
�����*7<�/�

,� <JJJ� � (�� $ ! 6�*72

A@ X�P^��tL���� & A>@? Nk{P�}�� X�P^��t ���cPvP'�

AA UUtcPL���� % B>@A dn�]��hO UUtcP =��9�'�

AB ^�~P�^�N�L���� % B>A {�ofc�VsR ^�~P�^�N� ���cPvP'�

AC N�Rm�h���� % D>AH ]q�QT� N�Rm�h +�J��

AD �OS��b������ % D>D j�a�^��d� �OS��b�� P`��sM�}

AE t�Qt�fg���� % C>@F Y�_��d� t�Qt�fg _u��YsM�}

AF x�iP_X����� % C>@? [�i�Pfj x�iP_X��� -"J.;

AG Y��_o�jL���� % @>AH S_z���]e� Y��_o�j �����'�

AH ��sR_w]������ & C>AF _X��j�_X��j ��sR_w]�� +�J��

B? WcoQ_���� & C>@E ZP}x�} WcoQ_ 	�'�

B@ S}U�sO�p�L���� & C>B jq�`[�l� S}U�sO�p� ���9�'�

BA �{VgN�l���� & C>AC ��h�fb �{VgN�l 85J1 

BB aPV]�N_L���� & D>A? _j��Y�c�� aPV]�N_ ���cPvP'�

BC |m�p��`���� & D>@? N�ip��I |m�p��` 5�J
�

BD cPaP��\���� & A>@H j�a�^��d� cPaP��\ �K�'�

BE �oPlIL���� % C>@G VsR�r�k �oPlI ���cPvP'�

BF k�sO���^���L� % B>A _{�jsM�[� k�sO���^� ���43'�

BG |�X�sRP{_���� % B>AG ]q�QT� |�X�sRP{_ ��J��

BH �`[ % B>@C ��`W�Yd} ]uVX�fe� )�J�0

C? zfkb�P����� % B>AG Y��u�y_ zfkb�P� ���cg�sM�}

C@ S��NXNz�_L���� % B>C n�R�_j S��NXNz�_ ]�y�'�

�����#�:�

写真

http://aba.main.jp/image/joujouba/h29/h29_photo28.jpg
http://aba.main.jp/image/joujouba/h29/h29_photo37.jpg
http://aba.main.jp/image/joujouba/h29/h29_photo40.jpg
http://aba.main.jp/image/joujouba/h29/h29_photo21.jpg
http://aba.main.jp/image/joujouba/h29/h29_photo33.jpg
http://aba.main.jp/image/joujouba/h29/h29_photo36.jpg
http://aba.main.jp/image/joujouba/h29/h29_photo23.jpg
http://aba.main.jp/image/joujouba/h29/h29_photo24.jpg
http://aba.main.jp/image/joujouba/h29/h29_photo25.jpg
http://aba.main.jp/image/joujouba/h29/h29_photo26.jpg
http://aba.main.jp/image/joujouba/h29/h29_photo29.jpg
http://aba.main.jp/image/joujouba/h29/h29_photo32.jpg
http://aba.main.jp/image/joujouba/h29/h29_photo35.jpg
http://aba.main.jp/image/joujouba/h29/h29_photo22.jpg
http://aba.main.jp/image/joujouba/h29/h29_photo27.jpg
http://aba.main.jp/image/joujouba/h29/h29_photo31.jpg
http://aba.main.jp/image/joujouba/h29/h29_photo38.jpg


21 クレイジーラブの２０１６ 牡・鹿 ２／１０

アドマイヤムーン
鹿 2003

クレイジーラブ
栗 2005

＊エンドスウィープ

マイケイティーズ

＊タイキシャトル

＊オレンジジャスミン

＊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
Masterclass
La Mortola

体高

胸囲

管囲
（Peaceful Light ～ Head Note） 7 f

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

価格： 購買者：
母 クレイジーラブ（05 栗 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：４〕
ディアイロンデル（14 牡 栗 アドマイヤムーン） 出走

２代母 ＊オレンジジャスミン（94 IRE鹿 Masterclass）愛・米・伊２勝，伊１０００ギニー ２着
オレンジスペシャル（00 牝 ＊ジェイドロバリー）不出走

ショウリダバンザイ（07 牝 ＊プリサイスエンド） １０勝，道営記念，ロジー
タ記念，桜花賞，コスモバルク記念，ノースクイーンＣ，etc.

スカーレットオハラ（02 牝 ＊ブライアンズタイム）不出走
マイネルカーミン（09 牡 オレハマッテルゼ）２勝，いちょうＳ ３着

３代母 ラモルトーラ La Mortola（82 IRE 黒鹿 Bold Lad）不出走
ペタードイクスプレス Petard Express（91 牝 ＊ラストタイクーン）仏入着２回

ペレグザ Perrexa（99 牝 Perrault）仏２勝，エクリプス賞 ，クリテリヨムドメゾン
ラフィット ３着

キモラ Kimola（99 牝 King's Theatre）那・丁・典・仏９勝，スカンディナヴィアＣ，マッ
チメイカーＳ，Ｍ＆Ｔクラヴェネスミネロップ２着，ポーラーマイルＣ２着，マッ
チメイカーＳ２着，etc.
ホイップレスWhipless（08 牡 Whipper）沙・愛・仏３勝，レパーズタウン２０００ギニ

ーＴＲ ３着

４代母 モルトフォンテーヌMortefontaine（69 FR鹿 ＊ポリツク）仏１勝
［子］ ケイティーズ Katies（81 牝 ＊ノノアルコ）愛・英４勝，愛１０００ギニー ，コロ

ネイションＳ ，クイーンエリザベス二世Ｓ ２着，チャイルドＳ ２
着，プリンセスエリザベスＳ ３着

［孫］ ＊ヒシアマゾン（91 牝 Theatrical）１０勝，エリザベス女王杯 ，阪神３歳牝馬Ｓ ，
京都大賞典 ，オールカマー ，ローズＳ ，etc.，優２牝，優３牝，優古牝

＊ヒシピナクル（96 牝 Theatrical）４勝，ローズＳ ，秋華賞 ３着，不知火特別，
梅花賞，紅梅Ｓ ２着

［曾孫］ スリープレスナイト（04 牝 ＊クロフネ）９勝，スプリンターズＳ ，北九州
記念 ，ＣＢＣ賞 ，高松宮記念 ２着，セントウルＳ ２着，etc.，
最優秀短距離馬

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



22 オオブタイの２０１６ ・青鹿 ３／１２

ダノンシャンティ
黒鹿 2007

オオブタイ
栗 2009

フジキセキ

＊シャンソネット

＊クロフネ

マルシンアモン

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Mark of Esteem
Glorious Song

＊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

Halo S 4×S 4

価格： 購買者：
母 オオブタイ（09 栗 ＊クロフネ） 入着２回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
メザセテッペン（14 牡 栗 ＊バトルプラン） １勝
クリノエリザベッタ（15 牝 栗 サムライハート） 不出走

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

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



23 ジュメイラジョアンの２０１６ ・黒鹿 ３／ ２

マンハッタンカフェ
青鹿 1998

＊ジュメイラジョアン
鹿 2005

＊サンデーサイレンス

＊サトルチェンジ

Swain
スウェイン

＊ジョーンズギフト

Halo
Wishing Well
Law Society
Santa Luciana
Nashwan
Love Smitten

＊デュラブ
＊アグサン

体高

胸囲

管囲
（Suleika ～ Schwarzgold） 16 c

Santa Luciana S 3×M 4

価格： 購買者：
母 ＊ジュメイラジョアン（05 CAN鹿 Swain）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１），地方－１（２）〕
イングリッシュラスEnglish Lass（09 USA牝 鹿 Teton Forest）米１勝
ヘウレーカ（12 牡 鹿 スペシャルウィーク） ２勝

２代母 ＊ジョーンズギフト（90 GB鹿 ＊デュラブ）英出走
＊アイチェックユー（97 牝 Miswaki）３勝

イチゴイチエ（04 牝 マンハッタンカフェ）３勝
ダイシンサンダー（11 牡 アドマイヤムーン） ５勝，錦Ｓ，下鴨Ｓ，北大路特
別，鞍馬Ｓ ３着，米子Ｓ ３着，etc.

オボロヅキ（05 牝 ＊カリズマティック） ２勝
ラブミークン（12 牡 ＊サウスヴィグラス） ３勝，コスモス賞 ３着， １勝
ジュンアイノキミ（14 牝 ＊セイントアレックス） ２勝，ブロッサムＣ，
フローラルＣ２着

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

３代母 ＊アグサン（85 IRE 青 Lord Gayle）英入着３回
ビワハイジ（93 牝 Caerleon）４勝，阪神３歳牝馬Ｓ ，京都牝馬特別 ，札幌３歳Ｓ ，

チューリップ賞 ２着，優２牝
アドマイヤジャパン（02 牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京成杯 ，菊花賞 ２着，

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

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

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

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

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

サングレアル（11 牝 ゼンノロブロイ）２勝，フローラＳ ，秋華賞 ５着

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



24 アヴェネンテ２０１６ ・鹿 ５／２９

シビルウォー
鹿 2005

アヴェネンテ
鹿 2008

＊ウォーエンブレム

＊チケットトゥダンス

＊ファンタスティックライト

ロスマリヌス

Our Emblem
Sweetest Lady
Sadler's Wells
River Missy
Rahy
Jood

＊サンデーサイレンス
＊アンブロジン

体高

胸囲

管囲
（Courtly Dee ～ Judy-Rae） A 4

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

価格： 購買者：
母 アヴェネンテ（08 鹿 ＊ファンタスティックライト）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
キキ（13 牝 鹿 ＊ロージズインメイ） ２勝
ケケ（14 牝 鹿 ヒルノダムール） 入着３回
ププ（15 牡 鹿 ＊アグネスデジタル） 出走

２代母 ロスマリヌス（97 栗 ＊サンデーサイレンス）２勝，白菊賞
ロスグラシアレス（07 牝 ＊シンボリクリスエス）１勝

ロールボヌール（12 牡 ＊フレンチデピュティ） ６勝，岩手ダービーダイヤモン
ドＣ（ＤＷ），南部駒賞，若駒賞

３代母 ＊アンブロジン（88 USA鹿 Mr. Prospector）米・仏１勝
＊レイクアネシー（94 牝 Capote）不出走

ボンヌマール（03 牝 Starborough）不出走
ドレッドノート（08 メイショウオウドウ）５勝，鳴門Ｓ， ４勝，フジ
ノウェーブ記念２着

ジェントルフォーク（05 牡 タニノギムレット）４勝，瀬戸特別
サンタムール（96 牝 Danzig）２勝

ヴァーチュ（02 牝 ＊タイキシャトル）３勝
サンセットスカイ（10 牡 ネオユニヴァース）２勝，小郡特別
ワンアンドオンリー（11 牡 ハーツクライ）首入着，ドバイシーマクラシック

３着，ドバイシーマクラシック ５着， ４勝，日本ダービー ，神戸
新聞杯 ，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ ，弥生賞 ２着，皐月賞
４着，萩Ｓ ２着

ノーリーズン（99 牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，皐月賞 ，神戸新聞杯 ２着，こぶし
賞，種牡馬

グレイトジャーニー（01 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，ダービー卿ＣｈＴ ，シンザ
ン記念 ，デイリー杯２歳Ｓ ２着，東京新聞杯 ３着，ディセンバーＳ ，大原
Ｓ，東風Ｓ ３着，プリンシパル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



25 ヴィエールソンリ２０１６ ・黒鹿 ５／ ５

トーセンジョーダン
鹿 2006

＊ヴィエールソンリ
青鹿 1998

ジャングルポケット

エヴリウィスパー

Cryptoclearance
クリプトクリアランス

＊チェサプラナ

＊トニービン
＊ダンスチャーマー
＊ノーザンテースト
＊クラフテイワイフ
Fappiano
Naval Orange
Niniski
Top of The League

体高

胸囲

管囲
（ ～ Agar's Plough） 10 c

Northern Dancer S 4×S 5×M 5 Mr. Prospector M 4×S 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：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），海外－３（９），地方－３（１２）〕
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）， 出走
ルミラークル（11 牡 青鹿 フジキセキ） ９勝
グレイトシャイン（13 牡 鹿 キャプテントゥーレ） １勝
マカナニMakanani（14 牝 鹿 ブラックタイド） 星１勝
クリノヤンソン（15 牝 黒鹿 ヴァーミリアン） 不出走

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，セプテンバーＳ ２着，グッドウ
ッドグローリアスＳ ，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.

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



26 ブラウブリッツ２０１６ ・栗 ４／１７

＊グラスワンダー
栗 1995

ブラウブリッツ
鹿 2008

Silver Hawk
シルヴァーホーク

Ameriflora
アメリフローラ

＊シンボリクリスエス

＊ムーディーサンダー

Roberto
Gris Vitesse
Danzig
Graceful Touch
Kris S.
Tee Kay
Gulch
Line of Thunder

体高

胸囲

管囲
（ ～ Felsetta） 11 d

Roberto S 3×M 4 Northern Dancer S 4×M 5 Raise a Native S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ブラウブリッツ（08 鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
アーシー（13 牝 栗 ゴールドアリュール） ３勝
ダイヤグラム（14 牡 鹿 ＊キンシャサノキセキ） 出走

２代母 ＊ムーディーサンダー（97 USA栗 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

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

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

ポールズホープ Paul's Hope（04 Lake Austin）米８勝，ロスアンジェルスＨ
２着，ポトレログランデＨ ３着

イリュミナンス（10 牝 マンハッタンカフェ）４勝，クイーンＳ ３着，ク
イーンＣ ３着，堀川特別，糺の森特別

フェルメッツァ（11 牡 ディープインパクト） ５勝，アーリントンＣ ３
着，初富士Ｓ，初咲賞，福島民報杯 ２着，萩Ｓ ３着，etc.

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



27 ホリデイスクリーン２８ ・栗 ４／１０

＊コンデュイット
栗 2005

ホリデイスクリーン
鹿 2006

Dalakhani
ダラハニ

Well Head
ウェルヘッド

＊フレンチデピュティ

サンデースクリーン

Darshaan
Daltawa
Sadler's Wells
River Dancer
Deputy Minister
Mitterand

＊サンデーサイレンス
ネクストムービー

体高

胸囲

管囲
（ ～ ＊ビーチマスト） 21 a

Northern Dancer S 4×M 5

価格： 購買者：
母 ホリデイスクリーン（06 鹿 ＊フレンチデピュティ） 入着３回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
フミノインパルス（12 牡 黒鹿 タニノギムレット） ７勝
ジュンストレート（13 牝 鹿 ＊パイロ） ２勝
コマサイチバン（14 牝 栗 ジャングルポケット） 出走
ダディダ（15 牡 芦 ＊スウェプトオーヴァーボード） 入着

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

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



28 グレースハートの２０１６ ・鹿 １／２９

エスポワールシチー
栗 2005

グレースハート
鹿 2005

ゴールドアリュール

エミネントシチー

＊チーフベアハート

＊モアインヘリタンス

＊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
Chief's Crown
Amelia Bearhart
Conquistador Cielo
My Inheritance

体高

胸囲

管囲
（Obedient ～ Uvira） 3 l

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

価格： 購買者：
母 グレースハート（05 鹿 ＊チーフベアハート） ４勝
〔産駒馬名登録数：４〕
キップヨシ（14 牡 鹿 ＊ファスリエフ） 入着
ヘニークイーン（15 牝 栗 ＊ヘニーヒューズ） 地方不出走

２代母 ＊モアインヘリタンス（95 USA鹿 Conquistador Cielo）不出走
アイノサンライト（02 牝 キングヘイロー） 入着３回

メイショウセトウチ（08 トウカイテイオー）１勝

３代母 マイインヘリタンスMy Inheritance（82 USA鹿 Thatch）米３勝，アクサーベンオ
ークス ２着，フォールズシティＨ ３着

＊ミシエロ（90 牡 Conquistador Cielo）米７勝，キングズビショップＳ ，ジャマイカＨ ，
クラークＨ ，ジェロームＨ ３着，サラトガスペシャルＳ ３着，etc.，種牡馬

４代母 イーディズダブルEdies Double（72 USA栗 Nodouble）米３勝
［子］ アートイーディクト Art Edict（81 牡 ＊アーテイアス）那・典・米・英・伊２

勝，ジョッキークラブＳ ３着，クライヴグラハムＳ ２着，ストックホ
ルム国際Ｃ３着

［孫］ ヴァガーズ Vagars（81 牡 Vigors）米１勝，カナディアンダービー ２着，ス
ピードトゥスペアＣｈ ３着

アーティックデインジャー Artic Danger（85 牡 Son of Briartic）米１０勝，ヘラ
ルドゴールドプレイト ２着

［曾孫］ ネイムオヴローズ Name of Rose（00 牝 Clackson）伯２勝，ゼリアＧＰカスト
ロ大賞 ，Ｏアランハ大賞 ２着，７月１６日大賞 ３着

５代母 イーディジョーEdie Jo（60 USA栗 Helioscope）米４勝

６代母 ビヘイヴィアBehavior（54 USA芦 Count Fleet）米１勝
［曾孫］＊フライングジュリア（83 牝 Flying Paster）米６勝，サンタマルガリータＨ ，

ラスフローレスＨ ，ヴァニティＨ ２着，ミレイディＨ ２着，チュー
ラヴィスタＨ ２着，etc.

販売申込者： ㈲坂本牧場＝新ひだか町三石鳧舞 0146-34-2247
所 有 者： ㈲坂本牧場
生 産 牧 場： ㈲坂本牧場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 0146-33-2300



29 モルフェスペシャル２０１６ 牡・栗 ４／２７

＊スクワートルスクワート
黒鹿 1998

モルフェスペシャル
栗 2006

Marquetry
マーケトリー

Lost the Code
ロストザコード

スペシャルウィーク

＊ハリケーンキャット

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

＊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

Northern Dancer S 5×M 5 CosmahM 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：４，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
ヴィクトリーパワー（14 牡 鹿 ＊モルフェデスペクタ） 出走

２代母 ＊ハリケーンキャット（92 USA鹿 Storm Cat）米２勝
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 ，etc.

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



30 キタハウス２０１６ 牡・黒鹿 ４／１６

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

キタハウス
黒鹿 2011

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊オペラハウス

アドマイヤシック

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
Sadler's Wells
Colorspin

＊ブライアンズタイム
スターアドマイヤ

体高

胸囲

管囲
（ ～ ＊ダンスロマンス） 4 m

Northern Dancer M 4×M 5 Nearctic S 5×M 5

価格： 購買者：
母 キタハウス（11 黒鹿 ＊オペラハウス） 入着２回
初仔

２代母 アドマイヤシック（05 黒鹿 ＊ブライアンズタイム）入着２回， ２勝

３代母 スターアドマイヤ（94 鹿 ＊トニービン）入着
アドマイヤセレッソ（01 牝 サクラローレル） ５勝

リアリティー（10 牝 アドマイヤマックス）２勝，ダリア賞 ３着

４代母 ＊ダンスロマンス（87 USA鹿 Northern Dancer）米出走
［子］ クラレットパンチ（97 牝 フジキセキ）５勝，新潟日報賞，弥彦特別，高尾特別，

スイートピーＳ ３着
［孫］ ラジョーネ（97 牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，伊達特別
［曾孫］ ダブルファンタジー（10 牝 ＊ジャイアントレッカー）２勝， １勝，マ

リーンＣ ３着
ブラックロード（14 牡 ＊シンボリクリスエス） ３勝，サファイア賞
ブレイズガール（13 牝 ローレルゲレイロ） ２勝，桑名特別

５代母 ブルーティピーBlue Tepee（76 USA鹿 Sir Ivor）米５勝
［孫］ ダンツダンサー（92 牝 Capote）３勝，函館３歳Ｓ ，菩提樹Ｓ ，リバーサイ

ドＳ ２着，菖蒲Ｓ ２着

６代母 ブルーカヌーBlue Canoe（58 USA鹿 Jet Pilot）米１勝
［曾孫］ ブルーメンブラット（03 牝 アドマイヤベガ）８勝，マイルＣｈＳ ，府中

牝馬Ｓ ，阪神牝馬Ｓ ２着，ヴィクトリアマイル ３着，阪神
Ｃ ３着，フラワーＣ ３着，オーロＣ ，白秋Ｓ，斑鳩Ｓ，大倉山特
別，矢車賞，忘れな草賞 ２着

コジーン Cozzene（80 牡 Caro）米１０勝，ＢＣマイル ，ロングフェローＨ ，オー
シャンポートＨ ，ＢＣマイル ３着，マンノウォーＳ ３着，etc.，種牡馬

＊トゥーアイテムリミット（98 牝 ＊トワイニング）米７勝，ブラックアイドス
ーザンＳ ，デムワゼルＳ ，カムリーＳ ，テンプティドＳ ，ＢＣデ
ィスタフ ３着，etc.

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



31 エムオーフィーバーの２０１６ 牡・芦 ４／ ３

＊トビーズコーナー
栗 2008

エムオーフィーバー
芦 2005

Bellamy Road
ベラミーロード

Brandon's Ride
ブランドンズライド

メジロマックイーン

ハローシャノン

Concerto
Hurry Home Hillary
Mister Frisky
Mrs. Bumble
メジロテイターン
メジロオーロラ

＊サンデーサイレンス
＊ハローサマー

体高

胸囲

管囲
（Natalma ～ Almahmoud） 2 d

5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 エムオーフィーバー（05 芦 メジロマックイーン）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（４）〕
アウトイン（10 牝 芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
イデアオブクィーン（11 牝 芦 キングカメハメハ）３勝， 入着
ココクイーン（12 牝 黒鹿 キングカメハメハ） ４勝
シゲルキツネ（14 牝 黒鹿 ブラックタイド） 出走

２代母 ハローシャノン（92 鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
テツダイオー（01 牡 ＊ミシックトライブ） ５勝

３代母 ＊ハローサマー（88 USA栗 Diesis）愛出走
ツルマルマーベラス（97 牝 ＊シャーラスタニ）出走

コスモラングザーム（03 牡 タヤスツヨシ） １５勝，中島記念２着

４代母 スプリングアデュー Spring Adieu（74 CAN鹿 Buckpasser）米３勝
［孫］ ＊デインヒル（86 牡 Danzig）愛・英・仏４勝，ヘイドックスプリントＣ ，コ

ーク＆オラリーＳ ，英２０００ギニー ３着，ジュライＣ ３着，ユアラピ
アンフリーＨ ，種牡馬

イーグルアイド Eagle Eyed（91 牡 Danzig）米・仏４勝，アーリントンクラシ
ック ，アランベール賞 ２着，パイレートコーヴＳ ，ソーサリトＨ ，
ボールドウィンＳ ２着，種牡馬

ハルピア Harpia（94 牝 Danzig）米・仏５勝，シャーリージョーンズＨ ，ト
ップフライトＨ ２着，モリーピッチャーＳ ２着，ファーストフライ
トＨ ２着，ジェニュインリスクＨ ２着

シボレス Shibboleth（97 牡 Danzig）米・英５勝，ジャイプールＨ ，クライテ
リオンＳ ，キングチャールズ二世Ｓ

［曾孫］ ダイアトライブ Diatribe（96 牡 Brief Truce）豪５勝，ローズヒルギニーズ ，
コーフィールドＣ ，ＡＡＭＩヴァーズ ，ＭＶＲＣビルスタットＳ ，
コックスプレイト ２着，etc.，種牡馬

ダンドネル Dundonnell（10 First Defence） 首・米・英・香６勝，エイコ
ムＳ ，英シャンペインＳ ２着，マハブアルシマール ３着，クレイヴ
ァンＳ ３着，キングチャールズ二世Ｓ ，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： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 01456-2-5157



32 ヤマカツアンナ２０１６ 牡・鹿 ４／２４

＊モンテロッソ
鹿 2007

ヤマカツアンナ
栗 2003

Dubawi
デュバウィ

Porto Roca
ポルトロカ

＊フォーティナイナー

フジノタカコマチ

Dubai Millennium
Zomaradah
Barathea
Antelliere
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 Northern Dancer M 4×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－３（８）〕
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） ２勝

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） ５勝，丹頂Ｓ ，木曽川特
別，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） ２勝，二本松特別

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
［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

［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

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



33 セイカシリアスの２０１６ 牡・青鹿 ５／２０

ストロングリターン
鹿 2006

セイカシリアス
鹿 2000

＊シンボリクリスエス

＊コートアウト

＊フォーティナイナー

＊サンデーズシス

Kris S.
Tee Kay
Smart Strike

＊アザール
Mr. Prospector
File
Halo
Wishing Well

体高

胸囲

管囲
（Belle Mere ～ Cinna） 3 e

Mr. Prospector M 3×S 4 Hail to Reason M 4×S 5

価格： 購買者：
母 セイカシリアス（00 鹿 ＊フォーティナイナー）入着２回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（１３）〕
リュウセンコウ（06 牡 青鹿 ＊ボストンハーバー） ２勝
ジンダリー（07 牡 芦 ＊クロフネ）１勝
ディアジーローズ（09 牝 青 ＊ワイルドラッシュ）２勝
ディアジースター（11 牡 栗 ＊チーフベアハート）１勝， ５勝
オイヌサマ（13 牡 鹿 ＊キンシャサノキセキ） ６勝

２代母 ＊サンデーズシス（90 USA青鹿 Halo）米１勝
セイカカロブ（95 牝 Sadler's Wells）５勝，桃山特別

セイカジーベック（04 牡 ＊ムタファーウエク）１勝，米沢特別， １勝
セイカプレスト（06 牡 ＊イーグルカフェ）４勝，札幌日経ＯＰ ，ＳＴＶ賞，丹頂Ｓ

３着
セイカフォルトゥナ（09 牝 ＊サウスヴィグラス）４勝，瀬波温泉特別，飯坂温泉特

別， 入着３回，兵庫クイーンＣ２着
セイカホール（01 牝 ＊カーネギー）出走

ナラセジンダイコ（08 牡 ＊キャプテンスティーヴ） ４勝，ゴールドウィング
賞３着

セイカフォルテ（08 牡 タイムパラドックス）４勝，両津湾特別

３代母 ウィッシングウェルWishing Well（75 USA鹿 Understanding）米１２勝，ゲイムリー
Ｈ ，ウィルシャーＨ ，ビヴァリーヒルズＨ ２着，ラモナＨ ３着，ゲイムリーＨ
３着，etc.

＊サンデーサイレンス（86牡 Halo）米９勝，ケンタッキーダービー ，プリークネスＳ ，Ｂ
Ｃクラシック ，スーパーダービー ，サンタアニタダービー ，etc.，年代表，種牡馬

＊ペニーアップ（91 牝 Halo）不出走
サンデーブレーヴ（99 牝 ＊ダンシングブレーヴ）入着
トーセンクラウン（04 牡 ＊オペラハウス）６勝，中山記念 ，日経賞 ３
着，福島記念 ３着，スピカＳ，ニューイヤーＳ ３着，etc.

＊マイライフスタイル（92 牝 Halo）１勝
ユアライフスタイル（99 牝 ＊ティンバーカントリー）３勝
ネオヴァンクル（09 牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，ききょうＳ

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： 山口 義彦
飼 養 者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 0146-43-3339



34 ミネルバローズ２０１６ 牡・黒鹿 ５／１０

＊アルデバラン
鹿 1998

ミネルバローズ
青 2009

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

ミネルバサウンド

Raise a Native
Gold Digger
Private Account
Aviance

＊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 ，紅梅Ｓ ，芙蓉Ｓ
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 ，京成杯オー

タムＨ ２着，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，ターコイズＳ ３着

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， １１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，エプソムＣ
２着，中山記念 ３着，マイルＣｈＳ ４着，ファイナルＳ ，

都大路Ｓ ，難波Ｓ，三木特別，ガーベラ賞，メイＳ ２着，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

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



35 タイセイローザ２０１６ 牡・鹿 ２／１９

トーセンジョーダン
鹿 2006

タイセイローザ
鹿 2007

ジャングルポケット

エヴリウィスパー

キングカメハメハ

ロザヴィア

＊トニービン
＊ダンスチャーマー
＊ノーザンテースト
＊クラフテイワイフ
Kingmambo

＊マンファス
＊サンデーサイレンス
ダイナカルメン

体高

胸囲

管囲
（ ～ ＊フアンシミン） 9 f

ノーザンテースト S 3×M 4 Nureyev S 4×M 5 Northern Dancer S 4×S 5×M 5
Mr. Prospector M 4×S 5
価格： 購買者：

母 タイセイローザ（07 鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
エイケイキャプテン（11 牝 鹿 ＊キャプテンスティーヴ） ２勝
セユウノワカクサ（14 牝 鹿 ＊デビッドジュニア） 入着２回

２代母 ロザヴィア（92 芦 ＊サンデーサイレンス）１勝
ジョウテンペガサス（98去勢馬 ＊ジェイドロバリー） １０勝，百万石賞，スプリンター

ズＣ，青山記念２着，東北ダービー２着，ＪＴＢ賞３着，南部駒賞３着
アドマイヤロザ（05 牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，樅の木賞
ストームメイ（13 牡 ＊ダノンゴーゴー） ３勝，筑紫野賞２着

３代母 ダイナカルメン（81 芦 ＊ノーザンテースト）４勝
トキオカルメン（89 牝 ＊リアルシヤダイ）入着４回

トキオエクスプレス（95 牡 ＊ドクターデヴィアス）２勝，渥美特別

４代母 ＊フアンシミン（67 USA芦 Determine）米３勝
［孫］ ダイナシユート（82 牝 ＊ノーザンテースト）４勝，京成杯３歳Ｓ ，七夕賞 ，

新潟３歳Ｓ ，京王杯オータムＨ ２着，北九州記念 ２着，etc.
ダイナマイン（80 牝 ＊ノーザンテースト）７勝，牝馬東タイ杯 ，新潟記念 ，
関屋記念 ２着，京王杯オータムＨ ３着，新潟日報賞，etc.

ダイナフエアリー（83 牝 ＊ノーザンテースト）６勝，オールカマー ，新潟記
念 ，エプソムＣ ，牝馬東タイ杯 ，京成杯 ，etc.

［曾孫］ アドマイヤマックス（99 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，高松宮記念 ，富士
Ｓ ，東スポ杯２歳Ｓ ，安田記念 ２着，セントライト記念 ２着，ス
プリンターズＳ ３着（２回），関屋記念 ３着，京阪杯 ３着，Ｒたんぱ
杯２歳Ｓ ３着，種牡馬

ローゼンカバリー（93 牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，目黒記念 ，日経賞 ，
ＡＪＣＣ ，セントライト記念 ，天皇賞（春） ３着，etc.，種牡馬

トウケイヘイロー（09 牡 ゴールドヘイロー）星・首・香入着，香港カップ
２着，８勝，札幌記念 ，函館記念 ，鳴尾記念 ，ダービー卿Ｃｈ
Ｔ ，etc.，種牡馬

ホーネットピアス（94 牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，桜花賞 ３着，隅田川特別

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



36 ラハイナⅡの２０１６ ・青鹿 ４／１８

カフェラピード
黒鹿 2008

＊ラハイナ
鹿 2008

マンハッタンカフェ

シンメイミネルバ

Milt's Overture
ミルツオーヴァチュア

Lady Frontier
レイディフロンティア

＊サンデーサイレンス
＊サトルチェンジ
Caerleon

＊フジャブ
Dynaformer
Brian's Overture

＊マイニング
Frontier Nurse

体高

胸囲

管囲
（La Chica ～ La Grisette） 5 f

Mr. Prospector M 4×S 5 Hail to Reason S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ＊ラハイナ （08 CHI 鹿 Milt's Overture）智１０勝，チリオークス ，カルロスカンピノ賞

，チリ１０００ギニー ２着，パドック賞 ２着，コンスタンシオＳマンディオラ賞 ，
リシマコハラケマダ賞 ２着

初仔

２代母 レイディフロンティア Lady Frontier（93 CAN栗 ＊マイニング）不出走
オーヴァーチャーデイ Overture Day（99 牡 Milt's Overture）智１１勝，ヴェロシダド賞 ，

種牡馬
オーヴァーザクリフ Over the Cliff（05 牡 Milt's Overture）智９勝，ヴェロシダド賞 ２

着，種牡馬

３代母 フロンティアナースFrontier Nurse（75 USA鹿 Dr. Fager）米１勝
アパラチアンスプリングAppalachian Spring（82 牝 Honest Pleasure）米５勝

フェリアーナFerriana（87 牝 Iron）米２勝
スーアルテサ Su Alteza（96 牝 Compelling Sound）プ・米３５勝，エドゥアルドＣ
インスア賞３着

ストローベリーパーク Strawberry Park（85 牝 Secretariat）米２勝
アイリッシュフリー Irish Free（92 牡 Local Talent）伯５勝，リオデジャネイロ生産

者馬主協会大賞 ，ディアダジュスティサ賞 ，種牡馬

４代母 ゴールデンスパイクGolden Spike（65 USA鹿 Sir Gaylord）米３勝
［子］ トラックバロン Track Barron（81 牡 Buckfinder）米１２勝，ホイットニーＨ ，

ウッドワードＳ ，ヴォスバーグＳ ，ドゥワイアＳ ，トムフールＳ ，etc.，
種牡馬

ロマンティクリード Romantic Lead（73 牡 Silent Screen）米７勝，マリブＳ ，
サンカルロスＨ ３着，種牡馬

［曾孫］ ブレットヴァレイ Bullet Valay（94 Carnivalay）米５勝，プリマーＢＣＳ ，
バーナードＰボンドＳ ２着

ヴァレイブレット Valay Bullet（95 牝 Carnivalay）米８勝，プリモネッタＳ
サイレントヴァレイ Silent Valay（96 牝 Carnivalay）米８勝，ストレイトディ
ールＢＣＨ ，ピーチブラッサムＳ ，ミススピンＳ ２着，ミスプリー
クネスＳ ２着，マーシュアＳ ３着

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



37 ドルフィンルージュ２８の３ ・栗 ３／ ２

スマートファルコン
栗 2005

ドルフィンルージュ
栗 2008

ゴールドアリュール

ケイシュウハーブ

＊ティンバーカントリー

＊ドルフィンスルー

＊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
Woodman
Fall Aspen
Devil's Bag
Slip Ashore

体高

胸囲

管囲
（Azurine ～ Dunure） 4 d

Halo S 4×M 4 Raise a Native S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ドルフィンルージュ（08 栗 ＊ティンバーカントリー）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
エムアイアックス（12 牡 鹿 ＊キンシャサノキセキ） １勝
コクリュウ（13 牝 鹿 キングヘイロー） ２勝

２代母 ＊ドルフィンスルー（99 USA鹿 Devil's Bag）１勝

３代母 スリップアショア Slip Ashore（88 IRE 鹿 Slip Anchor）不出走
ストームアショア Storm Ashore（92 牡 Storm Cat）愛・米３勝，ルビーＳ ３着，種牡馬
＊リスキーミッション（93 牝 ＊シアトルダンサー ）愛出走

エーケーダンサー（99 牝 ダンスインザダーク） 入着
エーケーサンライズ（05 牡 ＊グラスワンダー）４勝，松前特別，萬代橋特別

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

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

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

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

ピースオブワールド（00 牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，阪神ジュベナイル
フィリーズ ，ファンタジーＳ ，阪神牝馬Ｓ ３着，秋華賞 ４着，か
えで賞，優２牝

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

牡
トシギャングスター（07 牡 ＊クロフネ）４勝，ファルコンＳ ２着，薫風Ｓ，
ポインセチア賞

トラキチシャチョウ（11 牡 マヤノトップガン） ５勝，福島民友Ｃ ，上賀
茂Ｓ，五条坂特別，師走Ｓ ２着， １勝

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



38 ミラクルフェイマス２０１６ ・黒鹿 ３／２８

シビルウォー
鹿 2005

ミラクルフェイマス
鹿 2006

＊ウォーエンブレム

＊チケットトゥダンス

フジキセキ

サンタフェイマス

Our Emblem
Sweetest Lady
Sadler's Wells
River Missy

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
サクラバクシンオー

＊ボーンフェイマス

体高

胸囲

管囲
（Narina ～ Stephie） 22

5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 ミラクルフェイマス（06 鹿 フジキセキ）入着， １勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
サブノムテキ（13 牡 鹿 ＊パイロ） １勝
タイセイラブリー（14 牝 鹿 スクリーンヒーロー） 出走

２代母 サンタフェイマス（00 鹿 サクラバクシンオー）２勝

３代母 ＊ボーンフェイマス（86 USA栗 Exuberant）米９勝，エッジウッドＳ ，デザートヴィ
クセンＳ ，ゴールデンロッドＳ ，ガーデニアＳ ，ライフズマジックＳ ３着，etc.
アコレード（91 牝 Alysheba）３勝

アパティア（97 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，葉山特別， ２勝，白銀争覇３着
モエレタキシード（03 牝 ブラックタキシード） １３勝，日高賞３着
コスモユウチャン（09 牡 ゴールドヘイロー）２勝

エストラード（92 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，障害１勝， １勝
ボーングレイス（95 牝 ＊ジェイドロバリー）３勝

スターキャリバー（02 牝 ＊オース） ６勝
マツリダローズ（09 牝 ＊アジュディケーティング） １２勝，ひまわり賞３着

ワンダーピュアティ（03 牝 ＊キャプテンスティーヴ）１勝， ３勝
レミーエンジェル（04 牝 マーベラスサンデー）３勝

ボーンスター（96 牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
プロヴィナージュ（05 牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，阪神牝馬Ｓ ２着，朝日

ＣｈＣ ２着，秋華賞 ３着，京都大賞典 ３着，etc.， 入着，関
東オークス ２着

サトノディライト（07 牡 ＊ストラヴィンスキー）２勝， ５勝
エデンロック（10 牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，札幌２歳Ｓ ３着，芙蓉Ｓ

３着， 地方不出走
ボーンレジェンド（11 牝 サクラバクシンオー）３勝
ナリタスターワン（12 牡 ショウナンカンプ） ５勝，ブラッドストーンＳ，醍醐特

別，白梅賞
ファモーザ（98 牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

フェイムロバリー（05 牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，クロッカスＳ ３着
クラヴィコード（07 牝 ＊アグネスデジタル）２勝

販売申込者： 柏木 一則＝新冠町東川 0146-47-6105
所 有 者： 柏木 一則
生 産 牧 場： 柏木 一則
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 01456-2-5157



39 ロズコ ・鹿 ３／１４

ローズキングダム
黒鹿 2007

シプカクラッチュ
鹿 2002

キングカメハメハ

ローズバド

＊デヒア

＊ラプロスペクト

Kingmambo
＊マンファス
＊サンデーサイレンス
ロゼカラー
Deputy Minister
Sister Dot
Tank's Prospect
Le Moulin

体高

胸囲

管囲
（Banish ～ Banish Fear） 14 f

Mr. Prospector S 4×M 4

価格： 購買者：
母 シプカクラッチュ（02 鹿 ＊デヒア） ８勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
ビタミンエース（11 牡 鹿 ＊ケイムホーム） ２勝，くすのき賞（Ｄ１７００）
ガチセブン（13 牡 黒鹿 モエレプルトス） 入着３回
マグナム（14 牡 鹿 モエレプルトス） 入着２回

２代母 ＊ラプロスペクト（89 USA鹿 Tank's Prospect）米入着２回
ヤマノジェネラス（97 牝 ＊ジェネラス）１勝， １４勝，ＴＣＫ女王盃 ３着，瑞穂賞，

道営記念３着

３代母 ルムーラン Le Moulin（72 USA鹿 Hawaii）米４勝
ハイランドミルズHighland Mills（79 牝 Pia Star）米入着

ハイランドスプリングズ Highland Springs（84 Lucy's Axe）米１３勝，アップルト
ンＨ ，サラトガＢＣＨ ，ダレルズジョイＳ ，クリスマスデイＨ ３着，
フォートマケンリーＨ ，etc.

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

クリスティビーKristi B（98 牝 El Prado）米入着２回
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

＊ルハビー（86 牝 Plugged Nickle）米出走
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.

メイショウハーブ（97 牝 ＊エルハーブ）３勝
メイショウコロンボ（09 牡 マンハッタンカフェ）６勝，阿蘇Ｓ ，ジュライＳ

２着，etc.， ２勝，名古屋大賞典 ，兵庫ゴールドＴ ，か
きつばた記念 ３着

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： 田中 春美＝新ひだか町三石歌笛 0146-35-3177



40 ポッドソレイユ２０１６ ・鹿 ３／２８

グランプリボス
鹿 2008

ポッドソレイユ
鹿 2011

サクラバクシンオー

ロージーミスト

アドマイヤムーン

サニーサイド

サクラユタカオー
サクラハゴロモ

＊サンデーサイレンス
＊ビューティフルベーシック
＊エンドスウィープ
マイケイティーズ

＊コマンダーインチーフ
＊カディザデー

体高

胸囲

管囲
（Bara Bibi ～ Masaka） 5 e

サンデーサイレンス S 3×M 4

価格： 購買者：
母 ポッドソレイユ（11 鹿 アドマイヤムーン） １勝
初仔

２代母 サニーサイド（04 黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）不出走
カズノメジャー（09 牝 ダイワメジャー） ６勝

３代母 ＊カディザデー（88 IRE 黒鹿 Darshaan）愛・英入着２回
グリーンプラネット（95 牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，中山牝馬Ｓ ２着，奥多摩Ｓ，

フリーウェイＳ
アウロラプラネット（05 牝 アグネスタキオン）１勝， ３勝，読売レディス杯，ス

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

館スプリントＳ ，ファルコンＳ ，etc.，種牡馬
クレンデスターン（00 牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，Ｒたんぱ賞 ２着，野路菊Ｓ

４代母 カディッシャ Kadissya（79 USA鹿 Blushing Groom）仏２勝，テーヴ賞
［子］ カヒャシ Kahyasi（85 牡 ＊イルドブルボン）愛・英・仏５勝，英ダービー ，

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

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

カサーナ Kassana（94 牝 Shernazar）仏１勝，ミネルヴ賞 ，ロワイヨモン賞
２着，マルレ賞 ３着，ロワイヤリュー賞 ３着

［曾孫］ カストリア Kastoria（01 牝 Selkirk）愛・英・加・仏・香６勝，愛セントレジ
ャー ，カラＣ ，香港ヴァーズ ２着，ロワイヤリュー賞 ２着，パー
クヒルＳ ２着，etc.

ケサンプール Kesampour（09 ＊キングズベスト） 豪・仏４勝，グレフュール
賞 ，ナチュラリズムＳ ２着，フランソワマテ賞 ，ベンディゴＣ ３着

チーター Cheetah（07 牝 Tiger Hill）米・英４勝，ロバートＧディックメモリ
アルＳ ，ラプレヴォワイヤントＨ ２着，シープスヘッドベイＳ ３
着，ワイルドフラワーＳ ，ダウイジャーＳ ３着

販売申込者： ㈱タツヤファーム＝新ひだか町三石本桐 0146-34-2859
所 有 者： ㈱タツヤファーム
生 産 牧 場： ㈱タツヤファーム
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 0146-33-2300



41 エリモアクアポリスの２０１６ ・黒鹿 ３／ ４

＊ノヴェリスト
黒鹿 2009

エリモアクアポリス
鹿 2006

Monsun
モンズン

Night Lagoon
ナイトラグーン

ダンスインザダーク

＊レディーマーゴット

Konigsstuhl
Mosella
Lagunas
Nenuphar

＊サンデーサイレンス
＊ダンシングキイ
Sadler's Wells
Bold Lady

体高

胸囲

管囲
（Damasi ～ Sanaa） 14

Nijinsky M 4×S 5 Northern Dancer M 4×S 5×M 5 Literat S 5×S 5

価格： 購買者：
母 エリモアクアポリス（06 鹿 ダンスインザダーク）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
シンボリクレール（14 牝 黒鹿 ＊タートルボウル） 出走

２代母 ＊レディーマーゴット（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）仏１勝
ダノンジュピター（05 牡 ＊ブライアンズタイム）２勝， １勝

３代母 ボールドレイディ Bold Lady（74 FR栗 ＊ボールドラツド）仏３勝，ラロシェット
賞 ２着，セーヌ賞 ２着，オトンヌ賞 ３着，ヘロド賞 ３着
ペイパ－ム－ン Papermoon（81 牝 Troy）仏１勝，ベルフィーユ賞 ，ストラスブール賞

３着
モントゼーMondsee（90 牝 Caerleon）仏１勝

アレオリーヴ Allez Olive（98 Spectrum）独・仏・白１１勝，ヴィコンテッスヴ
ィジェ賞 ２着，バルブヴィル賞 ２着，グラディアトゥール賞 ３着，タ
ンティエーム賞 ，アルプマリティーム県議会大賞 ２着，etc.

ヘロービル Hello Bill（82 牡 ＊ベリフア）米・仏２勝，クリテリヨムドサンクルー ２着
ラヴェンダ－ミスト Lavender Mist（83 牝 Troy）英・独２勝，バリーマコールスタッドＳ

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

＊ローラローラ（85 牝 Saint Cyrien）仏１勝，セーヌ賞 ３着
サクラローレル（91 牡 Rainbow Quest）９勝，有馬記念 ，天皇賞（春） ，オールカ

マー ，中山記念 ，金杯 ，天皇賞（春） ２着，目黒記念 ２着，天皇賞（秋）
３着，青葉賞 ３着，冬至Ｓ，比良山特別，年代表，優古牡，種牡馬

＊ジョリーザザ（91 牝 Alzao）仏４勝，オクシタニー賞
タイムパラドックス（98 牡 ＊ブライアンズタイム）１０勝，ジャパンＣダート ，etc.，

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

レイディオヴシルヴァー Lady of Silver（92 牝 Caerleon）仏１勝
ラコルーニャ La Coruna（05 牝 ＊アラジ）仏１勝

ロスセリトス Los Cerritos（12 Dr Fong） 英・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： シンボリ牧場＝日高町富川東 01456-2-2462
所 有 者： シンボリ牧場
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： シンボリ牧場＝日高町富川東 01456-2-2462




