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1 タムロマンサーナ２７の８ ・栗 ４／１４

フリオーソ
栗 2004

タムロマンサーナ
栗 2001

＊ブライアンズタイム

＊ファーザ

＊ジェネラス

ミスグローリー

Roberto
Kelley's Day
Mr. Prospector
Baya
Caerleon
Doff the Derby
サクラユタカオー

＊グラツドタイデイングス

体高

胸囲

管囲
（Spearfish ～ Gentle Play） 11

Nashua S 5×S 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 タムロマンサーナ（01 栗 ＊ジェネラス）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
リバーマンサーナ（09 牝 栗 ジャングルポケット） ３勝
モービーバイパー（11 牝 栗 ＊ストーミングホーム） １勝
シンデレラジョイ（12 牝 栗 ＊キャプテンスティーヴ） 入着３回
パストゥグローリー（13 牝 栗 ＊カジノドライヴ） 出走

２代母 ミスグローリー（90 栃栗 サクラユタカオー） ２勝
タムロチェリー（99 牝 ＊セクレト）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ ，小倉２歳Ｓ

，優２牝
タムロブライト（06 牝 ＊シルバーチャーム）出走
ミライヘノツバサ（13 牡 ドリームジャーニー） ２勝，山吹賞

タムロスカイ（07 牡 フジキセキ）６勝，メイＳ ，常総Ｓ，逢坂山特別，国東特別
（２回），小倉日経ＯＰ ２着，大阪城Ｓ ３着

３代母 ＊グラツドタイデイングス（79 FR黒鹿 Pharly）英２勝
ストッププレス Stop Press（88 牝 Sharpen Up）英・仏５勝，ルーアン大賞

ストリートポーカー Street Poker（98 牡 ＊デインヒル）丁・独・仏４勝，ヘッセンポ
カール ，ヤコブスレネン ，オイローパシャンピオナート ２着，ザクセン
賞 ２着，ダールヴィッツ賞 ２着，種牡馬

４代母 ゲイリー Gaily（71 USA鹿 Sir Gaylord）愛・英・仏２勝，愛１０００ギニー ，愛オー
クス ２着，ヴェルメイユ賞 ３着，グリーンシールドＳ ３着
［曾孫］＊ピルサドスキー（92 牡 Polish Precedent）愛・米・英・独・仏９勝，ＢＣター

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

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

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

販売申込者： ㈱諏訪牧場＝青森県上北郡七戸町 0176-62-2043
所 有 者： ㈱諏訪牧場
生 産 牧 場： ㈱諏訪牧場
飼 養 者： ㈱諏訪牧場＝青森県上北郡七戸町 0176-62-2043



2 コウユーコマチ２０１５ ・青鹿 ４／１９

タイムパラドックス
栗 1998

コウユーコマチ
鹿 2004

＊ブライアンズタイム

＊ジョリーザザ

＊ディアブロ

ウイルプリンセス

Roberto
Kelley's Day
Alzao
Bold Lady
Devil's Bag
Avilion

＊サンプリンス
エール

体高

胸囲

管囲
（サンキスト～ ＊フロリースカツプ） 3 l

Hail to Reason S 4×M 5 Bold Ruler S 5×M 5

価格： 購買者：
母 コウユーコマチ（04 鹿 ＊ディアブロ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シバノプリンセス（09 牝 黒鹿 ＊シルバーチャーム） １勝
ガンバーレ（14 牡 栗 フサイチリシャール） 地方不出走

２代母 ウイルプリンセス（83 鹿 ＊サンプリンス）１勝
ノーザンプリンセス（91 牝 ＊ノーザンテースト）３勝，七夕賞 ３着，キャピタルＳ ，

フローラＳ
トーセンビーイング（98 牡 ＊トニービン）３勝，富里特別
トーセンテンショウ（99 牡 ＊トニービン）５勝，秋川特別，ハクチカラメモリアル，

種牡馬
エイグレット（00 牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
ミトラ（08 ＊シンボリクリスエス）９勝，金鯱賞 ，福島記念 ，ＡＪＣ
Ｃ ２着，福島記念 ２着，オールカマー ３着，etc.

プリンセスプレーン（93 牝 ＊プリンスオブバーズ）不出走
メイショウダイチ（99 牡 ＊トニービン）２勝，荒川峡特別
ホシノアマゾネス（00 牝 ＊トニービン）出走
ビービージャパン（09 牡 アドマイヤジャパン）３勝，ライラック賞，ネモフィ
ラ賞，白百合Ｓ ３着

リボーンガーネット（96 牝 マルゼンスキー）出走
リボンシチー（01 牝 ＊サンデーサイレンス）出走
アスコットシチー（09 牡 ＊ケイムホーム） ４勝，桶狭間Ｓ，清里特別，ＮＳＴ
賞 ２着， １勝

マイヴィヴィアン（97 牝 ＊ダンシングブレーヴ）入着２回
メイショウサムソン（03 牡 ＊オペラハウス）９勝，日本ダービー ，皐月賞 ，天皇

賞（秋） ，天皇賞（春） ，産経大阪杯 ，etc.，優３牡，特別賞，種牡馬

３代母 エール（72 芦 ＊フオルテイノ）１勝
アサクサスケール（82 牝 ＊パーソロン）５勝，クイーンＳ ，エリザベス女王杯 ２着，

ターコイズＳ ，エーデルワイスＳ，あざみ賞

販売申込者： 長谷地 義正＝青森県十和田市 0176-73-2534
所 有 者： 長谷地 義正
生 産 牧 場： 長谷地 義正
飼 養 者： 長谷地 義正＝青森県十和田市 0176-73-2534



3 モルフェスペシャル２０１５ ・栗 ４／２９

モルフェサイレンス
栗 2005

モルフェスペシャル
栗 2006

ニューイングランド

モルフェソング

スペシャルウィーク

＊ハリケーンキャット

＊サンデーサイレンス
＊クラウンフォレスト
マーベラスサンデー
ユウコウリッジ

＊サンデーサイレンス
キャンペンガール
Storm Cat
Muriesk

体高

胸囲

管囲
（Cosmah ～ Almahmoud） 2 d

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

価格： 購買者：
母 モルフェスペシャル（06 栗 スペシャルウィーク） 入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
シングンパワー（12 牡 栗 ＊モルフェデスペクタ） １勝， １勝
クルミネ（13 牝 鹿 ソングオブウインド） １勝

２代母 ＊ハリケーンキャット（92 USA鹿 Storm Cat）米２勝，ルイスモリスＳ２着，イーグ
レットＳ２着
ダイショウリュウ（01 牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝， １勝

３代母 ムリエスクMuriesk（79 USA鹿 Nashua）米３勝，ストローズＨ ２着
ズアエトレ Zuaetreh（84 牝 Raise a Native）英入着

トリプルジーTriple Zee（94 牝 Zilzal）不出走
カウヴェリー Cauvery（98 Exit to Nowhere）英・伊・豪・香２勝，ダイオメ
ドＳ ２着，オンザハウスＳ ３着

マイレインボーMy Rainbow（87 牝 Lyphard）不出走
パシフィックシティ Pacific City（93 牝 Carson City）米４勝

＊エイシンロンバード（02 牡 Victory Gallop）６勝，武蔵野Ｓ ，ホンコンＪク
ラブＴ，青梅特別，相模特別， １勝，マーキュリーＣ ３着

レイクヒューロン Lake Huron（95 牝 Salt Lake）米３勝
ソルティリスポンス Salty Response（03 牝 Cozzene）米３勝，レイディズシー
クレットＳ

ソルティストライク Salty Strike（08 牝 Smart Strike）米９勝，ガーデニアＳ ，
ドグウッドＳ ，チルッキＳ ３着，デビュターントＳ ３着，マリーＨジ
ョージＳ ，ドリームシュプリームＳ

イロクオイガール Iroquois Girl（10 牝 Indian Charlie） 米３勝，ライトニングシティＳ ３着
メディシンボーMedicine Bow（98 牝 Pioneering）米１勝，ミスグリジョＳ ３着

ボーダーキャット Border Cat（89 Storm Cat）米７勝，ガルチＳ ３着

４代母 コズミアCosmiah（59 USA鹿 Olympia）不出走
［孫］ アワケイシーズボーイ Our Casey's Boy（81 牡 Blushing Groom）米３勝，米シ

ャンペインＳ ３着，種牡馬

販売申込者： 町屋 勝幸＝青森県上北郡東北町 0176-62-5159
所 有 者： 町屋 勝幸
生 産 牧 場： 町屋 勝幸
飼 養 者： ㈲荒谷牧場＝青森県上北郡東北町 0176-62-2825



4 モンテクイン ・鹿 ３／１７

＊モンテロッソ
鹿 2007

ニューステップ
栗 2009

Dubawi
デュバウィ

Porto Roca
ポルトロカ

アドマイヤムーン

プラントオジジアン

Dubai Millennium
Zomaradah
Barathea
Antelliere

＊エンドスウィープ
マイケイティーズ

＊オジジアン
＊キクカローバート

体高

胸囲

管囲
（Delmarie ～ Alburn） 22 b

Mr. Prospector S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ニューステップ（09 栗 アドマイヤムーン）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 プラントオジジアン（99 栗 ＊オジジアン）出走
サンツェッペリン（04 牡 ＊テンビー）２勝，京成杯 ，皐月賞 ２着，日本ダー

ビー ４着，ホープフルＳ ２着
トウケイダンディ（13 牡 ＊ロージズインメイ） １勝

３代母 ＊キクカローバート（87 USA栗 Roberto）１勝
キクカグローバル（96 牝 マルゼンスキー）不出走

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

４代母 オールドグレナダOld Grenada（72 USA栗 Pronto）米３勝
［子］ オールドイクスクルーシヴ Old Exclusive（85 牡 His Majesty）米５勝，エルカ

ホンＳ ，種牡馬
メイントップMain Top（79 牡 Good Counsel）米８勝，ジャイプールＳ ２着

［孫］ チェロキープリンス Cherokee Prince（00 Cherokee Run）米１０勝，インデペ
ンデンスデイＳ （２回），レイバーデイＳ

トロトゥリオ Trotulio（91 牡 Marfa）墨１勝，ラサロＳバレラ賞２着
［曾孫］ キングオヴスキャット King of Scat（96 牡 Eastern Echo）米４勝，サウスウエ

ストＳ ３着，レミントンフュチュリティ ，種牡馬

５代母 フィオリータFiorita（63 USA栗 Princequillo）不出走

６代母 オリンピアデル Olympia Dell（53 USA栗 Olympia）米６勝，ミスウッドフォードＳ
［孫］ リアンガ Lianga（71 牝 ＊ダンサーズイメージ）英・仏１１勝，ジャックルマロ

ワ賞 ，ロベールパパン賞 ，ジュライＣ ，スプリントＣ ，アベイド
ロンシャン賞 ，etc.

ダイアモンズアートランプ Diamonds Are Trump（75 牡 Bold Bidder）愛・英
４勝，愛ナショナルＳ ，ホワイトホールＳ ２着，タイロスＳ ２着，
ユーガルＳ ３着，種牡馬

販売申込者： 山田 昇史＝浦河町上向別 0146-22-0637
所 有 者： 山田 昇史
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 01456-2-5157



5 ボールドカップ２０１５ 牡・鹿 ３／１６

＊スクワートルスクワート
黒鹿 1998

ボールドカップ
鹿 2005

Marquetry
マーケトリー

Lost the Code
ロストザコード

＊オペラハウス

キタノボールド

Conquistador Cielo
Regent's Walk
Lost Code
Smarter by the Day
Sadler's Wells
Colorspin

＊シャーディー
キタノゲーリー

体高

胸囲

管囲
（ ～ ＊ゲーリー） 7 d

Northern Dancer M 4×S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ボールドカップ（05 鹿 ＊オペラハウス） 入着
〔産駒馬名登録数：２〕
ボールドバゴ（13 牝 栗 ＊バゴ） 地方不出走

２代母 キタノボールド（97 鹿 ＊シャーディー） ４勝
ボールドゲーリー（04 牡 ＊オペラハウス） ２勝
キタホープ（07 牡 ＊バゴ） ２勝
ミチノクボールド（08 牡 ＊バゴ） １勝
ミサワゲーリー（09 牡 ＊デビッドジュニア） ８勝，ヤングＣｈ３着
キタハナ（11 牝 ＊ヨハネスブルグ） ３勝

３代母 キタノゲーリー（82 黒鹿 ＊サンフオードラツド） ２勝
ツルノマントル（99 牡 ケイワン） ４勝

４代母 ボールドツバメ（73 黒鹿 ＊ミシアーフ） ５勝
［子］ キタコマンダー（80 牝 ＊ダストコマンダー） ８勝，クイーン賞２着
［曾孫］ キザキノシアトル（02 牡 ＊ダンツシアトル） １０勝，ＭＲＯ金賞３着，北

日本新聞杯３着，二歳優駿３着，雷電賞３着

５代母 ボールトイメージ（62 黒鹿 ヒカルメイジ）２勝

６代母 ＊ゲーリー（49 AUS鹿 Confessor）１１勝，中京特別 ，特ハン，牝馬特別，短距離Ｈ
［子］ ボールドゲーリー（58 牡 ＊ゲイタイム）１１勝，天皇賞（秋）４着，多摩Ｓ，下総

特別，武蔵野特別，特ハン，種牡馬
［孫］ ボールトアサヒ（64 牡 ＊ガルカドール）４勝，ＮＨＫ杯３着，若水賞， ，地

全協会長賞２着，宇都宮記念３着（２回）
ボールトムサシ（63 牡 ヒカルメイジ）４勝，朝日ＣｈＣ２着，菊花賞４着，セ
プテンバーＨ，四歳特別

販売申込者： 北村牧場＝青森県三沢市 0176-53-2566
所 有 者： 北村牧場
生 産 牧 場： 北村牧場
飼 養 者： 北村牧場＝青森県三沢市 0176-53-2566



6 マルノジャミール２７ 牡・黒鹿 ２／２５

タイムパラドックス
栗 1998

マルノジャミール
黒鹿 2008

＊ブライアンズタイム

＊ジョリーザザ

ソングオブウインド

ヘクターオストレル

Roberto
Kelley's Day
Alzao
Bold Lady

＊エルコンドルパサー
メモリアルサマー

＊ヘクタープロテクター
＊オストレル

体高

胸囲

管囲
（Legendra ～ Artless） 4 r

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

価格： 購買者：
母 マルノジャミール（08 黒鹿 ソングオブウインド）不出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ヘクターオストレル（98 鹿 ＊ヘクタープロテクター）不出走
マルノノパール（06 牝 ＊サウスヴィグラス） ４勝，リリーＣ３着

３代母 ＊オストレル（87 CAN鹿 The Minstrel）不出走
インペリアルパワー（00 牝 サクラローレル）１勝， ６勝

４代母 バンデロールBanderole（75 USA鹿 Hoist the Flag）米２勝
［孫］ ボールドラシャン Bold Russian（87 牡 Persian Bold）愛・米・英・仏７勝，セ

レブレイションマイル ，ビーズウィングＳ ，アメリカンＨ ２着，ブ
リガディアジェラルドＳ ２着，ジャージーＳ ２着，etc.，種牡馬

クリサノヴァ Krisanova（91 Kris S.）米５勝，エクリプスＨ ２着，ヴァレ
ディクトリーＨ ３着（２回）

ラレード Laredo（93 Crafty Prospector）米１３勝，ウェストチェスターＨ ２
着，グレイヴゼンドＨ ３着，ポーモノクＨ ２着，マリーンＳ ３着

［曾孫］ スズノマーチ（00 牡 ＊ティンバーカントリー）６勝，エプソムＣ ，弥生賞
２着，エイプリルＳ ，オリオンＳ，師走Ｓ ３着，etc.

サイレントプライド（03 牡 ＊フレンチデピュティ）８勝，富士Ｓ ，ダービ
ー卿ＣｈＴ ，新潟大賞典 ２着，エプソムＣ ３着，ディセン
バーＳ ，etc.

トーセンマーチ（04 牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，青葉賞 ２着
スノーエンジェル（12 牝 ＊スウェプトオーヴァーボード） ２勝，小倉２歳
Ｓ ３着

ポコアポコ Poco a Poco（97 牝 Imperial Frontier）愛１勝，バリーコーラスＳ
３着，ブレニムＳ ，ラウンドタワーＳ ２着

ヴィヴァチッシモ（04 牝 サクラバクシンオー）３勝，セレブレイション賞，
仁山特別，春菜賞， ２勝，栄冠賞

カントリーサイン（13 牡 ＊ティンバーカントリー） ２勝，スプリング
Ｃ２着

販売申込者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 01456-2-5157
所 有 者： ㈱門別牧場
生 産 牧 場： 太陽ジョイフル牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 01456-2-5157



7 バーニングラブ２０１５ 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

体高

胸囲

管囲
（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
本馬の他に産駒あり

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

パーシャンショット Parthian Shot（62 牡 ＊パーシア）英・伊・仏６勝，ホワイ
トローズＳ３着，英・障害１勝

［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

販売申込者： 清水 貞信＝青森県三戸郡五戸町 0178-77-2617
所 有 者： 清水 貞信
生 産 牧 場： 清水 貞信
飼 養 者： ㈲荒谷牧場＝青森県上北郡東北町 0176-62-2825



8 オヘソノタカラモノの２０１５ ・鹿 １／２６

アドマイヤムーン
鹿 2003

オヘソノタカラモノ
鹿 2007

＊エンドスウィープ

マイケイティーズ

サクラバクシンオー

フェイムオブラス

＊フォーティナイナー
Broom Dance

＊サンデーサイレンス
＊ケイティーズファースト
サクラユタカオー
サクラハゴロモ

＊ランズダーン
マンジユデンスター

体高

胸囲

管囲
（ ～ ＊ステイーヴスアニー） 9 c

Northern Dancer S 5×M 5×M 5 Cosmah S 5×M 5

価格： 購買者：
母 オヘソノタカラモノ（07 鹿 サクラバクシンオー）入着２回
〔産駒馬名登録数：２〕
アンビリカルコード（12 牡 鹿 ＊ホワイトマズル） 出走
ノンブリールデロア（13 牡 鹿 ナカヤマフェスタ） 地方不出走

２代母 フェイムオブラス（87 鹿 ＊ランズダーン）４勝，ＣＢＣ賞 ，鴨川特別，姫島特別
チョウカイスピード（95 牡 ＊トニービン）４勝，オリエンタル賞
チョウカイキセキ（02 牡 フジキセキ）４勝，若潮賞
ゲイルスパーキー（04 牡 サクラバクシンオー）６勝，バレンタインＳ ，白秋Ｓ，谷川

岳Ｓ ２着，キャピタルＳ ２着，オーロＣ ３着，etc.

３代母 マンジユデンスター（79 黒鹿 ＊カウアイキング）不出走
ダイワゲーブル（85 牡 ＊サーペンフロ）４勝，秩父特別，隅田川特別
ダイワゲーリック（86 牡 ＊ランズダーン）４勝，Ｒたんぱ賞 ，福島記念 ２着，関屋記

念 ３着，クリスタルＣ ３着，パラダイスＳ ，etc.，種牡馬
ダイワグレート（92 牡 ＊ノーアテンシヨン）３勝，アベリア賞

４代母 ＊ステイーヴスアニー（62 USA鹿 Double Jay）米１勝
［子］ エクレア（69 牝 ＊セダン）３勝，ジャスミン賞
［孫］ キクノペガサス（81 牝 トウシヨウボーイ）６勝，中日新聞杯 ，サンスポ阪神

牝馬特別 ，愛知杯 ，エリザベス女王杯 ２着，京都牝馬特別 ２着，etc.
ウエルスタオー（85 牡 ＊ランズダーン）２勝，サマーＳ， ６勝，ゴー
ルドＣ３着

ビユーテイブラツト（84 牡 ベストブラツド） ９勝，中京盃３着
キクノエクレール（84 牡 タイテエム） １９勝，豊栄記念２着，三条記念２着，
新潟ＧＰ２着

カジノロツキー（76 牡 ＊ラークスパー）２勝，菜の花賞， ８勝
［曾孫］ キクノエリザベス（89牝 ＊ロイヤルスキー）４勝，別府特別，壬生特別，堀川特別

キクノスパンカー（91 牡 ＊サンテステフ）３勝，瀬戸特別
キクノミンストレル（88 牡 ＊ロングリート）５勝，手稲山特別， ２勝
ツルマルテッペン（90 牡 アンバーシヤダイ）２勝，揖斐川特別
キクノビオレッテ（93 牝 ＊ダイヤモンドショール）２勝，浦佐特別

販売申込者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 0146-43-3339
所 有 者： ㈱タイヘイ牧場
生 産 牧 場： ㈱タイヘイ牧場
飼 養 者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 0146-43-3339



9 セイントムーン２０１５ ・黒鹿 ３／２２

＊スクワートルスクワート
黒鹿 1998

セイントムーン
鹿 2009

Marquetry
マーケトリー

Lost the Code
ロストザコード

アドマイヤムーン

シルクブラウニー

Conquistador Cielo
Regent's Walk
Lost Code
Smarter by the Day

＊エンドスウィープ
マイケイティーズ

＊スターオブコジーン
バレリーナチュチュ

体高

胸囲

管囲
（ ～ ＊オシアナ） 4 j

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

価格： 購買者：
母 セイントムーン（09 鹿 アドマイヤムーン） １勝
本馬の他に産駒あり

２代母 シルクブラウニー（01 黒鹿 ＊スターオブコジーン）１勝
シルクミライ（07 牝 ＊プリサイスエンド）３勝， 入着４回

３代母 バレリーナチュチュ（95 鹿 ＊ブライアンズタイム）入着２回
スペキュレイター（10 牡 リンカーン） ２勝，すみれＳ ３着

４代母 ＊オシアナ（83 USA鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ ビワシンセイキ（98牡 ＊フォーティナイナー）８勝，フェブラリーＳ ２着，etc.，

２勝，とちぎマロニエＣ ，かきつばた記念 ，東
京大賞典 ２着，東京大賞典 ３着，etc.，種牡馬

［孫］ リンジージーン Lindsay Jean（98 牝 Saint Ballado）米７勝，ブラウンベスＨ ，イ
エルバブエナＢＣＨ ３着，ミスアメリカＨ ，モーメントトゥバイＨ

クローゼット Crozet（01 牝 ＊カリズマティック）米３勝，ベイメドーズオー
クス

オナーコロニー Honour Colony（02 牝 Honour and Glory）米７勝，レイディカ
ンタベリーＢＣＳ

［曾孫］ インディアンオーシャン Indian Ocean（02 牡 Stormy Atlantic）米３勝，アファ
ームドＨ ，スワップスＢＣＳ ３着，種牡馬

ドレイトン Drayton（04 Danetime）首・南・愛・英４勝，レイルウェイＳ
２着，マーブルヒルＳ ，クールモアＳ

クレアンオール Croi An Or（09 Windsor Knot） 沙・愛３勝，プラティナ
ムＳ ３着

ジャノー Jeanneau（13 牝 Beneteau） 豪１勝，ＡＪＣジムクラックＳ ２着

５代母 サウスオーシャン South Ocean（67 CAN鹿 New Providence）米４勝
［曾孫］ グリーンチューン Green Tune（91 牡 Green Dancer）英・仏５勝，仏２０００ギニ

ー ，イスパーン賞 ，ミュゲ賞 ，ロンポワン賞 ２着，ムーランドロ
ンシャン賞 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者： 織笠 時男＝青森県三沢市 0176-59-2691
所 有 者： 織笠 時男
生 産 牧 場： 織笠 時男
飼 養 者： 織笠 時男＝青森県三沢市 0176-59-2691



10 キューティホークの２７ ・鹿 ３／２８

メイショウサムソン
鹿 2003

キューティホーク
鹿 2002

＊オペラハウス

マイヴィヴィアン

トウカイテイオー

オーロラテルコ

Sadler's Wells
Colorspin

＊ダンシングブレーヴ
ウイルプリンセス
シンボリルドルフ
トウカイナチユラル
ミスターシービー
オーロラシロー

体高

胸囲

管囲
（ ～ ＊レデイアリス） 3 f

Northern Dancer S 4×S 5×M 5

価格： 購買者：
母 キューティホーク（02 鹿 トウカイテイオー） ３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（１１）〕
リュウノパッセル（10 牝 栗 フサイチレオン） ９勝
ネコハッチ（11 牡 芦 フサイチリシャール） １勝
リュウワンカーリー（13 牝 鹿 ブラックタキシード） １勝

２代母 オーロラテルコ（98 鹿 ミスターシービー）不出走
グランデゴール（01 牡 シンボリルドルフ）１勝

３代母 オーロラシロー（82 栗 シンザン）１勝
ブランドミッシェル（89 牝 ＊ニシノエトランゼ）５勝，新潟記念 ３着，天の川Ｓ，秋興特別

ニシノチャーミー（04 牝 サクラバクシンオー）２勝，函館２歳Ｓ

４代母 ヤノセイラン（74 栗 タニノムーテイエ）入着２回
［子］ フウリンランバー（78 牡 ＊バーバー）２勝，相模湖特別

ソアラシロー（83 牡 ダイコーター）２勝，ほおずき賞
［孫］ トールアンワイド（89 牡 ギヤロツプダイナ）５勝，矢作川特別
［曾孫］ トウジントルネード（94 牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，神戸新聞杯 ３着，

胡蝶蘭賞， 入着３回，スプリング争覇２着

５代母 レデイロツク（65 栃栗 ＊チヤイナロツク）３勝
［曾孫］ テイエムリキサン（00 牡 ＊タイキシャトル）２勝，京成杯 ２着，札幌２歳Ｓ

２着，朝日杯フューチュリティＳ ３着，萩Ｓ ，札幌日刊スポ杯 ３着

６代母 ＊レデイアリス（56 GB栗 Alycidon）英１勝，セプターＳ２着
［子］ メジロタイヨウ（64 牡 ＊チヤイナロツク）１３勝，天皇賞（秋），ＡｒＪＣＣ，目

黒記念（秋），ステイヤーズＳ３着，有馬記念４着，天皇賞（秋）４着，アカ
シヤＳ ，富士Ｓ，北洋Ｓ，エルムＳ，種牡馬

トーヨーチカラ（70 牡 ＊フイダルゴ）５勝，京都新聞杯，宝塚記念３着，青函
Ｓ，白百合賞，れんげ賞

［曾孫］ エイシンサニー（87 牝 ＊ミルジヨージ）４勝，オークス ，報知４歳牝馬特別
，桜花賞 ４着，紅梅賞 ２着，エルフィンＳ ３着，etc.

販売申込者： 前川 義則＝日高町賀張 01456-5-2885
所 有 者： 前川 義則
生 産 牧 場： 前川 義則
飼 養 者： 前川 義則＝日高町賀張 01456-5-2885



11 カシノリボン２０１５ ・栗 ６／１７

スマートファルコン
栗 2005

カシノリボン
栗 2005

ゴールドアリュール

ケイシュウハーブ

アグネスゴールド

スターカプイチ

＊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

＊サンデーサイレンス
エリザベスローズ

＊ロイヤルスキー
トウコウワカバ

体高

胸囲

管囲
（第弐タイランツクヰーン～ ＊タイランツクヰーン） 14 f

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

価格： 購買者：
母 カシノリボン（05 栗 アグネスゴールド）３勝
〔産駒馬名登録数：２〕
カシノツバサ（12 牡 栗 ＊ファルブラヴ） 出走

２代母 スターカプイチ（94 鹿 ＊ロイヤルスキー） 入着
ヨイチイースト（02 牝 ＊ロードメイプル）入着７回， ５勝，ノースクイーンＣ２着

３代母 トウコウワカバ（78 鹿 ＊インデイアナ）２勝
ワカタイショウ（85 牡 ＊ブライトフイニツシユ）２勝，糸魚川特別，優障害，障害５勝，

中山大障害（秋）

４代母 ダーリングヒメ（64 栗 ＊ニンバス）７勝，七夕賞，福島大賞典，金杯２着，福島記念
２着，福島大賞典２着，etc.
［子］ グリーングラス（73 牡 ＊インターメゾ）８勝，有馬記念，菊花賞，天皇賞（春），

日本経済賞，ＡＪＣＣ，etc.，年代表，優古牡，種牡馬
ハザマフアースト（76 牝 ＊バーバー）４勝，クイーンＳ，エーデルワイスＳ，
ガーベラ賞

［孫］ ダーリンググラス（78 牡 ＊アレツ） １４勝，報知オールスターＣ，川崎記念
（２回），浦和記念，ゴールドＣ，etc.，種牡馬

フアーストジヨオー（82 牝 ＊ゴーマーチング）３勝，信濃川特別
ハイテツクカーン（83 牡 ＊ピツトカーン）４勝，欅特別，磐梯山特別，高湯特別

［曾孫］ ハブトオー（93 牡 ＊パーフライト） ７勝，ゴールドＣ，しらさぎ賞３着
メタルカラー（98 牡 ＊グルームダンサー） ６勝，せきれい賞，エメ
ラルドＣ

エムケイオペラ（99 牡 ＊グランドオペラ）入着， ４勝，ウインターＣ２着
カネマサブライト（02 牡 メジロブライト） ２勝，北海優駿３着
インターアリアケ（84 牡 インターグシケン）２勝，雄国沼特別，障害１勝

５代母 ダーリングクイン（58 栗 ＊ゲイタイム）４勝，中距離特別
［曾孫］ タイガーボーイ（82 牡 ＊ボールドラツド）４勝，セントライト記念 ，函館記

念 ２着，マーガレット賞

販売申込者： 一山育成牧場＝青森県八戸市 0178-82-3559
所 有 者： 一山育成牧場
生 産 牧 場： 一山育成牧場
飼 養 者： 一山育成牧場＝青森県八戸市 0178-82-3559



12 カンタロウ 牡・鹿 ３／２７

ショウナンカンプ
鹿 1998

ビキニクィーン
青鹿 2010

サクラバクシンオー

ショウナングレイス

キングヘイロー

フレンチビキニ

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

＊ダンシングブレーヴ
＊グッバイヘイロー
＊サンデーサイレンス
＊フェンジー

体高

胸囲

管囲
（Midget ～Mackwiller） 1 u

Lyphard M 4×M 5 Halo M 4×M 4 Northern Dancer S 5×S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ビキニクィーン（10 青鹿 キングヘイロー）出走
初仔

２代母 フレンチビキニ（02 鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝
ベルルミエール（11 牝 ＊スウェプトオーヴァーボード） ４勝，阪神牝馬Ｓ ２着，

ＮｚＴ ３着，北九州記念 ３着，長岡京Ｓ，久多特別

３代母 ＊フェンジー（94 FR青鹿 Saumarez）仏３勝，ロンドドゥニュイ賞
ナイトファンタジー（99 牝 ＊ホワイトマズル）１勝
フレンチアイディア（01 牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，日田特別，くすのき賞，忘れな

草賞 ２着
ヨシールプリンセス（09 牝 テレグノシス）１勝

４代母 ベルエシェールBelle et Chere（85 USA黒鹿 Lyphard）仏入着
［子］ ハイマール High Mare（93 牝 Highest Honor）仏２勝，クリテリヨムドルウェ

スト ２着
［孫］ サムシングアバウトハー Somethingabouther（03 牝 Local Talent）印２勝，ブリ

ーダーズジュヴェナイルフィリーズ２着

５代母 マッジMadge（75 FR黒鹿 Roi Dagobert）仏１勝
［子］ マビーシュMa Biche（80 牝 Key to the Kingdom）英・仏７勝，英１０００ギニー

，フォレ賞 ，チヴァリーパークＳ ，ロベールパパン賞 ，モルニー
賞 ３着，etc.

６代母 ミジェットMidget（53 FR芦 Djebe）英・仏６勝，フォレ賞，チヴァリーパークＳ，
クイーンエリザベス二世Ｓ，コロネイションＳ，仏オークス３着，etc.
［子］ ミジェMige（66 牝 ＊セントクレスピン）英・仏３勝，チヴァリーパークＳ，アス

タルテ賞２着，クインシー賞２着，ドーヴィルＧＨ，サンフィールマン賞，etc.
［曾孫］ フルーツオヴラヴ Fruits of Love（95 牡 ＊ハンセル）首・愛・米・英・独・仏・

香５勝，ハードウィックＳ （２回），プリンセスオヴウェイルズＳ ，Ｋジ
ョージ六世＆ＱエリザベスＳ ３着，バーデン大賞 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者： 田中 春美＝新ひだか町三石歌笛 0146-35-3177
所 有 者： 田中 春美
生 産 牧 場： 田中 春美
飼 養 者： 藤春 修二＝浦河町野深 0146-27-4135



13 ミネルバローズ２０１５ 牡・青 ４／２１

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

ミネルバローズ
青 2009

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

フジキセキ

ミネルバサウンド

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
＊ブライアンズタイム
シンメイミネルバ

体高

胸囲

管囲
（ ～ ＊フジャブ） 3 n

Hail to Reason M 5×M 5

価格： 購買者：
母 ミネルバローズ（09 青 フジキセキ）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ミネルバサウンド（03 鹿 ＊ブライアンズタイム）４勝，アカシヤ特別
サウンドアドバイス（10 牝 アグネスタキオン）３勝

３代母 シンメイミネルバ（97 黒鹿 Caerleon）出走
モンテミウ（05 牝 ＊ボストンハーバー）２勝，はやぶさ賞
サウンドオブハート（09 牝 アグネスタキオン）６勝，阪神牝馬Ｓ ，阪神ジュベナイ

ルフィリーズ ３着，桜花賞 ４着，洛陽Ｓ ，ターコイズＳ ，etc.
カフェブリリアント（10 牝 ＊ブライアンズタイム） ６勝，阪神牝馬Ｓ ，府中牝馬

Ｓ ３着，ヴィクトリアマイル ５着，節分Ｓ，中京日経賞

４代母 ＊フジャブ（92 USA鹿 Woodman）英１勝
［子］ スペランツァ（98 牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，すずらん賞 ２着，クロー

バー賞 ２着
エーシンハダル（07 牡 サクラバクシンオー）４勝， ７勝，白銀
争覇３着

［孫］ シルポート（05 牡 ＊ホワイトマズル）１０勝，マイラーズＣ （２回），京都金
杯 ，中山記念 ２着，京王杯スプリングＣ ２着，etc.，種牡馬

５代母 ウィンターズラヴWinters' Love（82 USA鹿 Danzig）米１勝，アスタリタＳ ３着，
スカイラヴィルＳ ３着，キリジャロＳ ３着
［子］ トランクイリティレイク Tranquility Lake（95 牝 Rahy）米１１勝，ゲイムリーＨ

，イエローリボンＳ ，サンタバーバラＨ ，パロマーＨ ，クレメン
トＬハーシュＨ ，etc.

［孫］ アフターマーケット After Market（03 牡 Storm Cat）米８勝，チャールズホイ
ッティンガムメモリアルＨ ，エディリードＨ ，デルマーＨ ，ホール
オヴフェイムＳ ，イングルウッドＨ ，etc.，種牡馬

カレイジャスキャット Courageous Cat（06 牡 Storm Cat）首・米・加６勝，シ
ューメイカーマイルＳ ，ホールオヴフェイムＳ ，ポーカーＳ ，カナ
ディアンターフＳ ，ＢＣマイル ２着，etc.，種牡馬

販売申込者： 谷川 博勝＝青森県八戸市 0178-83-2044
所 有 者： 谷川 博勝
生 産 牧 場： 谷川 博勝
飼 養 者： 谷川 博勝＝青森県八戸市 0178-83-2044



14 マヤノトリンケットの２０１５ 牡・芦 ５／ ５

サムライハート
鹿 2002

マヤノトリンケット
芦 1998

＊サンデーサイレンス

エアグルーヴ

メジロマックイーン

グレイスドーター

Halo
Wishing Well

＊トニービン
ダイナカール
メジロテイターン
メジロオーロラ
サクラユタカオー
ストライクダイナ

体高

胸囲

管囲
（ ～ ＊ストライクワン） 7

＊ノーザンテースト S 4×M 4

価格： 購買者：
母 マヤノトリンケット（98 芦 メジロマックイーン）３勝，香春岳特別（１２００）
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（６）〕
オーゴンオーカン（06 牝 栗 ＊ティンバーカントリー）１勝
タイアップ（08 牡 栗 ステイゴールド） ５勝
キスインザスカイ（09 牝 芦 ＊グラスワンダー） １勝

２代母 グレイスドーター（92 栗 サクラユタカオー）不出走
アタックアイファー（97 牡 ＊モガミ）１勝

３代母 ストライクダイナ（82 鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
リトルストライカー（89 牝 ＊ノーリユート）１勝
ノアグレース（91 牝 ＊リアルシヤダイ）１勝

グレースグロリアス（98 牝 ＊キンググローリアス） １勝
ブリリアントシチー（07 牡 ＊タップダンスシチー）２勝

アービルフェザント（94 牝 ＊ゴールデンフェザント）１勝
マイネルシャンセ（95 牡 タマモクロス）１勝

４代母 ＊ストライクワン（66 GB鹿 Match）英出走
［子］ ロベルスポート（81 牡 ＊エルセンタウロ）４勝，目黒記念 ３着，若潮特別，

糸魚川特別
ロミカスポート（75 牝 ＊エルセンタウロ）４勝，東北記念２着，赤倉特別，勿
来特別，北越特別

アテイスポート（80 牡 ＊レイズアボーイ）５勝，ＮｚＴ４歳Ｓ２着，是政特別
［孫］ スマイルホーラー（89 牡 ＊ミルジヨージ）３勝，玄海特別， ２勝

５代母 ヘッジローHedgerow（60 GB鹿 Hornbeam）英出走

６代母 ガーデンパス Garden Path（41 GB鹿 Fairway）英３勝，英２０００ギニー，チヴァリー
パークＳ３着，ミドルパークＳ３着
［子］ リーディングライト Leading Light（48 牡 Hyperion）英４勝，ナイツロイヤル

Ｓ，クレイヴァンＳ３着，スカーバラＳ，ブリタニアＨ２着，種牡馬

販売申込者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 01456-2-5157
所 有 者： ㈱門別牧場
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 01456-2-5157



15 キャットニップ２０１５ ・鹿 ４／１７

＊ロードアルティマ
黒鹿 2000

キャットニップ
栗 2004

Seeking the Gold
シーキングザゴールド

Secrettame
セクレターム

＊タバスコキャット

＊スウィートインディ

Mr. Prospector
Con Game
Secretariat
Tamerett
Storm Cat
Barbicue Sauce
A.P. Indy
Sugar Nipper

体高

胸囲

管囲
（ ～ Vaila） 8 f

Secretariat S 3×M 5×M 5 Tom Fool S 5×S 5 Northern Dancer M 5×M 5

価格： 購買者：
母 キャットニップ（04 栗 ＊タバスコキャット）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（５）〕
ローズウィルドゥ（08 牝 鹿 ＊ロージズインメイ） ３勝
ミラクルベル（10 牝 黒鹿 フジキセキ） １勝
ローズオヌットゥ（11 牝 鹿 ＊ロージズインメイ）１勝
ブレーヴマン（12 牡 鹿 ＊バトルプラン）２勝， 入着
ヒーリング（13 牝 鹿 ＊バトルプラン） １勝

２代母 ＊スウィートインディ（94 USA鹿 A.P. Indy）米入着５回
マイネルメロス（03 牡 アグネスタキオン）１勝

３代母 シュガーニッパー Sugar Nipper（89 USA鹿 Danzig）米３勝
アイリッシュニップ Irish Nip（96 Irish River）米６勝

４代母 アイムスイーツ I'm Sweets（83 USA栗 Alydar）米８勝，デムワゼルＳ ，バレリー
ナＳ ，ガーデニアＳ ，ハニービーＨ ，メイトロンＳ ３着，etc.

５代母 トゥーメニースイーツ Too Many Sweets（76 USA栗 Full Pocket）米７勝，コティ
リオンＳ ２着，アルシバイアディズＳ ３着，ゴールデンロッドＳ ３着
［子］ ジャガリージョン Jaggery John（91 牡 ＊ブラッシングジョン）米５勝，ファイ

アクラッカーＨ ，フォアラナーＳ ，ホールオヴフェイムＳ ２着，セ
クレタリアトＳ ３着，ダレルズジョイＳ ３着，etc.，種牡馬

［孫］ コリータ Colita（00 Grindstone）米８勝，スタイヴァサントＨ ２着，イク
セルシアＨ ３着，クイーンズカウンティＨ ３着，ウェストヴァージ
ニアダービー ３着，ギャラントフォックスＨ ２着

プレンティスイート Plenty Sweet（96 牝 ＊ブラッシングジョン）米３勝，オー
デュボンオークス ２着

［曾孫］ スイートニング Sweetening（03 Menifee）米６勝，ノーザンスパーＢＣＳ
２着

６代母 スイートミスト Sweet Mist（67 USA栗 Candy Spots）米４勝，モンマスオークス２
着，ブラインモールＳ２着，マーメイドＳ２着，セリマＳ３着，ポストデブＳ３着，etc.

販売申込者： 町屋 勝幸＝青森県上北郡東北町 0176-62-5159
所 有 者： 町屋 勝幸
生 産 牧 場： 町屋 勝幸
飼 養 者： ㈲荒谷牧場＝青森県上北郡東北町 0176-62-2825



16 ノースアルテミス２０１５ ・鹿 ４／２４

＊スクワートルスクワート
黒鹿 1998

ノースアルテミス
鹿 2005

Marquetry
マーケトリー

Lost the Code
ロストザコード

＊タイキシャトル

ペリーヌ

Conquistador Cielo
Regent's Walk
Lost Code
Smarter by the Day
Devil's Bag

＊ウェルシュマフィン
＊トニービン
＊ケイシー

体高

胸囲

管囲
（Annie Oakley ～ Caretta） 1 k

Caerleon M 4×M 4

価格： 購買者：
母 ノースアルテミス（05 鹿 ＊タイキシャトル） ２勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ペリーヌ（97 鹿 ＊トニービン）不出走
テイエムオーロラ（06 牝 マンハッタンカフェ）６勝，府中牝馬Ｓ ，マーメイドＳ

３着，西宮Ｓ，パールＳ
レジェンドロック（12 牡 マンハッタンカフェ） ４勝，せきれい賞，サファイア賞，は

まなす賞，ＯＲＯＣ２着，オパールＣ３着

３代母 ＊ケイシー（85 GB鹿 Caerleon）米・英４勝，パークヒルＳ ，ロングアイランドＨ
２着，プリンセスロイヤルＳ ３着

ディローンシー Delauncy（94 牝 Machiavellian）米・仏１勝，シャルルラフィット賞 ２
着，リアンクール賞 ３着
デルサルト Delsarte（00 牡 Theatrical）首・英２勝，キングエドワード七世Ｓ ２着，ス

コティッシュダービー ３着，ニューマーケットＳ ，アストンパークＳ ２着
フェーンヴァウデン Veenwouden（04 牝 Desert Prince）英２勝，ジョッキークラブ

Ｃ ３着，ノエルマーレスＳ ３着
レジーナムンディ Regina Mundi（07 牝 Montjeu）伊・仏３勝，パオロメザノッテ賞

３着
テンザンセイザ（98 牡 ＊トニービン）４勝，京都新聞杯 ，京阪杯 ，京都記念 ２着，天

皇賞（秋） ３着，京都記念 ３着，新潟大賞典 ３着，オーストラリアＴ ， ２勝
スローアキッス（02 牝 スペシャルウィーク）１勝

デスティニーラブ（11 牝 ＊アグネスデジタル）１勝，ダリア賞 ３着

４代母 キス Kiss（78 GB鹿 Habitat）英４勝，ポートランドＨ ３着
［孫］ パタヴェリアン Patavellian（98 Machiavellian）英・仏８勝，アベイドロン

シャン賞 ，スプリントＣ ３着，モーリスドゲースト賞 ３着，セーネ
オワーズ賞 ３着，サンジョルジュ賞 ３着，etc.

エイヴォンブリッジ Avonbridge（00 牡 Averti）愛・英・仏７勝，アベイドロ
ンシャン賞 ，グロシェーヌ賞 ，パレスハウスＳ ，ジュライＣ ２着，
モーリスドゲースト賞 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者： 野々宮牧場＝青森県十和田市 0176-27-2904
所 有 者： 野々宮牧場
生 産 牧 場： 野々宮牧場
飼 養 者： 野々宮牧場＝青森県十和田市 0176-27-2904



17 ヴィエールソンリ２０１５ ・黒鹿 ２／２３

ヴァーミリアン
黒鹿 2002

＊ヴィエールソンリ
青鹿 1998

＊エルコンドルパサー

スカーレットレディ

Cryptoclearance
クリプトクリアランス

＊チェサプラナ

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
Fappiano
Naval Orange
Niniski
Top of The League

体高

胸囲

管囲
（ ～ Agar's Plough） 10 c

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

価格： 購買者：
母 ＊ヴィエールソンリ（98 USA青鹿 Cryptoclearance）米・仏１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），海外－２（８），地方－３（５）〕
ヴァニラベイブVanilla Babe（04 USA牝 黒鹿 Bianconi）米１勝
ファストクイーナFast Queena（05 USA牝 黒鹿 Brahms）米７勝
デザートチャーム（07 牝 鹿 Dubai Destination）入着２回， ２勝
ロジメジャー（09 牡 黒鹿 ダイワメジャー） ３勝，スプリングＳ ３着，ホンコン

ＪクラブＴ（１８００）
ルミラークル（11 牡 青鹿 フジキセキ） ２勝
グレイトシャイン（13 牡 鹿 キャプテントゥーレ） １勝

２代母 ＊チェサプラナ（89 GB鹿 Niniski）米・独・仏３勝，メルクフィンク銀行賞 ２着，独
セントレジャー ２着，独１０００ギニー ２着，アラルポカル ３着，ハンザ賞 ３着，etc.

＊アルカセット（00 牡 Kingmambo）英・仏５勝，サンクルー大賞 ，ジョッキークラブＳ
，コロネイションＣ ２着，フォワ賞 ２着，etc.，１勝，ジャパンＣ ，日本レコ
ード（２４００），種牡馬

３代母 トップオヴザリーグTop of The League（82 IRE 黒鹿 High Top）英１勝
デザートスクオーDesert Squaw（87 牝 Commanche Run）愛・独５勝，愛・障害２勝

デインジャラスマインド Dangerous Mind（96 牝 Platini）米・伊・独・仏３勝，Ｍイ
ンチサ記念賞 ２着，ドルトムント牝馬賞 ，プティトエトワール賞

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

ヌーシュケイ Noushkey（96 牝 Polish Precedent）英２勝，ランカシャーオークス ，英オ
ークス ２着，リングフィールドオークストライアルＳ ３着
アナーミルAnaamil（02 牝 Darshaan）英１勝
サージハー Sajjhaa（07 牝 ＊キングズベスト）首・英・伊・香８勝，ジェベルハ
ッタ ，ドバイデューティフリー ，ケイプヴァーディＳ ，バランシーン
Ｓ ，セルジオクマニ賞 ，etc.

マッチポイントMatch Point（00 牝 Unfuwain）不出走
デュースアゲイン Deuce Again（11 牝 Dubawi） 英・仏３勝，オーモンドＳ ３着，

ファーザーフライトＳ

販売申込者： イズモリファーム＝青森県八戸市 0178-96-5313
所 有 者： イズモリファーム
生 産 牧 場： イズモリファーム
飼 養 者： イズモリファーム＝青森県八戸市 0178-96-5313



18 キレイキレイ２０１５ ・鹿 ４／ ９

アドマイヤマックス
鹿 1999

キレイキレイ
栗 2000

＊サンデーサイレンス

ダイナシユート

＊フォーティナイナー

＊ダンスオンザコースト

Halo
Wishing Well

＊ノーザンテースト
シヤダイマイン
Mr. Prospector
File
Coastal
Dance Review

体高

胸囲

管囲
（Goofed ～ Cerda） 17 b

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

価格： 購買者：
母 キレイキレイ（00 栗 ＊フォーティナイナー） ２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（１７）〕
トーホクオペラ（07 牡 栗 ＊オペラハウス） １３勝
ジーガーゴールド（08 牡 鹿 ＊シャーディー）入着２回， ４勝

２代母 ＊ダンスオンザコースト（86 USA栗 Coastal）米１勝
ケイツーパフィ（95 牝 ＊オールドヴィック）２勝，クイーンＳ ３着，グラジオラス賞
キングリファール（97 牡 ＊クリスタルグリツターズ） １５勝，日本ＴＶ盃 ３着，

ＴＶ埼玉杯，アフター５スター賞，しらさぎ賞，報知オールスターＣ３着，種牡馬
ミスヴィーナス（98 牝 ＊ウォーニング） 出走

ウエディングサクラ（09 牝 ＊シルバーチャーム） ４勝，ひまわり賞２着

３代母 ダンスレヴューDance Review（78 USA鹿 Northern Dancer）米２勝
ノーレヴュー No Review（85 牝 Nodouble）米９勝，サンタバーバラＨ ，サンゴルゴニ

オＨ ，デルマーオークス ，ラスパルマスＨ ２着（２回），ビヴァリーヒルズＨ
３着，サンタマルガリータＨ ３着，イエローリボンＳ ３着，デルマー招待Ｈ
３着，ジェニュインリスクＳ ３着

ダンスコロニー Dance Colony（87 牝 Pleasant Colony）米６勝，アディロンダックＳ ，ア
スタリタＳ ，ガゼルＨ ２着，ルイヴィルＢＣＨ ２着，フリゼットＳ ３着，etc.
チョーチョーサンCho Cho San（99 牝 Deputy Minister）米入着

ブルースカイゼンレインボーズ Blueskiesnrainbows（09 牡 English Channel）米
７勝，サンパスカルＳ ，スワップスＳ ，ネイティヴダイヴァーＳ ，Ｂ
Ｃマラソン ２着，サンタアニタダービー ３着，etc.，種牡馬

アナザーレヴュー Another Review（88 牡 Buckaroo）米８勝，カリフォルニアンＳ ，マ
ーヴィンリロイＨ ，サンベルナルディノＨ ，サンディエゴＨ ，ハリウッドゴ
ールドＣ ３着，ゴーサムＳ ３着，ロイヤルアウルＨ ２着，種牡馬

プロメネイドコロニー Promenade Colony（92 牝 Pleasant Colony）米１勝
プロメネイドガール Promenade Girl（02 牝 Carson City）米８勝，モリーピッチャー

Ｈ ，スピンスターＳ ３着，オグデンフィップスＨ ３着，デラウェアＨ
３着，ネリーモースＳ ，ゴールデンシルヴィアＨ
カヴォーティング Cavorting（12 牝 Bernardini） 米５勝，テストＳ ，プライオ
レスＳ ，アディロンダックＳ ，ディスタフＨ ２着，ラブレアＳ ３着

販売申込者： ㈲滝沢牧場＝青森県八戸市 0178-82-3755
所 有 者： ㈲滝沢牧場
生 産 牧 場： ㈲滝沢牧場
飼 養 者： ㈲滝沢牧場＝青森県八戸市 0178-82-3755



19 グランドアメリフローラの２０１５ ・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

体高

胸囲

管囲
（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：４，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， 出走
バルビエール（12 牡 鹿 ゼンノロブロイ） ２勝，種市特別（２０００）
ファントムカフェ（13 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ） 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） ５勝，東スポ杯２歳Ｓ ２着，新潟大賞典

３着，ディセンバーＳ ，福島民報杯 ，巴賞 ２着，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.

販売申込者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 0146-43-3339
所 有 者： ㈱タイヘイ牧場
生 産 牧 場： ㈱タイヘイ牧場
飼 養 者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 0146-43-3339



20 サクラタキオン２０１５ 牡・鹿 ４／１９

＊スクワートルスクワート
黒鹿 1998

サクラタキオン
栗 2003

Marquetry
マーケトリー

Lost the Code
ロストザコード

アグネスタキオン

サクラフューチャー

Conquistador Cielo
Regent's Walk
Lost Code
Smarter by the Day

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ
サクラユタカオー

＊ローラローラ

体高

胸囲

管囲
（Lady Berry ～ Sanaa） 14

5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 サクラタキオン（03 栗 アグネスタキオン） １勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（５）〕
ノゾミハッスル（09 牡 栗 ＊ヘクタープロテクター） 入着１０回
クリステル（10 牝 鹿 ＊アルデバラン ） ５勝
サクラヴィオーラ（11 牝 栗 ＊グラスワンダー） １勝
パンスターズ（12 牡 鹿 サクラオリオン） 出走

２代母 サクラフューチャー（96 栗 サクラユタカオー）３勝，精進湖特別
サクラシャイニー（06 牡 サクラプレジデント）４勝， ９勝，兵庫ゴールド

Ｔ ３着，大高坂賞（２回），園田ＦＣスプリント，福永洋一記念，etc.
サクラエルドール（07 牡 サクラプレジデント）２勝，百日草特別

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

＊ラタフィア（99 牝 Cozzene）５勝，北摂特別，元町特別
エピセアローム（09 牝 ダイワメジャー）４勝，セントウルＳ ，小倉２歳Ｓ ，
ＣＢＣ賞 ２着，チューリップ賞 ２着，セントウルＳ ３着，etc.

＊サビアーレ（00 牝 Capote）１勝，菜の花賞 ２着
カポーティスター（09 牡 ハーツクライ）４勝，日経新春杯 ，日経賞 ２
着，北野特別，新緑賞

サクラローレル（91 牡 Rainbow Quest）９勝，有馬記念 ，天皇賞（春） ，オールカマー
，中山記念 ，天皇賞（秋） ３着，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

４代母 ボールドレイディ Bold Lady（74 FR栗 ＊ボールドラツド）仏３勝，ラロシェット
賞 ２着，セーヌ賞 ２着，オトンヌ賞 ３着，ヘロド賞 ３着
［孫］ タイムパラドックス（98 牡 ＊ブライアンズタイム）１０勝，ジャパンＣダート

，etc.， ６勝，ＪＢＣクラシック （２回），帝王賞 ，川崎
記念 ，etc.，ＮＡＲ特別表彰馬，種牡馬

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

［曾孫］ ロスセリトス Los Cerritos（12 牡 Dr Fong） 独２勝，ヘルツォークフォンラ
ティボルレネン ，デュッセルドルフ３歳賞 ３着

販売申込者： ワールドファーム＝青森県八戸市 0178-88-3566
所 有 者： ワールドファーム
生 産 牧 場： ワールドファーム
飼 養 者： ワールドファーム＝青森県八戸市 0178-88-3566



21 ディープキング 牡・鹿 ３／１１

ディープスカイ
栗 2005

アドマイヤディア
青鹿 2002

アグネスタキオン

＊アビ

＊エルコンドルパサー

ディアボレッサ

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

＊サドラーズギャル
＊サンデーサイレンス
＊デビルズブライド

体高

胸囲

管囲
（Madame Patrol ～ Quenouille） 10 e

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

価格： 購買者：
母 アドマイヤディア（02 青鹿 ＊エルコンドルパサー）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－５（１１）〕
シルバースパーク（07 牡 黒鹿 ＊ヘクタープロテクター） ２勝
アフェット（08 牝 鹿 ＊キャプテンスティーヴ） ５勝
ディアハンター（09 牡 黒鹿 バランスオブゲーム） １勝
ハルカナルブルー（10 牝 黒鹿 ＊アジュディケーティング）入着２回， ２勝
ラブブレイブ（12 牡 鹿 バランスオブゲーム） １勝，不来方賞（２０００）２着
ケイツールナ（13 牝 青鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード） 出走

２代母 ディアボレッサ（96 青鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ファルクス（05 牡 サクラバクシンオー）３勝，みちのく特別，赤湯特別， ５勝

３代母 ＊デビルズブライド（84 USA芦 Caro）米９勝，カムリーＳ ，サザンアクセントＳ
，ラセンティネラＳ ，ラハブラＳ ，スペクタキュラーＨ ２着

ツィンクルブライド（91 牝 Lyphard）２勝，桜花賞 ２着，ポートアイランドＳ ３着
フェリシタル（97 牡 ＊トニービン）６勝，京成杯 ３着，比叡Ｓ，月山特別，万葉Ｓ

２着，ドンカスターＳ ３着，etc.
ペールギュント（02 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，デイリー杯２歳Ｓ ，シンザ

ン記念 ，高松宮記念 ２着，京阪杯 ２着，東スポ杯２歳Ｓ ２着，朝
日杯フューチュリティＳ ３着，ＮＨＫマイルＣ ４着，ＴＶ愛知ＯＰ ，オ
パールＳ ，谷川岳Ｓ ２着，米子Ｓ ３着，種牡馬

ビンチェロ（04 牡 ダンスインザダーク）３勝，白百合Ｓ ３着
ツィンクルソード（11 牡 デュランダル） ３勝，クロッカスＳ ３着

アイアンリアリティ（97 牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，大阪スポ杯，秋分特別，桃山特
別，堀川特別，オーロＣ ２着

４代母 サタンズプライド Satan's Pride（76 USA黒鹿 Crimson Satan）米１５勝，ミシガンオ
ークス ２着
［曾孫］ ジョニーイーヴズ Johnny Eves（04 Skimming）米７勝，マリブＳ ，パロスヴェ

ルデスＨ ，ヴァーノンＯアンダーウッドＳ ，サンフェルナンドＳ ２着
フューチャープロスペクト Future Prospect（04 Freud）米１５勝，ケンタッキ
ーカップＳ

販売申込者： 山田 昇史＝浦河町上向別 0146-22-0637
所 有 者： 山田 昇史
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 01456-2-5157



22 ダーティダンシング２０１５ 牡・鹿 ５／１９

タニノギムレット
鹿 1999

ダーティダンシング
鹿 2004

＊ブライアンズタイム

タニノクリスタル

Danehill Dancer
デインヒルダンサー

＊ミルド

Roberto
Kelley's Day

＊クリスタルパレス
＊タニノシーバード
＊デインヒル
Mira Adonde
Desert Wine
Margie Belle

体高

胸囲

管囲
（Margarethen ～ Russ-Marie） 4 n

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

価格： 購買者：
母 ダーティダンシング（04 鹿 Danehill Dancer）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（７）〕
ダイワボビー（10 牝 鹿 ＊グラスワンダー） ３勝
ダイワコンシード（11 牝 鹿 ローエングリン）１勝， 出走
ラパンルージュ（12 牝 黒鹿 ローエングリン） ４勝
フォルトゥーナ（13 牝 青鹿 キングヘイロー） 入着
トミケンナプロスト（14 牡 鹿 アドマイヤマックス） 不出走

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

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

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

３着
ボレアス（08 牡 ディープインパクト）３勝，レパードＳ ，ユニコーンＳ

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

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

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

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

ラベンダーヴァレイ（13 牝 ディープインパクト） １勝，チューリップ賞
３着

３代母 マージーベルMargie Belle（78 USA鹿 Vaguely Noble）仏１勝，トゥーレル賞 ３着
マージークイーンMargie Queen（00 牝 Sternkonig）独２勝

ピエトラサンタ Pietra Santa（06 牝 Acclamation）独・仏５勝，セレス賞 ，サンシー
ル賞 ２着

販売申込者： 石田 英機＝青森県上北郡七戸町 0176-62-2533
所 有 者： 石田 英機
生 産 牧 場： 石田 英機
飼 養 者： 石田 英機＝青森県上北郡七戸町 0176-62-2533



23 オファニエル２０１５ 牡・鹿 ３／２３

ローズキングダム
黒鹿 2007

オファニエル
鹿 2007

キングカメハメハ

ローズバド

＊グラスワンダー

エンゼルカロ

Kingmambo
＊マンファス
＊サンデーサイレンス
ロゼカラー
Silver Hawk
Ameriflora

＊スターオブコジーン
ヤマフノーザリー

体高

胸囲

管囲
（ ～ ＊キーンドラー） 1 o

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

価格： 購買者：
母 オファニエル（07 鹿 ＊グラスワンダー） ２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
アムールドランジュ（14 牝 黒鹿 ＊ロージズインメイ） 地方不出走

２代母 エンゼルカロ（97 鹿 ＊スターオブコジーン）２勝，函館３歳Ｓ ，ファンタジーＳ
３着，札幌３歳Ｓ ３着，ラベンダー賞 ，etc.， ２勝，栄冠賞

コスモスペシャリー（03 牡 スペシャルウィーク）３勝，栗子特別
ロングビクトリア（04 牝 タニノギムレット）不出走

タケルオウジ（12 牡 ＊スウェプトオーヴァーボード） ４勝，サンライズＣ，
黒潮盃２着

アナンジュパス（09 牝 ディープインパクト）３勝
アドマイヤカロ（11 牡 ゴールドアリュール） ２勝

３代母 ヤマフノーザリー（86 栗 ＊ノーザリー）２勝
ヤマフパディー（92 牡 ＊トニービン） ９勝，ステイヤーズＣ２着
ヤマフディノス（93 牝 ＊ヘクタープロテクター）不出走

デンコウミサイル（03 牡 ステイゴールド）４勝，千里山特別
マイネシャーナ（01 牝 ＊スターオブコジーン）２勝

アイナ（12 牝 ステイゴールド） ２勝，サラブレッド大賞典２着，加賀
友禅賞２着，岐阜金賞３着，クイーンＣ３着

４代母 テスコエンゼル（77 栃栗 ＊テスコボーイ）不出走
［子］ イワタケテスコ（83 牡 タケシバオー） １４勝，みちのく大賞典２着，北上川

大賞典２着，南部駒賞３着，シアンモア記念３着（２回），etc.
モガミフオード（84 牡 ＊ノーザリー） １１勝，中津記念

［孫］ ヴィトラー（00 牝 ＊アジュディケーティング） １勝，日高賞２着

５代母 キタノリユウ（65 栗 ＊モンタヴアル）１勝
［子］ テスコガビー（72 牝 ＊テスコボーイ）７勝，オークス，桜花賞，阪神４歳牝馬

特別，京成杯３歳Ｓ，京成杯，etc.，優２牝，優３牝
［孫］ トレードマーク（82 牡 ＊ヤマニン）４勝，ダイヤモンドＳ ，ステイヤーズＳ

２着，菊花賞 ５着，九十九里特別，れんげ賞，種牡馬

販売申込者： 一山育成牧場＝青森県八戸市 0178-82-3559
所 有 者： 一山育成牧場
生 産 牧 場： 一山育成牧場
飼 養 者： 一山育成牧場＝青森県八戸市 0178-82-3559
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＊ケイムホーム
黒鹿 1999

＊マルターズホビー
栗 2002

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊スピニングワールド

Buckarina
バッカリナ

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Nureyev
Imperfect Circle
Buckaroo
Dickie Ludwig

体高

胸囲

管囲
（Dear Virginia ～ Double Time） 4 m

Nearctic S 5×M 5 Never Bend S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ＊マルターズホビー（02 USA栗 ＊スピニングワールド）４勝，長岡特別（１２００），袖ケ浦
特別（１２００），湯沢特別（１２００）

〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
セイウンノカナタ（09 牡 栗 サクラバクシンオー） １勝
マルターズシャトル（12 牡 栗 ＊タイキシャトル） １勝

２代母 バッカリナBuckarina（81 USA栗 Buckaroo）米２勝
バッキーズソルーション Buckys Solution（89 牝 Tiffany Ice）米６勝，コリンＳ ，ナタ

ルマＳ

３代母 ディッキーラドウィグDickie Ludwig（76 USA鹿 T.V. Commercial）米１勝
バックウィグ Buckwig（84 牝 Buckfinder）伊１０勝，バグッタ賞 ，ブオンタレンタ賞 ，

バグッタ賞 ２着，アレヴァメント賞 ，セルジオクマニ賞 ２着
カルヴィス Karvis（90 牝 Be My Guest）伊４勝，アルベルトＺロツァーノ賞 ２着
ベックマン Beckmann（96 Robellino）伊１６勝，エスターテ賞 ，ネアルコ賞

２着，ピアッツァーレ賞 ３着，伊・障害２勝
ペングインニューズ Penguin News（02 牡 Desert Prince）伊１５勝，ローマ条約記
念賞 ２着

ゴージョーブラック Go Jo Black（03 Desert Prince）伊７勝，カンポベロ賞 ３着
＊シェンク（96 牝 Zafonic）米・伊・仏３勝，伊１０００ギニー ，セレーニョ賞 ，アレ

ッサンドロペローネ賞 ２着，ヴィットリオクレスピ賞 ３着
マルカシェンク（03 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，デイリー杯２歳Ｓ ，関屋
記念 ，富士Ｓ ２着，京都金杯 ２着，小倉大賞典 ２着，鳴尾
記念 ２着，日本ダービー ４着，ニューイヤーＳ ，京都２歳Ｓ ，種牡馬

ザレマ（04 牝 ダンスインザダーク）４勝，京成杯オータムＨ ，阪神牝馬Ｓ
２着，クイーンＳ ２着，京都牝馬Ｓ ２着，京都牝馬Ｓ ３着

（２回），福島牝馬Ｓ ３着，ヴィクトリアマイル ４着，ターコイズＳ
，忘れな草賞 ，ターコイズＳ ２着

ガリバルディ（11 牡 ディープインパクト） ５勝，京都新聞杯 ３着，逆瀬
川Ｓ，春日特別

シャラン Challant（98 Deploy）伊４勝，カンポベロ賞 ３着

販売申込者： スプリングファーム＝青森県十和田市 090-1389-8996
所 有 者： スプリングファーム
生 産 牧 場： スプリングファーム
飼 養 者： ㈲荒谷牧場＝青森県上北郡東北町 0176-62-2825




