
番号 馬　　　名 性 性 生月日 父 母 販売申込者

23 ノヴェンバースカイ２０２１ 牝 栗 1.17 バゴ(FR) ノヴェンバースカイ 前川　義則

24 メイショウシズカロ２０２１ 牡 鹿 3.22 グレーターロンドン メイショウシズカロ （有）三石軽種馬共同育成センター

25 ネオヴェリーフェズ２０２１ 牡 鹿 4.3 ウインバリアシオン ネオヴェリーフェズ （有）荒谷牧場

26 スプンキーウーマン２０２１ 牝 栗 4.28 アルデバランⅡ(USA) スプンキーウーマン 早坂牧場

27 ハニームーナー２０２１ 牝 栗 4.10 アポロケンタッキー(USA) ハニームーナー 山田　昇史

28 エメラルドクイーン２０２１ 牝 黒鹿 4.5 タリスマニック(GB) エメラルドクイーン （有）アサヒ牧場

29 レースウィング２０２１ 牡 鹿 4.5 アルデバランⅡ(USA) レースウィング 町屋　勝幸

30 ルナフェリーナ２０２１ 牡 青 3.26 ミッキーグローリー ルナフェリーナ(USA) （株）タイヘイ牧場

31 ミスジーナ２０２１ 牝 鹿 3.29 ウインバリアシオン ミスジーナ 青森ホースファーム

32 トマトーマ２０２１ 牝 黒鹿 3.16 アポロケンタッキー(USA) トマトーマ 田中　春美

33 エプソムアイリス２０２１ 牝 黒鹿 4.20 ウインバリアシオン エプソムアイリス 織笠　時男

34 キレイキレイ２０２１ 牡 鹿 4.17 アルデバランⅡ(USA) キレイキレイ 滝沢牧場

35 ディープスノー２０２１ 牡 鹿 4.27 アジアエクスプレス(USA) ディープスノー （株）門別牧場

36 レモンリーフ２０２１ 牝 鹿 5.8 ウインバリアシオン レモンリーフ 風ノ丘ファーム

37 ベストデイエヴァー２０２１ 牝 鹿 4.15 フリオーソ ベストデイエヴァー ワールドファーム

38 シルバーチャリス２０２１ 牝 鹿 3.1 アジアエクスプレス(USA) シルバーチャリス(IRE) （株）門別牧場

39 ミネルバサウンド２０２１ 牡 青鹿 2.17 ストロングリターン ミネルバサウンド （株）タイヘイ牧場

40 ブラックシップ２０２１ 牡 鹿 5.5 アニマルキングダム(USA) ブラックシップ 久保ファーム

41 オーバーザレインボ２０２１ 牝 黒鹿 4.5 バゴ(FR) オーバーザレインボ 菅井　澄

42 ダーティダンシング２０２１ 牝 黒鹿 3.27 アルデバランⅡ(USA) ダーティダンシング 石田　英機

43 シルクマイホーム２０２１ 牝 鹿 3.27 ヘンリーバローズ シルクマイホーム 町屋　勝幸

44 メイショウアオバ２０２１ 牝 栗 3.12 エピカリス メイショウアオバ （株）門別牧場

45 ボールドカップ２０２１ 牡 鹿 5.11 デビッドジュニア(USA) ボールドカップ 北村牧場

46 ラヴマリッジ２０２１ 牡 栗 4.26 ニシケンモノノフ ラヴマリッジ マルシチ牧場

47 ラハイナⅡ２０２１ 牡 鹿 2.16 キンシャサノキセキ(AUS) ラハイナⅡ(CHI) （株）タイヘイ牧場

写真
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母 ノヴェンバースカイ（11鹿 ディープスカイ）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ウィシュアポナスタ（19牝鹿 ＊ラニ）���１勝
ミユキアグレッシブ（20牝黒鹿 レッドファルクス）��出走

２代母 ＊ノベンバースルー（97 USA黒鹿 Seattle Slew）USA３勝，ソレントＳ‐G2 ２着
イーグルアイランドEagle Island（04牝 Fusaichi Pegasus）USA１勝

エズモッシュ Ezmosh（15� Tizway）�USA５勝，アーリントンクラシック‐G3
カワチノオジサン（05� Fusaichi Pegasus）１勝，�２勝�入着��
ヒラボクワイルド（06牡 ＊ワイルドラッシュ）７勝，ポラリスＳ‐L，ギャラクシーＳ

‐LR，薫風Ｓ，福島放送賞，中京サンクスプレミアム，etc.
タイセイワイルド（07牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，ひかり賞

３着，桃山Ｓ３着，檜山特別３着，江戸川特別３着
ヒラボクテイオー（12牡 ＊ワイルドラッシュ）１勝，愛宕特別３着，�１勝
ココナッツスルー（15牝 ハーツクライ）１勝，猪苗代特別３着，	２勝

３代母 ノヴェンバースノーNovember Snow（89 USA鹿 Storm Cat）USA８勝，
アラバマＳ‐G1，テストＳ‐G1，レアパフュームＳ‐G2，Boca Raton S‐L，
MyDear S‐L，etc.
インディアンスノー Indian Snow（99牝 A.P. Indy）不出走

モーニングラインMorning Line（07牡 Tiznow）USA５勝，カーターＨ‐G1，
マーヴィンリロイＨ‐G2，ペンシルヴァニアダービー‐G2，etc.，種牡馬

アークティクドリフトArctic Drift（00 牝 GoneWest）USA・UAE１勝
ビリーヴェンサクシード Believe'N'succeed（05牝 Exceed And Excel）AUS

２勝，ＭＲＣブルーダイアモンドプレリュードＦ‐G3，VRCMoomba P
late‐L ３着，MRCBlue Diamond Preview F‐L ３着
アントニーファンダイク Anthony Van Dyck（16牡 Galileo）GB・FR・
IRE・USA・AUS・HKG６勝，英ダービー‐G1，フォワ賞‐G2，愛フ
ュチュリティＳ‐G2，etc.

アイムアフレイク I'm a Flake（08牝 Mineshaft）USA出走
イクスプレストレイン Express Train（17 牡 Union Rags）�USA７勝，サンタ

アニタＨ‐G1，サンパスカルＳ‐G2（２回），サンアントニオＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885
生 産 牧 場： 前川 義則
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

23 ノヴェンバースカイ２０２１ �・栗 １／１７

＊

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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビノヴェンバースカイ
＊ Seattle Slew

��
��
�ノベンバースルー鹿 2011 November Snow

16c
Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウシズカロ（14栗 スズカフェニックス）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ラルシュドゥノア（19牝黒鹿 リオンディーズ）��入着��

２代母 ディープセーマ（06栗 ＊アグネスデジタル）出走
メイショウボンロク（11牡 ＊シニスターミニスター）３勝，鎌倉Ｓ，洲本特別２着，

清里特別３着，�３勝
メイショウバルコラ（15牡 メイショウボーラー）１勝，�１勝

３代母 ＊リアフォーモサ（91 USA栗 Nureyev）１勝，グラジオラス賞２着
ホッコーダグラス（98牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，すいれん賞，インディアＴ２

着，矢車賞２着，etc.
サクセスパシュート（08牡 ハーツクライ）５勝，迎春Ｓ，磐梯山特別，行川特別，etc.

４代母 セクスアピール Sex Appeal（70 USA栗 Buckpasser）不出走
［子］ エルグランセニョール El Gran Senor（81 牡 Northern Dancer）GB・I

RE７勝，愛ダービー‐G1，英２０００ギニー‐G1，デューハーストＳ
‐G1，etc.，種牡馬

＊トライマイベスト（75牡 Northern Dancer）GB・IRE４勝，デューハースト
Ｓ‐G1，ヴォクソールトライアルＳ‐G3，ラークスパーＳ‐G3，種牡馬

ソーラー Solar（76牝 Halo）IRE３勝，愛パークＳ‐G3，レイルウェイＳ‐G3
［孫］ フサイチパンドラ（03牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，エリザベス女王杯

‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2，エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.，��入着
ブルエアフォース Blu Air Force（97 牡 Sri Pekan）GB・FR・ITY・US
A・UAE８勝，パレロワイヤル賞‐G3，Robert K. Kerlan Memorial
S‐L，P. Eupili‐L，etc.，種牡馬

ブルカリヨン Blu Carillon（95� Love the Groom）ITY17 勝，ウンブリア
賞‐G3，P. Bersaglio‐L，P. Divino Amore‐L，etc.，種牡馬

ダロスD'Arros（89 牡 ＊バイアモン）FR・USA３勝，ラクープ‐G3，G.P. d
e Marseille‐Vivaux‐L，Henry P. Russell H‐R ２着，etc.

カースルガンドルフォ Castle Gandolfo（99 牡 GoneWest）GB・FR・
IRE・USA３勝，ベレスフォードＳ‐G3，レイシングポストトロフィ
‐G1 ２着，クリテリヨムドサンクルー‐G1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲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
生 産 牧 場： ㈲ヒダカファーム
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

24 メイショウシズカロ２０２１ 牡・鹿 ３／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアグレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカフェニックス ＊ローズオブスズカメイショウシズカロ ＊アグネスデジタル

��
��
�ディープセーマ栗 2014 ＊リアフォーモサ

8f
サンデーサイレンス S3×M3 Rose of Jericho S4×M4
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ネオヴェリーフェズ（07黒鹿 ネオユニヴァース）入着２回，�１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（14）〕
ホワイトホイール（13牡黒鹿 ＊ホワイトマズル）�５勝
ライズインザノース（16�栗 ＊フレンチデピュティ）�１勝��４勝�
オタクインパクト（18牡黒鹿 ウインバリアシオン）�４勝��，道営記念
（Ｄ2000）２着，北海優駿（Ｄ2000）３着

マブテッシー（20牡栗 ウインバリアシオン）�地方未出走

２代母 フォルナリーナ（96鹿 Capote）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，対馬
特別２着，わらび賞２着
マルカシリウス（03牡 フジキセキ）４勝，瀬戸特別，あやめ賞，門司特別３着，�

１勝��入着２回
トーセンピュリニー（06牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
ダイワズーム（09牝 ハーツクライ）４勝，スイートピーＳ‐LR，松島特別，デイジ

ー賞，ノベンバーＳ３着，レインボーＳ３着
ヴィアメント（17� キングカメハメハ）�３勝，福島中央ＴＶ杯，竹田城Ｓ３

着，晩秋Ｓ３着，昇仙峡特別３着
メロディアス（10牝 ゴールドアリュール）�１勝��３勝�入着，ローレル賞３着，

ジュニアＧＰ２着

３代母 ＊プレイヤーホイール（86 CAN栗 Conquistador Cielo）USA２勝，Natal
ma S‐L ２着
ストラティージクマヌーヴァー Strategic Maneuver（91 牝 Cryptoclearance）US

A５勝，メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，デムワゼルＳ‐G2，スカイ
ラヴィルＳ‐G2，etc.

シークレットサールム Secret Psalm（92牝 Cryptoclearance）USA出走
デロスビエントスDelosvientos（03� Siphon）USA８勝，ブルックリンＨ

‐G2，Fit To Fight S‐L，Gallant Fox H‐L，etc.
アシュフォードキャスル Ashford Castle（94 牝 Bates Motel）USA７勝，River

Downs BC H‐L，アシュランドマイルＳ‐G3 ２着，Pago Hop S‐L ２着，etc.
ミッショナリーMissionary（95 牡 Deputy Minister）USA８勝，Canterbury Derb

y‐L，Damascus H‐L，Kentucky Colonel S‐L，etc.，種牡馬

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

25 ネオヴェリーフェズ２０２１ 牡・鹿 ４／ ３
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスネオヴェリーフェズ Capote

��
��
�フォルナリーナ黒鹿 2007 ＊プレイヤーホイール

4g
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×M5

価格： 購買者：



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９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

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

26 スプンキーウーマン２０２１ �・栗 ４／２８

＊

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

＊ 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
Mr. Prospector S2×M4

価格： 購買者：



母 ハニームーナー（10栗 アドマイヤムーン）１勝
〔産駒馬名登録数：４〕
アタル（19牡栗 ワンダーアキュート）��出走��入着
ムーンパスゴーゴー（20牝黒鹿 トゥザワールド）�地方未出走

２代母 ＊ブライダルソング（05 IRE 栗 Selkirk）不出走
クリノコクシムソウ（12牡 ＊クロフネ）�３勝�

３代母 ウェディングオヴザシ－Wedding of the Sea（89 USA栗 Blushing Groom）
FR・GER２勝，リゾランジ賞‐G3，ゴルデネパイチェ‐G2 ３着，グロシェーヌ賞
‐G2 ３着，P. du Pont‐Neuf‐L ２着，Criterium du Bequet‐L ２着，etc.
ネプチューンズブライドNeptune's Bride（96 牝 Bering）FR・ITY・USA５勝，

フィユドレール賞‐G3，P. La Sorellina‐L，P. Occitanie‐L，etc.
＊シーチャリオット（02牡 Seeking the Gold）��６勝，全日本２歳優駿

‐Jpn1 ２着，東京ダービー，羽田盃，etc.，ＮＡＲ優２歳，ＮＡＲ優３歳
サブマリナー Submariner（06� Singspiel）GB・UAE５勝，Jebel Ali S‐L

３着
サラシア Salacia（09 牝 Echo of Light）GB１勝
センチュリードリーム Century Dream（14牡 Cape Cross）GB・FR・I
RE・USA・UAE10 勝，セレブレイションマイル‐G2，ダイオメドＳ
‐G3（２回），Midsummer S‐L，etc.，種牡馬

キングオヴチェインジ King of Change（16牡 Farhh）GB３勝，クイーンエ
リザベス二世Ｓ‐G1，Fortune S‐L，英２０００ギニー‐G1 ２着，種牡馬

メリケルテースMelicertes（16 牡 Poet's Voice）�FR・UAE３勝，G.P. du
Nord‐L ２着

シーダート Sea Dart（00 牡 Diesis）FR・IRE・UAE・BHR４勝，愛インターナシ
ョナルＳ‐G2，種牡馬

ポリアンドリーPolyandry（03 牝 Storm Cat）不出走
デュバイエスカペイドDubai Escapade（09� Dubai Destination）AUS10 勝，

WATC Tattersall's C‐L，ＷＡＴＣストリックランドＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

27 ハニームーナー２０２１ �・栗 ４／１０

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Briar Tooアポロケンタッキー ディクシアナディライト GoneWest

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズハニームーナー
＊ Selkirk

��
��
�ブライダルソング栗 2010 Wedding of the Sea

4r
Mr. Prospector S4×M5 Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 エメラルドクイーン（13栗 ＊トワイニング）入着，�９勝
〔産駒馬名登録数：２〕
カミデセンプウ（19牡栗 サンカルロ）�地方未出走
ソルレベンテ（20牝鹿 スピルバーグ）��出走

２代母 レッドレターデイ（97栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
レッドターキー（05牝 ＊トワイニング）３勝，七重浜特別，浦安特別２着，真駒内特

別３着
カタトゥンボ（15牡 ローエングリン）１勝，��入着�１勝�入着４回
レノーア（16牝 スクリーンヒーロー）�３勝，橘Ｓ‐L ３着，ダリア賞‐OP ３

着，由比ヶ浜特別，黄梅賞，新潟日報賞２着，etc.
ラブコール（11牝 ＊チチカステナンゴ）入着２回，西郷特別３着，�４勝��入着２回

３代母 ターキーレッド（87栗 ＊ノーザンテースト）５勝，マリーンＳ‐OP，朱鷺Ｓ
‐OP ３着，白河特別，五頭連峰特別２着，富嶽賞３着
サンフレア（95牡 ＊トニービン）５勝，キャピタルＳ，ＴＶＫ賞，二王子岳特別，etc.
レッドクローシュ（00牝 ＊トニービン）出走

ファイアレッド（05牡 フジキセキ）２勝，遠賀川特別，シドニーＴ２着，丹波
特別２着，etc.

ペプチドアマゾン（10牡 アグネスタキオン）２勝，京都新聞杯‐G2 ２着，日本
ダービー‐G1 ４着，あずさ賞，etc.

ターキーストーン（03牡 スペシャルウィーク）２勝，南相馬特別，豊栄特別３着

４代母 ＊ハマナスⅡ（75 USA鹿 Lt. Stevens）不出走
［子］ シヤダイハマナス（82牝 ＊ノーザンテースト）６勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２

着，巴賞‐OP ２着，春風賞，etc.
マイオンリースター（89牡 ＊ノーザンテースト）２勝，湯川特別３着，障
害１勝

［曾孫］ ナオミシャイン（95牝 ＊トニービン）４勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2
３着，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，etc.

アドマイヤマジック（01牝 バブルガムフェロー）３勝，フェアリーＳ
‐Jpn3 ３着，郡山特別

販売申込者・所有者： ㈲アサヒ牧場＝新冠町朝日 �090-6871-4540
生 産 牧 場： ㈲アサヒ牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

28 エメラルドクイーン２０２１ �・黒鹿 ４／ ５

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�トワイニング Courtly Deeエメラルドクイーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�レッドレターデイ栗 2013 ターキーレッド

＊ハマナスⅡ 17b
Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 レースウィング（99鹿 バブルガムフェロー）５勝，層雲峡特別（Ｄ1700），羊蹄山
特別（Ｄ1700），雅Ｓ（Ｄ1800）２着，噴火湾特別（Ｄ1700）２着
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－７（16），地方－２（５）〕
ポイマンドレース（06�栗 マヤノトップガン）４勝，平尾台特別（Ｄ1700），蹴上

特別（Ｄ1900），平城京Ｓ（Ｄ1800）２着，鷹取特別（Ｄ1800）２着，響灘特別
（Ｄ1700）３着

グリッターウイング（07牡栗 ＊クロフネ）４勝，レパードＳ（重賞）‐L ２着，霜月Ｓ
‐L（Ｄ1400）２着，フェアウェルＳ‐OP（Ｄ1800）３着，下総Ｓ（Ｄ1800），若狭
湾特別（Ｄ1800），利根川特別（Ｄ1800）２着，瀬波温泉特別（Ｄ1800）２着，ア
レキサンドライトＳ（Ｄ1800）３着，柳都Ｓ（Ｄ1800）３着，障害１勝，小倉サ
マージャンプ‐JG3（3390）３着

クローバーリーフ（08牝鹿 タニノギムレット）３勝
ボビンレース（11牝栗 ＊コンデュイット）��２勝
ハイドロフォイル（13�鹿 ＊クロフネ）２勝
エンジェルウィング（15牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）１勝
イシュタルゲート（16牡鹿 ベルシャザール）�１勝
コバルトウィング（17�芦 ＊クロフネ）１勝，���３勝，京浜盃（Ｄ1700）２着

２代母 ＊レース（92 USA鹿 Gulch）USA１勝
アドマイヤレース（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，シドニーＴ，東山特別，伏見

特別３着
アドマイヤリッチ（98牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，雅Ｓ，フィリピンＴ，摩耶Ｓ

２着，犬山特別２着，清水Ｓ３着，etc.
アドマイヤシャトル（06牡 ジャングルポケット）５勝，端午Ｓ‐OP ２着，平城京Ｓ，

鳥取特別，柏崎特別，etc.，�10 勝��入着，報知オールスターＣ２着
トーセンアレス（07牡 アドマイヤドン）５勝，ブリリアントＳ‐L ３着，伏竜Ｓ‐OP，etc.，

障害１勝，��４勝���，浦和記念‐Jpn2 ３着，ジャパンＤダービ
ー‐Jpn1 ５着，スパーキングサマーＣ，etc.

３代母 ＊キーフライヤー（86 USA鹿 Nijinsky）USA３勝，Palisades S‐L，ケンタ
ッキーオークス‐G1 ４着，ニューヨークＨ‐G2 ３着，シープスヘッドベイＨ
‐G3 ２着，アシーニアＨ‐G3 ３着，etc.

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

29 レースウィング２０２１ 牡・鹿 ４／ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーレースウィング
＊ Gulch

��
��
�レース鹿 1999 ＊キーフライヤー

7
Mr. Prospector S2×M4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ルナフェリーナ（05 USA黒鹿 Storm Cat）不出走
〔産駒馬名登録数：８，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
サワーホマレー（19牝栗 トーセンホマレボシ）�入着３回

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

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

30 ルナフェリーナ２０２１ 牡・青 ３／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーグローリー ＊ホワイトマズル

��
��
�メリッサ青鹿 2013 ストーミーラン

＊

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
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ミスジーナ（15鹿 ディープブリランテ）�１勝�１勝��
初仔

２代母 サクセスマリ（08鹿 キングカメハメハ）出走
マリーグレイス（16牝 ゼンノロブロイ）�６勝�１勝，若鮎賞，あやめ賞３着
ヒデノサードニクス（17牡 ネオユニヴァース）１勝

３代母 サクセスウイッチ（00黒鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝
マカニビスティー（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，日経新春杯‐G2 ３着，万葉Ｓ‐L

２着，etc.，��２勝�入着�，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ２着，etc.
ヴェリイブライト（10牡 メジロベイリー）��３勝�６勝�４勝�，ハイセイコー

記念２着，くろゆり賞，すずらん賞，etc.
ディアブルーダー（11� ゼンノロブロイ）３勝，與杼特別２着，��４勝
パルトネルラーフ（13牡 ヴァーミリアン）３勝，赤富士Ｓ，鋸山特別，	３勝��５勝

４代母 ＊アワーミスレッグス（93 USA黒鹿 Deputy Minister）FR１勝
［子］ サクセスビューティ（99牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビ

ュー‐Jpn2，菜の花賞‐OP，千両賞３着
サクセスヒューゴー（06牡 ネオユニヴァース）４勝，白馬岳特別３着

［孫］ サクセスブロッケン（05牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，フェブラリーＳ
‐G1，etc.，��２勝��入着２回，東京大賞典‐Jpn1，ジャパンＤ
ダービー‐Jpn1，etc.

サクセスエナジー（14牡 ＊キンシャサノキセキ）
７勝，�１勝��３勝
�１勝�１勝�入着�，東京盃‐Jpn2，さきたま杯‐Jpn2，兵庫ゴー
ルドＴ‐Jpn3，etc.

サクセスオネスティ（06牡 ＊クロフネ）３勝，アプローズ賞，銀蹄Ｓ２着，
南総特別２着，etc.，��１勝

サクセスグローリー（11牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，浜名湖特別，薫
風Ｓ２着，和布刈特別２着，種牡馬

バトルアステア（07牡 フジキセキ）入着２回，�９勝��入着�，園田Ｃ
ｈＣ２着

テイエムボンドン（13牡 ディープスカイ）入着４回，�２勝�，佐賀皐月
賞３着，錦江湾賞３着，佐賀弥生賞３着

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

31 ミスジーナ２０２１ �・鹿 ３／２９
＊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

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�ディープブリランテ ＊ラヴアンドバブルズミスジーナ キングカメハメハ

��
��
�サクセスマリ鹿 2015 サクセスウイッチ

＊アワーミスレッグス 4r
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 トマトーマ（16栗 ローエングリン）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ベストマテリアル（08鹿 アグネスタキオン）出走
ブルックリンソウル（14牡 アドマイヤムーン）入着４回，�２勝
ディーヴォ（15牡 ローエングリン）�１勝�入着���
カリョウビンガ（18牝 ホッコータルマエ）��１勝

３代母 ＊サイプレス（02 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走

４代母 クンブレスCumbres（93 FR鹿 Kahyasi）不出走
［子］ アゲイン Again（06 牝 Danehill Dancer）GB・FR・IRE４勝，愛１０００ギ

ニー‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，愛デビュターントＳ‐G2，etc.
アルカディナ Arkadina（04牝 ＊デインヒル）IRE１勝，Lenebane S‐L
２着，ギヴサンクスＳ‐G3 ３着，Hurry Harriet S‐L ３着

アリス Aris（08 牝 Danroad）IRE１勝，Flame of Tara S‐L ３着
［孫］ アクレイム Aclaim（13牡 Acclamation）GB・FR・IRE７勝，フォレ賞

‐G1，英パークＳ‐G2，英チャレンジＳ‐G2，etc.，種牡馬
＊ギルティトゥエルヴ（12牝 Giant's Causeway）GB・USA４勝，ロバー

トＧディックメモリアルＳ‐G3
＊デルフィニアⅡ（16牝 Galileo）GB・FR・IRE２勝，River Eden Fillies'

S‐L，英ＢＣフィリーズ＆メアズＳ‐G1 ２着，ロワイヤリュー賞
‐G1 ２着，etc.

イルテマス Iltemas（11牝 Galileo）FR２勝，P. des Tourelles‐L，
P. Hubert Baguenault de Puchesse‐L ２着

インディアンマハラジャ Indian Maharaja（11 牡 Galileo）GB・IRE・
USA２勝，El Gran Senor S‐L，種牡馬

デラノーローズヴェルトDelano Roosevelt（15 牡 Galileo）GB・IRE１
勝，ベレスフォードＳ‐G2 ２着，バリーサックスＳ‐G3 ２着，愛ダ
ービートライアルＳ‐G3 ２着，etc.

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

32 トマトーマ２０２１ �・黒鹿 ３／１６

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Briar Tooアポロケンタッキー ディクシアナディライト GoneWest

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

�ローエングリン ＊カーリングトマトーマ アグネスタキオン

��
��
�ベストマテリアル栗 2016 ＊サイプレス

1u
Northern Dancer S4×M5 Sadler's Wells M4×M5 Nearctic S5×S5
Halo M5×M5
価格： 購買者：



母 エプソムアイリス（04鹿 ＊クロフネ）１勝，��４勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
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，��３勝
ハイムルブシ（19牡鹿 ウインバリアシオン）�未出走
フォレステーション（20牡鹿 ウインバリアシオン）��出走

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

���３勝，しらさぎ賞
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.

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

33 エプソムアイリス２０２１ �・黒鹿 ４／２０
＊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：



母 キレイキレイ（00栗 ＊フォーティナイナー）��２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－２（17）〕
トーホクオペラ（07牡栗 ＊オペラハウス）�２勝�８勝�２勝�１勝�
ジーガーゴールド（08牡鹿 ＊シャーディー）入着２回，��４勝

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，Golden Sylvia H‐L，Nellie Morse S‐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 Belle S２着，Jersey Blues 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
ジャズチューン Jazz Tune（10牝 ＊ヨハネスブルグ）USA１勝
ラトルンロール Rattle N Roll（19 牡 Connect）	USA２勝，ブリーダー
ズフュチュリティ‐G1

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

34 キレイキレイ２０２１ 牡・鹿 ４／１７

＊

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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileキレイキレイ
＊ Coastal

��
��
�ダンスオンザコースト栗 2000 Dance Review

17b
Mr. Prospector S2×M3 Raise a Native S3×M4×M5 Northern Dancer M4×S5
Buckpasser S5×M5
価格： 購買者：



母 ディープスノー（08鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ヴォロンティエ（17牝鹿 ＊パイロ）��１勝
フレンドリーエース（18牝鹿 ルーラーシップ）��出走�出走
オーシンアズキ（19牡芦 ＊ザファクター）�出走
オウユーナッシング（20牝鹿 ビッグアーサー）�未出走

２代母 ＊カフェオペラ（97 USA黒鹿 Sadler's Wells）GB・GER１勝
テイエムチーター（05牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，梅花賞２着，英彦山特別３着
アウトグロー（07牝 ゼンノロブロイ）�１勝�４勝
レッドアラビアータ（09牝 アグネスタキオン）１勝

３代母 ＊タクリーム（91 USA鹿 Mr. Prospector）GB入着

４代母 サイーダ Thaidah（85 CAN鹿 Vice Regent）GB・IRE３勝，City of York
S‐L，モイグレアスタッドＳ‐G1 ４着，フレッドダーリングＳ‐G3 ２着，O
ak Tree S‐L ２着
［子］ アンドレアドーラ Andrea Dora（98牝 Lion Cavern）SAF７勝，St. A

ndrews Paddock S‐L ３着
［孫］ シャキス Shakis（00 牡 Machiavellian）FR・USA・UAE７勝，バーナー

ドバルークＨ‐G2（２回），シャドウェルターフマイルＳ‐G1 ２着，
マンハッタンＨ‐G1 ３着，etc.

タヒーラ Tahirah（00牝 Green Desert）GB・FR３勝，Fleur de Lys S
‐L ２着，October S‐L ３着

ウィズサートンティWith Certainty（00 牝 Broad Brush）USA２勝，
Canterbury Park Oaks２着

［曾孫］ ウィンフロムウィジンWinfromwithin（18 牡 Into Mischief）�USA３
勝，Columbia S‐L，アメリカンターフＳ‐G2 ３着

パシフィックブリーズ Pacific Breeze（08牝 Lithuanian）SAF４勝，
Milkwood S‐L

オーシャンアンドビヨンドOcean and Beyond（07� Kingsalsa）IND
12勝，Indian Champion Cup‐LR，Governor's Cup‐L，M
aharaja's Cup‐L，etc.

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

35 ディープスノー２０２１ 牡・鹿 ４／２７

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアディープスノー
＊ Sadler's Wells

��
��
�カフェオペラ鹿 2008 ＊タクリーム

12c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 レモンリーフ（01黒鹿 ＊リンドシェーバー）１勝，福島２歳Ｓ‐OP（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－５（14）〕
フェロダークベイ（07牝黒鹿 アドマイヤドン）入着，�１勝
リッシンロケット（10牡芦 アドマイヤコジーン）２勝，�３勝
ヨシミツクン（12牡鹿 エイシンデピュティ）�１勝�
ムッシュレノ（14牡鹿 トランセンド）��２勝�５勝
ルールシェーバー（17牡鹿 ストロングリターン）�１勝
レディブラウン（18牝青鹿 フリオーソ）���１勝�１勝，桜花賞（Ｄ1600）３着，

リリーＣ（Ｄ1200）２着

２代母 レースミストレス（96黒鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
スタイリッシュラブ（04牝 ジャングルポケット）�２勝�４勝��１勝�
マーチインパクト（05牡 ＊ムーンバラッド）入着，胎内川特別２着，�４勝�
キャンディアップル（06牝 ＊フレンチデピュティ）	２勝
ピンクジャスミン（07牝 ＊シンボリクリスエス）入着，障害１勝，�１勝�入着
サンスカーラ（09牡 ＊ファルブラヴ）�５勝
オクターヴ（10牝 ＊ファルブラヴ）�１勝�入着５回�
カシノキングダム（12牡 ＊サウスヴィグラス）１勝
プリンセスミオ（14牝 フリオーソ）�８勝��１勝

３代母 ＊ドッフ（82 USA鹿 Mr. Prospector）USA２勝
ドレスDress（88 牝 Topsider）USA４勝

アンスエプトUnswept（00
 ＊エンドスウィープ）USA９勝，Damon Runy
on S‐R ２着，Fred Cappy Capossela S‐L ３着

ブランズウィック Brunswick（89 牡 Private Account）USA８勝，ホイットニーＨ
‐G1，ジョッキークラブゴールドＣ‐G1 ３着，Hialeah Sprint Championsh
ip H‐L ２着，種牡馬

ビストロドゥパリ（93牝 ＊フレンチグローリー）１勝
サイレントベッド（03牝 ＊ソウルオブザマター）入着２回
ディアセオリー（17牡 サムライハート）�３勝，プリンシパルＳ‐L ３着，
利根川特別，姫川特別，etc.

ナムラマース（04牡 ＊チーフベアハート）４勝，毎日杯‐Jpn3，札幌２歳Ｓ
‐Jpn3，日経新春杯‐G2 ２着，etc.，�４勝

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

36 レモンリーフ２０２１ �・鹿 ５／ ８
＊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

＊ Alydar

�
�
�
�
�

��
��

�リンドシェーバー ＊ベーシイドレモンリーフ ＊サンデーサイレンス

��
��
�レースミストレス黒鹿 2001 ＊ドッフ

1n
サンデーサイレンス S3×M3 Raise a Native M4×M5 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 ベストデイエヴァー（16黒鹿 ゼンノロブロイ）出走
初仔

２代母 モーディッシュ（01黒鹿 Singspiel）�１勝
ボルトポーズ（07牡 ＊グランデラ）��３勝�入着２回
クーデター（09牡 ネオユニヴァース）入着，�４勝�入着
ミッキーボクサー（11牡 トウカイワイルド）１勝，��５勝�
スティンライクビー（12� ＊キンシャサノキセキ）３勝，ＮＳＴ賞‐OP ２着，越後Ｓ

３着，鎌倉Ｓ３着，�	７勝�入着
���，赤松杯２着，白銀争覇２着，etc.
カミノライデン（13� ニューイングランド）１勝，�２勝��入着	
ダイヤモンドベガ（15牝 ＊ハードスパン）入着２回，���１勝	１勝�

３代母 ＊モテック（95 FR鹿 ＊ラストタイクーン）FR４勝，フロール賞‐G3，P. Char
les Laffitte‐L，コリーダ賞‐G3 ３着，P. des Tourelles‐L ３着
テクニカルラン（06牝 アグネスタキオン）３勝，南港特別，舞浜特別３着

セイイーグル（14� ローエングリン）�１勝，豊川特別２着，寺泊特別２着，
青島特別３着，etc.

サンテミリオン（07牝 ゼンノロブロイ）４勝，オークス‐G1，フローラＳ‐G2，フ
ラワーＣ‐G3 ３着，etc.

レコンダイト（10牡 ハーツクライ）５勝，目黒記念‐G2 ２着，大阪―ハンブルクＣ
‐L ２着，中日新聞杯‐G3 ３着，etc.

４代母 スダカ Sudaka（86 FR鹿 Garde Royale）FR１勝，クレオパトル賞‐G3

５代母 ディディアクララDidia Clara（78 FR栗 Sea Break）FR６勝，H. de l'Esso
nne２着，P. des Belles Filles２着，P. des Chenettes２着
［子］ ラファヴォリータ La Favorita（89 牝 Nikos）FR・USA４勝，P. de la

Calonne‐L，Ladyhawke Ranch H‐R，オペラ賞‐G2 ２着，etc.
クローディオン Clodion（96� Nikos）GB・FR・UAE７勝，Jebel Ali S
‐L，Al Rashidiya‐L ３着（２回），Predominate S‐L ３着

［孫］ マンアマングメンMan Among Men（00� Gentlemen）USA・CAN４
勝，Pinjara S‐R

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： ワールドファーム
飼 養 者： ワールドファーム＝青森県八戸市 �0178-82-2210

37 ベストデイエヴァー２０２１ �・鹿 ４／１５
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊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ベストデイエヴァー Singspiel

��
��
�モーディッシュ黒鹿 2016 ＊モテック

16g
Mr. Prospector S3×M5 Hail to Reason S4×M5 Halo M4×M5
Nashua S5×S5
価格： 購買者：



母 ＊シルバーチャリス（01 IRE 鹿 RainbowQuest）不出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（４）〕
＊プラチナチャリス（06 GB牝黒鹿 ＊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，メイＳ‐OP，アイビーＳ‐OP ３着，etc.

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

チャリスウェル（12牡鹿 ダイワメジャー）入着，�４勝�入着４回
ゴールドチャリス（18牝鹿 トゥザワールド）３勝，中京２歳Ｓ‐OP（芝 1200），カ

ンナＳ‐OP（芝 1200）３着，フェニックス賞‐OP（芝 1200）３着，函館道新スポ
ーツ杯（芝 1200）

ポーカー（19牡黒鹿 リアルインパクト）�入着

２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，ラクープドメゾンラフィット‐G3 ２着，
コリーダ賞‐G3 ２着，P. de la Pepiniere‐L ２着，etc.

＊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，阪急杯‐Jpn3，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，etc.，種牡馬

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

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，菜の花賞‐OP，マリーゴールド賞‐OP
２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
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.，UAE・HKG・SAU
２勝，ドバイゴールドＣ‐G2，レッドシーターフＨ‐G3

３代母 ストレイトレイン Strait Lane（74 USA黒鹿 Chieftain）不出走

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

38 シルバーチャリス２０２１ �・鹿 ３／ １

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊

レインボークエスト Blushing Groom

�
�
�
�
�

��
��

�Rainbow Quest I Will Followシルバーチャリス
＊ Silver Hawk

��
��
�シルバーレーン鹿IRE 2001 Strait Lane

5g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



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（Ｄ1700），
噴火湾特別（Ｄ1700）３着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－３（９）〕
サウンドアドバイス（10牝栗 アグネスタキオン）３勝，桶狭間Ｓ（Ｄ1400）２着
ハッスルバッスル（14牡黒鹿 ネオユニヴァース）２勝
アートノーブル（16牝鹿 ハーツクライ）�１勝
ブレイヴサウンド（17�栗 ダイワメジャー）���３勝�１勝�入着
エイジ（18牡黒鹿 キズナ）��４勝

２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，中京日経賞２着
カフェラピード（08牡 マンハッタンカフェ）１勝，種牡馬
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，桜花賞‐G1 ４着，洛陽Ｓ‐OP，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，ターコイズＳ（重賞）‐L ３着，ヴ
ィクトリアマイル‐G1 ５着，etc.

３代母 ＊フジャブ（92 USA鹿 Woodman）GB１勝
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
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

４代母 ウィンターズラヴWinters' Love（82 USA鹿 Danzig）USA１勝，アスタリ
タＳ‐G2 ３着，スカイラヴィルＳ‐G3 ３着，Kilijaro S‐LR ３着，Glade
S３着
［子］ トランクイリティレイク Tranquility Lake（95牝 Rahy）USA11 勝，ゲイ

ムリーＨ‐G1，イエローリボンＳ‐G1，サンタバルバラＨ‐G2，etc.

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

39 ミネルバサウンド２０２１ 牡・青鹿 ２／１７
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayミネルバサウンド Caerleon

��
��
�シンメイミネルバ鹿 2003 ＊フジャブ

3n
Roberto M3×S4 Mr. Prospector S4×M5 Nijinsky S4×M4

価格： 購買者：



母 ブラックシップ（06芦 ＊クロフネ）�４勝��８勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ウインベッスル（16牡鹿 カネヒキリ）�１勝
バリアンス（19牡芦 ウインバリアシオン）�入着
ショーネノー（20牡黒鹿 モーリス）�未出走

２代母 ピンポイントクロス（01鹿 マーベラスサンデー）出走
クロスカサブランカ（07牝 タニノギムレット）�２勝�入着
ヤマチョウスパーク（09� ＊ケイムホーム）�３勝
ミスマリーン（11牝 マヤノトップガン）入着

アローイアロイ（18牡 トゥザワールド）��３勝
シャトーブリアン（12牝 ＊クロフネ）入着，�３勝��

３代母 フラッシュシャワー（88黒鹿 アイノセントスキー）３勝，フラワーＣ‐Jpn3，
ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，きんせんか賞
ハートフルシャワー（98牝 ＊ハートレイク）�	２勝

クロスマシェリ（04牝 ＊ヘクタープロテクター）�３勝
セイザ（06牝 ＊コロナドズクエスト）出走
タイムスリップ（15牝 ダノンシャンティ）�２勝��１勝

キングオブサンダー（08牡 マヤノトップガン）�１勝
ミストラルシャワー（10牝 ブラックタイド）�７勝

フォーナインクロス（00牡 ＊フォーティナイナー）２勝
オンリーワンクロス（02牡 マヤノトップガン）４勝，佐渡特別，天の川Ｓ３着
インスパイアクロス（04牡 メジロライアン）
１勝�４勝
ロックフェラー（05牡 マンハッタンカフェ）�３勝
�入着４回

４代母 フトウベンチヤ（75鹿 ＊ヴエンチア）１勝

５代母 ＊サマーモーニング（66 FR鹿 Sayajirao）GB入着２回
［孫］ ロングセフティ（85牡 ロングエース）５勝，灘Ｓ，高瀬川特別，白川特別，etc.，

障害１勝
ゴールデンクロス（98牡 ウイニングチケット）３勝，米沢特別３着，美唄
特別３着，�１勝

販売申込者・所有者： 久保ファーム＝青森県三戸郡南部町 �090-2794-0164
生 産 牧 場： 久保ファーム
飼 養 者： 久保ファーム＝青森県三戸郡南部町 �090-2794-0164

40 ブラックシップ２０２１ 牡・鹿 ５／ ５

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューブラックシップ マーベラスサンデー

��
��
�ピンポイントクロス芦 2006 フラッシュシャワー

＊サマーモーニング 1w
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 オーバーザレインボ（08黒鹿 ダンスインザダーク）入着２回，��１勝�５勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
トチノブライアン（17�青鹿 タイムパラドックス）��１勝
フォルギンギラリン（20牝黒鹿 パドトロワ）�地方未出走

２代母 クリノトップレディ（97鹿 Salt Lake）３勝，若菜賞，鈴鹿特別２着，火の山
特別２着，祇園特別３着，仲春賞３着
セゾンシチー（05牡 アグネスタキオン）１勝
アプローチミー（07牡 マンハッタンカフェ）１勝，�２勝，サマーＣ２着，白銀争

覇３着
ダイナミックウオー（10牡 フジキセキ）２勝，天の川賞２着，吹田特別２着，ＴＶ

Ｑ杯２着，横手特別２着，西尾特別３着，etc.，�１勝
エネルムサシ（13牡 ＊キンシャサノキセキ）３勝，��２勝�４勝�３勝��
ビップソルダー（14牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝

３代母 ＊ビーバップアルー（86 USA鹿 Mr. Prospector）USA１勝
フォーキャップ Four Cap（96牝 Capote）USA出走

テクサンティップ Texan Tip（02牝 Water Poet）VEN２勝，P. Starship M
iss‐L ３着
ファストティップ Fast Tip（08 牡 Fast as a Cat）VEN７勝，P. Jib Da
ncer‐L ２着

レイディアレイダ Lady Aleida（03牝 Seek Smartly）不出走
フランクロス Frank Ross（07 牡 Water Poet）VEN７勝，P. Burlesco
‐L，P. Iraqui‐L，Copa Remarkable News‐L ２着，etc.

エノロゴ Enologo（07牡 Water Poet）VEN４勝，P. Internacional del Cari
be‐L ３着

テンシノキセキ（98牝 フジキセキ）９勝，セントウルＳ‐Jpn3，フェアリーＳ
‐Jpn3，小倉日経ＯＰ‐L，etc.
マチャプチャレ（13牝 ＊ヨハネスブルグ）入着
ベルウッドブラボー（19牡 シルバーステート）�２勝，ジュニアＣ‐L ２着，
ダリア賞‐OP

販売申込者・所有者： 菅井 澄＝宮城県加美郡加美町 �0229-69-5754
生 産 牧 場： 菅井 澄
飼 養 者： 猪股トレーニングセンター＝宮城県大崎市 �090-9638-5842

41 オーバーザレインボ２０２１ �・黒鹿 ４／ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイオーバーザレインボ Salt Lake

��
��
�クリノトップレディ黒鹿 2008 ＊ビーバップアルー

A5
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ダーティダンシング（04鹿 Danehill Dancer）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（９）〕
ダイワボビー（10牝鹿 ＊グラスワンダー）�３勝
ダイワコンシード（11牝鹿 ローエングリン）１勝
ラパンルージュ（12牝黒鹿 ローエングリン）�４勝
トミケンナプロスト（14牡鹿 アドマイヤマックス）�１勝
メイクマイデイ（18牡黒鹿 ウインバリアシオン）�１勝
ネイチャーバラン（19牡鹿 ＊アルデバランⅡ）��１勝

２代母 ＊ミルド（86 USA黒鹿 Desert Wine）FR２勝，P. La Sorellina‐L
＊スイートミルド（92牝 ＊ダンスホール）FR５勝

ハードクリスタル（00牡 ＊クリスタルグリツターズ）８勝，東海Ｓ‐Jpn2，マリ
ーンＳ‐L，etc.，�１勝��	入着２回，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，彩の
国浦和記念‐Jpn2 ２着，白山大賞典‐Jpn3 ２着，etc.

＊クロカミ（93牝 Caerleon）７勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，京王杯オータムＨ‐Jpn3，中
山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着（２回），東京新聞杯‐Jpn3 ３着，韓国馬事会杯‐OP，etc.
クロウキャニオン（02牝 ＊フレンチデピュティ）１勝，�入着，兵庫ジュニアＧ

Ｐ‐Jpn3 ３着
ボレアス（08牡 ディープインパクト）３勝，レパードＳ‐G3，ユニコーン
Ｓ‐G3 ３着，いぶき賞‐OP ２着，etc.，�	入着２回�，ジャパンＤ
ダービー‐Jpn1 ２着，浦和記念‐Jpn2 ３着

カミノタサハラ（10牡 ディープインパクト）３勝，弥生賞‐G2，ホープフ
ルＳ‐LR ３着，皐月賞‐G1 ４着

ベルキャニオン（11牡 ディープインパクト）３勝，プリンシパルＳ‐LR，
共同通信杯‐G3 ２着，ホープフルＳ‐LR ２着，キャピタルＳ‐L ３着，
湘南Ｓ，etc.

ヨーホーレイク（18牡 ディープインパクト）�３勝，日経新春杯‐G2，ホー
プフルＳ‐G1 ３着，きさらぎ賞‐G3 ２着，皐月賞‐G1 ５着，紫菊賞

＊カフェエジンバラ（00牡 Zafonic）１勝

３代母 マージーベルMargie Belle（78 USA鹿 Vaguely Noble）FR１勝，P. des
Tourelles３着

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

42 ダーティダンシング２０２１ �・黒鹿 ３／２７

＊

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

デインヒルダンサー ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Danehill Dancer Mira Adondeダーティダンシング
＊ Desert Wine

��
��
�ミルド鹿 2004 Margie Belle

4n
Damascus S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 シルクマイホーム（06鹿 ＊ストーミングホーム）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（22）〕
ホームゲーム（12牝栗 オレハマッテルゼ）１勝，��９勝�入着２回�
ボージャンシー（13牡鹿 ＊パイロ）��６勝
ライブリハナメ（14牝鹿 ディープブリランテ）�１勝
ドリームパーリオ（16牝栗 ナカヤマフェスタ）�６勝�

２代母 ＊マジェスティックラニア（02 IRE 栗 Giant's Causeway）不出走
ガンマーバースト（07牡 スペシャルウィーク）５勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，etc.，��５勝，

勝島王冠，埼玉新聞栄冠賞，埼玉新聞栄冠賞２着，埼玉新聞栄冠賞３着，etc.
クリールマグナム（08� ＊クロフネ）１勝，��４勝
ヒルノアマランテ（16牡 マンハッタンカフェ）�１勝，�２勝

３代母 クリスタルリングCrystal Ring（88 IRE 鹿 Kris）GB１勝
カテーラ Catella（96 牝 ＊ジェネラス）FR・GER・ITY・USA・UAE・HKG８勝，

エールドガス大賞‐G1，ゲルリンク賞‐G2，ヘニンガートロフィ‐G2，etc.
カプリス Caprice（03 牝 Monsun）FR・GER・USA４勝，ロバートＧディックメ

モリアルＨ‐G3，La Zanzara H，シープスヘッドベイＳ‐G2 ３着，etc.
リジーレッティ Lizzey Letti（98 牝 Grand Lodge）GB・GER２勝，Nereide‐R

ennen‐L
グランドトレジャーGrand Treasure（10 牝 Aussie Rules）FR・ITY２勝，

Criterium Femminile‐L，伊１０００ギニー‐G3 ２着，P. Eupili‐L
２着，etc.

リングオヴエスティームRing of Esteem（99牝 Mark of Esteem）不出走
ティンシュ Tinshu（06牝 ＊ファンタスティックライト）GB10勝，Quebec S

‐L，Magnolia S‐L ２着，Winter Derby Trial S‐L ２着
クリスタルクワイアCrystal Choir（00 牝 Singspiel）GB出走

コルセール Corsaire（06 牝 Anabaa）AUS２勝，MRCQuezette S‐L，
MRCMerson Cooper S‐L，ＭＲＣブルーダイアモンドプレリュードＦ
‐G3 ２着

デボネアリーDebonairly（14 牝 ＊スニッツェル）AUS４勝，Scone RCWoo
dlands S‐L

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

43 シルクマイホーム２０２１ �・鹿 ３／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヘンリーバローズ
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ鹿 2015 Boubskaia

＊ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�ストーミングホーム Try to Catch Meシルクマイホーム
＊ Giant's Causeway

��
��
�マジェスティックラニア鹿 2006 Crystal Ring

21a
Halo S4×M5 Mr. Prospector M4×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 メイショウアオバ（06鹿 ＊メイショウドトウ）�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
ドトウ（11牡鹿 ＊アサクサデンエン）�１勝��入着
エスワンノホシ（15牡鹿 アッミラーレ）�６勝，古伊万里賞（Ｄ1800）２着，天山

賞（Ｄ1400）２着
ナオアマゾン（17牝栗 トゥザワールド）�１勝�
シゲルマグロ（19牡鹿 メイショウボーラー）出走，�地方未出走

２代母 サンエムアヤカ（95栗 サクラユタカオー）２勝
サンエムマリオン（01牝 ＊タイキシャトル）�１勝�
シゲカツパワー（07牝 ＊ムーンバラッド）	３勝��
シゲルカンリカン（08牝 ＊シルバーチャーム）１勝
チョコ（10牡 タイムパラドックス）��６勝

３代母 ダイナギヤラクシー（82栗 ＊ノーザンテースト）出走
シエリトリンド（89牝 ＊トレボロ）２勝，南武特別２着，ほおずき賞２着，アマリリ

ス賞２着，etc.
ラッキーチェイサー（94牡 ラツキーキヤスト）�13 勝，ジュニアクラウン，く

ろゆり賞２着，名港盃３着
アワパラゴン（91牡 ＊モーニングフローリツク）５勝，障害６勝，京都大障害（秋），

東京障害特別（秋），阪神障害Ｓ（秋），優障害
サンエムグレン（96牡 ＊スプラッシュオブカラー）１勝，障害１勝，
�３勝��，

穂の香賞３着，高崎記念３着，東国賞３着，etc.

４代母 ＊ラドンザ（66 USA鹿 Globemaster）FR１勝
［子］ ラドンゼイジョン La Donzation（74牝 Insubordination）USA４勝，

Vantage S３着
［孫］ ウェルネス（85牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ３着，大阪

城Ｓ‐OP ２着，中京３歳Ｓ‐OP ３着，etc.
［曾孫］ ゴールドアグリ（04牡 タニノギムレット）４勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，ニュ

ーイヤーＳ‐L ３着，アクアマリンＳ，etc.
マイティーフォース（92牡 ＊テンパレートシル）３勝，京成杯‐Jpn3，朝
日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ４着，萩Ｓ‐OP，etc.

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

44 メイショウアオバ２０２１ �・栗 ３／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

＊ Bigstone

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウドトウ ＊プリンセスリーマメイショウアオバ サクラユタカオー

��
��
�サンエムアヤカ鹿 2006 ダイナギヤラクシー

＊ラドンザ 22a
Northern Dancer S5×S5×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ボールドカップ（05鹿 ＊オペラハウス）�入着��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
キタカップ（15牡鹿 ＊スクワートルスクワート）�７勝
キタボーボー（19牝鹿 ＊アルデバランⅡ）��出走

２代母 キタノボールド（97鹿 ＊シャーディー）�４勝
ボールドゲーリー（04牡 ＊オペラハウス）��２勝
キタホープ（07牡 ＊バゴ）��２勝
ミチノクボールド（08牡 ＊バゴ）��１勝
ミサワゲーリー（09牡 ＊デビッドジュニア）�13 勝，ヤングＣｈ３着
キタハナ（11牝 ＊ヨハネスブルグ）�４勝

３代母 キタノゲーリー（82黒鹿 ＊サンフオードラツド）��２勝
ツルノマントル（99牡 ケイワン）�４勝

４代母 ボールドツバメ（73黒鹿 ＊ミシアーフ）��５勝
［子］ キタコマンダー（80牝 ＊ダストコマンダー）��８勝，クイーン賞２着

ミサワスワロー（91牝 ＊タツプオンウツド）��６勝
サポート（84牝 ＊ラインゴールド）��５勝
カネタスワロー（83牝 ワイルドモア）��４勝
ノースフラワー（87牡 ＊ターナボス）��１勝

［孫］ カネタテスコ（91牝 ドウカンテスコ）��３勝
タカラコマンダー（87牝 ＊ロイヤルニジンスキー）��３勝
タカラショウキ（88牡 ＊コリムスキー）��２勝
ミサワルート（07牝 ＊キンググローリアス）�１勝
ケイワンホープ（02牡 ケイワン）��１勝

［曾孫］ キザキノシアトル（02牡 ＊ダンツシアトル）�	３勝�７勝，ＭＲＯ金賞
３着，北日本新聞杯３着，二歳優駿３着，etc.

アローコンドル（97牡 ＊シャーディー）�	３勝
キタノセール（96牡 ＊ノーパスノーセール）�	２勝
トナミゴールド（10牡 ＊アルデバランⅡ）�１勝�入着８回

５代母 ボールトイメージ（62黒鹿 ヒカルメイジ）２勝

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

45 ボールドカップ２０２１ 牡・鹿 ５／１１

＊

プレザントタップ Pleasant Colony

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pleasant Tap

�
�
�
�
�
�
�
�
� Never Knockデビッドジュニア パラダイスリヴァー Irish River

��
��
�Paradise RiverUSA 栗 2002 North of Eden

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�オペラハウス Colorspinボールドカップ ＊シャーディー

��
��
�キタノボールド鹿 2005 キタノゲーリー

＊ゲーリー 7d
Northern Dancer M4×S5×M5 Never Bend S5×S5

価格： 購買者：



母 ラヴマリッジ（05鹿 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－８（27）〕
ファンタマリッジ（09牡鹿 ＊ファンタスティックライト）�１勝��入着３回�
ロイヤルパワー（10牡鹿 ＊ロージズインメイ）��６勝�入着３回
ロイヤルマスター（11牡鹿 ＊オペラハウス）��５勝
ロイヤルドリーム（12牝栗 スターリングローズ）��４勝
シャルルズマン（14牝栗 ＊ティンバーカントリー）��１勝
ロイヤルロード（16牡鹿 ＊タイキシャトル）��１勝
プログレッシブ（17牝黒鹿 エイシンフラッシュ）���６勝
セブンパワー（18�鹿 ラブリーデイ）�出走，	３勝

２代母 チャペルラヴァー（99鹿 ＊サンデーサイレンス）入着５回
バイナリースター（07牝 サクラバクシンオー）１勝，��１勝
トーホウリンドウ（10牝 ジャングルポケット）�３勝��２勝

３代母 ＊クローズ（94 USA鹿 Danzig）不出走
ワキノエクセル（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，灘Ｓ，江戸川特別，唐津特別，etc.

４代母 ファー Far（79 USA鹿 Forli）USA４勝，June Darling S３着
［子］ ヨンダー Yonder（87 牡 Seattle Slew）USA４勝，ジャージーダービー

‐G2，レムゼンＳ‐G2，World Appeal S，etc.，種牡馬
アゴー Ago（92牡 Danzig）USA５勝，Jefferson C‐L，Tri‐State
H‐L ３着，種牡馬

［孫］ ゼンノキャスパー（97牡 Cox's Ridge）３勝，瀬戸特別３着，筑前特別３着
アルクトゥルス（03牝 アドマイヤベガ）�２勝
，のじぎく賞３着

［曾孫］ ロードプラチナム（96牡 ＊トニービン）５勝，函館記念‐Jpn3，ＡＪＣＣ
‐Jpn2 ２着，産経大阪杯‐Jpn2 ２着，etc.

チキウミサキ（09牝 メイショウボーラー）２勝，立川特別２着
ゼンノスサノヲ（11牡 ゼンノロブロイ）３勝，わらび賞２着

販売申込者・所有者： マルシチ牧場＝青森県三戸郡五戸町 �0178-62-2580
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

46 ラヴマリッジ２０２１ 牡・栗 ４／２６
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandラヴマリッジ ＊サンデーサイレンス

��
��
�チャペルラヴァー鹿 2005 ＊クローズ

1s
Halo M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ラハイナⅡ（08 CHI 鹿 Milt's Overture）CHI10 勝，チリオークス‐G1，カルロ
スカンピノ賞‐G2，P. Constancio Silva Mandiola‐L，チリ１０００ギニー‐G1
２着，パドック賞‐G3 ２着，etc.
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ラハイナヌーン（16牝黒鹿 カフェラピード）入着５回，�１勝��
テーオーエルサ（18牝鹿 ロードカナロア）�１勝
イミュータブル（20牡鹿 ＊バゴ）�未出走

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）CHI11 勝，ベロシダ

ド賞‐G2，種牡馬
オーヴァーザクリフOver the Cliff（05 牡 Milt's Overture）CHI９勝，ベロシダ

ド賞‐G2 ２着，種牡馬
ラパンドラ La Pandora（09牝 Milt's Overture）CHI７勝

３代母 フロンティアナース Frontier Nurse（75 USA鹿 Dr. Fager）USA１勝
アパラチアンスプリング Appalachian Spring（82 牝 Honest Pleasure）USA５勝，

Cameo S，Cover Girl H２着，Dahlia S‐R ２着
フェリアーナ Ferriana（87牝 Iron）USA２勝
スーアルテサ Su Alteza（96牝 Compelling Sound）USA・PR35 勝，
Manayunk S，C. Eduardo Cautino Insua‐LR ３着

ストローベリーパーク Strawberry Park（85 牝 Secretariat）USA２勝
アイリッシュフリー Irish Free（92 牡 Local Talent）BRZ５勝，リオデジャネ

イロ生産者馬主協会大賞‐G2，P. Dia da Justica‐L，種牡馬
アフリコAfrico（91牝 Bold Ruckus）USA入着７回

モニュメンサルMonumenthal（99 牝 Mr. Greeley）USA１勝
サーエドガー Sir Edgar（06� ThreeWonders）USA11 勝，Champal
i S３着

４代母 ゴールデンスパイクGolden Spike（65 USA鹿 Sir Gaylord）USA３勝
［子］ トラックバロン Track Barron（81牡 Buckfinder）USA12 勝，ホイット

ニーＨ‐G1，ウッドワードＳ‐G1，ドゥワイアＳ‐G1，etc.，種牡馬

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

47 ラハイナⅡ２０２１ 牡・鹿 ２／１６

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊

ミルツオーヴァチュア Dynaformer

�
�
�
�
�

��
��

�Milt's Overture Brian's OvertureラハイナⅡ レイディフロンティア ＊マイニング

��
��
�Lady Frontier鹿CHI 2008 Frontier Nurse

5f
His Majesty S4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：




