
～八戸市場申込馬名簿 ～

番号 馬　　　名 性 毛色 生月日 父 母 販売申込者

1 スプンキーウーマン２０２０ ♂ 栗 ４．２７ ゴールドアクター スプンキーウーマン 早坂牧場

2 マンハッタンガビー２０２０ ♂ 黒鹿 ３．２９ アルデバランⅡ（USA) マンハッタンガビー （有）荒谷牧場

3 シェーネフラウ２０２０ ♂ 鹿 ３．１０ ドレフォン（USA) シェーネフラウ （株）タイヘイ牧場

4 タイキポーラ２０２０ ♂ 栗 ３．１６ スウィフトカレント タイキポーラ 太田ファーム

5 サイレントスター２０２０ ♀ 栗 ４．６ ベストウォーリア（USA) サイレントスター （株）門別牧場

6 ベネチアンテンズ２０２０ ♀ 栗 ４．７ グランデッツァ 野々宮牧場

7 ♀ 鹿 ５．２ ウインバリアシオン 青森ホースファーム

8 ♂ 栗 ３．３１ アルデバランⅡ（USA) イズモリファーム

9 シーズババズディライト２０２０ ♂ 栗 ４．１０ ヤマカツエース シーズババズディライト（USA) 石田　英機

10 フィオレンツァ２０２０ ♂ 鹿 ２．２９ パドトロワ フィオレンツァ 門別　敏朗

11 エプソムアイリス２０２０ ♂ 鹿 ３．１７ ウインバリアシオン エプソムアイリス 織笠　時男

12 ガーデンショット２０２０ ♀ 栗 ３．２９ ジャングルポケット ガーデンショット マルシチ牧場

13 アイダンスカラー２０２０ ♀ 鹿 ５．８ アルデバランⅡ（USA) アイダンスカラー 滝沢牧場

14 ルナフェリーナ２０２０ ♀ 黒鹿 ３．２２ ミッキーアイル ルナフェリーナ（USA) （株）タイヘイ牧場

15 フィッシュザビート２０２０ ♂ 鹿 ４．１１ アルデバランⅡ（USA) フィッシュザビート 織笠　時男

16 シフォンベール２０２０ ♂ 青鹿 ５．３０ スウィフトカレント シフォンベール 長谷地　義正

17 クヴァルダ２０２０ ♂ 栗 ４．７ ゴールドアクター クヴァルダ 風ノ丘ファーム

18 プラリネ２０２０ ♂ 黒鹿 ３．９ メイショウボーラー プラリネ 富菜牧場

19 アイランドルビー２０２０ ♀ 黒鹿 ３．５ バゴ（FR） アイランドルビー 伊藤牧場

20 ローマンクィーン２０２０ ♀ 黒鹿 １．２６ ヴィクトワールピサ ローマンクィーン（GB) （株）タイヘイ牧場

21 スノーフラワー２０２０ ♀ 栗 ４．２６ アルデバランⅡ（USA) スノーフラワー （株）諏訪牧場

７月６日（火）開催

ベネチアンテンズ

写真

アヴェネンテ

イースタリーブリーズ(USA)イースタリーブリーズ２０２０

アヴェネンテ２０２０
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販売申込者・所有者： 早坂牧場＝宮城県大崎市 �0229-84-7277
生 産 牧 場： 早坂牧場
飼 養 者： 猪股トレーニングセンター＝宮城県大崎市 �090-9638-5842

母 スプンキーウーマン（07栗 ＊アルカセット）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（11）〕
カネトシエンパシー（11牡栗 ＊フレンチデピュティ）�５勝�
カミノカール（12牝黒鹿 ＊ファスリエフ）��２勝
カミノメグリアイ（13牝芦 ＊クロフネ）��１勝�入着３回
サダムドミニック（14�黒鹿 ＊タートルボウル）障害１勝，��３勝
スパンキーワールド（16�栗 ＊ケープブランコ）１勝
ミスマツリダ（18牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）��入着２回

２代母 チェルビム（01栗 ＊サンデーサイレンス）GB１勝
オリバーバローズ（10牡 ＊ファンタスティックライト）１勝
バーンアウル（11牝 ＊コマンズ）１勝
デュナミス（14牝 ＊ストリートセンス）１勝

３代母 カーリーエンジェル（90栗 ＊ジヤツジアンジエルーチ）入着２回，松浜特別３着
エガオヲミセテ（95牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，マイラーズＣ‐Jpn2，サンスポ

阪神牝馬特別‐Jpn2，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.
アドマイヤハッピー（98牝 ＊トニービン）４勝，紫苑Ｓ‐OP ３着，摺上特別，二本

松特別２着，etc.
ウォータクティクス（05牡 ＊ウォーエンブレム）６勝，アンタレスＳ‐G3，アル

デバランＳ‐OP，フェアウェルＳ
オレハマッテルゼ（00牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，高松宮記念‐Jpn1，京王杯ス

プリングＣ‐G2，キャピタルＳ‐L，etc.，種牡馬
エノク（04牡 ＊クロフネ）７勝，カペラＳ‐G3 ３着，ペルセウスＳ‐L ３着，太秦Ｓ

‐OP（２回），etc.
トゥリオンファーレ（06牡 スペシャルウィーク）４勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ

‐Jpn3 ３着，鴨川特別，新潟日報賞２着，etc.
フラアンジェリコ（08牡 ネオユニヴァース）６勝，京成杯オータムＨ‐G3，福島記

念‐G3 ２着，五稜郭Ｓ，etc.

４代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝

1 スプンキーウーマン２０２０ 牡・栗 ４／２７
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインゴールドアクター ＊キョウワアリシバ

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�アルカセット ＊チェサプラナスプンキーウーマン ＊サンデーサイレンス

��
��
�チェルビム栗 2007 カーリーエンジェル

＊パロクサイド 8f
サンデーサイレンスM3×S4 ノーザンテースト S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲荒谷牧場＝青森県上北郡東北町 �0176-62-2825
生 産 牧 場： ㈲荒谷牧場
飼 養 者： ㈲荒谷牧場＝青森県上北郡東北町 �0176-62-2825

母 マンハッタンガビー（12青鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
エリーザベト（17牝鹿 ＊モンテロッソ）��入着２回�入着２回

２代母 スコアズビー（07黒鹿 ＊ロックオブジブラルタル）入着５回
トゥルーハート（13� ハーツクライ）１勝，障害２勝
ショウナンアンビル（15� ダイワメジャー）２勝
ズヴィズダー（16牝 ジャスタウェイ）��１勝

３代母 ＊シルバーチャリス（01 IRE 鹿 RainbowQuest）不出走
＊プラチナチャリス（06牝 ＊ロックオブジブラルタル）出走

ロジチャリス（12牡 ダイワメジャー）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，芙蓉Ｓ
‐LR ２着，東風Ｓ‐L ３着，etc.，��未出走���出走

グレイル（15牡 ハーツクライ）２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3，オ
ールカマー‐G2 ３着，セントライト記念‐G2 ３着

ゴールドチャリス（18牝 トゥザワールド）�２勝，中京２歳Ｓ‐OP，カンナＳ‐OP
３着，フェニックス賞‐OP ３着

４代母 ＊シルバーレーン（85 USA黒鹿 Silver Hawk）GB・FR・IRE・USA３勝，グ
ロット賞‐G3，愛オークス‐G1 ３着，コリーダ賞‐G3 ２着，ラクープドメゾン
ラフィット‐G3 ２着，P.Des Tourelles‐L ２着，etc.
［子］ ＊ブラックホーク（94牡 Nureyev）９勝，安田記念‐Jpn1，スプリンター

ズＳ‐Jpn1，スワンＳ‐Jpn2，etc.，種牡馬
ピンクカメオ（04牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，
中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，etc.

カウアイレーン（06牝 キングカメハメハ）５勝，ターコイズＳ‐L，クイー
ンＳ‐G3 ３着，東京スマイルプレミアム

シェイクスピア Shakespeare（97� RainbowQuest）IRE・HKG５勝，
Platinum S‐L

［孫］ ステイフーリッシュ（15牡 ステイゴールド）�２勝，京都新聞杯‐G2，ホ
ープフルＳ‐G1 ３着，京都記念‐G2 ２着（２回），etc.

＊シベリアンホーク（00牡 ＊スピニングワールド）４勝，キャピタルＳ‐L，
京成杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，福島ＴＶＯＰ‐L ２着，etc.，種牡馬

2 マンハッタンガビー２０２０ 牡・黒鹿 ３／２９

＊

ミスタープロスペクター Raise a Native

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Mr. Prospector

�
�
�
�
�
�
�
�
� Gold DiggerアルデバランⅡ チャイムズオヴフリーダム Private Account

��
��
�Chimes of FreedomUSA 鹿 1998 Aviance

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジマンハッタンガビー ＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スコアズビー青鹿 2012 ＊シルバーチャリス

5g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339
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

母 シェーネフラウ（12黒鹿 ゼンノロブロイ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
キングオー（19牡黒鹿 ストロングリターン）�地方未出走

２代母 モンテミウ（05鹿 ＊ボストンハーバー）２勝，はやぶさ賞，中京日経賞２着
ロジモン（11牡 フジキセキ）�１勝
チェダー（13� アドマイヤムーン）�11 勝�２勝��
コスモジェネラル（15牡 ＊キングズベスト）�１勝�入着
カナタ（17牝 ダイワメジャー）�	５勝
ノーブルハーバー（18牝 ＊キンシャサノキセキ）�１勝

３代母 シンメイミネルバ（97黒鹿 Caerleon）出走
ミネルバサウンド（03牝 ＊ブライアンズタイム）４勝，アカシヤ特別，噴火湾特別３着

サウンドアドバイス（10牝 アグネスタキオン）３勝，桶狭間Ｓ２着
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‐G2，ターコイズ

Ｓ‐L，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，etc.
チビラーサン（16牝 ＊ケープブランコ）�２勝，鷹巣山特別２着，春菜賞２着，

神奈川新聞杯３着
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‐G2，府中牝馬

Ｓ‐G2 ３着，京成杯オータムＨ‐G3 ２着，etc.

４代母 ＊フジャブ（92 USA鹿 Woodman）GB１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‐OP ２着，

クローバー賞‐OP ２着
テンカタイヘイ（00牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，駒場特別，矢作川特
別，相模特別２着，etc.

エーシンハダル（07牡 サクラバクシンオー）４勝，ＴＶ静岡賞２着，�１
勝�10 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‐G2（２回），京
都金杯‐G3，ファイナルＳ‐L，etc.，種牡馬

3 シェーネフラウ２０２０ 牡・鹿 ３／１０

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲
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�
�
�
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�初年度産駒２歳 Gio Ponti

�
�
�
�
�
�
�
�
� Chipeta Springsドレフォン エルティマース Ghostzapper

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルシェーネフラウ ＊ボストンハーバー

��
��
�モンテミウ黒鹿 2012 シンメイミネルバ

＊フジャブ 3n
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 太田ファーム＝青森県上北郡おいらせ町 �0178-56-2727
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

母 タイキポーラ（96栃栗 トウカイテイオー）７勝，マーメイドＳ‐Jpn3，エルフィンＳ
‐OP（芝 1600）２着，道頓堀Ｓ（芝 1600），飛鳥Ｓ（芝 2000），不知火特別（芝 2000），etc.
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－７（25）〕
タイキフーガ（03�栗 ＊グラスワンダー）�３勝�１勝
キャサリンアイドル（05牝栗 バブルガムフェロー）�２勝
ポーラシークエンス（06牝栗 ＊アグネスデジタル）��１勝�６勝�入着
ネオポラリス（07�栗 ネオユニヴァース）２勝，ムーニーバレーレーシングクラブ

賞（芝 2400），	２勝
ポーラメソッド（11牡芦 ＊チチカステナンゴ）２勝
エルブルース（12牝芦 ＊チチカステナンゴ）
�６勝
マージーサイド（13�青鹿 ヴァーミリアン）
�１勝
グランディール（16牡鹿 ルーラーシップ）�出走，�３勝
�
ノーブルフローラ（17牝鹿 ＊タートルボウル）��入着�

２代母 ＊スターオブザノース（86 IRE 栃栗 Chief Singer）IRE１勝
タイキルドルフ（91� シンボリルドルフ）３勝，織姫賞３着，松島特別３着
タイキテンペスト（92牡 ＊キャロルハウス）１勝，咲花特別２着
タイキアルタイル（95� ＊ダンスオブライフ）�１勝�

３代母 ノーザンシーンNorthern Scene（79 IRE 栗 Habitat）GB１勝

４代母 アルゴンキンAlgonkin（69 USA栗 Tom Rolfe）IRE・USA１勝

５代母 ドゥラーニDurani（60 USA栗 Bold Ruler）不出走
［孫］ アンアクト An Act（73 牡 Pretense）USA６勝，サンタアニタダービー

‐G1，エルドラドＨ‐G3，Santa Catalina S，etc.，種牡馬
サルサル Sarsar（72 牝 Damascus）USA７勝，サンタスサーナＳ‐G2，
ウィザーズＳ‐G2，Pasadena S，etc.

ディンDin（74牝 Drone）USA３勝，リトルシルヴァーＨ‐G3
マーマカーリMama Kali（71 牝 Tom Rolfe）USA12 勝，California Jo
ckey Club H，Rancho Bernardo H（２回），Osunitas S，etc.

ゴアGoa（84牡 Coastal）USA７勝，R. J. Speers H，Manitoba Cr
ocus S２着，Wheat City S３着，種牡馬

4 タイキポーラ２０２０ 牡・栗 ３／１６
＊ Halo

体高
胸囲
管囲
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��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellスウィフトカレント

＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア青鹿 2001 Much Too Risky

シンボリルドルフ

�
�
�
�
�

��
��

�トウカイテイオー トウカイナチユラルタイキポーラ
＊ Chief Singer

��
��
�スターオブザノース栃栗 1996 Northern Scene

1l
Halo S3×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

母 サイレントスター（09栗 Rahy）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
カリスマサンヒカル（17牝栗 グランデッツァ）���４勝

２代母 ＊サイレントセンティネル（04 USA鹿 Silver Hawk）FR１勝
ストレートシックス（13� アドマイヤムーン）��１勝
サーストンヒーロー（14牡 ＊ストリートセンス）��８勝�９勝
ムシカリ（15� ディープスカイ）��１勝，クラウンＣ３着
アビエルト（17牡 ＊キンシャサノキセキ）�１勝，千葉日報杯２着，周防灘特別３着，

雪うさぎ賞３着，�１勝
チュートリス（18牝 ＊キンシャサノキセキ）���１勝

３代母 ザケアテイカー The Caretaker（87 IRE 鹿 Caerleon）IRE・USA４勝，K
nockaire S‐L，Derrinstown Stud 1000 Guineas Trial‐L，Cartier Million
S‐LR，Silver Flash S‐L，Garnet S‐L ２着，etc.

＊ムタファーウエク（96牡 Silver Hawk）GB・IRE・GER・USA・UAE７勝，英セ
ントレジャー‐G1，コロネイションＣ‐G1，カナディアンインターナショナル
Ｓ‐G1，ドイツ賞‐G1，キングエドワード七世Ｓ‐G2，etc.，種牡馬

ディミトロワDimitrova（00牝 Swain）IRE・USA４勝，フラワーボールＳ‐G1，
Leopardstown 1000 Guineas Trial‐L，American Oaks‐L，etc.

ハーオウンカインドHer Own Kind（02牝 Dubai Millennium）GB１勝
ザラヒーエインジェルThe Rahy Angel（08 牝 Rahy）USA２勝
エヴァーデインジャラス Ever Dangerous（17 牡 Kitten's Joy）�USA３
勝，Bryan Station S，アップルトンＳ‐G3 ３着

４代母 ゴーフェザーゴーGo Feather Go（72 USA鹿 ＊ゴーマーチング）IRE１勝
［子］ ゴーハニーゴーGo Honey Go（83牝 General Assembly）FR・USA５

勝，スワニーリヴァーＨ‐G3，Flower Girl H，Aspidistra H
‐L ３着，etc.

［孫］ ＊ゲイリーフラッシュ（93牡 ＊デインヒル）７勝，シルクロードＳ‐Jpn3，
淀短距離Ｓ‐OP ２着，仲冬Ｓ，etc.

5 サイレントスター２０２０ �・栗 ４／ ６

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

ラヒー Blushing Groom

�
�
�
�
�

��
��

�Rahy Glorious Songサイレントスター
＊ Silver Hawk

��
��
�サイレントセンティネル栗 2009 The Caretaker

2s
Silver HawkM3×S4 Mr. Prospector S5×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 野々宮牧場＝青森県十和田市 �0176-27-2904
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

母 ベネチアンテンズ（99栗 ＊クリスタルグリツターズ）２勝，�１勝��
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－９（71）〕
ヒルズボス（05牝黒鹿 ＊エアエミネム）�２勝�10 勝
イヅル（06牝栗 ＊コロナドズクエスト）��３勝
ムスタングリーダー（07牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝
ミチノクコンコルド（08牝鹿 フサイチコンコルド）�３勝
ポイントプラス（09牡栗 ＊グラスワンダー）���２勝・15勝�７勝，川崎マイラ

ーズ（Ｄ1600）３着
ナカノヘイロー（10牡青鹿 ゴールドヘイロー）�８勝�入着５回，土佐秋月賞
（Ｄ1600）３着

ラグーンシティー（12牝鹿 ＊バトルプラン）��１勝�６勝
トータルビクトリー（13牡鹿 ＊ファスリエフ）入着，��１勝�８勝
プリモ（14牝黒鹿 ＊ベーカバド）	��４勝
ナインボール（18牝鹿 ベルシャザール）	��１勝

２代母 メジロジュリアン（86栗 ヤマニンスキー）不出走
エーピージュリアン（93牡 ＊リンドシェーバー）５勝，若草Ｓ‐OP ３着，加古川特別，etc.，

��１勝
１勝，船橋記念２着，ＴＶＫ盃３着，埼玉新聞杯３着，etc.
エーピーダイヤ（94牝 ＊トニービン）入着

ヴンダー（01牡 フジキセキ）３勝，プリンシパルＳ‐L ２着，マーガレットＳ‐L
３着，芙蓉Ｓ‐OP ３着，奥尻特別，精進湖特別２着，etc.

ロバリースター（96牝 ＊ジェイドロバリー）不出走
エーピーライデン（01牡 ワカオライデン）��４勝，ブルーバードＣ２着，ハ

イセイコー記念２着
シャチョマンユウキ（03牡 ニューイングランド）１勝，�１勝�

３代母 メジロパンテーラ（76栗 ＊シヤトーゲイ）２勝
メジロキャニオン（85牝 ＊モガミ）２勝

パリスナポレオン（91牡 メジロテイターン）５勝，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3 ２
着，etc.，�１勝���
�，マーキュリーＣ‐Jpn3，マーキュリーＣ
‐Jpn3 ２着，etc.

6 ベネチアンテンズ２０２０ ・栗 ４／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アグネスタキオン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アグネスフローラグランデッツァ

＊ Marju

��
��
�マルバイユ栗 2009 Hambye

＊ Blushing Groom

�
�
�
�
�

��
��

�クリスタルグリツターズ Tales to Tellベネチアンテンズ ヤマニンスキー

��
��
�メジロジュリアン栗 1999 メジロパンテーラ

＊アストニシメント 7c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 青森ホースファーム＝青森県青森市 �090-4163-6541
生 産 牧 場： 青森ホースファーム
飼 養 者： 青森ホースファーム＝青森県青森市 �090-4163-6541

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：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
キキ（13牝鹿 ＊ロージズインメイ）�１勝��１勝�入着４回�
ププ（15牡鹿 ＊アグネスデジタル）���２勝�２勝�入着２回

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
ロスペトリュス（05牡 ＊タイキシャトル）２勝，ｔｖｋ賞２着，牡丹賞２着，百日草

特別２着，�２勝
ロスパンチョス（06牡 ＊フレンチデピュティ）２勝
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，南部駒賞，若駒賞，種牡馬

ベニスビーチ（18牝 ＊ノボジャック）��入着�１勝�２勝��，あやめ賞２着，
新春ペガサスＣ２着

ラヴァズアゲイン（09牝 ＊ファルブラヴ）１勝
ノービリス（11牝 ＊コマンズ）入着，�３勝

３代母 ＊アンブロジン（88 USA鹿 Mr. Prospector）FR・USA１勝
＊レイクアネシー（94牝 Capote）不出走

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，釜山Ｓ２着，
桶狭間Ｓ３着，etc.

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，きんせんか賞２着，火打山特別３着，

鳥取特別３着，etc.
ワンアンドオンリー（11牡 ハーツクライ）４勝，日本ダービー‐G1，神戸
新聞杯‐G2，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3，etc.，UAE入着，種牡馬

ノーリーズン（99牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，皐月賞‐Jpn1，神戸新聞杯
‐Jpn2 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‐Jpn3，
シンザン記念‐Jpn3，ディセンバーＳ‐L，etc.，種牡馬

ノータブルアート（04牝 ＊ブライアンズタイム）入着４回
マノワール（10牡 ゴールドアリュール）４勝，ＢＳイレブン賞２着，ＴＶＱ杯

２着，西日本スポーツ杯３着，etc.

7 アヴェネンテ２０２０ 	・鹿 ５／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスウインバリアシオン

＊ Storm Bird

��
��
�スーパーバレリーナ鹿 2008 ＊カウントオンアチェンジ

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodアヴェネンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロスマリヌス鹿 2008 ＊アンブロジン

A4
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×M5 Northern Dancer S4×M5
Damascus S5×M5
価格： 購買者：



販売申込者・所有者： イズモリファーム＝青森県八戸市 �0178-96-2998
生 産 牧 場： イズモリファーム
飼 養 者： 谷川ファーム＝青森県八戸市 �0178-83-2044

母 ＊イースタリーブリーズ（02 USA栗 Fusaichi Pegasus）USA１勝
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－５（７），地方－５（15）〕
カネトシビッグバン（07牡栗 El Corredor）１勝
トーセンブルージュ（08牡黒鹿 フジキセキ）��１勝
ヴェンセール（10牡鹿 サクラバクシンオー）１勝
マハラジャ（12牝栗 ダイワメジャー）��１勝
スエツムハナ（13牝栗 ゼンノロブロイ）��６勝
アサケハーツ（14牡栗 ハーツクライ）１勝，��５勝
キャッチミーアップ（15牝鹿 ハーツクライ）�３勝，春待月賞（芝 1600），瀬戸内

海特別（芝 1400）３着，武田尾特別（芝 1800）３着，鶴橋特別（芝 1400）３着
ドゥオンフルール（16牝鹿 ブラックタイド）��１勝�１勝
クリノブレーヴ（17牡鹿 オーシャンブルー）�１勝
クリノネガヒ（18牝栗 ＊アルデバランⅡ）��出走

２代母 ナキスカウィンドNakiskaWind（86 USA栗 Lyphard）USA入着
ジエクセターマン The Exeter Man（92� Capote）USA９勝，El Conejo H

‐L，Lit De Justice H‐L，Sultry Song H‐L，Senator Maddy S‐R，
トリプルベンドＢＣＨ‐G2 ２着，etc.

フュリアスウィンド FuriousWind（94牡 ＊マイニング）BRZ４勝，P.President
e Julio Mesquita‐L ２着，種牡馬

アイシーウィンド IcyWind（97牝 Clackson）BRZ４勝，P.Erasmo T. De Assump
cao‐L，P.Presidente Waldyr Prudente De Toledo‐L ２着
クイックウィンドQuickWind（05牡 Public Purse）BRZ３勝，P.Emerso

n‐L
スルースカ Slewska（00牝 Seattle Slew）USA出走

シアトルエクス Seattle Ex（09� Exchange Rate）USA１勝，Birdonthe
wire S２着

チフリーキー Chihulykee（04� Mr. Greeley）USA８勝，Bob Umphrey Turf S
print‐L ２着，Cherokee Run H‐L ２着，Reappeal S２着，Don
Ciccio S２着

３代母 ブリージーストーリーズBreezy Stories（78 CAN鹿 Damascus）不出走

8 イースタリーブリーズ２０２０ 牡・栗 ３／３１

＊

ミスタープロスペクター Raise a Native

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Mr. Prospector

�
�
�
�
�
�
�
�
� Gold DiggerアルデバランⅡ チャイムズオヴフリーダム Private Account

��
��
�Chimes of FreedomUSA 鹿 1998 Aviance

＊

フサイチペガサス Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Fusaichi Pegasus Angel Feverイースタリーブリーズ ナキスカウィンド Lyphard

��
��
�NakiskaWind栗USA 2002 Breezy Stories

21a
Mr. Prospector S2×M3 Damascus S4×M4 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 石田 英機＝青森県上北郡七戸町 �0176-62-2533
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

母 ＊シーズババズディライト（01 USA栗 Distorted Humor）USA３勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：地方－６（34）〕
ケイアイカミノユメ（07牡栗 Lion Heart）�６勝�１勝
ドリームスカイハイ（11牡栗 ディープスカイ）�６勝��８勝
クリムゾンスカイ（12牝栗 ディープスカイ）�１勝��入着３回
ブラウンヘルシャー（14牡鹿 ＊エンパイアメーカー）�３勝��２勝
テクノマインド（15牡栗 アドマイヤムーン）��６勝，兵庫ダービー（Ｄ1870）３

着，園田ジュニアＣ（Ｄ1700）２着
テクノディライト（17牡栗 ＊マジェスティックウォリアー）��１勝
コパノマーガレット（18牝栗 ＊マクフィ）��入着
ナガタドール（19牝栗 ＊パイロ）�地方未出走

２代母 ビヘイヴィングダンサー Behaving Dancer（87 USA栗 Green Dancer）U
SA７勝，ゴールデンハーヴェストＨ‐G3，Locust Grove H‐L，Old South H
‐L，Lyrique H‐L，Capital Holding S‐L ２着，etc.
グリーンヘイローGreen Halo（02	 ＊サザンヘイロー）USA１勝

３代母 ビヘイヴィングレイディ Behaving Lady（75 USA黒鹿 Ambehaving）USA
10 勝，Aspidistra H，Zippy Do H，Ruddy Belle H２着，Begonia H
３着
ブラッシュリーBrushly（83 牝 Liloy）USA１勝

モーウルフMo.Wolf（88 牝 Wolf Power）USA４勝
モーディネロMoDinero（95	 Lord AtWar）USA10 勝，Catchmeif
youcan S，IslandWhirl H，King'S Court S２着

ジャーニートゥアファンタシー Journeytoafantasy（89 牝 Great Charmer）U
SA・PER４勝，P.Augusto N. Wiese‐L ３着

グランシエクルGrand Siecle（84 牡 Text）BEL６勝，Les Guineas‐L ３着
ジェントルマンズオナーGentleman's Honor（85	 L'Enjoleur）USA５勝，Phi

l D.Shepherd S‐L ２着，Orange County H‐L ２着
リヴァーゴ Rivergo（86牡 Riverman）USA８勝，Wiley Post H２着，Cross

roads H３着，Remington Cup H３着，etc.，種牡馬
ミスワードフォーワードMisswordforword（88牝 Verbatim）USA２勝，Remi

ngton Park Oaks‐L ３着

9 シーズババズディライト２０２０ 牡・栗 ４／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊

ディストーテドヒューマー ＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�Distorted Humor Danzig's Beautyシーズババズディライト ビヘイヴィングダンサー Green Dancer

��
��
�Behaving Dancer栗USA 2001 Behaving Lady

10a
Mr. Prospector S4×M4 Danzig M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 門別 敏朗＝日高町門別本町 �01456-2-5158
生 産 牧 場： 門別 敏朗
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

母 フィオレンツァ（13栗 ＊グラスワンダー）��入着５回�
初仔

２代母 チェリーラブ（94鹿 サクラユタカオー）２勝，豊橋特別，ローズマリー賞３着，
こでまり賞３着
マイネルレーニア（04牡 ＊グラスワンダー）６勝，スワンＳ‐G2，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2，

ポートアイランドＳ‐L，米子Ｓ‐L ２着，アーリントンＣ‐Jpn3 ３着，etc.
レインボーティアラ（06牝 トウカイテイオー）�２勝��入着
トーセンターキー（10牡 ディープインパクト）３勝，月岡温泉特別，江の島特別３着

３代母 ターンツーダイナ（78鹿 ＊ノーザンテースト）入着２回
ツーワエース（86牡 ＊ルセリ）４勝，師走Ｓ，清澄特別，初富士Ｓ２着，��４勝�

入着５回
ドンミロード（89牡 ＊アレミロード）１勝，長岡特別
ハヤベニコマチ（92牝 ＊サンデーサイレンス）�２勝

ハタノプリエ（97牝 ＊ブライアンズタイム）２勝
ハタノギャラン（05牝 ＊アフリート）入着３回，��１勝，東京プリンセス
賞２着

スギノブレイド（06� ＊アフリート）４勝，三条特別，市原特別２着，千歳
特別２着，etc.

ハタノヴァンクール（09牡 キングカメハメハ）４勝，��２勝�１勝	入
着，川崎記念‐Jpn1，ジャパンＤダービー‐Jpn1，ブリーダーズＧＣ
‐Jpn2，etc.，種牡馬

アースクリスハーン（03牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，豊明特別，磐梯山特
別２着，中京スポーツ杯２着，etc.

ジャガーメイル（04牡 ジャングルポケット）６勝，天皇賞（春）‐G1，ジャパン
Ｃ‐G1 ３着，etc.，HKG入着２回，香港ヴァーズ‐G1 ２着，etc.

アースマリン（05牝 ＊マリエンバード）３勝，開聞岳特別，由布院特別３着，初
茜賞３着

４代母 ＊ナイスランデイング（65 USA鹿 First Landing）USA４勝
［孫］ イクノディクタス（87牝 ＊デイクタス）９勝，オールカマー‐Jpn3，小倉

記念‐Jpn3，金鯱賞‐Jpn3，etc.，優古牝

10 フィオレンツァ２０２０ 牡・鹿 ２／２９
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraフィオレンツァ サクラユタカオー

��
��
�チェリーラブ栗 2013 ターンツーダイナ

＊ナイスランデイング 1w
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 織笠 時男＝青森県三沢市 �0176-59-2691
生 産 牧 場： 織笠 時男
飼 養 者： 猪股トレーニングセンター＝宮城県大崎市 �090-9638-5842

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：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ソウシソウアイ（15牝鹿 ＊スクワートルスクワート）��１勝
ツギノイッテ（16牡黒鹿 ＊スクワートルスクワート）�３勝
ヴァリアントジョイ（17牡鹿 ウインバリアシオン）入着３回，��２勝

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，室町特別２着，

立冬特別２着，函館日刊スポーツ杯３着，etc.
ワンダーフライト（99牡 ナリタブライアン）入着２回，�５勝�１勝
フォレストビーナス（01牝 ＊エルコンドルパサー）出走

ウインクロニクル（07牡 ゴールドアリュール）２勝
ビービーバカラ（08牝 ゼンノロブロイ）１勝

バルトアンジェラ（03牝 フサイチコンコルド）�３勝�１勝

３代母 マルゼンシラオキ（89鹿 マルゼンスキー）不出走

４代母 クイーンシラオキ（82鹿 ＊コインドシルバー）３勝，御嶽特別２着，三宮特別２着
［子］ 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）

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
‐OP ２着，ひいらぎ賞３着

［孫］ シルバーサーベル（96牡 ＊アフリート）３勝，京王杯３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，etc.，
�５勝��入着
�，全日本三歳優駿‐Jpn2 ２着，グランシャ
リオＣ‐Jpn3 ３着，etc.

ピースキーパー（05牡 ＊ウォーエンブレム）５勝，京都２歳Ｓ‐L ３着，初
夢Ｓ，阪神スプリングプレミアム３着，etc.

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，

河北新報杯２着，etc.
アールロッソ（16牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝，大府特別，ヤマボウシ賞
デライトシーン（04牝 サクラバクシンオー）４勝，アクアマリンＳ２着，
飯豊特別３着，鏑矢特別３着

11 エプソムアイリス２０２０ 牡・鹿 ３／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスウインバリアシオン

＊ Storm Bird

��
��
�スーパーバレリーナ鹿 2008 ＊カウントオンアチェンジ

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューエプソムアイリス ＊ヘクタープロテクター

��
��
�フォレストエンゼル鹿 2004 マルゼンシラオキ

＊フロリースカツプ 3l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： マルシチ牧場＝青森県三戸郡五戸町 �0178-62-6308
生 産 牧 場： マルシチ牧場
飼 養 者： ㈲荒谷牧場＝青森県上北郡東北町 �0176-62-2825

母 ガーデンショット（13栗 ＊アサクサデンエン）��入着６回
〔産駒馬名登録数：１〕
トドイワオーシャン（19牝栗 サンカルロ）�地方未出走

２代母 ガーデンシティー（05黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
ロールケーキ（10牡 タイムパラドックス）�４勝�
ノアストロング（11牡 ＊ヘクタープロテクター）�２勝

３代母 カーペディエム（89栗 サクラユタカオー）不出走
ザラストドロップ（95牝 ヤマニンスキー）３勝，湘南特別，国際Ｊｓ（２）２着，五

頭連峰特別３着
ヒシカツジェームス（07牡 アグネスタキオン）４勝，汐留特別，富里特別２着，

ホンコンＪクラブＴ２着，etc.
ラヴィドール（08牡 キングカメハメハ）�25 勝�入着４回，新春盃２着，駿蹄

賞３着
マルーンドロップ（11牝 ＊コンデュイット）１勝，日田特別，野島崎特別２着，

�１勝
クラシックステージ（96牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，プリンシパルＳ‐OP ３着，

いちょうＳ‐OP ３着，野麦峠特別，etc.
ヴェリタス（04牡 アドマイヤベガ）２勝，飛竜特別，医王寺特別２着，サロマ湖特

別３着，etc.

４代母 スカーレツトブルー（82栗 ＊ノーザンテースト）１勝
［孫］ 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‐G2，

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ２着，プリンシパルＳ‐L ２着
トーセンジョウオー（01牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，��７勝，エ
ンプレス杯‐Jpn2，スパーキングＬＣ‐Jpn3（２回），マリーンＣ
‐Jpn3（２回），etc.，ＮＡＲ優牝馬（2回）

［曾孫］ ブレイブスマッシュ Brave Smash（13牡 トーセンファントム）２勝，サ
ウジアラビアＲＣ（重賞）‐L，etc.，AUS・UAE３勝，ＭＶＲＣマニカ
トＳ‐G1，ＭＲＣフュチュリティＳ‐G1，etc.，種牡馬

ブラックホール（17牡 ゴールドシップ）２勝，札幌２歳Ｓ‐G3，菊花賞
‐G1 ５着

12 ガーデンショット２０２０ �・栗 ３／２９
＊

＊カンパラ

体高
胸囲
管囲
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�

�
�
�
�
� トニービン

�
�
�
�
�
�
�
�
� Severn Bridgeジャングルポケット

＊ Nureyev

��
��
�ダンスチャーマー鹿 1998 Skillful Joy

＊ Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

�アサクサデンエン ＊ホワイトウォーターアフェアガーデンショット マンハッタンカフェ

��
��
�ガーデンシティー栗 2013 カーペディエム

＊スカーレツトインク 4d
Halo M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 滝沢牧場＝青森県八戸市 �0178-82-3755
生 産 牧 場： 滝沢牧場
飼 養 者： 滝沢牧場＝青森県八戸市 �0178-82-3755

母 アイダンスカラー（04鹿 ＊アジュディケーティング）��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
トウホクアズニャン（11牝栗 ＊スクワートルスクワート）��３勝
カズブレイド（17牡鹿 スウィフトカレント）���入着２回

２代母 ＊ダンスオンザコースト（86 USA栗 Coastal）USA１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‐Jpn3 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）��14 勝�１勝�，日本ＴＶ盃

‐Jpn2 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

３代母 ダンスレヴューDance Review（78 USA鹿 Northern Dancer）USA２勝
ノーレヴューNo Review（85牝 Nodouble）USA９勝，サンタバルバラＨ‐G1，

サンゴルゴニオＨ‐G2，デルマーオークス‐G3，etc.
ダンスコロニーDance Colony（87牝 Pleasant Colony）USA６勝，アディロン

ダックＳ‐G2，アスタリタＳ‐G2，Florida Oaks‐L，etc.
アナザーレヴュー Another Review（88牡 Buckaroo）USA８勝，カリフォルニアン

Ｓ‐G1，マーヴィンリロイＨ‐G2，サンベルナルディノＨ‐G2，etc.，種牡馬
プロメネイドコロニーPromenade Colony（92牝 Pleasant Colony）USA１勝

プロメネイドガール Promenade Girl（02 牝 Carson City）USA８勝，モリーピ
ッチャーＨ‐G2，Nellie Morse S‐L，Golden Sylvia H‐L，etc.
カヴォーティング Cavorting（12 牝 Bernardini）USA８勝，テストＳ‐G1，
オグデンフィップスＳ‐G1，パーソナルエンサインＳ‐G1，etc.

コロニアルレヴュー Colonial Review（93牝 Pleasant Colony）USA４勝，Mars
hua S‐L ２着，Jersey Blues S２着，Jersey Belle S２着，etc.

ラップアンドダンス Rap and Dance（95牝 Pleasant Tap）USA４勝，Holly B
each S‐R ３着

プレザントレヴュー Pleasant Review（04牝 Pleasant Tap）USA・CAN３勝，
River Memories S‐L ２着，Repercussion S‐L ３着，Nicole'S Drea
m S３着
スパークリングレヴュー Sparkling Review（11牝 Lemon Drop Kid）USA４

勝，ミセズリヴィアＳ‐G2，ヴァリーヴューＳ‐G3

13 アイダンスカラー２０２０ �・鹿 ５／ ８

＊

ミスタープロスペクター Raise a Native

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Mr. Prospector

�
�
�
�
�
�
�
�
� Gold DiggerアルデバランⅡ チャイムズオヴフリーダム Private Account

��
��
�Chimes of FreedomUSA 鹿 1998 Aviance

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�アジュディケーティング Resolverアイダンスカラー
＊ Coastal

��
��
�ダンスオンザコースト鹿 2004 Dance Review

17b
Raise a Native S3×M5 Northern Dancer M4×M4×S5 Reviewer M4×M5
Buckpasser S5×M5
価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339
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

母 ＊ルナフェリーナ（05 USA黒鹿 Storm Cat）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），海外－２（２），地方－１（２）〕
モアオヴジスMore of This（09 USA�栗 More Than Ready）USA・CAN１勝
レイディインレイス Lady in Lace（11 USA牝黒鹿 Mr. Greeley）USA１勝
タイセイトレンディ（15�青鹿 ネオユニヴァース）�２勝，摩周湖特別（芝 1200）２着
モリンガ（17牝黒鹿 ハーツクライ）入着，��２勝

２代母 ＊リーチフォーザムーン（00 USA鹿 Pulpit）GB・IRE１勝，フィリーズマイル
‐G1 ３着

＊リトルドア（06� Storm Cat）１勝
＊ビジュアルショック（07牝 Kingmambo）入着５回，小野川湖特別３着

ブラックスビーチ（14牝 ディープインパクト）３勝，スイートピーＳ‐LR，三
木特別，トルマリンＳ２着

レッドソレイユ（11� ディープインパクト）１勝
レッドリュンヌ（13牝 ゼンノロブロイ）１勝，��入着６回�４勝
レッドオールデン（15� ルーラーシップ）�１勝，木古内特別２着，恵山特別２着

３代母 チャンシースクオーChancey Squaw（91 USA鹿 Chief's Crown）USA１勝
＊アグネスデジタル（97牡 Crafty Prospector）７勝，安田記念‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1，フェブラリーＳ‐Jpn1，etc.，��２勝�１勝
	１勝，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，全日本３歳優駿‐Jpn2，etc.，UAE・H
KG１勝，香港カップ‐G1，etc.，優古牡，種牡馬

＊シェルゲーム（01牡 Swain）３勝，巴賞‐L，青葉賞‐Jpn2 ３着，毎日杯‐Jpn3 ２
着，etc.，種牡馬

＊ジャリスコライト（03牡 ＊ファンタスティックライト）３勝，京成杯‐Jpn3，いちょ
うＳ‐L，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ３着，etc.

デイムウルスラDame Ursula（06 牝 Elusive Quality）USA出走
フェアリーランド Fairyland（15牝 Scat Daddy）GB・USA２勝，Bolton L

anding S２着

14 ルナフェリーナ２０２０ 
・黒鹿 ３／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊

ストームキャット Storm Bird

�
�
�
�
�

��
��

�Storm Cat Terlinguaルナフェリーナ
＊ Pulpit

��
��
�リーチフォーザムーン黒鹿USA 2005 Chancey Squaw

22d
Northern Dancer M4×S5 Danzig S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 織笠 時男＝青森県三沢市 �0176-59-2691
生 産 牧 場： 織笠 時男
飼 養 者： 猪股トレーニングセンター＝宮城県大崎市 �090-9638-5842

母 フィッシュザビート（08黒鹿 ステイゴールド）�４勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
エラミカ（16牝鹿 ＊ケイムホーム）��３勝�入着２回
シンライウォリアー（19牡黒鹿 ＊アルデバランⅡ）�地方未出走

２代母 アズチェーナ（02鹿 ＊フォーティナイナー）入着３回，�１勝�
ハーフブロード（10牡 バブルガムフェロー）��３勝
プリュヴィオーズ（11牝 ブラックタイド）�１勝
ハクユウスターダム（13牡 ダンスインザダーク）�	入着７回�３勝��５勝，佐

賀がばいダッシュ３着

３代母 ＊ジャスーラー（89 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB３勝
アルジャーリフ Aljaarif（94
 RainbowQuest）GB・FR・IRE・GER・SVK・A

UT17勝，G.P.De La Riviera Cote D'Azur‐L，Winter Derby‐L ２着，
Grosser Erdinger Weissbraeu P.‐L ２着，etc.

ヴンダーウッドWunderwood（99
 Faltaat）GB・FR９勝，Braveheart S‐L
カネスベネフィット（01牝 Miswaki）３勝，水芭蕉特別

レギス（10牡 ゴールドアリュール）３勝，江戸川特別，夙川特別２着，鶴見特
別２着，etc.，�２勝

ハゼル（15牡 ダイワメジャー）２勝，マーガレットＳ‐LR ３着，��出走
ジャミール（06牡 ステイゴールド）４勝，ステイヤーズＳ‐G2 ２着，ＡＲ共和国杯

‐G2 ２着，阪神大賞典‐G2 ２着，etc.

４代母 フェニ－ミル Fenney Mill（77 IRE 鹿 Levmoss）GB・IRE・USA１勝，リ
ブルズデイルＳ‐G2 ３着，英ジョッキークラブＳ‐G3 ３着
［曾孫］ ジャンゴDjango（03
 Acatenango）GER・NOR・SWE・DEN12勝，

スカンディナヴィアオープンＣｈ．‐G3
ジャイヴ Jive（08 牝 Sabiango）SWE・DEN４勝，Jockeyklubbens A
velslopning‐L ２着

５代母 ピジェット Pidget（69 GB芦 ＊フオルテイノ）GB・FR６勝，愛１０００ギニー，
愛セントレジャー，愛プリティポリーＳ，Phoenix 1000 Guineas Trial S，愛
オークス３着，etc.

15 フィッシュザビート２０２０ 牡・鹿 ４／１１

＊

ミスタープロスペクター Raise a Native

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Mr. Prospector

�
�
�
�
�
�
�
�
� Gold DiggerアルデバランⅡ チャイムズオヴフリーダム Private Account

��
��
�Chimes of FreedomUSA 鹿 1998 Aviance

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュフィッシュザビート ＊フォーティナイナー

��
��
�アズチェーナ黒鹿 2008 ＊ジャスーラー

3d
Mr. Prospector S2×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 長谷地 義正＝青森県十和田市 �0176-73-2534
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

母 シフォンベール（03栗 El Prado）１勝，��１勝�入着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－５（６），地方－６（19）〕
キセキノチャンス（10牝栗 ゴールドアリュール）１勝，�２勝
ファイネストアワー（11牡栗 ＊チチカステナンゴ）１勝，�４勝，種牡馬
カズノテナンゴ（12牡栗 ＊チチカステナンゴ）１勝
シャイニングアロー（13牝青 ＊キンシャサノキセキ）１勝，�３勝���
キクノウェスター（15牡鹿 ＊シニスターミニスター）２勝，�	１勝�１勝
アレグレユミティー（16牝鹿 ＊タートルボウル）��６勝��
コウユーユメフワリ（18牝栗 トランセンド）���２勝

２代母 ＊シンフォーミー（92 CAN栗 Time for a Change）USA１勝
＊ウォーターポラリス（97牝 El Prado）１勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，フローラ

Ｓ‐OP ３着
ウォーターマーズ（14
 ＊シンボリクリスエス）３勝，鳳雛Ｓ‐OP ３着，�	

８勝，二十四万石賞，だるま夕日賞，黒潮マイルＣｈＳ，黒潮スプリンタ
ーズＣ２着，etc.

シンハウス Sinhouse（98牝 Deposit Ticket）USA７勝
シニスタークイル Sinister Quill（08 牝 Old Forester）CAN３勝，Lady An

gela S‐R ２着，Passing Mood S‐R ２着，Bold Ruckus S‐R ３着
サーミスター Thermistor（15
 Frost Giant）�USA３勝，Gold Rush
Futurity

３代母 リーズナブルシン Reasonable Sin（76 CAN栗 Sinister Purpose）USA７
勝，Fury S，Star Shoot S‐R
ブライダルウイングズBridal Wings（83 牝 Private Account）USA２勝

ロードラッシュ Road Rush（91牡 Broad Brush）USA４勝，グレイＳ‐G3，
Cup And Saucer S‐R ３着，Coronation Futurity‐R ３着，種牡馬

ファルケンブルク Falkenburg（95
 Storm Bird）USA５勝，Paumonok H
‐L，フランクＪフランシスメモリアルダッシュ‐G1 ３着

ネイティヴファクターNative Factor（87 牡 Foolish Pleasure）USA９勝，Highla
nder H‐L，Achievement H‐LR，Woodstock S‐L ３着，種牡馬

16 シフォンベール２０２０ 牡・青鹿 ５／３０
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellスウィフトカレント

＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア青鹿 2001 Much Too Risky

エルプラード Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�El Prado Lady Capuletシフォンベール
＊ Time for a Change

��
��
�シンフォーミー栗 2003 Reasonable Sin

4r
Halo S3×S5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 風ノ丘ファーム＝青森県むつ市 �0175-23-4586
生 産 牧 場： 風ノ丘ファーム
飼 養 者： 風ノ丘ファーム＝青森県むつ市 �0175-23-4586

母 クヴァルダ（05鹿 ダンスインザダーク）２勝，利尻特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
オウケンブライト（14牝芦 ＊クロフネ）��２勝�１勝�２勝��
スーパースターマン（18牡黒鹿 リオンディーズ）�地方未出走

２代母 サンシャインステラ（90鹿 ＊トニービン）入着２回
サンプレイス（95牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，新潟記念‐Jpn3，中山記念‐Jpn2

３着，中京記念‐Jpn3 ２着，やまももＳ‐OP，サマーＳ，etc.，種牡馬
ジェネスジェット（98牝 サクラバクシンオー）出走

ワニタレスタリ（06牝 エイシンサンディ）２勝，登別特別，まりも特別２着
セレスマジェスティ（07� メイショウオウドウ）３勝，ＴＶｈ賞，まりも特別，

奥多摩Ｓ２着，赤湯特別２着，朝里川特別２着，etc.
スタートラッカー（00牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

バレンティーノ（15牝 ＊ベーカバド）��２勝	１勝�４勝
１勝，あやめ賞２
着，ラブミーチャン記念２着，ライデンリーダー記念３着

サンシャインピース（01牡 バブルガムフェロー）２勝，八甲田山特別３着
メイグレイス（07牝 ネオユニヴァース）不出走

キャプテンペリー（13� ＊クロフネ）�５勝，ニューイヤーＳ‐L ２着，芙蓉Ｓ
‐LR ３着，市川Ｓ，ロードカナロアメモリアル２着，江の島特別２着，etc.，
障害２勝

バーブル（17牡 トゥザワールド）���２勝
６勝�１勝	，イーハトーブマ
イル２着

３代母 ステラスポート（81鹿 ＊ニゾン）３勝

４代母 モデルスポート（75黒鹿 ＊モデルフール）７勝，ダービー卿ＣｈＴ，牝馬東タ
イ杯，スプリンターズＳ３着，露草賞，優３牝
［子］ ダイナアクトレス（83牝 ＊ノーザンテースト）７勝，京王杯スプリングＣ

‐Jpn2，スプリンターズＳ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，etc.，優古牝
（2回）

［孫］ ステージチャンプ（90牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，日経賞‐Jpn2，ステイ
ヤーズＳ‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.

17 クヴァルダ２０２０ 牡・栗 ４／ ７
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインゴールドアクター ＊キョウワアリシバ

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイクヴァルダ ＊トニービン

��
��
�サンシャインステラ鹿 2005 ステラスポート

＊マジツクゴデイス 1s
サンデーサイレンスM3×S4 Nijinsky M4×M5 モデルスポートM4×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 富菜牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1578
生 産 牧 場： 富菜牧場
飼 養 者： 富菜牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1578

母 プラリネ（10鹿 アドマイヤムーン）�入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（６）〕
ツーエムアリエス（15牡鹿 ヴァーミリアン）１勝，��３勝��１勝���
ウインガナッシュ（16牡黒鹿 グランプリボス）��２勝	入着
エクセルスター（17牡黒鹿 トーセンホマレボシ）���入着３回
ショコラルビー（18牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�入着

２代母 クーヴェルチュール（04黒鹿 ＊ブラックホーク）５勝，キーンランドＣ‐Jpn3，
バーデンバーデンＣ‐L，福島民友Ｃ‐L ２着，アイビスサマーダッシュ‐Jpn3
３着，福島２歳Ｓ‐OP
ペルージャ（12牝 マツリダゴッホ）�２勝�入着
アンナトルテ（13牝 ＊エンパイアメーカー）１勝
ライデンバローズ（14牡 ＊クロフネ）３勝

３代母 ヒカリクリスタル（95鹿 ＊ラツキーソブリン）
�１勝��４勝，ゴールデン
ティアラ賞
クリスタルボンバー（01牡 サツカーボーイ）�１勝
スキップジャック（02� メジロライアン）２勝，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2，ラベンダー

賞‐OP ２着
マイスターシャーレ（03牡 サツカーボーイ）�２勝

４代母 コステューム（89芦 ＊メンデス）不出走
［子］ サーストンホリデー（93牡 ウインドストース）�５勝
�入着

スターファンタジア（94牝 レジエンドテイオー）�２勝

５代母 テンプルバンブー（73栗 ＊プロント）不出走
［子］ イブキマスター（82牡 ＊オンリーフオアライフ）２勝，萩Ｓ‐OP

ケーヨボーイ（87牡 ＊ノーアテンシヨン）��３勝，羽田盃３着
マンジュデンロッド（79牡 ＊サンシー）８勝，比叡Ｓ，夕月特別，摂津特
別，etc.

ウオーターポロ（84牡 ＊サンシー）２勝，春日山特別
［孫］ ファインブリッジ（88牡 ホスピタリテイ）��10 勝，埼玉新聞杯２着，Ｔ

Ｖ埼玉杯３着

18 プラリネ２０２０ 牡・黒鹿 ３／ ９
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズプラリネ ＊ブラックホーク

��
��
�クーヴェルチュール鹿 2010 ヒカリクリスタル

＊種正 5h
Halo S4×M5 Nijinsky S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 伊藤牧場＝青森県八戸市 �0178-83-2555
生 産 牧 場： 伊藤牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

母 アイランドルビー（16青鹿 グランプリボス）出走
初仔

２代母 スズカゲラン（03青鹿 ＊ブラックホーク）１勝
ラピッドゲラン（11牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�
カシノサクセス（12牡 ＊バトルプラン）入着２回，�８勝�入着�
キングジャスパー（13牡 ブラックタイド）�４勝�７勝���入着３回��
ジーガープリンス（14牡 ヴァーミリアン）���６勝
エスプリドリー（15牝 ブラックタイド）��１勝

３代母 メガミゲラン（92鹿 ＊シエイデイハイツ）７勝，北九州記念‐Jpn3 ３着，ア
ンドロメダＳ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP，桶狭間Ｓ，パールＳ，etc.
レーヴドゲラン（99牝 ＊リアルシヤダイ）出走

ニュアージゲラン（09牝 オンファイア）入着３回，	１勝��１勝
２勝，英
彦山賞２着，長月賞２着

ペイシャゲラン（14牝 ダノンシャンティ）１勝，飛竜特別２着，��１勝�４勝��
シャルルゲラン（00牡 フサイチコンコルド）５勝，伊勢特別，日向特別３着
チリエージェ（01牝 サクラバクシンオー）５勝，鳥羽特別，久多特別，別府特別，etc.

ハクサンムーン（09牡 アドマイヤムーン）７勝，セントウルＳ‐G2，アイビス
サマーダッシュ‐G3，京阪杯‐G3，etc.，種牡馬

ウォーリングステイツWarring States（14 牡 ヴィクトワールピサ）�FR・GE
R・QAT２勝，バヴァーリアンクラシック‐G3

ラティエラ（04牝 ＊スキャターザゴールド）	�入着７回
ローデルバーン（13牡 デュランダル）２勝，白川特別３着

４代母 モガミゲラン（88鹿 ＊モガミ）不出走
［子］ アンビシャス（93牡 ＊クリエイター）４勝，春日特別，知多特別，但馬Ｓ

２着，etc.
［孫］ ピエナオンリーワン（01� フサイチコンコルド）３勝，長良川特別，つば

き賞２着，あすなろ賞２着，etc.
［曾孫］ ゴールドシェンロン（11牡 スクリーンヒーロー）２勝，日吉特別３着，伊

良湖特別３着

19 アイランドルビー２０２０ �・黒鹿 ３／ ５

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

�
�
�
�
�
�
�
�
� Height of Fashionバゴ ムーンライツボックス Nureyev

��
��
�Moonlight's BoxFR 黒鹿 2001 Coup de Genie

サクラバクシンオー

�
�
�
�
�

��
��

�グランプリボス ロージーミストアイランドルビー ＊ブラックホーク

��
��
�スズカゲラン青鹿 2016 メガミゲラン

＊ミスブゼン 18
Nureyev S3×M4 Halo S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339
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

母 ＊ローマンクィーン（09 GB黒鹿 Holy Roman Emperor）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（８）〕
ケイティーガザミ（14�黒鹿 ＊エンパイアメーカー）���５勝
クリノイヴァンカ（16牝鹿 ハーツクライ）�１勝
セブンミラクル（17�黒鹿 ゼンノロブロイ）���入着�３勝

２代母 ワドゥードWadud（00 GB鹿 Nashwan）GB出走
アイスクイーン Ice Queen（05牝 Danehill Dancer）GB・FR・IRE２勝，ノーブ

レスＳ‐G3，愛オークス‐G1 ２着
フェーリクスメンデルスゾーン Felix Mendelssohn（11� Galileo）�GB・IR

E１勝，Buckhounds S‐L ３着，GB・IRE障害２勝
サセックスダンサー Sussex Dancer（06 牝 Danehill Dancer）GB入着３回

リーヴェデルチ Reevederci（15� Reliable Man）NZ２勝，ノースランドブ
リーダーズＳ‐G3 ３着

メーガンMeghan（16牝 So You Think）�NZ２勝，サンラインヴァーズ
‐G3 ３着

ワンダラスライトWonderous Light（08 牝 Montjeu）FR１勝
＊プリンセスオブザスターズ（12牝 Sea The Stars）GB１勝

ショウナンラスボス（18牡 ダイワメジャー）�１勝，ダリア賞‐OP ２着

３代母 ザパーフェクトライフ The Perfect Life（88 IRE 黒鹿 ＊トライマイベスト）F
R２勝，ボワ賞‐G3，P.Imprudence‐L，ロベールパパン賞‐G2 ３着
ナジヤNajiya（93 牝 Nashwan）GB２勝，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着

ビートベイビー Beat Baby（07� ＊ヨハネスブルグ）GB・FR・UAE・NOR
・SWE13勝，Taby Open Sprint Championship‐L，Jagersro Sprint
‐L，Taby Open Sprint Championship‐L ２着，etc.

ラバーハ Rabah（95牡 Nashwan）GB・USA５勝，ゴードンＳ‐G3，July Trop
hy‐L，Predominate S‐L，etc.，種牡馬

ダバウィヤDabawiyah（04牝 Intikhab）GB入着
キャレイグアノエアCarraig Anoair（11 牝 Fastnet Rock）不出走
リヴァーズタウン Riverstown（16� Byword）�SAF３勝，グラハムベッ
クＳ‐G3 ３着

20 ローマンクィーン２０２０ �・黒鹿 １／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

＊

ホーリーローマンエンペラー ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Holy Roman Emperor L'On Viteローマンクィーン ワドゥード Nashwan

��
��
�Wadud黒鹿GB 2009 The Perfect Life

8c
Halo S4×S5 Bustino S4×M5 Northern Dancer M5×M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈱諏訪牧場＝青森県上北郡七戸町 �0176-62-2043
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

母 スノーフラワー（09芦 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
モスフラワー（14牡栗 ＊パイロ）�３勝�１勝�入着��，カペラ賞（Ｄ1400）２着，

天山賞（Ｄ1750）２着
スナンビン（16牡芦 ベルシャザール）��３勝�２勝��入着
スプリングネージュ（18牝芦 ＊アルデバランⅡ）��未出走��出走

２代母 ＊シェーラザード（98 GB鹿 Sadler's Wells）GB１勝
マルブツリード（03牡 ＊アフリート）７勝，ＫＢＣ杯‐L，ブリリアントＳ‐L ３着，

阿蘇Ｓ‐OP，師走Ｓ‐OP ２着，伏竜Ｓ‐OP ２着，etc.
マルブツアトム（04牡 ＊アフリート）１勝
マルブツサクラオー（05牡 サクラバクシンオー）４勝，皆生特別，阪神ウインター

プレミアム３着
マルブツジャガー（06牡 ＊フォーティナイナー）�７勝
ディルフィン（12牝 ゴールドアリュール）�２勝�１勝

３代母 アンパシヤント Impatiente（87 USA黒鹿 Vaguely Noble）FR出走
＊グリーンストーム（94	 Storm Cat）２勝，夙川特別２着，�１勝�１勝
�入着３回
エミナンスグリーズ Eminence Grise（95	 Sadler's Wells）GB・FR２勝，Sil

ver Cup‐L，FR障害３勝
＊ビジーリジー（97牝 Sadler's Wells）GB２勝

リキサンシンオー（06	 サクラバクシンオー）３勝，ＴＶｈ賞３着，ＨＢＣ賞
３着，基坂特別３着

４代母 ＊サング（78 IRE鹿 Lyphard）FR・USA13 勝，イエローリボン招待Ｓ‐G1，メイト
リアークＳ‐G1，ヴァニティＨ‐G1，ラモナＨ‐G2，ビヴァリーヒルズＨ‐G2，etc.
［子］ ＊シャトルサング（85牝 Seattle Slew）FR・USA10 勝，Nassau S‐L，

セリマＳ‐G1 ２着，仏グランクリテリヨム‐G1 ４着，etc.
［孫］ パーフェクトキャット Perfect Cat（97 牡 ＊タバスコキャット）USA５勝，

ウィリアムＤシェーファーＨ‐G3，ブルックリンＨ‐G2 ２着，サ
ラトガＢＣＨ‐G2 ２着，etc.

＊トキオパーフェクト（95	 Rahy）７勝，中日スポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3，
クリスタルＣ‐Jpn3，根岸Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.，�12 勝

21 スノーフラワー２０２０ �・栗 ４／２６

＊

ミスタープロスペクター Raise a Native

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Mr. Prospector

�
�
�
�
�
�
�
�
� Gold DiggerアルデバランⅡ チャイムズオヴフリーダム Private Account

��
��
�Chimes of FreedomUSA 鹿 1998 Aviance

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュースノーフラワー
＊ Sadler's Wells

��
��
�シェーラザード芦 2009 Impatiente

1b
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：
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