
番号 馬　　　名 性 生月日 父 母 販売申込者

22 マツリダシルヴィ２０２０ ♂ 鹿 ４．１０ ウインバリアシオン マツリダシルヴィ 野々宮牧場

23 カズノマリリン２０２０ ♂ 鹿 ４．１２ パドトロワ カズノマリリン 田中　春美

24 リキサンエルピーダ２０２０ ♂ 鹿 ４．２９ リキサンエルピーダ 北村牧場

25 アルマネーレーイス２０２０ ♂ 黒鹿 ３．１１ アルマネーレーイス （有）アサヒ牧場

26 タムロマンサーナ２０２０ ♀ 栗 ３．５ アルデバランⅡ（USA) タムロマンサーナ 野々宮牧場

27 パダナ２０２０ ♀ 鹿 ４．４ ウインバリアシオン パダナ（GER) 町屋　勝幸

28 サトノローズヒップ２０２０ ♀ 鹿 ３．９ イスラボニータ サトノローズヒップ ワールドファーム

29 セイントムーン２０２０ ♂ 鹿 ５．６ アルデバランⅡ（USA) セイントムーン 織笠　時男

30 ギリア２０２０ ♂ 鹿 ４．２３ ディープブリランテ ギリア（USA) （株）門別牧場

31 エリーゼパレス２０２０ ♂ 鹿 ３．６ エリーゼパレス（IRE) 谷川ファーム

32 ナリタメロディ２０２０ ♂ 青鹿 ４．２６ ナリタメロディ 野々宮牧場

33 エミネンツァベルタ２０２０ ♀ 黒鹿 ４．１６ トゥザグローリー エミネンツァベルタ （株）門別牧場

34 ヒダカビジン２０２０ ♀ 青鹿 ５．２８ アルデバランⅡ（USA) ヒダカビジン 早坂牧場

35 クイーンナイサー２０２０ ♀ 黒鹿 ３．３１ エピファネイア クイーンナイサー （株）タイヘイ牧場

36 ジュエルシャネル２０２０ ♂ 鹿 ３．２６ ウインバリアシオン ジュエルシャネル （有）荒谷牧場

37 ルーチェデルソーレ２０２０ ♂ 栗 ４．６ ネロ ルーチェデルソーレ （有）大林ファーム

38 バーニングハート２０２０ ♂ 鹿 ２．２７ バーニングハート （有）山岡牧場

39 アルテッツァ２０２０ ♂ 鹿 ５．２１ アルテッツァ マルシチ牧場

40 キューガーデン２０２０ ♀ 栗 ４．２８ ロゴタイプ キューガーデン （株）門別牧場

41 タイセイローザ２０２０ ♀ 鹿 ４．１２ アルデバランⅡ（USA) タイセイローザ 佐々木牧場

42 ホットレッグス２０２０ ♀ 栗 ３．２３ ヴィクトワールピサ ホットレッグス 石田　英機

写真 毛色

ケープブランコ（IRE)

フェノーメノ

トーセンラー

ナムライタイタン

イスラボニータ

ウインバリアシオン

43 ラベンダーミント2020 ♀ 3．24 レインボーライン ラベンダーミント (株)門別牧場鹿
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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： ㈲荒谷牧場＝青森県上北郡東北町 �0176-62-2825

母 マツリダシルヴィ（03鹿 ＊エルコンドルパサー）�３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
キングオブビースト（13牡黒鹿 トウカイワイルド）�１勝
カミノシルヴィ（16牝鹿 ナカヤマフェスタ）入着，��２勝
シンデレラサイズ（17牝栗 アンライバルド）��出走
マブアロンジェ（19牡鹿 ウインバリアシオン）�地方未出走

２代母 カーペディエム（89栗 サクラユタカオー）不出走
ヴィクターピアス（94牡 リードワンダー）１勝，�１勝�入着２回
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，八ヶ岳特別２着，ベゴニア賞２着，etc.
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，さわらび賞２着，稲荷特別３着
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，三年坂特別３着，札幌スポニチ賞３着

３代母 スカーレツトブルー（82栗 ＊ノーザンテースト）１勝
アナスミラビリス（91牝 ＊リアルシヤダイ）１勝

トーセンスマッシュ（04牝 トウカイテイオー）１勝
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

フェスタデルドンナ（94牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝
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
ブルーリッジリバー（99牝 フジキセキ）２勝，桜花賞‐Jpn1 ２着，フェアリーＳ

‐Jpn3 ２着，りんどう賞

22 マツリダシルヴィ２０２０ 牡・鹿 ４／１０
＊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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�エルコンドルパサー ＊サドラーズギャルマツリダシルヴィ サクラユタカオー

��
��
�カーペディエム鹿 2003 スカーレツトブルー

＊スカーレツトインク 4d
Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 田中 春美＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3177
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

母 カズノマリリン（97鹿 マルゼンスキー）入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（５）〕
カズノダンシング（03牡鹿 ＊コマンダーインチーフ）障害１勝
ファイアナカヤマ（05牡青鹿 ビーマイナカヤマ）２勝
カズノタイキ（06牡鹿 ＊コマンダーインチーフ）��２勝
モズリスペクト（16牡青鹿 グランプリボス）��入着�３勝
トノカンショウ（18牡青鹿 ＊モンテロッソ）���出走

２代母 モンテガール（84黒鹿 モンテプリンス）��１勝
ロングチャーミー（90牝 ロングフアスト）�２勝
クリノダーリン（93牡 ＊メンデス）��３勝
エービージャンボ（95牝 ＊シャーディー）��７勝，しもつけ弥生賞２着，かもしか

賞２着
ナンカイスピード（00牡 ＊ジェネラス）	２勝
４勝
フジノナイスボーイ（02牡 サツカーボーイ）�１勝

３代母 ネーハイテスコ（80黒鹿 ＊テスコボーイ）出走
ネーハイシーザー（90牡 サクラトウコウ）８勝，天皇賞（秋）‐Jpn1，毎日王冠

‐Jpn2，産經大阪杯‐Jpn2，etc.，優父内，種牡馬

４代母 マリリン（68鹿 ＊パーソロン）２勝
［孫］ イナドチェアマン（87牝 ネーハイジエツト）３勝，ひめゆりＳ，別府特別

２着，浜名湖特別２着，etc.

５代母 ライフレントゲン（59鹿 ハタカゼ）４勝，抽籖馬特別‐OP
［子］ パワーライフ（69牡 ＊パーソロン）７勝，朝日杯３歳Ｓ２着，ジューンＨ，

霊山Ｓ，etc.
セントポール（67牡 ＊セダン）８勝，中山記念２着，ＡＪＣＣ３着，ダー
ビー卿ＣｈＴ３着，etc.，�３勝

［曾孫］ サアテイエイト（80牡 ＊ダストコマンダー）３勝，三河特別３着，���

９勝

キャプテンホンマル（93牡 ＊テンパレートシル）�１勝，東北サラ３才Ｃ
ｈ３着

23 カズノマリリン２０２０ 牡・鹿 ４／１２
＊

＊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

Nijinsky

�
�
�
�
�

��
��

�マルゼンスキー ＊シルカズノマリリン モンテプリンス

��
��
�モンテガール鹿 1997 ネーハイテスコ

＊エスサーデイー 6a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



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

母 リキサンエルピーダ（11黒鹿 ネオユニヴァース）�４勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ハチノヘタイショウ（18牡栗 ＊エスケンデレヤ）��１勝��

２代母 リキサンピュアティ（00黒鹿 ＊トニービン）３勝
リキサンイレブン（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
リキサンステルス（10牡 マンハッタンカフェ）５勝，赤富士Ｓ，八王子特別，伊勢

佐木特別，小金井特別，丹沢Ｓ２着，etc.
リキサンフロール（12牝 ゼンノロブロイ）�４勝
リキサンダイオー（13牡 キングカメハメハ）�３勝，香取特別２着
リキサンゴルト（15牡 ダイワメジャー）１勝
リキサンムスタング（16牡 オルフェーヴル）�４勝

３代母 プリンセスリーベ（92黒鹿 ＊ノーザンテースト）４勝
ナリタセンチュリー（99牡 ＊トニービン）８勝，京都大賞典‐G2，京都記念‐Jpn2，

宝塚記念‐G1 ２着，etc.，種牡馬
カネマサゴールド（07� ゴールドヘイロー）�17 勝�１勝�入着��，赤レンガ記

念，高知県知事賞２着，赤レンガ記念２着

４代母 ＊プリンセスデリーデ（81 GB鹿 Vaguely Noble）FR１勝，P.Du Ranelagh
‐L ２着，フロール賞‐G3 ３着，P.Charles Laffitte‐L ３着
［子］ ドゥースフランスDouce France（89牝 Fabulous Dancer）FR６勝，

P.Occitanie‐L，P.De La Sorellina‐L ２着
［孫］ ブラックエンブレム（05牝 ＊ウォーエンブレム）４勝，秋華賞‐Jpn1，フ

ラワーＣ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ４着，etc.
ニシノナースコール（02牝 ＊ブライアンズタイム）６勝，秋華賞‐Jpn1 ３着，etc.，
��１勝，エンプレス杯‐Jpn2，エンプレス杯‐Jpn2 ２着，etc.

［曾孫］ ウィクトーリア（16牝 ヴィクトワールピサ）３勝，フローラＳ‐G2，ロー
ズＳ‐G2 ３着，オークス‐G1 ４着

ブライトエンブレム（12牡 ネオユニヴァース）２勝，札幌２歳Ｓ‐G3，弥
生賞‐G2 ２着，皐月賞‐G1 ４着

アストラエンブレム（13� ダイワメジャー）�７勝，ラピスラズリＳ‐L，
谷川岳Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L，etc.

24 リキサンエルピーダ２０２０ 牡・鹿 ４／２９

＊

ガリレオ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Galileo

�
�
�
�
�
�
�
�
� Urban Seaケープブランコ ローレルディライト Presidium

��
��
�Laurel DelightIRE 栗 2007 Foudroyer

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスリキサンエルピーダ ＊トニービン

��
��
�リキサンピュアティ黒鹿 2011 プリンセスリーベ

＊プリンセスデリーデ 3c
Northern Dancer S4×M5 Doubly Sure S4×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲アサヒ牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2775
生 産 牧 場： ㈲アサヒ牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

母 アルマネーレーイス（09鹿 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（８）〕
コールドストーン（16牡黒鹿 ショウナンカンプ）��入着�４勝��入着
ヤサカパフィー（17牝鹿 トゥザワールド）１勝，���出走
ダイセンハッピー（18牝黒鹿 ホッコータルマエ）��４勝，ゴールドウィング賞
（Ｄ1600），中京ペガスターＣ（Ｄ1600）２着，東海クイーンＣ（Ｄ1800）３着

２代母 マイネカプリース（98鹿 タヤスツヨシ）３勝，桜花賞‐Jpn1 ５着，まりも特
別，寒竹賞，錦秋特別３着，上総特別３着
オルレアンノオトメ（07牝 ＊チーフベアハート）３勝，中京２歳Ｓ‐OP ２着，鳥屋

野特別
スノードラゴン（08牡 アドマイヤコジーン）８勝，スプリンターズＳ‐G1，高松宮

記念‐G1 ２着，カペラＳ‐G3 ２着（２回），オーシャンＳ‐G3 ２着，etc.，�
入着４回����，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ２着，etc.，優短距，種牡馬

サカジロマリン（10牝 ＊トワイニング）�２勝��２勝��入着３回
ライトオブホープ（11牡 ＊グラスワンダー）１勝
マイネルドラグーン（13牡 ＊ストーミングホーム）	２勝
４勝�１勝�入着�
サンエイスターダム（15牡 ＊アイルハヴアナザー）�６勝��入着，ウイナーＣ２着
ダイヤクイン（16牝 ＊クロフネ）２勝

３代母 ダイナカプリ（87黒鹿 ＊サウスアトランテイツク）出走

４代母 ダイナギフト（81黒鹿 ＊エルセンタウロ）１勝

５代母 ＊ロイヤルサツシユ（66 GB鹿 Princely Gift）GB入着
［子］ アスコットロイヤル（76牡 ＊エルセンタウロ）４勝，中京記念，北九州記

念３着，あさがお賞，etc.
［孫］ サツカーボーイ（85牡 ＊デイクタス）６勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，阪神３

歳Ｓ‐Jpn1，函館記念‐Jpn3，etc.，優２牡，優短距，種牡馬
［曾孫］ ステイゴールド（94牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，日経新春杯‐Jpn2，etc.，

UAE・HKG２勝，香港ヴァーズ‐G1，ドバイシーマクラシック
‐G2，特別賞，種牡馬

25 アルマネーレーイス２０２０ 牡・黒鹿 ３／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーアルマネーレーイス タヤスツヨシ

��
��
�マイネカプリース鹿 2009 ダイナカプリ

＊ロイヤルサツシユ 1t
サンデーサイレンス S3×M4 ロイヤルサツシユS5×M5
Northern Dancer S5×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 タムロマンサーナ（01栗 ＊ジェネラス）１勝，二王子特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
リバーマンサーナ（09牝栗 ジャングルポケット）�１勝�２勝
モービーバイパー（11牝栗 ＊ストーミングホーム）��１勝
メイドインドリーム（14�栗 スマートファルコン）���５勝�
ハンドリー（15牝栗 フリオーソ）１勝
キクノラニ（17牝鹿 スウィフトカレント）��入着４回

２代母 ミスグローリー（90栃栗 サクラユタカオー）	２勝
ローランバルゴ（98牝 ＊アジュディケーティング）１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‐Jpn1，小倉

２歳Ｓ‐Jpn3，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）５勝，ダイヤモンドＳ‐G3，日
経賞‐G2 ２着，ＡＪＣＣ‐G2 ３着，福島ＴＶＯＰ‐OP ３着，迎春Ｓ，etc.

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

スターカットジェム（06牝 ＊フォーティナイナー）出走
シャドウブリランテ（14牡 ディープブリランテ）２勝，渥美特別２着，岩船特

別３着
ポベーダテソーロ（16牡 ブラックタイド）入着５回，駒ケ岳特別３着

３代母 ＊グラツドタイデイングス（79 FR黒鹿 Pharly）GB２勝
ストッププレス Stop Press（88 牝 Sharpen Up）GB・FR５勝，G.P.De Rouen‐L

ストリートポーカー Street Poker（98 牡 ＊デインヒル）FR・GER・DEN４勝，
ヘッセンポカール‐G3，ヴァルターＪヤコブスレネン‐G3，オイローパ
シャンピオナート‐G2 ２着，etc.，種牡馬

４代母 ゲイリーGaily（71 USA鹿 Sir Gaylord）GB・FR・IRE２勝，愛１０００ギニー
‐G1，愛オークス‐G1 ２着，ヴェルメイユ賞‐G1 ３着，Green Shield S３着
［孫］ ムーンソリテアMoon Solitaire（97 牡 Night Shift）GB・USA５勝，キ

ングエドワードＨ‐G2，ケルソＨ‐G2 ３着，ボーリンググリーンＨ
‐G2 ３着，種牡馬

26 タムロマンサーナ２０２０ 
・栗 ３／ ５

＊

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

＊ Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�ジェネラス Doff the Derbyタムロマンサーナ サクラユタカオー

��
��
�ミスグローリー栗 2001 ＊グラツドタイデイングス

11
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 町屋 勝幸＝青森県上北郡東北町 �090-2360-2510
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

母 ＊パダナ（07 GER鹿 Lando）FR・GER・ITY１勝，P.Coolmore‐L ２着，
P.Alberto Zanoletti Di Rozzano‐L ３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（９）〕
パーキー（15牝鹿 ロードカナロア）���３勝�６勝
ボマライン（17�鹿 ダイワメジャー）�１勝
ランドヘルツ（18牡黒鹿 モーリス）�出走

２代母 パリアナPariana（93 USA鹿 Bering）GER入着２回
パッパス Pappus（97� Acatenango）GB・FR・GER・ITY・SWE・SPA・AUT

８勝，Neusser Sandbahn Grand Prix‐L，G.P.De La Riviera Cote D'Azu
r‐L，Baden Baden C‐L，ヘッセンポカール‐G3 ２着，Baden Baden
C‐L ２着，etc.

パームリッジ Palmridge（00� Law Society）FR・GER１勝，ウニオンレネン
‐G2 ３着，GB・FR障害１勝

パピニPapini（01� Lomitas）GER１勝，GB障害５勝
プルス Purus（02� Night Shift）GB・FR・GER６勝，Herzog Von Ratibor‐Re

nnen‐L ３着
＊ピューリティー（03牝 ＊パントレセレブル）GER・ITY１勝，P. Baggio‐L ２着

ピュアブリーゼ（08牝 Monsun）１勝，オークス‐G1 ２着，フローラＳ‐G2
３着，福島牝馬Ｓ‐G3 ３着，アイルランドＴ‐L ３着
ルヴァン（17牡 ブラックタイド）�２勝，波佐見特別，三春駒特別２着

プリュム（09牝 ダイワメジャー）３勝，矢作川特別３着
パルフェクォーツ（14牡 ダイワメジャー）入着８回，脊振山特別２着，筑後川

特別３着，�３勝
ラインハイト（17牡 ハーツクライ）�２勝，刈谷特別３着

パリアラPariala（06 牝 Lando）GER１勝
ランディオラ Landiora（09 牝 Lando）FR３勝

３代母 パージュブルー Page Bleue（87 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR・USA１勝，
P.Amandine‐L ２着
ペイジズキング Page's King（95牡 Konigsstuhl）FR・GER５勝，デュッセルドルフ

大賞‐G3，ウニオンレネン‐G2 ２着，デュッセルドルフ大賞‐G3 ２着，etc.

27 パダナ２０２０ �・鹿 ４／ ４
＊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

＊

ランド Acatenango

�
�
�
�
�

��
��

�Lando Laureaパダナ パリアナ Bering

��
��
�Pariana鹿GER 2007 Page Bleue

4n
Northern Dancer S4×M5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ワールドファーム＝青森県八戸市 �0178-82-2210
生 産 牧 場： 村上 勝治
飼 養 者： ワールドファーム＝青森県八戸市 �0178-82-2210

母 サトノローズヒップ（05鹿 ＊タイキシャトル）入着２回
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（７）〕
ララガニエ（10牡栗 ＊ケイムホーム）２勝，大須特別（Ｄ1400）３着
メイズバースデー（11牝栗 ＊アグネスデジタル）入着，��１勝�１勝
リフリジェレーター（13牝鹿 カネヒキリ）�２勝
ベイオブレインボー（16牝鹿 ヴァーミリアン）�３勝
セルジュ（18牡鹿 トーセンラー）�１勝

２代母 ＊スターマイライフ（94 USA芦 Storm Cat）１勝
ホシノキンカ（99牝 ＊ラムタラ）１勝
ロイヤルペルラ（00牝 ＊ブライアンズタイム）不出走

スティールパス（07牝 ネオユニヴァース）５勝，ポラリスＳ‐L ２着，立夏Ｓ，播
磨特別，etc.，��１勝，スパーキングＬＣ‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3 ３着

トレンドハンター（08牝 マンハッタンカフェ）３勝，フラワーＣ‐G3，桜花賞
‐G1 ３着

ディスイズザライフ（03牝 アグネスタキオン）１勝
プレシャスライフ（04牝 ＊タイキシャトル）�５勝

シーブリーズライフ（10牝 アドマイヤジャパン）３勝，クロッカスＳ‐OP，カンナ
Ｓ‐OP ２着，福島２歳Ｓ‐OP ３着，白河特別，さくらんぼ特別２着，etc.

ハーグリーブス（15牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝，すばるＳ‐L ３着，グリ
ーンチャンネルＣ‐L ３着，麦秋Ｓ，袖ケ浦特別，ひいらぎ賞２着，etc.

３代母 グレイトレイディエムGreat Lady M.（75 USA芦 Icecapade）USA14 勝，
A Gleam H，La Brea S，Autumn Days H，Las Cienegas H，R
ancho Bernardo H，etc.
レイディズシークレット Lady's Secret（82 牝 Secretariat）USA25 勝，ＢＣディス

タフ‐G1，ホイットニーＨ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，ベルダムＳ‐G1
（２回），シュヴィーＨ‐G1，ラフィアンＨ‐G1（２回），マスケットＳ‐G1
（２回），ラカニャーダＳ‐G1，テストＳ‐G2，モリーピッチャーＨ‐G2，バレ
リーナＳ‐G2，etc.，年代表

＊グレートクリスティーヌ（87牝 Danzig）USA１勝
ビリーヴ（98牝 ＊サンデーサイレンス）10勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，高松宮

記念‐Jpn1，函館スプリントＳ‐Jpn3，etc.，優古牝

28 サトノローズヒップ２０２０ �・鹿 ３／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンサトノローズヒップ
＊ Storm Cat

��
��
�スターマイライフ鹿 2005 Great Lady M.

22d
Halo S4×M4

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 セイントムーン（09鹿 アドマイヤムーン）�１勝��
〔産駒馬名登録数：４〕
セイジョーデューク（18牡鹿 ＊アルデバランⅡ）���出走

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

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‐OP ３着，シンガポールター

フクラブ賞２着，名鉄杯３着，etc.

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

‐Jpn1 ２着，etc.，�１勝��１勝����	入着７回，とちぎマロ
ニエＣ‐Jpn3，かきつばた記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

［孫］ テーオーエナジー（15牡 カネヒキリ）�４勝，師走Ｓ‐L，etc.，
１勝�
入着��，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，佐賀記念‐Jpn3 ３着，etc.

リンジージーン Lindsay Jean（98牝 Saint Ballado）USA７勝，ブラウ
ンベスＨ‐G3，Miss America H‐L，Moment To Buy H‐L，etc.

オナーコロニー Honour Colony（02牝 Honour and Glory）USA７勝，
Lady Canterbury Breeders' Cup S‐L，John Bullit S３着

クローゼット Crozet（01 牝 ＊カリズマティック）USA３勝，BayMead
ows Oaks‐L

［曾孫］ インディアンオーシャン Indian Ocean（02牡 Stormy Atlantic）USA３
勝，アファームドＨ‐G3，スワップスＢＣＳ‐G2 ３着，種牡馬

ドレイトンDrayton（04� Danetime）GB・IRE・SAF・UAE・MUS４
勝，Coolmore S‐L，Marble Hill S‐L，レイルウェイＳ‐G2
２着

ミーガンズヘイローMegan's Halo（00 牝 Jules）USA７勝，Suffolk D
owns Oaks，Highland Happening S

エイムスマート Aim Smart（14� Smart Missile）�AUS・NZ３勝，ノ
ースランドブリーダーズＳ‐G3 ２着，グレイトノーザンチャレンジ
Ｓ‐G3 ３着

29 セイントムーン２０２０ 牡・鹿 ５／ ６

＊

ミスタープロスペクター Raise a Native

体高
胸囲
管囲
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�
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�
�
�
� 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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズセイントムーン ＊スターオブコジーン

��
��
�シルクブラウニー鹿 2009 バレリーナチュチュ

＊オシアナ 4j
Mr. Prospector S2×M5 Northern Dancer S5×M5

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 ＊ギリア（09 USA鹿 Fusaichi Pegasus）�１勝�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
コスモカモミール（17牡黒鹿 フェノーメノ）��２勝
エムティアンジェ（19牝栗 ＊マクフィ）��入着

２代母 キャシーズラブ（96鹿 A.P. Indy）入着５回
ファンシーワーク（01牝 ＊コマンダーインチーフ）�１勝
シルクスターシップ（03牡 ＊クロフネ）２勝，鋸山特別２着，花見山特別３着
シルクタフネス（04� タニノギムレット）��１勝	７勝�入着
モンスターハンター（06牡 マンハッタンカフェ）
１勝�１勝

＊サトノモンスター（08牡 Fusaichi Pegasus）２勝
＊ペガサスジュニア（11牡 Fusaichi Pegasus）２勝
＊バンケットスクエア（14牡 Bellamy Road）２勝，	２勝

３代母 ＊キャシーズクール（89 USA鹿 Danzig）USA１勝
テイクユアマーク（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，千里山特別，文知摺特別，野

地特別
クラッシードレス（99牝 ＊エリシオ）２勝

ステージインパクト（12牡 ヴァーミリアン）入着，��９勝�６勝���，道
営記念，道営記念２着，赤レンガ記念，etc.

４代母 クラッシーキャシー Classy Cathy（83 USA黒鹿 Private Account）USA７
勝，アシュランドＳ‐G1，アラバマＳ‐G1，ガゼルＨ‐G1，Beaumont S‐L，
ベルダムＳ‐G1 ３着，etc.
［子］ プラサーヴィル Placerville（90 牡 Mr. Prospector）GB・FR３勝，プリ

ンスオヴウェイルズＳ‐G2，Feilden S‐L，サンダウンクラシック
トライアルＳ‐G3 ２着，種牡馬

［孫］ ナインパインズNine Pines（00 牝 Pine Bluff）USA２勝，Adena Spri
ngs Matchmaker Turf Sprint S

［曾孫］ シャープスター Sharp Starr（17 牝 Munnings）�USA３勝，ゴーフォーワ
ンドＨ‐G3，La Verdad S‐R ２着，Fleet Indian S‐R ３着

ヴィータアレグリア（11牝 ネオユニヴァース）３勝，��１勝，マリーン
Ｃ‐Jpn3，エンプレス杯‐Jpn2 ２着，エンプレス杯‐Jpn2 ３着

30 ギリア２０２０ 牡・鹿 ４／２３
＊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ディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

＊

フサイチペガサス Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Fusaichi Pegasus Angel Feverギリア A.P. Indy

��
��
�キャシーズラブ鹿USA 2009 ＊キャシーズクール

9e
Halo S4×M5 Danzig M4×M4

価格： 購買者：



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

母 ＊エリーゼパレス（05 IRE 黒鹿 ＊キングズベスト）GB３勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（16）〕
ドックオブザベイ（11牝黒鹿 ＊コマンズ）�６勝�１勝
ボーディングパス（13�黒鹿 ディープスカイ）��２勝
トーセントルネード（16牡鹿 マンハッタンカフェ）��１勝�５勝��入着
ヴェロニク（17牝青鹿 トーセンラー）�	出走�１勝

２代母 ノーブルローズNoble Rose（91 IRE 鹿 Caerleon）GB・FR３勝，パークヒル
Ｓ‐G3，Galtres S‐L，ロワイヤリュー賞‐G2 ２着，Upavon S‐L ２着
イラストリア Illustria（00 牝 Seeking the Gold）GB１勝

オーシャンオヴタイムOcean Of Time（06牝 Refuse to Bend）SAF５勝，
SA Ladies Mile‐L，Lady'S Bracelet S‐L ２着，Stormsvlei Mile
‐L ２着

パープルタイガーPurple Tiger（01 牝 RainbowQuest）不出走
タージュブ Taajub（07� Exceed And Excel）GB・FR・IRE７勝，ジムクラ

ックＳ‐G2 ２着，コーンウォリスＳ‐G3 ２着，ニューベリーワールドト
ロフィ‐G3 ３着

ドットヒルDot Hill（08 牝 Refuse to Bend）不出走
レイディアリア Lady Aria（16 牝 Kodiac）�GB・FR１勝，ディックプー
ルＳ‐G3 ２着

ノータビリティNotability（02� ＊キングズベスト）GB・FR・GER・ITY・UAE
３勝，エッティンゲンレネン‐G2，ヴィットリオディカプア賞‐G1 ２着，ソ
ヴリンＳ‐G3 ２着，サマーマイルＳ‐G3 ３着

シモンドモンフォール Simon de Montfort（07 牡 ＊キングズベスト）GB・FR・U
AE６勝，ラフォルス賞‐G3，P.Francois Mathet‐L，ウィンターヒルＳ
‐G3 ３着

ボリングブロークBolingbroke（09� ＊キングズベスト）GB・FR３勝

３代母 ＊ノーブルリリー（86 USA鹿 Vaguely Noble）FR入着
ノクティルーセントNoctilucent（98 牝 ＊ラムタラ）FR３勝，P.Urban Sea‐L，

G.P.Inter‐Regional Des 3ans‐L ３着
シメオン Simeon（99� ＊ラムタラ）GB・FR・IRE・USA・UAE７勝，サンダウン

クラシックトライアルＳ‐G3，仏ダービー‐G1 ３着

31 エリーゼパレス２０２０ 牡・鹿 ３／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaエリーゼパレス ノーブルローズ Caerleon

��
��
�Noble Rose黒鹿IRE 2005 ＊ノーブルリリー

19c
Mr. Prospector M4×S5

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 ナリタメロディ（11青鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，�３勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ナリタシークレット（02栗 フジキセキ）５勝，六甲アイランドＳ，三年坂特別，
シドニーＴ，鳥栖特別，仲春特別２着，etc.
ナリタプリムローズ（09牝 キングカメハメハ）１勝
ナリタリュウ（15牡 ルーラーシップ）��２勝
ワンスカイ（17牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝，葵Ｓ（重賞）‐L ３着，き

きょうＳ‐OP ２着，もみじＳ‐OP ３着

３代母 フラワースカイ（95黒鹿 Caerleon）不出走
ハナカンムリ（04牝 ＊スキャターザゴールド）�４勝，のじぎく賞３着

４代母 ＊フレイムオブパリ（90 USA芦 Blushing Groom）不出走
［子］ ホットスニッツェル Hot Snitzel（08� ＊スニッツェル）AUS８勝，ＢＴ

Ｃカップ‐G1，ＡＴＣロイヤルソヴリンＳ‐G2，ＢＲＣサイアーズプ
ロデュースＳ‐G2，etc.

パリブレスト（02牡 スペシャルウィーク）２勝，クロッカスＳ‐OP，アイ
ルランドＴ２着

［孫］ ベンジーニ Benzini（09� Tale of the Cat）AUS・NZ・HKG11勝，Ｂ
ＲＣブリズベンＣ‐G2，Kaimai S‐L，セカンドセンチュリーＳ
‐G1 ２着，etc.

ドリームズオヴパリスDreams of Paris（13 牝 Dream Ahead）AUS・
NZ４勝，TRC Tasmanian S‐L ２着

アンプレシオネ（05牝 ＊クロフネ）２勝，西部日刊スポーツ杯２着，知多
特別２着，北大路特別２着，etc.

５代母 バリダレスBalidaress（73 IRE 芦 Balidar）IRE３勝
［子］ パ－クアピ－ル Park Appeal（82 牝 Ahonoora）GB・FR・IRE・USA

５勝，チヴァリーパークＳ‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，Oldt
own Stud S‐L，etc.

アリダレス Alydaress（86 牝 Alydar）GB・IRE・ITY３勝，愛オークス
‐G1，リブルズデイルＳ‐G2，ヨークシャーオークス‐G1 ２着，etc.

32 ナリタメロディ２０２０ 牡・青鹿 ４／２６
＊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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayナリタメロディ フジキセキ

��
��
�ナリタシークレット青鹿 2011 フラワースカイ

＊フレイムオブパリ 14c
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×M5

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： 北俣ファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

母 エミネンツァベルタ（04鹿 ＊タイキシャトル）２勝，福島２歳Ｓ‐OP（芝 1200）３
着，つわぶき賞（芝 1200）
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－６（19）〕
エミネントフラワー（11牝鹿 ＊ホワイトマズル）���６勝
パーティナイト（12牝栗 ＊シニスターミニスター）��１勝
ジッテ（14牡鹿 ＊ロードアルティマ）入着，��出走��１勝・６勝��入着５回，

日本海スプリント（Ｄ0900）
コーゲンサンサン（15牡栗 アッミラーレ）��１勝
コーゲンゲッカ（17牝鹿 トゥザグローリー）���１勝
アイカプチーノ（18牝芦 ジョーカプチーノ）���３勝
マーミンラブ（19牝鹿 ＊ダノンレジェンド）��出走

２代母 ニシオマジョリック（94鹿 ＊デインヒル）３勝
ターフマジョリック（02牝 ＊タイキシャトル）１勝

ニシオドリーム（08牡 ＊デビッドジュニア）５勝，三宮Ｓ，ブラッドストーンＳ，
橿原Ｓ２着

ローマンエンブレム（09牡 ローマンエンパイア）３勝，黒竹賞２着
ニシオボヌール（12� アッミラーレ）５勝，ラピスラズリＳ‐L ２着，清津峡Ｓ，

南総Ｓ２着，桂川Ｓ２着，大牟田特別２着，etc.
ハドウホウ（12� ゴールドヘイロー）１勝，	８勝
２勝�入着，日本海スプリン

ト２着

３代母 ＊マジョリック（86 USA鹿 Irish River）FR入着
マーブルフォールズMarble Falls（92 牝 Tirol）FR２勝，サンタラリ賞‐G1 ２着，

ヴァントー賞‐G3 ２着
マルティニケMartiniquais（93 牡 Simply Great）FR・USA10 勝，サンガブリエル

Ｈ‐G2，ギシュ賞‐G3，Dallas Turf Cup‐L，etc.

４代母 モラナMorana（68 FR鹿 Val de Loir）GB・FR２勝
［子］ ダンシングメイドDancing Maid（75牝 Lyphard）GB・FR５勝，仏１００

０ギニー‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1，クロエ賞‐G3，etc.

33 エミネンツァベルタ２０２０ �・黒鹿 ４／１６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザグローリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2007 ＊フェアリードール

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンエミネンツァベルタ ＊デインヒル

��
��
�ニシオマジョリック鹿 2004 ＊マジョリック

14b
Halo S4×M4 Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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 ヒダカビジン（02鹿 フジキセキ）�１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（11）〕
シゲルウジヤス（07牡鹿 ＊タップダンスシチー）�１勝�入着
リンノデピュティ（11牝鹿 エイシンデピュティ）�２勝�１勝��入着�
キョウビジン（13牝青鹿 ＊ボストンハーバー）�３勝���	
ライブリテックス（15牡青鹿 ＊グラスワンダー）１勝，
�入着４回	４勝
コマエノトーコー（18牝鹿 メイショウボーラー）
��出走

２代母 ミオツクシ（94鹿 ＊ダンシングブレーヴ）３勝，湯之谷特別，出雲崎特別
ハシルジョウオー（01牝 メジロライアン）４勝，れんげ賞２着，メルボルンＴ３着，

小石原特別３着，巌流島特別３着，礼文特別３着，etc.，�３勝	１勝��
ワンダーアイアン（03牡 ＊グラスワンダー）�３勝	
ヤエノアカハチ（04牡 アグネスタキオン）３勝，安房特別，館山特別３着
ダイワイマージュ（08牡 ＊ブライアンズタイム）��17 勝
アートショウリ（11牡 ソングオブウインド）�３勝�２勝��１勝�

３代母 ミスシリネラ（85鹿 ＊リマンド）４勝，七重浜特別，道新スポーツ杯２着，津
軽海峡特別２着，アカシヤＳ２着，苫小牧特別２着，etc.
アートロマン（92牝 ＊ラシアンルーブル）１勝，八海山特別２着，柏崎特別２着

アートブライアン（99牝 サニーブライアン）�１勝��７勝，ファーストレデ
ィー賞，トゥインクルレディ賞，トゥインクルレディ賞２着，etc.
アートガウディ（09牡 ＊ザール）��７勝�	入着４回，赤レンガ記念３着
マイネルピクトル（11牡 ゼンノロブロイ）１勝，脊振山特別２着，障害４勝

アートルマン（04牡 メジロライアン）�１勝��７勝	，報知ＧＰＣ２着，川
崎マイラーズ３着

エムザックローマン（06牝 ニューイングランド）�１勝��１勝�３勝	，北
日本新聞杯

セントマーチ（08牡 デュランダル）��７勝�入着，優駿スプリント２着，黒
潮盃３着

アートサハラ（09� マンハッタンカフェ）��４勝�入着２回，ジャパンＤダ
ービー‐Jpn1 ３着，羽田盃，ＮＡＲ優３牡

34 ヒダカビジン２０２０ �・青鹿 ５／２８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーヒダカビジン ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�ミオツクシ鹿 2002 ミスシリネラ

＊シリネラ 22a
Northern Dancer 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 クイーンナイサー（04鹿 ＊フォーティナイナー）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－１（１）〕
ダークナイサー（09牡黒鹿 ダンスインザダーク）１勝，つばき賞（芝 1800）２着
カフジナイサー（13牡黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）２勝，豊中特別（Ｄ1800）３着
ブラックジェイド（14牡黒鹿 スペシャルウィーク）�３勝，熊野特別（芝 2200），

大寒桜賞（芝 2200）２着，あずさ賞（芝 2400）３着
アスタードラゴン（16牡栗 スペシャルウィーク）１勝
ブラックシャウト（17�青鹿 トーセンホマレボシ）��入着�１勝
スペシャルパワー（18牝青鹿 ハーツクライ）�出走

２代母 ＊ナイサー（90 IRE 芦 PennineWalk）GB・IRE・ITY・USA３勝，愛１０００ギ
ニー‐G1，ヴィットリオディカプア賞‐G1 ３着
デーメテールDemeter（97 牝 Diesis）GB入着

ピルラ Pyrrha（06牝 Pyrus）GB・FR４勝，チャートウェルフィリーズＳ‐G3，
チャートウェルフィリーズＳ‐G3 ３着，オークトリーＳ‐G3 ３着

シャブリChablis（98 牝 Kingmambo）GB入着
クイーンチャチャQueen Cha Cha（06牝 High Chaparral）不出走
スアヴィート Suavito（10 牝 Thorn Park）AUS８勝，ＭＲＣＣＦオール
Ｓ‐G1，ＭＲＣフュチュリティＳ‐G1，ＶＲＣブレイミーＳ‐G2，ＶＲ
ＣメイトリアークＳ‐G2，ＭＶＲＣテシオＳ‐G3，etc.

スルタンオヴスイング Sultan of Swing（12� Bachelor Duke）�AUS
・NZ10勝，ＦＣジョンストンＨ‐G3，ホーリックスプレイト‐G1 ２着，
グレイトノーザンチャレンジＳ‐G3 ３着，キングズプレイト‐G3 ３
着，Trevor Eagle Memorial S‐L ３着

ウーマンインホワイトWoman inWhite（01 牝 Daylami）GB入着２回
スペクター Specter（08� Nadeem）AUS３勝，VRC Exford Plate‐L，

MRC Zeditave S‐L ２着，コールフィールドギニーズプレリュード‐G3
３着，MRCCaulfield Village S‐L ３着

ドリームタイガー（03牡 ＊アフリート）１勝，��１勝

３代母 エヴリシングナイス Everything Nice（73 IRE 芦 Sovereign Path）GB・IR
E・USA７勝，ミュージドラＳ‐G3，チェリーヒントンＳ‐G3，愛プリティポリ
ーＳ‐G2 ２着，Pretty Polly S２着

35 クイーンナイサー２０２０ �・黒鹿 ３／３１
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileクイーンナイサー
＊ PennineWalk

��
��
�ナイサー鹿 2004 Everything Nice

3e
５代までにクロスなし

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 ジュエルシャネル（02鹿 ＊アグネスワールド）��６勝，ロジータ記念（Ｄ2100）３着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－６（18）〕
スマイルムービー（09�鹿 ＊アルカセット）�５勝
ヴァミリジュエル（12牝黒鹿 ヴァーミリアン）��３勝
カゼノカムイ（13�鹿 ＊マイネルラヴ）１勝，��１勝��入着�
リフレチャン（14牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）��１勝
スカイルーク（15牡鹿 ＊パイロ）１勝，���入着２回�７勝�
クリノピンクダイヤ（16牝鹿 ＊モンテロッソ）�	入着２回�１勝�入着
パラダイスギンガ（18牡鹿 ウインバリアシオン）�出走

２代母 クリスタルジュエル（91鹿 ＊クリスタルグリツターズ）��１勝，東京プリン
セス賞３着
ジュエルアマデウス（04牝 ＊ラストタイクーン）��１勝
ジュエルラブコール（06牝 ＊マイネルラヴ）��１勝

３代母 スタージユエル（84鹿 ＊ブライトフイニツシユ）��１勝
ジュエルテイオー（89牡 ＊プライマリーⅡ）��１勝�１勝
１勝
ヒロミジュエル（90牝 ＊タツプオンウツド）��４勝
ジュエルジョオー（93牝 ミホシンザン）��３勝
ジュエルサクセス（94牝 ニホンピロウイナー）��３勝
ジュエルウルフ（96牡 ニホンピロウイナー）��６勝
ジュエルエム（97牡 ＊セクレト）��１勝�１勝�入着７回
アラノムサシ（98牡 ＊セクレト）�４勝��入着５回

４代母 ナンブアイリス（71鹿 ＊テツソ）�２勝
［子］ ハツコウルイス（80牝 ＊ピツトカーン）２勝，長篠特別

タイガームサシ（75牡 ＊アレツ）����15 勝，鳥海大賞典，上山優駿樹
氷賞，東京記念，etc.

リユウムサシ（78牡 ＊シンギングビード）１勝，��３勝
ポートシンジヨ（79牝 ＊アレツ）���８勝

［孫］ トロナスキー（87牡 ヤマニンスキー）２勝，由布院特別，手稲山特別２着，
二王子特別２着，etc.

トロナクラウン（89牝 ＊コウストンズクラウン）１勝

36 ジュエルシャネル２０２０ 牡・鹿 ３／２６
＊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

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスワールド Mysteriesジュエルシャネル ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�クリスタルジュエル鹿 2002 スタージユエル

＊アストニシメント 7c
Northern Dancer S4×M4 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲大林ファーム＝新冠町高江 �0146-47-2539
生 産 牧 場： ㈲大林ファーム
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �0146-28-2151

母 ルーチェデルソーレ（09鹿 メイショウボーラー）�１勝��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（６）〕
キーローズ（15牝青鹿 ローズキングダム）入着，�１勝
ツーポッキー（16牝栗 キングヘイロー）�１勝�２勝
アンビートンレイン（17牝鹿 セイクリムズン）�１勝
デルソーレ（18牡鹿 グロリアスノア）��１勝

２代母 ＊ビューティトゥペトリオロ（93 IRE 鹿 Scenic）FR・ITY・USA４勝，伊１０００
ギニー‐G2，P.Torricola‐L
ランフォーウィン（02牡 ＊クロコルージュ）１勝
アリーペデ（06牝 タニノギムレット）��６勝

スターレーン（14牝 スマートファルコン）�２勝�３勝�１勝�３勝�	入着
４回��，ル・プランタン賞，秋桜賞２着，読売レディス杯２着，若草賞
２着，梅桜賞２着，etc.

アドマイヤアクア（08牡 ＊ロージズインメイ）入着，�２勝	３勝

３代母 オーヴァスペントOverspent（72 IRE 栗 Busted）GB１勝
オルトレマーレOltremare（79 牝 Hotfoot）ITY７勝，P.Repubbliche Marinare

‐L，P.Alessandro Perrone‐L ３着

４代母 ミスジャステスMiss Justice（61 GB黒鹿 ＊キングスベンチ）GB１勝
［孫］ ガルンペGalunpe（83牝 He Loves Me）FR・USA９勝，ウィルシャー

Ｈ‐G2，マルレ賞‐G2，ノネット賞‐G3，etc.
ケイスロー Case Law（87牡 Ahonoora）GB・FR・IRE９勝，Abern
ant S‐L，Trafalgar House Sprint S‐L，フィーニクススプリント
Ｓ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

ロマンティックラヴ Romantic Love（75牝 Sovereign Path）ITY１勝，
P.Torricola‐L，リディアテシオ賞‐G1 ３着，伊１０００ギニー
‐G2 ２着，etc.

ガヴァナージェネラルGovernor General（83 牡 Dominion）GB・FR・
USA４勝，Abernant S‐L，キングズスタンドＳ‐G2 ２着，デュ
ークオヴヨークＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

37 ルーチェデルソーレ２０２０ 牡・栗 ４／ ６
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mythネロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニシノタカラヅカ栗 2011 ＊デユプリシト

＊タイキシャトル

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウボーラー ＊ナイスレイズルーチェデルソーレ
＊ Scenic

��
��
�ビューティトゥペトリオロ鹿 2009 Overspent

5h
Storm Cat S4×M4 Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： ㈲山岡牧場＝新冠町東町 �0146-47-2163
生 産 牧 場： ㈲山岡牧場
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 バーニングハート（10鹿 ＊ストラヴィンスキー）１勝，福島２歳Ｓ‐OP（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
フューリー（17牡黒鹿 ストロングリターン）�１勝�２勝��
ゲツレンカ（18牝黒鹿 ジョーカプチーノ）�出走

２代母 ムーンライトソナタ（99黒鹿 サクラバクシンオー）４勝，賢島特別，有田特別，
長岡特別，知多特別２着（２回），芦屋川特別２着，etc.
エリーゼ（08牝 ＊ストラヴィンスキー）�２勝
リバティーホール（09牝 ＊ケイムホーム）１勝，白河特別２着，福島中央ＴＶ杯３着，

�２勝��
マイカイ（11牝 ＊ヨハネスブルグ）�３勝��５勝
タイヨウノコ（12牝 ＊エンパイアメーカー）１勝
チタノプリンセス（14牝 サクラプレジデント）���８勝�入着２回
ルーナセレナータ（16牝 トーセンラー）入着，��２勝�入着３回
デザートムーン（17牝 ベルシャザール）���１勝

３代母 ＊ブルースフォーユー（87 IRE 鹿 Cure the Blues）�入着４回

４代母 アーブリーArburie（71 IRE 栗 Exbury）FR・IRE１勝
［子］ アスクザウィンド Ask theWind（80牝 Run the Gantlet）FR・IRE３

勝，Hard Fought S‐L
［孫］ ファントムブリーズ Phantom Breeze（86牡 ＊ヴィジョン）IRE・USA８

勝，パンアメリカンＨ‐G2，マンハッタンＨ‐G2，愛ダービートライ
アルＳ‐G2，etc.，種牡馬

ミスティウィンドMistyWind（88牡 Be My Guest）IRE・USA６勝，
Point Reyes Invitational H‐R，Vallejo Day H‐L ２着，Th
e Bart Invitational H‐R ２着，etc.，種牡馬

ホストオヴエインジェルズ Host of Angels（85 牝 General Assembly）
IRE・USA６勝，Phoenix Oaks Trial‐L ２着，Brownstown St
ud S‐L ２着

［曾孫］ ストライクレイト Strike Rate（00 牝 Smart Strike）USA４勝，Winte
rgreen S，Decoration Day H‐L ３着

38 バーニングハート２０２０ 牡・鹿 ２／２７
＊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トーセンラー
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア黒鹿 2008 Dance Image

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ストラヴィンスキー Fire the Groomバーニングハート サクラバクシンオー

��
��
�ムーンライトソナタ鹿 2010 ＊ブルースフォーユー

2u
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer M4×S5 Lyphard S5×S5

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 アルテッツァ（10鹿 アグネスタキオン）�５勝�６勝
〔産駒馬名登録数：１〕
レイワボーイ（17牡黒鹿 パドトロワ）��入着��

２代母 ＊ジュピターズビコー（02 AUS黒鹿 Singspiel）出走
ゼンノブショウ（11牡 ブラックタイド）１勝，�８勝
オンユアマーク（12牝 ゼンノロブロイ）１勝，�５勝�３勝
ヒマワリノヤクソク（14牝 ゼンノロブロイ）入着，�１勝
シスル（15牝 ＊ノボジャック）�３勝，初風Ｓ２着，春風Ｓ２着，妙高特別３着
ユピテルルークス（17� アンライバルド）１勝，��１勝

３代母 ウィローゴールドWillow Gold（86 AUS鹿 Francis Bacon）AUS５勝，
BALRC Balaklava Cup‐L ２着，ＳＡＪＣクイット＆ウインＣ‐G3 ３着
フィニスレイディ Finniss Lady（96牝 Dolphin Street）AUS５勝

ジッププレジャー Zip Pleasure（06 牝 Blevic）AUS２勝，SAJC Oaklands Pl
ate‐L ２着

４代母 ゴールドミストラルGold Mistral（71 AUS栗 Polmak）AUS３勝，SAJC Br
eeders' Matchmaker S２着，SAJC Bloodhorse Breeder'S S２着
［子］ ダークスペックルDark Speckle（77 牝 ＊ハビアスコーパス）AUS入着，

SAJCMorphettville Plate‐L ２着

５代母 フレンチガーランド French Garland（49 AUS黒鹿 Beau Cheval）AUS10 勝
［子］ ジョーヴィアルナイト Jovial Knight（60 牡 Star of Baroda）AUS20 勝，

ＳＡＪＣニューイヤーズギフトＳ，ＳＡＪＣポートアデレイドＣ
（２回），ＳＡＪＣオルダーマンＣ，etc.

メリーナイトMerry Knight（58 牡 Star of Baroda）AUS11 勝，ＳＡＪ
ＣレイバーデイＣ，Werribee Gold C，SA Tatt'S RC Tattersall'S
C２着

［曾孫］ フレンチサウンド French Sound（91牝 Ksar）AUS13 勝，ＷＡＴＣウィ
ンターボトムＳ‐G2，WATC Belmont Newmarket H‐L，WATC
Cyril Flower S‐L ３着，etc.

39 アルテッツァ２０２０ 牡・鹿 ５／２１
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サウスヴィグラス

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ダーケストスターナムラタイタン ＊アフリート

��
��
�ネクストタイム栗 2006 ＊ジャビラバ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラアルテッツァ
＊ Singspiel

��
��
�ジュピターズビコー鹿 2010 Willow Gold

8i
Mr. Prospector S4×S5 Halo M4×M5

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

母 キューガーデン（10鹿 ＊クロフネ）��３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ツルマルハナコ（18牝黒鹿 フリオーソ）���１勝
ゴールドスプリング（19牡鹿 ＊ディスクリートキャット）�地方未出走

２代母 ＊ベベコリエンド（02 USA栗 More Than Ready）不出走
プリティベベ（07牝 ＊アジュディケーティング）�５勝��入着２回
ジェラテリア（09牝 フジキセキ）�６勝�１勝

ゴールドビルダー（17牡 ＊パイロ）��４勝，ハイセイコー記念
マーブルアーチ（11牝 ＊サウスヴィグラス）��１勝
スイスヨーデル（12牝 サムライハート）�１勝��３勝
フォルス（13牡 ＊ファスリエフ）１勝，��２勝��２勝，岩鷲賞２着，早池峰スー

パースプリント３着

３代母 ダイアモンドダンツDiamond Danz（94 USA黒鹿 Danzatore）USA１勝

４代母 ウィローラナーWillow Runner（86 USA黒鹿 Alydar）USA３勝
［子］ トレイルシティ Trail City（93 牡 Red Ransom）USA６勝，アーリント

ンクラシック‐G2，Robert F. Carey Memorial H‐L，セクレタリ
アトＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ リーズザウェイ Leedstheway（06	 Cape Canaveral）USA５勝，サン
ヴィセンテＳ‐G2 ２着

５代母 ジェリノット Gelinotte（77 VEN鹿 Never Bend）VEN14 勝，P.General Joa
quin Crespo，P.Ministerio De Agricultura Y Cria，P.Alberto Smith，
P.Carlos Zuloaga，P.Gustavo J. Sanabria，etc.
［子］ リアルフォーレスト Real Forest（83 牡 In Reality）USA６勝，Hiale

ah Sprint Championship H，City Of Miami S，トロピカルパー
クダービー‐G2 ３着，etc.，種牡馬

ジェリーンGeline（84 牝 In Reality）USA２勝，Poinsettia S
［孫］ キャンディビーダンディ Candybedandy（00牝 Holy Bull）USA６勝，

Iowa State Fair S，Central Iowa S２着

40 キューガーデン２０２０ 
・栗 ４／２８
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューキューガーデン
＊ More Than Ready

��
��
�ベベコリエンド鹿 2010 Diamond Danz

1h
Halo S4×S5×M5

価格： 購買者：



販売申込者・所有者： 佐々木牧場＝青森県三戸郡南部町 �0178-84-2690
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

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：６，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
ブレイドハート（17牝鹿 ウインバリアシオン）���出走
オンラインボス（19牡黒鹿 グランプリボス）��出走

２代母 ロザヴィア（92芦 ＊サンデーサイレンス）１勝，苫小牧特別２着
ジョウテンペガサス（98� ＊ジェイドロバリー）�４勝�６勝	入着，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，etc.
タイガーエスプリア（99牡 ＊トニービン）�１勝��入着３回
タガジョーヴェルデ（00牡 ＊ジェイドロバリー）１勝，	６勝
マイネルピエール（01牡 ＊ジェイドロバリー）１勝，千葉ＴＶ杯３着，
�１勝��
タイセイハニー（03牝 ＊エンドスウィープ）４勝，ＴＶユー福島賞２着，飛騨Ｓ２着，

桜草特別３着，春菜賞３着
タイセイブランシュ（16牝 ルーラーシップ）�２勝，潮騒特別，	２勝

アドマイヤロザ（05牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，樅の木賞
トーホウロード（06牡 キングカメハメハ）１勝
タイセイブーケ（08牝 ＊フレンチデピュティ）�３勝��１勝
ストームメイ（13牡 ＊ダノンゴーゴー）�２勝�１勝，筑紫野賞２着
ペニテンテス（15牝 ＊ダノンゴーゴー）入着，���３勝�４勝�入着２回，加賀友

禅賞２着

３代母 ダイナカルメン（81芦 ＊ノーザンテースト）４勝，北洋特別２着，短距離Ｈ３
着，紫野特別３着

４代母 ＊フアンシミン（67 USA芦 Determine）USA３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‐Jpn2，

七夕賞‐Jpn3，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，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‐Jpn3，
新潟記念‐Jpn3，エプソムＣ‐Jpn3，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‐Jpn3，新
潟記念‐Jpn3，関屋記念‐Jpn3 ２着，etc.

41 タイセイローザ２０２０ ・鹿 ４／１２

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスタイセイローザ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロザヴィア鹿 2007 ダイナカルメン

＊フアンシミン 9f
Mr. Prospector S2×M4 Northern Dancer 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 ホットレッグス（03栗 Galileo）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－２（13）〕
ゴールドテーラー（10牝栗 ステイゴールド）４勝，テレ玉杯（芝 2000），玄海特別
（芝 2000）３着，三面川特別（芝 1800）３着，睦月賞（芝 2400）３着，許波多特別
（芝 2200）３着，白井特別（芝 2000）３着

ホットランナー（11牝栗 ダイワメジャー）１勝
セイザン（13牝栗 ダイワメジャー）�11 勝
シャムロック（14牡栗 ダイワメジャー）３勝，利根川特別（Ｄ1800）３着
バトルガニアン（15牡栗 ハーツクライ）�２勝
リュクスエンヴィ（18牝栗 ダイワメジャー）�出走
パッションメーカー（19牝栗 トーセンラー）�未出走

２代母 ＊アクセラレイション（97 FR栗 Acatenango）FR２勝，コリーダ賞‐G3，サン
ロマン賞‐G3 ２着，オマール賞‐G3 ３着
ミッキーロイヤル（05牡 アグネスタキオン）�１勝
ロスヴィータ（07牝 ゼンノロブロイ）１勝
フルアクセル（08牡 アグネスタキオン）５勝，湘南Ｓ，尖閣湾特別，初富士Ｓ２着，

市川Ｓ２着，ＴＶ山梨杯３着，etc.
トドロキテンシツー（09牝 フジキセキ）�４勝�入着
デルマネネ（13牝 ダイワメジャー）�１勝

３代母 ＊ワールウインド（92 FR鹿 Leading Counsel）FR２勝，P.Ronde De Nuit
‐L ２着，P.La Camargo‐L ３着
ゴーアウトバックワーズGoOut Backwards（00 牝 ＊ドクターデヴィアス）FR１勝

プリオーデインド Preordained（08牝 Choisir）IND２勝，Bangalore Wint
er Milllion‐LR ２着，Bangalore Juvenile Million‐LR ２着，Dec
can Fillies Championship S‐LR ３着

ホーカーハリケーン（06牝 ネオユニヴァース）４勝，札幌スポニチ賞，斑鳩Ｓ２着，
小豆島特別２着，etc.

42 ホットレッグス２０２０ �・栗 ３／２３
＊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

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaホットレッグス
＊ Acatenango

��
��
�アクセラレイション栗 2003 ＊ワールウインド

11f
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ラベンダーミント（10鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ヤクール（15牝鹿 ゴールドアリュール）��２勝

２代母 ＊ストームザミント（93 USA黒鹿 Storm Cat）USA２勝
オナーザミント（98牝 Honour and Glory）不出走

ドゥオナー（04牝 ダンスインザダーク）入着２回，�１勝�入着
シゲルコング（14牡 ＊シニスターミニスター）２勝，オキザリス賞，初春Ｓ
２着，障害１勝，��入着��，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

オノユウ（07牝 バブルガムフェロー）�５勝��入着，エーデルワイス賞
‐Jpn3，東京２歳優駿牝馬２着，フローラルＣ，栄冠賞，ブリーダーズゴ
ールドジュニアＣ２着

ワキノコクリュウ（11牡 ＊ケイムホーム）２勝，天童特別，雪うさぎ賞３着，�１勝
バアゼルクローバー（99牝 ＊ラムタラ）２勝，ゆきつばき賞３着

スピリッツミノル（12牡 ディープスカイ）６勝，大阪城Ｓ‐L，万葉Ｓ‐L ３着，
すみれＳ‐OP，比叡Ｓ，京橋特別，etc.，種牡馬

プロフェシーライツ（00牝 ＊アフリート）１勝
ディープルマン（08牡 ダンスインザダーク）２勝，赤穂特別３着，�１勝
バンザイ（09牡 ＊タイキシャトル）３勝，若竹賞，葉山特別３着
メイショウイマワカ（10牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，メルボルンＴ２着

ピサノインペリアル（01牡 ＊タイキシャトル）１勝
ピサノベネチアン（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

サトノパンサー（08牡 キングカメハメハ）５勝，プロミネントＪＳＴ，京橋特
別，筥崎特別，足立山特別，アメジストＳ２着，etc.

スリーアロー（11牝 ＊アルデバランⅡ）３勝，和布刈特別，釧路湿原特別２着，
ポプラ特別２着，大倉山特別２着，舞鶴特別２着，etc.，�３勝

３代母 ミントクーラーMint Cooler（84 USA鹿 Key to the Mint）USA４勝，
Primrose S‐R，ＣＣＡオークス‐G1 ２着

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

43 ラベンダーミント２０２０ �・鹿 ３／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュレインボーライン ＊フレンチデピュティ

��
��
�レーゲンボーゲン鹿 2013 レインボーファスト

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayラベンダーミント
＊ Storm Cat

��
��
�ストームザミント鹿 2010 Mint Cooler

2s
Hail to Reason M4×S5 Graustark M4×M5

価格： 購買者：
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