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25 シャカラカベイビー２０１５ ・栗 ４／２０

カネヒキリ
栗 2002

＊シャカラカベイビー
栗 2000

フジキセキ

＊ライフアウトゼア

Nashwan
ナシュワン

Party Doll
パーティードール

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Deputy Minister
Silver Valley
Blushing Groom
Height of Fashion
Be My Guest
Midnight Lady

体高

胸囲

管囲
（Ampola ～ Blue Denim） 16 c

Northern Dancer M 4×S 5 Wild Risk S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ＊シャカラカベイビー（00 IRE 栗 Nashwan）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：海外－２（８）〕
イースタンウォリアーEastern Warrior（06 GB 栗 Barathea）英・独・白５勝
バララカBaralaka（07 GB 栗 Barathea）沙・英３勝

２代母 パーティードール Party Doll（86 GB栗 Be My Guest）伊・仏４勝，ラカマルゴ賞
，ヴァレードージュ賞 ，クリテリヨムドベケ ，ラフレーシュ賞 ２着

ティトゥスリヴィウス Titus Livius（93 牡 Machiavellian）米・英・独・仏３勝，グロシ
ェーヌ賞 ，２歳クリテリヨム ，エクリプス賞 ，キングズスタンドＳ ２着，
モーリスドゲースト賞 ３着，etc.，種牡馬

パーティゼイン Party Zane（96 牝 Zafonic）仏１勝，ゼダーン賞 ２着
ザニーボーイ Zanyboy（00 Night Shift）仏４勝，ラロシェット賞 ３着
ザネトン Zaneton（01 牝 Mtoto）不出走

ザゴラ Zagora（07 牝 Green Tune）米・加・仏１０勝，ＢＣターフ牝馬 ，ダイア
ナＳ ，ボールストンスパＳ ，エンデヴァーＳ ，ヒルズバラＳ ，etc.

アスマル Asmar（11 牡 Cape Cross） 首１勝，ＵＡＥダービー ２着，アルバ
スタキヤ

キングズドールKing's Doll（03 牝 ＊キングズベスト）不出走
モスタネールMostaneer（12 牡 Dutch Art） 沙・仏３勝，ダフニス賞 ２着，シュ

レーヌ賞 ，クリテリヨムドリヨン ３着
ブリセイダ Briseida（05 牝 Pivotal）英・独・仏２勝，独１０００キニー ，ヴィンターケー

ニギン賞 ３着，ベルベリスレネン ２着
ブリザント Brisanto（12 牡 Dansili） 伊・独２勝，ヴィンターファヴォリテン賞 ，

ピアッツァーレ賞 ３着，州都デュッセルドルフ大賞 ３着

３代母 ミッドナイトレイディMidnight Lady（75 FR鹿 Mill Reef）英１勝
ムーンライトドリームズMoonlight Dreams（94 牝 Caerleon）仏３勝

ムーンロマンスMoon Romance（07 牝 Nayef）仏１勝
ムーニーヴァリーMoonee Valley（12 牝 Aqlaam） 独・仏３勝，レゼルヴォワ
ール賞

販売申込者： ㈲青南ムラカミファーム＝青森県八戸市 0178-82-2305
所 有 者： ㈲青南ムラカミファーム
生 産 牧 場： ㈲青南ムラカミファーム
飼 養 者： ㈲青南ムラカミファーム＝青森県八戸市 0178-82-2305



26 エリザベススイート２７ ・黒鹿 ４／ ９

ブラックタイド
黒鹿 2001

エリザベススイート
黒鹿 2005

＊サンデーサイレンス

＊ウインドインハーヘア

＊ティンバーカントリー

スイートイブン

Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere
Woodman
Fall Aspen

＊イブンベイ
スイートイベツト

体高

胸囲

管囲
（ ～ ＊フイーナー） 16 h

Lyphard S 4×M 5

価格： 購買者：
母 エリザベススイート（05 黒鹿 ＊ティンバーカントリー）入着６回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
リンカスイート（11 牝 栗 リンカーン） ４勝，ライデンリーダー記念
（１６００）２着，ゴールドウィング賞（１６００）３着

ファミリーズオナー（12 牝 栗 デュランダル）入着， ５勝
カシノアーニング（13 牡 鹿 アドマイヤムーン） 入着

２代母 スイートイブン（92 鹿 ＊イブンベイ） ７勝，北斗盃，北海道３才優駿，道営
記念３着，栄冠賞３着
スイートソウル（98 牝 ＊ソウルオブザマター） ７勝，栄冠賞２着

バルーン（07 牡 バブルガムフェロー）３勝， ５勝，唐津湾賞，コスモバルク
記念，瑞穂賞，道営記念３着，鶴見岳賞３着，赤レンガ記念３着

ザブレス（99 牡 サクラバクシンオー）４勝，シドニーＴ，鞍馬特別， １勝，Ｏ
ＲＯＣ２着

シンドバッド（00 牡 サクラバクシンオー） １８勝，姫路ＣｈＣ，園田フレン
ドリーＣ，ＭＲＯ金賞，園田ダービー，菊水賞２着

ソルティースイート（01 牝 バブルガムフェロー） ４勝，フロイラインＣ３着
フウリンカザン（07 牡 フサイチコンコルド） ９勝，兵庫ダービー２着，兵

庫若駒賞３着
ファインドロップ（04 牝 サクラバクシンオー）２勝，美利河特別，下北半島特別，

３勝，道営スプリント３着
ブライティアイブン（06 牝 ＊マイネルラヴ）不出走

リアライズリンクス（10 牡 ダイタクリーヴァ） １２勝，さきたま杯 ３
着，ゴールドＣ，ゴールドＣ３着，フジノウェーブ記念３着

３代母 スイートイベツト（83 黒鹿 ＊モガミ）不出走
スイートビクトリア（90 牝 ＊ジヤツジアンジエルーチ） １５勝，北海道３才優駿，

ひまわり賞，全日本３歳優駿３着
スイートヒマワリ（95 牝 サクラチヨノオー） １勝，東京プリンセス賞３着
オールギャランテー（00 牡 ＊オジジアン） ５勝，オパールＣ２着，岩鷲賞２着，ダ

イヤモンドＣ２着

販売申込者： 白瀬 盛雄＝日高町緑町 090-6999-0079
所 有 者： 白瀬 盛雄
生 産 牧 場： 白瀬 盛雄
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 01456-2-5157



27 エムケイミラクル２０１５ ・黒鹿 ３／３１

ショウナンカンプ
鹿 1998

エムケイミラクル
鹿 2001

サクラバクシンオー

ショウナングレイス

フジキセキ

レディーマジョラム

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
＊ミルレーサー
＊アフリート
＊スイートマジョラム

体高

胸囲

管囲
（Durazna ～Myrtlewood） 13 c

Northern Dancer S 5×S 5×M 5

価格： 購買者：
母 エムケイミラクル（01 鹿 フジキセキ） ３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１１）〕
マヨノエンゼル（06 牡 鹿 ＊キャプテンスティーヴ） １１勝，トウケイニセイ記念
（１６００），青藍賞（１６００），岩手ダービーダイヤモンドＣ（２０００），阿久利黒賞（１６００），
桐花賞（２０００）２着（２回），不来方賞（２０００）２着，南部駒賞（１６００）２着，トウケイニ
セイ記念（１６００）３着，北上川大賞典（２５００）３着，若駒賞（１６００）３着

マイネルマグレブ（07 牡 青鹿 アドマイヤドン）１勝

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

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

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

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

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

［孫］ フィフティーンラブ（98 牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，フラワーＣ ３着
［曾孫］ ダイメイジュエリー（07 牝 ＊キャプテンスティーヴ） ８勝，ひまわ

り賞２着，ＯＲＯターフスプリント３着

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

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

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

販売申込者： 佐々木牧場＝青森県三戸郡南部町 0178-84-2690
所 有 者： 佐々木牧場
生 産 牧 場： 佐々木牧場
飼 養 者： 佐々木牧場＝青森県三戸郡南部町 0178-84-2690



28 オオブタイの２７ ・栗 ２／２０

サムライハート
鹿 2002

オオブタイ
栗 2009

＊サンデーサイレンス

エアグルーヴ

＊クロフネ

マルシンアモン

Halo
Wishing Well

＊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
＊バイアモン
マルゼンキール

体高

胸囲

管囲
（ ～ ＊シル） 5 g

5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 オオブタイ（09 栗 ＊クロフネ） 入着２回
本馬の他に産駒あり

２代母 マルシンアモン（93 黒鹿 ＊バイアモン） ２勝
レイルバード（99 マーベラスサンデー）４勝，江の島特別，柏崎特別，清津峡特別，

１勝
ゴウゴウキリシマ（03 牡 キングヘイロー）３勝，シンザン記念 ，千両賞
ゴールドキリシマ（04牡 ステイゴールド）３勝，京都２歳Ｓ ，清水Ｓ，中京２歳Ｓ ３着
レッツゴーキリシマ（05 牡 メジロライアン）５勝，関屋記念 ，朝日杯フューチュリ

ティＳ ２着，京成杯オータムＨ ２着，京王杯２歳Ｓ ３着，皐月賞
５着，etc.

３代母 マルゼンキール（81 栗 ＊ボールドラツド）１勝
サオリクイン（86 牝 ＊アーテイアス）不出走

コスモトップレディ（92 牝 ＊カコイーシーズ）４勝，セレブレイションＣ
マツリダアーティス（03 牝 アドマイヤボス） ３勝，ジュニアＧＰ

マルゼンラッド（91 牝 ＊ミルジヨージ） ４勝
コンサートクィーン（98 牝 ＊カコイーシーズ） ３勝
ブルーヒーロー（06 牡 ＊シーロ） ３勝，戸塚記念２着，黒潮盃２着，東京ダ
ービー２着，クラウンＣ２着，東京湾Ｃ３着

ワタリキングオー（11 牡 キングヘイロー） ４勝，クラウンＣ
ブルーラッド（06 牡 ＊シーロ） １１勝，浦和記念 ，マーキュリーＣ

２着，埼玉栄冠賞，戸塚記念，東京湾Ｃ，etc.，ＮＡＲ優３歳
プレシャスキール（95 牝 ＊ノーザンテースト）１勝

ヒカリシャトル（04 牡 マンハッタンカフェ）４勝，スピカＳ，名鉄杯，美濃特別，メ
トロポリタンＳ ２着

サンライズクォリア（07 牡 キングカメハメハ）３勝，ユニコーンＳ ３着，もち
の木賞， 入着，兵庫ＣｈＳ ２着，全日本２歳優駿 ４着

４代母 ＊シル（70 USA鹿 Buckpasser）不出走
［子］ マルゼンスキー（74 牡 Nijinsky）８勝，朝日杯３歳Ｓ，日本短波賞，短距離Ｓ

，府中３歳Ｓ ，いちょう特別，優２牡，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： 貞広 賢治
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 01456-2-5157



29 マイネフェニーチェの２７ 牡・鹿 １／ ９

アサクサキングス
鹿 2004

マイネフェニーチェ
青鹿 2006

＊ホワイトマズル

クルーピアスター

＊ブライアンズタイム

マイネディーバ

＊ダンシングブレーヴ
Fair of the Furze

＊サンデーサイレンス
＊クルーピアレディー
Roberto
Kelley's Day
トウカイテイオー

＊アルカザーマ

体高

胸囲

管囲
（Miss Minx ～Maid of the Mist） 16 h

Hail to Reason M 4×S 5

価格： 購買者：
母 マイネフェニーチェ（06 青鹿 ＊ブライアンズタイム） ９勝
初仔

２代母 マイネディーバ（99 黒鹿 トウカイテイオー）３勝
マイネルアトラクト（09 牡 アドマイヤマックス）１勝，シンザン記念 ２着

３代母 ＊アルカザーマ（82 USA鹿 Alydar）英入着
サラファ Sarafa（89 牝 ＊トライマイベスト）伊・仏７勝，アヴェニーレ賞 ２着，ヴィ

ットリオクレスピ賞 ２着
スマッシングサクセス Smashing Success（92 牝 ＊ワージブ）米・仏５勝，カラヴェル賞

３着

４代母 ドラマクリティック Drama Critic（74 USA鹿 Reviewer）米１０勝，ラモナＨ ，ヴァニ
ティＨ ２着，ラカニャーダＳ ２着，ミレイディＨ ２着，サンタマリアＨ ３着，etc.

５代母 ソフィスト Sophist（60 GB栗 Acropolis）愛・英１勝
［子］ スピーシャス Specious（68 牝 Prince John）米３勝，ロレンスリアリゼイショ

ンＳ，ニッカボッカーＨ２着
シラバス Syllabus（72 牡 Proud Clarion）米４勝，ローマーＨ ２着，スタイミ
ーＨ ２着，ディスカヴァリーＨ ３着

ニュートラル Neutral（66 Battle Joined）米９勝，デルマーダービー３着，ヴ
ォランテＨ３着

グロサリー Glossary（71 牡 Prince John）米５勝，セクレタリアトＳ ，種牡馬
［孫］ トルーステイトメント True Statement（74 牡 Nodouble）米７勝，コーンハス

カーＨ ，ボードオヴガヴァナーズＨ ，ガルフストリームパークＨ
２着，ゴールデンゲイトＨ ２着，ミシガンマイルアンドワンエイスＨ
３着，etc.，種牡馬

プラウエス Prowess（73 牝 Proud Clarion）米１勝，メイトロンＳ ３着
フルオヴスターズ Full of Stars（83 牡 Full Partner）米３勝，シネマＨ ３着

［曾孫］ アナザーボブ Another Bob（88 牡 Roberto）瑞・英・伊・独９勝，リボー賞
２着，ジェフリーフリアＳ ３着，ナポリ市大賞 ３着，ナターレディロ
ーマ賞 ３着，シニョリノ賞 ，etc.，種牡馬

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



30 ハーストーリー２０１５ 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

体高

胸囲

管囲
（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：５，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

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
［孫］ シンカキツバタ（89 牝 グレートセイカン）２勝，新発田特別

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

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



31 クスノステファニー２７ 牡・栗 ２／２４

アドマイヤムーン
鹿 2003

クスノステファニー
栗 2004

＊エンドスウィープ

マイケイティーズ

＊タイキシャトル

ステファニーチャン

＊フォーティナイナー
Broom Dance

＊サンデーサイレンス
＊ケイティーズファースト
Devil's Bag

＊ウェルシュマフィン
＊アーミジャー
＊チャリタブル

体高

胸囲

管囲
（Faerie Queene ～ Rose of England） 3 i

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

価格： 購買者：
母 クスノステファニー（04 栗 ＊タイキシャトル）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
ローレルベロボーグ（10 牡 黒鹿 スペシャルウィーク）１勝， ４勝
ブライトアゲン（11 牝 栗 テレグノシス） １勝
レッツパフューム（12 牝 鹿 アドマイヤコジーン） 出走
ビジュサーク（13 牝 栗 サムライハート） 入着
グローリアスザッツ（14 牝 黒鹿 ＊ストーミングホーム） 地方不出走

２代母 ステファニーチャン（96 鹿 ＊アーミジャー）３勝，報知４歳牝馬特別 ２着，フェ
アリーＳ ３着，バーデンバーデンＣ ，フローラＳ
ツクバホクトオー（06 牡 フジキセキ）４勝，新潟２歳Ｓ ２着，東風Ｓ ，摩耶Ｓ，

すばるＳ ２着，ジャニュアリーＳ ２着，etc.
イーグルドライヴ（07 牡 アッミラーレ）３勝，大島特別， ６勝

３代母 ＊チャリタブル（87 USA黒鹿 Lyphard）米１勝
ヘイセイピカイチ（00 牝 ＊オペラハウス）２勝，クイーンＣ ２着，朝日岳特別， １勝

４代母 パスザバスケット Pass the Basket（73 USA鹿 Buckpasser）不出走
［子］ バスケットウィ－ヴ Basket Weave（81 牡 Best Turn）米９勝，ジャイプールＳ

，トルーノースＨ ２着，トムフールＳ ３着，ブルリーＳ ，ペット
バリーＳ ２着，etc.，種牡馬

［孫］ コーウォン Chorwon（93 Cozzene）米１３勝，ケンタッキーＣターフＨ ，ソ
ードダンサーＨ ３着，アーリントンＨ ３着，エルクホーンＳ ３着
（２回），etc.

ユ－コンロバリ－Yukon Robbery（89 Yukon）米８勝，アーリータイムズ
ターフクラシック ３着，エセックスＨ ３着，フェアグラウンズＢＣ
Ｈ （２回），イクスプローシヴビッドＳ ２着，etc.

［曾孫］ ラッシュベイ Rush Bay（02 牡 Cozzene）米・加６勝，ニジンスキーＳ ，ジェ
ファーソンＣ ，ケンタッキージョッキークラブＳ ２着，シカモーＢ
ＣＳ ２着，アメリカンターフＳ ２着，etc.，種牡馬

クラシックエレガンス Classic Elegance（02 牝 Carson City）米３勝，スカイラヴィ
ルＳ ，デビュターントＳ ，スリーチムニーズジュヴェナイルＳ ３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



32 シャノン２０１５ ・栗 ３／２７

ローズキングダム
黒鹿 2007

＊シャノン
栗 2004

キングカメハメハ

ローズバド

Grand Lodge
グランドロッジ

Rills
リルズ

Kingmambo
＊マンファス
＊サンデーサイレンス
ロゼカラー
Chief's Crown
La Papagena
Clever Trick
I'm Out

体高

胸囲

管囲
（Cosmah ～ Almahmoud） 2 d

Sir Gaylord M 5×M 5

価格： 購買者：
母 ＊シャノン（04 IRE 栗 Grand Lodge）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（７）〕
ラブミーマックス（10 牝 黒鹿 ＊ジークエンブレム） １勝
キングシャノン（11 牡 栗 ＊ルールオブロー） ４勝
ナナチャン（12 牝 黒鹿 ＊ジークエンブレム） １勝
ラストエンブレム（13 牝 黒鹿 ＊ジークエンブレム） １勝
ベニノサクラ（14 牝 鹿 カンパニー） 地方不出走

２代母 リルズ Rills（96 USA黒鹿 Clever Trick）米４勝，セイフリーケプトＳ ３着，コン
トラリーローズＳ ，ハーフムーンＳ ２着

＊カーティスクリーク（01 ＊サザンヘイロー）３勝，飯豊特別

３代母 アイムアウト I'm Out（84 USA鹿 Lord Gaylord）米７勝
＊ディソサード（91 牝 Dixieland Band）米２勝

＊アグネスデキシイ（97 牡 ＊サザンヘイロー）２勝，プラタナス賞
＊サードニックス（99 牡 Candy Stripes）３勝，ベンジャミンＳ ，キャピタルＳ ２

着，ジュニアＣ ２着，ディセンバーＳ ３着
サンクスアロット（02 牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，西部日刊スポ杯
ピタゴラスコンマ（09 牡 ジャングルポケット）１勝，いちょうＳ ２着
レッドリヴェール（11 牝 ステイゴールド） ３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ

，札幌２歳Ｓ ，桜花賞 ２着，クイーンＳ ２着，ヴィクトリア
マイル ４着，優２牝

４代母 ＊ダンシングフリー（79 USA鹿 Dancing Count）不出走

５代母 フラミンゴウェイFlamingo Way（60 USA鹿 Third Brother）米５勝

６代母 コズマー Cosmah（53 USA鹿 Cosmic Bomb）米９勝，アスタリタＳ，ガーデニアＳ
２着，ガゼルＨ２着，パジャントＳ２着，フリゼットＳ３着
［曾孫］ レミグラン L'Emigrant（80 牡 The Minstrel）米・仏５勝，仏２０００ギニー ，リ

ュパン賞 ，クリテリヨムドメゾンラフィット ，ラロシェット賞 ，仏
ダービー ２着，etc.，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



33 モトメチャンの２０１５ ・鹿 ４／ ６

ナカヤマフェスタ
鹿 2006

モトメチャン
鹿 2003

ステイゴールド

ディアウィンク

＊アフリート

＊モザーティアナ

＊サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ

＊タイトスポット
セイレイ
Mr. Prospector
Polite Lady
Nijinsky
Sex Appeal

体高

胸囲

管囲
（Sex Appeal ～ Best in Show） 8 f

Tom Fool M 5×M 5

価格： 購買者：
母 モトメチャン（03 鹿 ＊アフリート）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（８）〕
ゼロワンチャンプ（10 牡 鹿 ステイゴールド） ８勝

２代母 ＊モザーティアナ（89 USA鹿 Nijinsky）不出走
＊ミークアピール（94 牝 Woodman）２勝

トライアンファント Triumphant（09 Danehill Dancer） 愛・英１勝，ムアズブリ
ッジＳ ２着，テトラークＳ ３着，愛・英・障害１勝

＊ピープルヒーロー（95 牡 Woodman）３勝，山国川特別
ケイアイリュージン（97 牝 ＊グルームダンサー）２勝

ケイアイフォーユー（03 牝 ＊ボストンハーバー）１勝，ダリア賞 ３着， １０勝
エルドラゴン（08 牡 マーベラスサンデー）１勝， １勝，北海優駿３着

カレッジホース（98 牝 ＊トニービン）不出走
マルヨモザー（06 牝 アグネスタキオン）入着２回
マルヨバクシン（12 牝 サクラバクシンオー） ４勝，淀屋橋Ｓ，天草特別

クリーン（04 牡 ＊ホワイトマズル）６勝，阿蘇Ｓ ，関越Ｓ ２着，伏竜Ｓ ３着，etc.，
３勝，佐賀記念 ３着，鏡山賞３着

３代母 セクスアピール Sex Appeal（70 USA栗 Buckpasser）不出走
＊トライマイベスト（75 牡 Northern Dancer）愛・英４勝，デューハーストＳ ，ヴォクソ

ールトライアルＳ ，ラークスパーＳ ，種牡馬
エルグランセニョール El Gran Senor（81 牡 Northern Dancer）愛・英７勝，愛ダービー ，英２

０００ギニー ，デューハーストＳ ，愛ナショナルＳ ，英ダービー ２着，etc.，種牡馬
ベラセニョ－ラBella Senora（84 牝 Northern Dancer）愛出走

ナポリ Napoli（91 牝 ＊バイアモン）独・仏４勝，ミネルヴ賞 ３着，ペピニエール
賞 ，テステ大賞 ，カジミールデラマール賞
ドームドライヴァー Domedriver（98 牡 Indian Ridge）米・英・伊・仏６勝，Ｂ
Ｃマイル ，Ｄヴィルデンシュタイン賞 ，シュマンドフェルデュノール
賞 ，ジャックルマロワ賞 ２着（２回），etc.，種牡馬

＊ロッタレース（92 牝 Nureyev）不出走
フサイチパンドラ（03 牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，エリザベス女王杯 ，札幌

記念 ，オークス ２着，エリザベス女王杯 ２着，秋華賞 ３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： 水丸牧場
飼 養 者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 0146-43-3339



34 メジロボンベイ２７の６ ・鹿 ４／１５

＊パイロ
黒鹿 2005

メジロボンベイ
鹿 2002

Pulpit
プルピット

Wild Vision
ワイルドヴィジョン

スペシャルウィーク

＊コロンバイト

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

＊サンデーサイレンス
キャンペンガール
Caerleon
Graphite

体高

胸囲

管囲
（Nangela ～ Sybil's Niece） 14 c

Mr. Prospector S 4×M 4 Nijinsky M 4×M 5

価格： 購買者：
母 メジロボンベイ（02 鹿 スペシャルウィーク）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
カシノペンダント（09 牝 栗 ローエングリン）入着， ２勝，初夏賞（１４００），文月賞
（１７５０）２着，佐賀皐月賞（１７５０）３着

アイルーロス（13 牝 黒鹿 ＊キャプテンスティーヴ） １勝

２代母 ＊コロンバイト（96 GB青鹿 Caerleon）不出走
メジロニコラス（01 ＊サンデーサイレンス）５勝，晩秋特別，支笏湖特別，北洋特別，

山吹賞，札幌日経ＯＰ ３着

３代母 グラファイトGraphite（84 USA黒鹿 Mr. Prospector）英１勝
＊クロヴィスポイント（91 牝 Kris）首・米・英・仏１勝

テンプルオヴピース Temple of Peace（98 牝 ＊カーネギー）仏３勝，リヨンダンジェ
大賞 ２着
フービガットユーWhobegotyou（05 Street Cry）豪１０勝，コーフィールドＳ

，コーフィールドギニーズ ，ＪＪリストンＳ ，ＶＲＣブレイミーＳ ，
ジョンＦフィーハンＳ ，etc.

ローズクオーツRose Quartz（97 牝 ＊ラムタラ）愛１勝
ロザワ Rosawa（02 牝 Linamix）仏４勝，カロンヌ賞 ，リアンクール賞

ロザナラ Rosanara（07 牝 Sinndar）英・仏２勝，マルセルブサック賞 ，仏オー
クス ２着，クリテリヨムアンテルナシヨナル ３着，フロール賞 ３着，
グロット賞 ３着

ラージサマン Rajsaman（07 牡 Linamix）首・英・仏・香６勝，Ｄヴィルデンシュタ
イン賞 ，ミュゲ賞 ，パース賞 ，フォンテヌブロー賞 ，ムーランドロン
シャン賞 ３着，etc.，種牡馬

４代母 ステラレット Stellarette（78 CAN鹿 Tentam）米７勝，バーバラフリッチーＨ ，
ヘンドリーＨ ，インタバラＨ ２着
［孫］ タップトゥミュージック Tap to Music（95 牝 Pleasant Tap）米６勝，ガゼルＨ

，バーバラフリッチーＨ ，デラウェアＨ ，シュヴィーＨ ３着，デ
ィスタフＨ ３着，etc.

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



35 ディアマイフレンズ２０１５ ・黒鹿 ５／１３

ブラックタイド
黒鹿 2001

ディアマイフレンズ
黒鹿 2000

＊サンデーサイレンス

＊ウインドインハーヘア

＊ミシエロ

フジノタカコトブキ

Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere
Conquistador Cielo
My Inheritance
ホリスキー
フジノタカコマチ

体高

胸囲

管囲
（マンナ～ ＊フラストレート） 1 b

Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ディアマイフレンズ（00 黒鹿 ＊ミシエロ） ２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（１１）〕
イカルストミー（09 牡 鹿 ＊アサクサデンエン） １０勝
サニーホリスキー（12 牡 鹿 ＊フォーティナイナーズサン） 入着
チトニアトーチ（13 牝 青鹿 ヴァーミリアン） １勝

２代母 フジノタカコトブキ（92 鹿 ホリスキー）５勝，ＨＴＢ賞
サイレンスボーイ（99 牡 マーベラスサンデー）９勝，武蔵野Ｓ ２着，アンタレスＳ

２着，師走Ｓ ，コーラルＳ （２回），甲南Ｓ，御陵特別，愛宕特別
サンデーヒストリー（05 牡 マンハッタンカフェ）４勝，城崎特別

３代母 フジノタカコマチ（85 鹿 ＊コリムスキー）３勝，藻岩山特別
ヤマカツスズラン（97 牝 ＊ジェイドロバリー）５勝，阪神３歳牝馬Ｓ ，マーメイドＳ

，クイーンＳ ，秋華賞 ２着，プロキオンＳ ２着，マーメイドＳ ２着，シリ
ウスＳ ３着，ききょうＳ ，優２牝， １勝，全日本サラブレッドＣ ，兵
庫ゴールドＴ ３着，ＪＢＣスプリント ４着
ヤマカツブライアン（04 牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，伊丹Ｓ， 入着，兵庫

ＣｈＳ ２着
ヤマカツオーキッド（05 牝 ダンスインザダーク）２勝，コスモス賞
ヤマカツライデン（12 牡 ＊シンボリクリスエス） ３勝，白川特別

ヤマカツマヤリス（07 牝 ＊クロフネ）１勝
ヤマカツボーイ（12 牡 ハーツクライ） １勝

ツエルククラウン（98 牡 タマモクロス）２勝， ２勝
チーサキー（00 牝 ＊シアトルダンサー ）入着， １勝

ビッグサンダー（07 牡 ＊プリサイスエンド）１勝
ピカレスクコート（02 牡 ＊ジェイドロバリー）仏入着，Ｄヴィルデンシュタイン賞 ２

着，６勝，ダービー卿ＣｈＴ ，道頓堀Ｓ，初霜特別，太宰府特別，さわらび賞，小
倉日経ＯＰ ２着

ヤマカツアンナ（03 牝 ＊フォーティナイナー）１勝
クレバーデューク（04 牡 マヤノトップガン）２勝

販売申込者： 秋場牧場＝浦河町野深 0146-27-4228
所 有 者： 秋場牧場
生 産 牧 場： 秋場牧場
飼 養 者： 藤春 修二＝浦河町野深 0146-27-4135



36 ケンエンデバー２０１５ 牡・鹿 ４／ ３

＊シルバーチャーム
芦 1994

ケンエンデバー
鹿 2003

Silver Buck
シルヴァーバック

Bonnie's Poker
ボニーズポーカー

マーベラスサンデー

セイントセーラ

Buckpasser
Silver True
Poker
What a Surprise

＊サンデーサイレンス
モミジダンサー
Caerleon

＊マラブー

体高

胸囲

管囲
（Quill ～ Quick Touch） 5 g

Hail to Reason S 4×M 5×M 5 Round Table S 4×M 5 Northern Dancer M 5×M 5

価格： 購買者：
母 ケンエンデバー（03 鹿 マーベラスサンデー）３勝，仁山特別（１２００）
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
スカラブルー（11 牝 栗 ＊オペラハウス） ４勝
アポロフリューゲル（12 牡 栗 ＊ロッコウオロシ）入着２回， ２勝
コアハッピー（13 牝 鹿 ＊サウスヴィグラス） 入着

２代母 セイントセーラ（94 鹿 Caerleon）入着
シルクフェイマス（99 牡 マーベラスサンデー）９勝，ＡＪＣＣ ，京都記念 ，日経新

春杯 ，宝塚記念 ２着，有馬記念 ３着，天皇賞（春） ３着，京都記念 ３着，
金鯱賞 ３着，比叡Ｓ，ＨＴＢ賞，日高特別，湯浜特別，種牡馬

セイントエンジェル（01 牝 ＊プレミアムサンダー）不出走
ケンアマツカゼ（05 牝 マーベラスサンデー） １勝
ケンブリッジサン（10 牡 フサイチホウオー）３勝，安房特別

ケンブリッジエル（06 牡 ＊エイシンプレストン）４勝，シルクロードＳ ３着，勝浦
特別，雪うさぎ賞

３代母 ＊マラブー（89 USA栗 Roberto）英入着
ビワグッドラック（95 牝 ＊アジュディケーティング）３勝，ローズＳ ２着，野分特別

ラッキーマーメイド（02 牝 フジキセキ）出走
ラブミーアゴー（09 牝 ＊ロージズインメイ） ３勝，のじぎく賞３着

ノーメイク（03 牝 アグネスタキオン）入着２回， ６勝，兵庫牝馬特別２着，
兵庫クイーンＣ２着

４代母 ラストフェザー Last Feather（79 USA黒鹿 Vaguely Noble）英・仏２勝，ミュージ
ドラＳ ，英オークス ３着，ＲトンプソンニューベリーＳ
［子］ ファーフェザー Phar Feather（85 牡 Lyphard）米・仏１勝，コンデ賞 ２着，マ

ッチェム賞 ３着，種牡馬，ファレイン（サリンジャーＳ ）の父
プレシャスフェザー Precious Feather（97 牝 Gone West）米５勝，ターフウェ
イパークＨ ２着，アゼイリャＳ ２着，ボーンフェイマスＨ ，ジュデ
ィズレッドシューズＳ ，ノーブルロイヤルティＨ ，etc.

［孫］ ＊オーサムフェザー（08 牝 Awesome of Course）米１０勝，ＢＣジュヴェナイルフ
ィリーズ ，ガゼルＳ ，ナスティストームＳ

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



37 アンジュールラブの２７ 牡・鹿 ２／２０

アサクサキングス
鹿 2004

アンジュールラブ
栗 2007

＊ホワイトマズル

クルーピアスター

＊グリーンアプローズ

ベティボルテクス

＊ダンシングブレーヴ
Fair of the Furze

＊サンデーサイレンス
＊クルーピアレディー
Mr. Prospector
Young Ballerina
ジェニュイン

＊ワラダー

体高

胸囲

管囲
（Tekka ～ Book Debt） 1 n

＊サンデーサイレンス S 3×M 4 ＊クルーピアレディー S 3×M 4
Northern Dancer M 4×S 5×M 5
価格： 購買者：

母 アンジュールラブ（07 栗 ＊グリーンアプローズ） ７勝
〔産駒馬名登録数：１〕
イチジンノカゼ（14 牝 栗 アサクサキングス） 地方不出走

２代母 ベティボルテクス（02 鹿 ジェニュイン） 入着２回
ニュートリノビーム（11 牡 ＊パーソナルラッシュ） ４勝

３代母 ＊ワラダー（81 USA鹿 Northern Dancer）英入着３回
ユニオンワラダー（92 牝 ＊クリスタルグリツターズ）１勝

シーホアン（04 牝 ＊デザートストーリー） ３勝，東京プリンセス賞２着，
ロジータ記念３着

４代母 ビティガール Bitty Girl（71 GB鹿 Habitat）米・英８勝，クイーンメアリーＳ ，
モールコームＳ ，ローザーＳ ，キングズスタンドＳ ２着
［子］ ボードレール Beaudelaire（80 牡 Nijinsky）愛・英・仏４勝，モーリスドゲー

スト賞 ，ビーズウィングＳ ，トライマイベストＳ ，ハローゴージャ
スＳ ２着，ホワットアゲストＳ ２着，種牡馬

ニジット Nijit（77 牝 Nijinsky）米５勝，コティリオンＳ ３着
［孫］ ナジェカム Najecam（93 牝 Trempolino）米６勝，プリンセスＳ ２着，サンク

レメンテＨ ３着，ハニムーンＨ ３着
［曾孫］ アクションジスデイ Action This Day（01 牡 Kris S.）米２勝，ＢＣジュヴェナ

イル ，種牡馬
ロードアドミラル Lord Admiral（01 牡 El Prado）首・愛・米・英６勝，ジェベ
ルハッタ ，アルラシディヤ ，バリーコーラスＳ ，アルファヒディフ
ォート ２着，タタソールズゴールドＣ ３着，etc.，種牡馬

シェリーン Sherine（05 牝 ＊プリサイスエンド）米４勝，カムリーＳ ，ウィ
ズアンティシペイションＳ ３着

パレイドクイーン Parade Queen（94 牝 A.P. Indy）米６勝，ジョーネイマスＨ
，ミセズリヴィアＳ ，レアパフュームＨ ２着，ジェニーワイリーＳ
２着，スワニーリヴァーＨ ３着，etc.

＊キングナムラ（95 牡 Seeking the Gold）３勝，中日スポ４歳Ｓ ２着，もちの
木賞，すずらん賞 ２着， ３勝

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： 西野 春樹
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 01456-2-5157



38 リキサンセレブ２０１５ 牡・鹿 ３／２４

＊エンパイアメーカー
黒鹿 2000

リキサンセレブ
黒鹿 2002

Unbridled
アンブライドルド

Toussaud
トゥソ－

＊コマンダーインチーフ

ファゼンデイロ

Fappiano
Gana Facil
El Gran Senor
Image of Reality

＊ダンシングブレーヴ
Slightly Dangerous

＊アイシーグルーム
＊ロランジエリー

体高

胸囲

管囲
（Irish Star ～ Botany Bay） 1 w

Northern Dancer S 4×M 5 In Reality S 4×S 5 Lyphard M 4×M 5
Roberto M 4×M 5 Raise a Native S 5×M 5
価格： 購買者：

母 リキサンセレブ（02 黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
ピークハンター（09 牡 黒鹿 メジロベイリー） ７勝

２代母 ファゼンデイロ（94 鹿 ＊アイシーグルーム） １勝
ケイビイスパイダー（99 牝 ＊リンドシェーバー）４勝

３代母 ＊ロランジエリー（81 USA黒鹿 J.O. Tobin）英・仏４勝，アンプリュダンス賞 ，ポ
ンタルム賞
カ－ドマニア Cardmania（86 Cox's Ridge）米・英・伊・独・仏・香１６勝，ＢＣスプリ

ント ，サンカルロスＨ ，エインシェントタイトルＨ ，ポトレログランデＨ ，
ロスアンジェルスＨ ，etc.

＊ケイワンフランス（89 牝 Saint Cyrien）米入着４回
ケイアイサウンド（98 牡 ＊アイシーグルーム）３勝，沈丁花賞， ４勝
ケイアイアラジン（99 牡 ＊ブラッシングジョン） ２０勝，もみじ特別３着

ケイワンバイキング（93 ＊アイシーグルーム）９勝，ダービー卿ＣｈＴ ，函館スプリ
ントＳ ，東京新聞杯 ２着，京王杯スプリングＣ ３着，マイラーズＣ ３着，etc.

４代母 リスカ Liska（75 FR鹿 Lyphard）仏２勝
［子］ リスカズダンス Liska's Dance（84 牝 Riverman）仏３勝，コロネイション賞 ，

リューリー賞
［孫］ リシットキ－Lissitki（89 Green Desert）米・仏７勝，ベイメドーズＨ ３

着，イヤリング賞 ２着
ホッカイカトリーヌ（00 牝 ＊ソヴィエトスター） １４勝，ル・プランタ
ン賞２着，九州記念３着

ダンシングクリス Dancing Kris（93 Kris）英・仏４勝，ドーヴィルＧＨ ３着

５代母 アイリッシュスター Irish Star（60 FR鹿 Klairon）仏３勝，フロール賞２着
［子］ アイリッシュリヴァー Irish River（76 牡 Riverman）仏１０勝，仏２０００ギニー ，

ジャックルマロワ賞 ，ムーランドロンシャン賞 ，イスパーン賞 ，仏
グランクリテリヨム ，etc.，種牡馬

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



39 マイネレヴェランス２０１５ ・青鹿 ４／ ４

＊ストーミングホーム
黒鹿 1998

マイネレヴェランス
青 2007

Machiavellian
マキアヴェリアン

Try to Catch Me
トライトゥキャッチミ－

ダンスインザダーク

チアズダンサー

Mr. Prospector
Coup de Folie
Shareef Dancer
It's in the Air

＊サンデーサイレンス
＊ダンシングキイ
アンバーシヤダイ
シヤトーフオモサ

体高

胸囲

管囲
（ ～ ＊ネロリ） 13 c

Mr. Prospector S 3×S 4 Halo S 4×M 4 Northern Dancer S 4×M 5×M 5
Natalma S 5×S 5
価格： 購買者：

母 マイネレヴェランス（07 青 ダンスインザダーク）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 チアズダンサー（93 鹿 アンバーシヤダイ）２勝，エルフィンＳ ， 入着，グラン
シャリオＣ３着
チアズブライトリー（98 牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，七夕賞 ，京阪杯 ，鳴尾記念

２着，すみれＳ ，中京３歳Ｓ ，etc.，種牡馬
チアズメッセージ（00 牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ ，ダービー卿Ｃｈ

Ｔ ２着，マーメイドＳ ２着，愛知杯 ２着，チューリップ賞 ３着，etc.
プレファシオ（07 牡 ＊クロフネ）５勝，昇竜Ｓ ，ながつきＳ，岩国特別， １

勝，京成盃グランドマイラーズ２着
クリプトグラム（12 牡 キングカメハメハ） ４勝，大阪―ハンブルクＣ ，淡路特別

ラッセルバローズ（03 牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，東山特別

３代母 シヤトーフオモサ（77 青 ＊シヤトーゲイ）３勝，ガーベラ賞
ハヤノキフジン（90 牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，カーネーションＣ ，ミモザ

賞，六甲Ｓ ３着
エムジークロス（96 牝 モガミチャンピオン） １勝，関東オークス３着
サンポンド（99 牡 ＊ラシアンボンド） １１勝，スパーキングサマーＣ２着
バリオス（00 牡 ＊シャンハイ）４勝，メルボルンＴ，栗東Ｓ ２着

４代母 ＊ネロリ（69 FR青 Dan Cupid）不出走

５代母 オーラダAurada（62 FR鹿 Aureole）仏入着

６代母 コレジャダ Corejada（47 FR鹿 Pharis）英・仏５勝，愛オークス，仏１０００ギニー，チ
ヴァリーパークＳ，ローザーＳ，仏オークス２着，etc.
［子］ アポロニア Apollonia（53 牝 Djebel）仏６勝，仏オークス，仏１０００ギニー，仏グ

ランクリテリヨム，モルニー賞，グロット賞，etc.
マシープMacip（52 牡 Marsyas）英・独・仏６勝，アスコットゴールドＣ，ロ
イヤルオーク賞，モーリスドニュイユ賞，ケルゴルレイ賞，リュパン賞３
着，etc.，種牡馬

販売申込者： 太田ファーム＝青森県上北郡おいらせ町 0178-56-2727
所 有 者： 太田ファーム
生 産 牧 場： 太田ファーム
飼 養 者： 太田ファーム＝青森県上北郡おいらせ町 0178-56-2727



40 エムオーフラワー２７ ・芦 ５／１４

キャプテントゥーレ
芦 2005

エムオーフラワー
鹿 2003

アグネスタキオン

エアトゥーレ

＊ヴィクトリースピーチ

ミラクルムテキ

＊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
Deputy Minister
Ida's Image

＊キャロルハウス
ノーザンフラワー

体高

胸囲

管囲
（ ～ ＊フアイアフラワー） 1 n

＊ロイヤルスキー S 4×S 5 Northern Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：
母 エムオーフラワー（03 鹿 ＊ヴィクトリースピーチ）入着， １勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（３）〕
エムオースイフト（09 牝 黒鹿 スパイキュール） １勝
エムオーペガサス（11 牡 栗 リンカーン） １勝
エムオーキラメキ（12 牝 栃栗 マーベラスサンデー） １勝

２代母 ミラクルムテキ（93 栗 ＊キャロルハウス）不出走
エムオーウイナー（01 牡 ニホンピロウイナー）７勝，シルクロードＳ ，オーシャンＳ

２着，新春Ｓ，桶狭間特別，鷹ケ峰特別，江差特別，福島民友Ｃ ２着，種牡馬

３代母 ノーザンフラワー（77 栗 ＊ノーザンテースト）不出走
フラワーカーペツト（85 牝 ＊ルドウターブル）１勝

ユキノダンディ（92 牡 ＊リフアーズスペシヤル） ５勝，３歳優駿
フラワーパーク（92 牝 ニホンピロウイナー）７勝，スプリンターズＳ ，高松宮杯 ，

シルクロードＳ ，ＣＢＣ賞 ２着，スプリンターズＳ ４着，うずしおＳ，千種
川特別，恵那特別，陽春Ｓ ２着，優短距，優父内
フィレンツェ（01 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，須磨特別（２回），クリスマスキ

ャロル賞，あすなろ賞，すみれＳ ３着
クリアンサス（08 牝 Redoute's Choice）３勝，マーガレットＳ ，春菜賞
ヴァンセンヌ（09 牡 ディープインパクト）６勝，東京新聞杯 ，安田記念 ２

着，京王杯スプリングＣ ２着，元町Ｓ，エクセレントＪｓＴ，etc.，種牡馬

４代母 ＊フアイアフラワー（72 IRE 鹿 Dike）不出走
［子］ ダイナカーペンター（84 牡 フレーミングユース）８勝，京都記念 ，阪神大

賞典 ，鳴尾記念 ３着，宝塚記念 ４着，カシオペアＳ ，etc.
エアマジック（90 牡 ＊スリルシヨー）３勝，Ｒたんぱ賞 ２着，毎日杯 ２着，
共同通信杯４歳Ｓ ３着，メイＳ ３着，若草Ｓ ３着，etc.

［孫］ ロイヤルセランガー（01 牝 ＊パラダイスクリーク）２勝，ファンタジーＳ
２着，阪神ジュベナイルフィリーズ ４着，ききょうＳ ２着，etc.，

５勝，東海ゴールドＣ，読売レディス杯，etc.
スターシップ（04 牡 ＊クロフネ）６勝，大沼Ｓ ，etc.， ２勝，帝王賞

５着，報知ＧＰＣ，報知オールスターＣ，埼玉新聞栄冠賞２着，etc.

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： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 01456-2-5157



41 プレミールサダコ２０１５ ・栗 ５／１１

カネヒキリ
栗 2002

プレミールサダコ
黒鹿 2009

フジキセキ

＊ライフアウトゼア

サニングデール

＊パトリシアズドリーム

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Deputy Minister
Silver Valley

＊ウォーニング
＊カディザデー
Indian Ridge
Ardnamurchan

体高

胸囲

管囲
（ ～ Sandfly） 2 h

In Reality S 5×M 5

価格： 購買者：
母 プレミールサダコ（09 黒鹿 サニングデール） ３勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊パトリシアズドリーム（95 IRE 栗 Indian Ridge）愛１勝
グリーンヒルオトメ（02 牝 ＊ポリッシュパトリオット） ９勝
リュウセイミラード（03 牝 ＊ポリッシュパトリオット） １勝

３代母 アルドナムルハンArdnamurchan（87 IRE 鹿 Ardross）愛・障害入着
ムルハンタインMurchan Tyne（93 牝 Good Thyne）英２勝，英・障害１勝

４代母 スターライトナイト Starlite Night（82 USA鹿 Star de Naskra）米・英１勝

５代母 ワンナイトアフェア One Night Affair（74 USA黒鹿 O'Hara）米４勝，ジャージー
ベルＨ ２着
［子］ アバヴザテイブル Above the Table（90 牝 Never Tabled）米１５勝，バレリーナＳ
［孫］ パーフェクトレッド Perfect Red（89 牝 King Jody）米１０勝，スプリングフィー

ヴァーＳ ３着
スイートステッパー Sweet Stepper（99 Candy Stripes）米１１勝，ヒルライズ
Ｓ ２着

サンデイゲイシャ Sunday Geisha（05 牝 サンデーブレイク）米４勝，マイジュ
リエットＳ ２着，リグレットＳ ３着

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： 清水 貞信＝青森県三戸郡五戸町 0178-77-2617



42 ヤマカツアンナ２０１５ ・栗 ５／ ６

＊シニスターミニスター
鹿 2003

ヤマカツアンナ
栗 2003

Old Trieste
オールドトリエステ

Sweet Minister
スイートミニスター

＊フォーティナイナー

フジノタカコマチ

A.P. Indy
Lovlier Linda
The Prime Minister
Sweet Blue
Mr. Prospector
File

＊コリムスキー
コビナタヒメ

体高

胸囲

管囲
（マンナ～ ＊フラストレート） 1 b

Mr. Prospector M 3×S 5

価格： 購買者：
母 ヤマカツアンナ（03 栗 ＊フォーティナイナー）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ヤマカツライラック（08 牝 栗 ＊グラスワンダー） ４勝
カシノマローネ（09 牝 栗 ＊グランデラ） ２勝
トドロキボサツ（13 牝 鹿 ブラックタイド） 出走

２代母 フジノタカコマチ（85 鹿 ＊コリムスキー）３勝，藻岩山特別
フジノタカコトブキ（92 牝 ホリスキー）５勝，ＨＴＢ賞

サイレンスボーイ（99 牡 マーベラスサンデー）９勝，武蔵野Ｓ ２着，アンタレス
Ｓ ２着，師走Ｓ ，コーラルＳ （２回），etc.

サンデーヒストリー（05 牡 マンハッタンカフェ）４勝，城崎特別
ヤマカツスズラン（97 牝 ＊ジェイドロバリー）５勝，阪神３歳牝馬Ｓ ，マーメイドＳ ，ク

イーンＳ ，秋華賞 ２着，etc.，優２牝， １勝，全日本サラブレッドＣ ，etc.
ヤマカツブライアン（04 牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，伊丹Ｓ， 入着，兵庫

ＣｈＳ ２着
ヤマカツオーキッド（05 牝 ダンスインザダーク）２勝，コスモス賞
ヤマカツライデン（12 牡 ＊シンボリクリスエス） ３勝，白川特別

ピカレスクコート（02 牡 ＊ジェイドロバリー）仏入着，Ｄヴィルデンシュタイン賞 ２
着，６勝，ダービー卿ＣｈＴ ，道頓堀Ｓ，初霜特別，小倉日経ＯＰ ２着，etc.

３代母 コビナタヒメ（74 鹿 ＊タマナー）出走
シマノオーカン（83 牡 ＊コリムスキー） ９勝

４代母 タイムマンナ（65 鹿 ＊ゲイタイム）不出走
［子］ チヨダタイム（73 牡 ＊テユーダーペリオツド）３勝，栗子特別， ９勝
［孫］ ニッポータイガー（84 牡 ＊ナイスダンサー）４勝，フェブラリーＨ ２着，福

島民報杯 ３着，etc.， ４勝，足利記念，織姫賞，とちぎ大賞典３
着，etc.，種牡馬

フトー（84 牡 ＊デユール）４勝，みちのく特別，雄国沼特別
［曾孫］ カツノコバン（84 牡 スズカシンプウ）入着，阪神大賞典 ２着，

１３勝，高崎大賞典（２回），尊氏賞，開設記念
ヤマトライコウ（81 牡 キタノカチドキ）４勝，山中湖特別

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



43 エプソムアイリス２０１５ ・鹿 ４／１２

＊スクワートルスクワート
黒鹿 1998

エプソムアイリス
鹿 2004

Marquetry
マーケトリー

Lost the Code
ロストザコード

＊クロフネ

フォレストエンゼル

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

＊フレンチデピュティ
＊ブルーアヴェニュー
＊ヘクタープロテクター
マルゼンシラオキ

体高

胸囲

管囲
（シラオキ～ ＊フロリースカツプ） 3 l

Mr. Prospector S 4×M 5 Vice Regent S 4×M 5

価格： 購買者：
母 エプソムアイリス（04 鹿 ＊クロフネ）１勝， ４勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ニャオズライオン（13 牡 鹿 ニューイングランド） 出走

２代母 フォレストエンゼル（93 鹿 ＊ヘクタープロテクター）出走
フローレスライン（98 牡 ＊テンビー）３勝，朝日岳特別，小石原特別

３代母 マルゼンシラオキ（89 鹿 マルゼンスキー）不出走
マーベラスブレイド（05 マーベラスサンデー）１勝， ６勝

４代母 クイーンシラオキ（82 鹿 ＊コインドシルバー）３勝
［子］ マジックフォンテン（95 ＊クリスタルグリツターズ）１勝，いちょうＳ ２着

ダイカツストーム（90 牡 マルゼンスキー）１勝，障害３勝，中山大障害（春）
［孫］ シルバーサーベル（96 牡 ＊アフリート）３勝，京王杯３歳Ｓ ３着，ルビーＳ，

プラタナス賞，菖蒲Ｓ ３着，ホンコンＪＴ ３着，ヒヤシンスＳ ３
着， ５勝，全日本三歳優駿 ２着，グランシャリオＣ ３着，
星雲賞，エトワール賞（３回），星雲賞２着

ピースキーパー（05 牡 ＊ウォーエンブレム）５勝，初夢Ｓ，京都２歳Ｓ ３着
ブーケブラン（97 牝 ＊カーネギー）２勝，カーネーション特別

［曾孫］ ニコールバローズ（09 牝 ゼンノロブロイ）４勝，紫川特別，下北半島特別

５代母 ワカシラオキ（60 鹿 ＊ソロナウエー）３勝，白樺賞
［子］ ヒデハヤテ（69 牡 ＊タマナー）６勝，阪神３歳Ｓ，京成杯，きさらぎ賞，スプリ

ングＳ２着，銀杏特別，優２牡，種牡馬
［孫］ ミサキネバアー（79 牡 ＊ネヴアービート）入着６回，天皇賞（春） ２着，Ａｒ

共和国杯 ２着，鳴尾記念 ３着，京都記念 ３着，中京記念 ３着，etc.，
９勝，種牡馬

［曾孫］ シスタートウショウ（88牝 トウシヨウボーイ）４勝，桜花賞 ，オークス ２着，
中山記念 ２着，安田記念 ４着，チューリップ賞 ，福寿草特別，優３牝

サンエイソロン（78 牡 ＊パーソロン）６勝，サンケイ大阪杯，京都新聞杯，ＮＨ
Ｋ杯，スプリングＳ，日本ダービー２着，菊花賞２着，毎日王冠２着，高松
宮杯２着，セントライト記念２着，東京４歳Ｓ３着，さざんか賞，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




