
平成29年度 八戸市場 品種別 実績 （ 7月4日開催 ）

区　　　　分

価　　　　　　　　　　　　　　　　　　格 前年度

頭　　数 総　　額 最　　高 最　　低 平均価格 頭　　数 平均価格

(頭) （円） （円） （円） （円） (頭) （円）

計

計 31) 102,492,000 7,128,000 1,404,000 3,306,193 26 2,712,461

牡 15) 47,088,000 7,128,000 1,404,000 3,139,200 11 3,318,545

牝 16) 55,404,000 6,480,000 1,620,000 3,462,750 15 2,268,000

ＪＲＡ日本中央競馬会

計 3) 14,256,000 6,480,000 3,348,000 4,752,000 3 4,824,000

牡 2) 7,776,000 4,428,000 3,348,000 3,888,000 2 4,212,000

牝 1) 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000 1 6,048,000

一般

計 28) 88,236,000 7,128,000 1,404,000 3,151,285 23 2,437,043

牡 13) 39,312,000 7,128,000 1,404,000 3,024,000 9 3,120,000

牝 15) 48,924,000 6,048,000 1,620,000 3,261,600 14 1,998,000

主取 計 9) - - - - 16 2,625,000

牡 5) - - - - 6 3,416,666
牝 4) - - - - 10 2,150,000

平成28年度 八戸市場 サラブレッド １歳 7月5日開催 と比較

① 平均額前年比較　　売却 593,732 円 21.9 ％ 高

② 出場頭数前年比較 2 頭 減

③ 売却頭数前年比較 5 頭 増

④ 出場馬に対する売却馬百分率 77.5 ％、前年 61.9 ％に対し 15.6 ％ 増

⑤ 総売上額前年比較 102,492,000 円、前年 70,524,000 円に対し

31,968,000 円 45.3 ％ 増



番号 父馬名 母馬名 性別 毛色 最終価格（円） 最終価格（US$） 購買者名 1Fﾀｲﾑ 販売申込者名

1 スクワートルスクワート(USA) セイントムーン 牡 黒鹿毛 1,620,000 14,301 鹿児島県 西村　新一郎 青森県 織笠　時男

2 アルデバランⅡ(USA) アイシーサポート 牡 鹿毛 - - 主取 青森県 北村牧場

3 スクワートルスクワート(USA) エムケイミラクル 牡 鹿毛 1,404,000 12,394 日高町 （株）門別牧場 青森県 佐々木牧場

4 アルデバランⅡ(USA) ミホユニヴァース 牡 鹿毛 4,428,000 39,089 東京都 ＪＲＡ日本中央競馬会 青森県 (有)青南ムラカミファーム

5 ベルシャザール ロココキャンドル 牡 青鹿毛 2,160,000 19,068 日高町 (有)ディアレストクラブ むかわ町 （有）市川牧場

6 パイロ(USA) キセキノメガミ 牡 青鹿毛 - - 欠 青森県 長谷地　義正

7 キングズベスト(USA) グランドアメリフローラ(USA)牡 鹿毛 2,268,000 20,021 愛知県 飯沼　賢児 新ひだか町 （株）タイヘイ牧場

8 エスポワールシチー シャドウスプリング 牝 栗毛 3,240,000 28,602 奈良県 栗本　博晴 新ひだか町 （有）坂本牧場

9 シビルウォー ギネビアケイ(USA) 牝 黒鹿毛 - - 主取 青森県 谷川　博勝

10 タイキシャトル(USA) モモトンボ 牝 鹿毛 3,348,000 29,555 東京都 レーシングホースジャパン 青森県 （株）諏訪牧場

11 ネオユニヴァース ショウリダバンザイ 牝 栗毛 4,428,000 39,089 東京都 梶本　尚嗣 新ひだか町 （株）タイヘイ牧場

12 プリサイスエンド(USA) シアトルムーン 牝 鹿毛 3,456,000 30,508 東京都 千葉県馬主会　西村　亮二 日高町 （株）門別牧場

13 モンテロッソ(GB) ジュエルシャネル 牝 鹿毛 2,160,000 19,068 奈良県 栗本　博晴 青森県 （有）荒谷牧場

14 グランプリボス スイートスズラン 牝 芦毛 6,048,000 53,390 新冠町 (有)ビッグレッドファーム 日高町 シンボリ牧場

15 スクワートルスクワート(USA) エプソムアイリス 牡 黒鹿毛 - - 主取 青森県 織笠　時男

16 モンテロッソ(GB) テンシノユメ 牡 鹿毛 - - 主取 浦河町 山田　昇史

17 スクワートルスクワート(USA) バーニングラブ 牡 黒鹿毛 1,620,000 14,301 福岡県 田中　一徳 青森県 清水　貞信

18 グラスワンダー(USA) アペイロン 牡 黒鹿毛 3,780,000 33,369 東京都 レーシングホースジャパン 日高町 （株）門別牧場

19 コンデュイット(IRE) アートブライアン 牡 鹿毛 - - 主取 青森県 太田ファーム

20 トゥザグローリー サザンシーラ 牡 鹿毛 2,160,000 19,068 鹿児島県 柏木　務 青森県 石田　英機

21 アドマイヤムーン クレイジーラブ 牡 鹿毛 3,780,000 33,369 奈良県 栗本　博晴 新ひだか町 （株）タイヘイ牧場

22 ダノンシャンティ オオブタイ 牝 青鹿毛 - - 主取 日高町 （株）門別牧場

23 マンハッタンカフェ ジュメイラジョアン(CAN) 牝 黒鹿毛 6,480,000 57,203 東京都 ＪＲＡ日本中央競馬会 新ひだか町 （株）タイヘイ牧場

24 シビルウォー アヴェネンテ 牝 鹿毛 - - 主取 青森県 町屋　勝幸

25 トーセンジョーダン ヴィエールソンリ(USA) 牝 黒鹿毛 1,620,000 14,301 奈良県 栗本　博晴 青森県 イズモリファーム

26 グラスワンダー(USA) ブラウブリッツ 牝 栗毛 1,944,000 17,161 福岡県 田中　一徳 青森県 スプリングファーム

27 コンデュイット(IRE) ホリデイスクリーン 牝 栗毛 1,620,000 14,301 新ひだか町 (有）ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 日高町 白瀬　盛雄

28 エスポワールシチー グレースハート 牝 鹿毛 3,132,000 27,648 宮城県 鈴木　雅俊 新ひだか町 （有）坂本牧場

29 スクワートルスクワート(USA) モルフェスペシャル 牡 栗毛 3,348,000 29,555 東京都 ＪＲＡ日本中央競馬会 青森県 町屋　勝幸

30 ケイムホーム(USA) キタハウス 牡 黒鹿毛 - - 主取 青森県 北村牧場

31 トビーズコーナー(USA) エムオーフィーバー 牡 芦毛 3,240,000 28,602 新ひだか町 ケーアンドエム 日高町 （株）門別牧場

32 モンテロッソ(GB) ヤマカツアンナ 牡 鹿毛 1,836,000 16,208 群馬県 大久保　興志雄 青森県 長谷地　義正

33 ストロングリターン セイカシリアス 牡 青鹿毛 4,536,000 40,042 大阪府 中西　宏彰 新ひだか町 （株）タイヘイ牧場

34 アルデバランⅡ(USA) ミネルバローズ 牡 黒鹿毛 7,128,000 62,924 京都府 中辻　明 青森県 谷川　博勝

35 トーセンジョーダン タイセイローザ 牡 鹿毛 3,780,000 33,369 東京都 ｸﾞﾛｰﾘｱｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 青森県 佐々木牧場

36 カフェラピード ラハイナⅡ(CHI) 牝 青鹿毛 4,320,000 38,136 新ひだか町 (有）ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 新ひだか町 （株）タイヘイ牧場

37 スマートファルコン ドルフィンルージュ 牝 栗毛 4,752,000 41,949 奈良県 栗本　博晴 青森県 （株）諏訪牧場

38 シビルウォー ミラクルフェイマス 牝 黒鹿毛 3,672,000 32,415 東京都 千葉県馬主会　田中　晴夫 新冠町 柏木　一則

39 ローズキングダム シプカクラッチュ 牝 鹿毛 1,836,000 16,208 浦河町 (有)チェスナットファーム 新ひだか町 田中　春美

40 グランプリボス ポッドソレイユ 牝 鹿毛 - - 主取 新ひだか町 （株）タツヤファーム

41 ノヴェリスト(IRE) エリモアクアポリス 牝 黒鹿毛 3,348,000 29,555 東京都 レーシングホースジャパン 日高町 シンボリ牧場


