），トーセンラーク（兵庫ジュニアＧＰ ３着）。

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）。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），グラスエト
ワール（清里特別）。

ヴィクトワールピサ
Victoire Pisa
黒鹿 ２００７

ネオユニヴァース
＊ホワイトウォーターアフェア

Machiavellian
Much Too Risky

最優秀３歳・古牡馬，首１勝，７勝，皐月賞 （２０００ｍ），ドバイワールドＣ （Ａ２０００
ｍ）。初産駒４歳。主な産駒 ジュエラー（桜花賞 ），パールコード（秋華賞 ２
着），アジュールローズ（プリンシパルＳ ），ジョルジュサンク（すみれＳ ），ナムラシ
ングン（若葉Ｓ ２着）。

エイシンフラッシュ［新種牡馬］
Eishin Flash
黒鹿 ２００７

＊キングズベスト
＊ムーンレディ

Platini
Midnight Fever

６勝，日本ダービー （２４００ｍ），天皇賞・秋 （２０００ｍ），毎日王冠 （１８００ｍ），有
馬記念 ２着，天皇賞・春 ２着，皐月賞 ３着。初産駒は２歳。父は英２０００ギ
ニー 馬，＊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 ）を出す。母は独セントレジャー 勝馬。

種 牡 馬 解 説
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エスポワールシチー［新種牡馬］
Espoir City
栗 ２００５

ゴールドアリュール
エミネントシチー

＊ブライアンズタイム
ヘップバーンシチー

最優秀ダートホース２回，９勝，地８勝，フェブラリーＳ （Ｄ１６００ｍ），ジャパンＣダ
ート （Ｄ１８００ｍ），かしわ記念 （船橋・Ｄ１６００ｍ）３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，コパノリッキー（フェブラリーＳ ２
回），スマートファルコン（東京大賞典 ）を出す。

＊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（ＳＡダービー ），フェデラリスト（中山記念
），＊イジゲン（武蔵野Ｓ ），カイザーバル（秋華賞 ３着），スーサンジョイ（大和
Ｓ ），プラチナヴォイス（萩Ｓ ），ナムラアン（都大路Ｓ ）

オルフェーヴル［新種牡馬］
Orfevre
栗 ２００８

ステイゴールド
オリエンタルアート

メジロマックイーン
エレクトロアート

年度代表馬，最優秀３歳牡馬，仏２勝，１０勝，三冠馬，有馬記念 （２５００ｍ）２回，凱旋門
賞 ２着２回。初産駒は２歳。父は香港ヴァーズ 勝馬，天皇賞・秋 ２着２回，ゴー
ルドシップ（皐月賞 ，宝塚記念 ２回），ナカヤマフェスタ（宝塚記念 ）を出す。
全兄ドリームジャーニー（朝日杯ＦＳ ，有馬記念 ）。

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）。主な産駒 ロンドンタウン（佐賀記念 ），グランセブルス（兵庫ＣｈＳ
３着），アルタイル（ユニコーンＳ ３着），トロヴァオ，ミサイルマン（以上大井

・ハイセイコー記念），ミツバ（ブラジルＣ ）。１６－地方２⑥。

キャプテントゥーレ
Captain Thule
芦 ２００５

アグネスタキオン
エアトゥーレ

＊トニービン
＊スキーパラダイス

５勝，皐月賞 （２０００ｍ），デイリー杯２歳Ｓ （１６００ｍ）。初産駒４歳。主な産
駒 カシノマスト（ひまわり賞 ，小倉２歳Ｓ ３着），メガホワイティ（笠松・新緑
賞２着），ショウケンガール（金沢プリンセスＣ３着），チョウキャプテン（園田クイーン
セレクション３着），ギンゴー（２勝）。母は阪神牝馬Ｓ 勝馬。

キングヘイロー
King Halo
鹿 １９９５

＊ダンシングブレーヴ
＊グッバイヘイロー

Halo
Pound Foolish

６勝，高松宮記念 （１２００ｍ）。主な産駒 カワカミプリンセス（オークス ，秋華賞 ），
ローレルゲレイロ（スプリンターズＳ ，高松宮記念 ），メーデイア（ＪＢＣＬク
ラシック ），クリールカイザー（ＡＪＣＣ ），キクノアロー（ダイオライト記念

），シャトーブランシュ（マーメイドＳ ），ゴウゴウキリシマ。
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＊キンシャサノキセキ
Kinshasa no Kiseki
鹿 ２００３

フジキセキ
＊ケルトシャーン

Pleasant Colony
Featherhill

ＡＵＳ，最優秀短距離馬，１２勝，高松宮記念 （１２００ｍ）２回，阪神Ｃ （１４００ｍ）２回。
主な産駒 シュウジ（阪神Ｃ ，小倉２歳Ｓ ，デイリー杯２歳Ｓ ２着），モン
ドキャンノ（京王杯２歳Ｓ ，朝日杯ＦＳ ２着），サフィロス，アドマイヤモラー
ル（以上，京王杯２歳Ｓ ２着）。１６－中央２⑨。

＊ケイムホーム
Came Home
黒鹿 １９９９

Gone West
Nice Assay

Clever Trick
＊インフルヴユー

ＵＳＡ，米９勝，パシフィッククラシック （１０Ｆ）。主な産駒 タガノトネール（武蔵
野Ｓ ，サマーＣｈ ，南部杯 ２着），サウンドリアーナ（ファンタジーＳ
），カチューシャ（Ｌプレリュード ３着），ワンダーコロアール（サマーＣｈ
２着），ケイアイライジン（プリンシパルＳ ），ルチャドルアスール。

ゴールドアリュール
Gold Allure
栗 １９９９

＊サンデーサイレンス
＊ニキーヤ

Nureyev
Reluctant Guest

最優秀Ｄホース，５勝，地３勝，フェブラリーＳ （Ｄ１８００ｍ）。主な産駒 エスポワー
ルシチー（フェブラリーＳ ，ＪＣダート ），コパノリッキー（フェブラリーＳ
２回，ＪＢＣクラシック ２回），スマートファルコン（東京大賞典 ），クリソ
ライト（ＪＤダービー ）。１６－地方②，地方２⑩。

＊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（関東オークス ），ナムラタイタン（武蔵野Ｓ ），トーホ
ウドルチェ（マリーンＣ ），ハルサンサン。１６－地方①，地方２①。

サニングデール
Sunningdale
黒鹿 １９９９

＊ウォーニング
＊カディザデー

Darshaan
Kadissya

７勝，高松宮記念 （１２００ｍ），ＣＢＣ賞 （１２００ｍ），阪急杯 （１２００ｍ）。主な産駒 サ
ンサンヒカリ（札幌・北斗盃，門別・エトワール賞３着），プティフルリール（水沢・日
高賞３着，佐賀・ルプランタン賞３着），オータムストリート（荒尾・門松賞２着），キン
グパーフェクト（初春賞）。

＊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），シゲルコング（全日本２

歳優駿 ２着），キングズガード（プロキオンＳ ３着），ダブルスター（アルデバ
ランＳ ），フラットライナーズ（船橋記念），ディーズプリモ（東京湾Ｃ）。
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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（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 ），ペイシャモンシェリ（ ２着）。

＊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。

スクリーンヒーロー
Screen Hero
栗 ２００４

＊グラスワンダー
ランニングヒロイン

＊サンデーサイレンス
ダイナアクトレス

５勝，ジャパンＣ （２４００ｍ），天皇賞・秋 ２着。主な産駒 モーリス（天皇賞・秋
，安田記念 ，マイルＣｈＳ ，香港Ｃ ，香港マイル ），ゴールドアクター

（有馬記念 ，日経賞 ），ミュゼエイリアン（毎日杯 ），トラスト（札幌２歳Ｓ
），グァンチャーレ（シンザン記念 ），クライスマイル。

ストロングリターン［新種牡馬］
Strong Return
鹿 ２００６

＊シンボリクリスエス
＊コートアウト

Smart Strike
＊アザール

７勝，安田記念 （１６００ｍ），京王杯スプリングＣ （１４００ｍ），安田記念 ２着。
初産駒は２歳。父は年度代表馬２回，８勝，有馬記念 （２５００ｍ）２回勝馬，エピファネ
イア（ジャパンＣ ），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 ）を出す。半妹レッドオーヴァル（桜花賞 ２着）。

スマートファルコン
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），帝王賞
（大井・Ｄ２０００ｍ）。初産駒は３歳。主な産駒 サイバーエレキング（大井・ハイセイ
コー記念３着），ラブミーファルコン（門別・フルールＣ２着），スターレーン（園田・兵
庫若駒賞２着）。１６－中央Ｆ⑧，地方２⑨，地方Ｆ②。

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 ），
タンタアレグリア（ＡＪＣＣ ），ルルーシュ。
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ディープブリランテ
Deep Brillante
鹿 ２００９

ディープインパクト
＊ラヴアンドバブルズ

Loup Sauvage
＊バブルドリーム

３勝，日本ダービー （２４００ｍ），東スポ杯２歳Ｓ （１８００ｍ），皐月賞 ３着。初
産駒は３歳。主な産駒 ディーパワンサ（中京２歳Ｓ ，阪神Ｊフィリーズ ４着），
ナイトバナレット（ジュニアＣ ），オーブスプリング（門別・フローラルＣ），スズカゼ
（菜の花賞）。１６－中央Ｆ③，地方Ｆ⑨。

＊トビーズコーナー
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）。初産駒は３歳。主な産駒 ホープライ
ズ（盛岡・知床賞３着），シゲルボブキャット，レンレン（以上１勝），ジョワラルム（南関
２勝），リシュリュー（門別２勝）。父はウッドメモリアルＳ 勝馬，コンステレイショ
ン（ラブレアＳ ）を出す。１６－地方Ｆ⑤。

ドリームジャーニー
Dream Journey
鹿 ２００４

ステイゴールド
オリエンタルアート

メジロマックイーン
エレクトロアート

最優秀２歳牡馬・古牡馬，９勝，朝日杯ＦＳ （１６００ｍ），有馬記念 （２５００ｍ）。初産
駒は４歳。主な産駒 ミライヘノツバサ（迎春Ｓ，ＡＪＣＣ ３着），エスティタート
（ききょうＳ ２着），アルカサル（水仙賞），ニシノジャーニー（ベゴニア賞），ポッドガ
ゼール（浦和・ユングフラウ賞２着）。

トーセンホマレボシ
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
３歳。主な産駒 ハリアー（笠松・ライデンリーダー記念３着），ライズスクリュー（春
菜賞），ジョウショーホマレ，ドラゴンホマレ，スターストラック（以上等１勝）。半兄ト
ーセンジョーダン（天皇賞・秋 ）。１６－地方Ｆ⑩。

＊ノヴェリスト［新種牡馬］
Novellist
黒鹿 ２００９

Monsun
Night Lagoon

Lagunas
Nenuphar

ＩＲＥ，独英仏伊９勝，‘キングジョージ’ （１２Ｆ），バーデン大賞 （２４００ｍ），サンク
ルー大賞 （２４００ｍ），独ダービー ２着。初産駒２歳。父は独チャンピオンサイアー，
マンデュロ（ＰオヴウェイルズＳ ），シロッコ（ＢＣターフ ），＊スタセリタ（仏オーク
ス ）を出す。母は独２歳牝馬チャンピオン。

＊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 ），タービランス（大井・羽田盃，京浜盃），

パーティメーカー（盛岡・ジュニアＧＰ），ミスアバンセ（川崎・戸塚記念），シャークフ
ァング（浦和・桜花賞），ブラックヘブン。１６－地方③，地方２②。
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＊バゴ
Bago
黒鹿 ２００１

Nashwan
Moonlight's Box

Nureyev
Coup de Genie

ＦＲ，全欧２・３歳チャンピオン，仏８勝，凱旋門賞 （２４００ｍ）。主な産駒 ビッグウ
ィーク（菊花賞 ），オウケンサクラ（フラワーＣ ，桜花賞 ２着），コマノイン
パルス（京成杯 ），クリスマス（函館２歳Ｓ ），タガノアザガル（ファルコンＳ
），トロワボヌール（クイーン賞 ２回），アクティビューティ。

＊ハービンジャー
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）。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 ），アグネスフォルテ（京都新聞杯 ２着），トーセンバジル
（神戸新聞杯 ３着）。１６－中央⑨，中央２④。

ブラックタイド
Black Tide
黒鹿 ２００１

＊サンデーサイレンス
＊ウインドインハーヘア

Alzao
Burghclere

３勝，スプリングＳ （１８００ｍ）。主な産駒 キタサンブラック（菊花賞 ，ジャパン
Ｃ ，天皇賞・春 ），タガノエスプレッソ，テイエムイナズマ（以上デイリー杯２
歳Ｓ ），マイネルフロスト（毎日杯 ，日本ダービー ３着），ライジングリーズ
ン（フェアリーＳ ），フィールザスマート。１６－中央⑩。

＊プリサイスエンド
Precise End
黒鹿 １９９７

＊エンドスウィープ
Precisely

Summing
Crisp 'n Clear

ＵＳＡ，米４勝，ベイショアＳ （７Ｆ）。主な産駒 グロリアスノア（根岸Ｓ ，ＪＣ
ダート ２着），カフジテイク（根岸Ｓ ），シェアースマイル（エーデルワイス賞
），メイショウウタゲ（東海Ｓ ３着），オーバースペック（新潟２歳Ｓ ２着），

プラチナティアラ（函館２歳Ｓ ２着），セレスロンディー。

＊ヘニーヒューズ［新種牡馬］
Henny Hughes
栗 ２００３

＊ヘネシー
Meadow Flyer

Meadowlake
Shortley

ＵＳＡ，米６勝，ヴォスバーグＳ （６Ｆ），ＢＣジュヴェナイル ２着。本邦初産駒は
２歳。主な産駒 ビホールダー（ＢＣＪフィリーズ ，ＢＣディスタフ ２回），＊アジ
アエクスプレス（朝日杯ＦＳ ），＊モーニン（フェブラリーＳ ），ケイアイレオー
ネ（兵庫ジュニアＧＰ ），＊ヘニーハウンド（ファルコンＳ ）。

＊ベーカバド
Behkabad
鹿 ２００７

Cape Cross
Behkara

Kris
Behera

ＦＲ，仏６勝，パリ大賞 （２４００ｍ）。初産駒４歳。主な産駒 ハングリーベン（兵庫ジ
ュニアＧＰ ２着），エネスク（北海道２歳優駿 ３着），グランスーリール（金
沢プリンセスＣ），キタノアドラーブル（名古屋・東海ダービー２着），レイズアスマイ
ル（盛岡・はまなす賞３着），オルレアンローズ。
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マツリダゴッホ
Matsurida Gogh
鹿 ２００３

＊サンデーサイレンス
＊ペイパーレイン

Bel Bolide
＊フローラルマジック

１０勝，有馬記念 （２５００ｍ），オールカマー （２２００ｍ）３回。主な産駒 ロードクエ
スト（京成杯オータムＨ ，新潟２歳Ｓ ，ＮＨＫマイルＣ ２着），マイネルハ
ニー（チャレンジＣ ），ウインマーレライ（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞 ），クールホタ
ルビ（ファンタジーＳ ），アルマワイオリ（朝日杯ＦＳ ２着）。

＊モンテロッソ［新種牡馬］
Monterosso
鹿 ２００７

Dubawi
Porto Roca

Barathea
Antelliere

ＧＢ，英愛独首７勝，ドバイワールドＣ （Ａ２０００ｍ），キングエドワード七世Ｓ （１２
Ｆ），ドバイシティオヴゴールド （２５００ｍ）。初産駒は２歳。父は愛２０００ギニー 勝
馬，＊マクフィ（英２０００ギニー ），ニューベイ（仏ダービー ）出す。母は豪タッドケネ
ディＳ 勝馬，甥に豪 勝馬。

＊ヨハネスブルグ
Johannesburg
鹿 １９９９

＊ヘネシー
Myth

＊オジジアン
Yarn

ＵＳＡ，欧米２歳Ｃｈ．，英愛仏米７勝，ＢＣジュヴェナイル （８．５Ｆ）。主な産駒
スキャットダディ（米 ），ホウライアキコ（デイリー杯２歳Ｓ ），ネロ（京阪杯
），フクノドリーム（エーデルワイス賞 ），タガノブルグ（ＮＨＫマイルＣ ２
着），エイシンバッケン（根岸Ｓ ３着），トウショウピスト（ ３着）。

ルーラーシップ
Rulership
鹿 ２００７

キングカメハメハ
エアグルーヴ

＊トニービン
ダイナカール

港１勝，７勝，Ｑエリザベス二世Ｃ （２０００ｍ），金鯱賞 （２０００ｍ）。初産駒は３歳。
主な産駒 ダンビュライト（ＳアラビアロイヤルＣ ２着），イブキ（新潟２歳Ｓ
３着），キングズラッシュ（芙蓉Ｓ ），ダノンディスタンス（若駒Ｓ ２着），レジェンド
セラー（芙蓉Ｓ ２着）。１６－中央２⑤，中央Ｆ①。

＊ロージズインメイ
Roses in May
青鹿 ２０００

Devil His Due
Tell a Secret

Speak John
Secret Retreat

ＵＳＡ，米首８勝，ドバイワールドＣ （２０００ｍ）。主な産駒 ドリームバレンチノ（Ｊ
ＢＣスプリント ），コスモオオゾラ（弥生賞 ），サミットストーン（浦和記念
），ローズジュレップ（兵庫ジュニアＧＰ ），マイネルバイカ（白山大賞典
），ジェネラルグラント（ ２着）。１６－地方⑦，地方２④。

ローズキングダム［新種牡馬］
Rose Kingdom
黒鹿 ２００７

キングカメハメハ
ローズバド

＊サンデーサイレンス
ロゼカラー

最優秀２歳牡馬，６勝，ジャパンＣ （２４００ｍ），朝日杯ＦＳ （１６００ｍ），京都大賞
典 （２４００ｍ），日本ダービー ２着。初産駒は２歳。父は日本ダービー 勝馬，チ
ャンピオンサイアー，ドゥラメンテ（日本ダービー ），ロードカナロア（スプリンタ
ーズＳ ２回）を出す。母はフィリーズレビュー 勝馬。
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ロードカナロア［新種牡馬］
Lord Kanaloa
鹿 ２００８

キングカメハメハ
レディブラッサム

Storm Cat
＊サラトガデュー

年度代表馬，最優秀短距離馬２回，港２勝，１１勝，スプリンターズＳ （１２００ｍ）２回，
香港スプリント （１２００ｍ）２回，安田記念 （１６００ｍ）。初産駒は２歳。父は日本ダ
ービー 勝馬，チャンピオンサイアー，ドゥラメンテ（日本ダービー ），ローズキン
グダム（ジャパンＣ ）を出す。祖母はベルダムＳ 馬。

＊ワークフォース
Workforce
鹿 ２００７

＊キングズベスト
Soviet Moon

Sadler's Wells
Eva Luna

ＧＢ，欧３歳牡馬チャンピオン，英仏４勝，英ダービー （１２Ｆ），凱旋門賞 （２４００ｍ）。
初産駒は４歳。主な産駒 ダイワダッチェス（フェアリーＳ ３着），アドマイヤウ
イナー（札幌２歳Ｓ ３着），クィーンズベスト（カーネーションＣ），ゴールドケープ
（白菊賞），アドルナメンテ。父はエイシンフラッシュを出す。
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「受胎条件」：
フリーリターン特約付き、10月31日期限払い

「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

種付年の4月30日、または第1回種付日のいずれか遅い日まで。
種付年の9月30日現在不受胎の場合、また種付年の10月1日以
降に流産、死産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。

種付年の9月30日現在で受胎確認後、同年10月31日まで。
不受胎の場合は支払い義務はございません。種付年の11月1日以
降に流産、死産またはその種付による産駒が生後30日以内に死
亡した場合はフリーリターン特約が付帯されます。

種　付　条　件 種付料支払期限

2017　　　　サラブレッド種牡馬配置表

　　 マクフィ

　　 クリエイターⅡ

ヨハネスブルグ

ケープブランコ

エスケンデレヤ

バ  ゴ

ケイムホーム

アラムシャー

サニングデール

鹿

芦

鹿

栗

栗

黒鹿

黒鹿

鹿

黒鹿

2007
10歳

2013
4歳

1999
18歳

2007
10歳

2007
10歳

2001
16歳

1999
18歳

2000
17歳

1999
18歳

種　  牡　  馬　  名
生年
・
年齢

産地毛色 父  ・  母 主な勝鞍
種付条件別種付料（単位：万円、税込）

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10月31日払

ドバウィ
デラール

タピット
モレナ

ヘネシー（USA）
ミス

ガリレオ
ローレルディライト

ジャイアンツコーズウェイ
アルデバランライト

ナシュワン
ムーンライツボックス

ゴーンウエスト
ナイスアッセイ

キーオブラック
アライーダ

ウォーニング（GB）
カディザデー（IRE）

英2000ギニー GⅠ
ジャックルマロワ賞 GⅠ

ベルモントS GⅠ
アーカンソーダービー GⅠ

BCジュヴェナイル GⅠ
ミドルパークＳ GⅠ

愛ダービー GⅠ
愛チャンピオンS GⅠ

ウッドメモリアルS GⅠ
ファウンテンオブユースS GⅡ

凱旋門賞 GⅠ
パリ大賞典 GⅠ

パシフィッククラシック GⅠ
サンタアニタダービー GⅠ

キングジョージ GⅠ
愛ダービー GⅠ

高松宮記念 GⅠ
ＣＢＣ賞 GⅡ

イギリス

アメリカ

アメリカ

アイルランド

アメリカ

フランス

アメリカ

アイルランド

静内

220

200

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

150

80

50

10

10

静内種馬場静内種馬場

アルデバランⅡ

デビッドジュニア

鹿

栗

1998
19歳

2002
15歳

ミスタープロスペクター
チャイムズオブフリーダム

プレザントタップ
パラダイスリヴァー

アメリカ

アメリカ

-

-

30

10

七戸種馬場七戸種馬場

スクワートルスクワート

ストラヴィンスキー 

ダンツシアトル 

黒鹿

鹿

鹿

1998
19歳

1996
21歳

1990
27歳

マーケトリー
ロストザコード

ヌレイエフ
ファイアーザグルーム

シアトルスルー
コールミーゴッデス

アメリカ

アメリカ

アメリカ

-

-

-

10

10

10

九州種馬場九州種馬場

 

メトロポリタンＨ GⅠ
フォアゴーＨ GⅠ

エクリプスＳ GⅠ
ドバイデューティフリー GⅠ

　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

宝塚記念 GⅠ
京阪杯 GⅢ  

NEW

NEW

１. 2017年（平成29年）の種付条件はB-2とCのみとなります。
２. 年齢は種付時の馬齢です。
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「受胎条件」：
フリーリターン特約付き、10月31日期限払い

「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

種付年の4月30日、または第1回種付日のいずれか遅い日まで。
種付年の9月30日現在不受胎の場合、また種付年の10月1日以
降に流産、死産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。

種付年の9月30日現在で受胎確認後、同年10月31日まで。
不受胎の場合は支払い義務はございません。種付年の11月1日以
降に流産、死産またはその種付による産駒が生後30日以内に死
亡した場合はフリーリターン特約が付帯されます。

種　付　条　件 種付料支払期限

2017　　　　サラブレッド種牡馬配置表

　　 マクフィ

　　 クリエイターⅡ

ヨハネスブルグ

ケープブランコ

エスケンデレヤ

バ  ゴ

ケイムホーム

アラムシャー

サニングデール

鹿

芦

鹿

栗

栗

黒鹿

黒鹿

鹿

黒鹿

2007
10歳

2013
4歳

1999
18歳

2007
10歳

2007
10歳

2001
16歳

1999
18歳

2000
17歳

1999
18歳

種　  牡　  馬　  名
生年
・
年齢

産地毛色 父  ・  母 主な勝鞍
種付条件別種付料（単位：万円、税込）

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10月31日払

ドバウィ
デラール

タピット
モレナ

ヘネシー（USA）
ミス

ガリレオ
ローレルディライト

ジャイアンツコーズウェイ
アルデバランライト

ナシュワン
ムーンライツボックス

ゴーンウエスト
ナイスアッセイ

キーオブラック
アライーダ

ウォーニング（GB）
カディザデー（IRE）

英2000ギニー GⅠ
ジャックルマロワ賞 GⅠ

ベルモントS GⅠ
アーカンソーダービー GⅠ

BCジュヴェナイル GⅠ
ミドルパークＳ GⅠ

愛ダービー GⅠ
愛チャンピオンS GⅠ

ウッドメモリアルS GⅠ
ファウンテンオブユースS GⅡ

凱旋門賞 GⅠ
パリ大賞典 GⅠ

パシフィッククラシック GⅠ
サンタアニタダービー GⅠ

キングジョージ GⅠ
愛ダービー GⅠ

高松宮記念 GⅠ
ＣＢＣ賞 GⅡ

イギリス

アメリカ

アメリカ

アイルランド

アメリカ

フランス

アメリカ

アイルランド

静内

220

200

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

150

80

50

10

10

静内種馬場静内種馬場

アルデバランⅡ

デビッドジュニア

鹿

栗

1998
19歳

2002
15歳

ミスタープロスペクター
チャイムズオブフリーダム

プレザントタップ
パラダイスリヴァー

アメリカ

アメリカ

-

-

30

10

七戸種馬場七戸種馬場

スクワートルスクワート

ストラヴィンスキー 

ダンツシアトル 

黒鹿

鹿

鹿

1998
19歳

1996
21歳

1990
27歳

マーケトリー
ロストザコード

ヌレイエフ
ファイアーザグルーム

シアトルスルー
コールミーゴッデス

アメリカ

アメリカ

アメリカ

-

-

-

10

10

10

九州種馬場九州種馬場

 

メトロポリタンＨ GⅠ
フォアゴーＨ GⅠ

エクリプスＳ GⅠ
ドバイデューティフリー GⅠ

　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

宝塚記念 GⅠ
京阪杯 GⅢ  

NEW

NEW

１. 2017年（平成29年）の種付条件はB-2とCのみとなります。
２. 年齢は種付時の馬齢です。
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Progeny: 英・NZで’11年、日本で’17年より供用
初年度産駒からクラシック馬、
チャンピオンを輩出

Progeny: 2017年初供用
父タピットは
’14～’16年米リーディングサイアー

Pedigree:Mr. Prospector Line
欧州最高峰の種牡馬×2歳牡馬チャンピオンの半妹

マクフィ（GB） 鹿毛・2007

初年度からＧＩ馬3頭を送る欧州チャンピオンマイラー
父は世界を席巻するスーパーサイアー、ドバウィ
産駒はクラシックや２歳ＧＩで活躍、ドバウィの後継馬として期待

Performance:英、仏、6戦4勝
2010年 欧州3歳牡馬チャンピオン

M
ak

fi
1 s t .  英2000ギニー －ＧⅠ（芝8F）
1 s t .  ジャックルマロワ賞 －ＧⅠ（芝1600m）
1 s t .  ジェベル賞 －ＧⅢ（芝1400m）

メイクビリーヴ（仏2000ギニー－ＧⅠ、フォレ賞－ＧⅠ）
ソフィアローザ（オーストラリアンオークス－ＧⅠ、
ニュージーランドオークス－ＧⅠ・2着）

マーキーマーク（NZ2歳牡馬チャンピオン、マナワツ
サイヤーズプロデュースＳ－ＧⅠ、エクリプスＳ－ＧⅢ）

マイマラ（エドモンブラン賞－ＧⅢ、リュウレイ賞－ＧⅢ）
メイトストーリー（トーマスバイロン賞－ＧⅢ）
ヌールアルハワ（州都デユッセルドルフ大賞などＧⅢ・2勝）
エレオノーラ（MRCイシリアルＳ－ＧⅢ、VRCオークス－ＧⅠ・3着）
インポージングラス（ベルオブザターフＳ－ＧⅢ）
サヴィルロウ（NZ2000ギニー－ＧⅠ・2着）

【Sire】ポストポーンド（キングジョージⅥ＆QES）、
ポエッツヴォイス（QEⅡS）、ナイトオブサンダー（英
2000ギニー）、プリンスビショップ（ドバイワールドＣ）
など6頭のチャンピオン、26頭のGⅠ勝馬を輩出。

【BMS】インヴィンシブルスピリット、ケープクロス、
オアシスドリームら名種牡馬を送り、100頭以上の
ステークス勝馬を出す。

【Family】母系には仏リーディングサイアーのグリー
ンダンサー、その他にオーソライズド（英ダービー）
など。

ドバイミレニアム
Dubai Millennium

ゾマラダ
Zomaradah
グリーンデザート
Green Desert

アイリッシュヴァレー
Irish Valley

Seeking the Gold

Colorado Dancer

Deploy

Jawaher

Danzig

Foreign Courier

Irish River

Green Valley

ドバウィ
Dubawi

デラール
Dhelaal

Pedigree: A.P. Indy Line
アメリカで爆発的人気を誇るタピット産駒

クリエイターⅡ（USA） 芦毛・2013

3年連続米リーディングサイアーのタピットが送るクラシック馬
’16年三冠最終戦ベルモントＳを気迫の差し切り勝ち
アーカンソーダービー（ＧⅠ）では最後方から11頭一気にごぼう抜き！

Performance:米 12戦3勝2着4回
2016年米クラシック・ベルモントＳ優勝

Cr
ea

to
r

1 s t .  ベルモントＳ －ＧⅠ（ダ12F）
1 s t .  アーカンソーダービー －ＧⅠ（ダ9F）
3rd .  レベルＳ －ＧⅡ（ダ8.5F）

【タピットの主な産駒】
テスタマッタ（フェブラリーＳ－ＧⅠ、ジャパンダートダービーJpnⅠ）
ラニ（UAEダービー－ＧⅡ、ベルモントＳ－ＧⅠ・3着）
トナリスト（ベルモントＳ－ＧⅠ、ジョッキークラブGC－ＧⅠ・2勝）
スターダムバウンド（米2歳牝馬チャンピオン、
BCジュヴェナイルフィリーズなどＧⅠ・5勝）

ハンセン（米2歳牡馬チャンピオン、BCジュヴェナイル－ＧⅠ）
タピザー（BCダートマイル－ＧⅠ）
アンタパブル（米3歳牝馬チャンピオン、BCディ
スタフ、ケンタッキーオークスなどＧⅠ・5勝）
フロステッド（ウッドメモリアルなどＧⅠ・3勝）

【BMS】米で27戦8勝2着7回3着3回。ペルーのリー
ディングサイアー５回。全姉にチャイムズオブフリー
ダム（英愛3歳牝馬チャンピオン）、半弟にデノン
（ハリウッドダービーなどＧⅠ・4勝））。母アヴィアン
スはフィーニクスＳ（愛ＧⅠ）勝馬。

【Family】母モレナはペルーで重賞4勝し、2歳・3
歳・古牝馬チャンピオン。2代母チャリティンは2008
年＆2009年ペルー年度代表繁殖牝馬。

プルピット
Pulpit

タップユアヒールズ
Tap Your Heels
プライヴェートリーヘルド
Privately Held

チャリティン
Charytin

A.P. Indy

Preach

Unbridled

Ruby Slippers

Private Account

Aviance

Summing

Crownit

タピット
Tapit

モレナ
Morena
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Progeny: 英・NZで’11年、日本で’17年より供用
初年度産駒からクラシック馬、
チャンピオンを輩出

Progeny: 2017年初供用
父タピットは
’14～’16年米リーディングサイアー

Pedigree:Mr. Prospector Line
欧州最高峰の種牡馬×2歳牡馬チャンピオンの半妹

マクフィ（GB） 鹿毛・2007

初年度からＧＩ馬3頭を送る欧州チャンピオンマイラー
父は世界を席巻するスーパーサイアー、ドバウィ
産駒はクラシックや２歳ＧＩで活躍、ドバウィの後継馬として期待

Performance:英、仏、6戦4勝
2010年 欧州3歳牡馬チャンピオン

M
ak

fi

1 s t .  英2000ギニー －ＧⅠ（芝8F）
1 s t .  ジャックルマロワ賞 －ＧⅠ（芝1600m）
1 s t .  ジェベル賞 －ＧⅢ（芝1400m）

メイクビリーヴ（仏2000ギニー－ＧⅠ、フォレ賞－ＧⅠ）
ソフィアローザ（オーストラリアンオークス－ＧⅠ、
ニュージーランドオークス－ＧⅠ・2着）

マーキーマーク（NZ2歳牡馬チャンピオン、マナワツ
サイヤーズプロデュースＳ－ＧⅠ、エクリプスＳ－ＧⅢ）

マイマラ（エドモンブラン賞－ＧⅢ、リュウレイ賞－ＧⅢ）
メイトストーリー（トーマスバイロン賞－ＧⅢ）
ヌールアルハワ（州都デユッセルドルフ大賞などＧⅢ・2勝）
エレオノーラ（MRCイシリアルＳ－ＧⅢ、VRCオークス－ＧⅠ・3着）
インポージングラス（ベルオブザターフＳ－ＧⅢ）
サヴィルロウ（NZ2000ギニー－ＧⅠ・2着）

【Sire】ポストポーンド（キングジョージⅥ＆QES）、
ポエッツヴォイス（QEⅡS）、ナイトオブサンダー（英
2000ギニー）、プリンスビショップ（ドバイワールドＣ）
など6頭のチャンピオン、26頭のGⅠ勝馬を輩出。

【BMS】インヴィンシブルスピリット、ケープクロス、
オアシスドリームら名種牡馬を送り、100頭以上の
ステークス勝馬を出す。

【Family】母系には仏リーディングサイアーのグリー
ンダンサー、その他にオーソライズド（英ダービー）
など。

ドバイミレニアム
Dubai Millennium

ゾマラダ
Zomaradah
グリーンデザート
Green Desert

アイリッシュヴァレー
Irish Valley

Seeking the Gold

Colorado Dancer

Deploy

Jawaher

Danzig

Foreign Courier

Irish River

Green Valley

ドバウィ
Dubawi

デラール
Dhelaal

Pedigree: A.P. Indy Line
アメリカで爆発的人気を誇るタピット産駒

クリエイターⅡ（USA） 芦毛・2013

3年連続米リーディングサイアーのタピットが送るクラシック馬
’16年三冠最終戦ベルモントＳを気迫の差し切り勝ち
アーカンソーダービー（ＧⅠ）では最後方から11頭一気にごぼう抜き！

Performance:米 12戦3勝2着4回
2016年米クラシック・ベルモントＳ優勝
Cr

ea
to

r
1 s t .  ベルモントＳ －ＧⅠ（ダ12F）
1 s t .  アーカンソーダービー －ＧⅠ（ダ9F）
3rd .  レベルＳ －ＧⅡ（ダ8.5F）

【タピットの主な産駒】
テスタマッタ（フェブラリーＳ－ＧⅠ、ジャパンダートダービーJpnⅠ）
ラニ（UAEダービー－ＧⅡ、ベルモントＳ－ＧⅠ・3着）
トナリスト（ベルモントＳ－ＧⅠ、ジョッキークラブGC－ＧⅠ・2勝）
スターダムバウンド（米2歳牝馬チャンピオン、
BCジュヴェナイルフィリーズなどＧⅠ・5勝）

ハンセン（米2歳牡馬チャンピオン、BCジュヴェナイル－ＧⅠ）
タピザー（BCダートマイル－ＧⅠ）
アンタパブル（米3歳牝馬チャンピオン、BCディ
スタフ、ケンタッキーオークスなどＧⅠ・5勝）
フロステッド（ウッドメモリアルなどＧⅠ・3勝）

【BMS】米で27戦8勝2着7回3着3回。ペルーのリー
ディングサイアー５回。全姉にチャイムズオブフリー
ダム（英愛3歳牝馬チャンピオン）、半弟にデノン
（ハリウッドダービーなどＧⅠ・4勝））。母アヴィアン
スはフィーニクスＳ（愛ＧⅠ）勝馬。

【Family】母モレナはペルーで重賞4勝し、2歳・3
歳・古牝馬チャンピオン。2代母チャリティンは2008
年＆2009年ペルー年度代表繁殖牝馬。

プルピット
Pulpit

タップユアヒールズ
Tap Your Heels
プライヴェートリーヘルド
Privately Held

チャリティン
Charytin

A.P. Indy

Preach

Unbridled

Ruby Slippers

Private Account

Aviance

Summing

Crownit

タピット
Tapit

モレナ
Morena
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Progeny: 米国で’11年、日本で’16年より供用

Progeny: 米国で’12年、日本で’15年より供用

Pedigree: Storm Cat Line
リーディングサイアーに世界屈指のファミリーの配合

エスケンデレヤ（USA） 栗毛・2007

モアスピリットは2歳ＧⅠを優勝後、重賞戦線で活躍！
エスケンフォーマネー（ＧⅢ）、イザベラシングス（ＧⅢ2勝）も重賞制覇
父は米リーディングサイアー３回のジャイアンツコーズウェイ

Performance:米6戦4勝2着1回
2010年 米クラシック戦線最有力馬

Es
ke

nd
er

ey
a

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、ロバート・B･ルイスＳ－GⅢ）

イザベラシングス（ミセスリヴィアＳ－ＧⅡ、マイチャーマーH－GⅢ）
エスケンフォーマネー（ランパートＳ－GⅢ）
ライトゼアー（シャンデリアＳ－ＧⅠ･3着）
コンクエストペースメーカー（トロントカップＳ－Ｌ）
ソンブレー（マウンテニアジュヴェナイルフィリーズＳ）
エムジー（インディアナオークス－ＧⅡ・2着）
ワイルドアバウトデブ（スマーティジョーンズＳ－GⅢ・2着）
ショウスティーラー（ラカナダＳ－ＧⅡ・2着）
ウォッチディスキャット（ラスシエネガスＳ－Ｌ）

【Sire】米リーディングサイアー３回。シャマルダル
（欧州2歳チャンピオン）、テイクチャージブランディ
（米2歳牝馬チャンピオン）、インテンスフォーカス、
フットステップスインザサンドなど多数のＧⅠ馬、チ
ャンピオンを輩出。

【BMS】米三冠馬および年度代表馬。産駒にエー
ピーインディ、カポーティなど。ブルードメアサイア
ーとしてシガー、レモンドロップキッドなどを出す。

【Family】母系は名牝コスマーにさかのぼる世界
的種牡馬ファミリー。

ストームキャット
Storm Cat

マライアズストーム
Mariah’s Storm
シアトルスルー
Seattle Slew

アルタイル
Altair

Storm Bird

Terlingua

Rahy

イメンス（USA）

Bold Reasoning

My Charmer

Alydar

ステラーオデッセイ（USA）

ジャイアンツコーズウェイ
Giant’s Causeway

アルデバランライト
Aldebaran Light

Pedigree: Northern Dancer Line
欧州生産界の至宝ガリレオが送る芝チャンピオン

ケープブランコ（IRE） 栗毛・2007

大種牡馬ガリレオが送るＧＩ･5勝の米芝牡馬チャンピオン
米 初 年 度 産 駒 か ら ス テ ー ク ス 勝 馬 誕 生
２世代目産駒は新馬戦でトラックレコード樹立

Performance: 愛、仏、英、米、UAE 15戦9勝
2011年 米芝牡馬チャンピオン
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1 s t .  愛ダービー －ＧⅠ（芝12F）
1 s t .  愛チャンピオンＳ －ＧⅠ（芝10F）
1 s t .  アーリントンミリオンＳ －ＧⅠ（芝10F）
1 s t .  マンノウォーＳ －ＧⅠ（芝11F）
1 s t .  ジョーハーシュターフクラシック招待Ｓ －ＧⅠ（芝12F）
2nd .  Kジョージ6世＆QエリザベスＳ －ＧⅠ（芝12F）

【代表産駒】
ルックフーズトーキン（メリーランドジュヴェナイルフ
ィリーズチャンピオンシップＳ－Ｒ）、セリマＳ・2着
ウィッチミア（クラウドプレジャーＳ－Ｒ・2着、
ペンシルヴァニアナーサリーＳ－Ｒ・3着）

ヘイマイク（キーンランド競馬場の新馬戦で
トラックレコード樹立、トレモントＳ－Ｌ・2着、
ケンタッキージュヴェナイルＳ・2着）

スパンカー（ミセスヘンリーD.パクソンメモリアルＳ－Ｒ・2着）
イソマー（チェシャムＳ－Ｌ・2着）

【Sire】英愛リーディングサイアー8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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Progeny: 米国で’11年、日本で’16年より供用

Progeny: 米国で’12年、日本で’15年より供用

Pedigree: Storm Cat Line
リーディングサイアーに世界屈指のファミリーの配合
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市場風景（北海道市場）

合　計
宮　崎
日　高

　 購買地

育成場
  1 8  43 2 54
 1 1 3 3 12  20
 1 2 11 3 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、すべての出場馬について、馬格、健康状態、血統など、さまざま
な観点から検討し、ＪＲＡ育成馬として適格な馬を選定・購買します。
ＪＲＡは昨年各市場において合計74頭の１歳馬を購買しました。

平成28年度購買と育成状況

は　じ　め　に

１．ＪＲＡ育成馬とは
ＪＲＡ育成馬とは、ＪＲＡが全国のサラブレッド１歳馬市場で購入し、
ＪＲＡの施設で育成された馬たちです。2002年までは、「抽選馬」と呼ばれ
ていました。また、2009年からは日高育成牧場で生産したサラブレッド
（ＪＲＡホームブレッド）もＪＲＡ育成馬に加えました。ＪＲＡでは、これ
らの馬をもちいて、「強い馬づくり」のための生産育成研究や生産育成技術
の開発を行い、その成果の普及、啓発に努め、生産育成分野のレベルアップ
に取り組んでいます。
ＪＲＡ育成馬は２歳春、ＪＲＡブリーズアップセールなどで売却されます。
デビュー後はレースという舞台で、ＪＲＡの生産育成研究の成果が試される
のです。

２．ＪＲＡブリーズアップセールについて
「ＪＲＡブリーズアップセール」は、2005年よりスタートした、ＪＲＡ育
成馬を売却するセールです。「ブリーズアップセール：（Breeze Up Sale）」
とは2歳調教セールを意味し、一般に、米国では“時計の速さ”で馬を高く売る
セール、欧州では“調教タイムよりトータルの馬の仕上がり”をアピールして
いくセールとして開催されています。ＪＲＡブリーズアップセールでは、“時
計よりも馬の走法や出来映え”を購買者にアピールします。また同時に、上場
馬の情報発信を充実させ、不慣れなお客様が、わかりやすく参加しやすい入
門編としてのセール運営を目指しております。

ＪＲＡ育成業務の紹介
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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

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
8.5haの放牧地および約1haの採草地を持ち、出生から1歳8月まで日高育成牧
場で育成したＪＲＡホームブレッド（本年度は2頭）と九州産馬（本年度は
1頭）を含む22頭のＪＲＡ育成馬を育成しています。
放牧地は、秋～冬に播種したイタリアンライグラスにより冬期間の緑化が
可能となります。そのため、育成馬には1年中青草が給餌され、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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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
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1,600ｍ馬場を用いてのスピード調教 調教後のグラスピッキング
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なお、各育成牧場では、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　4　日（火） 　10:00～
日高育成牧場　　4月10日（月） 　10:00～

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

詳細は、各育成牧場まで
お問い合わせください。

各種検査の実施状況と飼料給与量

糞便検査時期
16年11月
17年１月
17年３月

Strongid Paste（ピランテル）+ ハダクリーン（プラジクアンテル）
Panacur（フェンベンダゾール）
エクイバランペースト（イベルメクチン）

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
6.0kg
2.0kg

飼　料
燕　麦

ワンダーオリジナル
乾草（チモシー、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

※ピランテル・フェンベンダゾール・イベルメクチンは円虫・回虫に有効、プラジ
クアンテルは条虫に有効な駆虫薬。

☆駆虫条件
円虫：糞便１g中に250個以上の卵が認められた時に駆虫
回虫：糞便１g中に25個以上の卵が認められた時に駆虫
条虫：11月に全頭に対し駆虫し、12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13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

 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

 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

１6年

 ７月～９月

 １０月 上旬

  中旬

  下旬

 １１月 上旬

  中旬

  下旬

 １２月

 １7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

     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 3,000 6,700 

 2,500 1,200 3,200 6,900 スピードはF18（3F54）程度まで

 2,500 1,200 3,000 6,700 

 2,500 1,200 3,200 6,900 スピードはF16（3F48）程度まで

 2,500 1,200 3,000 6,700 

 2,500 1,200 3,200 6,900 スピードはF15（3F45）程度まで

１6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

 １7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。

ゲート試験（目標クリア）の手順

１）前扉を閉め、騎乗した状態でゲートに入れる

２）後ろ扉を閉める　
３）ゲート内でおとなしく10秒程度駐立させる

４）前扉を開け、騎乗者の扶助により常歩で発進する

ＪＲＡではジャンプアウトまでの馴致は行っていませんが、ゲートの前扉
が開くとともに、騎乗者の扶助により常歩でスムーズに出ることができると
ころまで練習しています。

目標達成後も毎日、扉のないゲートを落ちついた状態で常歩通過していま
す。このような状態でトレセンにバトンタッチできるよう心掛けています。
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ＪＲＡ育成馬のゲート目標について

ＪＲＡ育成馬に対するゲート馴致は、騎乗馴致と平行して実施し、馬に理
解をさせながら、恐怖心を与えることなく、時間をかけて実施しております。
設定された最終段階（ゲート目標クリア）まで、ほとんどすべての馬が到
達していますが、各馬の状況については、セール当日・前日に配布いたしま
す個体情報冊子の個別ページをご参照ください。

○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
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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。
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前後の扉を閉鎖しても馬がリラックスした状態で駐立できたら、以下の手
順でゲート試験（発進馴致の確認）を行います。この試験は12月以降に実施
し、3月にも再確認試験を行い、「ゲート目標クリア」としています。

ゲート試験（目標クリア）の手順

１）前扉を閉め、騎乗した状態でゲートに入れる

２）後ろ扉を閉める　
３）ゲート内でおとなしく10秒程度駐立させる

４）前扉を開け、騎乗者の扶助により常歩で発進する

ＪＲＡではジャンプアウトまでの馴致は行っていませんが、ゲートの前扉
が開くとともに、騎乗者の扶助により常歩でスムーズに出ることができると
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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　史　子
㈲ヒダカファーム
近　藤　聡　明
㈱森本ステーブル
森　本　敏　正
㈱吉澤ステーブル
吉　澤　克　己

0146-22-1733

FAX 0146-22-1733

0146-28-2535

FAX 0146-28-2535

0146-28-7150

FAX 0146-28-7151

0146-27-4660

FAX 0146-27-4661

0146-28-1981

FAX 0146-28-1983

0146-28-1700

FAX 0146-28-1705

0146-27-4407

FAX 0146-27-4407

0146-28-1176

FAX 0146-26-7071

0146-28-1201

FAX 0146-28-1879

0146-28-7777

FAX 0146-28-7778

090-3394-2745

FAX 0146-28-2370

0146-28-1159

FAX 0146-28-1685

0146-28-1436

FAX 0146-28-1452

0146-25-2258

FAX 0146-25-2959

0146-28-1777

FAX 0146-26-7429

0146-28-1696

FAX 0146-28-1690

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

㈲宮内牧場
宮　内　　　修
㈱加藤ステーブル
加　藤　信　之
㈲賀張共同育成センター
槇　本　一　雄
㈱クラウン
矢　野　悦　三
㈱白井牧場
白　井　　　岳
㈱セイクリットファーム
小　林　克　己
㈱西山牧場
西　山　茂　行
㈲坂東牧場
坂　東　正　積
㈲日高大洋牧場
小野田　健　治
㈲ファンタストクラブ
古　岡　宏　仁
㈲ベーシカル・コーチング・スクール
高　橋　　　司
岩見ステーブル
岩　見　輝　成
クラックステーブル
村　上　進　治
㈲大作ステーブル
村　田　大　作
ハントバレートレーニングファーム
吉　田　久　則
㈲日高軽種馬共同育成公社
小　竹　國　昭

0146-28-1567

FAX 0146-28-1595

01456-2-3366

FAX 01456-2-0400

01456-5-6778

FAX 01456-5-2039

048-835-7227

FAX 048-835-7255

01456-2-2737

FAX 01456-2-3003

01456-2-3935

FAX 01456-2-3935

01456-2-0248

FAX 01456-2-2750

01456-2-1545

FAX 01456-2-1576

01456-2-5241

FAX 01456-2-6506

01456-2-1881

FAX 01456-2-1414

01456-2-2448

FAX 01456-2-4227

0146-49-5206

FAX 0146-49-5048

090-3748-5832

0146-47-3665

FAX 0146-47-3665

0146-45-5311

FAX 0146-45-5312

0146-47-2281

FAX 0146-47-3499

浦河

日高

日高

日高

日高

日高

日高

日高

日高

日高

日高

新冠

新冠

新冠

新冠

新冠

北　　海　　道　　地　　区　　①
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲ビックレッドファーム
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
㈲千代田牧場
飯　田　正　剛
㈲福山育成牧場
福　山　博　徳
㈲へいはた牧場
幣　旗　芳　典

0146-49-5601

FAX 0146-49-5602

0146-45-7487

FAX 0146-45-7487

080-6092-3040

FAX 0146-47-4886

0146-42-8771

FAX 0146-42-8771

0146-46-2400

FAX 0146-46-2440

0146-46-2731

FAX 0146-46-8731

0146-46-2280

FAX 0146-46-2210

新冠

新冠

新冠

静内

静内

静内

静内

㈲目名共同トレーニングセンター
岡　田　隆　實
㈲様似木村牧場
木　村　　　薫
田口トレーニングファーム
田　口　　　廣
本桐共同育成センター
長　井　　　恵
㈱エクワインレーシング
瀬　瀬　　　賢
㈱STウィンファーム
佐　山　元　章
㈲大盛トレーニングセンター
斉　藤　　　實

0146-42-0502

FAX 0146-42-6770

0146-36-4990

FAX 0146-36-4990

090-3113-1185

FAX 0145-22-3712

0146-34-2026

FAX 0146-34-2127

090-1524-8043

FAX 0145-42-5523

0145-43-2325

FAX 0145-43-2351

0146-47-4848

FAX 0146-47-4851

静内

様似

安平

三石

むかわ

むかわ

むかわ

北　　海　　道　　地　　区　　②
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲オークリーフ
吉　田　京　子
㈲下河辺トレーニングセンター
下河辺　行　信
シンボリ牧場㈲
和　田　孝　弘
㈲千代田牧場
飯　田　正　剛
ヒモリファームジール
桧　森　高　史

0478-50-7150

FAX 0478-50-7130

0478-75-2231

FAX 0478-75-3645

0476-73-3131

FAX 0476-73-3132

0146-46-2400

FAX 0146-24-2440

0291-32-5226
090-9510-9512

FAX 0291-32-5239

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

ビッグレッドファーム
鉾田トレーニングセンター
岡　田　美佐子
リバティホースナヴィゲイト
佐久間　拓　士
松風馬事センター
諸　岡　　　慶
吉澤ステーブルＥＡＳＴ
吉　澤　克　己
㈲高木競走馬育成牧場
高　木　秀　男

0291-32-5226

FAX 0291-32-5239

029-896-8998

FAX 029-896-8998

029-885-7730

FAX 029-885-7720

029-886-4696

FAX 029-886-4796

046-241-1718

FAX 046-241-0342

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

0247-77-2167

FAX 0247-77-2134
福島県

テンコー・トレーニングセンター
島　川　智　行

0247-73-2372

FAX 0247-73-2862
福島県

東　　北　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ
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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　史　子
㈲ヒダカファーム
近　藤　聡　明
㈱森本ステーブル
森　本　敏　正
㈱吉澤ステーブル
吉　澤　克　己

0146-22-1733

FAX 0146-22-1733

0146-28-2535

FAX 0146-28-2535

0146-28-7150

FAX 0146-28-7151

0146-27-4660

FAX 0146-27-4661

0146-28-1981

FAX 0146-28-1983

0146-28-1700

FAX 0146-28-1705

0146-27-4407

FAX 0146-27-4407

0146-28-1176

FAX 0146-26-7071

0146-28-1201

FAX 0146-28-1879

0146-28-7777

FAX 0146-28-7778

090-3394-2745

FAX 0146-28-2370

0146-28-1159

FAX 0146-28-1685

0146-28-1436

FAX 0146-28-1452

0146-25-2258

FAX 0146-25-2959

0146-28-1777

FAX 0146-26-7429

0146-28-1696

FAX 0146-28-1690

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

浦河

㈲宮内牧場
宮　内　　　修
㈱加藤ステーブル
加　藤　信　之
㈲賀張共同育成センター
槇　本　一　雄
㈱クラウン
矢　野　悦　三
㈱白井牧場
白　井　　　岳
㈱セイクリットファーム
小　林　克　己
㈱西山牧場
西　山　茂　行
㈲坂東牧場
坂　東　正　積
㈲日高大洋牧場
小野田　健　治
㈲ファンタストクラブ
古　岡　宏　仁
㈲ベーシカル・コーチング・スクール
高　橋　　　司
岩見ステーブル
岩　見　輝　成
クラックステーブル
村　上　進　治
㈲大作ステーブル
村　田　大　作
ハントバレートレーニングファーム
吉　田　久　則
㈲日高軽種馬共同育成公社
小　竹　國　昭

0146-28-1567

FAX 0146-28-1595

01456-2-3366

FAX 01456-2-0400

01456-5-6778

FAX 01456-5-2039

048-835-7227

FAX 048-835-7255

01456-2-2737

FAX 01456-2-3003

01456-2-3935

FAX 01456-2-3935

01456-2-0248

FAX 01456-2-2750

01456-2-1545

FAX 01456-2-1576

01456-2-5241

FAX 01456-2-6506

01456-2-1881

FAX 01456-2-1414

01456-2-2448

FAX 01456-2-4227

0146-49-5206

FAX 0146-49-5048

090-3748-5832

0146-47-3665

FAX 0146-47-3665

0146-45-5311

FAX 0146-45-5312

0146-47-2281

FAX 0146-47-3499

浦河

日高

日高

日高

日高

日高

日高

日高

日高

日高

日高

新冠

新冠

新冠

新冠

新冠

北　　海　　道　　地　　区　　①
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲ビックレッドファーム
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
㈲千代田牧場
飯　田　正　剛
㈲福山育成牧場
福　山　博　徳
㈲へいはた牧場
幣　旗　芳　典

0146-49-5601

FAX 0146-49-5602

0146-45-7487

FAX 0146-45-7487

080-6092-3040

FAX 0146-47-4886

0146-42-8771

FAX 0146-42-8771

0146-46-2400

FAX 0146-46-2440

0146-46-2731

FAX 0146-46-8731

0146-46-2280

FAX 0146-46-2210

新冠

新冠

新冠

静内

静内

静内

静内

㈲目名共同トレーニングセンター
岡　田　隆　實
㈲様似木村牧場
木　村　　　薫
田口トレーニングファーム
田　口　　　廣
本桐共同育成センター
長　井　　　恵
㈱エクワインレーシング
瀬　瀬　　　賢
㈱STウィンファーム
佐　山　元　章
㈲大盛トレーニングセンター
斉　藤　　　實

0146-42-0502

FAX 0146-42-6770

0146-36-4990

FAX 0146-36-4990

090-3113-1185

FAX 0145-22-3712

0146-34-2026

FAX 0146-34-2127

090-1524-8043

FAX 0145-42-5523

0145-43-2325

FAX 0145-43-2351

0146-47-4848

FAX 0146-47-4851

静内

様似

安平

三石

むかわ

むかわ

むかわ

北　　海　　道　　地　　区　　②
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

㈲オークリーフ
吉　田　京　子
㈲下河辺トレーニングセンター
下河辺　行　信
シンボリ牧場㈲
和　田　孝　弘
㈲千代田牧場
飯　田　正　剛
ヒモリファームジール
桧　森　高　史

0478-50-7150

FAX 0478-50-7130

0478-75-2231

FAX 0478-75-3645

0476-73-3131

FAX 0476-73-3132

0146-46-2400

FAX 0146-24-2440

0291-32-5226
090-9510-9512

FAX 0291-32-5239

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

ビッグレッドファーム
鉾田トレーニングセンター
岡　田　美佐子
リバティホースナヴィゲイト
佐久間　拓　士
松風馬事センター
諸　岡　　　慶
吉澤ステーブルＥＡＳＴ
吉　澤　克　己
㈲高木競走馬育成牧場
高　木　秀　男

0291-32-5226

FAX 0291-32-5239

029-896-8998

FAX 029-896-8998

029-885-7730

FAX 029-885-7720

029-886-4696

FAX 029-886-4796

046-241-1718

FAX 046-241-0342

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

0247-77-2167

FAX 0247-77-2134
福島県

テンコー・トレーニングセンター
島　川　智　行

0247-73-2372

FAX 0247-73-2862
福島県

東　　北　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ
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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。

㈱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
㈱吉澤ステーブルWEST
吉　澤　克　己
㈲三田馬事公苑
岩　崎　僖　澄

0748-23-7788

FAX 0748-23-7780

0749-46-0270

FAX 0749-46-0270

0748-84-0510

FAX 0748-84-0520

0748-82-7922

FAX 0748-82-7933

0749-45-2260

FAX 0749-45-3639

0748-86-5777

FAX 0748-86-5411

077-558-3131

FAX 077-558-2698

0748-88-3385

FAX 0748-88-3385

0748-82-0239

FAX 0748-82-1510

077-558-1493

FAX 077-558-1701

077-558-1567

FAX 077-558-3937

0748-82-2696

FAX 0748-82-2699

0749-74-0200

FAX 0749-62-6304

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

ムロタホーストレーニング
室　田　和　之
㈲栗東ホース具楽部
井之口　二三雄
㈱ライジング
河　田　伸　江
㈲ワコーファーム
脇　　　和　広
㈲宇治田原優駿ステーブル
八　木　秀　之
京北育成牧場
高宮ライディングパーク
高　宮　輝千代
㈲イクタ
生　田　敏　成
㈲山岡トレセン
山　下　繁　美
㈱小松トレーニングセンター
山　澤　貴　子
オクニシステーブル
奥　西　　　稔
㈲三重ホーストレーニングセンター
伊　藤　和　夫
㈲ビクトリーホースランチ名張分場
荻　野　史　子

077-558-3088

FAX 077-558-3089

077-558-4030

FAX 077-558-4038

077-558-0350

FAX 077-558-0350

0748-25-7325

FAX 0748-25-7325

0774-88-3535

FAX 0774-88-6688

075-854-0511

FAX 075-854-0777

0565-90-4566

FAX 0565-91-1178

0573-56-4530

FAX 0573-56-4531

0761-47-0131

FAX 0761-47-0141

0595-64-4543

FAX 0595-68-8068

0594-76-6700

FAX 0594-76-0146

0146-28-1436

FAX 0146-28-1452

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

京都府

京都府

愛知県

岐阜県

石川県

三重県

三重県

三重県

関　　西　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

廣松ファーム
廣　松　金　義
㈱クラウン
矢　野　悦　三
土屋牧場
土　屋　君　春
宮崎ステーブル㈲
仁田脇　　　彰
（農）姶良農事組合
徳　重　推　幸

0944-73-8924

FAX 0944-73-8924

0978-22-2348

FAX 0978-22-0980

0986-33-1204

FAX 0986-33-1204

0985-56-1111

FAX 0985-56-1237

0995-66-4664

FAX 0995-67-2213

福岡県

大分県

宮崎県

宮崎県

鹿児島県

柏木牧場
柏　木　　　務
新保牧場
新　保　孝　一
長谷川牧場
長谷川　一　美
㈲山下牧場
山　下　一　盛
和田競走馬トレーニングセンター
和　田　清　文

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

九　　州　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

0994-62-2924

FAX 0994-62-2924

0994-62-3457

FAX 0994-62-3457

0994-85-1790

FAX 0994-85-1790

099-476-1950

FAX 099-476-4067

099-476-1871

FAX 099-476-1871
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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。

㈱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
㈱吉澤ステーブルWEST
吉　澤　克　己
㈲三田馬事公苑
岩　崎　僖　澄

0748-23-7788

FAX 0748-23-7780

0749-46-0270

FAX 0749-46-0270

0748-84-0510

FAX 0748-84-0520

0748-82-7922

FAX 0748-82-7933

0749-45-2260

FAX 0749-45-3639

0748-86-5777

FAX 0748-86-5411

077-558-3131

FAX 077-558-2698

0748-88-3385

FAX 0748-88-3385

0748-82-0239

FAX 0748-82-1510

077-558-1493

FAX 077-558-1701

077-558-1567

FAX 077-558-3937

0748-82-2696

FAX 0748-82-2699

0749-74-0200

FAX 0749-62-6304

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

ムロタホーストレーニング
室　田　和　之
㈲栗東ホース具楽部
井之口　二三雄
㈱ライジング
河　田　伸　江
㈲ワコーファーム
脇　　　和　広
㈲宇治田原優駿ステーブル
八　木　秀　之
京北育成牧場
高宮ライディングパーク
高　宮　輝千代
㈲イクタ
生　田　敏　成
㈲山岡トレセン
山　下　繁　美
㈱小松トレーニングセンター
山　澤　貴　子
オクニシステーブル
奥　西　　　稔
㈲三重ホーストレーニングセンター
伊　藤　和　夫
㈲ビクトリーホースランチ名張分場
荻　野　史　子

077-558-3088

FAX 077-558-3089

077-558-4030

FAX 077-558-4038

077-558-0350

FAX 077-558-0350

0748-25-7325

FAX 0748-25-7325

0774-88-3535

FAX 0774-88-6688

075-854-0511

FAX 075-854-0777

0565-90-4566

FAX 0565-91-1178

0573-56-4530

FAX 0573-56-4531

0761-47-0131

FAX 0761-47-0141

0595-64-4543

FAX 0595-68-8068

0594-76-6700

FAX 0594-76-0146

0146-28-1436

FAX 0146-28-1452

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

京都府

京都府

愛知県

岐阜県

石川県

三重県

三重県

三重県

関　　西　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

廣松ファーム
廣　松　金　義
㈱クラウン
矢　野　悦　三
土屋牧場
土　屋　君　春
宮崎ステーブル㈲
仁田脇　　　彰
（農）姶良農事組合
徳　重　推　幸

0944-73-8924

FAX 0944-73-8924

0978-22-2348

FAX 0978-22-0980

0986-33-1204

FAX 0986-33-1204

0985-56-1111

FAX 0985-56-1237

0995-66-4664

FAX 0995-67-2213

福岡県

大分県

宮崎県

宮崎県

鹿児島県

柏木牧場
柏　木　　　務
新保牧場
新　保　孝　一
長谷川牧場
長谷川　一　美
㈲山下牧場
山　下　一　盛
和田競走馬トレーニングセンター
和　田　清　文

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

九　　州　　地　　区
会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ会　員　名 地 区 電 話・ＦＡＸ

0994-62-2924

FAX 0994-62-2924

0994-62-3457

FAX 0994-62-3457

0994-85-1790

FAX 0994-85-1790

099-476-1950

FAX 099-476-4067

099-476-1871

FAX 099-476-1871
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2017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

25

166

443

259

㈱ジェイエス

㈱ジェイエス

0146（42）2544

0146（42）2544

○繁殖馬部門
開催予定日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
中間価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆中間価格は概算価格（税込・万円）です。

２/１（水）

１０/２５（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

13

72

52

152

260

724

1,156

540

九州軽種馬協会

日本中央競馬会

千葉県両総馬匹農協

日高･胆振・十勝軽種馬農協

099（478）3015

03（5785）7540

0476（93）1008

0146（45）2133（日高）

○２歳部門
開催予定日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
中間価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆中間価格は概算価格（税込・万円）です。

４/１１（火）

４/２５（火）

５/１２（金）

５/２３（火）

4/20より事前下見
4/24は前日展示会

事前下見は5/11

公開調教は5/22
事前下見は5/21

（本年は終了）

九州１歳市場

八戸市場

セレクトセール

セレクトセール

北海道セレクションセール

北海道サマーセール

北海道オータムセール

１歳

１歳

１歳

当歳

１歳

１歳

１歳

九州種馬場

八戸家畜市場

ノーザンホースパーク

ノーザンホースパーク

北海道市場

北海道市場

北海道市場

9

26

217

173

175

805

474

238

248

2,700

3,024

1,134

410

270

九州軽種馬協会

青森県軽種馬生産農協

日本競走馬協会

日本競走馬協会

日高･胆振・十勝軽種馬農協

日高･胆振・十勝軽種馬農協

日高･胆振・十勝軽種馬農協

099（478）3015

0178（51）8765

03（3505）3445

03（3505）3445

0146（45）2133（日高）

0146（45）2133（日高）

0146（45）2133（日高）

○当歳・１歳部門
開催予定日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
中間価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆中間価格は概算価格（税込・万円）です。

６/２７（火）

７/４（火）

７/１０（月）

７/１１（火）

７/１８（火）

８/２１（月）
 ～２５（金）
１０/２（月）
   ～４（水）

7/8より事前下見

7/17(祝)は前日展示

※詳細につきましては、各主催者にお問い合わせください。

本年 本年
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2017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

25

166

443

259

㈱ジェイエス

㈱ジェイエス

0146（42）2544

0146（42）2544

○繁殖馬部門
開催予定日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
中間価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆中間価格は概算価格（税込・万円）です。

２/１（水）

１０/２５（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

13

72

52

152

260

724

1,156

540

九州軽種馬協会

日本中央競馬会

千葉県両総馬匹農協

日高･胆振・十勝軽種馬農協

099（478）3015

03（5785）7540

0476（93）1008

0146（45）2133（日高）

○２歳部門
開催予定日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
中間価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆中間価格は概算価格（税込・万円）です。

４/１１（火）

４/２５（火）

５/１２（金）

５/２３（火）

4/20より事前下見
4/24は前日展示会

事前下見は5/11

公開調教は5/22
事前下見は5/21

（本年は終了）

九州１歳市場

八戸市場

セレクトセール

セレクトセール

北海道セレクションセール

北海道サマーセール

北海道オータムセール

１歳

１歳

１歳

当歳

１歳

１歳

１歳

九州種馬場

八戸家畜市場

ノーザンホースパーク

ノーザンホースパーク

北海道市場

北海道市場

北海道市場

9

26

217

173

175

805

474

238

248

2,700

3,024

1,134

410

270

九州軽種馬協会

青森県軽種馬生産農協

日本競走馬協会

日本競走馬協会

日高･胆振・十勝軽種馬農協

日高･胆振・十勝軽種馬農協

日高･胆振・十勝軽種馬農協

099（478）3015

0178（51）8765

03（3505）3445

03（3505）3445

0146（45）2133（日高）

0146（45）2133（日高）

0146（45）2133（日高）

○当歳・１歳部門
開催予定日 市場名 開催場所

（参考）
昨年の
取引頭数

（参考）
☆昨年の
中間価格

主催者 　（連絡先）年齢

☆中間価格は概算価格（税込・万円）です。

６/２７（火）

７/４（火）

７/１０（月）

７/１１（火）

７/１８（火）

８/２１（月）
 ～２５（金）
１０/２（月）
   ～４（水）

7/8より事前下見

7/17(祝)は前日展示

※詳細につきましては、各主催者にお問い合わせください。

本年 本年
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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。

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20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36番が九州
産馬であり、出走資格を有します。例年、ひまわり賞（１着賞金1400万円）
などの２歳馬競走が夏季の小倉競馬場で組まれております。

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

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

第１着競　　　走購買市場 第２着 第３着

（北海道市場）
　セレクションセール
　サマーセール
　オータムセール

中央競馬

地方競馬

2歳重賞競走

2歳ダート
グレード競走
（指定交流）

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

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

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

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。

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（5/28まで）の新馬・未勝利競走における1着馬に対し交付
（新馬60万円、未勝利30万円）されます（来年度以降の交付額等は未定です）。
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ウオッカの母
タニノシスター号（ＪＲＡ育成馬）
父　ルション
母　エナジートウショウ
（母の父トウショウボーイ）

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

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

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。

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20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36番が九州
産馬であり、出走資格を有します。例年、ひまわり賞（１着賞金1400万円）
などの２歳馬競走が夏季の小倉競馬場で組まれております。

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

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

第１着競　　　走購買市場 第２着 第３着

（北海道市場）
　セレクションセール
　サマーセール
　オータムセール

中央競馬

地方競馬

2歳重賞競走

2歳ダート
グレード競走
（指定交流）

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

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

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

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。

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（5/28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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Ｊ
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道

正門

船橋法典駅

競 馬 場

競馬場
事務所

至鎌ヶ谷

スタンド

下見所

至
上
野

至
東
京
方
面

北　方
十字路 ( 　)中山競馬場

入　　　口

中山競馬場までの所要時間
・ＪＲ船橋法典駅より徒歩 10分
・ＪＲ西船橋駅よりバス15分（北方十字路下車）
・京成 東中山駅より徒歩 20分

▲

入口
招待者用駐車場

こちらをご利用ください

※前日展示会は厩舎１号門よりご入場下さい。
※セール当日は正門よりご入場下さい。

吉野家●

●
す
き
家

県道180号線

Bigboy
●

モニュメント■■

厩舎
１号門

セール前日
（展示会）

セ
ー
ル
当
日

展示会場
（装鞍所）

※競馬場周辺は交通渋滞することがございます。

正門

③実馬展示会場
（装鞍所）③

⑤④

⑤契約会
場（バス運

転手控室
）

④セリ会
場（中央門

）

バスタ
ーミナ

ル

①受付（1F馬主受付）
①

②調教観覧席（4F馬主席）
②

スタンド

下 見 所

食　事
（B1レ

ストラン
プラザ）

検量棟

事務所

南門
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