
1 2020ジェイエス繁殖セール T0488‐29

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 エイシンジルコン

厩舎番号№1 エイシンジルコン A Shin Zircon

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（22）0432（飼養者＝栄進牧場）

2013年生
（７歳）
黒鹿毛

（新ひだか産）
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�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellディープインパクト

�
�
Alzao

*ウインドインハーヘア鹿 2002 Burghclere

�
�
�

ダイナフォーマー �
�
Roberto

Dynaformer
Andover Way

*エーシンコンファー
�
�
Storm Cat

*エイシンシンシアナ青鹿 2005 By Land by Sea（11）

【*サンダースノーを受胎（販売申込時）最終種付５月15日】

父ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ
-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：キセキ（菊花賞-G1，ジャパン
Ｃ-G1２着），ファンタジスト（京王杯２歳Ｓ-G2，小倉２歳Ｓ-G3），ブラヴァス（新潟記念
-G3），ラストドラフト（京成杯-G3），ハッピーアワー（ファルコンＳ-G3）。父として，ジェンティ
ルドンナ（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（ダービー-G1）を出す

母 *エーシンコンファー（05 Dynaformer）米国産，４勝，豊明特別（芝1800ｍ），利尻特
別（芝1800ｍ）。産駒

エイシンアルファー（牝 青鹿マンハッタンカフェ）入着，岩手�１勝
エイシンメイベル（牝 鹿スマートファルコン）南関東�１勝，兵庫�１勝，�

祖母 *エイシンシンシアナ（95 Storm Cat）米国産，わが国で３勝。産駒
*セントルイスガール（牝 Silver Hawk）１勝，小倉２歳Ｓ-JPN3２着，フェニックス賞

-OP２着，エルフィンＳ-OP３着。産駒
エーシンミズーリ（牡マンハッタンカフェ）６勝，米子Ｓ-L，難波Ｓ，長久手特

別，あやめ賞，南港特別，ポートアイランドＳ-L２着
エーシンセノーテ（牝 *フレンチデピュティ）２勝，フェニックス賞-OP，小倉２歳

Ｓ-G3４着
エーシンブランシュ（牝 *クロフネ）入着。産駒

エイシンゾーン（牝ジャスタウェイ）１勝，中京２歳Ｓ-OP２着，新潟２歳
Ｓ-G3５着

エーシンマイェスタ（牡スペシャルウィーク）５勝，朱雀Ｓ，鷹ヶ峰特別
三代母バイ ランド バイ シー By Land by Sea（84 Sauce Boat）北米10勝，アップル

ブラッサムＨ-G1，ミレイディＨ-G1，ランパートＨ-G2，ルイヴィルＢＣＨ-G3，エ
ルエンシノＳ-G3，Lieutenant Governor of Kentucky S，Audubon Oaks，ラ
カナダＳ-G1２着。産駒

ファール Fahal：英４勝，ローズ オブランカスターＳ-G3，Stardom S-L，セレクトＳ
-G3２着，ソラリオＳ-G3３着，英ダービー-G1４着。種牡馬

ムニーファMuneefa：英１勝。産駒
ボーブル クイーン Bauble Queen：北米３勝，ロバートＪ.フランケルＳ-G2。

ブリッツクリーク Blitzkrieg（サンフランシスコマイルＳ-G3）の母
リーミングトン Leamington：英・北米４勝，Voodoo Dancer S

ウェルリヴィアドWell Revered：北米２戦。産駒
ゴールドバブルズ Gold Bubbles：愛１勝，英入着，ムシドラＳ-G3２着

【競走成績】中央入着，２着２回，３着４回［収得賞金 \13,878,000］

【繁殖成績】
2019 （牝 黒鹿 *バゴ）
20 （牝 黒鹿 *タリスマニック）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 601



2 2020ジェイエス繁殖セール T0440‐24

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 アウレット

厩舎番号№2 アウレット Owlet

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2016年生
（４歳）
鹿毛

（日高産）
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�
Roberto

*ブライアンズタイム
Kelley's Dayタニノギムレット

�
�
*クリスタルパレスタニノクリスタル鹿 1999 *タニノシーバード

�
�
�

リセット �
�
Zabeel

Reset
Assertive Lass

*フレンチアウル アルレット �
�
*キングオブキングス

Arlette栃栗 2006 High Hawk（9）

【*アメリカンペイトリオットを受胎（販売申込時）最終種付４月８日】

父タニノギムレットは静内産，５勝，ダービー-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：パフォーマプロミ
ス（アルゼンチン共和国杯-G2，日経新春杯-G2），タガノディグオ（兵庫チャンピオンシッ
プ-JPN2），クラージュゲリエ（京都２歳Ｓ-G3），ブレスジャーニー（東京スポーツ杯２歳Ｓ
-G3），プロフェット（京成杯-G3），ヴォージュ（札幌日経オープン-L），*タニノフランケル（小
倉大賞典-G3２着），グラヴィオーラ（エーデルワイス賞-JPN3２着）

母 *フレンチアウル French Owl（06 Reset）英国産，仏入着。産駒
ストリクス（騸 鹿キングカメハメハ）３勝
アブニール（牝 鹿 *コマンズ）１勝
モポーク（牡 鹿 *コマンズ）入着，南関東�１勝，兵庫�１勝
ディジョン（牡 鹿 *キングズベスト）石川�４勝

祖母アルレットArlette（00 *キングオブキングス）仏３勝。産駒
アレクサンドロス Alexandros（牡 Kingmambo）英仏・UAE８勝，カブール賞

-G3，アルラシディヤ-G3，Prix Roland de Chambure-L，ロッキンジＳ-G1
２着，ダイオメドＳ-G3２着（２回），ジェベル ハッタ-G2２着，Thorough-
bred S-L２着，モルニ賞-G1３着，ドバイデューティフリー-G1３着，Ben
Marshall S-L３着，独入着，ダルマイヤー大賞典-G1３着。種牡馬

マーグラヴィーヌMargravine（牝 *キングズベスト）仏２勝，クロエ賞-G3４着
三代母ハイホーク High Hawk（80 Shirley Heights）英仏伊６勝，ローマ賞-G1，リブ

ルスデイルＳ-G2，パークヒルＳ-G2，ロワイヤリュー賞-G3，伊オークス-G1２
着，愛入着，愛オークス-G1２着。産駒

イン ザ ウイングズ In The Wings：仏古牡馬チャンピオン，英仏・北米７勝，ＢＣ
ターフ-G1，コロネーションＣ-G1，サンクルー大賞典-G1，プランスドランジ
ュ賞-G3，フォワ賞-G3，ガネー賞-G1２着，凱旋門賞-G1４着。種牡馬

*ハンティングホーク Hunting Hawk：仏２勝，グレフュール賞-G2。種牡馬
モロゾフ Morozov：仏５勝，ユベールドショードネイ賞-G2，リス賞-G3，バルブヴィ

ル賞-G3，ヴィコムテスヴィジェール賞-G2２着。種牡馬
ホーカーズ ニューズ Hawker's News：英２勝，英ダービートライアルＳ-G3。種牡

馬
ペルーヴィアン Peruvian：不出走。産駒

アラマージョ Aramaayo：豪・シンガポール４勝，ＮＪＣスプリングＳ-G3，
Kranji Mile，ＡＴＣスプリング チャンピオンＳ-G1２着

*トークショウTalk Show：仏２戦。産駒
ヴィヴァヴォーチェ：１勝。サヴィ（サマーチャンピオン-JPN3）の母

【競走成績】中央３戦

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 602



3 2020ジェイエス繁殖セール T0034‐58

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 クノイチ

厩舎番号№3 クノイチ Kunoichi

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2016年生
（４歳）
栗毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

*エンドスウィープ
Broom Danceアドマイヤムーン

�
�
*サンデーサイレンスマイケイティーズ鹿 2003 *ケイティーズファースト

�
�
�

シングスピール �
�
In The Wings

Singspiel
Glorious Songラファダリ

�
�
Kris S.

*シシリーⅡ黒鹿 2009 Najecam（1）

【*ホークビルを受胎（販売申込時）最終種付３月23日】

父アドマイヤムーンは早来産，年度代表馬，中央・UAE10勝，ドバイデューティフリー
-G1，ジャパンＣ-G1，宝塚記念-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ロールオブサンダー（京都２歳
Ｓ-G3３着），ムスコローソ（クロッカスＳ-L３着），ファルヴォーレ（新潟２歳Ｓ-G3４着），
ハトホル（フェアリーＳ-G3４着），エイコーン（東京大賞典-G1５着），ジャストナウ（京都２
歳Ｓ-G3５着）。父として，ファインニードル（スプリンターズＳ-G1）を出す

母ラファダリ（09 Singspiel）３勝。産駒
コスモパラティーナ（牡 鹿 *ディスクリートキャット）入着，�

祖母 *シシリーⅡ Sicily（00 Kris S.）米国産，英１勝。産駒
コウユーユメノハナ（牝 *ストーミングホーム）佐賀�５勝
アリオンスカイ（牝 *ルールオブロー）東海�２勝
サンデーサーヴィス（牝 *ヨハネスブルグ）南関東�１勝

三代母ネイジェカム Najecam（93 Trempolino）北米６勝，プリンセスＳ-G2２着，サン
クレメンテＨ-G2３着，ハニムーンＨ-G3３着，Kenneth L. Graf Memorial H
３着。産駒

アクション ディス デイ Action This Day：米２歳牡馬チャンピオン，北米２勝，Ｂ
Ｃジュヴェナイル-G1。種牡馬

エルティマースEltimaas：不出走。産駒
*ドレフォン Drefong：米牡馬チャンピオンスプリンター，北米６勝，ＢＣスプリン

ト-G1，キングズビショップＳ-G1，フォアゴーＳ-G1。種牡馬
四代母シューワーナー Sue Warner（88 Forli）不出走。産駒
レイディイルスリー Lady Ilsley：仏２勝，Prix de la Cochere-L２着。産駒

ロードアドミラル Lord Admiral：愛・UAE６勝，ジェベル ハッタ-G2，バリコラ
スＳ-G3，アルラシディヤ-G3，Glencairn S-L。種牡馬

リンウッド チェイス Lynnwood Chase：仏２戦。スター キャッチャー Star
Catcher（愛オークス-G1，ヴェルメイユ賞-G1），キャノック チェイ
ス Cannock Chase（カナディアン国際Ｓ-G1），ピスコ サワー Pis-
co Sour（ユジェーヌアダム賞-G2）の母

クワイエットダウン Quiet Down：北米１勝，Blue Helen S-L３着。産駒
クワイエットメドウ Quiet Meadow:北米３勝，L and D Farm Turf Distaff

S，マッチメイカーＳ-G3２着，イートンタウンＨ-G3２着。スペシャル
ミサイル Special Missile（SRC Scone Cup-L）の母

シスターインアームズ Sister in Arms：北米２勝。バンキット Bankit（Sleepy
Hollow S）の母

【競走成績】中央４戦，入着，２着１回［収得賞金 \2,800,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 603



4 2020ジェイエス繁殖セール T0668‐67

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 ハナウマ

厩舎番号№4 ハナウマ Hanauma

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2017年生
（３歳）
青鹿毛
（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*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

�
�
�

オーソライズド �
�
Montjeu

Authorized
Funsie

*サマナケイ テッサリーフ �
�
Mark of Esteem

Tessa Reef青鹿 2009 Massaraat（20）

【*アメリカンペイトリオットを受胎（販売申込時）最終種付４月９日】

父ヴィクトワールピサは千歳産，最優秀３歳・古牡馬，中央・UAE８勝，ドバイワールド
Ｃ-G1，皐月賞-G1。父として，ジュエラー（桜花賞-G1），スカーレットカラー（府中牝馬Ｓ
-G2），ウィクトーリア（フローラＳ-G2），レッドアネモス（クイーンＳ-G3），ブレイキングドーン
（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3），コウソクストレート（ファルコンＳ-G3），ミッシングリンク（ＴＣ
Ｋ女王盃-JPN3），ウォーリングステイツ（バファリアンクラシック-G3）を出す

母 *サマナケイ Samana Cay（09 Authorized）米国産，仏２勝，Grand Prix du Nord-L
２着，Prix Petite Etoile-L２着，Prix Tantieme-L３着。産駒

サドキンザン（牝 鹿オルフェーヴル）１勝，�
祖母テッサリーフ Tessa Reef（00 Mark of Esteem）仏３勝，Prix La Sorellina-L，

Prix Occitanie-L。産駒
パーミアン Permian（牡 Teofilo）英６勝，キング エドワード七世Ｓ-G2，ダンテＳ

-G2，Newmarket S-L，Zetland S-L３着，仏入着，パリ大賞典-G1２着
セカンドウェイヴ Second Wave（騸 New Approach）英５勝，Wolferton H-L２着

三代母マサラート Massaraat（88 Nureyev）仏２勝，Prix Amandine-L，Prix d'Anger-
ville-L３着，Prix de Liancourt-L３着。産駒

メアンダー Maeander：仏１勝，ロワイヨモン賞-G3３着
マシリョン Massillon：仏入着，Prix Yacowlef-L３着
*ウッドヴァイン Wood Vine：不出走。産駒

シルクウッド Silkwood：英３勝，リブルスデイルＳ-G2
サイレントオナー Silent Honor：英２勝，チェリーヒントンＳ-G2
カヴァンゴ Kavango：仏２勝，UAE入着，ザビールマイル-G2４着
*ヴァインストリートVine Street：英２勝。レシュラー Leshlaa（アル ラシディヤ

-G2２着，ドバイミレニアムＳ-G3２着）の母
インディアン ペタル Indian Petal：英２戦。オールド ペルシャン Old Persian

（ドバイシーマクラシック-G1）の母
マッサロッサ Massarossa：仏１戦。産駒

ニダベイユ Nid d'Abeilles：仏６勝，Prix de Pontarme-L
マバレーン Mabalane：仏１勝，Prix de la Calonne -L２着。マブタガー

Mubtaghaa（サマーヴィルタタソールＳ-G3３着）の母
ブリゲラ Brighella：仏２戦。アーキテクチャー Architecture（英オークス-G1

２着，愛オークス-G1２着，独オークス-G1３着）の祖母
四代母パサドブル Pasadoble（79 Prove Out）仏４勝，Prix de la Calonne-L。ミエス

ク Miesque（全欧３歳牝馬・古馬チャンピオン，英1000ギニー-G1）の母

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 604



5 2020ジェイエス繁殖セール T0440‐22

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 アラーラム

厩舎番号№5 アラーラム Alarum

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2017年生
（３歳）
栗毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellダイワメジャー

�
�
*ノーザンテーストスカーレットブーケ栗 2001 *スカーレットインク

�
�
�

セルカーク �
�
Sharpen Up

Selkirk
Annie Edge

*アラリーン イニュエンド �
�
Caerleon

Innuendo鹿 2008 Infamy（9）

【*ホークビルを受胎（販売申込時）最終種付４月５日】

父ダイワメジャーは千歳産，最優秀短距離馬（２回），９勝，皐月賞-JPN1，天皇賞�
-JPN1。２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ヴェスターヴァルト（ファルコンＳ
-G3３着），バーニングペスカ（小倉２歳Ｓ-G3３着），バールドバイ（スプリングＳ-G2４
着），ボンオムトゥック（アーリントンＣ-G3４着）。父として，アドマイヤマーズ（香港マイル
-G1），レーヌミノル（桜花賞-G1），レシステンシア（阪神ジュベナイルフィリーズ-G1）を出す

母 *アラリーン Alareen（08 Selkirk）米国産，英入着。産駒
インポージング（牡 鹿 *キングズベスト）東海�１勝

祖母イニュエンド Innuendo（95 Caerleon）英・北米７勝，オーキッドＨ-G2，ザベリワン
Ｈ-G3，Galtres S-L，Godolphin S-L，ラプレヴォワイヤントＨ-G2２着，ビウィッ
チＳ-G3２着，Ｅ.Ｐ.テイラーＳ-G1３着，パークヒルＳ-G3４着，ニューヨー
クＨ-G2４着，仏入着，ポモーヌ賞-G2２着。産駒

クリティシズム Criticism（牝 Machiavellian）仏・北米９勝，ラプレヴォワイヤント
Ｈ-G2，シープスヘッドベイＨ-G2，ロング アイランドＨ-G3（２回），ザベリ
ワンＳ-G3，La Coupe de Marseille-L，フラワーボウル招待Ｓ-G1２着，
アシーニアＨ-G3２着，ニューヨークＳ-G3２着，アンドレ バボワン賞-G3
３着，オーキッドＳ-G3３着。産駒

マジカル タッチ Magical Touch（牝 Dubawi）仏独４勝，Grosser Preis des
MHWK Hoppegartener Steherpreis-L，ベルドニュイ賞-G3３着

ピーコート Peacoat（牝 Doyen）仏２勝，Prix Melisande-L，マルレ賞-G2４着
三代母インファミー Infamy（84 Shirley Heights）英・北米７勝，ロスマンズ国際Ｓ

-G1，サンチャリオットＳ-G2，同２着，ゴードンリチャーズＳ-G3，コロネーション
Ｃ-G1２着，ハードウィックＳ-G2２着，プリンセスオブウェールズＳ-G2３着，
Ｅ.Ｐ.テイラーＳ-G2３着。産駒

*バラファミー Barafamy：伊２歳チャンピオン，伊英２勝，ドルメーロ賞-G3，メイヒ
ルＳ-G3３着，ムシドラＳ-G3３着，伊オークス-G1４着

ムーン クイーン Moon Queen：仏・北米４勝，ロワイヤリュー賞-G2，ザベリワンＨ
-G3，Prix des Tourelles-L。ビューティパーラー Beauty Parlor（オー
キッドＳ-G3），ザ ブラザーズ ウォー The Brothers War（Prix Sigy-L）
の母，エノラ ゲイ Enola Gay（アパラチアンＳ-G2）の祖母

ロストロポヴィッチ Rostropovich：愛３勝，Saval Beg S-L，Ballyroan S-L３着，
仏入着，ユベールドショードネイ賞-G2３着，愛英障４勝

ミートユーゼア Meetyouthere：仏１勝。ラア アトール Raa Atoll（オレアンダーレ
ンネン-G2, カラーＣ-G2３着）の母

【競走成績】中央１戦

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 605



6 2020ジェイエス繁殖セール T0460‐28

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 スリーシスターズ

厩舎番号№6 スリーシスターズ Three Sisters

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2012年生
（８歳）
黒鹿毛
（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

プルピット �
�
A. P. Indy

Pulpit
Preach

*パイロ ワイルドヴィジョン �
�
Wild Again

Wild Vision黒鹿 2005 Carol's Wonder

�
�
�

フォレストワイルドキャット �
�
Storm Cat

Forest Wildcat
Victoria Beauty

*カトゥーンバ エリザベス ベイ �
�
Mr. Prospector

Elizabeth Bay鹿 2004 Life At the Top（9）

【ネロを受胎（販売申込時）最終種付５月22日】

父*パイロ Pyro は米国産，北米５勝，フォアゴーＳ-G1，ルイジアナダービー-G2。主な
産駒（ＢＭＳ）：リリコ（兵庫・園田プリンセスＣ，東海・クイーンＣ）。父として，デルマルーヴ
ル（名古屋グランプリ-JPN2，兵庫ジュニアグランプリ-JPN2），ラインカリーナ（関東オークス
-JPN2），ケンシンコウ（レパードＳ-G3），ビービーバーレル（フェアリーＳ-G3），シゲルカガ
（北海道スプリントＣ-JPN3），ミューチャリー（南関東・羽田盃）を出す

母 *カトゥーンバ Katoomba（04 Forest Wildcat）英国産，仏２勝，Prix Miss Satamixa
-L３着。産駒

ワールンガ（牡 栗アドマイヤムーン）４勝，中京スポニチ賞，戎橋特別，岩手�11
勝，�

タマラマ（騸 黒鹿 Red Ransom）４勝
カンバラ（牝 栗オルフェーヴル）２勝，�

祖母エリザベス ベイ Elizabeth Bay（90 Mr. Prospector）仏２勝，エクリプス賞-G3，
Prix Imprudence-L２着，アスタルテ賞-G2３着，オペラ賞-G2３着，ジャック
ル マロワ賞-G1４着，北米５勝，Just a Game S-L，シャーリージョーンズＨ
-G3２着，メイトリアークＳ-G1４着，英入着，コロネーションＳ-G1２着。産駒

バイユー Bayeux（騸 Red Ransom）英・北米５勝，リヴァーシティＨ-G3，フランク
Ｅ.キルロー マイルＨ-G1２着，サマーヴィル タタソールＳ-G3２着，
Thunder Road H-L２着，メイカーズマークマイルＳ-G2４着

コロニアル Colonial（牡 Cape Cross）英仏５勝，Prix Roland de Chambure-L，
Prix de Pontarme-L，Prix du Point du Jour-L，パレロワイヤル賞-G3２
着，UAE入着，マクトゥームチャレンジラウンド１-G3４着

ダンズリヴァー Dunnes River（牝 Danzig）英１勝。産駒
カットラス ベイ Cutlass Bay（牡 Halling）仏５勝，ガネー賞-G1，グレフュー

ル賞-G2，アルクール賞-G2
ボスコベル Boscobel（牡 Halling）英５勝，キング エドワード七世Ｓ-G2，

Glasgow S-L，愛入着，愛ダービー-G1４着
クラウン ウォーク Crown Walk（牝 Dubawi）英仏３勝，クロエ賞-G3，ロート

シルト賞-G1２着，サンドリンガム賞-G2２着
クレスティド Crested（騸 *ファンタスティックライト）英・北米９勝，Cotton

Fitzsimmons Mile H-L，ホーソーンダービー-G3２着

【競走成績】中央５戦，入着，２着１回，３着１回［収得賞金 \3,100,000］

【繁殖成績】
2017 キリン（牡 鹿アドマイヤムーン）南関東�２戦
18 不受胎（リーチザクラウン）
19 不受胎（リーチザクラウン）
20 （牡 栗 ネロ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 606



7 2020ジェイエス繁殖セール T0076‐61

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 セイウンヒマワリ

厩舎番号№7 セイウンヒマワリSeiun Himawari

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2010年生
（10歳）
栗毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellステイゴールド

�
�
*ディクタスゴールデンサッシュ黒鹿 1994 ダイナサッシュ

�
�
�

�
�
Rainbow Quest

*クロコルージュ
Alligatrixヒカルプリンセス

�
�
Miswaki

*オールウェイズグッドサンクス鹿 2003 Redeemer（1）

【リーチザクラウンを受胎（販売申込時）最終種付４月26日】

父ステイゴールドは白老産，中央・UAE・香港７勝，香港ヴァーズ-G1。主な産駒（ＢＭ
Ｓ）：ライオンボス（アイビスサマーダッシュ-G3），クリスマス（函館２歳Ｓ-G3），ブラックバ
ゴ（アンドロメダＳ-L，京成杯-G3２着），キボウノダイチ（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3３
着），シグルーン（アルテミスＳ-G3３着），トーセンナチュラル（スイートピーＳ-L２着），ウ
スベニノキミ（フラワーＣ-G3４着），ホワイトヘッド（北海道２歳優駿-JPN3４着）

母ヒカルプリンセス（03 *クロコルージュ）２戦。産駒
ブラウニーサンクス（牝 鹿 *ルールオブロー）１勝
コスモメイフェア（牝 鹿ステイゴールド）入着，石川�１勝，東海�１勝

祖母 *オールウェイズグッドサンクス Alwaysgoodthanx（96 Miswaki）米国産，北米２
勝。産駒

スナークファルコン（牡 *キンググローリアス）５勝，雅Ｓ
オペラフォンテン（牝 *オペラハウス）２勝

三代母リディーマー Redeemer（86 Dixieland Band）北米４勝。産駒
*アメリカンボス：８勝，中山記念-JPN2，同２着，アメリカＪＣＣ-JPN2，エプソムＣ

-JPN3（２回），晩春Ｓ，有馬記念-JPN1２着，新潟大賞典-JPN3２着，毎
日王冠-G2３着，同-JPN2５着，日経賞-JPN2５着。種牡馬

ミシシッピライツMississippi Lights：北米入着。産駒
プライヴェイトシェフ Private Chef：北米２勝，ウィルロジャースＨ-G3，シネ

マＢＣＨ-G3４着
*フリーフォーギブン Fully Forgiven：北米入着。産駒

アンペア：ＮＡＲ２歳最優秀馬，北海道�７勝，エーデルワイス賞-JPN3，リリ
ーＣ，北海道スプリントＣ-JPN3５着，南関東�入着，関東オークス
-JPN2３着，スパーキングレディーＣ-JPN3５着

グロウイング オナー Glowing Honour：不出走。産駒
イクスペクティド プレジャーズ Expected Pleasures：北米２勝，Maryland

Million Lassie S２着，Gin Talking S３着。イクスペクティド ルー
ラー Expected Ruler（Tyro S）の母

四代母プリンティング プレス Printing Press（81 In Reality）北米入着。ライト ライト
Lite Light（ＣＣＡオークス-G1，ケンタッキーオークス-G1）の母

【競走成績】中央１勝，２着２回［収得賞金 \11,800,000］

【繁殖成績】
2016 （牝 黒鹿リーチザクラウン）
17 ニシノシロイビジョ（牝 芦 *ダンカーク）岩手�入着，�
18 エスクロー（牝 栗ヴィクトワールピサ）南関東�１戦，�
19 （牝 鹿ホッコータルマエ）
20 （牝 栗 ネロ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 607



8 2020ジェイエス繁殖セール T0173‐53

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 セイウンキャンティ

厩舎番号№8 セイウンキャンティSeiun Chianti

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2015年生
（５歳）
鹿毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンススペシャルウィーク キャンペンガールリーチザクラウン

�
�
Seattle Slewクラウンピース青鹿 2006 *クラシッククラウン

�
�
�

�
�
Roberto

*ブライアンズタイム
Kelley's Dayニシノオドリコ

�
�
*フォーティナイナーニシノマイヒメ栗 2010 *デュプリシト（2）

【ネロを受胎（販売申込時）最終種付３月28日】

父リーチザクラウンは千歳産，４勝，マイラーズＣ-G2，きさらぎ賞-G3，ダービー-JPN1２
着，神戸新聞杯-JPN2２着，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-JPN3２着，中山記念-G2３
着，菊花賞-JPN1５着。父として，キョウヘイ（シンザン記念-G3，リゲルＳ-L２着），サヤカ
チャン（アルテミスＳ-G3２着），ブルーバード（ダリア賞-OP），ニシノウララ（京王杯２歳Ｓ
-G2５着），スーパーマックス（佐賀・栄城賞，チャレンジＣ-G3５着）を出す

母ニシノオドリコ（10 *ブライアンズタイム）１勝。産駒
セイウンノルン（牝 黒鹿マンハッタンカフェ）兵庫�入着，�

祖母ニシノマイヒメ（98 *フォーティナイナー）４勝，門松Ｓ，久多特別。産駒
ニシノオウガイ（牡 *ロージズインメイ）４勝，鋸山特別，高知�16勝
ニシノゲンキマル（牡デュランダル）３勝，岩手�７勝，�
ニシノゴウヒメ（牝ゴールドアリュール）１勝

三代母 *デュプリシトDuplicit（85 Danzig）米国産，不出走。産駒
ニシノフラワー：最優秀２・３歳牝馬，最優秀スプリンター，７勝，桜花賞-JPN1，ス

プリンターズＳ-JPN1，阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1，マイラーズＣ-JPN2，デイリ
ー杯３歳Ｓ-JPN2，札幌３歳Ｓ-JPN3。産駒

ニシノマナムスメ：４勝，ユートピアＳ，堀川特別，マイラーズＣ-G2２着，愛知
杯-G3２着，カシオペアＳ-L３着，ヴィクトリアマイル-JPN1５着

ニシノデュー：６勝，晩春Ｓ，都大路Ｓ-L３着，ニューイヤーＳ-L３着
ニシノセイリュウ：３勝，若駒Ｓ-OP，下鴨Ｓ
ニシノミライ：入着。ニシノデイジー（札幌２歳Ｓ-G3，東京スポーツ杯２歳Ｓ

-G3，ホープフルＳ-G1３着，ダービー-G1５着）の祖母
ニシノタカラヅカ：１勝，ファンタジーＳ-JPN3３着。産駒

ネロ：８勝，京阪杯-G3（２回），ラピスラズリＳ-L，京洛Ｓ-OP，クリスマスローズ
Ｓ-OP，セントウルＳ-G2２着，アイビスサマーダッシュ-G3２着，南関
東・岩手�入着，東京盃-JPN2２着，クラスターＣ-JPN3２着。種牡馬

ニシノファイナル：４勝，シリウスＳ-OP，鞍馬特別，北九州短距離Ｓ-OP２着。産駒
ニシノアンサー：２勝，ホープフルＳ-L，クローバー賞-L２着，スプリングＳ

-JPN2５着，岩手�１勝
ブランドセレナーデ：３勝，小樽特別。産駒
ニシノシンフォニー：２勝，マカオジョッキークラブＴ，セントライト記念-JPN2２

着，福島記念-JPN3４着，ステイヤーズＳ-JPN2５着
ニシノボナリー：２勝，東海�１勝。産駒

ニシノマオ：１勝，小倉２歳Ｓ-JPN3２着，フェアリーＳ-JPN3３着

【競走成績】中央入着［収得賞金 \1,000,000］

【繁殖成績】
2020 死亡（牡 栗 ネロ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 608



9 2020ジェイエス繁殖セール T0036‐63

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 エイシンイザナミ

厩舎番号№9 エイシンイザナミ A Shin Izanami

原ファーム＝新ひだか町静内豊畑 ℡0146（46）2962

2013年生
（７歳）
黒鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

クリスエス �
�
Roberto

Kris S.
Sharp Queen

*シンボリクリスエス ティーケイ �
�
Gold Meridian

Tee Kay黒鹿 1999 Tri Argo

�
�
�

テイル オブ ザキャット �
�
Storm Cat

Tale of the Cat
Yarn

*エーシンアマテラス
�
�
Pine Bluff

*テネシーガール栗 2007 Java Magic（1）

【*マスクゾロを受胎（販売申込時）最終種付４月20日】

父*シンボリクリスエスは米国産，年度代表馬（２回），８勝，有馬記念-JPN1（２回）。主
な産駒（ＢＭＳ）：レイデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），オーソリティ（青葉賞-G2），
アドミラブル（青葉賞-G2），シングウィズジョイ（フローラＳ-G2），ミスパンテール（阪神牝
馬Ｓ-G2），クイーンマンボ（レディスプレリュード-JPN2），レイエンダ（エプソムＣ-G3），アル
クトス（プロキオンＳ-G3），ローズプリンスダム（レパードＳ-G3）

母 *エーシンアマテラス（07 Tale of the Cat）米国産，わが国で１戦。産駒
エイシンレーザー（牡 鹿エイシンフラッシュ）２勝，兵庫�２勝，岩手�入着，せきれ

い賞３着，�
エイシンオリンピア（牝 栗ナカヤマフェスタ）入着，東海�１勝，�

祖母 *テネシーガール（97 Pine Bluff）米国産，４勝，セントウルＳ-JPN3，ファンタジー
Ｓ-JPN3，札幌日刊スポーツ杯-OP，函館３歳Ｓ-JPN3２着，淀短距離Ｓ-OP２
着，アンドロメダＳ-OP２着，もみじＳ-OP２着，高松宮記念-JPN1３着，函館ス
プリントＳ-JPN3４着，阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1５着。産駒

エーシンメンフィス（牝 Medaglia d'Oro）５勝，愛知杯-G3，衣笠特別，京都牝馬
Ｓ-G3２着。産駒

イルヴェントドーロ（牝ディープインパクト）２勝，�
*エーシントゥルボー（牝 Broad Brush）３勝，伊達特別

三代母ジャワマジック Java Magic（90 Java Gold）北米１勝。産駒
*エイシンコールマン：３勝，十和田湖特別，南関東�１勝

四代母カースルロワイヤル Castle Royale（78 Slady Castle）北米７勝，シープスヘッ
ドベイＨ-G2，Jockey Hollow H，New Jersey Breeders S，ハイアリアターフ
カップＨ-G1２着，ラプレヴォワイヤントＨ-G3２着（２回），Glassboro H２着，
ニューヨークＨ-G3３着。産駒

*エイシンテネシー：５勝，金杯�-JPN3，同２着，ウェルカムＳ，鳴滝特別，こぶし
賞，京都記念-JPN2２着，ドンカスターＳ-OP２着，同３着，東京スポーツ
杯-OP２着，メイＳ-OP２着，大阪城Ｓ-OP２着，若駒Ｓ-OP２着

パレス チル Palace Chill：北米６勝，Sixty Sails H，Sunflower Farm H，Cana-
dian Breeders' Cup S-L２着，Bayou H-L２着，ラカナダＳ-G2４着

ノーブルキキ Noble Kiki：北米１勝。キキサン Kikisun（Derby du Languedoc-L）
の母

サプライズアフェア Surprise Affair：仏１勝。カティマ Katima（ＡＪＣシルヴァー
シャドウＳ-G2）の祖母，ディフェレンシャル Deferential（ＳＴＣパゴ パ
ゴＳ-G2）の三代母

【競走成績】兵庫�４勝，２着５回，３着４回［収得賞金 \1,846,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 609



10 2020ジェイエス繁殖セール T0231‐29

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 ミネルバサウンド

厩舎番号№10 ミネルバサウンド Minerva Sound

タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 ℡0146（43）3339

2003年生
（17歳）
鹿毛

（静内産）

�
�
�
�

�
�
�

ロベルト �
�
Hail to Reason

Roberto
Bramalea

*ブライアンズタイム ケリーズ デイ �
�
Graustark

Kelley's Day黒鹿 1985 Golden Trail

�
�
�

カーリアン �
�
Nijinsky

Caerleon
Foreseerシンメイミネルバ

�
�
Woodman

*フジャブ黒鹿 1997 Winters' Love（3）

【ストロングリターンを受胎（販売申込時）最終種付２月28日】

父*ブライアンズタイム Brian's Time は米国産，北米５勝，フロリダダービー-G1。本邦
２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ディーマジェスティ（皐月賞-G1），ビートブ
ラック（天皇賞・春-G1），スリーロールス（菊花賞-JPN1），エスポワールシチー（ジャパンＣ
ダート-G1，フェブラリーＳ-G1），タイムフライヤー（ホープフルＳ-G1），ヒガシウィルウィン
（ジャパンダートダービー-JPN1），ティコティコタック（秋華賞-JPN1）

母シンメイミネルバ（97 Caerleon）２戦，入着。産駒
サウンドオブハート（牝 栗アグネスタキオン）６勝，阪神牝馬Ｓ-G2，ターコイズＳ

-L，洛陽Ｓ-OP，芙蓉Ｓ-OP，紅梅Ｓ-OP，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1
３着，桜花賞-G1４着，京都金杯-G3４着。産駒

チビラーサン（牝 *ケープブランコ）２勝，�
カフェブリリアント（牝 栗 *ブライアンズタイム）６勝，阪神牝馬Ｓ-G2，同４着，節

分Ｓ，中京日経賞，京成杯オータムＨ-G3２着，府中牝馬Ｓ-G2３着，タ
ーコイズＳ-L３着，ヴィクトリアマイル-G1５着

モンテミウ（牝 鹿 *ボストンハーバー）２勝，はやぶさ賞
カフェラピード（牡 黒鹿マンハッタンカフェ）１勝。種牡馬

祖母 *フジャブ Hujjab（92 Woodman）米国産，英１勝。産駒
スペランツァ（牝 *サンデーサイレンス）２勝，クローバー賞-OP２着。産駒

シルポート（牡 *ホワイトマズル）10勝，マイラーズＣ-G2（２回），京都金杯
-G3，都大路Ｓ-L，ファイナルＳ-L，ガーベラ賞，京王杯スプリングＣ
-G2２着，中山記念-G2２着，同３着，エプソムＣ-G3２着。種牡馬

【競走成績】中央４勝，アカシヤ特別（Ｄ1700ｍ），２着３回，３着３回
［収得賞金 \53,560,000］

【繁殖成績】
2009 ミネルバローズ（牝 青フジキセキ）不出走。産駒

メラン（牡 *アルデバランⅡ）２勝，�
10 サウンドアドバイス（牝 栗アグネスタキオン）３勝
11 流産（マンハッタンカフェ）
12 ビカムスター（牡 鹿マンハッタンカフェ）９戦
13 流産（ステイゴールド）
14 ハッスルバッスル（牡 黒鹿 ネオユニヴァース）２勝
15 ゴッサム（牡 黒鹿 ハーツクライ）２戦
16 アートノーブル（牝 鹿 ハーツクライ）岩手�１勝，�
17 ブレイヴサウンド（牡 栗ダイワメジャー）入着
18 エイジ（牡 黒鹿キズナ）未出走
19 （牡 鹿ダイワメジャー）
20 不受胎（*キンシャサノキセキ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 610
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 クロスザレイチェル

厩舎番号№11 クロスザレイチェル Cross the Rachel

ミルファーム＝浦河町東栄 ℡0146（25）7000

2008年生
（12歳）
栗毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellスペシャルウィーク

�
�
マルゼンスキーキャンペンガール黒鹿 1995 レディーシラオキ

�
�
�

�
�
Mr. Prospector

*マイニング
I Pass

*ハローレイチェル ワンスマートレイディ �
�
Clever Trick

One Smart Lady鹿 1993 Pia's Lady（2）

【*マジェスティックウォリアーを種付けして不受胎（販売申込時）】

父スペシャルウィークは門別産，10勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ-G1。主な産駒（ＢＭ
Ｓ）：エピファネイア（ジャパンＣ-G1，菊花賞-G1），ディアドラ（ナッソーＳ-G1，秋華賞
-G1），サートゥルナーリア（皐月賞-G1，ホープフルＳ-G1），リオンディーズ（朝日杯フュー
チュリティＳ-G1），クラリティスカイ（ＮＨＫマイルＣ-G1），タイセイビジョン（京王杯２歳Ｓ
-G2），エメラルファイト（スプリングＳ-G2），ヴェルデグリーン（アメリカＪＣＣ-G2）

母 *ハローレイチェル Hello Rachel（93 *マイニング）米国産，北米３勝，グローリアス
ソングＳ-CAN3（Ｄ７Ｆ），Polite Lady H２着，スターシュートＳ-CAN2４着。産
駒

*シルクビッグタイム（牡 鹿 Deputy Minister）４勝，バイオレットＳ-OP，神無月Ｓ，
ユニコーンＳ-JPN3２着，プロキオンＳ-G3５着，兵庫�１勝。種牡馬

ハローマイディア（牡 黒鹿ブラックタイド）３勝，�
エルメネジルド（牡 鹿 *エンパイアメーカー）２勝，高知�５勝
ハヴアグッドデイ（牝 鹿 *シンボリクリスエス）１勝
ドラゴンカフェ（牡 黒鹿マンハッタンカフェ）１勝

祖母ワンスマートレイディOne Smart Lady（84 Clever Trick）不出走。産駒
*ローミンレイチェル Roamin Rachel（牝 *マイニング）北米９勝，バレリーナＨ

-G1。ゼンノロブロイ（牡 *サンデーサイレンス：年度代表馬，ジャパンＣ
-G1）の母，ヘヴンリー ラヴ Heavenly Love（牝 Malibu Moon：アルシ
バイアディーズＳ-G1），*フォエヴァーダーリング Forever Darling（牝
Congrats：サンタイネスＳ-G2），ワンブレスアウェイ（牝 ステイゴールド：
愛知杯-G3），ロックディスタウン（牝オルフェーヴル：札幌２歳Ｓ-G3），
キャットコイン（牝ステイゴールド：クイーンＣ-G3），タガノエリザベート
（牝スペシャルウィーク：ファンタジーＳ-JPN3）の祖母

タングルド Tangled（牝 Linkage）不出走。キャッツ クレイドル Cat's Cradle（牝
Flying Paster：エイコーンＳ-G1，ファンタジーＳ-G2）の母

【競走成績】中央５戦，入着［収得賞金 \680,000］

【繁殖成績】
2013 ミヤコノアバランチ（牡 芦 *クロフネ）入着
14 フィールドセンス（牡 鹿 *ストリートセンス）４勝，�
15 アンインジュリー（牝 栗 *ヨハネスブルグ）東海�２勝，中央１勝，飛翔特別（芝

1000ｍ），�
16 テイエムブランコ（牡 栗 *ケープブランコ）佐賀�入着，�
17 ルートサブロク（牡 鹿 *ワークフォース）高知�入着，�
18 トラハト（牝 栗 *アイルハヴアナザー）２戦，�
19 （牡 鹿 *ディスクリートキャット）
20 不受胎（*タリスマニック）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 611
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 デスティニーラブ

厩舎番号№12 デスティニーラブ Destiny Love

ミルファーム＝浦河町東栄 ℡0146（25）7000

2011年生
（９歳）
黒鹿毛
（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

クラフティプロスペクター �
�
Mr. Prospector

Crafty Prospector
Real Crafty Lady

*アグネスデジタル チャンシースクウォー �
�
Chief's Crown

Chancey Squaw栗 1997 Allicance

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンススペシャルウィーク キャンペンガールスローアキッス

�
�
Caerleon

*ケイシー鹿 2002 Kiss（1）

【種付せず】

父*アグネスデジタルは米国産，最優秀古牡馬，日・香港12勝，香港Ｃ-G1，天皇賞�
-JPN1，安田記念-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：ディアドムス（全日本２歳優駿-JPN1），サウ
ンドキアラ（阪神牝馬Ｓ-G2，京都金杯-G3），ブラックスピネル（東京新聞杯-G3），ラブミ
ーファイン（函館２歳Ｓ-G3２着），アザワク（エーデルワイス賞-JPN3２着），ピースワンパ
ラディ（青葉賞-G2３着），ウインフェニックス（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3３着）

母スローアキッス（02 スペシャルウィーク）１勝。産駒
ウインラヴェリテ（牡 栗 *グラスワンダー）１勝
サウンドオブビット（牡 鹿 *スウェプトオーヴァーボード）兵庫�３勝，中央入着
ヒラボクボス（牡 青鹿 *シンボリクリスエス）入着，東海�２勝
ツル（牝 鹿 *コンデュイット）岩手�１勝，北海道�２勝

祖母 *ケイシー Casey（85 Caerleon）英国産，英４勝，パークヒルＳ-G2，プリンセスロ
イヤルＳ-G3３着，北米入着，ロングアイランドＨ-G2２着。産駒

テンザンセイザ（牡 *トニービン）４勝，京都新聞杯-JPN2，京阪杯-JPN3，オースト
ラリアＴ-L，京都記念-JPN2２着，天皇賞�-JPN1３着，石川�２勝

デローンシー Delauncy（牝 Machiavellian）仏１勝，Prix Charles Laffitte-L２
着，Prix de Liancourt-L３着。産駒

レジーナムンディRegina Mundi（牝 Montjeu）伊３勝，Premio Paolo Mez-
zanotte-L３着。*ロック Rocques（牝 Lawman：オマール賞-G3）の
母

ヴィーンウーデン Veenwouden（牝 Desert Prince）英２勝，ジョッキークラブ
Ｃ-G3３着，Noel Murless S-L３着

ハンブル アンドプラウド Humble and Proud（牝 Pivotal）不出走。グロリア
ス エンパイア Glorious Empire（騸 Holy Roman Emperor：ソード
ダンサーＳ-G1，ボウリンググリーンＳ-G2）の母

サイレントクルーズ（牡 *サンデーサイレンス）５勝，皆生特別，仲春特別，九重特別
ペリーヌ（牝 *トニービン）不出走。産駒

テイエムオーロラ（牝 マンハッタンカフェ）６勝，府中牝馬Ｓ-G3，パールＳ，
西宮Ｓ，マーメイドＳ-G3３着

【競走成績】中央１勝，ダリア賞-OP３着，２着１回，３着１回
［収得賞金 \12,737,000］

【繁殖成績】
2016 アーガイル（牡 栗 *アイルハヴアナザー）２戦
17 生後直死（*パイロ）
18 ビーマイベイビー（牝 鹿ジョーカプチーノ）入着，�
19 （牡 鹿ジョーカプチーノ）
20 （牡 鹿グレーターロンドン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 612
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 ブエラ

厩舎番号№13 ブエラ Vuela

フィールドラック＝神奈川県横浜市 ℡01456（2）2040（飼養者＝サンバマウンテンファーム）

2010年生
（10歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Sadler's Wells

*オペラハウス
Colorspinメイショウサムソン

�
�
*ダンシングブレーヴマイヴィヴィアン鹿 2003 ウイルプリンセス

�
�
�

�
�
Kingmambo

*エルコンドルパサー *サドラーズギャルフラップアウェイ
�
�
*サンデーサイレンスダンシングサンデー黒鹿 2002 *ダンシングキイ（7）

【レーヴミストラルを受胎（販売申込時）最終種付７月８日】

父メイショウサムソンは浦河産，最優秀３歳牡馬，９勝，ダービー-JPN1，皐月賞-JPN1。
父として，デンコウアンジュ（愛知杯-G3，福島牝馬Ｓ-G3），フロンテアクイーン（中山牝馬
Ｓ-G3），キンショーユキヒメ（福島牝馬Ｓ-G3），ルミナスウォリアー（函館記念-G3），レッド
ソロモン（アンドロメダＳ-L），サムソンズプライド（プリンシパルＳ-L），メイショウグロッケ（セ
ントウルＳ-G2２着），マサハヤドリーム（福島テレビオープン-OP）を出す

母フラップアウェイ（02 *エルコンドルパサー）入着。産駒
マンオブグァテマラ（牡 芦 *チチカステナンゴ）１勝，高知�３勝，高知県知事賞３

着
ダンスインザマミー（牝 黒鹿タニノギムレット）１勝

祖母ダンシングサンデー Dancing Sunday（97 *サンデーサイレンス）仏入着。産駒
ポルカマズルカ（牝 *ティンバーカントリー）５勝，日本海Ｓ，阿寒湖特別，秩父特

別，札幌日経オープン-L３着
フサイチオフトラ（牡 *ブラックホーク）２勝，萩Ｓ-OP，札幌２歳Ｓ-JPN3４着，佐賀

�２勝，はがくれ大賞典
バンスタンウォルツ（騸 *ロックオブジブラルタル）３勝，駒ヶ岳特別
ダンスオンザルーフ（牝 *シンボリクリスエス）入着。産駒
レッドガラン（牡ロードカナロア）５勝，大阪城Ｓ-L，逆瀬川Ｓ，蓬莱峡特別，

白富士Ｓ-L３着，鳴尾記念-G3５着，�
三代母 *ダンシングキイDancing Key（83 Nijinsky）米国産，不出走。産駒
ダンスインザダーク：最優秀３歳牡馬，５勝，菊花賞-JPN1，弥生賞-JPN2，京都

新聞杯-JPN2，プリンシパルＳ-OP，ダービー-JPN1２着。種牡馬
ダンスインザムード：最優秀３歳・古牝馬，５勝，桜花賞-JPN1，ヴィクトリアマイル

-JPN1，フラワーＣ-JPN3，北米１勝，キャッシュコール招待Ｓ-G3。産駒
ダンスファンタジア：３勝，フェアリーＳ-G3，ポートアイランドＳ-L３着

ダンスパートナー：最優秀３歳・古牝馬，４勝，オークス-JPN1，エリザベス女王杯
-JPN1，桜花賞-JPN1２着，仏入着，ノネット賞-G3２着。産駒

フェデラリスト：南関東・兵庫�２勝，中央５勝，中山記念-G2。種牡馬
エアダブリン：５勝，青葉賞-JPN3，ステイヤーズＳ-JPN3，ダイヤモンドＳ-JPN3，ダ

ービー-JPN1２着，菊花賞-JPN1３着。種牡馬

【競走成績】北海道�１勝，３着１回，南関東�２勝，２着６回，３着１回，岩手�入
着，オパールＣ３着，３着１回［収得賞金 \7,495,000］

【繁殖成績】
2017 不受胎（ザサンデーフサイチ）
18 不受胎（ザサンデーフサイチ）
19 （牝 青鹿 *キンシャサノキセキ）
20 （牡 青 *ノボジャック）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 613
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ラグタイム

厩舎番号№14 ラグタイム Ragtime

三好牧場＝浦河町姉茶 ℡0146（25）2342

2011年生
（９歳）
鹿毛

（えりも産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellディープインパクト

�
�
Alzao

*ウインドインハーヘア鹿 2002 Burghclere

�
�
�

モアザンレディ �
�
*サザンヘイロー

More Than Ready
Woodman's Girl

*エーソングフォー ミスガーランド �
�
*パレスミュージック

Miss Garland栗 2005 Miss Actress（1）

【*ニューイヤーズデイを受胎（販売申込時）最終種付６月８日】

父ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ
-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：キセキ（菊花賞-G1，ジャパン
Ｃ-G1２着），ファンタジスト（京王杯２歳Ｓ-G2，小倉２歳Ｓ-G3），ブラヴァス（新潟記念
-G3），ラストドラフト（京成杯-G3），ハッピーアワー（ファルコンＳ-G3）。父として，ジェンティ
ルドンナ（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（ダービー-G1）を出す

母 *エーソングフォー（05 More Than Ready）米国産，わが国で２勝，紅梅Ｓ-OP（芝
1400ｍ），フェアリーＳ-JPN3４着。産駒

ミッシングリンク（牝 栗ヴィクトワールピサ）中央・南関東�５勝，ＴＣＫ女王盃
-JPN3，柳都Ｓ，雄国沼特別，エンプレス杯-JPN2４着，マリーンＣ-JPN3４
着，福島牝馬Ｓ-G3５着，南関東�入着，クイーン賞-JPN3４着，ＪＢＣ
レディスクラシック-JPN1５着，福島牝馬Ｓ-G3５着

チェルカトーレ（牝 栗ステイゴールド）南関東�３勝，中央入着
パラレルユニバース（牝 鹿 ネオユニヴァース）東海�２勝，佐賀�２勝
エーノキセキ（牝 青 *キンシャサノキセキ）岩手�３勝
ファストーゾ（牝 鹿ロードカナロア）南関東�１勝，�

祖母ミスガーランドMiss Garland（89 *パレスミュージック）北米３勝，Fleet Victress S
-L２着。産駒

アーニー ボーゲン Ernie Bogen（騸 *サザンヘイロー）北米１勝，World Appeal
S３着

パンディットPundit（牝 Beau Genius）北米１勝。産駒
モア パワートゥヒム More Power to Him（牡 Slew's Tiznow）北米６勝，

Mt. Rainier S，エル カミノリアル ダービー-G3２着，California
Derby-L２着，Alcatraz S２着，Bull Dog H２着（２回），Joseph T.
Grace H２着，Emerald Downs Derby３着，Gold Rush S３着，
Seattle Slew S３着，ブリティッシュコロンビアダービー-G3４着

ブリーチ ブロンド Bleach Blonde（牝 Marino Marini）北米７勝，Luther
Burbank H２着（２回），Golden Poppy S２着，Harvest S３着，
Corte Madera S３着

三代母ミス アクトレス Miss Actress（79 Mr. Cockatoo）北米４勝，ガーデニアＳ-G3
２着。モンキートラブル Monkey Trouble（Premio del Dado-L）の祖母

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \5,980,000］

【繁殖成績】
2017 ルージュクィーン（牝 鹿エイシンフラッシュ）北海道�１勝，�
18 バルドルブレイン（牡 鹿ロードカナロア）未出走
19 （牝 鹿 ルーラーシップ）
20 （牡 鹿 *タリスマニック）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 614



15 2020ジェイエス繁殖セール T0156‐26

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 オールモストゼア

厩舎番号№15 オールモストゼア Almost There

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2015年生
（５歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellディープインパクト

�
�
Alzao

*ウインドインハーヘア鹿 2002 Burghclere

�
�
�

ドバイデスティネイション �
�
Kingmambo

Dubai Destination
Mysterial

*エヴァディングタンペット レイトサマー �
�
Gone West

Late Summer鹿 2007 Sun and Shade（2）

【*マインドユアビスケッツを受胎（販売申込時）最終種付５月19日】

父ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ
-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：キセキ（菊花賞-G1，ジャパン
Ｃ-G1２着），ファンタジスト（京王杯２歳Ｓ-G2，小倉２歳Ｓ-G3），ブラヴァス（新潟記念
-G3），ラストドラフト（京成杯-G3），ハッピーアワー（ファルコンＳ-G3）。父として，ジェンティ
ルドンナ（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（ダービー-G1）を出す

母 *エヴァディングタンペット Evading Tempete（07 Dubai Destination）英国産，仏
２勝，Prix Ronde de Nuit-L（ＡＷ1300ｍ），アンプルダンス賞-G3２着，伊１
勝，伊1000ギニー-G3（芝1600ｍ），トルコ入着，International Istanbul Trophy
２着，北米入着，マイチャーマーＨ-G3３着，De La Rose S３着。産駒

ストロベリームーン（牝 青鹿 *キンシャサノキセキ）６勝，ＮＳＴ賞-OP，越後Ｓ，岩
室温泉特別，ラジオ福島賞，�

アジャストザルート（牡 鹿ジャスタウェイ）２勝，�
エヴァンジェリン（牝 鹿ダイワメジャー）南関東�入着，南関東�３勝

祖母レイトサマー Late Summer（98 Gone West）英７戦。産駒
フォー ザカウント For the Count（牝 Dylan Thomas）南アフリカ２勝，East Cape

Oaks-L３着
三代母サン アンドシェイド Sun and Shade（89 Ajdal）英１勝，北米３勝，Lady Mor-

vich H-L２着。産駒
ダガーズドローン Daggers Drawn：英３勝，リッチモンドＳ-G2，シャンペンＳ

-G2。種牡馬
エネミー アクション Enemy Action：英２勝，ロウザーＳ-G2４着，ネル グウィンＳ

-G3４着，北米入着，Mindy Malone S３着。産駒
スーパー スルース Super Sleuth：英入着，フレッドダーリンＳ-G3２着，Mon-

trose Fillies' S-L２着，英1000ギニー-G1３着，Conqueror S-L３着
スウィートアイリッシュ Sweet Irish：デンマーク１勝。シャドウ ハンター

Shadow Hunter（Roses S-L，コーンウォリスＳ-G3３着）の母
カットショートCut Short：英１勝，北米２勝。産駒

ブレヴィティ Brevity：英２勝，Dick Poole Fillies' S-L，Atalanta S-L３着
コンサイス Concise：英１勝，北米１勝，ロバートＧ.ディックメモリアルＳ-G3２

着，ガーデンシティＳ-G1３着
四代母シェイディウッド Shadywood（82 Habitat）英１勝，ランカシャー オークス-G3２

着。マダム デュボア Madame Dubois（パークヒルＳ-G2）の母，インディア
ン ヘイヴン Indian Haven（愛2000ギニー-G1）の祖母

【競走成績】中央入着，３着２回，兵庫�１勝，２着３回［収得賞金 \4,300,000］

【繁殖成績】
2020 （牡 鹿 *キンシャサノキセキ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 615



16 2020ジェイエス繁殖セール T0308‐36

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 セルプランタン

厩舎番号№16 セルプランタン C'est le Printemps

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2016年生
（４歳）
芦毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmamboキングカメハメハ *マンファスロードカナロア

�
�
Storm Catレディブラッサム鹿 2008 *サラトガデュー

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellマドモアゼルドパリ

�
�
Highest Honor

*アドマイス芦 2001 Admiration（5）

【サトノアラジンを受胎（販売申込時）最終種付３月２日】

父ロードカナロアは新ひだか産，年度代表馬，中央・香港13勝，香港スプリント-G1（２
回），安田記念-G1。父として，アーモンドアイ（ジャパンＣ-G1，牝馬三冠），サートゥルナー
リア（皐月賞-G1，ホープフルＳ-G1），ステルヴィオ（マイルチャンピオンシップ-G1），タガ
ロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1），ダノンスマッシュ（セントウルＳ-G2），キングオ
ブコージ（目黒記念-G2），ダイアトニック（スワンＳ-G2）を出す

母マドモアゼルドパリ（01 *サンデーサイレンス）６勝，飛鳥Ｓ（芝1800ｍ），外房特別（芝
1600ｍ），早春賞（芝1800ｍ）。産駒

マキシマムドパリ（牝 芦キングカメハメハ）６勝，マーメイドＳ-G3，愛知杯-G3，同
３着，同４着，かもめ島特別，衣笠特別，甲武特別，秋華賞-G1３着，フロ
ーラＳ-G2３着，エリザベス女王杯-G1４着，中日新聞杯-G3５着

サトノエトワール（牡 青鹿キングカメハメハ）３勝，箱根特別
エトワールドパリ（牝 芦 *クロフネ）１勝

祖母 *アドマイス Admise（92 Highest Honor）仏国産，仏２勝，Prix Edellic-L，Prix
Charles Laffitte-L２着，Prix Solitude-L３着，北米３勝，オークトゥリーター
フチャンピオンシップＳ-G1，Matching H-L，Honey Fox H-L，ダリアＨ-G2３
着，イエローリボン招待Ｓ-G1４着。産駒

ハシッテホシーノ（牝アグネスタキオン）３勝，三面川特別，フローラＳ-JPN2３着。
産駒

エジーサンドレ（牝 *チチカステナンゴ）１勝
パールズベスト（牝 *キングズベスト）１勝

ブラックカフェ（牡 *サンデーサイレンス）６勝，卯月Ｓ，両国特別，野島崎特別，オ
ンワードゼアメモリアル，葉牡丹賞，カシオペアＳ-L２着，ダービー卿チャレ
ンジＴ-G3５着，京成杯-JPN3５着

アップルティー（牝 *サンデーサイレンス）入着。産駒
キンショーユキヒメ（牝メイショウサムソン）６勝，福島牝馬Ｓ-G3，ムーンライ

トＨ，シンガポールターフクラブ賞，小牧特別，デイジー賞，マーメイド
Ｓ-G3４着

オメガオンリーワン（牡 *クロフネ）１勝
ランリーナ（牝エイシンフラッシュ）１勝

カピオラニパレス（牡アグネスタキオン）２勝
ハイエストホワイト（牝アグネスタキオン）１勝。産駒
アオイクレアトール（牡キングカメハメハ）１勝，スプリングＳ-G2５着，�
ヴァルコイネン（牡 *ホワイトマズル）１勝

【競走成績】中央３戦

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 616



17 2020ジェイエス繁殖セール T0069‐21

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 クリスプウインド

厩舎番号№17 クリスプウインド Crisp Wind

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2014年生
（６歳）
青鹿毛
（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellハーツクライ

�
�
*トニービンアイリッシュダンス鹿 2001 *ビューパーダンス

�
�
�

ストームキャット �
�
Storm Bird

Storm Cat
Terlinguaストームティグレス

�
�
Exclusive Native

*アンファンテ青鹿 1995 Keep a Secret（1）

【ラブリーデイを受胎（販売申込時）最終種付３月８日】

父ハーツクライは千歳産，最優秀古牡馬，中央・UAE５勝，ドバイシーマクラシック-G1，
有馬記念-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1），トロワ
ゼトワル（京成杯オータムＨ-G3２回），ケイデンスコール（新潟２歳Ｓ-G3），ヴァルディゼ
ール（シンザン記念-G3），シーズララバイ（フラワーＣ-G3２着）。父として，リスグラシュー
（有馬記念-G1），ワンアンドオンリー（ダービー-G1）を出す

母ストームティグレス（95 Storm Cat）３勝，黒松賞（芝1200ｍ），フェアリーＳ-JPN3２
着。産駒

オースミダイドウ（牡 青 スペシャルウィーク）４勝，デイリー杯２歳Ｓ-JPN2，白百
合Ｓ-OP，野路菊Ｓ-OP，朝日杯フューチュリティＳ-JPN1３着

ストロングトリトン（騸 鹿ゴールドアリュール）４勝，岩室温泉特別
ナリタブルースター（牝 青鹿マンハッタンカフェ）１勝。産駒

アディラート（牡 ルーラーシップ）６勝，グリーンチャンネルＣ-L，高瀬川Ｓ，は
こべら賞，ヒヤシンスＳ-L２着，吾妻小富士Ｓ-OP３着，欅Ｓ-OP３
着，マリーンＳ-OP３着，UAE入着，ゴドルフィンマイル-G2３着，�

ミトノクイーン（牝 *エンパイアメーカー）１勝，�
ストームタイガー（牡 青鹿 バブルガムフェロー）３勝
サトノスピードオー（牡 青鹿ダノンシャンティ）２勝，南関東�５勝，習志野きらっと

スプリント４着
ゲーリックストーム（牡 鹿 ハーツクライ）２勝
リードザウインド（牝 青鹿 *キンシャサノキセキ）２勝，�
ムーンクレイドル（牝 鹿 *ファルブラヴ）東海�２勝，中央１勝
レッドオマージュ（牝 黒鹿 *タイキシャトル）１勝
ビッグビート（牡 鹿ダイワメジャー）１勝

祖母 *アンファンテ Infantes（80 Exclusive Native）米国産，北米１勝，Sorrento S３
着。産駒

テハノ Tejano（牡 Caro）北米５勝，ハリウッドフューチュリティ-G1，アーリントンワシ
ントンフューチュリティ-G1，カウディンＳ-G1，サプリングＳ-G2。種牡馬

カロズシークレット Caro's Secret（牡 Caro）北米５勝，Bet Twice S３着
ディスピクチャー This Picture（牡 Danzig）北米１勝，Second Wind S３着。種牡

馬
タトウィジ Tatwij（牝 Topsider）英２勝。レジェンダリー ランチ Legendary

Lunch（騸 Dragon Pulse：Woodcote S-L）の祖母

【競走成績】中央４戦，入着，３着１回［収得賞金 \1,300,000］

【繁殖成績】
2019 エアリーリージェン（牝 黒鹿 ルーラーシップ）
20 （牝 栗イスラボニータ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 617



18 2020ジェイエス繁殖セール T0424‐29

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 マルルー

厩舎番号№18 マルルー Mauruuru

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2015年生
（５歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellスティンガー

�
�
Affirmed

*レガシーオブストレングス鹿 1996 Katonka（9）

【ジャスタウェイを受胎（販売申込時）最終種付３月９日】

父キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ワグネリアン（ダービー-G1），デアリングタクト（オー
クス-G1，桜花賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念
-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），ステイフーリッシュ（京都新聞杯-G2），デニ
ムアンドルビー（フローラＳ-G2），ルフトシュトローム（ニュージーランドＴ-G2）

母スティンガー（96 *サンデーサイレンス）最優秀２歳牝馬，７勝，阪神３歳牝馬Ｓ
-JPN1（芝1600ｍ），京王杯スプリングＣ-G2（芝1400ｍ），同-JPN2（芝1400
ｍ），４歳牝馬特別�-JPN2（芝2000ｍ），京都牝馬特別-JPN3（芝1600ｍ），赤
松賞（芝1600ｍ），高松宮記念-JPN1３着，阪神牝馬Ｓ-JPN2３着，東京新聞
杯-JPN3３着，天皇賞�-JPN1４着，安田記念-JPN1４着，オークス-JPN1４
着，毎日王冠-JPN2４着，関屋記念-JPN3５着。産駒

サトノギャラント（騸 黒鹿 *シンボリクリスエス）７勝，キャピタルＳ-L，谷川岳Ｓ-L，
同２着，多摩川Ｓ，ノベンバーＳ，六社特別，ベゴニア賞，アイルランドＴ
-L２着，巴賞-L２着，芙蓉Ｓ-OP２着，関屋記念-G3３着，六甲Ｓ-OP３
着，スプリングＳ-G2４着，函館記念-G3４着，東京新聞杯-G3５着，京
成杯オータムＨ-G3５着，障１勝

キングズオブザサン（騸 芦 *チチカステナンゴ）２勝，葉牡丹賞，京成杯-G3２着，
ＮＨＫマイルＣ-G1３着，京成杯オータムＨ-G3４着，弥生賞-G2５着，
障１勝

*タイガーファング（牡 黒鹿 Kingmambo）兵庫�８勝，中央２勝，南関東�１勝
レッドマニッシュ（牝 鹿 *シンボリクリスエス）２勝
*スコルピオンキッス（牝 栗 *フレンチデピュティ）兵庫�５勝，中央１勝。産駒

モンラッシェ（牡タニノギムレット）３勝
マコトモンジョワ（牝 *ヘニーヒューズ）２勝
インテンスライト（牡エイシンフラッシュ）２勝，�

コアコンピタンス（騸 鹿キングカメハメハ）１勝，南関東�４勝，�
祖母 *レガシーオブストレングス Legacy of Strength（82 Affirmed）米国産，北米１

勝。サイレントハピネス（牝 *サンデーサイレンス：ローズＳ-JPN2），アーバニ
ティ（牡 マンハッタンカフェ：オーシャンＳ-G3）の母，レッドファルクス（牡 *ス
ウェプトオーヴァーボード：スプリンターズＳ-G1・２回），フォーエバーマーク
（牝 *ファルブラヴ：キーンランドＣ-G3），サイレントメロディ（牡 *シンボリクリ
スエス：マーチＳ-G3）の祖母，ハギノハイブリッド（牡タニノギムレット：京都新
聞杯-G2）の三代母

【競走成績】中央５戦，入着［収得賞金 \750,000］

【繁殖成績】
2020 （牝 栗 *マインドユアビスケッツ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 618



19 2020ジェイエス繁殖セール T0189‐21

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 エーシンジェネシス

厩舎番号№19 エーシンジェネシス A Shin Genesis

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（27）4037（飼養者＝上山牧場）

2008年生
（12歳）
鹿毛

（浦河産）

�
�
�
�

メダーリアドーロ �
�
�

エル プラド �
�
Sadler's Wells

El Prado
Lady Capulet

Medaglia d'Oro カプチーノベイ �
�
Bailjumper

Cappucino Bay黒鹿 1999 Dubbed In

�
�
�

デピュティミニスター �
�
Vice Regent

Deputy Minister
Mint Copy

*ミッションガール トリプルストライク �
�
Secretariat

Triple Strike鹿 1996 Seeker's Gold（3）

【*ビーチパトロールを受胎（販売申込時）最終種付４月28日】

父メダーリアドーロMedaglia d'Oro は米国産，北米８勝，トラヴァーズＳ-G1，ホイットニ
ーＨ-G1，ドンＨ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ロックフォール（ヴォスバーグＳ-G1，アルフレッ
ドＧ.ヴァンダービルトＳ-G1），レイチェルズヴァレンティナ（スピナウェイＳ-G1），コンペテ
ィションオブアイデアズ（アメリカン オークス-G1），ハヤブサマカオー（兵庫ジュニアグラン
プリ-JPN2），ミスターハヴァーキャンプ（プレイザ キングＳ-G2）

母 *ミッションガール（96 Deputy Minister）米国産，わが国で２勝。産駒
エーシンデューク（牡 青鹿フジキセキ）１勝，熊野特別，東海�１勝
*エーシンマダムジー（牝 栗 Giant's Causeway）３勝
エイシンミノアカ（牝 黒鹿キングカメハメハ）２勝，岩手�１勝，兵庫・東海・岩手�

入着，六甲盃３着，梅見月杯３着，ビューチフルドリーマーＣ３着
エイシンメッセ（牝 黒鹿ブラックタイド）１勝，東海�１勝，�
*エーシンダームスン（牡 栗 Diesis）１勝

祖母トリプル ストライク Triple Strike（86 Secretariat）北米３勝，エイコーンＳ-G1３
着。産駒

スウィング アンド ミス Swing and Miss（牡 *ハウスバスター）北米４勝，ジャー
ジーショアＢＣＳ-G3，Great Navigator S，Valid Space H２着。種牡馬

リーグオブハーオウン Leagueofherown（牝 Seattle Slew）北米１戦。産駒
トップ オブザリーグ Top of the League（牝 Lite the Fuse）北米１勝。産駒

ロイヤル カリアー Royal Currier（騸 Red Bullet）北米15勝，Gallant
Bob S-L，Teddy Drone S-L，Diablo S-L，Mr. Prospector S
-L，Southampton S-L，Valley Forge S-L，Anderson Fowler
S，Grey Planet S，Hockessin S，ベイショアＳ-G3４着

リアタズヴィクスン Reata's Vixen（牝 Sligo Bay）北米３勝。ミス フリー
ズ Miss Freeze（Lynbrook S）の母

三代母シーカーズ ゴールド Seeker's Gold（78 Mr. Prospector）豪４勝，ＡＪＣリヴ
ァプールシティＣ-G3，ＱＴＣホワイトライトニングＨ-G3。産駒

ニンジャゴールド Ninja Gold：不出走。カートゥーン Kaatoon（Waikato サートリス
トラムフィリーズクラシック-G2，MastertonローランドＳ-G3）の祖母

【競走成績】中央２勝，３着１回，兵庫�１勝，２着１回［収得賞金 \18,894,000］

【繁殖成績】
2015 ウッディベアー（牝 青鹿マンハッタンカフェ）不出走
16 リプリート（牝 黒鹿 *エイシンアポロン）不出走
17 エイシンサルート（牝 青鹿エイシンフラッシュ）兵庫�２勝，�
18 エイシンビッグボス（牡 栗トランセンド）北海道�３勝，�
19 （牡 栗ワンダーアキュート）
20 （牡 青鹿ブラックタイド）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 619



20 2020ジェイエス繁殖セール T0726‐06

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 チーズマヨ

厩舎番号№20 チーズマヨCheese Mayo

村上欽哉牧場＝新冠町新栄 ℡0146（49）5113

2009年生
（11歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

クリスエス �
�
Roberto

Kris S.
Sharp Queen

*シンボリクリスエス ティーケイ �
�
Gold Meridian

Tee Kay黒鹿 1999 Tri Argo

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellマルカコマチ

�
�
*ディクタスナショナルフラッグ鹿 1995 ダイナワールド（23）
*ハニードリーマー系

【リオンディーズを受胎（販売申込時）最終種付３月14日】

父*シンボリクリスエスは米国産，年度代表馬（２回），８勝，有馬記念-JPN1（２回）。主
な産駒（ＢＭＳ）：レイデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），オーソリティ（青葉賞-G2），
アドミラブル（青葉賞-G2），シングウィズジョイ（フローラＳ-G2），ミスパンテール（阪神牝
馬Ｓ-G2），クイーンマンボ（レディスプレリュード-JPN2），レイエンダ（エプソムＣ-G3），アル
クトス（プロキオンＳ-G3），ローズプリンスダム（レパードＳ-G3）

母マルカコマチ（95 *サンデーサイレンス）４勝，京都牝馬特別-JPN3（芝1600ｍ），矢車
賞（芝1600ｍ），カシオペアＳ-OP２着，カウントダウンＳ-OP２着，エルフィンＳ
-OP２着，朝日チャレンジＣ-JPN3３着，京阪杯-JPN3３着，小倉大賞典-JPN3
３着，マーメイドＳ-JPN3３着，ポートアイランドＳ-OP３着，アネモネＳ-OP３
着，中山牝馬Ｓ-JPN3４着，金鯱賞-JPN2５着，小倉記念-JPN3５着。産駒

アスクデピュティ（牝 栗 *フレンチデピュティ）５勝，ウェルカムＳ，紫苑Ｓ-L３着，白
富士Ｓ-L３着。産駒

ミュゼスルタン（牡 キングカメハメハ）３勝，新潟２歳Ｓ-G3，青梅特別，Ｎ
ＨＫマイルＣ-G1３着。種牡馬

マルカアイチャン（牝 栗 *フレンチデピュティ）２勝，つわぶき賞。産駒
シャドウアプローチ（牡ジャングルポケット）２勝，ききょうＳ-OP，朝日杯フュー

チュリティＳ-G1３着，京王杯２歳Ｓ-G2３着
シルバーウエイブ（牡ジャングルポケット）２勝，水仙賞
セトノフラッパー（牝 *タイキシャトル）３勝，西郷特別

祖母ナショナルフラッグ（86 *ディクタス）４勝，阿寒湖特別，青葉城特別，積丹特別。産
駒

インターフラッグ（牡 *ノーザンテースト）８勝，ステイヤーズＳ-JPN2，嵐山Ｓ-OP，
札幌日経オープン-OP，松籟Ｓ，清水Ｓ，睦月賞，尖閣湾特別，岩手・山
形・熊本�４勝，東北サラブレッド大賞典。種牡馬

ダイワジアン（牡 *ノーザンテースト）６勝，白秋Ｓ，アプローズ賞，本栖湖特別，福
島テレビオープン-OP２着，中山記念-JPN2３着

フラッグシップ（牝 *サンデーサイレンス）３勝，織姫賞，福島牝馬Ｓ-G3２着

【競走成績】中央入着，２着２回，３着１回，兵庫�２勝，２着１回，３着３回
［収得賞金 \7,165,000］

【繁殖成績】
2015 ハイチーズ（牡 鹿 *タートルボウル）南関東�１勝，�
16 デンコウハピネス（牝 黒鹿 *ヘニーヒューズ）２勝，�
17 キタノコマチ（牝 黒鹿 *タートルボウル）北海道�１勝，�
18 ケルンクリエイター（牡 栗 *クリエイターⅡ）２戦，�
19 （牡 黒鹿 *シニスターミニスター）
20 （牝 栗モーリス）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 620
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 レーヌルネサンス

厩舎番号№21 レーヌルネサンス Reine Renaissance

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2015年生
（５歳）
栗毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellステイゴールド

�
�
*ディクタスゴールデンサッシュ黒鹿 1994 ダイナサッシュ

�
�
�

�
�
*トニービンジャングルポケット *ダンスチャーマークィーンスプマンテ

�
�
サクラユタカオーセンボンザクラ栗 2004 ダイナフランダース（4）

*レディフランダーズ系

【*マインドユアビスケッツを受胎（販売申込時）最終種付２月27日】

父ステイゴールドは白老産，中央・UAE・香港７勝，香港ヴァーズ-G1。主な産駒（ＢＭ
Ｓ）：ライオンボス（アイビスサマーダッシュ-G3），クリスマス（函館２歳Ｓ-G3），ブラックバ
ゴ（アンドロメダＳ-L，京成杯-G3２着），キボウノダイチ（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3３
着），シグルーン（アルテミスＳ-G3３着），トーセンナチュラル（スイートピーＳ-L２着），ウ
スベニノキミ（フラワーＣ-G3４着），ホワイトヘッド（北海道２歳優駿-JPN3４着）

母クィーンスプマンテ（04 ジャングルポケット）６勝，エリザベス女王杯-G1（芝2200
ｍ），みなみ北海道Ｓ-L（芝2600ｍ），八甲田山特別（芝2600ｍ），鳥屋野特別
（芝1800ｍ）。産駒

ディアスプマンテ（牝 栗ヴィクトワールピサ）１勝
レーヌジャルダン（牝 鹿ディープインパクト）１勝
アスティ（騸 栗オルフェーヴル）東海�３勝，中央入着，�

祖母センボンザクラ（92 サクラユタカオー）４勝，若水賞，蔵王特別，ローズマリー賞。産
駒

ナリタカービン（牡 *ホワイトマズル）３勝，兵庫�入着，兵庫ジュニアグランプリ
-JPN2３着

モスフロックス（牝 *サンデーサイレンス）５戦，入着。産駒
ドリームガードナー（牡 *トワイニング）２勝，ベゴニア賞，シンザン記念-JPN3２

着，ディセンバーＳ-L２着，鳴尾記念-G3３着
プラントハンター（牡 *クロフネ）４勝，高知�３勝，�

三代母ダイナフランダース（79 *ノーザンテースト）６勝，ブラッドストーンＳ，ルビーＳ，み
なみ北海道Ｓ，伏拝特別，オールカマー４着，ダイヤモンドＳ-JPN3５着，中山
牝馬Ｓ-JPN3５着。産駒

ルーベンスメモリー：６勝，迎春Ｓ，幕張特別，秩父特別，みなみ北海道Ｓ-L２着，
エイプリルＳ-L３着

フリースピリット：３戦。産駒
ニューイチトク：４勝，白川郷Ｓ，舞鶴特別
ユレルオモイ：５勝，南関東�入着，クイーン賞-JPN3４着
エリットビーナス：３戦，入着。産駒

スーパーマルトク：３勝，函館日刊スポーツ杯，ＵＨＢ杯-L２着
マルトク：５勝。レッツゴードンキ（桜花賞-G1，京都牝馬Ｓ-G3，スプリン

ターズＳ-G1２着，高松宮記念-G1２着・２回）の母
スーパーボス：３勝，西脇特別
クィーンマルトク：３勝，ＳＴＶ賞

【競走成績】中央入着，３着１回［収得賞金 \2,050,000］

【繁殖成績】
2020 （牝 鹿ストロングリターン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 621
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 デリキットピース

厩舎番号№22 デリキットピース Delicate Piece

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2006年生
（14歳）
黒鹿毛
（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Lyphard

*ダンシングブレーヴ
Navajo Princess

*ホワイトマズル フェアオブ ザファーズ �
�
Ela-Mana-Mou

Fair of the Furze鹿 1990 Autocratic

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellデリキット

�
�
Big Spruce

*エコルシュ栗 1996 Idmon（14）

【ドゥラメンテを受胎（販売申込時）最終種付３月30日】

父*ホワイトマズル White Muzzle は英国産，伊３歳チャンピオン，英伊仏６勝，伊ダー
ビー-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：スマートレイアー（京都大賞典-G2，阪神牝馬Ｓ-G2），カツ
ジ（ニュージーランドＴ-G2），プラチナムバレット（京都新聞杯-G2），アスカリーブル（関東
オークス-JPN2），ミッキーグローリー（関屋記念-G3），ブレイキングドーン（ラジオＮＩＫＫ
ＥＩ賞-G3），センチュリオン（マーチＳ-G3），トーセンベニザクラ（フェアリーＳ-G3）

母デリキット（96 *サンデーサイレンス）３勝，ニセコ特別（芝1200ｍ）。産駒
デリキットピース（牝 黒鹿 *ホワイトマズル）本馬
デリケートアーチ（牝 栃栗 *アフリート）２勝

祖母 *エコルシュ Ecorche（82 Big Spruce）米国産，北米５勝。産駒
アドラーブル（牝 *ノーザンテースト）３勝，オークス-JPN1，チューリップ賞-OP，桜花

賞-JPN1２着，紅梅賞-OP２着，エリザベス女王杯-JPN1４着。産駒
エモシオン（牡 *トニービン）５勝，京都記念-JPN2，カシオペアＳ-OP，すみれ

Ｓ-OP，つわぶき賞，日経新春杯-JPN2２着，中京３歳Ｓ-OP２着，
菊花賞-JPN1３着，皐月賞-JPN1４着

サリーレ（牡 *トニービン）２勝，すみれＳ-OP，京都４歳特別-JPN3４着
アルウェン（牝 *トニービン）１勝。産駒

ギンザボナンザ（牝 ゼンノロブロイ）５勝，アネモネＳ-L，ポプラＳ，かも
め島特別，ひいらぎ賞，ターコイズＳ-L２着

ノーザンレインボー（牡 *ノーザンテースト）７勝，アクアマリンＳ，金蹄Ｓ，ステイヤ
ーズＳ-JPN3５着，最優秀障害馬，障７勝，中山大障害，東京障害特別，
京都大障害２着。種牡馬

エアシャロン（牝 *ノーザンテースト）１勝。産駒
エアピエール（牡フジキセキ）中央・佐賀�８勝，佐賀記念-JPN3，トパーズＳ

-OP，内外タイムス杯，マーチＳ-JPN3３着，エルムＳ-JPN3４着，武
蔵野Ｓ-G3５着，東海�入着，名古屋大賞典-JPN3３着

【競走成績】中央３勝，忘れな草賞-OP（芝2000ｍ），石清水Ｓ（芝1600ｍ），２着１
回，３着２回［収得賞金 \69,138,000］

【繁殖成績】
2013 デルマヘイジ（牡 鹿 *ハービンジャー）不出走
14 流産（ローエングリン）
15 オースミバレル（牡 芦 *クロフネ）入着，兵庫�３勝
16 ピースバイピース（牡 黒鹿ロードカナロア）不出走
17 不受胎（ロードカナロア）
18 ドナライトニング（牝 黒鹿ロードカナロア）未出走
19 （牡 黒鹿キングカメハメハ）
20 不受胎（エイシンフラッシュ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 622
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 レアファインド

厩舎番号№23 レアファインド Rare Find

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2013年生
（７歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellステイゴールド

�
�
*ディクタスゴールデンサッシュ黒鹿 1994 ダイナサッシュ

�
�
�

ストームバード �
�
Northern Dancer

Storm Bird
South Ocean

*ネットオークション アンティックオークション �
�
Geiger Counter

Antique Auction鹿 1998 *オールドスタッフ（9）

【*ハービンジャーを受胎（販売申込時）最終種付４月21日】

父ステイゴールドは白老産，中央・UAE・香港７勝，香港ヴァーズ-G1。主な産駒（ＢＭ
Ｓ）：ライオンボス（アイビスサマーダッシュ-G3），クリスマス（函館２歳Ｓ-G3），ブラックバ
ゴ（アンドロメダＳ-L，京成杯-G3２着），キボウノダイチ（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3３
着），シグルーン（アルテミスＳ-G3３着），トーセンナチュラル（スイートピーＳ-L２着），ウ
スベニノキミ（フラワーＣ-G3４着），ホワイトヘッド（北海道２歳優駿-JPN3４着）

母 *ネットオークション（98 Storm Bird）米国産，１勝，南関東�２勝。産駒
コレクターアイテム（牝 黒鹿 ハーツクライ）３勝，アルテミスＳ-L，鷹巣山特別，阪

神ジュベナイルフィリーズ-G1４着，デイリー杯２歳Ｓ-G2４着
ハンマープライス（牡 栗アグネスタキオン）４勝
サクセスフルビッド（牡 黒鹿スペシャルウィーク）１勝

祖母アンティックオークション Antique Auction（90 Geiger Counter）北米４勝，ス
ターシュートＳ-CAN2，Fanfreluche S，マイディアＳ-CAN3２着，Glorious So-
ng S２着，Bold Jill H-L３着。産駒

*ストーンウェア（牡 Birdstone）５勝，ノベンバーＳ，湘南Ｓ，賢島特別，御在所特
別，若駒Ｓ-L２着，メイＳ-OP２着，福島民報杯-L３着

*インディアナカーヴ（牝 A. P. Indy）５勝，蓬莱峡特別，三宮特別。産駒
エクセラントカーヴ（牝ダイワメジャー）６勝，京成杯オータムＨ-G3，新潟日

報賞，江の島特別，クイーンＣ-G3３着，関屋記念-G3４着
フローラルカーヴ（牝アグネスタキオン）１勝，アネモネＳ-L２着

*アンティークコイン（牡 Theatrical）５勝，保津峡特別，仲秋特別，九重特別，マカオ
ジョッキークラブＴ，障１勝

*ドリーミーペガサス（牡 Fusaichi Pegasus）４勝，伊良湖特別，檜山特別
オークションキャットAuction Cat（牝 Storm Bird）不出走。産駒

キャットカトルズ Cat Quatorze（牝 Louis Quatorze）北米４勝，Likely Ex-
change S

*オステアアンティカ（牝 A. P. Indy）不出走。産駒
アウトディスタンス（牡 *カーネギー）１勝，新潟２歳Ｓ-JPN3３着
オスティエンセ（牝 *エリシオ）２勝，織姫賞。サンライズブレット（牡ステイゴー

ルド：エニフＳ-L３着）の母
*アンティックタイル（牝 Fusaichi Pegasus）中央・石川�入着，東海�６勝。産駒

メイショウアキシノ（牝デュランダル）２勝。メイショウケイメイ（牝 *ワークフォ
ース：紅梅Ｓ-L）の母

【競走成績】中央１勝，３着１回［収得賞金 \6,700,000］

【繁殖成績】
2019 （牝 黒鹿 *アメリカンペイトリオット）
20 （牡 栗モーリス）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 623



24 2020ジェイエス繁殖セール T0668‐60

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 アムールレジェンド

厩舎番号№24 アムールレジェンド Amour Legend

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2009年生
（11歳）
黒鹿毛
（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellディープインパクト

�
�
Alzao

*ウインドインハーヘア鹿 2002 Burghclere

�
�
�

オーサムアゲイン �
�
Deputy Minister

Awesome Again
Primal Force

*パーソナルレジェンド ハイランドレジェンド �
�
Storm Bird

Highland Legend栗 2000 Santella（20）

【サトノクラウンを受胎（販売申込時）最終種付４月23日】

父ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ
-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：キセキ（菊花賞-G1，ジャパン
Ｃ-G1２着），ファンタジスト（京王杯２歳Ｓ-G2，小倉２歳Ｓ-G3），ブラヴァス（新潟記念
-G3），ラストドラフト（京成杯-G3），ハッピーアワー（ファルコンＳ-G3）。父として，ジェンティ
ルドンナ（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（ダービー-G1）を出す

母 *パーソナルレジェンド Personal Legend（00 Awesome Again）米国産，北米６
勝，ターンバックジアラームＨ-G3（Ｄ９Ｆ），Stage Door Betty H-L（Ｄ8.5
Ｆ），De La Rose S（芝８Ｆ），パーソナル エンスンＳ-G1２着，ダリアＨ-G2
２着，エルエンシノＳ-G2２着，リグレットＳ-G3２着，ボールストンスパＢＣＨ
-G3２着，デルマーオークス-G1３着，デラウェアＨ-G2３着。産駒

ローマンレジェンド（牡 黒鹿 スペシャルウィーク）中央・南関東�10勝，東京大賞
典-G1，同５着，みやこＳ-G3，同３着（２回），エルムＳ-G3（２回），ジュ
ライＳ-OP，灘Ｓ，上賀茂Ｓ，赤穂特別，チャンピオンズＣ-G1３着，かしわ
記念-JPN1３着，平安Ｓ-G3３着，ジャパンＣダート-G1４着，フェブラリー
Ｓ-G1５着

ミラクルレジェンド（牝 栗フジキセキ）中央・南関東�12勝，エンプレス杯-JPN2，
同３着，クイーン賞-JPN3，マリーンＣ-JPN3，レパードＳ-L，ＪＢＣレディス
クラシック-L（２回），レディスプレリュード-L（２回），関越Ｓ-L，あおぎりＳ，
ＴＣＫ女王盃-JPN3２着，スパーキングレディーＣ-JPN3３着，ジャパンダ
ートダービー-JPN1４着，帝王賞-JPN1５着，東海Ｓ-G2５着，岩手�入
着，マーキュリーＣ-JPN3５着。産駒

グレートタイム（牡キングカメハメハ）３勝，夏至Ｓ，ユニコーンＳ-G3２着，鳳
雛Ｓ-L２着，南関東�入着，ジャパンダートダービー-JPN1３着，�

サトノアレックス（牡 *ヘニーヒューズ）１勝，�
アーバンレジェンド（牝 栗アグネスタキオン）４勝，蹴上特別
オーサムレジェンド（騸 栗 ゼンノロブロイ）３勝
レジェンディスト（牝 鹿 *エンパイアメーカー）２勝
ヒロイックテイル（牡 栗スクリーンヒーロー）２勝，�

【競走成績】中央１勝，２着３回，３着１回［収得賞金 \11,700,000］

【繁殖成績】
2015 ティヴォリオベーネ（牝 鹿ローエングリン）岩手�１勝
16 生後直死（ルーラーシップ）
17 リュクスレジェンド（牝 鹿 *クロフネ）６戦，�
18 アミラルレジェンド（牡 黒鹿 *クロフネ）未出走
19 不受胎（*ドレフォン）
20 （牝 栗 *マジェスティックウォリアー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 624



25 2020ジェイエス繁殖セール T0399‐58

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ディープラヴ

厩舎番号№25 ディープラヴ Deep Love

坂東牧場＝平取町川向 ℡01456（2）1545

2011年生
（９歳）
鹿毛

（安平産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellディープインパクト

�
�
Alzao

*ウインドインハーヘア鹿 2002 Burghclere

�
�
�

インクルード �
�
Broad Brush

Include
Illeria

*シーズインクルーデッド ダンシングオンアイス �
�
Robyn Dancer

Dancingonice鹿 2004 Coldallthetime（8）

【*タリスマニックを受胎（販売申込時）最終種付３月７日】

父ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ
-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：キセキ（菊花賞-G1，ジャパン
Ｃ-G1２着），ファンタジスト（京王杯２歳Ｓ-G2，小倉２歳Ｓ-G3），ブラヴァス（新潟記念
-G3），ラストドラフト（京成杯-G3），ハッピーアワー（ファルコンＳ-G3）。父として，ジェンティ
ルドンナ（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（ダービー-G1）を出す

母 *シーズインクルーデッド She's Included（04 Include）米国産，北米１勝，デル マー
デビュータントＳ-G1３着。産駒

ヒーズインラブ（牡 鹿 *ハービンジャー）６勝，ダービー卿チャレンジＴ-G3，武庫
川Ｓ，春興Ｓ，鎌ヶ谷特別，京都金杯-G3５着，東海�２勝，�

サンデーウィザード（牡 鹿 ネオユニヴァース）６勝，新潟大賞典-G3，関門橋Ｓ，
恋路ヶ浜特別，吾妻小富士Ｓ-OP２着，福島民報杯-L３着，�

オリエンタルリリー（牝 鹿ダイワメジャー）３勝
クリスタルオーブ（牝 鹿 *キンシャサノキセキ）１勝，�
ドゥラモンド（牡 黒鹿ドゥラメンテ）１勝，�
ジェシカピンク（牝 鹿ディープインパクト）１戦。産駒
ラブイスキア（牝トーセンジョーダン）１勝

祖母ダンシングオンアイス Dancingonice（96 Robyn Dancer）北米５勝，Fiji S，ラス
パルマスＨ-G2２着，Blue Norther S-L２着，サンゴルゴニオＨ-G2４着（２
回）。産駒

ホームグロウンヒーロー Home Grown Hero（騸 Exchange Rate）北米２勝
三代母コールドオールザタイム Coldallthetime（86 It's Freezing）北米２勝。産駒

インペリアル パス Imperial Pass：北米８勝，Great Lakes H
四代母パス ザ マムズ Pass the Mums（80 Inverness Drive）北米２勝，A. C. E. S

２着。産駒
フリージングドック Freezing Dock：北米４勝，San Joaquin Invitational H，La-

bor Day H，アーリントンクラシック-G2２着
ケラズ ハートKara's Heart：北米１勝。産駒

イルーシヴ クリス Elusive Chris：北米２勝，James C. Ellis Juvenile S-L，
アーリントンワシントンフューチュリティ-G3２着。種牡馬

【競走成績】中央入着，２着２回，３着２回［収得賞金 \6,600,000］

【繁殖成績】
2016 スピンク（牝 鹿 *ノヴェリスト）中央・東海�・岩手�入着
17 死亡（牡 鹿 ルーラーシップ）
18 ディヴァインラヴ（牝 鹿エピファネイア）未出走
19 （牡 鹿 *ドレフォン）
20 （牡 鹿ヴィクトワールピサ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 625



26 2020ジェイエス繁殖セール T0728‐36

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 サウスキャロライナ

厩舎番号№26 サウスキャロライナ South Carolina

坂東牧場＝平取町川向 ℡01456（2）1545

2012年生
（８歳）
青鹿毛
（平取産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellステイゴールド

�
�
*ディクタスゴールデンサッシュ黒鹿 1994 ダイナサッシュ

�
�
�

ミスターグリーリー �
�
Gone West

Mr. Greeley
Long Legendアシュレイリバー

�
�
Grindstone

*チャールストンハーバー黒鹿 2004 Penny's Valentine（25）

【*ノヴェリストを受胎（販売申込時）最終種付５月９日】

父ステイゴールドは白老産，中央・UAE・香港７勝，香港ヴァーズ-G1。主な産駒（ＢＭ
Ｓ）：ライオンボス（アイビスサマーダッシュ-G3），クリスマス（函館２歳Ｓ-G3），ブラックバ
ゴ（アンドロメダＳ-L，京成杯-G3２着），キボウノダイチ（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3３
着），シグルーン（アルテミスＳ-G3３着），トーセンナチュラル（スイートピーＳ-L２着），ウ
スベニノキミ（フラワーＣ-G3４着），ホワイトヘッド（北海道２歳優駿-JPN3４着）

母アシュレイリバー（04 Mr. Greeley）１勝。産駒
スマイル（牡 鹿ダイワメジャー）２勝，�
ヒルトンヘッド（牡 栃栗ダイワメジャー）１勝
ヘッドストリーム（騸 栗ダイワメジャー）１勝
アルマフォルト（牡 黒鹿ジャスタウェイ）１勝，�

祖母 *チャールストンハーバー Charleston Harbor（98 Grindstone）米国産，北米６
戦。産駒

カレンブラックヒル（牡ダイワメジャー）７勝，ＮＨＫマイルＣ-G1，毎日王冠-G2，
ニュージーランドＴ-G2，ダービー卿チャレンジＴ-G3，小倉大賞典-G3，こ
ぶし賞，マイラーズＣ-G2４着，天皇賞�-G1５着，金鯱賞-G2５着。種牡
馬

レッドアルヴィス（牡ゴールドアリュール）５勝，ユニコーンＳ-G3，欅Ｓ-L，すばる
Ｓ-L，大和Ｓ-OP２着，レパードＳ-G3４着

カレンデイムーン（牡タニノギムレット）２勝
レッドセイリング（牝 ゼンノロブロイ）２勝
プエルト（騸メイショウサムソン）２勝，南関東�１勝

三代母ペニーズ ヴァレンタイン Penny's Valentine（89 Storm Cat）仏・北米２勝，伊
入着，伊1000ギニー-G2３着。産駒

ペニーズ ゴールド Penny's Gold：仏・北米７勝，ボールストン スパＢＣＨ-G3，ク
インシー賞-G3，ジェニーワイリーＳ-G3，Prix de la Calonne-L

*ザーキー Zerky：英入着。ペニーズピクニック Penny's Picnic（クリテリウムドメゾ
ンラフィット-G2，エクリプス賞-G3）の母

ロイヤル オポチュニティRoyal Opportunity：北米１勝。ストレート オブ ザンジバ
ル Strait of Zanzibar（El Gran Senor S-L）の母

【競走成績】中央１勝，３着１回［収得賞金 \8,900,000］

【繁殖成績】
2016 種付せず
17 キングズランド（牡 青鹿 *キングズベスト）東海�入着，�
18 シゲルシャイン（牡 鹿 *ディスクリートキャット）１戦，�
19 （牡 栗アドマイヤムーン）
20 （牡 鹿 *モンテロッソ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 626



27 2020ジェイエス繁殖セール T0711‐42

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 マンチャ

厩舎番号№27 *マンチャ Mancia（USA）

門別牧場＝日高町幾千世 ℡01456（2）5157

2006年生
（14歳）
鹿毛

（米国産）

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesque

*キングズベスト アレグレッタ �
�
Lombard

Allegretta鹿 1997 Anatevka

�
�
�

フェイラス �
�
Song

Fayruz
Friendly Jester

*テスラー
�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 1999 Pilot Bird（22）

【パドトロワを受胎（販売申込時）最終種付６月23日】

父*キングズベスト King's Best は米国産，英３勝，英2000ギニー-G1。仏チャンピオン
サイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：エルヴェディヤ（仏1000ギニー-G1，コロネーションＳ-G1，ム
ーランドロンシャン賞-G1），モンオルメル（パリ大賞典-G1），クイーンズトラスト（ＢＣフ
ィリー＆メアターフ-G1），エッグタルト（ＢＲＣクイーンズランドオークス-G1），ラーチモン
トラッド（ミンストレルＳ-G2），ヘッドマン（ギヨームドルナーノ賞-G2）

母 *テスラー Tesla（99 Fayruz）愛国産，愛４戦。産駒
テルタイム Telltime（牝 Danetime）英２勝
チュウワストライク（牡 鹿 Smart Strike）１勝
ベストブレーン（牡 鹿ダイワメジャー）入着，兵庫�２勝，岩手�１勝
フジヤマテスラ（牝 鹿 ゼンノロブロイ）入着，高知�２勝
サダムルーティン（牝 鹿 ハーツクライ）入着。産駒
シンクロゲイザー（牡 *タートルボウル）１勝，�

祖母 *マンファス Manfath（91 *ラストタイクーン）愛国産，英入着。産駒
キングカメハメハ（牡 Kingmambo）最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1，ＮＨ

ＫマイルＣ-JPN1，神戸新聞杯-JPN2，毎日杯-JPN3，すみれＳ-OP，エリカ
賞，京成杯-JPN3３着。総合・２歳チャンピオンサイアー

ザ デピュティ The Deputy（牡 Petardia）英１勝，北米３勝，サンタアニタダービ
ー-G1，サンタカタリナＳ-G2，Hill Rise H-L。種牡馬

レースパイロット（牝 *サンデーサイレンス）２勝，ミモザ賞，フローラＳ-JPN2２着
*ハンターズマークHunter's Mark（牝 Titus Livius）北米１勝。産駒

ターゲットマシン（牡ディープインパクト）３勝，寒竹賞
ハッピーディレンマ（牝アグネスタキオン）５戦，入着。産駒
ヒプノティスト（牡 *クロフネ）３勝，アイビーＳ-OP３着

クロンヌドール（牝アグネスタキオン）５戦，入着。産駒
マッスルビーチ（牡メイショウサムソン）３勝，鳥取特別，�

【競走成績】中央２戦，兵庫�３勝，２着２回，３着２回［収得賞金 \1,065,000］

【繁殖成績】
2012 マイティブロウ（騸 鹿 *エンパイアメーカー）３戦
13 グアディアーナ（牝 鹿 *ハービンジャー）４戦
14 アッコルド（牡 鹿トランセンド）石川�５勝，兵庫�１勝，�
15 不受胎（アドマイヤオーラ）
16 不受胎（*パイロ）
17 ディアシオドージア（牡 栗カレンブラックヒル）１戦，東海�１戦，�
18 ワールドヒーロー（牡 鹿ワールドエース）未出走
19 （牡 鹿 パドトロワ）
20 （牡 栗 *ラニ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 627



28 2020ジェイエス繁殖セール T0272‐56

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 クエルクス

厩舎番号№28 クエルクス Quercus

矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 ℡0146（42）1983

2008年生
（12歳）
黒鹿毛
（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellフジキセキ

�
�
Le Fabuleux

*ミルレーサー青鹿 1992 Marston's Mill

�
�
�

ダルシャーン �
�
Shirley Heights

Darshaan
Delsy

*ダイアゴネル ダンスオブリーヴス �
�
Sadler's Wells

Dance of Leaves鹿 2000 Fall Aspen（4）

【サトノクラウンを受胎（販売申込時）最終種付２月24日】

父フジキセキは千歳産，最優秀２歳牡馬，４戦全勝，朝日杯３歳Ｓ-JPN1，弥生賞
-JPN2。主な産駒（ＢＭＳ）：サウンドトゥルー（チャンピオンズＣ-G1，東京大賞典-G1），ホ
ワイトフーガ（ＪＢＣレディスクラシック-JPN1２回），ヨウセイ（ＭＲＣ1000ギニー-G1），カ
ーマディック（ＡＴＣドンカスターマイル-G1），ルミア（ケイプフィリーズ ギニー-G1），ユア
ソング（ＢＲＣ ＢＴＣカップ-G1），アリゼオ（毎日王冠-G2，スプリングＳ-G2）

母 *ダイアゴネル Diagonale（00 Darshaan）愛国産，仏１勝。産駒
スタリア（牝 鹿 *アルカセット）１勝。産駒

エオリア（牝 *ストリートセンス）４勝，浜名湖特別，�
ハートウォーミング（牝 ハーツクライ）１勝，胎内川特別，�

シアフォース（牡 鹿 Motivator）１勝
祖母ダンスオブリーヴズ Dance of Leaves（87 Sadler's Wells）不出走。産駒

メダーリー Medaaly（牡 Highest Honor）英３勝，レーシング ポストトロフィー
-G1。種牡馬

チャーンウッドフォレスト Charnwood Forest（牡 *ウォーニング）英４勝，クイー
ンアンＳ-G2，チャレンジＳ-G2，サセックスＳ-G1２着。種牡馬

ダンス デコール Danse d'Ecole（牝 Daylami）仏３勝，Derby de l'Ouest-L２着
ドバイフォール Dubai Fall（牝 Mr. Prospector）北米１勝，Serena's Song S２着
デザイヤード Desired（牝 Rainbow Quest）不出走。ディシデラータム Desidera-

tum（牡 Darshaan：リス賞-G3），ポエトローリエイト Poet Laureate（騸
Highest Honor：Prix de Reux -L）の母，ハーティリー Heartily（牝
Dubawi：Grosser Preis Jungheinrich Gabelstapler-L）の祖母

ガルフブリーズ Gulf Breeze（牝 Dubai Destination）不出走。フレネ Fresnaye
（牝 Western Winter：ヴィクトレスＳ-G3）の母

*オータムメロディー Autumn Melody（牝 Kingmambo）英３戦。ジョヴァンニ（牡ア
ドマイヤムーン：霜月Ｓ-L，栗東Ｓ-L３着）の母

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \7,000,000］

【繁殖成績】
2013 ジューンマドレーヌ（牝 鹿 *クロフネ）兵庫�１勝
14 シバノウィング（牡 栗 *バトルプラン）南関東�４戦
15 ワールドカフェ（騸 栗 *ヘニーヒューズ）７戦
16 ローゼンクリーガー（牝 青 *ノヴェリスト）２勝，秋明菊賞（芝1400ｍ），ダリア賞

-OP２着，ファルコンＳ-G3３着，�
17 ゴールドオーク（牝 青鹿エイシンフラッシュ）入着
18 ハヌマーン（牡 青鹿 *ダノンレジェンド）入着，�
19 （牝 鹿ワールドエース）
20 不受胎（*シャンハイボビー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 628
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 ダンツクレイオー

厩舎番号№29 ダンツクレイオー Dantsu Kleio

山元 哲二＝鹿児島県鹿児島市 ℡099（253）9525（飼養者＝ヤマダステーブル）

2015年生
（５歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

*キングズベスト
Allegretta

*ワークフォース ソヴィエトムーン �
�
Sadler's Wells

Soviet Moon鹿 2007 Eva Luna

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスハーツクライ アイリッシュダンスステラプラド

�
�
Alydar

*ステラマドリッド栗 2008 My Juliet（6）

【未供用】

父*ワークフォース Workforce は英国産，全欧３歳牡馬チャンピオン，英仏４勝，英ダ
ービー-G1，凱旋門賞-G1，ブリガディアジェラードＳ-G3。父として，メイショウケイメイ（紅
梅Ｓ-L），アトミックフォース（新潟大賞典-G3２着），アドマイヤウイナー（青葉賞-G2３着，
札幌２歳Ｓ-G3３着），ゴールドケープ（フィリーズレビュー-G2３着），ダイワダッチェス（フ
ェアリーＳ-G3３着），ディバインフォース（菊花賞-G1４着）を出す

母ステラプラド（08 ハーツクライ）岩手�入着。産駒
スパツィアーレ（牝 黒鹿 *シンボリクリスエス）１勝
フォルナシス（牡 栗 *タートルボウル）入着，南関東�７勝
アイゴットイット（牡 栗 *フレンチデピュティ）石川�４勝，�

祖母 *ステラマドリッド Stella Madrid（87 Alydar）米国産，北米６勝，フリゼットＳ
-G1，スピナウェイＳ-G1，エイコーンＳ-G1，メイトロンＳ-G1，Bridgework S，プ
ライアリスＳ-G2２着，Prima Donna S-L２着，ＢＣジュヴェナイル フィリーズ
-G1３着，マザーグースＳ-G1３着。産駒

ダイヤモンドビコー（牝 *サンデーサイレンス）最優秀古牝馬，７勝，阪神牝馬Ｓ
-JPN2，ローズＳ-JPN2，府中牝馬Ｓ-JPN3，中山牝馬Ｓ-JPN3，エーデル
ワイスＳ，エリザベス女王杯-JPN1２着

*アイルドフランス Isle de France（牝 Nureyev）仏３勝，ミネルヴ賞-G3，Prix
Saint-Yorre-L，北米３勝，ヒルズボローＨ-G3。産駒

*スターアイル（牝 *ロックオブジブラルタル）２勝。ミッキーアイル（牡 ディープ
インパクト：マイルチャンピオンシップ-G1，ＮＨＫマイルＣ-G1）の母

アステリックス（牝 ネオユニヴァース）１戦。アエロリット（牝 *クロフネ：ＮＨＫ
マイルＣ-G1，毎日王冠-G2），アカリ Akari（牝 *スニッツェル：VRC
Desirable S-L）の母

リファインメントRefinement（牝 Seattle Slew）北米２戦。産駒
*ライラックスアンドレース Lilacs and Lace（牝 Flower Alley）北米３勝，ア

シュランドＳ-G1。ラッキーライラック（牝 オルフェーヴル：最優秀２
歳牝馬，大阪杯-G1，エリザベス女王杯-G1）の母

ソシアル サヴィー Social Savvy（牝 Deputy Minister）北米２戦。ステラ マ
ーク Stella Mark（騸 Benchmark：Tiznow S）の母

ステラマリス（牝 *サンデーサイレンス）不出走。産駒
バーナードループ（牡ロードカナロア）２勝，兵庫�１勝，兵庫チャンピオンシ

ップ-JPN2，�
エアラグドール（牝 Storm Cat）不出走。産駒

エアジンクス（牝スペシャルウィーク）３戦。�クレイジーアクセル（牝 *ロージ
ズインメイ：クイーン賞-JPN3）の祖母

【競走成績】中央１勝，２着３回［収得賞金 \16,530,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 629



30 2020ジェイエス繁殖セール T0060‐59

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 インタールナ

厩舎番号№30 インタールナ Interlunar

横山 浩司＝浦河町荻伏町 ℡0146（25）2174

2009年生
（11歳）
青毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellディープインパクト

�
�
Alzao

*ウインドインハーヘア鹿 2002 Burghclere

�
�
�

ザフォニック �
�
Gone West

Zafonic
Zaizafon

*インターラプション インターミッション �
�
Stage Door Johnny

Intermission栗 1995 Peace（1）

【レーヴミストラルを種付けして不受胎（販売申込時）】

父ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ
-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：キセキ（菊花賞-G1，ジャパン
Ｃ-G1２着），ファンタジスト（京王杯２歳Ｓ-G2，小倉２歳Ｓ-G3），ブラヴァス（新潟記念
-G3），ラストドラフト（京成杯-G3），ハッピーアワー（ファルコンＳ-G3）。父として，ジェンティ
ルドンナ（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（ダービー-G1）を出す

母 *インターラプション Interruption（95 Zafonic）英国産，不出走。産駒
マッチ ファスター Much Faster（牝 *ファスリエフ）仏４勝，ロベール パパン賞

-G2，ボワ賞-G3，Prix La Fleche-L，モルニ賞-G1２着。産駒
シュガー フリー Sugar Free（牝 Oasis Dream）愛１勝，フライング ファイヴ

-G3３着，バリオーガンＳ-G3４着，英１勝，Land O'Burns Fillies'
S-L

ハイトゥエルヴ High Twelve（騸 Montjeu）英３勝，ロイヤルロッジＳ-G2４
着

トーセンアーチャー（牡 鹿 Barathea）５勝，観月橋Ｓ，上賀茂Ｓ，トパーズＳ-L３
着，マーチＳ-G3４着，平安Ｓ-G3５着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-JPN3５
着，南関東�入着，京成盃グランドマイラーズ２着，サンタアニタトロフィー
４着，韓国１勝，SBS Korea-Japan Goodwill Cup

ファストワーカー（牡 栃栗 ネオユニヴァース）２勝
祖母インターミッション Intermission（73 Stage Door Johnny）英３勝，Irish

Sweeps Cambridgeshire H-L，チェシャーオークス-G3４着。産駒
インターヴァル Interval（牝 Habitat）英仏４勝，モーリスドギース賞-G2。コン

ティネント Continent（騸 Lake Coniston：ジュライＣ-G1），ザンベージ
サン Zambezi Sun（牡 Dansili：パリ大賞典-G1）の祖母

インテリム Interim（牝 Sadler's Wells）英・北米５勝，ラプレヴォワイヤントＨ
-G2，リヴァーシティーズＢＣＳ-G3。ミッドシップス Midships（牡 Miz-
zen Mast：チャールズウィッティンガム記念Ｈ-G1）の母，テミダ Temida
（牝 Oratorio：バイエルン大賞典-G1）の祖母

【競走成績】中央１戦

【繁殖成績】
2014 不受胎（*ファルブラヴ）
15 ペイシャルナ（牝 黒鹿 *タートルボウル）石川�１勝，東海�６勝，�
16 サスガハシャチョウ（牡 芦 *クロフネ）３戦，兵庫�１戦，�
17 不受胎（*ヘニーヒューズ）
18 ワイエスファイター（牡 栗 *バゴ）東海�入着，�
19 （牝 鹿 *モンテロッソ）
20 （牝 鹿ミッキーロケット）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 630
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 パレスダイヤモンド

厩舎番号№31 パレスダイヤモンド Palace Diamond

レジェンドファーム＝新冠町古岸 ℡090（5220）5522

2005年生
（15歳）
栗毛

（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

シルヴァーホーク �
�
Roberto

Silver Hawk
Gris Vitesse

*グラスワンダー アメリフローラ �
�
Danzig

Ameriflora栗 1995 Graceful Touch

�
�
�

�
�
Princely Gift

*テスコボーイ
Suncourtエリモシューテング

�
�
Vaguely Noble

*デプグリーフ黒鹿 1984 *デプス（9）

【*サンダースノーを種付けして不受胎（販売申込時）】

父*グラスワンダーは米国産，最優秀２歳牡馬，９勝，有馬記念-JPN1（２回），朝日杯
３歳Ｓ-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：メイショウマンボ（オークス-G1，秋華賞-G1，エリザベス
女王杯-G1），ヤマカツエース（金鯱賞-G2２回，ニュージーランドＴ-G2，中山金杯-G3，
福島記念-G3），ダイアナヘイロー（阪神Ｃ-G2，阪急杯-G3，北九州記念-G3），マイネル
フロスト（毎日杯-G3），アリンナ（葵Ｓ-L），オーヴァルエース（ヒヤシンスＳ-L）

母エリモシューテング（84 *テスコボーイ）２勝，忘れな草賞-OP（芝2000ｍ）。産駒
エリモシック（牝 青鹿 *ダンシングブレーヴ）４勝，エリザベス女王杯-JPN1，秋華

賞-JPN1２着，札幌記念-JPN2２着，４歳牝馬特別�-JPN2３着
エリモピクシー（牝 鹿 *ダンシングブレーヴ）７勝，ファイナルＳ-L，京都牝馬Ｓ

-JPN3３着，福島牝馬Ｓ-JPN3３着，愛知杯-JPN3３着。産駒
レッドアリオン（騸アグネスタキオン）７勝，マイラーズＣ-G2，関屋記念-G3，

ニューイヤーＳ-L，ニュージーランドＴ-G2２着
リディル（牡アグネスタキオン）５勝，スワンＳ-G2，デイリー杯２歳Ｓ-JPN2
クラレント（牡ダンスインザダーク）７勝，デイリー杯２歳Ｓ-G2，富士Ｓ-G3，

東京新聞杯-G3，エプソムＣ-G3，関屋記念-G3，京成杯オータムＨ
-G3

サトノルパン（牡ディープインパクト）５勝，京阪杯-G3，スワンＳ-G2２着
レッドアヴァンセ（牝ディープインパクト）４勝，エルフィンＳ-OP，ユートピアＳ，

三面川特別，阪神牝馬Ｓ-G2２着，ヴィクトリアマイル-G1３着
レッドオルガ（牝ディープインパクト）５勝，湘南Ｓ，東京新聞杯-G3２着
レッドヴェイロン（牡 キングカメハメハ）４勝，紅葉Ｓ，鷹巣山特別，キャピタル

Ｓ-L２着，ＮＨＫマイルＣ-G1３着，アーリントンＣ-G3３着，�
ディーエスハリアー（牡 鹿 *コマンダーインチーフ）３勝，プリンシパルＳ-L３着

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2010 不受胎（*ホワイトマズル）
11 ディーエススワット（牡 栗 *パイロ）４戦
12 ジェム（牝 青鹿 *パイロ）２戦
13 不受胎（マツリダゴッホ）
14 アメイジングギフト（牝 鹿 *ハービンジャー）２戦
15 （牝 栗アドマイヤムーン）
16 ユニバーサリティ（牡 栗 ネオユニヴァース）佐賀�入着，�
17 不受胎（ネオユニヴァース）
18 ウィッシュスター（牝 栗 ネオユニヴァース）未出走
19 （牡 栗ジャスタウェイ）
20 不受胎（エイシンヒカリ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 631
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 アイアムカミノマゴ

厩舎番号№32 アイアムカミノマゴ I Am Kamino Mago

ワイズマン＝東京都港区 ℡01456（2）1545（飼養者＝坂東牧場）

2006年生
（14歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellアグネスタキオン

�
�
*ロイヤルスキーアグネスフローラ栗 1998 アグネスレディー

�
�
�

ダンチヒコネクション �
�
Danzig

Danzig Connection
Gdynia

*アイアムザウィナー
�
�
Mr. Prospector

*ブルージーンベイビー黒鹿 1993 Jones Time Machine（14）

【*ドレフォンを受胎（販売申込時）最終種付４月17日】

父アグネスタキオンは千歳産，４戦全勝，皐月賞-JPN1，弥生賞-JPN2。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ノンコノユメ（フェブラリーＳ-G1，ジャパンダートダ
ービー-JPN1），ワイドファラオ（かしわ記念-JPN1），アクティブミノル（セントウルＳ-G2），カ
ラクレナイ（フィリーズレビュー-G2），ジューヌエコール（デイリー杯２歳Ｓ-G2），レーヌブラ
ンシュ（関東オークス-JPN2），エイティーンガール（キーンランドＣ-G3）

母 *アイアムザウィナー（93 Danzig Connection）米国産，３勝，利根川特別（Ｄ1200
ｍ），葵Ｓ-OP２着，福島３歳Ｓ-OP３着，吾妻小富士オープン-OP３着，フェ
アリーＳ-JPN3４着，クリスタルＣ-JPN3５着。産駒

アイアムカミノマゴ（牝 鹿アグネスタキオン）本馬
アイアムアクトレス（牝 鹿 アグネスタキオン）４勝，ユニコーンＳ-G3，昇竜Ｓ

-OP，南関東�入着，スパーキングレディーＣ-JPN3３着
アイアムエンジェル（牝 鹿 *ボストンハーバー）２勝，ファルコンＳ-JPN3２着，函館

２歳Ｓ-JPN3４着，北海道�入着，エーデルワイス賞-JPN3２着
アイアムツヨシ（牡 鹿タヤスツヨシ）３勝，オキザリス賞，京王杯２歳Ｓ-JPN2３着，

ホープフルＳ-OP３着，シンザン記念-JPN3４着
アイアムアドーター（牝 鹿 *デヒア）４勝。産駒
ダノンシーザー（牡ディープインパクト）３勝，舞子特別，白藤賞，障１勝
アイアムネフライト（牝アグネスタキオン）２勝，飛竜特別

祖母 *ブルージーンベイビー Blue Jean Baby（85 Mr. Prospector）米国産，北米５
勝，ソロリティＳ-G2，Crowning Glory S，Colleen S

【競走成績】中央４勝，阪神牝馬Ｓ-G2（芝1400ｍ），オーロＣ-L（芝1400ｍ），フィリーズ
レビュー-JPN2２着，オパールＳ-OP３着，２着２回，３着１回
［収得賞金 \127,396,000］

【繁殖成績】
2012 （牡 黒鹿キングカメハメハ）
13 ダノンフェイス（牡 黒鹿キングカメハメハ）６勝，すばるＳ-L（Ｄ1400ｍ），霜月

Ｓ-L（Ｄ1400ｍ），昇竜Ｓ-OP（Ｄ1400ｍ），テレビ静岡賞（Ｄ1400ｍ），
小金井特別（Ｄ1400ｍ），武蔵野Ｓ-G3３着，根岸Ｓ-G3４着，南関東
�入着，ジャパンダートダービー-JPN1５着，�

14 アイアムノーブル（牡 鹿 *ワークフォース）１勝
15 アイアムガンバレヨ（牡 栗キングカメハメハ）２戦
16 アイアムピッカピカ（牝 黒鹿ロードカナロア）２勝，�
17 アイアムイチリュウ（牡 黒鹿 ルーラーシップ）１勝，�
18 アイアムカガヤキ（牝 黒鹿モーリス）未出走
19 （牡 鹿ロードカナロア）
20 （牝 栗ミッキーアイル）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 632



33 2020ジェイエス繁殖セール T0590‐11

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 アイアムキャツアイ

厩舎番号№33 アイアムキャツアイ I Am Cat's Eye

ワイズマン＝東京都港区 ℡01456（2）1545（飼養者＝坂東牧場）

2014年生
（６歳）
黒鹿毛
（平取産）

�
�
�
�

�
�
�

フラワーアリー �
�
Distorted Humor

Flower Alley *プリンセスオリビア
*アイルハヴアナザー アーチズギャルイーディス �

�
Arch

Arch's Gal Edith栗 2009 Force Five Gal

�
�
�

�
�
*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イアムアクトレス

�
�
Danzig Connection

*アイアムザウィナー鹿 2008 *ブルージーンベイビー（14）

【*シニスターミニスターを受胎（販売申込時）最終種付６月１日】

父*アイルハヴアナザー I'll Have Another は米国産，米３歳牡馬チャンピオン，北米
５勝，ケンタッキーダービー-G1，プリークネスＳ-G1，サンタアニタダービー-G1。父とし
て，アナザートゥルース（ダイオライト記念-JPN2），マイネルサーパス（福島民報杯-L，ラジ
オＮＩＫＫＥＩ賞-G3２着），マイネルユキツバキ（福島民友Ｃ-L），ウインジェルベーラ
（函館２歳Ｓ-G3２着），メイショウワザシ（シリウスＳ-G3３着）を出す

母アイアムアクトレス（08 アグネスタキオン）４勝，ユニコーンＳ-G3（Ｄ1600ｍ），昇竜
Ｓ-OP（Ｄ1400ｍ），南関東�入着，スパーキングレディーＣ-JPN3３着，マリー
ンＣ-JPN3５着。産駒

アイアムイチオシ（牡 鹿 *ヘニーヒューズ）１勝，�
アイアムビクトリア（牝 栗オルフェーヴル）岩手�２勝，�

祖母 *アイアムザウィナー（93 Danzig Connection）米国産，３勝，利根川特別，葵Ｓ
-OP２着，福島３歳Ｓ-OP３着，吾妻小富士オープン-OP３着，フェアリーＳ
-JPN3４着，クリスタルＣ-JPN3５着。産駒

アイアムカミノマゴ（牝アグネスタキオン）４勝，阪神牝馬Ｓ-G2，オーロＣ-L，フィ
リーズレビュー-JPN2２着，オパールＳ-OP３着。産駒

ダノンフェイス（牡 キングカメハメハ）６勝，すばるＳ-L，霜月Ｓ-L，昇竜Ｓ
-OP，テレビ静岡賞，小金井特別，武蔵野Ｓ-G3３着，根岸Ｓ-G3４
着，南関東�入着，ジャパンダートダービー-JPN1５着，�

アイアムエンジェル（牝 *ボストンハーバー）２勝，ファルコンＳ-JPN3２着，函館２
歳Ｓ-JPN3４着，北海道�入着，エーデルワイス賞-JPN3２着

アイアムツヨシ（牡タヤスツヨシ）３勝，オキザリス賞，京王杯２歳Ｓ-JPN2３着，ホ
ープフルＳ-OP３着，シンザン記念-JPN3４着

アイアムアドーター（牝 *デヒア）４勝。産駒
ダノンシーザー（牡ディープインパクト）３勝，舞子特別，白藤賞，障１勝
アイアムネフライト（牝アグネスタキオン）２勝，飛竜特別

三代母 *ブルージーンベイビー Blue Jean Baby（85 Mr. Prospector）米国産，北米
５勝，ソロリティＳ-G2，Crowning Glory S，Colleen S，ランダルーシＳ-G3２
着，オークリーフＳ-G1４着。産駒

デニム イェネム Denim Yenem：北米６勝，Autumn Days H-L，CERF S-L
ディキシーランドブルーズ Dixieland Blues：北米入着。ライムハウス Limehouse

（ハッチスンＳ-G2，ブルックリンＨ-G2，タンパ ベイダービー-G3），ブルー
ズ アンドロイヤルズ Blues and Royals（ＵＡＥダービー-G2）の母

【競走成績】中央２勝，２着３回，３着１回，南関東�入着，２着１回
［収得賞金 \32,250,000］

【繁殖成績】
2020 生後直死（*シニスターミニスター）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 633



34 2020ジェイエス繁殖セール T0539‐06

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ブランカ

厩舎番号№34 ブランカ Berangkat

ハクレイファーム＝新冠町緑丘 ℡0146（47）1051

2013年生
（７歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellディープインパクト

�
�
Alzao

*ウインドインハーヘア鹿 2002 Burghclere

�
�
�

�
�
*カンパラ

*トニービン
Severn Bridgeスプリングチケット

�
�
マルゼンスキーカズミハルコマ黒鹿 1997 センシュータカラ（13）

*フォルカー系

【*カリフォルニアクロームを受胎（販売申込時）最終種付４月29日】

父ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ
-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：キセキ（菊花賞-G1，ジャパン
Ｃ-G1２着），ファンタジスト（京王杯２歳Ｓ-G2，小倉２歳Ｓ-G3），ブラヴァス（新潟記念
-G3），ラストドラフト（京成杯-G3），ハッピーアワー（ファルコンＳ-G3）。父として，ジェンティ
ルドンナ（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（ダービー-G1）を出す

母スプリングチケット（97 *トニービン）６勝，オークランドＲＣＴ（芝2200ｍ），サマーＳ
（芝1800ｍ），九州スポーツ杯（芝2000ｍ），北野特別（芝1800ｍ），対馬特別
（芝1800ｍ）。産駒

カレンチャン（牝 芦 *クロフネ）最優秀短距離馬，最優秀古牝馬，９勝，スプリンタ
ーズＳ-G1，同２着，高松宮記念-G1，阪神牝馬Ｓ-G2，函館スプリントＳ
-G3，キーンランドＣ-G3，山城Ｓ，潮騒特別，萌黄賞，葵Ｓ-L２着，セント
ウルＳ-G2４着，オーシャンＳ-G3４着。産駒

カレンモエ（牝ロードカナロア）３勝，紫川特別，�
カレンヒメ（牝ダノンシャンティ）１勝，�

スプリングソング（牡 青鹿 サクラバクシンオー）６勝，京阪杯-G3，同３着，京洛
Ｓ-OP，橘Ｓ-OP，長岡京Ｓ，オーストラリアＴ-L２着，セントウルＳ-G2３
着，阪神Ｃ-JPN2４着，阪急杯-G3４着

カレンカカ（牡 芦 *クロフネ）４勝，南関東�１勝，�
プランタンビジュー（牝 鹿ダイワメジャー）２勝
カレンシェリーメイ（牝 鹿ディープインパクト）１勝
アーリースプリング（牝 黒鹿 *クロフネ）入着。産駒

テリオスベル（牝キズナ）１勝，�
スプリングフェスタ（牝 黒鹿 ゼンノロブロイ）５戦。産駒

エンパイアミライ（牡 *エンパイアメーカー）２勝，南関東�２勝，�
シュバルツイェガー（牡 *マジェスティックウォリアー）１勝，�
サンライズチャージ（牡 *クロフネ）東海�１勝，石川�１勝，�

祖母カズミハルコマ（84 マルゼンスキー）４勝，初雛賞，春蘭賞-OP３着。産駒
タケミカヅチ（牡ゴールドアリュール）２勝，ダービー卿チャレンジＴ-G3，皐月賞

-JPN1２着，デイリー杯２歳Ｓ-JPN2２着，共同通信杯-JPN3２着，東風
Ｓ-L２着，弥生賞-JPN2３着，師走Ｓ-OP３着，シンザン記念-JPN3４着，
京王杯スプリングＣ-G2５着，東京スポーツ杯２歳Ｓ-JPN3５着

【競走成績】中央４戦，入着［収得賞金 \1,100,000］

【繁殖成績】
2018 トレヴィス（牡 鹿 *ハービンジャー）未出走
19 （牡 鹿ストロングリターン）
20 （牝 鹿 *ドレフォン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 634



35 2020ジェイエス繁殖セール T0189‐25

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 チルノ

厩舎番号№35 *チルノChillno（GB）

ハクレイファーム＝新冠町緑丘 ℡0146（47）1051

2016年生
（４歳）
芦毛

（英国産）

�
�
�
�

キングマン �
�
�

インヴィンシブルスピリット �
�
Green Desert

Invincible Spirit
Rafha

Kingman ゼンダ �
�
Zamindar

Zenda鹿 2011 Hope

チル �
�
�

ヴェルグラ �
�
Highest Honor

Verglas
Rahaam

Chill カリセア �
�
Marju

Calithea芦 2004 Queen Caroline（3）

【シルバーステートを受胎（販売申込時）最終種付２月26日】

父キングマン Kingman は英国産，全欧年度代表馬，英愛仏７勝，愛2000ギニー-G1，
ジャックルマロワ賞-G1，セントジェイムズ パレスＳ-G1。父として，パーシャン キング（仏
2000ギニー-G1，イスパーン賞-G1，ムーランドロンシャン賞-G1），パレスピア（ジャック
ルマロワ賞-G1，セントジェイムズ パレスＳ-G1），フィアレスキング（独2000ギニー-G2），
ヘッドマン（ギヨームドルナーノ賞-G2），ケイリスク（コヴェントリーＳ-G2）を出す

母チル Chill（04 Verglas）仏４勝，Prix Finlande-L（芝1850ｍ），クレオパトル賞-G3２
着，ロワイヨモン賞-G3４着。産駒

チルダ Childa（牝 Duke of Marmalade）仏３勝，Prix Rose de Mai -L，Prix
Joubert-L２着，コンセイユドパリ賞-G2３着。産駒

チリアン Chilean（牡 Iffraaj）英仏３勝，ラフォルス賞-G3，Ascendant S-L，ク
ラシックトライアル-G3４着，プランスドランジュ賞-G3４着

リャニタ Llanita（牝 *ロックオブジブラルタル）北米１勝，Chelsey Flower S２着，ミ
スグリロＳ-G3４着，仏入着，Prix Six Perfections-L２着

ヴィリドリクス Viridorix（牡 Dawn Approach）仏３勝，Prix Vulcain-L３着
祖母カリセア Calithea（97 Marju）英愛５戦。産駒
レムス デ ラトゥール Remus de la Tour（牡 Stormy River）仏７勝，リス賞

-G3，Coupe des Trois Ans-L，シャンティイ大賞典-G2３着，エドゥヴィル
賞-G3３着，Prix de la Porte de Madrid-L３着，ニエル賞-G2４着

レイディズアートLady's Art（牝 Verglas）英１勝。産駒
ヤキマ Yakima（牝 Dutch Art）伊４勝，Premio Eupili-L３着

三代母クイーンキャロライン Queen Caroline（89 Chief's Crown）英入着。産駒
ブラックヒースBlackheath：英13勝

四代母ファーガーズグローリー Fager's Glory（76 Mr. Prospector）不出走。産駒
グローリーフォーエヴァー Glory Forever：英仏２勝，トーマスブライアン賞-G3，

Easter S-L２着，仏2000ギニー-G1３着，コヴェントリーＳ-G3４着
グロリアスリーズン Glorious Reason：北米４勝，Big Moe S。バンディドセクレ

ト Bandido Secreto（共和国大統領大賞典-G1）の祖母
ラハーム Rahaam：英１勝。ハーフウェイトゥ ヘヴン Halfway To Heaven（愛

1000ギニー-G1）の祖母，マジカル Magical（愛チャンピオンＳ-G1，英チ
ャンピオンＳ-G1），*ロードデンドロン Rhododendron（フィリーズ マイル
-G1），*フォトコール Photo Call（ファーストレイディＳ-G1）の三代母

*ファーガーズプロスペクトFager's Prospect：北米１勝。ヌーヴォレコルト（オーク
ス-G1，中山記念-G2，ローズＳ-G2）の祖母

【競走成績】中央入着，２着１回，３着２回，岩手�２戦［収得賞金 \5,100,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 635



36 2020ジェイエス繁殖セール T0919‐51

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 パチュリー

厩舎番号№36 パチュリー Patchouli

ハクレイファーム＝新冠町緑丘 ℡0146（47）1051

2015年生
（５歳）
鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスフジキセキ *ミルレーサー

*キンシャサノキセキ
�
�
Pleasant Colony

*ケルトシャーン鹿 2003 Featherhill

�
�
�

�
�
*トライマイベスト

*ラストタイクーン
Mill Princessスーリア

�
�
トウショウボーイメイショウコマチ鹿 1999 サツキテンザン（22）

*種道系

【サトノクラウンを受胎（販売申込時）最終種付４月16日】

父*キンシャサノキセキは豪州産，最優秀短距離馬，12勝，高松宮記念-G1（２回），阪
神Ｃ-G2（２回）。父として，ガロアクリーク（スプリングＳ-G2），ルフトシュトローム（ニュージ
ーランドＴ-G2），シュウジ（阪神Ｃ-G2），モンドキャンノ（京王杯２歳Ｓ-G2），サクセスエ
ナジー（さきたま杯-JPN2），ベルーガ（ファンタジーＳ-G3），カシアス（函館２歳Ｓ-G3），ヒ
ラボクラターシュ（佐賀記念-JPN3），ブルベアイリーデ（オアシスＳ-L）を出す

母スーリア（99 *ラストタイクーン）１勝。産駒
プレスティージオ（牡 栗 *カジノドライヴ）５勝，鳴門Ｓ，御影Ｓ，香嵐渓特別，ヤマ

ボウシ賞，福島民友Ｃ-L２着，ベテルギウスＳ-L３着，大沼Ｓ-L３着，�
アイディンパワー（牡 鹿ニューイングランド）４勝，小千谷特別，南関東�１勝，アフ

ター５スター賞２着，習志野きらっとスプリント３着，同５着，東京スプリン
ト-JPN3４着，東京盃-JPN2５着，マイルグランプリ５着，川崎マイラーズ５
着，岩手�入着，クラスターＣ-JPN3５着，岩鷲賞５着

ヴィクタープライム（牡 青鹿 *マイネルラヴ）３勝，皆生特別，雪うさぎ賞
アイディンビュー（牝 鹿 バブルガムフェロー）１勝，石川�２勝，南関東�４勝
フェスティヴスーリ（牡 黒鹿キズナ）１勝，�
アイディンラヴ（牝 鹿 *マイネルラヴ）入着，南関東�４勝
ファイトプラス（牡 栗ディープブリランテ）石川�４勝，東海�１勝，兵庫�１勝，�
アイディンマリー（牝 鹿ミラクルアドマイヤ）石川�２勝，岩手�３勝

祖母メイショウコマチ（83トウショウボーイ）２勝。産駒
メイショウサツキ（牝メイショウホムラ）北海道�６勝

三代母サツキテンザン（68 *ボウプリンス）２戦，入着。産駒
マルタカテンザン：３勝，アマリリス賞
フィリップキング：１勝
ハナコサン：不出走。産駒
ゴールドロビン：３勝，阿武隈特別。種牡馬

四代母クサブエ（58 *ヒンドスタン）３勝，障５勝，東京障害特別，障害特ハン。産駒
ニットウドレーク：４戦，入着。産駒

ダイゴウリュウ：４勝，筑波山特別，秩父特別，小野川湖特別，ＮＨＫ杯-JPN2
３着

五代母ミチギク（45 月友）４勝，オークス５着，障４勝。産駒
コスモポリタン：４勝
ヤマシロ：１勝，障３勝，障害特別。産駒
ヤマコット：５勝

【競走成績】中央入着，３着２回，南関東�１勝，２着１回［収得賞金 \6,470,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 636



37 2020ジェイエス繁殖セール T0177‐35

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 アイスグレー

厩舎番号№37 アイスグレー Ice Gray

ハシモトファーム＝新冠町東泊津 ℡090（1643）4452

2014年生
（６歳）
芦毛

（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Roberto

*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

�
�
�

�
�
*フレンチデピュティ

*クロフネ *ブルーアヴェニューママズディッシュ
�
�
*サンデーサイレンスシラユキヒメ芦 2007 *ウェイブウインド（2）

【*モーニンを受胎（販売申込時）最終種付３月18日】

父フリオーソは新冠産，ＮＡＲ年度代表馬（４回），南関東�11勝，帝王賞-JPN1（２
回），ジャパンダートダービー-JPN1，川崎記念-JPN1。父として，ヒカリオーソ（南関東・東京
ダービー，川崎記念-JPN1２着），テルペリオン（仁川Ｓ-L，マーキュリーＣ-JPN3３着），バ
リスコア（兵庫ジュニアグランプリ-JPN2３着），タイキフェルヴール（ヒヤシンスＳ-L２着），
ホーリーブレイズ（ＢＳＮ賞-L３着），エイコーン（東京大賞典-G1５着）を出す

母ママズディッシュ（07 *クロフネ）入着。産駒
カスミポップコーン（牡 芦 *ベーカバド）入着，東海�７勝
ムーンアンドスター（牡 芦アドマイヤコジーン）東海�１勝

祖母シラユキヒメ（96 *サンデーサイレンス）入着。産駒
ユキチャン（牝 *クロフネ）２勝，ミモザ賞，南関東�１勝，関東オークス-JPN2，Ｔ

ＣＫ女王盃-JPN3２着，クイーン賞-JPN3２着，ＮＡＲ最優秀牝馬，南関
東�２勝，ＴＣＫ女王盃-JPN3，クイーン賞-JPN3，マリーンＣ-JPN3３着，
ＴＣＫディスタフ３着。産駒

シロインジャー（牝 *ハービンジャー）入着。産駒
メイケイエール（牝ミッキーアイル）２勝，小倉２歳Ｓ-G3，�

ハウナニ（牝ロードカナロア）２勝，�
マイヨブラン（牡 *ヨハネスブルグ）１勝，�

マシュマロ（牝 *クロフネ）２勝，南関東�入着，関東オークス-JPN2４着。産駒
ハヤヤッコ（牡 キングカメハメハ）３勝，レパードＳ-G3，ポルックスＳ-OP２

着，総武Ｓ-OP２着，ＢＳＮ賞-L３着，�
ピオノノ（牡 キングカメハメハ）１勝，北海道�入着，北海道２歳優駿-JPN3

３着，�
ブチコ（牝キングカメハメハ）４勝，上総Ｓ，ユニコーンＳ-G3５着。産駒
ソダシ（牝 *クロフネ）２勝，札幌２歳Ｓ-G3，�

シロニイ（牡キングカメハメハ）４勝，くすのき賞，�
ホワイトベッセル（牡 *クロフネ）３勝
マーブルケーキ（牝キングカメハメハ）３勝
ブッチーニ（牝キングカメハメハ）１勝，�

三代母 *ウェイブウインド Wave Wind（91 Topsider）米国産，不出走。産駒
ジェントルウインド：３勝，陣馬特別

四代母ストーム アンド サンシャイン Storm and Sunshine（83 Star de Naskra）北
米10勝，テストＳ-G2，ポストデブＳ-G3

【競走成績】中央４戦，入着，２着１回，兵庫�３勝，２着５回，３着１回
［収得賞金 \4,263,000］

【繁殖成績】
2020 （牝 鹿 *アメリカンペイトリオット）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 637



38 2020ジェイエス繁殖セール T0653‐24

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 アガペー

厩舎番号№38 アガペー Agape

ハシモトファーム＝新冠町東泊津 ℡090（1643）4452

2011年生
（９歳）
黒鹿毛
（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

クリスエス �
�
Roberto

Kris S.
Sharp Queen

*シンボリクリスエス ティーケイ �
�
Gold Meridian

Tee Kay黒鹿 1999 Tri Argo

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスフジキセキ *ミルレーサースクエアアウェイ

�
�
*パドスールスケアヘッドライン栗 1998 シャダイチャッター（19）
*レディチャッター系

【*マジェスティックウォリアーを受胎（販売申込時）最終種付３月３日】

父*シンボリクリスエスは米国産，年度代表馬（２回），８勝，有馬記念-JPN1（２回）。主
な産駒（ＢＭＳ）：レイデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），オーソリティ（青葉賞-G2），
アドミラブル（青葉賞-G2），シングウィズジョイ（フローラＳ-G2），ミスパンテール（阪神牝
馬Ｓ-G2），クイーンマンボ（レディスプレリュード-JPN2），レイエンダ（エプソムＣ-G3），アル
クトス（プロキオンＳ-G3），ローズプリンスダム（レパードＳ-G3）

母スクエアアウェイ（98フジキセキ）１勝。産駒
アリゼオ（牡 黒鹿 *シンボリクリスエス）４勝，スプリングＳ-G2，毎日王冠-G2，ホー

プフルＳ-L，共同通信杯-G3３着，皐月賞-G1５着
ドラゴンウィンズ（騸 芦 *クロフネ）１勝
テイエムヨハネス（牡 栗 *ヨハネスブルグ）１勝，東海�２勝，�

祖母スケアヘッドライン（88 *パドスール）不出走。産駒
スマートギア（牡マーベラスサンデー）５勝，中日新聞杯-G3，晩春Ｓ，野分特別，

京都大賞典-G2２着，鳴尾記念-G3２着，京都金杯-G3２着，小倉大賞
典-G3２着，金鯱賞-G2３着，小倉記念-G3３着，菊花賞-JPN1４着，障
１勝

ワンモアチャッター（牡 *ペンタイア）６勝，朝日チャレンジＣ-JPN3，遠州灘特別，
小牧特別，フィリピンＴ，小倉記念-JPN3２着，福島記念-JPN3３着（２回）

インターサクセス（牡 *アフリート）５勝，八ヶ岳特別，カトレア賞，福島３歳Ｓ-OP２
着，アイビスサマーダッシュ-JPN3４着，ニュージーランドＴ４歳Ｓ-JPN2５
着

エクストラニュース（牝 *エンドスウィープ）不出走。産駒
クラウンレガーロ（牡 *グラスワンダー）２勝，五頭連峰特別，デイリー杯２歳

Ｓ-G2２着，小倉２歳Ｓ-G3２着，若葉Ｓ-L２着。種牡馬
サザンウッド（牝 *リアルシャダイ）３勝。産駒

ヘッドミストレス（牝 *エリシオ）１勝。産駒
ヨウライフク（騸デュランダル）４勝，鹿島特別，兵庫�２勝，�

三代母シャダイチャッター（80 *ノーザンテースト）６勝，小倉記念-G3。産駒
ディスクジョッキー：１戦。ラブリーデイ（天皇賞・秋-G1）の三代母

【競走成績】中央入着［収得賞金 \1,000,000］

【繁殖成績】
2015 タイセイリベルタ（牡 黒鹿フリオーソ）不出走
16 テイエムワークオー（騸 鹿 *ワークフォース）佐賀�１勝，�
17 ジョーアドヴァンス（牡 黒鹿エイシンフラッシュ）東海�２勝，�
18 ロクネンニクミ（牡 栗フリオーソ）未出走
19 （牡 黒鹿 *アジアエクスプレス）
20 不受胎（フリオーソ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 638



39 2020ジェイエス繁殖セール T0401‐58

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 エイシンガイア

厩舎番号№39 エイシンガイア A Shin Gaia

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（28）1527（飼養者＝草薙 利昭）

2012年生
（８歳）
鹿毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

ダンシリ �
�
*デインヒル

Dansili
Hasili

*ハービンジャー ペナン パール �
�
Bering

Penang Pearl鹿 2006 Guapa

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスアグネスタキオン アグネスフローラミンティエアー

�
�
Deputy Minister

*ヒットザスポット黒鹿 2004 Perfect Example（8）

【フェノーメノを受胎（販売申込時）最終種付４月３日】

父*ハービンジャー Harbinger は英国産，英６勝，キング ジョージ六世＆クイーン エリ
ザベスＳ-G1。父として，ブラストワンピース（有馬記念-G1），ディアドラ（ナッソーＳ-G1，
秋華賞-G1），ペルシアンナイト（マイルチャンピオンシップ-G1），ノームコア（ヴィクトリアマイ
ル-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），ドレッドノータス（京都大賞典-G2），ハー
ビンマオ（関東オークス-JPN2），サマーセント（マーメイドＳ-G3）を出す

母ミンティエアー（04 アグネスタキオン）２勝，彦星賞（Ｄ1700ｍ），フローラＳ-JPN2２
着，オークス-JPN1４着。産駒

エルモンストロ（牡 鹿 ルーラーシップ）４勝，八海山Ｓ，鳴海特別，ユニコーンＳ-G3
５着，�

シャインダイアン（牝 黒鹿 *エンパイアメーカー）１勝
アビイロード（牝 鹿 *ストリートセンス）北海道�１勝

祖母 *ヒットザスポット（95 Deputy Minister）米国産，わが国で１勝。産駒
アップルアロー（牡 *トニービン）４勝，北海Ｈ，湯川特別
イアオニードル（牡スペシャルウィーク）４勝
ギャラリートーク（牝 *ブライアンズタイム）１戦，入着。産駒
フィールドシャイン（牡 サクラバクシンオー）５勝，越後Ｓ，長浜特別，京葉Ｓ

-OP２着
三代母パーフェクトイグザンプル Perfect Example（82 Far North）不出走。産駒

カルチャー ヴァルチャー Culture Vulture：仏３歳牝馬・英・伊古牝馬チャンピオ
ン，英仏伊６勝，仏1000ギニー-G1，マルセル ブサック賞-G1，フィリーズ
マイル-G1，ロウザーＳ-G2，エミリオトゥラティ賞-G2，コロネーションＳ-G1
２着，クイーンメアリーＳ-G3２着，ロッキンジＳ-G2３着

ルビーズ フロム バーマ Rubies From Burma：愛３勝，Belgrave S-L３着。アプ
ルーヴ Approve（ジムクラックＳ-G2），ケイプ オブ アプルーヴァル
Cape of Approval（Midsummer Sprint S-L）の祖母

パーフェクトリー Purrfectly：北米２勝。サンタ カタリナ Santa Catarina（ハリウッド
ＢＣオークス-G2，ケンタッキーオークス-G1２着）の母，ビービー デュ
ード B. B. Dude（Kip Deville S，Manzano S）の祖母，ボムシェル
Bombshell（Forever Together S）の曽祖母

ペルフォリア Perfolia：英４勝。ボーシャン クセルクセス Beauchamp Xerxes（On
the House S-L）の祖母

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \4,664,000］

【繁殖成績】
2018 エイシンキンバリー（牝 栗エイシンヒカリ）未出走
19 不受胎（*エイシンアポロン）
20 （牡 栗エイシンヒカリ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 639



40 2020ジェイエス繁殖セール T0266‐39

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 マロンコート

厩舎番号№40 マロンコート Marron Court

荒井ファーム＝日高町豊郷 ℡01456（7）2408

2015年生
（５歳）
栗毛

（安平産）

�
�
�
�

�
�
�

ダンシリ �
�
*デインヒル

Dansili
Hasili

*ハービンジャー ペナン パール �
�
Bering

Penang Pearl鹿 2006 Guapa

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellフローリッドコート

�
�
*トニービンスプリングコート栗 1998 サクラハゴロモ（4）
*クリアアンバー系

【種付せず】

父*ハービンジャー Harbinger は英国産，英６勝，キング ジョージ六世＆クイーン エリ
ザベスＳ-G1。父として，ブラストワンピース（有馬記念-G1），ディアドラ（ナッソーＳ-G1，
秋華賞-G1），ペルシアンナイト（マイルチャンピオンシップ-G1），ノームコア（ヴィクトリアマイ
ル-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），ドレッドノータス（京都大賞典-G2），ハー
ビンマオ（関東オークス-JPN2），サマーセント（マーメイドＳ-G3）を出す

母フローリッドコート（98 *サンデーサイレンス）入着。産駒
ミッキードリーム（牡 栗 キングカメハメハ）５勝，朝日チャレンジＣ-G3，大文字

Ｓ，三宮特別，つばき賞，中京記念-G3２着（２回），同４着，毎日杯-G3
２着，都大路Ｓ-L２着，毎日王冠-G2３着，米子Ｓ-L３着，京成杯オータ
ムＨ-G3４着

フロールデセレッソ（牝 芦 *スウェプトオーヴァーボード）３勝。産駒
ポトマックリバー（牡 *ハービンジャー）４勝，グレイトフルＳ，オリエンタル賞

アドマイヤロマン（牡 栗キングカメハメハ）１勝，岩手�４勝，�
アドマイヤウイナー（牡 芦 *クロフネ）１勝

祖母スプリングコート（91 *トニービン）４勝，ジャニュアリーＳ，北大路特別，奥尻特別，中
山牝馬Ｓ-JPN3３着，大阪杯-JPN2５着。産駒

コンドルクエスト（牡 *エルコンドルパサー）５勝，ＳＴＶ杯，ＨＴＢ賞
パーシャンブルー（牝 *サンデーサイレンス）１戦。産駒
オリオンザジャパン（騸 *クロフネ）５勝，春光Ｓ，彦星賞，ブラジルＣ-L２着，

ベテルギウスＳ-OP２着，七夕賞-G3３着
グランプリブルー（牡 *トワイニング）３勝，恵那特別
アドマイヤベルナ（牡 *ファルブラヴ）東海�２勝，中央２勝，三木特別
アルパーシャン（牡キングカメハメハ）２勝，鞍ヶ池特別

三代母サクラハゴロモ（84 *ノーザンテースト）２勝。産駒
サクラバクシンオー：最優秀短距離馬，11勝，スプリンターズＳ-JPN1（２回），スワ

ンＳ-JPN2，ダービー卿チャレンジＴ-JPN3，クリスタルＣ-JPN3。種牡馬
ラトラヴィアータ：５勝，セプテンバーＳ，苗場特別，摩耶Ｓ-OP３着。産駒

リビアーモ：６勝，オーロＣ-L，秋風Ｓ，府中牝馬Ｓ-G3４着
アルフォンシーヌ：１勝，フラワーＣ-JPN3３着
プリンセスカメリア：１勝。アルフレード（最優秀２歳牡馬，朝日杯フューチュリテ

ィＳ-G1），フィリアプーラ（フェアリーＳ-G3）の母
ロココスタイル：不出走。産駒

シーディドアラバイ：１勝。ロッカフラベイビー（スイートピーＳ-L３着）の母

【競走成績】中央５戦

【繁殖成績】
2020 （牝 鹿ロゴタイプ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 640



41 2020ジェイエス繁殖セール T0474‐35

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 コズミックレイズ

厩舎番号№41 コズミックレイズ Cosmic Rays

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2016年生
（４歳）
黒鹿毛
（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

ドバウィ �
�
Dubai Millennium

Dubawi
Zomaradah

*モンテロッソ ポルトロカ �
�
Barathea

Porto Roca鹿 2007 Antelliere

�
�
�

ドイエン �
�
Sadler's Wells

Doyen
Moon Cactus

*コズミックフレイム ザワールド �
�
Dubai Destination

The World鹿 2010 Bright Tiara（10）

【*アメリカンペイトリオットを受胎（販売申込時）最終種付２月20日】

父*モンテロッソ Monterosso は英国産，英・UAE７勝，ドバイワールドＣ-G1，キング
エドワード七世Ｓ-G2，ドバイシティオブゴールド-G2。父として，ラセット（中京記念-G3２
着），リュヌルージュ（中山牝馬Ｓ-G3２着），ビリーバー（アイビスサマーダッシュ-G3３
着），リンゾウチャネル（兵庫・楠賞），トキノパイレーツ（南関東・スパーキングサマーＣ），モ
ンテグロッソ（青葉賞-G2４着），ハトホル（フェアリーＳ-G3４着）を出す

母 *コズミックフレイム Cosmic Flame（10 Doyen）英国産，仏２勝。産駒
ソーラーフレア（牡 鹿 Shamardal）３勝，�

祖母ザワールド The World（05 Dubai Destination）仏１勝。産駒
コンカラントConquerant（騸 Dubawi）英１勝，UAE１勝
ワイルドストームWild Storm（牝 Dubawi）英２勝

三代母ブライトティアラ Bright Tiara（89 Chief's Crown）北米１勝。産駒
ポエツ ヴォイス Poet's Voice：英４勝，クイーンエリザベス二世Ｓ-G1，シャンペン

Ｓ-G2，セレブレイションマイル-G2，ソヴリンＳ-G3２着。種牡馬
*ゴールドティアラ：中央・岩手・東海�９勝，マイルチャンピオンシップ南部杯

-JPN1，プロキオンＳ-JPN3，シリウスＳ-JPN3，ユニコーンＳ-JPN3，かきつ
ばた記念-JPN3，ギャラクシーＳ-OP，フェブラリーＳ-JPN1２着。産駒

ゴールデンハインド：６勝，札幌日経オープン-L，万葉Ｓ-L
ココシュニック：３勝。ステファノス（富士Ｓ-G3，天皇賞・秋-G1２着）の母

クイーンズ パーク Queen's Park：北米４勝，Jack Hardy S。産駒
ジェムズウィックパーク Gemswick Park：北米３勝，オールド ハットＳ-G3，

テンプティドＳ-G3２着，フリゼットＳ-G1３着
クイーンズ カレッジ Queen's College：北米１勝，Shady Well S２着。ラッキ

ーオールマイライフ Luckyallmylife（Holiday Inaugural S）の母
パトロネスPatroness：仏入着。産駒

ブレア ハウス Blair House：英・UAE４勝，ジェベル ハッタ-G1，豪入着，ＭＲ
ＣコーフィールドＳ-G1２着，ＭＲＣアンダーウッドＳ-G1４着

キー ヴィクトリー Key Victory：英２勝，Newmarket S-L，UAE１勝
*ベストブートBest Boot：北米１勝。産駒

サイトディーラー：不出走。モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1，フローラＳ
-G2，オークス-G1２着，秋華賞-G1３着）の母

スワンネビュラSwan Nebula：英２勝。産駒
エルピーダ Elpida：英１勝。スポーティング チャンス Sporting Chance（エ

クリプス賞-G3，Ripon Champion 2-y-o Trophy-L）の母

【競走成績】中央４戦

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 641



42 2020ジェイエス繁殖セール T0481‐13

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 チェリッシュユー

厩舎番号№42 チェリッシュユー Cherish You

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2016年生
（４歳）
黒鹿毛
（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*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

�
�
�

インヴィンシブルスピリット �
�
Green Desert

Invincible Spirit
Rafhaチェリーミルズ

�
�
Seeking the Gold

*ヒントオブスプリング鹿 2010 *チェロキーローズⅡ（10）

【*ホークビルを受胎（販売申込時）最終種付４月13日】

父ヴィクトワールピサは千歳産，最優秀３歳・古牡馬，中央・UAE８勝，ドバイワールド
Ｃ-G1，皐月賞-G1。父として，ジュエラー（桜花賞-G1），スカーレットカラー（府中牝馬Ｓ
-G2），ウィクトーリア（フローラＳ-G2），レッドアネモス（クイーンＳ-G3），ブレイキングドーン
（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3），コウソクストレート（ファルコンＳ-G3），ミッシングリンク（ＴＣ
Ｋ女王盃-JPN3），ウォーリングステイツ（バファリアンクラシック-G3）を出す

母チェリーミルズ（10 Invincible Spirit）２勝。出走した産駒は本馬１頭
祖母 *ヒントオブスプリング Hint of Spring（04 Seeking the Gold）英国産，英１勝。産

駒
チューリップス Tulips（牝 Pivotal）仏２勝，Prix Ceres-L，パレロワイヤル賞-G3

２着，モートリー賞-G3２着，モーリスド ギース賞-G1４着，リゾランジ賞
-G3４着。産駒

スウィフトローズ Swift Rose（牝 Invincible Spirit）英１勝，UAE入着，ＵＡ
Ｅオークス-G3２着

アリュージョン（牝アドマイヤムーン）２勝，小樽特別
三代母 *チェロキーローズⅡ Cherokee Rose（91 *ダンシングブレーヴ）愛国産，英仏

５勝，スプリントＣ-G1，モーリスドギース賞-G1，パレロワイヤル賞-G3，ポルト
マヨ賞-G3，アベイユドロンシャン賞-G1２着，カルヴァドス賞-G3２着。産駒

ボウマン Bowman：英仏・UAE４勝，フォンテンブロー賞-G3，On the House S-L，
仏2000ギニー-G1３着，Jebel Ali Mile-L３着

アートゥー Ahtoug：英・UAE６勝，アルクオズスプリント-G1２着
モイエシー Moyesii：仏１勝。産駒

マスタリー Mastery：英伊・香港５勝，英セントレジャー-G1，香港ヴァーズ
-G1，伊ダービー-G2，仏入着，パリ大賞典-G1３着。種牡馬

カークリーズ Kirklees：英伊・UAE８勝，伊グランクリテリウム-G1
マジックトゥリー Magic Tree：英１戦。ムハドラム Mukhadram（エクリプスＳ

-G1，ヨークＳ-G2，ブリガディアジェラードＳ-G3）の母
アルティスティArtisti：不出走。マジック アーティスト Magic Artist（バファリ

アンクラシック-G3，アンブロシアーノ賞-G3）の母
カラベラCara Bella：英入着。産駒

ベロ Bello：豪８勝，ＮＪＣニューマーケットＨ-G3
ロゼドフランスRose de France：仏入着。産駒

ミスター シー ウルフ Mister Sea Wolf：英愛豪11勝，ＡＴＣシャノンＳ-G2
ケーブル ベイ Cable Bay：英３勝，チャレンジＳ-G2。種牡馬

【競走成績】中央４戦，入着［収得賞金 \900,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 642



43 2020ジェイエス繁殖セール T0409‐39

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 パティシエール

厩舎番号№43 パティシエール Patissiere

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2016年生
（４歳）
黒鹿毛
（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Roberto

*ブライアンズタイム
Kelley's Dayタニノギムレット

�
�
*クリスタルパレスタニノクリスタル鹿 1999 *タニノシーバード

�
�
�

ゴーンウエスト �
�
Mr. Prospector

Gone West
Secrettame

*ラドルチェ シャープキャット �
�
Storm Cat

Sharp Cat青鹿 2004 In Neon（8）

【アドマイヤムーンを受胎（販売申込時）最終種付３月26日】

父タニノギムレットは静内産，５勝，ダービー-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：パフォーマプロミ
ス（アルゼンチン共和国杯-G2，日経新春杯-G2），タガノディグオ（兵庫チャンピオンシッ
プ-JPN2），クラージュゲリエ（京都２歳Ｓ-G3），ブレスジャーニー（東京スポーツ杯２歳Ｓ
-G3），プロフェット（京成杯-G3），ヴォージュ（札幌日経オープン-L），*タニノフランケル（小
倉大賞典-G3２着），グラヴィオーラ（エーデルワイス賞-JPN3２着）

母 *ラドルチェ La Dolce（04 Gone West）米国産，仏１勝。産駒
ドルチャーリオ（牡 栗アドマイヤムーン）４勝，鷹ヶ峰特別，石狩特別，�
コンフィテーロ（牡 青鹿タニノギムレット）１勝，�
ウェルヴァースト（牡 栗 ネオユニヴァース）入着，兵庫�５勝
ズコット（牡 鹿 *パイロ）佐賀�３勝，東海�１勝
ショウナンアゼリア（牝 鹿 Authorized）北海道�１勝

祖母シャープ キャット Sharp Cat（94 Storm Cat）北米15勝，ベルデイムＳ-G1，ハリウ
ッドスターレットＳ-G1，ラフィアンＨ-G1，サンタアニタオークス-G1，エイコーン
Ｓ-G1，ラスヴィルヘネスＳ-G1，メイトロンＳ-G1，チューラヴィスタＨ-G2，デ
ルマーデビュータントＳ-G2，ハリウッドオークス-G2，レイディズシークレットＢ
ＣＨ-G2，バヤコアＨ-G2，Santa Ysabel S-L，Bayakoa H-L，ＢＣディスタフ
-G1２着，フリゼットＳ-G1２着，マザーグースＳ-G1２着。産駒

エクストラシャープ Extra Sharp（牝 Cherokee Run）北米２勝。産駒
カーネル シャープ Colonel Sharp（騸 Colonel John）北米９勝，Dave's

Friend S，Maryland Coalition S，ジャージーショアＳ-G3３着，Karl
Boyes Memorial S-L３着，Senator Robert C.Byrd Memorial S-L
３着

三代母イン ネオン In Neon（82 Ack Ack）北米５勝，Turfway Breeders' Cup S，
Oktoberfest H３着。産駒

ロイヤル アンセム Royal Anthem：英・北米６勝，インタナショナルＳ-G1，カナディ
アン国際Ｓ-G1，ガルフストリーム パークＢＣＨ-G1，キング エドワード七
世Ｓ-G2，Fairway S-L，コロネーションＣ-G1２着。種牡馬

スターリクルート Star Recruit：北米５勝，アリシーバＳ-G3，ラザロＳ.バレラＨ
-G3，ベイメドウズダービー-G3，Longacres Derby-L

ストーミースコール Stormy Squall：北米１勝。フライガイ Fri Guy（ケンタッキー
カップターフＳ-G3３着）の母

ライトアップ マイライフLiteup My Life：北米１勝。カートダイアモンド Carte Dia-
mond（オーモンドＳ-G3３着）の母

【競走成績】中央入着，３着１回［収得賞金 \1,300,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 643



44 2020ジェイエス繁殖セール T0685‐44

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 フィーユドー

厩舎番号№44 フィーユドー Feuille d'Or

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2016年生
（４歳）
鹿毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*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オルフェーヴル

�
�
メジロマックイーンオリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

�
�
�

ティズナウ �
�
Cee's Tizzy

Tiznow
Cee's Song

*ゴールデンリーヴス デザートゴールド �
�
Seeking the Gold

Desert Gold鹿 2010 Desert Stormette（21）

【*ホークビルを受胎（販売申込時）最終種付２月25日】

父オルフェーヴルは白老産，年度代表馬，中央・仏12勝，三冠，有馬記念-G1（２回），宝
塚記念-G1。父として，エポカドーロ（皐月賞-G1，ダービー-G1２着），ラッキーライラック
（最優秀２歳牝馬，大阪杯-G1，エリザベス女王杯-G1，阪神ジュベナイルフィリーズ
-G1），オーソリティ（青葉賞-G2），シャインガーネット（ファルコンＳ-G3），サラス（マーメイド
Ｓ-G3），ロックディスタウン（札幌２歳Ｓ-G3），ジャスティン（東京スプリント-JPN3）を出す

母 *ゴールデンリーヴス Golden Leaves（10 Tiznow）米国産，英１戦。産駒
コンテント（牡 鹿 Shamardal）４戦，入着

祖母デザート ゴールド Desert Gold（99 Seeking the Gold）北米６勝，Mariah's
Storm S，ガーデニアＨ-G3２着。産駒

ホワイトムーンストーン White Moonstone（牝 Dynaformer）英４勝，フィリーズ
マイル-G1，メイヒルＳ-G2，スウィートソレラＳ-G3

アルバシャラー Albasharah（牝 Arch）英４勝，Pride S-L，John Musker S-L２
着，ランカシャーオークス-G2３着

エスカランテ Escalante（牝 Bernardini）北米１勝，Arlington-Washington Las-
sie S-L３着

コンチータConchita（牝 Cozzene）北米１勝。産駒
ミュージックチャートMusic Chart（牝 Exchange Rate）英・UAE２勝，ＵＡ

Ｅオークス-G3３着
チキータピコサ Chiquita Picosa（牝 Congaree）北米１勝。産駒

オメリク Homerique（牝 Exchange Rate）仏・北米４勝，ニューヨークＳ
-G2，プシケ賞-G3，ボウゲイＳ-G3，ペネロープ賞-G3２着，仏
オークス-G1３着，オペラ賞-G1３着，ダイアナＳ-G1３着

三代母デザートストーメットDesert Stormette（91 Storm Cat）北米１勝。産駒
カラハリキャットKalahari Cat：北米３勝。産駒

ブラックオニキス Black Onyx：北米３勝，スパイラルＳ-G3。種牡馬
インディペンデンス ホール Independence Hall：北米３勝，ナシュアＳ-G3，

Jerome S-L，サムＦ.デイヴィスＳ-G3２着
フランソワ Francois：北米15勝，Straight Line S，ハンシンカップＳ-G3２着
クオリティカウンシル Quality Council：北米13勝，ナシュアＳ-G2３着

ナセルロード Nesselrode：北米１戦。産駒
ストリートジェム Street Gem：北米５勝，Desert Vixen S，Revidere S

四代母ブリージーストーリーズ Breezy Stories（78 Damascus）不出走。産駒
デザートストーマー Desert Stormer：北米７勝，ＢＣスプリント-G1

【競走成績】中央２戦

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 644



45 2020ジェイエス繁殖セール T1058‐63

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 ジュリーハーツ

厩舎番号№45 ジュリーハーツ Julie Heart's

林 正道＝東京都港区 ℡0146（46）2600（飼養者＝畠山牧場）

2015年生
（５歳）
黒鹿毛
（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellハーツクライ

�
�
*トニービンアイリッシュダンス鹿 2001 *ビューパーダンス

�
�
�

�
�
Caerleonフサイチコンコルド *バレークイーンラブジュリエット

�
�
*リンドシェーバーホッコーオウカ鹿 2009 ランズプロント（3）
*フロリースカップ系

【*ドレフォンを受胎（販売申込時）最終種付４月24日】

父ハーツクライは千歳産，最優秀古牡馬，中央・UAE５勝，ドバイシーマクラシック-G1，
有馬記念-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1），トロワ
ゼトワル（京成杯オータムＨ-G3２回），ケイデンスコール（新潟２歳Ｓ-G3），ヴァルディゼ
ール（シンザン記念-G3），シーズララバイ（フラワーＣ-G3２着）。父として，リスグラシュー
（有馬記念-G1），ワンアンドオンリー（ダービー-G1）を出す

母ラブジュリエット（09フサイチコンコルド）不出走。産駒
セイウンロミオ（牡 鹿ドゥラメンテ）入着，�

祖母ホッコーオウカ（93 *リンドシェーバー）入着。産駒
オースミグラスワン（牡 *グラスワンダー）７勝，新潟大賞典-JPN3（２回），大阪

城Ｓ-L，同３着，松籟Ｓ，ゴールデンブーツトロフィー，大阪－ハンブルクＣ
-L３着，アンドロメダＳ-L３着，白富士Ｓ-L３着，マイラーズＣ-G2４着

オースミハルカ（牝フサイチコンコルド）６勝，府中牝馬Ｓ-JPN3，同３着，クイーン
Ｓ-JPN3（２回），チューリップ賞-JPN3，りんどう賞，エリザベス女王杯
-JPN1２着（２回），米子Ｓ-L２着，クローバー賞-OP３着，すずらん賞-OP
３着，福島牝馬Ｓ-JPN3４着。産駒

オースミイチバン（騸アグネスタキオン）中央・南関東・兵庫�４勝，ダイオラ
イト記念-JPN2，兵庫チャンピオンシップ-JPN2，ユニコーンＳ-G3２
着，ジャパンダートダービー-JPN1４着，東海・佐賀�入着，名古屋グ
ランプリ-JPN2３着，佐賀記念-JPN3４着

オースミラナキラ（牡 ハーツクライ）４勝
オースミアザレア（牝スペシャルウィーク）入着。産駒
アユツリオヤジ（牡 *サウスヴィグラス）５勝，テレビユー福島賞，�
ブルベアトリュフ（牡 *シンボリクリスエス）４勝，白秋Ｓ，甲東特別

オースミエルスト（牡 *ウォーニング）２勝，仲秋特別，小倉２歳Ｓ-JPN3２着，京都
２歳Ｓ-OP２着，シンザン記念-JPN3３着，きさらぎ賞-JPN3４着

ローデッド（牝ディープインパクト）１勝，フェアリーＳ-G3２着，フラワーＣ-G3５着
トーアコマンダー（牡 *コマンダーインチーフ）２勝，樅の木賞，北海道�１勝，障１

勝，新潟ジャンプＳ５着
キクノトップレディ（牝 *ウォーニング）入着。産駒

エメラルコヨーテ（牝 ネオユニヴァース）１戦，入着。産駒
フジノロケット（牡ジャングルポケット）入着，北海道・岩手�２勝，ジュニア

グランプリ，オパールＣ２着，�

【競走成績】中央２勝，閃光特別（芝1000ｍ），２着１回，３着１回
［収得賞金 \23,306,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 645



46 2020ジェイエス繁殖セール T0121‐40

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ステラグレイス

厩舎番号№46 ステラグレイス Stella Grace

林 正道＝東京都港区 ℡0146（28）1138（飼養者＝三嶋牧場）

2012年生
（８歳）
鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Deputy Minister

*フレンチデピュティ
Mitterand

*クロフネ
�
�
Classic Go Go

*ブルーアヴェニュー芦 1998 Eliza Blue

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスマンハッタンカフェ *サトルチェンジエリモエトワール

�
�
Northern Dancer

*ステラーオデッセイ鹿 2005 Queen Sucree（2）

【ワールドエースを受胎（販売申込時）最終種付３月４日】

父*クロフネは米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート-JPN1。主な産駒（Ｂ
ＭＳ）：クロノジェネシス（宝塚記念-G1，秋華賞-G1），ノームコア（ヴィクトリアマイル-G1，
札幌記念-G2），ノーヴァレンダ（全日本２歳優駿-JPN1），ベンジニ（ＢＲＣブリスベンＣ
-G2），リオンリオン（青葉賞-G2），シャイニングレイ（ホープフルＳ-G2），カラフルデイズ
（関東オークス-JPN2），ハヤヤッコ（レパードＳ-G3），アドマイヤミヤビ（クイーンＣ-G3）

母エリモエトワール（05 マンハッタンカフェ）１勝。産駒
トーラスジェミニ（牡 鹿 *キングズベスト）５勝，巴賞-OP，幕張Ｓ，百日草特別，エ

プソムＣ-G3３着，函館記念-G3４着，�
ナウパカ（牝 青鹿フリオーソ）岩手�１勝

祖母 *ステラーオデッセイStellar Odyssey（84 Northern Dancer）米国産，不出走。産
駒

エリモアメジスト（牝 Seattle Slew）２勝。産駒
エリモマキシム（騸 *ブライアンズタイム）７勝，カシオペアＳ-L，大原Ｓ，睦月

賞，宝塚市制50周年記念，新潟大賞典-JPN3４着，新潟記念-JPN3
５着，障３勝，新潟ジャンプＳ

トウシンイーグル（騸 ハーツクライ）５勝，ＫＢＣ杯，名鉄杯，香住特別，シリウ
スＳ-G3３着，ブラジルＣ-L３着，セントライト記念-G2５着，シリウス
Ｓ-G3５着，南関東�入着，ダイオライト記念-JPN2２着，兵庫�１
勝

エリモクイーン（牝アグネスタキオン）２勝，矢車賞
アルテア Altair（牝 Alydar）不出走。産駒

ブレイズンリー Blazonry（牡 *ヘネシー）英・北米２勝，ラザロＳ.バレラメモ
リアルＳ-G2。種牡馬

ヒポクラテス Hippocrates（牡 *ヘネシー）北米１勝，Oceanside S３着
アルデバランライトAldebaran Light（牝 Seattle Slew）北米３勝。産駒
*エスケンデレヤ Eskendereya（牡 Giant's Causeway）北米４勝，ウッド

メモリアルＳ-G1，ファウンテンオブ ユースＳ-G2。種牡馬
バルモント Balmont（牡 *ストラヴィンスキー）英４勝，ミドル パークＳ

-G1，ジムクラックＳ-G2。種牡馬
三代母クイーン シュクレ Queen Sucree（66 Ribot）北米１勝。キャノネイド Cannon-

ade（ケンタッキーダービー-G1）の母

【競走成績】中央４戦，入着，３着２回［収得賞金 \2,600,000］

【繁殖成績】
2018 グラフィティ（牝 鹿 *ヘニーハウンド）未出走
19 （牡 鹿リオンディーズ）
20 （牝 鹿シルバーステート）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 646



47 2020ジェイエス繁殖セール T0011‐63

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 フォーシンズ

厩舎番号№47 *フォーシンズ Four Sins（GER）

アサヒ牧場＝新冠町朝日 ℡090（6871）4540

2004年生
（16歳）
鹿毛

（独国産）

�
�
�
�

シンダー �
�
�

グランドロッジ �
�
Chief's Crown

Grand Lodge
La Papagena

Sinndar シンタラ �
�
Lashkari

Sinntara鹿 1997 Sidama

フォーロージズ �
�
�

ダルシャーン �
�
Shirley Heights

Darshaan
Delsy

Four Roses フロイライントビン �
�
J. O. Tobin

Fraulein Tobin鹿 1998 Fruhlingstag（1）

【エイシンヒカリを受胎（販売申込時）最終種付５月13日】

父シンダー Sinndar は愛国産，愛英仏７勝，英ダービー-G1，愛ダービー-G1，凱旋門
賞-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：トレーディングレザー（愛ダービー-G1，キング ジョージ六世＆
クイーンエリザベスＳ-G1２着），エンケ（英セントレジャー-G1），フローティラ（仏1000ギニ
ー-G1，ＢＣジュベナイルフィリーズターフ-G1），ウイスキー バロン（ザ サンメット-G1），
カリフォルニアクイーン（独オークストライアルＳ-G2），エミーナ（アサシＳ-G3）

母フォーロージズ Four Roses（98 Darshaan）不出走。産駒
*フォーシンズ Four Sins（牝 Sinndar）本馬
フォーダンサーズ Four Dancers（牡 *シアトルダンサーⅡ）独４勝
フォーカラットFour Carat（騸 Montjeu）仏１勝，豪３勝，豪障１勝

祖母フロイライントビン Fraulein Tobin（82 J. O. Tobin）英１勝。産駒
ジャーメイン Germane（牝 Distant Relative）英１勝，ロックフェルＳ-G3。ラッキ

ー チャッピー Lucky Chappy（騸 High Chaparral：Premio Giuseppe
de Montel-L）の母，パーフェクト スター Perfect Star（牝 Act One：
Rosemary S-L），リワーディド Rewarded（騸 Motivator：Festival S-L），
コネクト Connect（騸 Roderic O'Connor：Silver Tankard S-L）の祖母，
キルマー Kilmah（牝 Sepoy：プレスティジＳ-G3）の三代母

ファブリアノ Fabriano（牡 Shardari）独７勝，Concord Uhren Preis-L。種牡馬
ファイアダンス Firedance（牝 Lomitas）仏１勝。フィアレス ハンター Fearless

Hunter（騸 Alhaarth：マリトスヴェアスミネロップ-G3）の母

【競走成績】愛３勝，ブランドフォードＳ-G2（芝10Ｆ），ブルーウインドＳ-G3（芝10Ｆ），
愛1000ギニートライアルＳ-G3２着，２着１回，３着１回，英入着，英オークス
-G1４着，加１戦［収得賞金 €183,390，£21,029，CAN$400］

【繁殖成績】
2009 フェリスタス（牝 鹿 Dansili）３戦。産駒

オノリス（牡トーセンホマレボシ）２勝，�
10 ディオジェーヌ（牝 鹿ディープインパクト）３勝
11 エーデルグランツ（牡 青鹿ディープインパクト）１勝
12 種付せず
13 アドマイヤハード（牡 黒鹿キングカメハメハ）２戦
14 ラフォリア（牝 黒鹿マンハッタンカフェ）入着，兵庫�３勝
15 ホッカイドウミスHokkaido Miss（牝 黒鹿オルフェーヴル）仏２勝，豪障１勝
16 死亡（牡 鹿オルフェーヴル）
17 クアッドコア（牡 鹿ゴールドアリュール）不出走
18 カトルショセット（牝 鹿 ハーツクライ）入着，�
19 不受胎（スクリーンヒーロー）
20 （牡 鹿シルバーステート）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 647



48 2020ジェイエス繁殖セール T0277‐03

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 アステリア

厩舎番号№48 アステリア Asteria

アフリートファーム＝新ひだか町静内西川 ℡080（2869）2233

2017年生
（３歳）
鹿毛

（安平産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*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

�
�
�

ダンシリ �
�
*デインヒル

Dansili
Hasiliラトーナ

�
�
Diesis

*レトⅡ鹿 2010 *ランジェリー（4）

【未供用】

父ディープブリランテは新冠産，３勝，ダービー-G1，東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3。父とし
て，モズベッロ（日経新春杯-G2），セダブリランテス（中山金杯-G3，ラジオＮＩＫＫＥＩ
賞-G3），ラプタス（かきつばた記念-JPN3，黒船賞-JPN3），ミッキーブリランテ（シンザン記
念-G3３着），グレイスアン（フェアリーＳ-G3３着），ミヤケ（北海道２歳優駿-JPN3３着），
ディーパワンサ（中京２歳Ｓ-OP），ナイトバナレット（ジュニアＣ-OP）を出す

母ラトーナ（10 Dansili）１勝。産駒
ディロス（騸 鹿ステイゴールド）２勝，野路菊Ｓ-OP２着，�

祖母 *レトⅡ Leto（03 Diesis）米国産，仏２戦。産駒
キング オブ デューズ King of Dudes（騸 Dansili）愛２勝，英障２勝，豪２勝，豪

障２勝
アドマイヤアリエル（牝 *キンシャサノキセキ）１勝，�

三代母 *ランジェリー Lingerie（88 Shirley Heights）英国産，仏入着。産駒
ライト シフト Light Shift：英４勝，英オークス-G1，Cheshire Oaks-L，ナッソーＳ

-G1３着，愛入着，愛オークス-G1２着。ユリシーズ Ulysses（エクリプス
Ｓ-G1，インタナショナルＳ-G1）の母

シーヴァ Shiva：英愛４勝，タタソールズゴールドＣ-G1，アール オブ セフトンＳ
-G3，ブリガディアジェラードＳ-G3，チャンピオンＳ-G1２着。ザットフィ
ッチ イズ ノット That Which Is Not（Prix Zarkava-L，コリダ賞-G2２
着）の母，スレット Threat（ジムクラックＳ-G2）の祖母

リムノス Limnos：仏４勝，ジャンド ショードネイ賞-G2，フォワ賞-G2，Prix Le
Fabuleux-L，モーリスドニュイユ賞-G2２着。種牡馬

バーニング サンセット Burning Sunset：英仏２勝，Prix Solitude-L，アルクール
賞-G2３着，エクスビュリ賞-G3４着。スモーキング サン Smoking Sun
（アルクール賞-G2），チーウィー Zhiyi（Prix de Saint-Patrick-L）の母，
メイン シークエンス Main Sequence（米古牡馬・芝牡馬チャンピオン，
ＢＣターフ-G1，ジョーハーシュターフクラシックＳ-G1）の祖母

ハイアデス Hyades：英１勝，北米１勝，チャールズウィッティンガム記念Ｈ-G1２
着，アメリカンＨ-G2３着

エレホン Erewhon：北米１勝，La Puente S-L２着。種牡馬
ストロベリーフレッジ Strawberry Fledge：仏１戦，入着。クロス オブ スターズ

Cloth of Stars（ガネー賞-G1，グレフュール賞-G2）の母
モラシズ Molasses：不出走。マガダン Magadan（エドゥヴィル賞-G3，Prix Lord

Seymour-L，パリ大賞典-G1３着）の母
ライトブロウ Light Blow：英１勝。エクスプロウド Explode（加ダービー-G3），ソ

ール ヴォランテ Sole Volante（サムＦ.デイヴィスＳ-G3）の母

【競走成績】不出走

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 648



49 2020ジェイエス繁殖セール T0712‐27

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 ウエスタンベッラ

厩舎番号№49 ウエスタンベッラ Western Bella

ウエスタンファーム＝新ひだか町静内真歌 ℡0146（42）0087

2008年生
（12歳）
鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellハーツクライ

�
�
*トニービンアイリッシュダンス鹿 2001 *ビューパーダンス

�
�
�

クリスエス �
�
Roberto

Kris S.
Sharp Queen

*ウエスタンベッキー メアリーズスピリット �
�
Mr. Prospector

Mary's Spirit黒鹿 1995 Great Lady M.（22）

【*アメリカンペイトリオットを受胎（販売申込時）最終種付５月25日】

父ハーツクライは千歳産，最優秀古牡馬，中央・UAE５勝，ドバイシーマクラシック-G1，
有馬記念-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1），トロワ
ゼトワル（京成杯オータムＨ-G3２回），ケイデンスコール（新潟２歳Ｓ-G3），ヴァルディゼ
ール（シンザン記念-G3），シーズララバイ（フラワーＣ-G3２着）。父として，リスグラシュー
（有馬記念-G1），ワンアンドオンリー（ダービー-G1）を出す

母 *ウエスタンベッキー（95 Kris S.）米国産，わが国で１勝。産駒
マイネルヴェステン（牡 黒鹿アドマイヤベガ）１勝，障１勝，東京オータムジャンプ

４着
ウエスタンブラボー（牡 青鹿 ゼンノロブロイ）１勝，石川�２勝，高知�１勝，岩手

�１勝
ウエスタンオーザ（牡 鹿 *ボストンハーバー）入着，南関東�１勝
ウエスタンサマンサ（牝 栗 *カリズマティック）高知�６勝，広島�３勝

祖母メアリーズスピリットMary's Spirit（89 Mr. Prospector）北米１勝。産駒
*モルフェデスペクタ（牡 *デヒア）４勝，バーデンバーデンＣ-OP，驀進特別。種牡馬
レイディクルエラLady Cruella（牝 Capote）北米４勝。産駒

リーアズ シークレット Leah's Secret（牝 Tiger Ridge）北米９勝，レイヴン
ランＳ-G2，チルッキＳ-G2，トップ フライトＨ-G2，シカゴＨ-G3。ニコ
デマス Nicodemus（牡 Candy Ride：ウエストチェスターＳ-G3）の母

ベア タフ ガイ Bear Tough Guy（牡 Roar of the Tiger）北米２勝，グレイ
Ｓ-G3

コールドブラッディド Cold Blooded（牝 Tiger Ridge）不出走。アイアン ロブ
Iron Rob（騸 Twirling Candy：San Pedro S-L）の母

ドニーズシークレットDonnie's Secret（牝 Tiger Ridge）北米３勝。ソー コン
フレイティド So Conflated（騸 *エスケンデレヤ：California Derby
-L）の母

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \7,000,000］

【繁殖成績】
2012 ウエスタンレオーネ（牡 青鹿 *バゴ）東海�３勝，中央入着
13 不受胎（*ヨハネスブルグ）
14 流産（*エンパイアメーカー）
15 ウエスタンマリーヤ（牝 鹿 *エンパイアメーカー）東海�３勝，中央入着，�
16 ウエスタンバーキン（牝 芦 *ダンカーク）不出走
17 種付せず
18 ウエスタンプラチナ（牝 栗 *ダンカーク）未出走
19 （牡 鹿 *ダンカーク）
20 （牝 鹿ファインニードル）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 649



50 2020ジェイエス繁殖セール T0627‐33

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 ウエスタンウィング

厩舎番号№50 ウエスタンウィング Western Wing

ウエスタンファーム＝新ひだか町静内真歌 ℡0146（42）0087

2015年生
（５歳）
栗毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Storm Cat

*ヘネシー
Island Kitty

*ヘニーヒューズ メドウフライヤー �
�
Meadowlake

Meadow Flyer栗 2003 Shortley

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンススペシャルウィーク キャンペンガールウエスタンスクープ

�
�
Green Desert

*インパクト鹿 2004 Fair Salinia（16）

【種付せず】

父*ヘニーヒューズ Henny Hughes は米国産，北米６勝，ヴォスバーグＳ-G1，キングズ
ビショップＳ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：モノモイガール（ＢＣディスタフ-G1，ケンタッキー
オークス-G1，エイコーンＳ-G1，ＣＣＡオークス-G1，ラトロワンヌＳ-G1），ミスター モノ
モイ（リズンスターＳ-G2），スペクテイター（ソレントＳ-G2）。父として，ビホルダー（ＢＣデ
ィスタフ-G1２回），*アジアエクスプレス（朝日杯フューチュリティＳ-G1）を出す

母ウエスタンスクープ（04 スペシャルウィーク）４戦。産駒
ウエスタンスマイル（牡 鹿 *ファスリエフ）１勝
ウエスタンジュリア（牝 鹿メイショウサムソン）佐賀�８勝

祖母 *インパクト Impact（88 Green Desert）愛国産，英１勝。産駒
ダイワメンフィス（騸 *ウォーニング）７勝，バーデンバーデンＣ-L，船橋Ｓ，ＴＵ

Ｆ杯，フリーウェイＳ，春風賞，アイビスサマーダッシュ-JPN3５着，北海道・
兵庫・高知�５勝，北海道スプリントＣ-JPN3２着

ウエスタンブレイク（牡 Thatching）３勝
ウエスタンマリン（牝 *ゴールデンフェザント）１勝，北関東�１勝

三代母フェア サリニア Fair Salinia（75 Petingo）英愛４勝，英オークス-G1，愛オーク
ス-G1，ヨークシャーオークス-G1，英1000ギニー-G1２着，チェヴァリー パーク
Ｓ-G1２着，フレッドダーリンＳ-G3４着。産駒

パーフェクトヴィンティジ Perfect Vintage：独仏９勝，クインシー賞-G3，ラクー
プドメゾンラフィット-G3２着，メシドール賞-G3４着

*パーフェクトサークル Perfect Circle：英２勝，Sceptre S-L，ムシドラＳ-G3２着，
ネルグウィンＳ-G3２着，英1000ギニー-G1４着。産駒

スターリーヘヴン：６勝，ユートピアＳ，福島牝馬Ｓ-JPN3２着，キャピタルＳ-L
３着，都大路Ｓ-L３着，オーロＣ-L３着

オンフェア ステイジ On Fair Stage：愛２勝，Ruby S-L。産駒
リライアブル マン Reliable Man：仏豪５勝，仏ダービー-G1，ＡＴＣクイーン

エリザベスＳ-G1，ニエル賞-G2，パリ大賞典-G1３着。種牡馬
アイム インポージング I'm Imposing：英豪７勝，ＡＴＣサマーＣ-G3（２

回），ＢＲＣドゥームベンＣ-G1３着
ゲイルフォース Gale Force：仏２勝，Coupe des Trois Ans-L
パワーオブラヴ Power of Love：仏１勝。ダブルドリーム Double Dream

（Hoppegartener Sommerpreis-L）の祖母
フェア ハビット Fair Habit：英入着，Firth of Clyde S-L３着
ホーン ダンス Horn Dance：英豪３勝，MrbrRC Murray Bridge Cup-L３着

【競走成績】南関東�入着，３着１回［収得賞金 \600,000］

【繁殖成績】
2020 流産（*パイロ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 650



51 2020ジェイエス繁殖セール T0511‐48

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ブルーミングスノー

厩舎番号№51 ブルーミングスノー Blooming Snow

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2003年生
（17歳）
芦毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

ヘイロー �
�
Hail to Reason

Halo
Cosmah

*サンデーサイレンス ウィッシングウェル �
�
Understanding

Wishing Well青鹿 1986 Mountain Flower

�
�
�

カーリアン �
�
Nijinsky

Caerleon
Foreseerタヤスブルーム

�
�
Fabulous Dancer

*ゲイロレンヌ芦 1996 Gay Spring（12）

【*マインドユアビスケッツを受胎（販売申込時）最終種付５月20日】

父*サンデーサイレンス Sunday Silence は米国産，米年度代表馬，北米９勝，ケンタッ
キーダービー-G1。本邦総合・２歳チャンピオンサイアー。本邦ＢＭＳチャンピオン。主な
産駒（ＢＭＳ）：ドゥラメンテ（ダービー-G1），アーモンドアイ（ジャパンＣ-G1），ローズキン
グダム（ジャパンＣ-G1），スクリーンヒーロー（ジャパンＣ-G1），アドマイヤムーン（ジャパン
Ｃ-G1），ロゴタイプ（皐月賞-G1），メールドグラース（ＭＲＣコーフィールドＣ-G1）

母タヤスブルーム（96 Caerleon）３勝，フェアリーＳ-JPN3（芝1200ｍ），ラベンダー賞
-OP（芝1200ｍ），ＣＢＣ賞-JPN2３着，ファンタジーＳ-JPN3３着，エルフィンＳ
-OP３着。産駒

カタマチボタン（牝 黒鹿ダンスインザダーク）２勝，ひいらぎ賞，クイーンＣ-JPN3
２着，桜花賞-JPN1３着，ターコイズＳ-L３着。産駒

ツヅミモン（牝ストロングリターン）１勝，シンザン記念-G3２着
ブルーミンバー（牝 鹿 *ファルブラヴ）７勝，ラピスラズリＳ-OP，信越Ｓ-OP，中山ウ

インタープレミアム，ゆめ半島千葉国体・千葉大会開催記念，函館スプリン
トＳ-G3５着。産駒

トーセンブレス（牝 ディープインパクト）２勝，武庫川Ｓ，フラワーＣ-G3２着，
桜花賞-G1４着，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1４着，�

ブランクエンド（牡 ハーツクライ）４勝，柳都Ｓ，�
ブルーミングスカイ（牡ディープインパクト）２勝，梅花賞，青葉賞-G2４着，�

ニジブルーム（牡 芦ダンスインザダーク）４勝，障１勝，京都ジャンプＳ２着，同３
着

ベストブルーム（牡 鹿フジキセキ）２勝，合馬特別
ラウレアブルーム（牡 鹿 ハーツクライ）２勝，渥美特別

【競走成績】中央２勝，２着２回，３着３回［収得賞金 \28,854,000］

【繁殖成績】
2010 死亡（牡 芦タニノギムレット）
11 不受胎（ジャングルポケット）
12 フロッケ（牡 栗 *クロフネ）入着，東海�５勝
13 ミッキーハスラー（牡 芦 *ファルブラヴ）中央・東海�４戦
14 レイトブルーマー（牝 芦ジャングルポケット）１勝
15 不受胎（*タートルボウル）
16 ココフィーユ（牝 鹿ロードカナロア）２勝，春菜賞（芝1400ｍ），京王杯２歳Ｓ-G2

４着，�
17 メイケイカガヤキ（牡 芦 ルーラーシップ）９戦
18 （牝 芦ジャングルポケット）
19 不受胎（エイシンフラッシュ）
20 生後直死（*マインドユアビスケッツ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 651



52 2020ジェイエス繁殖セール T0424‐22

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ユーリトミクス

厩舎番号№52 ユーリトミクス Eurhythmics

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2015年生
（５歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスダンスインザダーク *ダンシングキイリトミックダンス

�
�
Affirmed

*レガシーオブストレングス鹿 2001 Katonka（9）

【ジャスタウェイを受胎（販売申込時）最終種付３月４日】

父キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ワグネリアン（ダービー-G1），デアリングタクト（オー
クス-G1，桜花賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念
-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），ステイフーリッシュ（京都新聞杯-G2），デニ
ムアンドルビー（フローラＳ-G2），ルフトシュトローム（ニュージーランドＴ-G2）

母リトミックダンス（01 ダンスインザダーク）１勝。産駒
フォーエバーマーク（牝 鹿 *ファルブラヴ）６勝，キーンランドＣ-G3，クロッカスＳ

-OP，ＴＶｈ杯，ＵＨＢ杯，からまつ賞，アイビスサマーダッシュ-G3２着，
福島民友Ｃ-L２着，同３着，韋駄天Ｓ-OP２着，函館スプリントＳ-G3３
着，同５着，桜花賞-G1５着

エバーダンシング（牝 栗 *アグネスデジタル）２勝
インジャスティス（騸 鹿 *ファルブラヴ）１勝，南関東�１勝
チェアーグライド（騸 栗ローエングリン）１勝，南関東�１勝，�

祖母 *レガシーオブストレングス Legacy of Strength（82 Affirmed）米国産，北米１
勝。産駒

スティンガー（牝 *サンデーサイレンス）最優秀２歳牝馬，７勝，阪神３歳牝馬Ｓ
-JPN1，京王杯スプリングＣ-G2，同-JPN2，４歳牝馬特別�-JPN2，京都
牝馬特別-JPN3，赤松賞，高松宮記念-JPN1３着。産駒

サトノギャラント（騸 *シンボリクリスエス）７勝，キャピタルＳ-L，谷川岳Ｓ-L，
多摩川Ｓ，ノベンバーＳ，関屋記念-G3３着，障１勝

サイレントハピネス（牝 *サンデーサイレンス）４勝，４歳牝馬特別�-JPN2，ロー
ズＳ-JPN2，ダービー卿チャレンジＴ-JPN3２着。産駒

サイレントメロディ（牡 *シンボリクリスエス）７勝，マーチＳ-G3，しらかばＳ
-OP，錦秋Ｓ，南関東�入着，日本テレビ盃-JPN2２着

ハッピーペインター（牝 *トニービン）２勝。ハギノハイブリッド（牡タニノギムレ
ット：京都新聞杯-G2，アイルランドＴ-L）の母

アーバニティ（牡マンハッタンカフェ）兵庫�４勝，中央５勝，オーシャンＳ-G3，シ
ルクロードＳ-G3２着，オーロＣ-L２着，高松宮記念-G1３着

レガシーオブゼルダ（牡 Buckaroo）４勝，菖蒲Ｓ-OP，立夏Ｓ，卯月Ｓ，京成杯３
歳Ｓ-JPN2２着，京王杯オータムＨ-JPN3３着

ベルモット（牝 *サンデーサイレンス）３勝，織姫賞。産駒
レッドファルクス（牡 *スウェプトオーヴァーボード）最優秀短距離馬，10勝，ス

プリンターズＳ-G1（２回），京王杯スプリングＣ-G2。種牡馬

【競走成績】中央入着，２着１回［収得賞金 \2,550,000］

【繁殖成績】
2020 （牝 黒鹿 サトノアラジン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 652



53 2020ジェイエス繁殖セール T0499‐42

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 シダクティブノンコ

厩舎番号№53 シダクティブノンコ Seductive Nonko

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2016年生
（４歳）
栗毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kris S.

*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

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスアグネスタキオン アグネスフローラセデュウシング

�
�
*サンダーガルチ

*シダクティヴリー栗 2010 Torrid Affair（11）

【アルアインを受胎（販売申込時）最終種付２月25日】

父ストロングリターンは千歳産，７勝，安田記念-G1，同２着，京王杯スプリングＣ-G2，
難波Ｓ，東京クラウンプレミアム，テレビ山梨杯，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3３着。父とし
て，プリンスリターン（ききょうＳ-OP，シンザン記念-G3２着，アーリントンＣ-G3３着，函館
２歳Ｓ-G3３着），ペイシャルアス（カンナＳ-OP），ツヅミモン（シンザン記念-G3２着），キ
ーフラッシュ（西部日刊スポーツ杯），ヤマニンレジスタ（恵那特別）を出す

母セデュウシング（10 アグネスタキオン）１勝。出走した産駒は本馬１頭
祖母 *シダクティヴリー Seductively（03 *サンダーガルチ）加国産，北米４勝，シリー

ンＳ-G3，ウィムジカルＳ-G3，Duchess S-L３着，Woodbine Oaks３着，Shady
Well S３着，Jammed Lovely S３着。産駒

アルーフクライ（騸 ハーツクライ）２勝，�
サトルチャーム（牝 ネオユニヴァース）兵庫�２勝，高知�１勝
リトルフォレスト（牝スマートファルコン）石川�２勝

三代母トリド アフェア Torrid Affair（97 Alydeed）北米６勝，Ontario Fashion H-L，
La Voyageuse H-L，Sweet Briar Too S-L，Whimsical S-L２着，ベッサラビ
アンＨ-G3３着，ダッチェスＳ-G3４着。産駒

プリング ジーズ Pulling G's：北米６勝，ミッドナイトリュートＳ-G3３着，フォール ハ
イウェイトＨ-G3４着

プロフェティカリー Prophetically：北米４勝，Ruling Angel S-L３着，Zadracarta S
３着

四代母ラヴァーズトーク Lover's Talk（87 Vice Regent）北米１勝。産駒
ラヴ グロウズ Love Grows：北米５勝，ハイランダーＨ -CAN1，シェパートンＳ

-CAN3
バーレイトーク Barley Talk：北米11勝，PNE Speed H-L，ヴィクトリア パークＳ

-CAN3２着，Sun Sprint Championship H-L３着，Kingarvie S３着，In-
let S３着，Sun H３着

ワイルドウィスキー Wild Whiskey：北米４勝，Woodstock S-L，Achievement H
２着，Kenora S３着

リリカリー Lyrically：北米３勝，Ontario Fashion S-L３着，La Lorgnette S-L３着，
Duchess S-L３着

ウィスパードウィッシーズ Whispered Wishes：北米３勝。産駒
クワイエット アクション Quiet Action：北米２勝，Ontario Damsel S，ナタ

ルマＳ-G3２着，Alywow S-L２着，Princess Elizabeth S２着，
Fury S２着

【競走成績】中央入着，２着１回，３着１回［収得賞金 \5,250,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 653



54 2020ジェイエス繁殖セール T0442‐54

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ダルトヴィラ

厩舎番号№54 ダルトヴィラ Dalt Vila

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2016年生
（４歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellディープインパクト

�
�
Alzao

*ウインドインハーヘア鹿 2002 Burghclere

�
�
�

アナバー �
�
Danzig

Anabaa
Balbonella

*ダルタヤ ダルタイーマ �
�
Doyoun

Daltaiyma黒鹿 2003 Daltawa（9）

【ロゴタイプを受胎（販売申込時）最終種付４月７日】

父ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ
-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：キセキ（菊花賞-G1，ジャパン
Ｃ-G1２着），ファンタジスト（京王杯２歳Ｓ-G2，小倉２歳Ｓ-G3），ブラヴァス（新潟記念
-G3），ラストドラフト（京成杯-G3），ハッピーアワー（ファルコンＳ-G3）。父として，ジェンティ
ルドンナ（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（ダービー-G1）を出す

母 *ダルタヤ Daltaya（03 Anabaa）仏国産，仏２勝，グロット賞-G3（芝1600ｍ），仏1000
ギニー-G1４着。産駒

ダルカラ Dalkala（牝 Giant's Causeway）仏５勝，オペラ賞-G1，ロワイヤリュー賞
-G2，クレオパトル賞-G3，ジャンロマネ賞-G1３着，ポモーヌ賞-G2３着，
アルクール賞-G2４着，英１勝，ミドルトンＳ-G2，英チャンピオンズ フィリ
ーズ＆メアズＳ-G1４着

ドゥールメラDoulmera（牝 Mr. Greeley）不出走。産駒
エメラルズ Emeralds（牝 Sebring）豪２勝，ＡＴＣティーローズＳ-G2４着

祖母ダルタイーマ Daltaiyma（98 Doyoun）仏１勝。産駒
ダライナ Dalayna（牝 Anabaa）仏１勝，Prix Tantieme-L２着，Prix Coronation-L

２着，Prix Casimir Delamarre-L２着，Prix Dahlia-L２着
ダルティアナ Daltiana（牝 Selkirk）仏４戦。産駒

ディグレッション Digression（牝 Gleneagles）仏１勝，Prix Amandine-L３着
三代母ダルタワ Daltawa（89 Miswaki）仏２勝，Prix Ronde de Nuit-L，ペネロープ賞

-G3２着。産駒
ダラカニ Dalakhani：全欧年度代表馬，全欧３歳牡馬チャンピオン，仏８勝，仏ダ

ービー-G1，凱旋門賞-G1，リュパン賞-G1，クリテリウムアンテルナシオナ
ル-G1，愛入着，愛ダービー-G1２着。種牡馬

ダイラミ Daylami：全欧年度代表馬，全欧古馬チャンピオン，米芝牡馬チャンピオ
ン，仏愛英・北米11勝，仏2000ギニー-G1，キング ジョージ六世＆クイーン
エリザベスＳ-G1，ＢＣターフ-G1，エクリプスＳ-G1，コロネーションＣ-G1，
愛チャンピオンＳ-G1，マンノウォーＳ-G1。種牡馬

ダルガール Dalghar：仏４勝，パレロワイヤル賞-G3，Prix Luthier-L，クリテリウム
ドメゾンラフィット-G2２着，英入着，ダイアデムＳ-G2２着。種牡馬

ダイマルティ Daymarti：仏２勝，Grand Prix Anjou Bretagne-L，リュパン賞-G1
２着，クリテリウムドサンクルー-G1３着，シンガポール４勝

ダルタマ Daltama：仏入着。ドルニヤ Dolniya（ドバイシーマクラシック-G1）の母
ダルミヤ Dalmiya：不出走。ダルワリ Dalwari（ギシュ賞-G3）の母

【競走成績】中央３戦

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 654



55 2020ジェイエス繁殖セール T0221‐23

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 ハーズシャドウ

厩舎番号№55 ハーズシャドウ Hers Shadow

飯塚 知一＝東京都目黒区 ℡01456（7）2408（飼養者＝荒井ファーム）

2015年生
（５歳）
栗毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*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オルフェーヴル

�
�
メジロマックイーンオリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

�
�
�

�
�
Kingmambo

*エルコンドルパサー *サドラーズギャルアスピリンスノー
�
�
Lyphard

*スキーパラダイス鹿 2002 Ski Goggle（3）

【エピファネイアを受胎（販売申込時）最終種付６月16日】

父オルフェーヴルは白老産，年度代表馬，中央・仏12勝，三冠，有馬記念-G1（２回），宝
塚記念-G1。父として，エポカドーロ（皐月賞-G1，ダービー-G1２着），ラッキーライラック
（最優秀２歳牝馬，大阪杯-G1，エリザベス女王杯-G1，阪神ジュベナイルフィリーズ
-G1），オーソリティ（青葉賞-G2），シャインガーネット（ファルコンＳ-G3），サラス（マーメイド
Ｓ-G3），ロックディスタウン（札幌２歳Ｓ-G3），ジャスティン（東京スプリント-JPN3）を出す

母アスピリンスノー（02 *エルコンドルパサー）２勝，フローラＳ-JPN2３着，岩手�１勝。
産駒

ハイアーグラウンド（騸 鹿 *シンボリクリスエス）３勝，五頭連峰特別，�
ジュヒョウ（牡 黒鹿ステイゴールド）２勝，あすなろ賞，高知�１勝，�
ソフトライム（牝 黒鹿フジキセキ）１勝

祖母 *スキーパラダイス Ski Paradise（90 Lyphard）米国産，仏５勝，ムーランドロン
シャン賞-G1，同２着，アスタルテ賞-G2，同２着，サンドリンガム賞-G3，Prix
d'Angerville-L，仏1000ギニー-G1２着，ジャックルマロワ賞-G1２着，フォレ賞
-G1２着，アランベール賞-G3３着，中央１勝，京王杯スプリングＣ-JPN2，北
米・英入着，ＢＣマイル-G1２着，クイーンエリザベス二世Ｓ-G1４着。産駒

エアトゥーレ（牝 *トニービン）６勝，阪神牝馬Ｓ-JPN2，４歳牝馬特別�-JPN2３
着，京都牝馬Ｓ-JPN3３着，仏・シンガポール入着，モーリスド ギース賞
-G1２着，クリスフライヤースプリント-G3３着。産駒

キャプテントゥーレ（牡アグネスタキオン）５勝，皐月賞-JPN1，デイリー杯２
歳Ｓ-JPN2，朝日チャレンジＣ-G3（２回）。種牡馬

アルティマトゥーレ（牝 フジキセキ）７勝，セントウルＳ-G2，シルクロードＳ
-G3。アルティマブラッド（牝 *シンボリクリスエス：ラピスラズリＳ-L）
の母

クランモンタナ（牡ディープインパクト）６勝，小倉記念-G3，マレーシアＣ，猪
名川特別，信濃川特別，新潟記念-G3２着，障１勝

アグネスショコラ（牝 *サンデーサイレンス）２勝。産駒
ゴールデンチケット（牡 キングカメハメハ）中央・南関東・兵庫�３勝，兵庫

チャンピオンシップ-JPN2，アレキサンドライトＳ，毎日杯-G3２着，ジャ
パンＣダート-G1３着，ジャパンダートダービー-JPN1３着

ロワジャルダン（牡キングカメハメハ）６勝，みやこＳ-G3
ショコラブラン（牡 *クロフネ）６勝，京葉Ｓ-L，北海道・岩手・東海�入着，北

海道スプリントＣ-JPN3２着，かきつばた記念-JPN3３着，�

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2019 （牡 鹿 *ハービンジャー）
20 （牝 鹿 *アメリカンペイトリオット）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 655



56 2020ジェイエス繁殖セール T0636‐39

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 エーシンオーレ

厩舎番号№56 エーシンオーレ A Shin Ole

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（22）0432（飼養者＝栄進牧場）

2010年生
（10歳）
芦毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Lyphard

*ダンシングブレーヴ
Navajo Princessキングヘイロー

�
�
Halo

*グッバイヘイロー鹿 1995 Pound Foolish

�
�
�

ルビアノ �
�
Fappiano

Rubiano
Ruby Slippers

*オレゴンガール ペイング ゲスト �
�
Vice Regent

Paying Guest芦 1997 Star Account（16）

【*タリスマニックを受胎（販売申込時）最終種付５月６日】

父キングヘイローは新冠産，６勝，高松宮記念-JPN1，中山記念-JPN2。主な産駒（ＢＭ
Ｓ）：ディープボンド（京都新聞杯-G2），ジョーストリクトリ（ニュージーランドＴ-G2），キング
ズガード（プロキオンＳ-G3），コーラルツッキー（エーデルワイス賞-JPN3），ローレルベロー
チェ（シルクロードＳ-G3２着），ソイカウボーイ（兵庫ジュニアグランプリ-JPN2３着），ジョ
ーマンデリン（函館スプリントＳ-G3３着），ピクニックソング（エーデルワイス賞-JPN3３着）

母 *オレゴンガール（97 Rubiano）加国産，６勝，ブラジルＣ（Ｄ1400ｍ），節分賞（Ｄ
1200ｍ），浦安特別（Ｄ1200ｍ）。産駒

エーシンモアオバー（牡 鹿 マンハッタンカフェ）中央・東海・石川�12勝，名古屋
グランプリ-JPN2（２回），同２着，白山大賞典-JPN3（２回），同２着，同３
着，マリーンＳ-L（２回），ブラジルＣ-OP，大沼Ｓ-OP，しらかばＳ-OP，同
２着（２回），千歳特別，名古屋大賞典-JPN3２着，同３着，エルムＳ-G3
２着，同３着（３回），南関東・佐賀・北海道�入着，浦和記念-JPN2２
着，同３着，佐賀記念-JPN3２着，ブリーダーズゴールドＣ-JPN2３着。種
牡馬

エイシンハドソン（牡 鹿マンハッタンカフェ）４勝，江坂特別，すみれＳ-OP３着
エーシンポルックス（牡 芦アグネスタキオン）４勝，三浦特別，兵庫�２勝
エーシンハクレイ（牡 芦フジキセキ）兵庫�２勝，中央入着，東海�４勝
エーシンペースワン（牡 芦 *エイシンプレストン）入着，東海�３勝
エイシンユニコーン（牡 黒鹿ディープブリランテ）入着，南関東�３勝，�
エイシンミコノス（牡 黒鹿マンハッタンカフェ）兵庫�10勝，摂津盃３着，�
エーシンクーガー（牡 鹿タニノギムレット）兵庫�３勝

祖母ペイング ゲスト Paying Guest（89 Vice Regent）北米２勝。産駒
ダンサーズゲストDancer's Guest（騸 Pine Bluff）北米９勝

三代母スターアカウント Star Account（84 Private Account）北米１勝。産駒
スター バイデザイン Star by Design：北米７勝，Rustic Ruler S
イクイディード Equideed：北米６勝。イグゼキューティヴ ディード Executive Deed

（Passing Mood S２着）の母

【競走成績】兵庫�２勝［収得賞金 \880,000］

【繁殖成績】
2014 不受胎（オンファイア）
15 エイシンジェームズ（牡 黒鹿マツリダゴッホ）兵庫�２戦
16 エイシンドラゴン（牝 鹿メイショウサムソン）不出走
17 不受胎（ヒルノダムール）
18 死産（*クリエイターⅡ）
19 （牝 鹿 *ザファクター）
20 （牝 芦 *アメリカンペイトリオット）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 656



57 2020ジェイエス繁殖セール T0539‐06

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 パーティーチケット

厩舎番号№57 パーティーチケット Party Ticket

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2016年生
（４歳）
黒鹿毛
（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

デヴィルズ バッグ �
�
Halo

Devil's Bag
Ballade

*タイキシャトル
�
�
Caerleon

*ウェルシュマフィン栗 1994 Muffitys

�
�
�

�
�
*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カレンシェリーメイ

�
�
*トニービンスプリングチケット鹿 2009 カズミハルコマ（13）

*フォルカー系

【レッドファルクスを受胎（販売申込時）最終種付４月20日】

父*タイキシャトルは米国産，年度代表馬，中央・仏11勝，ジャックル マロワ賞-G1，安田
記念-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：ワンアンドオンリー（ダービー-G1），レーヌミノル（桜花賞
-G1），ストレイトガール（ヴィクトリアマイル-G1２回，スプリンターズＳ-G1），クリスタルブラ
ック（京成杯-G3），バビット（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3），キャンディバローズ（ファンタジ
ーＳ-G3），ファインチョイス（函館２歳Ｓ-G3），ダンツキッスイ（アーリントンＣ-JPN3）

母カレンシェリーメイ（09 ディープインパクト）１勝。産駒
イダ（牝 鹿エピファネイア）入着，�

祖母スプリングチケット（97 *トニービン）６勝，オークランドＲＣＴ，サマーＳ，九州スポ
ーツ杯，北野特別，対馬特別。産駒

カレンチャン（牝 *クロフネ）最優秀短距離馬，最優秀古牝馬，９勝，スプリンターズ
Ｓ-G1，同２着，高松宮記念-G1，阪神牝馬Ｓ-G2，函館スプリントＳ-G3，
キーンランドＣ-G3，山城Ｓ，潮騒特別，萌黄賞，葵Ｓ-L２着，セントウルＳ
-G2４着，オーシャンＳ-G3４着。産駒

カレンモエ（牝ロードカナロア）３勝，紫川特別，�
カレンヒメ（牝ダノンシャンティ）１勝，�

スプリングソング（牡 サクラバクシンオー）６勝，京阪杯-G3，同３着，京洛Ｓ
-OP，橘Ｓ-OP，長岡京Ｓ，オーストラリアＴ-L２着，セントウルＳ-G2３着，
阪神Ｃ-JPN2４着，阪急杯-G3４着

カレンカカ（牡 *クロフネ）４勝，南関東�１勝，�
プランタンビジュー（牝ダイワメジャー）２勝
アーリースプリング（牝 *クロフネ）入着。産駒

テリオスベル（牝キズナ）１勝，�
スプリングフェスタ（牝 ゼンノロブロイ）５戦。産駒

エンパイアミライ（牡 *エンパイアメーカー）２勝，南関東�２勝，�
シュバルツイェガー（牡 *マジェスティックウォリアー）１勝，�
サンライズチャージ（牡 *クロフネ）東海�１勝，石川�１勝，�

三代母カズミハルコマ（84 マルゼンスキー）４勝，初雛賞，春蘭賞-OP３着。産駒
タケミカヅチ：２勝，ダービー卿チャレンジＴ-G3，皐月賞-JPN1２着，デイリー杯２

歳Ｓ-JPN2２着，共同通信杯-JPN3２着，東風Ｓ-L２着，弥生賞-JPN2３
着，師走Ｓ-OP３着，シンザン記念-JPN3４着，京王杯スプリングＣ-G2５
着，東京スポーツ杯２歳Ｓ-JPN3５着

デカンタージュ：２戦，入着。産駒
ルリシュブール：１勝，ダリア賞-OP３着

【競走成績】中央２戦

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 657



58 2020ジェイエス繁殖セール T0012‐59

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 シュクルダール

厩舎番号№58 シュクルダール Sucre d'Art

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2014年生
（６歳）
黒鹿毛
（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

クリスエス �
�
Roberto

Kris S.
Sharp Queen

*シンボリクリスエス ティーケイ �
�
Gold Meridian

Tee Kay黒鹿 1999 Tri Argo

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellマルカキャンディ

�
�
*セクレト

*ジーナロマンティカ青鹿 1996 Waya（1）

【キタサンブラックを受胎（販売申込時）最終種付３月５日】

父*シンボリクリスエスは米国産，年度代表馬（２回），８勝，有馬記念-JPN1（２回）。主
な産駒（ＢＭＳ）：レイデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），オーソリティ（青葉賞-G2），
アドミラブル（青葉賞-G2），シングウィズジョイ（フローラＳ-G2），ミスパンテール（阪神牝
馬Ｓ-G2），クイーンマンボ（レディスプレリュード-JPN2），レイエンダ（エプソムＣ-G3），アル
クトス（プロキオンＳ-G3），ローズプリンスダム（レパードＳ-G3）

母マルカキャンディ（96 *サンデーサイレンス）７勝，府中牝馬Ｓ-JPN3（芝1800ｍ），大
阪スポーツ杯（芝1600ｍ），下鴨Ｓ（芝1800ｍ），西部日刊スポーツ杯（芝1800
ｍ），ポートアイランドＳ-OP２着。産駒

ベルシャザール（牡 青鹿キングカメハメハ）最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣ
ダート-G1，武蔵野Ｓ-G3，ブラジルＣ-L，ホープフルＳ-L，白川郷Ｓ，スプ
リングＳ-G2２着，ラジオ日本賞-OP２着，ダービー-G1３着，フェブラリー
Ｓ-G1３着，萩Ｓ-OP３着，セントライト記念-G2４着，共同通信杯-G3４
着。種牡馬

ライムキャンディ（牝 鹿タニノギムレット）２勝，マレーシアＣ，クイーンＣ-JPN3２着，
バレンタインＳ-OP３着。産駒

サムライロック（牡 *ワークフォース）１勝
キネオペガサス（牡 鹿 *コンデュイット）２勝，山藤賞，プリンシパルＳ-L２着
ナイトフッド（牡 青鹿 *シンボリクリスエス）５勝，白嶺Ｓ，武蔵野Ｓ-G3５着
アルフェロア（牡 青鹿 *シンボリクリスエス）１勝，佐賀�入着，韓国岳賞２着，五ケ

瀬川賞３着，九州オールカマー３着，松浦川賞３着
祖母 *ジーナロマンティカ Gina Romantica（88 *セクレト）米国産，北米３勝，ロング ア

イランドＨ-G2３着。出走した産駒は２頭のみ
三代母ワヤ Waya（74 Faraway Son）米古牝馬チャンピオン，仏・北米14勝，ベルデイム

Ｓ-G1，マンノウォーＳ-G1，トップ フライトＨ-G1，サンタバーバラＨ-G1，オペ
ラ賞-G2，ダイアナＨ-G2，ロワイヨモン賞-G3。産駒

ヴィダリア Vidalia：伊・北米２勝，クリテリウムフェミニーレ-G3
デ ニーロ De Niro：北米２勝，トレモントＢＣＳ-G3。種牡馬
ソフィティナ Sofitina：北米５勝，Doylestown H，Waya S-L３着
ワヤジ Wayage：仏入着。クリスタル キャッスル Crystal Castle（ダイアデムＳ

-G2），セクレイジ Secrage（カブール賞-G3）の母
シアトルウェイSeattle Way：北米入着。プリティ プロリフィック Pretty Prolific

（シュガースワールＳ-G3，テストＳ-G1２着）の母

【競走成績】中央入着，２着２回［収得賞金 \6,500,000］

【繁殖成績】
2019 生後直死（牡 黒鹿ロゴタイプ）
20 （牝 青鹿ロゴタイプ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 658



59 2020ジェイエス繁殖セール T0638‐19

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ペイフォワード

厩舎番号№59 ペイフォワード Pay Forward

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2015年生
（５歳）
黒鹿毛
（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellディープインパクト

�
�
Alzao

*ウインドインハーヘア鹿 2002 Burghclere

�
�
�

ストームキャット �
�
Storm Bird

Storm Cat
Terlingua

*ハートシェイプト トゥエンティエイトカラット �
�
Alydar

Twenty Eight Carat栗 2006 Voo Doo Dance（16）

【*ハービンジャーを受胎（販売申込時）最終種付３月20日】

父ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ
-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：キセキ（菊花賞-G1，ジャパン
Ｃ-G1２着），ファンタジスト（京王杯２歳Ｓ-G2，小倉２歳Ｓ-G3），ブラヴァス（新潟記念
-G3），ラストドラフト（京成杯-G3），ハッピーアワー（ファルコンＳ-G3）。父として，ジェンティ
ルドンナ（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（ダービー-G1）を出す

母 *ハートシェイプト Heart Shaped（06 Storm Cat）米国産，愛１勝，Marble Hill S
-L（芝５Ｆ），愛1000ギニートライアルＳ-G3２着，英・北米入着，Breeders'
Cup Juvenile Fillies Turf-L２着，英1000ギニー-G1４着，チェリーヒントンＳ
-G2４着。産駒

フィアレスハート（牡 黒鹿 ハーツクライ）入着，�
祖母トゥエンティエイトカラットTwenty Eight Carat（90 Alydar）北米２勝。産駒
エーピー ヴァレンタイン A P Valentine（牡 A. P. Indy）北米３勝，シャンペンＳ

-G1，プリークネスＳ-G1２着，ベルモントＳ-G1２着，トラヴァーズＳ-G1
４着，ジムダンディＳ-G1４着。種牡馬

サマー ベット Summer Bet（騸 Summer Squall）北米10勝，Jim Bowie S
ファケッティFacchetti（牡 Storm Cat）愛１勝，Cork S-L３着
アメリカンプロフィール American Profile（牝 Summer Squall）不出走。産駒

マイリトル モンキー My Little Monkey（牝 Old Trieste）北米１勝。産駒
モンキーズメダル Monkey's Medal（騸 Medallist）北米11勝，Roanoke

S３着
三代母ヴードゥー ダンス Voo Doo Dance（80 Stage Door Johnny）北米８勝，

Grassland H，Smart Deb H，Sweet Tooth H，Virginia H２着。産駒
プリング パンチズ Pulling Punches：北米３勝，Maryland Million Nursery S，

Peppy Addy S。種牡馬
エルズリーフレダ Erzulie Freda：北米１勝。産駒

ファンシーフレダ Fancy Freda：北米５勝，ハニービーＢＣＨ-G3，セリマＳ
-G3３着。*シャンパンルーム Champagne Room（ＢＣジュヴェナ
イルフィリーズ-G1）の曽祖母

シーズ ガット ザ ファクツ Shes Got the Facts：北米４勝，Bridal Flower
S。ラジオヘッド Radiohead（ノーフォークＳ-G2）の祖母

デヴィルズスウィートハートDevil's Sweetheart：北米１勝。産駒
エリンデヴィル Erindevil：ブラジル３勝。ジダー Jiddah（Ｅ.Ｐ.デ オリヴェイラ

ディアス賞-G3）の母

【競走成績】中央５戦，入着，２着１回［収得賞金 \2,700,000］

【繁殖成績】
2020 （牡 栗 *マインドユアビスケッツ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 659



60 2020ジェイエス繁殖セール T0499‐30

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ウララカ

厩舎番号№60 ウララカ Uraraka

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2006年生
（14歳）
黒鹿毛
（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

ワイルドアゲイン �
�
Icecapade

Wild Again
Bushel-n-Peck

*ワイルドラッシュ ローズ パーク �
�
Plugged Nickle

Rose Park鹿 1994 Hardship

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellマルカサワヤカ

�
�
*ノーザンテーストサワヤカプリンセス黒鹿 1998 *スコッチプリンセス（11）

【*パイロを受胎（販売申込時）最終種付５月22日】

父*ワイルドラッシュWild Rush は米国産，北米８勝，メトロポリタンＨ-G1，カーターＨ
-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：オナーエーピー（サンタアニタダービー-G1），ドリーミング オ
ブ ジュリア（フリゼットＳ-G1），スリーピーアイズトッド（チャールズ タウン クラシックＳ
-G2），ドリームポリーン（シュガースワールＳ-G3），ワイルドキャットマリー（ウィムジカルＳ
-G3），ディオスコリダー（カペラＳ-G3），ヒラボクラターシュ（佐賀記念-JPN3）

母マルカサワヤカ（98 *サンデーサイレンス）５勝，久多特別（芝1200ｍ），文月特別（芝
1200ｍ），芦屋川特別（芝1400ｍ），小倉日経オープン-L３着，北九州短距離
Ｓ-OP３着。産駒

エノラブエナ（牡 鹿 *シンボリクリスエス）４勝，上賀茂Ｓ
ヒダロマン（牝 黒鹿 *ワークフォース）３勝
アカノジュウロク（牝 鹿 *バゴ）１勝

祖母サワヤカプリンセス（86 *ノーザンテースト）４勝，飛騨特別。産駒
デュランダル（牡 *サンデーサイレンス）最優秀短距離馬（２回），８勝，マイルチャ

ンピオンシップ-G1，同-JPN1，スプリンターズＳ-JPN1，同２着（２回），ニュ
ーイヤーＳ-L，白秋Ｓ，ムーンライトＨ，筑紫特別，高松宮記念-JPN1２着，
セントウルＳ-JPN3３着。種牡馬

サイキョウサンデー（牡 *サンデーサイレンス）５勝，中日スポーツ賞４歳Ｓ
-JPN3，淀短距離Ｓ-OP，ファイナルＳ-OP，セントウルＳ-JPN3２着，シルク
ロードＳ-JPN3２着，テレビ愛知オープン-OP２着，都大路Ｓ-OP３着

サイキョウザクラ（牝 *サンデーサイレンス）２勝，葵Ｓ-OP３着。産駒
サイキョウワールド（牡 *パントレセレブル）５勝，サンタクロースＳ，ラジオ福島

賞，庄内川特別，淀短距離Ｓ-L３着，プロキオンＳ-G3４着
リトルブレッシング（牝 バブルガムフェロー）４戦，入着。産駒

プリンセスメモリー（牝 *スウェプトオーヴァーボード）６勝，オーロＣ-L，ラピス
ラズリＳ-OP，同２着，ダリア賞-OP，クイーンＣ-G3２着

【競走成績】中央１勝，２着５回，３着３回，兵庫�１勝，南関東�２勝
［収得賞金 \52,481,000］

【繁殖成績】
2013 アスコットチャンプ（騸 栗 *ハービンジャー）１勝，東海�１勝
14 不受胎（*タートルボウル）
15 デルマサングリア（牝 栗タイムパラドックス）石川�１勝
16 ウインドブロウン（牡 黒鹿 *サウスヴィグラス）北海道�１勝，南関東�６勝，�
17 グレイトムーン（牡 黒鹿 *マジェスティックウォリアー）入着
18 ウララカナハル（牝 黒鹿 *シニスターミニスター）未出走
19 （牡 鹿ローエングリン）
20 （牡 芦レッドファルクス）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 660



61 2020ジェイエス繁殖セール T0569‐08

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 セイウンイチリン

厩舎番号№61 セイウンイチリン Seiun Ichirin

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2014年生
（６歳）
鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンススペシャルウィーク キャンペンガールリーチザクラウン

�
�
Seattle Slewクラウンピース青鹿 2006 *クラシッククラウン

�
�
�

�
�
Chief's Crown

*エルハーブ
Histoireニシノエルハーブ

�
�
Alzao

*カプリッチョーサ鹿 1996 Clanjingle（14）

【ネロを受胎（販売申込時）最終種付３月31日】

父リーチザクラウンは千歳産，４勝，マイラーズＣ-G2，きさらぎ賞-G3，ダービー-JPN1２
着，神戸新聞杯-JPN2２着，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-JPN3２着，中山記念-G2３
着，菊花賞-JPN1５着。父として，キョウヘイ（シンザン記念-G3，リゲルＳ-L２着），サヤカ
チャン（アルテミスＳ-G3２着），ブルーバード（ダリア賞-OP），ニシノウララ（京王杯２歳Ｓ
-G2５着），スーパーマックス（佐賀・栄城賞，チャレンジＣ-G3５着）を出す

母ニシノエルハーブ（96 *エルハーブ）３勝。産駒
クルンプホルツ（牝 鹿 *シンボリクリスエス）２勝。産駒

スターストラック（牡トーセンホマレボシ）３勝，桧山特別
ハクサンタイヨウ（牡ブラックタイド）１勝

マロウブルー（牡 芦セイウンスカイ）１勝
ヒルトップシーン（牡 黒鹿マンハッタンカフェ）１勝，兵庫�１勝
オープンシャッセ（牝 青鹿ダンスインザダーク）入着。産駒
リュードマン（牡フリオーソ）１勝，�

ティアップソフィー（牝 青鹿スペシャルウィーク）入着，北海道�１勝，南関東�３勝
カプリッチレット（牝 栗タニノギムレット）入着，南関東�２勝
ライフジョイ（牝 栗フジキセキ）石川�５勝
ビービービージー（牡 青鹿ビービーガルダン）北海道�３勝，南関東�３勝，�

祖母 *カプリッチョーサ Capricciosa（88 Alzao）愛国産，愛２歳牝馬チャンピオン，愛
３勝，モイグレアスタッドＳ-G1，デビュータントＳ-G3，英１勝，チェヴァリー パ
ークＳ-G1。産駒

ニシノブルームーン（牝タニノギムレット）６勝，中山牝馬Ｓ-G3，府中Ｓ，鎌ヶ谷特
別，マーメイドＳ-G3２着，同４着，ヴィクトリアマイル-G1３着，愛知杯-G3
５着

ブランドキャリー（牝 サクラユタカオー）４勝，萩特別
三代母クランジングル Clanjingle（80 Tumble Wind）愛英９戦。産駒

ポリッシュリズム Polish Rhythm：英１勝，Joel S-L３着
コールミーアリスCall Me Alice：愛６戦。産駒

コール ミービッグ Call me Big：独４勝，ベナツェトレンネン-G3，Dortmun-
der Fliegerpreis-L，Silberne Peitsche-L

コールミーイーグル Call me Eagle：独２勝，Oppenheim-Rennen-L３着
クランデスタンアフェア Clandestine Affair：英３戦。産駒

ラセルベサ La Cerveza：伊３勝，Premio Buontalenta-L２着

【競走成績】中央３戦

【繁殖成績】
2019 生後直死（ヴィクトワールピサ）
20 （牝 栗グランプリボス）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 661



62 2020ジェイエス繁殖セール T0173‐41

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ニシノアストライア

厩舎番号№62 ニシノアストライア Nishino Astraia

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2015年生
（５歳）
栗毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*カンパラ

*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

�
�
�

�
�
*ブライアンズタイムタニノギムレット タニノクリスタルニシノラフィーネ

�
�
*サンデーサイレンスニシノタカラヅカ栗 2010 *デュプリシト（2）

【リーチザクラウンを受胎（販売申込時）最終種付５月23日】

父ジャングルポケットは早来産，年度代表馬，５勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ-G1。主
な産駒（ＢＭＳ）：ミッキースワロー（日経賞-G2，セントライト記念-G2），ソルヴェイグ（フィリ
ーズレビュー-G2），サクセスエナジー（さきたま杯-JPN2），ディーアンドジー（ＣＪＣニュ
ージーランドＣ-G3），ロードマイウェイ（チャレンジＣ-G3），コルテジア（きさらぎ賞-G3），ア
ブレイズ（フラワーＣ-G3），アペルトゥーラ（ルミエールオータムダッシュ-L）

母ニシノラフィーネ（10タニノギムレット）南関東�２戦。産駒
セイウンノア（牡 鹿 ルーラーシップ）入着，�

祖母ニシノタカラヅカ（03 *サンデーサイレンス）１勝，ファンタジーＳ-JPN3３着。産駒
ネロ（牡 *ヨハネスブルグ）８勝，京阪杯-G3（２回），ラピスラズリＳ-L，京洛Ｓ-OP，

クリスマスローズＳ-OP，駿風Ｓ，稲妻Ｓ，セントウルＳ-G2２着，アイビスサ
マーダッシュ-G3２着，韋駄天Ｓ-OP２着（２回），オーシャンＳ-G3４着
（２回），南関東・岩手�入着，東京盃-JPN2２着，クラスターＣ-JPN3２
着，東京スプリント-JPN3３着，ＪＢＣスプリント-JPN1４着，オーバルスプ
リント-JPN3５着。種牡馬

三代母 *デュプリシトDuplicit（85 Danzig）米国産，不出走。産駒
ニシノフラワー：最優秀２・３歳牝馬，最優秀スプリンター，７勝，桜花賞-JPN1，ス

プリンターズＳ-JPN1，阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1，マイラーズＣ-JPN2，デイリ
ー杯３歳Ｓ-JPN2，札幌３歳Ｓ-JPN3。産駒

ニシノマナムスメ：４勝，ユートピアＳ，堀川特別，マイラーズＣ-G2２着，愛知
杯-G3２着，カシオペアＳ-L３着，ヴィクトリアマイル-JPN1５着

ニシノデュー：６勝，晩春Ｓ，丹波特別，ＴＶｈ賞，都大路Ｓ-L３着
ニシノセイリュウ：３勝，若駒Ｓ-OP，下鴨Ｓ
ニシノミライ：入着。ニシノデイジー（札幌２歳Ｓ-G3，東京スポーツ杯２歳Ｓ

-G3，ホープフルＳ-G1３着，ダービー-G1５着）の祖母
ニシノファイナル：４勝，シリウスＳ-OP，鞍馬特別，北九州短距離Ｓ-OP２着。産駒

ニシノアンサー：２勝，ホープフルＳ-L，クローバー賞-L２着，スプリングＳ
-JPN2５着，岩手�１勝

ブランドセレナーデ：３勝，小樽特別。産駒
ニシノシンフォニー：２勝，マカオジョッキークラブＴ，セントライト記念-JPN2２

着，福島記念-JPN3４着，ステイヤーズＳ-JPN2５着
ニシノボナリー：２勝，東海�１勝。産駒

ニシノマオ：１勝，小倉２歳Ｓ-JPN3２着，フェアリーＳ-JPN3３着

【競走成績】中央入着［収得賞金 \700,000］

【繁殖成績】
2019 （牡 鹿リーチザクラウン）
20 （牡 栗ストロングリターン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 662



63 2020ジェイエス繁殖セール T0715‐31

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 カナエチャン

厩舎番号№63 カナエチャン Kanaechan

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2008年生
（12歳）
青鹿毛
（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellマンハッタンカフェ

�
�
Law Society

*サトルチェンジ青鹿 1998 Santa Luciana

�
�
�

ホラーティウス �
�
Proudest Roman

Horatius
True Charm

*ザミル マーストンズミル �
�
In Reality

Marston's Mill青鹿 1998 Millicent（22）

【ネロを受胎（販売申込時）最終種付５月８日】

父マンハッタンカフェは千歳産，最優秀古牡馬，６勝，菊花賞-JPN1，有馬記念-JPN1，
天皇賞�-JPN1。チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：レッドジェニアル（京都新聞杯
-G2），ショウナンラグーン（青葉賞-G2），ダンツプリウス（ニュージーランドＴ-G2），ランス
オブプラーナ（毎日杯-G3），ノットフォーマル（フェアリーＳ-G3），ナムラカメタロー（佐賀記
念-JPN3），プラチナヴォイス（萩Ｓ-L），プリンスリターン（シンザン記念-G3２着）

母 *ザミル The Mill（98 Horatius）米国産，北米１勝。産駒
マイネルプリサイス（牡 栗 *プリサイスエンド）１勝，兵庫�２勝，�

祖母マーストンズミル Marston's Mill（75 In Reality）北米４勝，Flirtation S３着。産
駒

*ミルレーサー Millracer（牝 Le Fabuleux）英１勝，北米１勝，ベルデイムＳ-G1４
着。産駒

フジキセキ（牡 *サンデーサイレンス）最優秀２歳牡馬，４勝，朝日杯３歳Ｓ
-JPN1，弥生賞-JPN2，もみじＳ-OP。種牡馬

シャイニンレーサー（牝 *ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ-JPN3，桂川
Ｓ，三宮特別，箕面特別。シャイニンルビー（牝 *サンデーサイレン
ス：クイーンＣ-JPN3，オーロＣ-L，桜花賞-JPN1３着）の母

アグネススペシャル（牡 *サンデーサイレンス）５勝，富嶽賞，北洋特別，オー
ルカマー-JPN2２着，新潟記念-JPN3２着。種牡馬

スーパーライセンス（牡 *マイニング）７勝，キャピタルＳ-OP。種牡馬
スターリーロマンス（牝 *サンデーサイレンス）４勝。ノボリディアーナ（牝 *フ

レンチデピュティ：府中牝馬Ｓ-G2），ダノンミル（騸ジャングルポケッ
ト：若葉Ｓ-L）の母

ガルウイング（牡 *ドクターデヴィアス）３勝，睦月賞，能勢特別。種牡馬
サンシャワーキッス（牝アンバーシャダイ）不出走。キョウエイアシュラ（騸 *ス

ウェプトオーヴァーボード：オーバルスプリント-JPN3）の母
*ミルカレントMill Current（牝 Little Current）不出走。産駒

ニホンピロタイラ（牝 Theatrical）２勝。ニホンピロアワーズ（牡 *ホワイトマズ
ル：最優秀ダートホース，ジャパンＣダート-G1，東海Ｓ-G2）の祖母

【競走成績】中央２勝［収得賞金 \13,200,000］

【繁殖成績】
2015 ニシノダンテ（牡 青鹿 *タイキシャトル）１勝，�
16 セイウンカイドウ（牡 青鹿リーチザクラウン）兵庫�入着，�
17 セイウンクロクモ（牡 青鹿エピファネイア）北海道�入着，�
18 生後直死（キングカメハメハ）
19 不受胎（ラブリーデイ）
20 （牡 鹿グレーターロンドン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 663



64 2020ジェイエス繁殖セール T0120‐70

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 スーパールミナル

厩舎番号№64 スーパールミナル Superluminal

大岩 和也＝新ひだか町静内豊畑 ℡090（6872）7225（飼養者＝新井昭二牧場）

2012年生
（８歳）
栗毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellゼンノロブロイ

�
�
*マイニング

*ローミンレイチェル黒鹿 2000 One Smart Lady

�
�
�

�
�
Storm Cat

*ヘネシー
Island Kitty

*ファストアズライト タフアズ ネイルズ �
�
Majestic Light

Tough as Nails鹿 1999 Hardliner（2）

【*ベストウォーリアを受胎（販売申込時）最終種付４月21日】

父ゼンノロブロイは白老産，年度代表馬，７勝，ジャパンＣ-G1，有馬記念-JPN1，天皇賞
�-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：エキュメニカル（ＳＡＪＣブリーダーズＳ-G3），ハイランド
ピーク（エルムＳ-G3），シーズンズギフト（ニュージーランドＴ-G2２着），パイオニアバイオ
（フローラＳ-G2２着），メイショウテンスイ（兵庫ジュニアグラップリ-JPN2２着），ビッククイ
ンバイオ（アルテミスＳ-G3３着）。父として，サンテミリオン（オークス-G1）を出す

母 *ファストアズライト（99 *ヘネシー）米国産，５勝，耶馬渓特別（芝1200ｍ），鷹ヶ峰特
別（芝1200ｍ），壬生特別（芝1200ｍ），九重特別（芝1200ｍ）。産駒

アナザースカイAnother Sky（牝 Songandaprayer）北米１勝
ファストアズソング（牡 鹿 Curlin）入着，南関東�３勝
ルーチェミラコロ（牡 黒鹿 *キンシャサノキセキ）入着，南関東�１勝，�
ライトストーリー（牡 鹿エイシンフラッシュ）佐賀�３勝，背振山賞
ラストライト（騸 鹿 *ダンカーク）石川�１勝，�
*ラヴアズギフト（牝 鹿 Tiznow）６戦。産駒

ジャストザマリン（牝ディープブリランテ）１勝，フェアリーＳ-G3４着
ファストアズエバー（牝 *スウェプトオーヴァーボード）２勝，飛翔特別，�
グランマリアージュ（牝 *スウェプトオーヴァーボード）２勝，�

祖母タフアズ ネイルズ Tough as Nails（84 Majestic Light）不出走。産駒
キャットレイル Catrail（牡 Storm Cat）英６勝，チャレンジＳ-G2，ダイアデムＳ

-G3，スプリントＣ-G1２着，ジュライＣ-G1３着，コーク＆オラリーＳ-G3３
着，仏入着，モーリスドギース賞-G2２着。種牡馬

スワンリヴァー Swan River（牝 *ヘネシー）不出走。産駒
トラック エヌ ジャム Trac N Jam（牝 El Corredor）北米３勝，Indiana

Downs Distaff S-L
三代母ハードライナー Hardliner（74 Buckpasser）不出走。産駒
ジョンズ ゴールド John's Gold：北米６勝，ロングフェローＨ-G2。種牡馬
ボールドフローリス Bold Flawless：英１勝。ライフ アット ザトップ Life At the

Top（キャンデラブラＳ-G3），ジェンタイルオム Gentilhomme（Zet-
land S-L），サウンドリーズニング Sound Reasoning（Correction H
-L）の母，タイガー シャーク Tiger Shark（McDonogh EBF S-L），マ
ンストン Manston（Doncaster S-L）の祖母，アルパイン ガーデン Al-
pine Garden（ブリティッシュコロンビアＢＣオークス-G3）の三代母

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \5,100,000］

【繁殖成績】
2018 （牝 黒鹿 *ハービンジャー）
19 （牝 黒鹿 サトノアラジン）
20 （牡 黒鹿 *バゴ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 664



65 2020ジェイエス繁殖セール T0346‐33

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 ケイト

厩舎番号№65 ケイト Kate

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

2008年生
（12歳）
黒鹿毛
（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

ロベルト �
�
Hail to Reason

Roberto
Bramalea

*ブライアンズタイム ケリーズ デイ �
�
Graustark

Kelley's Day黒鹿 1985 Golden Trail

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスバブルガムフェロー *バブルカンパニーハリウッドドリーム

�
�
Isopach

*オリンピアデュカキス栗 1999 Jaana（6）

【イスラボニータを受胎（販売申込時）最終種付２月27日】

父*ブライアンズタイム Brian's Time は米国産，北米５勝，フロリダダービー-G1。本邦
２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ディーマジェスティ（皐月賞-G1），ビートブ
ラック（天皇賞・春-G1），スリーロールス（菊花賞-JPN1），エスポワールシチー（ジャパンＣ
ダート-G1，フェブラリーＳ-G1），タイムフライヤー（ホープフルＳ-G1），ヒガシウィルウィン
（ジャパンダートダービー-JPN1），ティコティコタック（秋華賞-JPN1）

母ハリウッドドリーム（99 バブルガムフェロー）１勝。産駒
マジンプロスパー（牡 栗 アドマイヤコジーン）東海�２勝，中央７勝，阪急杯

-G3，同２着，ＣＢＣ賞-G3（２回），醍醐Ｓ，瀬田特別，キーンランドＣ
-G3３着，スプリンターズＳ-G1４着，シルクロードＳ-G3４着（２回），高
松宮記念-G1５着，スワンＳ-G2５着。種牡馬

レッドアルゴ（牡 鹿 *クロフネ）１勝
ドラゴンブルース（牡 鹿 *シンボリクリスエス）１勝
ピエーナテーラー（牝 栗 *ノヴェリスト）１勝，�
ヒカルハピネス（牡 栗ジャングルポケット）石川�６勝，岩手�２勝

祖母 *オリンピアデュカキス Olimpia Dukakis（92 Isopach）伊国産，伊８勝，伊1000
ギニー-G2，ドルメーロ賞-G3，レニャーノ賞-G3，Criterium Nazionale-L，Pre-
mio Seregno-L，Premio Conte Felice Scheibler-L，伊オークス-G1２着，リデ
ィアテシオ賞-G2２着。産駒

オリンピアンナイト（牡 *ブライアンズタイム）５勝，ブリリアントＳ-L，金蹄Ｓ，成田
特別，エルムＳ-JPN3５着

キタサンラブソング（牝ダンスインザダーク）３勝。産駒
キタサンシンガー（牡アドマイヤコジーン）４勝，津軽海峡特別
ダイリュウキセキ（牝 *ファスリエフ）４勝，端午Ｓ-OP３着

三代母ジャーナ Jaana（86 Cure the Blues）伊３勝，Premio Verziere-L。産駒
ヴァリーズキング Valley's King：伊２勝

四代母ストラダヴァリ Stradavari（80 *ストラダビンスキー）伊入着，ピサ賞-G3２着。産
駒

メディアナ Mediana：伊６勝

【競走成績】中央４勝，天王寺特別（Ｄ1400ｍ），３着５回［収得賞金 \53,008,000］

【繁殖成績】
2015 レゲンダアウレア（騸 栗オルフェーヴル）１勝，�
16 ブランシェット（牝 黒鹿オルフェーヴル）１勝，�
17 （牝 黒鹿エピファネイア）
18 ユペール（牝 鹿 ルーラーシップ）未出走
19 早死産（キズナ）
20 不受胎（エピファネイア）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 665



66 2020ジェイエス繁殖セール T0087‐36

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 ラルシュドール

厩舎番号№66 ラルシュドール L'Arche d'Or

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

2009年生
（11歳）
鹿毛

（白老産）

�
�
�
�

�
�
�

クリスエス �
�
Roberto

Kris S.
Sharp Queen

*シンボリクリスエス ティーケイ �
�
Gold Meridian

Tee Kay黒鹿 1999 Tri Argo

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellレクレドール

�
�
*ディクタスゴールデンサッシュ黒鹿 2001 ダイナサッシュ（1）
*ロイヤルサッシュ系

【*ハービンジャーを受胎（販売申込時）最終種付３月12日】

父*シンボリクリスエスは米国産，年度代表馬（２回），８勝，有馬記念-JPN1（２回）。主
な産駒（ＢＭＳ）：レイデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），オーソリティ（青葉賞-G2），
アドミラブル（青葉賞-G2），シングウィズジョイ（フローラＳ-G2），ミスパンテール（阪神牝
馬Ｓ-G2），クイーンマンボ（レディスプレリュード-JPN2），レイエンダ（エプソムＣ-G3），アル
クトス（プロキオンＳ-G3），ローズプリンスダム（レパードＳ-G3）

母レクレドール（01 *サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ-JPN2（芝2000ｍ），クイーンＳ
-JPN3（芝1800ｍ），同３着，札幌記念-JPN2２着，阪神牝馬Ｓ-JPN2３着，福
島牝馬Ｓ-JPN3３着，同５着，愛知杯-JPN3４着，マーメイドＳ-JPN3５着。産
駒

ベルーフ（牡 鹿 *ハービンジャー）３勝，京成杯-G3，エリカ賞，チャレンジＣ-G3２
着，小倉記念-G3２着（２回），同４着，カシオペアＳ-L３着，スプリングＳ
-G2４着，新潟記念-G3４着，日経新春杯-G2５着，セントライト記念-G2
５着

クラージュドール（牡 鹿 キングカメハメハ）５勝，春光Ｓ，桃山Ｓ，南関東�２勝，
金盃，大井記念２着，ダイオライト記念-JPN2４着，同５着

ルフォール（牝 鹿キングカメハメハ）３勝
コリエドール（牡 栗 *クロフネ）２勝
グルファクシー（牝 栗 *ハービンジャー）２勝，�

祖母ゴールデンサッシュ（88 *ディクタス）５戦，入着。産駒
ステイゴールド（牡 *サンデーサイレンス）５勝，日経新春杯-JPN2，目黒記念

-JPN2，天皇賞�-JPN1２着（２回），天皇賞�-JPN1２着，UAE・香港２
勝，香港ヴァーズ-G1，ドバイシーマクラシック-G2。種牡馬

キューティゴールド（牝 *フレンチデピュティ）５戦，入着。ショウナンパンドラ（牝 デ
ィープインパクト：最優秀古牝馬，ジャパンＣ-G1，秋華賞-G1）の母

グレースランド（牝 *トニービン）４戦，入着。ドリームパスポート（牡フジキセキ：神
戸新聞杯-JPN2），フロンティア（牡ダイワメジャー：新潟２歳Ｓ-G3），ラ
ウンドワールド（牡ディープインパクト：アンドロメダＳ-L）の母

ローズサッシュ（牝 *ドクターデヴィアス）入着。ダイアナヘイロー（牝キングヘイロー
：阪神Ｃ-G2，阪急杯-G3，北九州記念-G3）の三代母

【競走成績】中央３勝，２着２回，３着５回［収得賞金 \33,270,000］

【繁殖成績】
2016 アルクス（騸 鹿 *ハービンジャー）１勝
17 （牡 鹿 ルーラーシップ）
18 ベリエドール（牡 栗モーリス）入着，�
19 生後直死（ロードカナロア）
20 不受胎（サトノクラウン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 666



67 2020ジェイエス繁殖セール T0030‐40

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 クリアンサス

厩舎番号№67 クリアンサス Clianthus

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

2008年生
（12歳）
鹿毛

（白老産）

�
�
�
�

リダウツチョイス �
�
�

�
�
Danzig

*デインヒル
Razyana

Redoute's Choice シャンサズ チョイス �
�
Canny Lad

Shantha's Choice鹿 1996 Dancing Show

�
�
�

�
�
*スティールハートニホンピロウイナー ニホンピロエバートフラワーパーク

�
�
*ノーザンテーストノーザンフラワー鹿 1992 *ファイアフラワー（1）

【サトノアラジンを受胎（販売申込時）最終種付４月８日】

父リダウツチョイス Redoute's Choice は豪州産，豪５勝，ＶＡＴＣコーフィールドギニ
ー-G1。豪総合・２歳チャンピオンサイアー。豪ＢＭＳチャンピオン。主な産駒（ＢＭＳ）：
エースハイ（ＶＲＣヴィクトリアダービー-G1），レヴェンディ（ＡＴＣダービー-G1），エクス
トラブルート（ＶＲＣヴィクトリアダービー-G1），セイクリッドフォールズ（ＡＴＣドンカスタ
ーマイル-G1２回），サトノアーサー（関屋記念-G3，エプソムＣ-G3）

母フラワーパーク（92 ニホンピロウイナー）最優秀短距離馬，最優秀父内国産馬，７
勝，スプリンターズＳ-JPN1（芝1200ｍ），同４着，高松宮杯-JPN1（芝1200ｍ，レ
コード），シルクロードＳ-JPN3（芝1200ｍ），同４着，うずしおＳ（芝1400ｍ），千
種川特別（芝1400ｍ），恵那特別（芝1200ｍ），ＣＢＣ賞-JPN2２着，同４着，
陽春Ｓ-OP２着，マイラーズＣ-JPN2４着。産駒

クリアンサス（牝 鹿 Redoute's Choice）本馬
ヴァンセンヌ（牡 鹿ディープインパクト）６勝，東京新聞杯-G3，元町Ｓ，エクセレン

トジョッキーズＴ，小峰城特別，安田記念-G1２着，京王杯スプリングＣ
-G2２着。種牡馬

フィレンツェ（牡 黒鹿 *サンデーサイレンス）５勝，クリスマスキャロル賞，須磨特別
（２回），あすなろ賞，すみれＳ-OP３着，毎日杯-JPN3４着

メイカ（牝 鹿ダンスインザダーク）２勝
フローラルパレス（牝 栗 *サンデーサイレンス）１勝。産駒

カイアワセ（牝 *アイルハヴアナザー）１勝，�
パラディーゾ（牡 鹿ダンスインザダーク）１勝

祖母ノーザンフラワー（77 *ノーザンテースト）不出走。産駒
ミラクルムテキ（牝 *キャロルハウス）不出走。産駒

エムオーウイナー（牡ニホンピロウイナー）７勝，シルクロードＳ-G3，新春Ｓ，
鷹ヶ峰特別，桶狭間特別，オーシャンＳ-JPN3２着。種牡馬

ハナドケイ（牝 *ルドゥターブル）１戦，入着。産駒
カガミダリア（牝 バンブーアトラス）２勝，西脇特別

【競走成績】中央３勝，マーガレットＳ-L（芝1400ｍ），春菜賞（芝1400ｍ）
［収得賞金 \36,269,000］

【繁殖成績】
2014 クレオス（牡 鹿ダイワメジャー）入着
15 種付せず
16 クロランサス（牝 鹿ディープインパクト）１勝
17 クレイス（牡 鹿ロードカナロア）入着
18 パロットビーク（牝 黒鹿 ハーツクライ）未出走
19 （牡 鹿イスラボニータ）
20 （牝 鹿ドリームジャーニー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 667



68 2020ジェイエス繁殖セール T0459‐36

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 アルーリングライフ

厩舎番号№68 アルーリングライフ Alluring Life

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

2007年生
（13歳）
鹿毛

（白老産）

�
�
�
�

�
�
�

デピュティミニスター �
�
Vice Regent

Deputy Minister
Mint Copy

*フレンチデピュティ ミッテラン �
�
Hold Your Peace

Mitterand栗 1992 Laredo Lass

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

*エンドスウィープ
Broom Danceアルーリングアクト

�
�
Fappiano

*チャーミングファピアノ鹿 1997 Charming Story（9）

【リアルインパクトを受胎（販売申込時）最終種付４月５日】

父*フレンチデピュティFrench Deputy は米国産，北米４勝，ジェロームＨ-G2。主な産
駒（ＢＭＳ）：マカヒキ（ダービー-G1），ショウナンパンドラ（ジャパンＣ-G1），レインボーライ
ン（天皇賞・春-G1），ゴールドドリーム（チャンピオンズＣ-G1，フェブラリーＳ-G1），マイネ
ルホウオウ（ＮＨＫマイルＣ-G1），アンジュデジール（ＪＢＣレディスクラシック-JPN1），ア
ンドラフティド（ダイヤモンドジュビリーＳ-G1），ダンサ（アーカンソーダービー-G1）

母アルーリングアクト（97 *エンドスウィープ）２勝，小倉３歳Ｓ-JPN3（芝1200ｍ），４
歳牝馬特別�-JPN2５着。産駒

アルーリングボイス（牝 鹿 *フレンチデピュティ）４勝，小倉２歳Ｓ-JPN3，ファンタ
ジーＳ-JPN3，ききょうＳ-OP，北九州記念-JPN3２着，福島民友Ｃ-L３着，
セントウルＳ-G2４着，フィリーズレビュー-JPN2４着，ＣＢＣ賞-G3５着。
産駒

アンヴァル（牝ロードカナロア）４勝，オパールＳ-L，福島２歳Ｓ-OP，ＣＢＣ
賞-G3２着，淀短距離Ｓ-L２着，バーデンバーデンＣ-OP２着，北九
州記念-G3３着，同４着，フィリーズレビュー-G2４着，京阪杯-G3４
着，シルクロードＳ-G3４着，�

オールザゴー（牡ステイゴールド）４勝，マーガレットＳ-L，白梅賞，ＮＨＫマイ
ルＣ-G1５着，�

ベルヴォワ（牝ディープインパクト）１勝，�
オースミマーシャル（牡 鹿ダンスインザダーク）２勝，野路菊Ｓ-OP，中京２歳Ｓ

-OP３着
アメージングタクト（牡 鹿 *ウォーエンブレム）５勝，陽春Ｓ，夙川特別
アルティシムス（牡 鹿ディープインパクト）４勝，宇治川特別，青島特別，こぶし賞，

障１勝
アルーリングムーン（牡 鹿 *タイキシャトル）３勝
アメイズミー（牡 鹿 *タートルボウル）２勝
アルーリングライン（牡 鹿タニノギムレット）１勝

【競走成績】中央４勝，紫川特別（芝1200ｍ），秋吉台特別（芝1200ｍ），２着３回，３着
４回［収得賞金 \67,571,000］

【繁殖成績】
2014 アルーリングデイズ（騸 黒鹿 ゼンノロブロイ）入着，南関東�２勝，�
15 リビングマイライフ（牝 鹿ダイワメジャー）１勝
16 不受胎（ハーツクライ）
17 レイドバックライフ（牝 鹿ディープインパクト）不出走
18 シュルレアリスト（牡 鹿オルフェーヴル）入着，�
19 （牝 黒鹿ジャスタウェイ）
20 （牝 栗イスラボニータ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 668



69 2020ジェイエス繁殖セール T0269‐11

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 ビートフォルテ

厩舎番号№69 ビートフォルテ Beat Forte

オーシャンレーシング＝日高町賀張 ℡01456（5）2700

2014年生
（６歳）
黒鹿毛
（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellゴールドアリュール

�
�
Nureyev

*ニキーヤ栗 1999 Reluctant Guest

�
�
�

エーピーインディ �
�
Seattle Slew

A. P. Indy
Weekend Surprise

*オフジオールドブロック チップ �
�
Norquestor

Chip黒鹿 2000 Big Pride（4）

【*アポロケンタッキーを受胎（販売申込時）最終種付５月２日】

父ゴールドアリュールは追分産，最優秀ダートホース，中央・南関東・岩手�８勝，フェブ
ラリーＳ-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：オメガパフューム（東京大賞典-G1２回，帝王賞
-JPN1），ハービンマオ（関東オークス-JPN2），ツーエムマイスター（パラダイスＳ-L２着），
ブルーセレブ（南関東・東京２歳優駿牝馬），ドリュウ（ポラリスＳ-OP２着）。父として，コパ
ノリッキー（フェブラリーＳ-G1），エスポワールシチー（ジャパンＣダート-G1）を出す

母 *オフジオールドブロック Offtheoldblock（00 A. P. Indy）米国産，北米１勝。産駒
ゼットヒューマー Z Humor（牡 Distorted Humor）北米６勝，デルタジャックポッ

トＳ-G3，Maxxam Gold Cup H-L，Delta Mile S-L，Ralph M. Hinds In-
vitational H-L，Tenacious H２着，シャンペンＳ-G1３着，イリノイダービ
ー-G2３着，サプリングＳ-G3３着，Long Branch S-L３着，West Vir-
ginia Governor's S-L３着，Michael G. Schaefer Mile S-L３着，Pass
the Tab S３着，ファウンテンオブ ユースＳ-G2４着，ジェロームＨ-G2４
着，マインシャフトＨ-G3４着。種牡馬

ヒューズ ネクストHughes Next（騸 *ヘニーヒューズ）北米８勝，Broad Brush S-L
３着

オールドパサデナ（牝 鹿 *エンパイアメーカー）５勝，銀嶺Ｓ，三峰山特別，清里特
別

シュナウザー（牡 黒鹿 ゼンノロブロイ）４勝，三浦特別
スターリクルートStar Recruit（牝 *アルデバランⅡ）北米８勝。産駒

ギャツビー Gatsby（牡 Brethren）北米１勝，Dr. Fager S２着
レトロフィット（牝 鹿 *エンパイアメーカー）２勝，�
イーベンホルツ（牡 青鹿ゴールドアリュール）１勝，�

祖母チップ Chip（93 Norquestor）北米10勝，ランパートＨ-G2，ファーストレイディＨ
-G3，シャーリージョーンズＨ-G3，ヴェイグランシーＨ-G3，Silvery Honey S，
Dearly Precious S２着，モリーピッチャーＢＣＨ-G2３着，ジェニュインリスク
Ｈ-G2４着。産駒

ミセスアイダ エル Mrs. Aida L（牝 Drosselmeyer）北米５勝
三代母ビッグ プライド Big Pride（87 Bet Big）北米５勝，Politely S，Office Queen

S，Davona Dale S，Ruffian S，Candy Eclair S３着，フォワード ギャルＳ-G3
４着。産駒

ビッグ エゴ Big Ego：北米６勝，Walking in Da Sun S，Sham Say S
チップス プライド Chips Pride：北米10勝，Linkage S２着

【競走成績】中央３戦，岩手�１勝，２着１回，３着１回［収得賞金 \288,000］

【繁殖成績】
2019 （牝 鹿 *ディスクリートキャット）
20 （牡 鹿 *モンテロッソ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 669



70 2020ジェイエス繁殖セール T0105‐22

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 コスモカゼツカイ

厩舎番号№70 *コスモカゼツカイ Cosmo Kazetsukai（IRE）

オーシャンレーシング＝日高町賀張 ℡01456（5）2700

2009年生
（11歳）
栗毛

（愛国産）

�
�
�
�

ハリケーンラン �
�
�

モンジュー �
�
Sadler's Wells

Montjeu
Floripedes

Hurricane Run ホールドオン �
�
Surumu

Hold On鹿 2002 Hone

インティザー �
�
�

ミスター プロスペクター �
�
Raise a Native

Mr. Prospector
Gold Digger

Intizaa オウマルダーヤ �
�
Nureyev

Oumaldaaya黒鹿 1996 Histoire（1）

【リーチザクラウンを受胎（販売申込時）最終種付５月３日】

父ハリケーンラン Hurricane Run は愛国産，全欧年度代表馬，英仏８勝，愛ダービー
-G1，凱旋門賞-G1，同３着，キング ジョージ六世＆クイーン エリザベスＳ-G1，タタソー
ルズ ゴールドＣ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ルントラント（ニエル賞-G2，ショードネイ賞
-G2），メイドアップ（マーチＳ-G3），アザノ（ポールドムサック賞-G3）。父として，エクト（ク
リテリウムアンテルナシオナル-G1），マジックハリケーン（ＡＴＣメトロポリタンＨ）を出す

母インティザー Intizaa（96 Mr. Prospector）英入着。産駒
ハサイスHasayis（牝 *デインヒル）英１勝，仏２勝
スターバックSturbuck（騸 Footstepsinthesand）独１勝，仏３勝
*ベイビーローズ（牝 鹿 Singspiel）１勝

祖母オウマルダーヤ Oumaldaaya（89 Nureyev）伊３歳牝馬チャンピオン，英伊３勝，
リディアテシオ賞-G2，Lupe S-L，伊1000ギニー-G2４着，ナッソーＳ-G2４着，
仏入着，ノネット賞-G3４着。産駒

ハーミ Haami（牡 Nashwan）英愛５勝，デズモンドＳ-G3，Darley S-L，Somer-
ville Tattersall S-L，アール オブ セフトンＳ-G3２着，ビーズウィングＳ
-G3２着，ソラリオＳ-G3３着，独・北米入着，ディキシーＳ-G2２着，エッ
ティンゲンレンネン-G3３着

アユン Ayun（牝 Swain）英３勝。産駒
アクマル Akmal（騸 Selkirk）英８勝，ヘンリー二世Ｓ-G2，ジョッキークラブ

Ｃ-G3，Noel Murless S-L，サガロＳ-G3２着，Aston Park S-L３着
三代母イストワール Histoire（79 Riverman）仏１勝。産駒
*エルハーブ Erhaab：英４勝，英ダービー-G1，ダンテＳ-G2。種牡馬
イスパノリア Hispanolia：仏２勝，Prix Melisande-L，Prix de Meudon-L２着
モウヒバ Mawhiba：英１戦。チャイビア Chaibia（プシケ賞-G3）の母
アルビーダー Al Beedaa：英入着。ヴィランドリー Villandry（リヴァー シティＨ

-G3）の母
*ワディアWadia：英４戦。ワディラム（米子Ｓ-L）の母

【競走成績】中央３戦，石川�１勝，２着３回，３着２回，岩手�入着，３着１回
［収得賞金 \358,000］

【繁殖成績】
2014 シナノピット（牝 黒鹿 *パイロ）南関東�入着
15 ベロオリゾンテ（牝 栗ダンスインザダーク）不出走
16 ファムファタル（牝 鹿トゥザグローリー）１勝，�
17 プルルス（牝 栗メイショウボーラー）東海�入着，�
18 キャプテンフック（牡 栗スピルバーグ）未出走
19 （牡 芦 *ラニ）
20 （牝 芦 *ラニ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 670



71 2020ジェイエス繁殖セール T0554‐42

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐02 ベーリーオクルス

厩舎番号№71 ベーリーオクルス Beli Oculus

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

2017年生
（３歳）
鹿毛

（安平産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*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キズナ

�
�
Storm Cat

*キャットクイル青鹿 2010 Pacific Princess

�
�
�

テイル オブ ザキャット �
�
Storm Cat

Tale of the Cat
Yarn

*セレスティアルキャット マヤンメイドン �
�
Lyphard

Mayan Maiden栗 2011 Chic Shirine（13）

【ルーラーシップを受胎（販売申込時）最終種付５月２日】

父キズナは新冠産，最優秀３歳牡馬，中央・仏７勝，ダービー-G1，ニエル賞-G2，大阪
杯-G2，同２着，京都新聞杯-G2，毎日杯-G3，京都記念-G2３着，ラジオＮＩＫＫＥＩ
杯２歳Ｓ-G3３着，凱旋門賞-G1４着。父として，ディープボンド（京都新聞杯-G2），マ
ルターズディオサ（チューリップ賞-G2），アブレイズ（フラワーＣ-G3），クリスタルブラック（京
成杯-G3），ビアンフェ（函館２歳Ｓ-G3），キメラヴェリテ（北海道２歳優駿-JPN3）を出す

母 *セレスティアルキャットCelestial Cat（11 Tale of the Cat）米国産，不出走。産駒
ガトーブリランテ（牝 栗ディープブリランテ）１勝

祖母マヤンメイドン Mayan Maiden（93 Lyphard）不出走。産駒
メサフレスカMesa Fresca（牝 Sky Mesa）北米１勝。産駒

ハーモナイズ Harmonize（牝 Scat Daddy）北米５勝，デル マー オークス
-G1，グレンズフォールズＳ-G3，ジェサミンＳ-G3，P. G. Johnson S
-L，Sanibel Island H，クイーン エリザベス二世チャレンジ カップＳ
-G1２着，ミセスリヴィアＳ-G2２着，Wonder Again S-L２着，エッジ
ウッドＳ-G3３着

マヤ Maya（牝 Capote）北米２勝。産駒
アル ハリ Al Khali（牡 Medaglia d'Oro）ペルー２勝，北米６勝，ボウリング

グリーンＨ-G2，サラナクＳ-G3，ソードダンサー招待Ｓ-G1２着，同
３着（２回），ノーザンダンサーターフＳ-G1２着，同３着，A Gift S
２着，ユナイティドネイションズＳ-G1３着，競馬博物館名誉の殿堂
Ｓ-G2３着。種牡馬

ジャパン Japan（牡 Medaglia d'Oro）北米２勝，Easy Goer S-L，ジムダンデ
ィＳ-G2３着。種牡馬

セイハリ Sheikhali（牡 City Zip）ペルー９勝，Clasico Arrabal-L
サポテカZapoteca（牝 Seattle Slew）北米入着。産駒

サペアダ Zapeada（牝 Senor Candy）亜１勝，マヌエルＪ.ジラルデス賞-G3
２着，ルイスマリアカンポス将軍賞-G2３着

三代母シック シリーン Chic Shirine（84 Mr. Prospector）北米３勝，アシュランドＳ
-G1，Hail Hilarious S-L，サンタイネスＳ-G3２着，マザーグースＳ-G1３着，
La Centinela S３着。ウォルドボロ Waldoboro（トゥルーノースＨ-G2），タラ
ローマ Tara Roma（レイディーズＨ-G2）の母，ヴェラザノ Verrazano（ハスキ
ル招待Ｓ-G1，ウッドメモリアルＳ-G1），セラレイク Serra Lake（ゴーフォー
ワンドＨ-G1），ソマリレモネード Somali Lemonade（ダイアナＳ-G1）の祖
母，プリザヴェイショニスト Preservationist（ウッドウォードＳ-G1）の三代母

【競走成績】中央４戦，入着，２着２回［収得賞金 \5,820,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 671



72 2020ジェイエス繁殖セール T0523‐34

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐02 スマイリングムーン

厩舎番号№72 スマイリングムーン Smiling Moon

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

2008年生
（12歳）
黒鹿毛
（安平産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellフジキセキ

�
�
Le Fabuleux

*ミルレーサー青鹿 1992 Marston's Mill

�
�
�

ビアンコニ �
�
Danzig

Bianconi
Fall Aspen

*スプレッドスマイル ホーラー �
�
*ミシエロ

Horah鹿 2001 Dance Or Prance（12）

【*ダノンレジェンドを受胎（販売申込時）最終種付４月29日】

父フジキセキは千歳産，最優秀２歳牡馬，４戦全勝，朝日杯３歳Ｓ-JPN1，弥生賞
-JPN2。主な産駒（ＢＭＳ）：サウンドトゥルー（チャンピオンズＣ-G1，東京大賞典-G1），ホ
ワイトフーガ（ＪＢＣレディスクラシック-JPN1２回），ヨウセイ（ＭＲＣ1000ギニー-G1），カ
ーマディック（ＡＴＣドンカスターマイル-G1），ルミア（ケイプフィリーズ ギニー-G1），ユア
ソング（ＢＲＣ ＢＴＣカップ-G1），アリゼオ（毎日王冠-G2，スプリングＳ-G2）

母 *スプレッドスマイル（01 Bianconi）米国産，３勝，佐渡金銀山特別（Ｄ1200ｍ）。産駒
スマイリーキュート（牝 青ソングオブウインド）北海道�１勝，石川�３勝，サラブレ

ッド大賞典，ＭＲＯ金賞３着，北日本新聞杯３着
アルテミス（牝 栗 ゼンノロブロイ）東海�１勝
ステイハッピー（牝 栗ステイゴールド）入着，石川�２勝

祖母ホーラー Horah（96 *ミシエロ）北米２勝。産駒
アプトトゥペイApt to Pay（騸 Aptitude）北米７勝

三代母ダンスオアプランス Dance Or Prance（75 Bold Reasoning）不出走。産駒
スウィンギン スウェイ Swingin Sway：北米14勝，ボード オブ ガヴァナーズＨ

-G3，Ak-Sar-Ben H-L，同２着，Hot Springs H-L，Balmoral Derby，
Don Leon S，Lincoln Derby，King Cotton H-L２着，Gus Fonner H-L
２着，Airline S２着，Red River Downs H２着，Sugar Bowl H２着，
Jim Foti H２着，Beef State S２着，カウントフリートスプリントＨ-G2４
着，コーンハスカーＨ-G2４着。種牡馬

ディービービーズドリーム D. B. B.'s Dream：北米６勝，Devonshire Cream
H。アジュマー Ajmaer（Fantasy H-L，ブリティッシュコロンビアＢＣオーク
ス-G3３着），スティール カウント Steel Count（British Columbia Nu-
rsery S）の母

ドクター ペイン Dr Pain：北米８勝，Bellevue H，Tacoma H，Los Feliz S２着，
Cardinal Breeders' Cup H２着，Applebite Farm H２着

ダークタンゴ Dark Tango：不出走。サラトガ タンゴ Saratoga Tango（Ema Bo-
vary S）の母

エヴィー Evie：北米１勝。ケイケイアヴェイ K K Avey（Indiana Futurity）の母

【競走成績】中央４勝，２着１回，３着２回［収得賞金 \37,640,000］

【繁殖成績】
2015 マレインジェニイ（牡 鹿 *ワークフォース）佐賀�３勝
16 オスティリオ（牡 栗 *ケープブランコ）入着，石川�３勝，南関東�２勝，�
17 タナノフローラ（牝 鹿 ルーラーシップ）入着，兵庫�１勝，�
18 不受胎（キズナ）
19 （牝 鹿 *ヘニーヒューズ）
20 （牝 鹿モーリス）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 672



73 2020ジェイエス繁殖セール T0050‐65

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐02 ランデックギブリ

厩舎番号№73 ランデックギブリLandeck Ghibli

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

2012年生
（８歳）
鹿毛

（安平産）

�
�
�
�

�
�
�

クリスエス �
�
Roberto

Kris S.
Sharp Queen

*シンボリクリスエス ティーケイ �
�
Gold Meridian

Tee Kay黒鹿 1999 Tri Argo

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

*エンドスウィープ
Broom Danceアンナヴァン

�
�
*サンデーサイレンスフサイチミニヨン栗 2001 *バレークイーン（1）

【イスラボニータを受胎（販売申込時）最終種付５月14日】

父*シンボリクリスエスは米国産，年度代表馬（２回），８勝，有馬記念-JPN1（２回）。主
な産駒（ＢＭＳ）：レイデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），オーソリティ（青葉賞-G2），
アドミラブル（青葉賞-G2），シングウィズジョイ（フローラＳ-G2），ミスパンテール（阪神牝
馬Ｓ-G2），クイーンマンボ（レディスプレリュード-JPN2），レイエンダ（エプソムＣ-G3），アル
クトス（プロキオンＳ-G3），ローズプリンスダム（レパードＳ-G3）

母アンナヴァン（01 *エンドスウィープ）１勝。産駒
サトノネプチューン（牡 鹿 *シンボリクリスエス）３勝，ホープフルＳ-L
アナザーバージョン（騸 鹿 *クロフネ）３勝，青竜Ｓ-OP２着
グリッサード（牡 鹿 *シンボリクリスエス）１勝，�
エールオンレール（牝 栗エピファネイア）１勝，�

祖母フサイチミニヨン（96 *サンデーサイレンス）２戦。産駒
アンブロワーズ（牝 *フレンチデピュティ）４勝，函館２歳Ｓ-JPN3，ファイナルＳ-L，

ストークＳ，阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1２着，ポートアイランドＳ-L２
着，アネモネＳ-L３着。産駒

ロシュフォール（牡キングカメハメハ）４勝，アメジストＳ，ｔｖｋ賞，新潟大賞
典-G3３着，�

コナブリュワーズ（牝キングカメハメハ）４勝，うずしおＳ，おおぞら特別，長万
部特別。産駒

カイルアコナ（牝 *キンシャサノキセキ）１勝，福島２歳Ｓ-OP２着，小倉
２歳Ｓ-G3５着，�

テオドール（騸 *ハービンジャー）５勝，美浦Ｓ，三木特別，鹿野山特別，ダービ
ー卿チャレンジＴ-G3４着

三代母 *バレークイーン Ballet Queen（88 Sadler's Wells）愛国産，不出走。産駒
フサイチコンコルド：３勝，ダービー-JPN1，菊花賞-JPN1３着。種牡馬
アンライバルド：４勝，皐月賞-JPN1，スプリングＳ-JPN2。種牡馬
ボーンキング：２勝，京成杯-JPN3，弥生賞-JPN2２着。種牡馬
グレースアドマイヤ：５勝，東大路Ｓ，馬籠特別，ＴＶＱ杯，御在所特別，府中牝馬

Ｓ -JPN3２着，４歳牝馬特別� -JPN2３着。ヴィクトリー（皐月賞
-JPN1），リンカーン（阪神大賞典-G2，京都大賞典-G2）の母，アドミラ
ブル（青葉賞-G2），ジェラシー（スイートピーＳ-L）の祖母

【競走成績】岩手�２勝，２着１回［収得賞金 \227,000］

【繁殖成績】
2017 ヤナタンピュア（牡 鹿フェノーメノ）１戦
18 （牝 黒鹿フェノーメノ）
19 （牝 鹿フェノーメノ）
20 （牡 鹿ミッキーアイル）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 673



74 2020ジェイエス繁殖セール T0496‐53

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐02 ディミータ

厩舎番号№74 ディミータ Demeter

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

2007年生
（13歳）
黒鹿毛
（安平産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellダンスインザダーク

�
�
Nijinsky

*ダンシングキイ鹿 1993 Key Partner

�
�
�

ストームキャット �
�
Storm Bird

Storm Cat
Terlingua

*レッドキャット レイディシャープ �
�
Sharpman

Lady Sharp栗 1995 Golondrina（11）

【*ノヴェリストを受胎（販売申込時）最終種付３月31日】

父ダンスインザダークは千歳産，最優秀３歳牡馬，５勝，菊花賞-JPN1。主な産駒（Ｂ
ＭＳ）：ラブリーデイ（天皇賞・秋-G1，宝塚記念-G1），ユーキャンスマイル（阪神大賞典
-G2），アルバート（ステイヤーズＳ-G2３回），メイショウカンパク（京都大賞典-G2），トリオ
ンフ（中山金杯-G3），ダイメイプリンセス（アイビスサマーダッシュ-G3），キョウヘイ（シンザ
ン記念-G3），ショウリュウムーン（朝日チャレンジＣ-G3）

母 *レッドキャット Red Cat（95 Storm Cat）米国産，北米５勝，Bayou Breeders' Cup
H-L（芝９Ｆ），Furl Sail H-L（芝８Ｆ），Prestonwood Distaff H-L２着，
Bryan Station S-L２着，Pan Zareta S-L２着，Miss Woodford S-L２着，ジェ
ニーワイリーＳ-G3３着，Peony S-L３着，Mint Julep H-L３着，Pago Hop S
-L３着，アシュランドマイルＨ-G3４着。産駒

ダイレクトキャッチ（牡 黒鹿スペシャルウィーク）１勝，中日新聞杯-JPN3２着，共同
通信杯-JPN3２着，京成杯-JPN3５着

ステラロッサ（牡 栗 ハーツクライ）５勝，初富士Ｓ，府中Ｓ，昇仙峡特別，白富士Ｓ
-L２着，メイＳ-OP２着，スプリングＳ-G2３着

ボンバルリーナ（牝 鹿 *シンボリクリスエス）２勝，檜原湖特別，ローズＳ-G2５着。
産駒

キタノインパクト（牡ディープインパクト）１勝，�
レッドハッピー Red Happy（牝 A. P. Indy）仏２勝。産駒
レッドラヴ Red Love（牝 Gone West）仏２勝。レッド ライン Red Line（牝

Sageburg：Prix Aymeri de Mauleon-L）の母
ヘイアンルモンド（牡 鹿 Kingmambo）３勝
ミネット（牝 鹿ディープインパクト）３勝
イルーシヴキャット（牝 栗キングカメハメハ）２勝。産駒

イルーシヴパンサー（牡 ハーツクライ）１勝，�
祖母レイディシャープ Lady Sharp（81 Sharpman）仏１勝。レイディブレッシングト

ン Lady Blessington（牝 *バイアモン：オールアロングＳ-G2）の母

【競走成績】中央１勝，２着１回，３着４回［収得賞金 \21,050,000］

【繁殖成績】
2013 シピ（牝 黒鹿 *バゴ）２戦
14 ペトロニウス（牡 鹿 *ハービンジャー）４戦
15 クナップフラウ（牝 黒鹿 ルーラーシップ）入着，佐賀�１勝，�
16 レヨン（牝 鹿 ルーラーシップ）１戦
17 オールドパル（牝 青鹿 *タートルボウル）中央・高知�４戦
18 不受胎（エピファネイア）
19 ジュンコメタ（牡 鹿 ルーラーシップ）未出走
20 （牝 鹿ビッグアーサー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 674



75 2020ジェイエス繁殖セール T0394‐65

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 エイシンエレガンス

厩舎番号№75 エイシンエレガンス A Shin Elegance

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（22）0432（飼養者＝栄進牧場）

2015年生
（５歳）
青鹿毛
（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

ダンシリ �
�
*デインヒル

Dansili
Hasili

*ハービンジャー ペナン パール �
�
Bering

Penang Pearl鹿 2006 Guapa

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellエイシンルーデンス

�
�
トウショウボーイエイシングレシャス青鹿 1996 *チーフネル（8）

【ヴィクトワールピサを受胎（販売申込時）最終種付３月29日】

父*ハービンジャー Harbinger は英国産，英６勝，キング ジョージ六世＆クイーン エリ
ザベスＳ-G1。父として，ブラストワンピース（有馬記念-G1），ディアドラ（ナッソーＳ-G1，
秋華賞-G1），ペルシアンナイト（マイルチャンピオンシップ-G1），ノームコア（ヴィクトリアマイ
ル-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），ドレッドノータス（京都大賞典-G2），ハー
ビンマオ（関東オークス-JPN2），サマーセント（マーメイドＳ-G3）を出す

母エイシンルーデンス（96 *サンデーサイレンス）５勝，中山牝馬Ｓ-JPN3（芝1800ｍ），
同５着，チューリップ賞-JPN3（芝1600ｍ），紅梅Ｓ-OP（芝1400ｍ），りんどう賞
（芝1400ｍ），阪神牝馬特別-JPN2２着，京都牝馬特別-JPN3２着，フェアリー
Ｓ-JPN3２着，ターコイズＳ-OP３着，すばるＳ-OP３着，４歳牝馬特別�
-JPN2５着，スワンＳ-JPN2５着，京都金杯-JPN3５着。産駒

エーシンリジル（牝 鹿 *フレンチデピュティ）５勝，淀屋橋Ｓ，船橋Ｓ，西部日刊スポ
ーツ杯，北九州記念-G3２着，鞍馬Ｓ-OP２着，兵庫�１勝，兵庫クイー
ンＣ３着

エーシンエムディー（牝 黒鹿キングカメハメハ）３勝，鳥羽特別
エーシンラージシー（牝 黒鹿 *シンボリクリスエス）東海�１勝。産駒

エイシンヴァラー（牡 *サウスヴィグラス）６勝，ジャニュアリーＳ-OP，西陣Ｓ，
伊良湖特別，横手特別，兵庫・高知�９勝，黒船賞-JPN3，兵庫ゴー
ルドＣ３着，兵庫ゴールドＴ-JPN3５着，東海・佐賀�入着，笠松グ
ランプリ２着，かきつばた記念-JPN3４着，サマーチャンピオン-JPN3
５着，�

エイシンバッケン（牡 *ヨハネスブルグ）７勝，欅Ｓ-L，同２着，オータムリーフ
Ｓ-OP，鎌倉Ｓ，藤森Ｓ，ファイナルＳ-OP２着，根岸Ｓ-G3３着，フェ
ブラリーＳ-G1４着

エイシンイダテン（牡 黒鹿 *エルコンドルパサー）３勝，高知�８勝
祖母エイシングレシャス（84トウショウボーイ）３勝，吹田特別。産駒
キタサンサイレンス（牝 *サンデーサイレンス）１勝，札幌３歳Ｓ-JPN3２着
アイラインローザー（牝 バブルガムフェロー）３戦。産駒
グランプリナイト（牡 *スウェプトオーヴァーボード）４勝

三代母 *チーフネル Chief Nell（69 Jacinto）米国産，北米１戦。産駒
ハルーダ：４勝，多摩川特別，サフラン賞。産駒
コウヨウヒロイン：２勝，ふきのとう特別，４歳牝馬特別�-JPN2４着，クイーンＳ

-JPN3４着

【競走成績】中央１勝，２着１回，３着１回，石川�入着，３着１回，兵庫�入着，３着
１回［収得賞金 \10,916,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 675



76 2020ジェイエス繁殖セール T0705‐31

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 ナバテア

厩舎番号№76 ナバテア Nabatea

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

2017年生
（３歳）
黒鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellハーツクライ

�
�
*トニービンアイリッシュダンス鹿 2001 *ビューパーダンス

�
�
�

アンブライドルズソング �
�
Unbridled

Unbridled's Song
Trolley Song

*エルラディユー
�
�
Storm Cat

*レーヴドフィユ鹿 2012 Bosra Sham（22）

【未供用】

父ハーツクライは千歳産，最優秀古牡馬，中央・UAE５勝，ドバイシーマクラシック-G1，
有馬記念-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1），トロワ
ゼトワル（京成杯オータムＨ-G3２回），ケイデンスコール（新潟２歳Ｓ-G3），ヴァルディゼ
ール（シンザン記念-G3），シーズララバイ（フラワーＣ-G3２着）。父として，リスグラシュー
（有馬記念-G1），ワンアンドオンリー（ダービー-G1）を出す

母 *エルラディユー（12 Unbridled's Song）米国産，わが国で入着。出走した産駒は本
馬１頭

祖母 *レーヴドフィユ Reve de Fille（05 Storm Cat）米国産，不出走。産駒
ロジストーム（牡 Unbridled's Song）１勝，南関東�４勝，岩手�７勝，シアンモア

記念，絆Ｃ，赤松杯，白嶺賞，�
デザートフロンティア Desert Frontier（騸 *エンパイアメーカー）北米１勝
レーヴアンシャンテ Reve Enchante（牝 Medaglia d'Oro）不出走。産駒

ドリーム イットイズ Dream It Is（牝 Shackleford）北米３勝，スカイラヴィル
Ｓ-G3，My Dear S-L，Star Shoot S-L３着

三代母ボスラ シャム Bosra Sham（93 Woodman）全欧３歳牝馬チャンピオン，英７
勝，英1000ギニー-G1，チャンピオンＳ-G1，フィリーズマイル-G1，プリンスオブ
ウェールズＳ-G2，フレッドダーリンＳ-G3，ブリガディアジェラードＳ-G3，クイー
ンエリザベス二世Ｓ-G1２着，エクリプスＳ-G1３着，インタナショナルＳ-G1４
着。産駒

ロスバーグ Rosberg：北米２勝，加プレミアズＳ-G3，S. W. Randall Plate H２
着，UAE３勝。種牡馬

四代母コルヴェヤ Korveya（82 Riverman）仏３勝，クロエ賞-G3，Prix des Lilas-L，セ
ーネワーズ賞-G3４着，伊入着，バグッタ賞-G3３着。産駒

*ヘクタープロテクター Hector Protector：仏９勝，仏2000ギニー-G1，ジャックル
マロワ賞-G1，仏グラン クリテリウム-G1，モルニ賞-G1，サラマンドル賞
-G1，フォンテンブロー賞-G3，カブール賞-G3。種牡馬

*シャンハイ Shanghai：仏３勝，仏2000ギニー-G1，Prix Montenica-L，エドモンブ
ラン賞-G3２着，ミュゲ賞-G3２着，イスパーン賞-G1３着。種牡馬

マリアイサベラ Maria Isabella：英１勝，Dahlia S-L２着，Hoppings S-L２着。ユト
レヒト Utrecht（クロエ賞-G3）の母

ジョコンダ Gioconda：仏１勝。*シーロ Ciro（リュパン賞-G1，仏グラン クリテリウム
-G1）の母，トレイルブレイザー（京都記念-G2）の祖母

タパティナ Tapatina：北米３戦。インターナリーフローレス Internallyflawless（デ
ル マーオークス-G1）の母

トルーアントTruant：不出走。*ドリームキラリ（欅Ｓ-L）の母

【競走成績】中央５戦

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 676



77 2020ジェイエス繁殖セール T0404‐55

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ピュアチョコレート

厩舎番号№77 *ピュアチョコレート Pure Chocolate（USA）

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

2008年生
（12歳）
黒鹿毛
（米国産）

�
�
�
�

ゴーストザッパー �
�
�

オーサムアゲイン �
�
Deputy Minister

Awesome Again
Primal Force

Ghostzapper ベイビージップ �
�
Relaunch

Baby Zip鹿 2000 Thirty Zip

ルーラヴィ �
�
�

エーピーインディ �
�
Seattle Slew

A. P. Indy
Weekend Surprise

Lu Ravi アットザ ハーフ �
�
Seeking the Gold

At the Half鹿 1995 Knitted Gloves（8）

【ブラックタイドを受胎（販売申込時）最終種付３月11日】

父ゴーストザッパー Ghostzapper は米国産，米年度代表馬，北米９勝，ＢＣクラシック
-G1，ウッドウォードＳ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ジャスティファイ（米三冠，サンタアニタダ
ービー-G1），*ドレフォン（ＢＣスプリント-G1，フォアゴーＳ-G1），アメリカン ギャル（テスト
Ｓ-G1，ヒュマナディスタフＳ-G1），*シャンパンエニワン（ガルフストリーム パークオーク
ス-G2），ギベオン（中日新聞杯-G3），*レヴァンテライオン（函館２歳Ｓ-G3）

母ルー ラヴィ Lu Ravi（95 A. P. Indy）北米11勝，モリーピッチャーＢＣＨ-G2（Ｄ8.5
Ｆ），コティリオンＨ-G2（Ｄ8.5Ｆ），デラウェアＨ-G3（Ｄ10Ｆ），フェアグラウン
ズオークス-G3（Ｄ8.5Ｆ），シクスティセイルズＨ-G3（Ｄ９Ｆ），Chou Croute
H-L（Ｄ8.5Ｆ，Ｄ８Ｆ）２回，同３着，Doubledogdare S-L（Ｄ8.5Ｆ），アップル
ブラッサムＨ-G1２着（２回），アラバマＳ-G1２着，ルイヴィルＢＣＨ-G2２
着，オークローンＢＣＳ-G3２着（２回），Delaware Oaks-L２着，Davona
Dale S-L２着，フルールドリスＨ-G3４着。産駒

ラヴィズ ソング Ravi's Song（牝 芦 Unbridled's Song）北米６勝，New Orleans
Ladies S-L，Shelby County Arts H-L，Pelleteri S，マッチメイカーＳ-G3
２着，ミントジュレップＨ-G3２着，同４着，カーディナルＨ-G3２着，Prai-
rie Meadows Oak-L３着，フォールズシティＨ-G2４着

ナチュラルラッシュNatural Rush（牝 Indian Charlie）北米１勝。産駒
ワイアッツ タウン Wyatt's Town（騸 Speightstown）北米４勝，Ontario

Jockey Club S，King Corrie S，ヴィジルＳ-G3３着
*ラヴィーズラヴィン（牝 鹿 Giant's Causeway）入着。産駒

ミステリウム（騸 *エンパイアメーカー）１勝，ザ バンディット The Bandit の名
で豪３勝，VRC Andrew Ramsden S-L２着

スパーブインロージズ Superb in Roses（牝 Giant's Causeway）不出走。産駒
マルターズグーゴル Maltese Googol（牝 Speightstown）北米１勝。産駒

パトリシア エル Patricia L（牝 *シャンハイボビー）北米２勝，Barbara
Shinpoch S３着

【競走成績】北米入着，２着１回［収得賞金 $8,270］

【繁殖成績】
2013 ショコラミント（牝 鹿 Uncle Mo）３戦
14 エポックメーカー（牡 鹿 *エンパイアメーカー）１勝
15 サトノオーサム（牡 鹿オルフェーヴル）入着，南関東�５勝，�
16 ナリノカカオ（牡 黒鹿ヴィクトワールピサ）不出走
17 シェーブルドール（牝 鹿スピルバーグ）高知・岩手�入着
18 ミエノピュア（牡 黒鹿ブラックタイド）入着，�
19 （牝 黒鹿スピルバーグ）
20 流産（ディープブリランテ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 677



78 2020ジェイエス繁殖セール T0457‐73

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 サトノサクラ

厩舎番号№78 サトノサクラ Satono Sakura

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

2007年生
（13歳）
青鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

クリスエス �
�
Roberto

Kris S.
Sharp Queen

*シンボリクリスエス ティーケイ �
�
Gold Meridian

Tee Kay黒鹿 1999 Tri Argo

�
�
�

セプティエムシエル �
�
Seattle Slew

Septieme Ciel
Maximova

*シジェームサン サマレックス �
�
Ela-Mana-Mou

Samalex黒鹿 1992 Pampas Miss（9）

【レッドファルクスを受胎（販売申込時）最終種付５月27日】

父*シンボリクリスエスは米国産，年度代表馬（２回），８勝，有馬記念-JPN1（２回）。主
な産駒（ＢＭＳ）：レイデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），オーソリティ（青葉賞-G2），
アドミラブル（青葉賞-G2），シングウィズジョイ（フローラＳ-G2），ミスパンテール（阪神牝
馬Ｓ-G2），クイーンマンボ（レディスプレリュード-JPN2），レイエンダ（エプソムＣ-G3），アル
クトス（プロキオンＳ-G3），ローズプリンスダム（レパードＳ-G3）

母 *シジェームサン Sixieme Sens（92 Septieme Ciel）米国産，仏２勝，Prix de
Bagatelle-L（芝1600ｍ），Criterium du Fonds Europeen de l'Elevage-L３
着，北米５勝，ダリアＨ-G2（芝8.5Ｆ），サンゴルゴニオＨ-G2（芝９Ｆ），アシ
ーニアＨ-G3（芝８Ｆ），Hanshin H-L２着，Lady Canterbury Breeders' Cup
H-L３着。産駒

ボールドブライアン（騸 鹿 *ブライアンズタイム）５勝，東京新聞杯-JPN3，石清水
Ｓ，摩周湖特別，函館スプリントＳ-JPN3２着

セレブ（騸 黒鹿 Gone West）４勝，竜飛崎特別
メイクヒストリー（牝 黒鹿 *サンデーサイレンス）１勝，エルフィンＳ-OP３着。産駒

ティリアンパープル（牝ジャングルポケット）障２勝，新潟ジャンプＳ，同３着，
中山大障害５着（２回）

アサギリジョー（牡ジャングルポケット）１勝，京成杯-G3５着
ルージュマジック（牝 鹿 *アフリート）入着，南関東�２勝。産駒
ヒメタチバナ（牝ナカヤマフェスタ）２勝，南相馬特別

フローレス（牝 黒鹿 *サンデーサイレンス）東海�１勝，中央３勝
ユニバーサルピース（牝 鹿 *サンデーサイレンス）１勝

祖母サマレックス Samalex（82 Ela-Mana-Mou）仏２勝，サンロマン賞-G3３着，ペネロ
ープ賞-G3３着

【競走成績】中央入着，３着１回［収得賞金 \1,800,000］

【繁殖成績】
2012 モントルルシュマン（牡 鹿 *スウェプトオーヴァーボード）１勝，石川�４勝，佐賀

�２勝，�
13 ファビラスヒーロー（騸 芦 *スウェプトオーヴァーボード）３勝，東海�２勝，石川�

入着，日本海スプリント４着，�
14 ポッドギャルド（牡 黒鹿ローエングリン）南関東�１戦，入着
15 ヒメベニサクラ（牝 鹿ディープブリランテ）５戦，入着
16 流産（ディープブリランテ）
17 不受胎（ディープブリランテ）
18 ケイティローズ（牝 青鹿ディープブリランテ）１戦，�
19 （牝 黒鹿ディープブリランテ）
20 （牝 芦レッドファルクス）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 678



79 2020ジェイエス繁殖セール T0160‐26

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 エスターブレ

厩舎番号№79 エスターブレ Estable

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

2010年生
（10歳）
栗毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Roberto

*ブライアンズタイム
Kelley's Dayタニノギムレット

�
�
*クリスタルパレスタニノクリスタル鹿 1999 *タニノシーバード

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellグロリアスアーチ

�
�
Nashwan

*フラワーアーチ黒鹿 2002 Forest Flower（2）

【トーセンラーを受胎（販売申込時）最終種付６月５日】

父タニノギムレットは静内産，５勝，ダービー-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：パフォーマプロミ
ス（アルゼンチン共和国杯-G2，日経新春杯-G2），タガノディグオ（兵庫チャンピオンシッ
プ-JPN2），クラージュゲリエ（京都２歳Ｓ-G3），ブレスジャーニー（東京スポーツ杯２歳Ｓ
-G3），プロフェット（京成杯-G3），ヴォージュ（札幌日経オープン-L），*タニノフランケル（小
倉大賞典-G3２着），グラヴィオーラ（エーデルワイス賞-JPN3２着）

母グロリアスアーチ（02 *サンデーサイレンス）３勝。産駒
サクラトップキング（牡 鹿 *クロフネ）佐賀�１勝

祖母 *フラワーアーチ（94 Nashwan）愛国産，４勝，尾瀬特別，里見特別。産駒
ベストオブミー（牝 *ブライアンズタイム）２勝，若菜賞，フィリーズレビュー-JPN2２

着。産駒
プライムデイ（牡キズナ）１勝，�

ブルーミングデイズ（牝 *ブライアンズタイム）１勝
ヒラボクエクセル（牡スペシャルウィーク）１勝
サトノアーチ（牝マンハッタンカフェ）入着。産駒
フリーフロー（牡 バーディバーディ）２勝，�

三代母フォレストフラワー Forest Flower（84 Green Forest）英２歳牝馬チャンピオ
ン，英愛５勝，愛1000ギニー-G1，ミルリーフＳ-G2，チェリーヒントンＳ-G3，ク
イーンメアリーＳ-G3，フィーニクスＳ-G1２着，チャイルドＳ-G2４着。産駒

ハートフォードキャッスル Hertford Castle：英３戦。産駒
クワイエット ストーム Quiet Storm：英２勝，Upavon Fillies' S-L２着，Pi-

palong S-L３着。産駒
フォレストストーム Forest Storm：愛１勝，Flame of Tara S-L２着。ナ

イト オブ サンダー Night of Thunder（英2000ギニー-G1，ロ
ッキンジＳ-G1）の母

サファランド Safarando：英６勝，Easter S-L２着，北米入着，Oceanside S３
着。種牡馬

四代母リープ ライヴリー Leap Lively（78 Nijinsky）英３勝，フィリーズ マイル-G3。ハ
イイールド High Yield（ブルーグラスＳ-G1）の祖母，*キャッチアグリムス
Catch a Glimpse（ＢＣジュヴェナイルフィリーズターフ-G1），オールドフォ
レスター Old Forester（クリフハンガーＳ-G3）の三代母

【競走成績】中央１勝，２着２回，３着２回［収得賞金 \16,000,000］

【繁殖成績】
2017 ウマッスル（牡 青鹿エイシンフラッシュ）高知�入着，�
18 不受胎（*モンテロッソ）
19 （牡 黒鹿フェノーメノ）
20 （牡 黒鹿フェノーメノ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 679



80 2020ジェイエス繁殖セール T0135‐01

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 スパニッシュレディ

厩舎番号№80 スパニッシュレディSpanish Lady

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2016年生
（４歳）
栗毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellハーツクライ

�
�
*トニービンアイリッシュダンス鹿 2001 *ビューパーダンス

�
�
�

ストリートクライ �
�
Machiavellian

Street Cry
Helen Street

*オーシャンウェイ シーギフト �
�
A. P. Indy

Sea Gift鹿 2008 Ocean Queen（2）

【*アメリカンペイトリオットを受胎（販売申込時）最終種付５月17日】

父ハーツクライは千歳産，最優秀古牡馬，中央・UAE５勝，ドバイシーマクラシック-G1，
有馬記念-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1），トロワ
ゼトワル（京成杯オータムＨ-G3２回），ケイデンスコール（新潟２歳Ｓ-G3），ヴァルディゼ
ール（シンザン記念-G3），シーズララバイ（フラワーＣ-G3２着）。父として，リスグラシュー
（有馬記念-G1），ワンアンドオンリー（ダービー-G1）を出す

母 *オーシャンウェイOceanway（08 Street Cry）米国産，英４勝。産駒
シールート（騸 鹿 *ハードスパン）１勝，�

祖母シーギフト Sea Gift（02 A. P. Indy）英１勝。産駒
チートゥ Chitu（牡 *ヘニーヒューズ）北米４勝，サンランドダービー-G3，Damas-

cus S，ロバートＢ.ルイスＳ-G2２着，マリブＳ-G1３着。種牡馬
三代母オーシャン クイーン Ocean Queen（93 Zilzal）北米４勝，ベイメドウズＢＣダ

ービーＨ-G3。産駒
チェリー ベイビー Cherry Baby：ペルー４勝，サントーリン賞-G3２着，ミゲルＡ.チェ

カエギーグレン賞-G3３着
*バイコースタル Bicoastal：英・北米２勝，プレスティジＳ-G3２着。産駒

ティルナノーグ：３勝，信濃川特別，紫菊賞
シャンドフルール：２勝，千両賞，クイーンＣ-G3５着，�

*スマートオーシャン：１勝。産駒
スマートダンディー：８勝，コーラルＳ-L，ギャラクシーＳ-OP，ポラリスＳ-OP，

銀蹄Ｓ，三河Ｓ，すばるＳ-L２着，オアシスＳ-L３着，�
スマートリアン：２勝，スイートピーＳ-L２着，エルフィンＳ-L３着，チューリップ賞

-G2５着，�
スマートセラヴィー：４勝，薩摩Ｓ，大通公園特別，�

オーシャンサウンド Ocean Sound：北米３戦。産駒
クイーン オブ スキャット Queen of Scat：北米２勝，Dueling Grounds Oaks

２着
四代母リヴァー ジグ River Jig（84 Irish River）英伊２勝，Premio Fausta-L，クリテリ

ウムフェミニーレ-G3２着。産駒
ダンス パレイド Dance Parade：英・北米７勝，ブエナヴィスタＨ-G2。リーディン

グ ライト Leading Light（英セントレジャー-G1，ゴールドＣ-G1）の母
ジグ Jig：英・北米５勝，La Zanzara S
トレジャートロウヴ Treasure Trove：英入着。トイルサム Toylsome（フォレ賞

-G1），コーラル ミスト Coral Mist（ファースオブクライドＳ-G3）の母

【競走成績】中央３戦

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 680



81 2020ジェイエス繁殖セール T0281‐54

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 ヴェスティージ

厩舎番号№81 ヴェスティージ Vestige

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2015年生
（５歳）
鹿毛

（日高産）

�
�
�
�

レイヴンズ パス �
�
�

イルーシヴクオリティ �
�
Gone West

Elusive Quality
Touch of Greatness

Raven's Pass アスカットニー �
�
Lord At War

Ascutney栗 2005 Right Word

�
�
�

モンズーン �
�
Konigsstuhl

Monsun
Mosella

*エンシェントアート
�
�
Sadler's Wells

*シンコウエルメス鹿 2008 Doff the Derby（4）

【ヴィクトワールピサを受胎（販売申込時）最終種付４月３日】

父レイヴンズ パス Raven's Pass は米国産，英・北米６勝，ＢＣクラシック-G1，クイーン
エリザベス二世Ｓ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ミシュリフ（仏ダービー-G1），ケサール（ミルリ
ーフＳ-G2），ライトオンキュー（京阪杯-G3），ディープダイバー（橘Ｓ-L）。父として，ロイヤ
ルマリーン（ジャンリュックラガルデール賞-G1），マッターホルン（マクトゥームチャレンジ
ラウンド３-G1），タワーオブロンドン（スプリンターズＳ-G1）を出す

母 *エンシェントアートAncient Art（08 Monsun）英国産，仏１勝。産駒
*ヒーリングマインド（牡 鹿タニノギムレット）３勝，札幌日刊スポーツ杯，アザレア賞，

�
ハニーハンター Honey Hunter（牝 Shamardal）仏１勝
*プライモーディアル（牡 鹿 Shamardal）１勝，�

祖母 *シンコウエルメス（93 Sadler's Wells）愛国産，わが国で１戦，入着。産駒
レイクトーヤ Lake Toya（牝 Darshaan）英仏４勝，Gillies S-L，Prix Caravelle

Haras des Granges-L，フロール賞-G3３着。産駒
ソーベツ Sobetsu（牝 Dubawi）英仏３勝，サンタラリ賞-G1，ノネット賞-G2

シックスズ センス Sixth Sense（牡 Shamardal）英２勝，Winkfield S-L
エルノヴァ（牝 *サンデーサイレンス）５勝，ステイヤーズＳ-JPN2２着
グレンイネス Glen Innes（牝 Selkirk）英１勝，ムシドラＳ-G3２着
*スノーパイン Snow Pine（牝 Dalakhani）仏２勝。産駒

タワーオブロンドン（牡 Raven's Pass）７勝，スプリンターズＳ-G1，京王杯ス
プリングＣ-G2，セントウルＳ-G2，京王杯２歳Ｓ-G2，アーリントンＣ
-G3，ききょうＳ-OP，キーンランドＣ-G3２着，キャピタルＳ-L２着，ク
ローバー賞-OP２着，朝日杯フューチュリティＳ-G1３着，函館スプリン
トＳ-G3３着，オーシャンＳ-G3３着，�

*ブルーダヌーブ Blue Danube（牝 Bahri）仏１勝。産駒
オセアグレイト（牡 オルフェーヴル）４勝，迎春Ｓ，信夫山特別，稲城特別，ダ

イヤモンドＳ-G3３着，�
エルメスティアラ（牝 *ブライアンズタイム）不出走。産駒

ディーマジェスティ（牡ディープインパクト）４勝，皐月賞-G1，セントライト記念
-G2，共同通信杯-G3，ダービー-G1３着，菊花賞-G1４着。種牡馬

セイクレットレーヴ（牡アドマイヤムーン）２勝，クロッカスＳ-OP，ニュージーラン
ドトロフィー-G2２着，ＮＨＫマイルＣ-G1５着，高知�４勝

ワールドレーヴ（牡 *ファンタスティックライト）３勝，陣馬特別，日野特別，札幌
日経オープン-L３着，�

【競走成績】中央４戦

【繁殖成績】
2020 （牝 鹿 *アメリカンペイトリオット）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 681



82 2020ジェイエス繁殖セール T0248‐34

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 サンデースクール

厩舎番号№82 サンデースクール Sunday School

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2016年生
（４歳）
鹿毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

ダンシリ �
�
*デインヒル

Dansili
Hasili

*ハービンジャー ペナン パール �
�
Bering

Penang Pearl鹿 2006 Guapa

�
�
�

�
�
Kingmambo

*アルカセット *チェサプラナサンデーミューズ
�
�
*サンデーサイレンススカルプトレス栗 2007 シンコウビューティ（4）
*ハッピートレイルズ系

【*ホークビルを受胎（販売申込時）最終種付２月19日】

父*ハービンジャー Harbinger は英国産，英６勝，キング ジョージ六世＆クイーン エリ
ザベスＳ-G1。父として，ブラストワンピース（有馬記念-G1），ディアドラ（ナッソーＳ-G1，
秋華賞-G1），ペルシアンナイト（マイルチャンピオンシップ-G1），ノームコア（ヴィクトリアマイ
ル-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），ドレッドノータス（京都大賞典-G2），ハー
ビンマオ（関東オークス-JPN2），サマーセント（マーメイドＳ-G3）を出す

母サンデーミューズ（07 *アルカセット）３勝。産駒
ミュゼット（牝 栗 *ハードスパン）１勝

祖母スカルプトレス（01 *サンデーサイレンス）不出走。産駒
ベルニーニ（牡ジャングルポケット）４勝，太宰府特別

三代母シンコウビューティ（93 Caerleon）不出走。産駒
ハッピールック：５勝，みなみ北海道Ｓ-L，札幌日経オープン-L，同-OP３着，松前

特別，アルゼンチン共和国杯-JPN2２着，同４着，ダイヤモンドＳ-JPN3２
着，コスモス賞-OP２着，日経賞-JPN2３着，ステイヤーズＳ-JPN2３着

四代母 *ハッピートレイルズ Happy Trails（84 *ポッセ）愛国産，愛入着。産駒
*シンコウラブリイ：最優秀古牝馬，10勝，マイルチャンピオンシップ-JPN1，同２着，

毎日王冠-JPN2，スワンＳ-JPN2，ニュージーランドＴ４歳Ｓ-JPN2，クイー
ンＳ-JPN3，ラジオたんぱ賞-JPN3，安田記念-JPN1３着。産駒

ロードクロノス：８勝，中京記念-JPN3，北海道新聞杯，七夕賞-JPN3２着
トレジャー：４勝，都大路Ｓ-L，日高特別，水仙賞，セントライト記念-JPN2２着
レディミューズ：３勝，千葉テレビ杯，チューリップ賞-JPN3２着，オークス-JPN1４

着。シンメイフジ（関東オークス-JPN2，新潟２歳Ｓ-JPN3）の母，ロ
ードマイウェイ（チャレンジＣ-G3，ポートアイランドＳ-L）の祖母

ピサノグラフ：４勝，初風特別，ターコイズＳ-L３着，フローラＳ-JPN2４着。ム
イトオブリガード（アルゼンチン共和国杯-G2）の母

*タイキマーシャル：８勝，エプソムＣ-JPN3，クリスマスＳ-OP，朱鷺Ｓ-OP
ハッピーパス：５勝，京都牝馬Ｓ-JPN3，札幌日刊スポーツ杯-L，ノベンバーＳ，逆

瀬川Ｓ，阪神牝馬Ｓ-JPN2２着，フィリーズレビュー-JPN2２着。産駒
コディーノ：３勝，札幌２歳Ｓ-G3，東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3，朝日杯フュー

チュリティＳ-G1２着，皐月賞-G1３着，弥生賞-G2３着
チェッキーノ：３勝，フローラＳ-G2，アネモネＳ-L，オークス-G1２着

サンタフェトレイル：５勝，福島テレビ杯，若潮賞，長万部特別。産駒
キングストレイル：４勝，セントライト記念-JPN2，京成杯オータムＨ-G3，東風

Ｓ-L，京王杯２歳Ｓ-JPN2２着，オールカマー-G2２着。種牡馬

【競走成績】中央入着，３着３回［収得賞金 \4,400,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 682



83 2020ジェイエス繁殖セール T0387‐40

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 ウェイヴランナー

厩舎番号№83 *ウェイヴランナー Waverunner（GB）

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2010年生
（10歳）
栗毛

（英国産）

�
�
�
�

レイヴンズ パス �
�
�

イルーシヴクオリティ �
�
Gone West

Elusive Quality
Touch of Greatness

Raven's Pass アスカットニー �
�
Lord At War

Ascutney栗 2005 Right Word

ダヌタ �
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Well

Danuta
�
�
Danzig

*ポリッシュスタイル鹿 2000 Family Style（8）

【*パイロを受胎（販売申込時）最終種付２月24日】

父レイヴンズ パス Raven's Pass は米国産，英・北米６勝，ＢＣクラシック-G1，クイーン
エリザベス二世Ｓ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ミシュリフ（仏ダービー-G1），ケサール（ミルリ
ーフＳ-G2），ライトオンキュー（京阪杯-G3），ディープダイバー（橘Ｓ-L）。父として，ロイヤ
ルマリーン（ジャンリュックラガルデール賞-G1），マッターホルン（マクトゥームチャレンジ
ラウンド３-G1），タワーオブロンドン（スプリンターズＳ-G1）を出す

母ダヌタ Danuta（00 *サンデーサイレンス）北米１勝，UAE２勝。産駒
デヴォティー Devotee（牝 Elusive Quality）北米・UAE２勝，UAE Oaks-L，アル

シバイアディーズＳ-G1３着。産駒
エンスロール Enthrall（牝 Bernardini）仏・北米３勝，Nellie Morse S３着，

Winter Melody S３着
*レディミドルトン Lady Middleton（牝 鹿 Kingmambo）仏１勝。産駒

レディオブオペラ（牝 Singspiel）５勝，淀短距離Ｓ-L，醍醐Ｓ，シルクロード
Ｓ-G3２着

祖母 *ポリッシュスタイル Polish Style（89 Danzig）米国産，仏２勝，Prix Hampton
-L，Prix de Bagatelle-L２着，Prix Petite Etoile-L２着，伊入着，ロイヤル メ
アズ賞-G3３着。産駒

フォーク Folk（牝 Quiet American）北米・UAE３勝，UAE Oaks-L，UAE 1000
Guineas-L，ＣＣＡオークス-G1３着。産駒

キャプティヴェイティング ラス Captivating Lass（牝 A. P. Indy）北米２
勝，Busanda S-L，ダヴォナデイルＳ-G2３着

ワン ベオトコットWang Beotkkot（騸 *ディスクリートキャット）韓国２歳牡馬チャ
ンピオン，韓国３勝，NACF Chairman's Trophy

ポリッシュパナシュ Polish Panache（牡 Gone West）愛１勝，フューチュリティＳ
-G3３着

ペレリン Pelerine（牝 Majestic Light）不出走。産駒
レイヴィング Raving（牝 Dynaformer）北米２勝。産駒

ジャングルリリー Jungle Lily（牝 Kitten's Joy）北米１勝，Hong Kong
Jockey Club H３着

【競走成績】英１勝，３着１回［収得賞金 £3,966］

【繁殖成績】
2015 テリングブロウ（牡 鹿 Teofilo）東海�１勝，佐賀�３勝，�
16 ロイヤルヨット（牡 栗 *キングズベスト）入着，南関東�１勝，�
17 アップサージ（牝 鹿 *パイロ）５戦，入着
18 ウェイヴアナリシス（牝 栗 *ディスクリートキャット）未出走
19 （牡 青鹿エピファネイア）
20 不受胎（*タリスマニック）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 683



84 2020ジェイエス繁殖セール T0724‐74

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 ミスキララ

厩舎番号№84 ミスキララ Miss Kirara

坂東牧場＝平取町川向 ℡01456（2）1545

2013年生
（７歳）
黒鹿毛
（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

ヌレエフ �
�
Northern Dancer

Nureyev
Special

*ファスリエフ ミスターピーズ プリンセス �
�
Mr. Prospector

Mr. P's Princess鹿 1997 Anne Campbell

�
�
�

�
�
Nashwan

*バゴ
Moonlight's Boxマルタカキララ

�
�
*スマコバクリークミススマコバ青鹿 2007 *キューティハニー（23）

【*パイロを受胎（販売申込時）最終種付５月17日】

父*ファスリエフ Fasliyev は米国産，全欧２歳牡馬チャンピオン，愛英仏５戦全勝，モ
ルニ賞-G1，フィーニクスＳ-G1，コヴェントリーＳ-G3。主な産駒（ＢＭＳ）：ビッグ オレンジ
（ゴールドＣ-G1），デスパッチ（ＳＡＪＣグッドウッドＨ-G1），フェル スウープ（ＢＲＣヴィ
クトリーＳ-G2），ミスローズデラゴ（ＭＶＲＣサンラインＳ-G2），インディアン オーシャン
（ＳＴＣマジックナイトＳ-G2），メリオラ（ＭＲＣアンガスアルマナスコＳ-G2）

母マルタカキララ（07 *バゴ）１戦。産駒
プルメリア（牝 青鹿カネヒキリ）入着，南関東�７勝
ミコキララ（牝 鹿キングヘイロー）岩手�２勝

祖母ミススマコバ（96 *スマコバクリーク）３勝。産駒
ミリオンウェーブ（牡フジキセキ）３勝，葵Ｓ-L，山陽特別，小倉２歳Ｓ-JPN3２

着，橘Ｓ-OP２着
フィンマックール（牡 *オース）３勝，若鮎賞，東海�２勝

三代母 *キューティハニー Cutie Honey（78 Wajima）米国産，仏４戦。産駒
カミノマジック：７勝，東京スポーツ杯-OP，エメラルドＳ-OP，博多Ｓ，八ヶ岳特別，日

高特別，メイＳ-OP２着，京都大賞典-JPN2３着（２回），オールカマー
-JPN2３着，アルゼンチン共和国杯-JPN2３着，同５着，朝日チャレンジＣ
-JPN3３着

アブサルート：１勝，小倉３歳Ｓ-JPN3３着
イブキアームレット：２戦。産駒
ウルトラエナジー：１勝，野路菊Ｓ-OP２着，新潟３歳Ｓ-JPN3４着，障１勝

四代母 *ハニーサックルヴァイン Honeysuckle Vine（67 Tom Fool）米国産，北米１
勝。産駒

*ミストウキョウⅢ Miss Tokyo：北米10勝，ジュニアリーグＳ-G3，シグニットＳ-G3，
Santa Gertrudes H，Junior Miss S，Palo Alto S。産駒

タンクスフォーカミング Tanksforcoming：北米４勝。ワイルドキャット ベティ
ビー Wildcat Bettie B（プライアリスＢＣＳ-G1）の祖母

*ハニードリーマー Honey Dreamer：北米入着。産駒
ダイナワールド：不出走。インターフラッグ（ステイヤーズＳ-JPN2），マルカコ

マチ（京都牝馬特別-JPN3）の祖母
ドリームビジョン：不出走。ユートピア（ダービーグランプリ-JPN1，マイルチャンピ

オンシップ南部杯-JPN1２回），アロハドリーム（中京記念-JPN3）の
母，タイセイビジョン（京王杯２歳Ｓ-G2）の三代母

【競走成績】中央２勝，２着２回［収得賞金 \17,525,000］

【繁殖成績】
2019 （牝 鹿スピルバーグ）
20 （牡 鹿グレーターロンドン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 684



85 2020ジェイエス繁殖セール T0051‐10

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 チーカ

厩舎番号№85 チーカ Chika

坂東牧場＝平取町川向 ℡01456（2）1545

2011年生
（９歳）
芦毛

（白老産）

�
�
�
�

�
�
�

スマドゥン �
�
Kaldoun

Smadoun
Mossma

*チチカステナンゴ
�
�
Antheus

*スマラ芦 1998 Small Partie

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellチャペルコンサート

�
�
Sharpo

*リープフォージョイ青鹿 1999 Humble Pie（1）

【グレーターロンドンを受胎（販売申込時）最終種付５月14日】

父*チチカステナンゴ Chichicastenango は仏国産，仏４勝，パリ大賞典-G1，リュパン賞
-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ナワール（グラディアトゥール賞-G3２着），モモトンボ（紫苑Ｓ-L
３着），ソウルトレイン（ニュージーランドＴ-G2５着），ファストライフ（フローラＳ-G2５着）。
父として，ヴィジオンデタ（仏ダービー-G1，ガネー賞-G1，香港Ｃ-G1），ソノワ（仏ダービ
ー-G1），ブレック（モーリスドニュイユ賞-G2），バブルシック（ダーレーＳ-G3）を出す

母チャペルコンサート（99 *サンデーサイレンス）３勝，米子Ｓ-L（芝1600ｍ），エルフィ
ンＳ-OP（芝1600ｍ），オークス-JPN1２着，ターコイズＳ-L２着，マーメイドＳ
-JPN3３着，チューリップ賞-JPN3３着，京都牝馬Ｓ-JPN3５着，福島牝馬Ｓ
-JPN3５着。産駒

グランドチャペル（牡 黒鹿 *シンボリクリスエス）１勝，障２勝，新潟ジャンプＳ２着
キリエ（牝 黒鹿 *ブライアンズタイム）入着。産駒
アスタールビー（牝ロードカナロア）４勝，しらかばＳ，潮騒特別，キーンランド

Ｃ-G3４着，�
メイショウキシドウ（牡 鹿メイショウサムソン）１勝，佐賀�３勝，�

祖母 *リープフォージョイ Leap for Joy（92 Sharpo）英国産，伊３歳牝馬・古牝馬チャ
ンピオン，英１勝，ダイアデムＳ-G2３着，伊２勝，オメノーニ賞-G3（２回），
Premio Certosa-L２着，愛仏入着，フィーニクススプリントＳ-G3３着。産駒

ムードインディゴ（牝 ダンスインザダーク）３勝，府中牝馬Ｓ-G3，忘れな草賞
-OP，秋華賞-JPN1２着，ローズＳ-JPN2２着，クイーンＳ-G3４着。産駒

ユーキャンスマイル（牡キングカメハメハ）６勝，阪神大賞典-G2，ダイヤモン
ドＳ-G3，新潟記念-G3，阿賀野川特別，つばき賞，万葉Ｓ-OP２着，
菊花賞-G1３着，天皇賞�-G1４着，天皇賞�-G1４着，同５着，ジ
ャパンＣ-G1５着，�

ノガロ（牡キングカメハメハ）３勝，野分特別，きさらぎ賞-G3４着
コンドルショット（牝 *エルコンドルパサー）４戦，入着。産駒

メローブリーズ（牝スクリーンヒーロー）２勝，函館２歳Ｓ-G3４着
ラストリゾート（牝 *ノーザンテースト）１勝。産駒

サーリセルカ（牝 *ウォーエンブレム）中央・北海道�５戦。産駒
メイショウタチマチ（牝スペシャルウィーク）４勝，ポプラ特別，忘れな草賞

-L３着

【競走成績】中央入着，岩手�１勝［収得賞金 \1,850,000］

【繁殖成績】
2017 マラビジョーソ（牡 芦フリオーソ）岩手�２勝，�
18 グリージャ（牝 芦 *モンテロッソ）未出走
19 （牝 芦 *キングズベスト）
20 （牝 鹿グレーターロンドン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 685



86 2020ジェイエス繁殖セール T0401‐58

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐02 アートラヴァー

厩舎番号№86 アートラヴァー Art Lover

アスラン＝苫小牧市樽前 ℡0144（68）0441

2013年生
（７歳）
栗毛

（安平産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellダイワメジャー

�
�
*ノーザンテーストスカーレットブーケ栗 2001 *スカーレットインク

�
�
�

�
�
Roberto

*ブライアンズタイム
Kelley's Dayギャラリートーク

�
�
Deputy Minister

*ヒットザスポット栗 2002 Perfect Example（8）

【*アメリカンペイトリオットを受胎（販売申込時）最終種付４月15日】

父ダイワメジャーは千歳産，最優秀短距離馬（２回），９勝，皐月賞-JPN1，天皇賞�
-JPN1。２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ヴェスターヴァルト（ファルコンＳ
-G3３着），バーニングペスカ（小倉２歳Ｓ-G3３着），バールドバイ（スプリングＳ-G2４
着），ボンオムトゥック（アーリントンＣ-G3４着）。父として，アドマイヤマーズ（香港マイル
-G1），レーヌミノル（桜花賞-G1），レシステンシア（阪神ジュベナイルフィリーズ-G1）を出す

母ギャラリートーク（02 *ブライアンズタイム）１戦，入着。産駒
フィールドシャイン（牡 栗 サクラバクシンオー）５勝，越後Ｓ，長浜特別，京葉Ｓ-OP

２着
ゴールデンウェル（牡 栗スクリーンヒーロー）２勝
フィールドメジャー（牝 栗ダイワメジャー）２勝。産駒

ニシノミズカゼ（牝 *アジアエクスプレス）１勝，�
ユアザイオン（牝 黒鹿メイショウサムソン）１勝
ナリノクリスティー（牝 青鹿トゥザワールド）１勝，�

祖母 *ヒットザスポット（95 Deputy Minister）米国産，わが国で１勝。産駒
ミンティエアー（牝アグネスタキオン）２勝，彦星賞，フローラＳ-JPN2２着，オークス

-JPN1４着。産駒
エルモンストロ（牡 ルーラーシップ）４勝，八海山Ｓ，鳴海特別，ユニコーンＳ

-G3５着，�
アップルアロー（牡 *トニービン）４勝，北海Ｈ，湯川特別
イアオニードル（牡スペシャルウィーク）４勝

三代母パーフェクトイグザンプル Perfect Example（82 Far North）不出走。産駒
カルチャー ヴァルチャー Culture Vulture：全欧２歳牝馬チャンピオン，仏３歳牝

馬・英・伊古牝馬チャンピオン，英仏伊６勝，仏1000ギニー-G1，マルセル
ブサック賞-G1，フィリーズマイル-G1，ロウザーＳ-G2，エミリオトゥラティ賞
-G2，コロネーションＳ-G1２着，クイーンメアリーＳ-G3２着

ルビーズフロム バーマ Rubies From Burma：愛３勝，Belgrave S-L３着。産駒
*ワイオラWyola：愛４戦。アプルーヴ Approve（ノーフォークＳ-G2），ケイプ

オブ アプルーヴァル Cape of Approval（Midsummer Sprint S
-L）の母

パーフェクトリー Purrfectly：北米２勝。産駒
サンタ カタリナ Santa Catarina：北米３勝，ハリウッドＢＣオークス-G2

【競走成績】中央１勝，２着２回［収得賞金 \12,000,000］

【繁殖成績】
2018 ジャポニズム（牡 栗グランプリボス）未出走
19 （牝 栗ビッグアーサー）
20 （牡 鹿ミッキーアイル）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 686



87 2020ジェイエス繁殖セール T0628‐36

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 エメラルドアロー

厩舎番号№87 エメラルドアロー Emerald Arrow

川向高橋育成牧場＝平取町川向 ℡090（3113）8629

2014年生
（６歳）
栗毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Storm Cat

*ヘネシー
Island Kitty

*ヨハネスブルグ ミス �
�
*オジジアン

Myth鹿 1999 Yarn

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスアグネスタキオン アグネスフローラエメラルドインディ

�
�
A. P. Indy

*グリーンインディ栗 2008 Valthea（16）

【*ベストウォーリアを受胎（販売申込時）最終種付３月６日】

父*ヨハネスブルグ Johannesburg は米国産，全欧・米２歳牡馬チャンピオン，英愛仏・
北米７勝，ＢＣジュヴェナイル-G1，ミドル パークＳ-G1，モルニ賞-G1。主な産駒（ＢＭ
Ｓ）：セヴンスヘヴン（愛オークス-G1，ヨークシャーオークス-G1），ジェットセッティング（愛
1000ギニー-G1），コレクティッド（パシフィッククラシックＳ-G1），クルーセイド（ミドル パーク
Ｓ-G1），スイススカイダイヴァー（アラバマＳ-G1），ベイスン（ホープフルＳ-G1）

母エメラルドインディ（08 アグネスタキオン）入着。産駒
エメラルドプラバ（牝 栗 *ヘニーヒューズ）高知�２勝，南関東�３勝，�
ミラベル（牝 栗トーセンジョーダン）北海道�１勝，�

祖母 *グリーンインディGreen Indy（96 A. P. Indy）米国産，仏入着。産駒
ナリタシルクロード（牡スペシャルウィーク）６勝，ブリリアントＳ-L，同３着，白川郷

Ｓ，マリーンＳ-L２着，ジュライＳ-OP３着
ダイナミックグロウ（牡 テイエムオペラオー）５勝，阿蘇Ｓ-OP，同２着，ゴールデン

スパーＴ，灘Ｓ，東海�１勝，石川�入着，白山大賞典-JPN3５着，兵庫
�７勝，摂津盃，姫山菊花賞

三代母ヴァルシア Valthea（89 Antheus）仏１勝。産駒
ヴェール ヴァル Vert Val：仏５勝，Prix du Pin-L。産駒
ラシアン ヴァラー Russian Valour：英３勝，ノーフォークＳ-G3，National S

-L。種牡馬
プロスペクセアスProspectheus：仏・北米５勝，ラロシェト賞-G3４着
ジアリーナ Thearena：不出走。産駒

セレブラ Celebra：仏１勝，ヴァントー賞-G3２着
シエルブルー Ciel Bleu：愛１戦。産駒

ラカレーシ La Khaleesi：仏１勝，Prix Roland de Chambure-L３着，カルヴァ
ドス賞-G3４着

*ペルヴィア Peruvia：仏１戦。産駒
ピサノルビー：３勝。産駒

ノーブルアース：２勝，寺泊特別，アネモネＳ-L３着，�
四代母グリーンヴァリー Green Valley（67 Val de Loir）不出走。産駒

グリーン ダンサー Green Dancer：仏英４勝，仏2000ギニー-G1，リュパン賞-G1，
オブザーヴァーゴールドＣ-G1。仏チャンピオンサイアー

ヴァル ダンスール Val Danseur：仏・北米９勝，ゴールデン ゲイトＨ-G2，ローリン
ググリーンＨ-G3，Santa Gertrudes H，サンセットＨ-G1３着。種牡馬

【競走成績】中央３戦，岩手�２勝，２着９回，３着１回，南関東�５戦
［収得賞金 \912,000］

【繁殖成績】
2020 （牡 栗 *アポロキングダム）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 687



88 2020ジェイエス繁殖セール T0318‐71

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 ルーチェデルソーレ

厩舎番号№88 ルーチェデルソーレ Luce del Sole

大林ファーム＝新冠町高江 ℡090（2697）7971

2009年生
（11歳）
鹿毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Devil's Bag

*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

�
�
�

シーニック �
�
Sadler's Wells

Scenic
Idyllic

*ビューティトゥペトリオロ オーヴァースペント �
�
Busted

Overspent鹿 1993 Miss Justice（5）

【*モーニンを受胎（販売申込時）最終種付４月15日】

父メイショウボーラーは浦河産，７勝，フェブラリーＳ-JPN1，デイリー杯２歳Ｓ-JPN2，根
岸Ｓ-JPN3，ガーネットＳ-JPN3，小倉２歳Ｓ-JPN3。主な産駒（ＢＭＳ）：メイショウコゴミ
（高砂特別）。父として，ニシケンモノノフ（ＪＢＣスプリント-JPN1），エキマエ（兵庫チャン
ピオンシップ-JPN2），ラインミーティア（アイビスサマーダッシュ-G3），ショーウェイ（ファンタジ
ーＳ-G3２着），ドラゴンゲート（ＮＳＴ賞-OP），メイショウパワーズ（端午Ｓ-OP）を出す

母 *ビューティトゥペトリオロ Beauty to Petriolo（93 Scenic）愛国産，伊４勝，伊
1000ギニー-G2（芝1600ｍ），Premio Torricola-L（芝1600ｍ），仏入着，サンタ
ラリ賞-G1４着。産駒

ランフォーウィン（牡 鹿 *クロコルージュ）１勝
アリーペデ（牝 鹿タニノギムレット）南関東�６勝。産駒

スターレーン（牝スマートファルコン）北海道・兵庫・佐賀�６勝，ル・プランタン
賞，兵庫若駒賞２着，園田クイーンセレクション２着，東海・石川�入
着，秋桜賞２着，読売レディス杯２着，若草賞２着，梅桜賞２着，�

祖母オーヴァースペントOverspent（72 Busted）英１勝。産駒
オルトレマレ Oltremare（牝 Hotfoot）伊７勝，Premio delle Repubbliche Mari-

nare-L，Premio Alessandro Perrone-L３着
三代母ミスジャスティス Miss Justice（61 *キングスベンチ）英１勝。産駒
シマンティックSemantic：英２勝。ギャルンペ Galunpe（マルレ賞-G2，ウイルシャー

Ｈ-G2，オマール賞-G3，ノネット賞-G3）の母
ソースシュプリーム Sauce Supreme：仏２勝。サドン ラヴ Sudden Love（Ｅ.Ｐ.

テイラーＳ-G1）の祖母
テイキングシルクTaking Silk：不出走。ラ カスカーデ La Cascade（レニャーノ賞

-G3，伊1000ギニー-G2２着）の祖母
ローアンドインパルス Law and Impulse：英３勝。ユーメイドユアポイント You-

madeyourpoint（カナディアンターフＨ-G2）の祖母
マルプラクティスMalpractice：不出走。ネグリジェント Negligent（ロックフェルＳ

-G3）の祖母

【競走成績】中央入着，南関東�２勝，２着１回，３着１回，東海�１勝，３着１回
［収得賞金 \3,935,000］

【繁殖成績】
2015 キーローズ（牝 青鹿ローズキングダム）入着，岩手�１勝
16 ツーポッキー（牝 栗キングヘイロー）兵庫�１勝，東海�２勝
17 アンビートンレイン（牝 鹿セイクリムズン）岩手�１勝，�
18 デルソーレ（牡 鹿グロリアスノア）南関東�１勝，�
19 （牡 芦 *ラニ）
20 （牡 栗 ネロ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 688



89 2020ジェイエス繁殖セール F1474‐33

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 グレイシャスギャル

厩舎番号№89 グレイシャスギャル Gracious Gal

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2016年生
（４歳）
栗毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*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オルフェーヴル

�
�
メジロマックイーンオリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

�
�
�

メダーリアドーロ �
�
El Prado

Medaglia d'Oro
Cappucino Bay

*ギャビーズゴールデンギャル ガブリエリナジオフ �
�
Ashkalani

Gabriellina Giof黒鹿 2006 Paola Quatraro（32）

【*マインドユアビスケッツを受胎（販売申込時）最終種付２月20日】

父オルフェーヴルは白老産，年度代表馬，中央・仏12勝，三冠，有馬記念-G1（２回），宝
塚記念-G1。父として，エポカドーロ（皐月賞-G1，ダービー-G1２着），ラッキーライラック
（最優秀２歳牝馬，大阪杯-G1，エリザベス女王杯-G1，阪神ジュベナイルフィリーズ
-G1），オーソリティ（青葉賞-G2），シャインガーネット（ファルコンＳ-G3），サラス（マーメイド
Ｓ-G3），ロックディスタウン（札幌２歳Ｓ-G3），ジャスティン（東京スプリント-JPN3）を出す

母 *ギャビーズゴールデンギャル Gabby's Golden Gal（06 Medaglia d'Oro）米国産，
北米４勝，エイコーンＳ-G1（Ｄ８Ｆ），サンタモニカＨ-G1（ＡＷ７Ｆ），Sun-
land Park Oaks-L（Ｄ8.5Ｆ）。産駒

ダイワギャバン（牡 鹿ディープインパクト）２勝，�
ラディアンスウェイ（牡 鹿ディープインパクト）入着，南関東�１勝，岩手�２勝，東

海�３勝，�
祖母ガブリエリナ ジオフ Gabriellina Giof（98 Ashkalani）伊３勝，Criterium Femm-

inile-L，Premio Repubbliche Marinare-L２着，Premio Alessandro Perrone
-L２着，北米１勝，Manhattan Beach S-L，サンクレメンテＨ-G2２着，Harold
C. Ramser Sr. H-L２着，ラスシェネガスＨ-G3４着。産駒

オールウェイズ ア プリンセス Always a Princess（牝 Leroidesanimaux）北米
５勝，インディアナオークス-G2，エルエンシノＳ-G2，ラカナダＳ-G2，オ
ークリーフＳ-G1２着，チルッキＳ-G2３着，ラブレアＳ-G1４着

クロッシング ザテイプ Crossing the Tape（牝 *ヨハネスブルグ）北米１勝。産駒
ライフ ミッション Life Mission（騸 Noble Mission）北米１勝，Kentucky

Downs Juvenile Turf Sprint S２着，Pulpit S２着，Awad S２着
三代母パオラクアトラロ Paola Quatraro（87 Cure the Blues）伊２勝。産駒
ニコールジオフリー Nicole Gioffry：伊１勝。産駒
ヴァーレマウロ Vale Mauro：伊７勝，Premio Pisa-L２着

四代母レトルース Retrousse（80 Naskra）仏１勝，伊７勝，ナポリ市大賞典-G3，同３
着，Premio Alberto Zanoletti di Rozzano-L２着，リディアテシオ賞-G1３着，
Premio Guidonia-L３着，Premio Archidamia-L３着，ジョッキークラブ大賞
典-G1４着。産駒

フランチェスカジラルディFrancesca Ghilardi：伊２勝
五代母カンタドラ Cantadora（70 Cacique）ペルー７勝，Premio Charra，Premio Fo-

cion Mariatequi，Premio Perugia，Premio Rapiere，Premio dos de Mayo，
Premio Parlera２着，Premio Huidora３着。ドラズレスター Dora's Lester
（General Charles B. Lyman H）の祖母

【競走成績】中央５戦，入着［収得賞金 \1,750,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 689



90 2020ジェイエス繁殖セール T0626‐31

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ソーシャライツ

厩舎番号№90 ソーシャライツ Socialites

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2014年生
（６歳）
黒鹿毛
（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*カンパラ

*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

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellマンハッタンセレブ

�
�
Law Society

*サトルチェンジ青鹿 2003 Santa Luciana（16）

【ラブリーデイを受胎（販売申込時）最終種付５月25日】

父ジャングルポケットは早来産，年度代表馬，５勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ-G1。主
な産駒（ＢＭＳ）：ミッキースワロー（日経賞-G2，セントライト記念-G2），ソルヴェイグ（フィリ
ーズレビュー-G2），サクセスエナジー（さきたま杯-JPN2），ディーアンドジー（ＣＪＣニュ
ージーランドＣ-G3），ロードマイウェイ（チャレンジＣ-G3），コルテジア（きさらぎ賞-G3），ア
ブレイズ（フラワーＣ-G3），アペルトゥーラ（ルミエールオータムダッシュ-L）

母マンハッタンセレブ（03 *サンデーサイレンス）不出走。産駒
セレブリティモデル（牝 黒鹿キングカメハメハ）２勝，忘れな草賞-OP。産駒
クオンタムシフト（牡 *タートルボウル）１勝，障１勝，�

ロスカボス（騸 黒鹿キングカメハメハ）２勝，野路菊Ｓ-OP，すみれＳ-OP３着，�
ブルックデイル（牝 青鹿 キングカメハメハ）４勝，山中湖特別，湯川特別，土湯温

泉特別
シャインセレブ（牝 芦 *クロフネ）５戦，入着。産駒

シャインヴィットゥ（牡 *ファスリエフ）５勝，フェアウェルＳ，佐賀�入着，サマー
チャンピオン-JPN3３着，�

シャインカメリア（牝 *アポロキングダム）２勝，ダリア賞-OP２着，�
サトノグロリアス（牡 黒鹿ジャングルポケット）１勝

祖母 *サトルチェンジ Subtle Change（88 Law Society）愛国産，英１勝，Oaks Trial
S-L３着，愛２勝，Giolla Mear Race-L。産駒

マンハッタンカフェ（牡 *サンデーサイレンス）最優秀古牡馬，６勝，菊花賞
-JPN1，有馬記念-JPN1，天皇賞�-JPN1。チャンピオンサイアー

*エアスマップ（牡 *デインヒル）７勝，オールカマー-JPN2，エイプリルＳ-OP，薫風
Ｓ，エプソムＣ-JPN3２着，新潟記念-JPN3２着。種牡馬

マンハッタンフィズ（牝 *サンデーサイレンス）１勝。産駒
クレスコグランド（牡タニノギムレット）３勝，京都新聞杯-G2，ムーニーバレー

ＲＣ賞，ダービー-G1５着。種牡馬
ダービーフィズ（牡ジャングルポケット）５勝，函館記念-G3，府中Ｓ，箱根特

別，セントライト記念-G2２着，札幌記念-G2３着
アプリコットフィズ（牝ジャングルポケット）４勝，クイーンＳ-G3，クイーンＣ

-G3，キャピタルＳ-L，富士Ｓ-G3２着，秋華賞-G1３着
エアシャキーラ（牝 *アフリート）４戦。産駒

エアウルフ（牡 *フレンチデピュティ）６勝，ポラリスＳ-L，同２着（２回），桶狭
間Ｓ，津軽海峡特別，大島特別，欅Ｓ-L２着

【競走成績】中央４戦

【繁殖成績】
2019 （牝 黒鹿グランデッツァ）
20 （牝 鹿ミッキーアイル）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 690



91 2020ジェイエス繁殖セール T0389‐06

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ハロックライン

厩舎番号№91 ハロックライン Haloc Line

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2013年生
（７歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellミスティックリバー

�
�
Machiavellian

*ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2003 Much Too Risky（8）

【パドトロワを受胎（販売申込時）最終種付３月９日】

父キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ワグネリアン（ダービー-G1），デアリングタクト（オー
クス-G1，桜花賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念
-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），ステイフーリッシュ（京都新聞杯-G2），デニ
ムアンドルビー（フローラＳ-G2），ルフトシュトローム（ニュージーランドＴ-G2）

母ミスティックリバー（03 *サンデーサイレンス）３勝。産駒
ペイドメルヴェイユ（牝 栗ローエングリン）４勝，八丈島特別
キングズアフェアー（騸 黒鹿キングカメハメハ）兵庫�３勝，中央１勝，�
シャワークライム（牝 黒鹿ローエングリン）１勝，�
リオサリナス（牡 芦 *チチカステナンゴ）入着，岩手�９勝

祖母 *ホワイトウォーターアフェア Whitewater Affair（93 Machiavellian）英国産，
英３勝，ジョンポーターＳ-G3，Lupe S-L，ヨークシャーオークス-G1２着，同５
着，ヨークシャーＣ-G2３着，ハードウィックＳ-G2３着，ナッソーＳ-G2４着，セ
ントサイモンＳ-G3４着，仏１勝，ポモーヌ賞-G2，ロワイヤリュー賞-G2２着，
愛入着，愛セントレジャー-G1３着。産駒

ヴィクトワールピサ（牡 ネオユニヴァース）最優秀３歳牡馬，最優秀古牡馬，７
勝，皐月賞-G1，有馬記念-G1，中山記念-G2，弥生賞-G2，ラジオＮＩＫ
ＫＥＩ杯２歳Ｓ-JPN3，ダービー-G1３着，ジャパンＣ-G1３着，UAE１
勝，ドバイワールドＣ-G1，仏入着，ニエル賞-G2４着。種牡馬

*アサクサデンエン（牡 Singspiel）８勝，安田記念-G1，同２着，京王杯スプリング
Ｃ-G2，クリスマスＣ，テレビ山梨杯，八ヶ岳特別，錦秋特別，ひいらぎ賞，
ニューイヤーＳ-L２着，マイラーズＣ-G2３着，天皇賞�-JPN1４着，阪神
Ｃ-JPN2４着，東京新聞杯-JPN3４着，ユニコーンＳ-JPN3４着。種牡馬

スウィフトカレント（牡 *サンデーサイレンス）６勝，小倉記念-JPN3，夕月特別，弥
彦特別，天皇賞�-JPN1２着，金鯱賞-G2２着，日経新春杯-JPN2２着，
オールカマー-JPN2４着，北海道・岩手�入着，マイルチャンピオンシップ
南部杯-JPN1５着，ブリーダーズゴールドＣ-JPN2５着。種牡馬

トーセンモナーク（牡アグネスタキオン）南関東�２勝，中央４勝，阪神スプリング
プレミアム，ブリリアントＳ-L３着。種牡馬

スマイルサポート（牝 Halling）不出走。産駒
トーセンラムセス（牡トーセンファントム）４勝，日野特別

【競走成績】中央入着［収得賞金 \2,650,000］

【繁殖成績】
2018 マラッカ（牝 鹿ローエングリン）未出走
19 （牝 鹿 *ハービンジャー）
20 （牝 鹿 パドトロワ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 691
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 クリスティロマンス

厩舎番号№92 クリスティロマンス Christy Romance

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2007年生
（13歳）
黒鹿毛
（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

クリスエス �
�
Roberto

Kris S.
Sharp Queen

*シンボリクリスエス ティーケイ �
�
Gold Meridian

Tee Kay黒鹿 1999 Tri Argo

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellスターリーロマンス

�
�
Le Fabuleux

*ミルレーサー栗 1998 Marston's Mill（22）

【トーセンラーを受胎（販売申込時）最終種付４月21日】

父*シンボリクリスエスは米国産，年度代表馬（２回），８勝，有馬記念-JPN1（２回）。主
な産駒（ＢＭＳ）：レイデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），オーソリティ（青葉賞-G2），
アドミラブル（青葉賞-G2），シングウィズジョイ（フローラＳ-G2），ミスパンテール（阪神牝
馬Ｓ-G2），クイーンマンボ（レディスプレリュード-JPN2），レイエンダ（エプソムＣ-G3），アル
クトス（プロキオンＳ-G3），ローズプリンスダム（レパードＳ-G3）

母スターリーロマンス（98 *サンデーサイレンス）４勝。産駒
ノボリディアーナ（牝 栃栗 *フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ-G2，白百合Ｓ

-OP，垂水Ｓ，西海賞，小倉日経オープン-L２着，ターコイズＳ-L２着
ダノンミル（騸 栗ジャングルポケット）３勝，若葉Ｓ-L，千葉テレビ杯，東海�１勝，

佐賀�４勝，如月賞３着，仙酔峡賞３着，御船山賞３着
ファイブスター（牝 芦 *クロフネ）３勝。産駒

スマートシャヒーン（牡 *タイキシャトル）２勝，マカオジョッキークラブＴ，�
ダノングリスター（牡ロードカナロア）１勝，�

シュバルツリッター（騸 青鹿 *ノヴェリスト）１勝，�
祖母 *ミルレーサー Millracer（83 Le Fabuleux）米国産，英１勝，北米１勝，ベルデイ

ムＳ-G1４着。産駒
フジキセキ（牡 *サンデーサイレンス）最優秀２歳牡馬，４勝，朝日杯３歳Ｓ

-JPN1，弥生賞-JPN2，もみじＳ-OP。種牡馬
シャイニンレーサー（牝 *ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ-JPN3，桂川Ｓ，関ヶ

原Ｓ，三宮特別，箕面特別，京都牝馬特別-JPN3２着。シャイニンルビ
ー（牝 *サンデーサイレンス：クイーンＣ-JPN3）の母

アグネススペシャル（牡 *サンデーサイレンス）５勝，富嶽賞，北洋特別，オールカ
マー-JPN2２着，新潟記念-JPN3２着。種牡馬

スーパーライセンス（牡 *マイニング）７勝，キャピタルＳ-OP，サンライズＳ，初霜特
別，プロキオンＳ-OP２着。種牡馬

サンシャワーキッス（牝アンバーシャダイ）不出走。キョウエイアシュラ（騸 *スウェ
プトオーヴァーボード：オーバルスプリント-JPN3）の母

【競走成績】中央３勝，２着４回，３着４回［収得賞金 \53,080,000］

【繁殖成績】
2014 ロマンチックワーク（牝 鹿 *ワークフォース）兵庫�２勝
15 ミスタージェイビー（牡 鹿 *ハービンジャー）南関東�入着
16 スーペルゴラッソ（牡 鹿 *ハービンジャー）１勝，�
17 マープル（牝 黒鹿 ルーラーシップ）４戦
18 （牝 青 *バゴ）
19 不受胎（オルフェーヴル）
20 （牝 鹿 *ノヴェリスト）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 692
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 エーシンマダムジー

厩舎番号№93 *エーシンマダムジー A Shin Madam G（USA）

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（22）0432（飼養者＝栄進牧場）

2006年生
（14歳）
栗毛

（米国産）

�
�
�
�

ジャイアンツコーズウェイ �
�
�

ストームキャット �
�
Storm Bird

Storm Cat
Terlingua

Giant's Causeway マリアーズストーム �
�
Rahy

Mariah's Storm栗 1997 *イメンス

�
�
�

デピュティミニスター �
�
Vice Regent

Deputy Minister
Mint Copy

*ミッションガール トリプルストライク �
�
Secretariat

Triple Strike鹿 1996 Seeker's Gold（3）

【ファインニードルを受胎（販売申込時）最終種付３月２日】

父ジャイアンツコーズウェイGiant's Causeway は米国産，全欧年度代表馬，愛仏英９
勝，エクリプスＳ-G1。北米２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ガンランナー
（ＢＣクラシック-G1），ビューティパーラー（仏1000ギニー-G1），*ホークビル（エクリプス
Ｓ-G1），プラントゥール（ガネー賞-G1），ヴェラザノ（ハスキル招待Ｓ-G1），ロードノース
（プリンスオブウェールズＳ-G1），ムーチョグスト（ペガサスワールドカップ招待Ｓ-G1）

母 *ミッションガール（96 Deputy Minister）米国産，わが国で２勝。産駒
エーシンデューク（牡 青鹿フジキセキ）１勝，熊野特別，東海�１勝
エイシンミノアカ（牝 黒鹿キングカメハメハ）２勝，岩手�１勝，兵庫・東海・岩手�

入着，六甲盃３着，梅見月杯３着，ビューチフルドリーマーＣ３着
エーシンジェネシス（牝 鹿 Medaglia d'Oro）２勝，兵庫�１勝
エイシンメッセ（牝 黒鹿ブラックタイド）１勝，東海�１勝，�
*エーシンダームスン（牡 栗 Diesis）１勝

祖母トリプル ストライク Triple Strike（86 Secretariat）北米３勝，エイコーンＳ-G1３
着。産駒

スウィング アンド ミス Swing and Miss（牡 *ハウスバスター）北米４勝，ジャー
ジーショアＢＣＳ-G3，Great Navigator S，Valid Space H２着。種牡馬

リーグオブハーオウン Leagueofherown（牝 Seattle Slew）北米１戦。産駒
トップ オブザリーグ Top of the League（牝 Lite the Fuse）北米１勝。産駒

ロイヤル カリアー Royal Currier（騸 Red Bullet）北米15勝，Gallant
Bob S-L，Teddy Drone S-L，Diablo S-L，Mr. Prospector S
-L，Southampton S-L，Valley Forge S-L

リアタズヴィクスン Reata's Vixen（牝 Sligo Bay）北米３勝。ミス フリー
ズ Miss Freeze（牝 Frost Giant：Lynbrook S）の母

三代母シーカーズ ゴールド Seeker's Gold（78 Mr. Prospector）豪４勝，ＡＪＣリヴ
ァプール シティＣ-G3，ＱＴＣホワイトライトニングＨ-G3。カートゥーン Kaa-
toon（Waikato サートリストラムフィリーズクラシック-G2）の三代母

【競走成績】中央３勝，２着３回，３着４回［収得賞金 \47,659,000］

【繁殖成績】
2013 エイシンイジゲン（牝 青鹿マンハッタンカフェ）４戦，兵庫�１戦
14 種付せず
15 エイシンエトワール（牝 青鹿ディープインパクト）入着，兵庫�１勝，岩手�２勝
16 死産（エイシンフラッシュ）
17 カイトガイア（牝 鹿ロードカナロア）佐賀�１勝，�
18 エイシンミッション（牡 青エピファネイア）未出走
19 （牝 栗ロゴタイプ）
20 不受胎（*アジアエクスプレス）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 693
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 アルヘンティーノ

厩舎番号№94 アルヘンティーノArgentino

奥山牧場＝日高町正和 ℡090（7514）6442

2015年生
（５歳）
栗毛

（白老産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*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オルフェーヴル

�
�
メジロマックイーンオリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

�
�
�

キャンディライド �
�
Ride the Rails

Candy Ride
Candy Girl

*エヴィータアルゼンティーナ ジェラスワイルドキャット �
�
Forest Wildcat

Jealous Wildcat栗 2006 Jealous Sword（9）

【リオンディーズを受胎（販売申込時）最終種付４月24日】

父オルフェーヴルは白老産，年度代表馬，中央・仏12勝，三冠，有馬記念-G1（２回），宝
塚記念-G1。父として，エポカドーロ（皐月賞-G1，ダービー-G1２着），ラッキーライラック
（最優秀２歳牝馬，大阪杯-G1，エリザベス女王杯-G1，阪神ジュベナイルフィリーズ
-G1），オーソリティ（青葉賞-G2），シャインガーネット（ファルコンＳ-G3），サラス（マーメイド
Ｓ-G3），ロックディスタウン（札幌２歳Ｓ-G3），ジャスティン（東京スプリント-JPN3）を出す

母 *エヴィータアルゼンティーナ Evita Argentina（06 Candy Ride）米国産，北米６
勝，ラブレアＳ-G1（ＡＷ７Ｆ），サンヴィセンテＳ-G2（ＡＷ７Ｆ），エイグリ
ームＨ-G2（ＡＷ７Ｆ），ソレントＳ-G3（ＡＷ6.5Ｆ），Moccasin S-L（ＡＷ７
Ｆ），サンタイネスＳ-G2２着，デル マーデビュータントＳ-G1４着，ボウモント
Ｓ-G2４着，ハリウッドオークス-G2４着。産駒

サンタエヴィータ（牝 栗 Smart Strike）３勝
ラレータ（牡 栗ダイワメジャー）３勝，�
アルタグラシア（牝 鹿ジャスタウェイ）１勝，�

祖母ジェラスワイルドキャット Jealous Wildcat（98 Forest Wildcat）北米３勝。産駒
エヴィータズシスター Evita's Sister（牝 Candy Ride）北米２勝。産駒

シスター ネイション Sister Nation（牝 Into Mischief）北米３勝，Ruling
Angel S，Glorious Song S-L２着，Star Shoot S-L２着，Cincinnati
Trophy S２着，ベッサラビアンＳ-G2３着，シリーンＳ-G3３着

三代母ジェラスソード Jealous Sword（94 Crusader Sword）不出走。産駒
チャーリーズソード Charlie's Sword：北米４勝。産駒
カイトリン Caitlin：亜２勝，パセアナ賞-G2２着，フランシスコＪ.ベアスレイ賞

-G2２着，フィルベルトレレナ大賞典-G1３着，亜オークス-G1４着，
エストレラスディスタフ大賞典-G1４着，Ｒ.＆Ｅ.フェルナンデスゲリ
コ賞-G2４着

四代母ジェラスアピール Jealous Appeal（83 Valid Appeal）北米４勝。産駒
トリッピ Trippi：北米７勝，ヴォスバーグＳ-G1，リヴァリッジＳ-G2，トムフールＨ

-G2，スウェイルＳ-G3，フラミンゴＳ-G3。南アフリカチャンピオンサイアー
アピーリング スキーヤー Appealing Skier：北米８勝，ケンタッキーカップ スプリ

ントＳ-G2，ハッチスンＳ-G2，ウィザーズＳ-G2，ローレル フューチュリティ
-G3，Virginia Is for Lovers S-L。種牡馬

ジェラスフォーラム Jealous Forum：北米４勝，My Dear S-L
ミス ジールスキー Miss Jealski：北米９勝，Shocker T. H-L

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2019 （牡 鹿 *ハービンジャー）
20 （牝 栗スピルバーグ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 694
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 オーバーレイ

厩舎番号№95 オーバーレイ Overlay

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2014年生
（６歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellダイワメジャー

�
�
*ノーザンテーストスカーレットブーケ栗 2001 *スカーレットインク

�
�
�

シルヴァー デピュティ �
�
Deputy Minister

Silver Deputy
Silver Valley

*ヒシシルバーメイド
�
�
Theatrical

*ヒシアマゾン黒鹿 1999 Katies（7）

【*マインドユアビスケッツを受胎（販売申込時）最終種付５月18日】

父ダイワメジャーは千歳産，最優秀短距離馬（２回），９勝，皐月賞-JPN1，天皇賞�
-JPN1。２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ヴェスターヴァルト（ファルコンＳ
-G3３着），バーニングペスカ（小倉２歳Ｓ-G3３着），バールドバイ（スプリングＳ-G2４
着），ボンオムトゥック（アーリントンＣ-G3４着）。父として，アドマイヤマーズ（香港マイル
-G1），レーヌミノル（桜花賞-G1），レシステンシア（阪神ジュベナイルフィリーズ-G1）を出す

母 *ヒシシルバーメイド（99 Silver Deputy）米国産，わが国で１勝。産駒
アミカブルナンバー（牝 鹿 ダイワメジャー）５勝，雲雀Ｓ，相模湖特別，ガーベラ

賞，ターコイズＳ-L３着，京王杯スプリングＣ-G2５着，阪神牝馬Ｓ-G2５
着

ニードルポイント（牡 鹿フジキセキ）４勝，富里特別，柏崎特別
アイアムマリリン（牝 青鹿マンハッタンカフェ）３勝，須賀川特別，手稲山特別。産駒

ギャンブラー（牡 *ハービンジャー）１勝，�
アルピナブルー（牝 鹿フジキセキ）入着。産駒

カリオストロ（牝 エイシンフラッシュ）３勝，橘Ｓ-L，万両賞，フィリーズレビュー
-G2４着，�

アルジェンタム（牡 栗アグネスタキオン）３勝
デュアルマンデート（牡 青鹿ダイワメジャー）２勝，�

祖母 *ヒシアマゾン（91 Theatrical）米国産，最優秀２歳牝馬，最優秀３歳牝馬，最優
秀古牝馬，10勝，エリザベス女王杯-JPN1，阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1，オールカマ
ー-JPN2，京都大賞典-JPN2，ニュージーランドＴ４歳Ｓ-JPN2，ローズＳ-JPN2，
クリスタルＣ-JPN3，クイーンＳ-JPN3，クイーンＣ-JPN3，ジャパンＣ-G1２着，有
馬記念-JPN1２着，同５着（２回），京成杯３歳Ｓ-JPN2２着，京成杯-JPN3２
着，高松宮杯-JPN2５着。産駒

*ヒシバラード（牝 Saint Ballado）不出走。産駒
ヒシクリッパー（牝ジャングルポケット）４戦。産駒

クラウンアトラス（騸 ネオユニヴァース）１勝，佐賀�２勝，由布岳賞
三代母ケイティーズ Katies（81 *ノノアルコ）英３歳牝馬チャンピオン，英愛４勝，愛

1000ギニー-G1，コロネーションＳ-G2。*ヒシピナクル（ローズＳ-JPN2），*ヒシ
ナイル（フェアリーＳ-JPN3），*ホワットケイティーディド What Katy Did
（Prix Tantieme-L），*ケイティーズファースト Katies First（Remem-
brance Day S-L）の母，スリープレスナイト（最優秀短距離馬，スプリンターズ
Ｓ-G1）の祖母，アドマイヤムーン（年度代表馬，ジャパンＣ-G1）の三代母

【競走成績】中央２戦，岩手�入着，２着１回［収得賞金 \200,000］

【繁殖成績】
2019 （牡 鹿ショウナンカンプ）
20 （牝 鹿シビルウォー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 695



96 2020ジェイエス繁殖セール T0012‐59

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 キャラメライズ

厩舎番号№96 キャラメライズ Caramelize

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2016年生
（４歳）
栗毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

�
�
*ブライアンズタイムタニノギムレット タニノクリスタルライムキャンディ

�
�
*サンデーサイレンスマルカキャンディ鹿 2005 *ジーナロマンティカ（1）

【キタサンブラックを受胎（販売申込時）最終種付３月３日】

父キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ワグネリアン（ダービー-G1），デアリングタクト（オー
クス-G1，桜花賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念
-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），ステイフーリッシュ（京都新聞杯-G2），デニ
ムアンドルビー（フローラＳ-G2），ルフトシュトローム（ニュージーランドＴ-G2）

母ライムキャンディ（05 タニノギムレット）２勝，マレーシアＣ（芝1400ｍ），クイーンＣ
-JPN3２着，バレンタインＳ-OP３着。産駒

サムライロック（牡 黒鹿 *ワークフォース）１勝
祖母マルカキャンディ（96 *サンデーサイレンス）７勝，府中牝馬Ｓ-JPN3，大阪スポー

ツ杯，下鴨Ｓ，西部日刊スポーツ杯，ポートアイランドＳ-OP２着。産駒
ベルシャザール（牡キングカメハメハ）最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート

-G1，武蔵野Ｓ-G3，ブラジルＣ-L，ホープフルＳ-L，白川郷Ｓ，スプリング
Ｓ-G2２着，ラジオ日本賞-OP２着，ダービー-G1３着，フェブラリーＳ-G1
３着，萩Ｓ-OP３着，セントライト記念-G2４着，共同通信杯-G3４着。種
牡馬

キネオペガサス（牡 *コンデュイット）２勝，山藤賞，プリンシパルＳ-L２着
ナイトフッド（牡 *シンボリクリスエス）５勝，白嶺Ｓ，武蔵野Ｓ-G3５着
アルフェロア（牡 *シンボリクリスエス）１勝，佐賀�入着，韓国岳賞２着，五ケ瀬川

賞３着，九州オールカマー３着，松浦川賞３着
三代母 *ジーナロマンティカ Gina Romantica（88 *セクレト）米国産，北米３勝，ロング

アイランドＨ-G2３着。出走した産駒は２頭のみ
四代母ワヤ Waya（74 Faraway Son）米古牝馬チャンピオン，仏・北米14勝，ベルデイム

Ｓ-G1，マンノウォーＳ-G1，トップ フライトＨ-G1，サンタバーバラＨ-G1，オペ
ラ賞-G2，ダイアナＨ-G2，ロワイヨモン賞-G3，ボウリング グリーンＨ-G2２着，
シープスヘッドベイＨ-G2２着，マルレ賞-G3２着，クロエ賞-G3２着。産駒

ヴィダリア Vidalia：伊・北米２勝，クリテリウムフェミニーレ-G3。レーモントフ Ler-
montov（ベレスフォードＳ-G3）の祖母

デ ニーロ De Niro：北米２勝，トレモントＢＣＳ-G3。種牡馬
ソフィティナ Sofitina：北米５勝，Doylestown H，Waya S-L３着
ワヤジ Wayage：仏入着。クリスタル キャッスル Crystal Castle（ダイアデムＳ

-G2），セクレイジ Secrage（カブール賞-G3）の母
シアトルウェイSeattle Way：北米入着。プリティ プロリフィック Pretty Prolific

（シュガースワールＳ-G3，テストＳ-G1２着）の母

【競走成績】中央２戦，入着，３着１回［収得賞金 \1,800,000］

【繁殖成績】
2020 不受胎（ロゴタイプ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 696



97 2020ジェイエス繁殖セール T0050‐49

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 オメガクリスマス

厩舎番号№97 オメガクリスマス Omega Christmas

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2007年生
（13歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Deputy Minister

*フレンチデピュティ
Mitterand

*クロフネ
�
�
Classic Go Go

*ブルーアヴェニュー芦 1998 Eliza Blue

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスフジキセキ *ミルレーサーオメガフォーチュン

�
�
Bluebird

*エリンバード黒鹿 1997 Maid of Erin（1）

【レッドファルクスを受胎（販売申込時）最終種付５月20日】

父*クロフネは米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート-JPN1。主な産駒（Ｂ
ＭＳ）：クロノジェネシス（宝塚記念-G1，秋華賞-G1），ノームコア（ヴィクトリアマイル-G1，
札幌記念-G2），ノーヴァレンダ（全日本２歳優駿-JPN1），ベンジニ（ＢＲＣブリスベンＣ
-G2），リオンリオン（青葉賞-G2），シャイニングレイ（ホープフルＳ-G2），カラフルデイズ
（関東オークス-JPN2），ハヤヤッコ（レパードＳ-G3），アドマイヤミヤビ（クイーンＣ-G3）

母オメガフォーチュン（97フジキセキ）５戦，入着。産駒
オメガエクスプレス（牡 鹿 サクラバクシンオー）３勝，橘Ｓ-OP，かささぎ賞
オメガファルコン（騸 鹿 サクラバクシンオー）５勝，招福Ｓ，松戸特別，両国特別
スーパーマダム（牝 鹿タニノギムレット）１勝。産駒
アリアナティー（牝ローエングリン）兵庫�３勝，園田クイーンセレクション，�

オメガスパーキング（牡 鹿キングカメハメハ）３勝，岩手�２勝，あすなろ賞２着
オメガタックスマン（牡 鹿ショウナンカンプ）２勝

祖母 *エリンバード Erin Bird（91 Bluebird）仏国産，伊４勝，伊1000ギニー-G2，Pre-
mio Seregno-L，フェデリコテシオ賞-G3３着，英仏・北米入着，Prix Tan-
tieme-L２着，ナッソーＳ-G2３着，ＢＣディスタフ-G1４着。産駒

エリンコート（牝デュランダル）４勝，オークス-G1，忘れな草賞-OP
エールスタンス（牝 *エルコンドルパサー）南関東�１勝，中央２勝，飯盛山特別。

産駒
ミュゼエイリアン（騸 スクリーンヒーロー）３勝，毎日杯-G3，東風Ｓ-L，セント

ライト記念-G2２着，ニューイヤーＳ-L３着，共同通信杯-G3４着，札
幌２歳Ｓ-G3４着，�

ダイワドノヴァン（牡ダイワメジャー）３勝，�
オメガグレイス（牝 *サンデーサイレンス）５勝，若鮎賞。産駒
オメガブレイン（牡キングカメハメハ）４勝，鹿野山特別，黄梅賞，岩手�２勝
オメガラヴィサン（騸ロードカナロア）３勝，木津川特別，�
ロンドンデリーエア（牡 *タートルボウル）２勝，�

エリンズハープ（牝 ネオユニヴァース）南関東�３勝。産駒
エリンアクトレス（牝スクリーンヒーロー）２勝，�

【競走成績】中央２勝［収得賞金 \18,020,000］

【繁殖成績】
2015 パクスディオラム（牡 黒鹿ロードカナロア）兵庫�２勝，�
16 ミケランジェロ（牡 青鹿 *ハービンジャー）入着，北海道�１勝，�
17 デルマジェイド（牡 黒鹿 ルーラーシップ）入着
18 フォスキーア（牡 栗ラブリーデイ）未出走
19 （牝 青鹿ミッキーアイル）
20 不受胎（ラブリーデイ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 697



98 2020ジェイエス繁殖セール T0414‐30

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 エイブルインレース

厩舎番号№98 エイブルインレース Able in Race

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2006年生
（14歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellフジキセキ

�
�
Le Fabuleux

*ミルレーサー青鹿 1992 Marston's Mill

�
�
�

デピュティミニスター �
�
Vice Regent

Deputy Minister
Mint Copy

*フサイチエイブル スターダスク �
�
Stage Door Johnny

Stardusk栗 1996 Dusk（9）

【*ニューイヤーズデイを受胎（販売申込時）最終種付３月12日】

父フジキセキは千歳産，最優秀２歳牡馬，４戦全勝，朝日杯３歳Ｓ-JPN1，弥生賞
-JPN2。主な産駒（ＢＭＳ）：サウンドトゥルー（チャンピオンズＣ-G1，東京大賞典-G1），ホ
ワイトフーガ（ＪＢＣレディスクラシック-JPN1２回），ヨウセイ（ＭＲＣ1000ギニー-G1），カ
ーマディック（ＡＴＣドンカスターマイル-G1），ルミア（ケイプフィリーズ ギニー-G1），ユア
ソング（ＢＲＣ ＢＴＣカップ-G1），アリゼオ（毎日王冠-G2，スプリングＳ-G2）

母 *フサイチエイブル Fusaichi Able（96 Deputy Minister）米国産，北米１勝。産駒
エイブルインレース（牝 鹿フジキセキ）本馬
サイレントアスク（牝 栗 *サンデーサイレンス）４勝，カーネーションＣ。産駒
リメインサイレント（牝 *ホワイトマズル）５勝，西宮Ｓ，大倉山特別，リボン賞，八

甲田山特別，府中牝馬Ｓ-G2５着
エイブルブラッド（牡 鹿 ネオユニヴァース）２勝，障２勝，東京ハイジャンプ４着
コマンダーシップ（牡 鹿 *コマンダーインチーフ）１勝

祖母スターダスク Stardusk（84 Stage Door Johnny）北米５勝，ロング アイランドＨ
-G2，クイーンシャーロットＨ-G3４着。産駒

ワイエッタアープ Wyetta Earp（牝 Silver Deputy）北米１勝。産駒
ゴールドヴェンデッタ Gold Vendetta（騸 Gold Fever）北米６勝，Cab Callo-

way S２着
三代母ダスク Dusk（68 Olden Times）不出走。ジョニー ディー Johnny D.（ワシントン

Ｄ.Ｃ.国際Ｓ-G1）の母，アージェントリクウェスト Urgent Request（サンタ
アニタＨ-G1），ウインドフィールズ（セントライト記念-JPN2）の祖母，タイタニ
ックジャック Titanic Jack（ＶＲＣエミレーツＳ-G1）の三代母

【競走成績】中央入着，クイーンＣ-G3３着，クローバー賞-L３着，３着２回，岩手�２
勝，ジュニアグランプリ（芝1600ｍ），オパールＣ（芝1700ｍ），北海道�１
勝，２着１回，３着１回［収得賞金 \22,719,000］

【繁殖成績】
2011 エックスファクター（牡 鹿 *シンボリクリスエス）南関東�８勝
12 エクストリングラン（牡 鹿 *ワイルドラッシュ）北海道�１勝，南関東�４勝
13 イッツマイタイム（牝 鹿 *ワイルドラッシュ）南関東�１勝，北海道�１勝
14 イントゥゾーン（牝 芦 *スウェプトオーヴァーボード）南関東�４勝，東京プリンセス

賞４着，岩手�入着，オパールＣ４着
15 不受胎（*トワイニング）
16 ビーエイブルトゥ（牝 鹿 *スウェプトオーヴァーボード）南関東�１勝，�
17 チャームインレース（牝 鹿 *パイロ）入着，�
18 レッツゴーアスク（牝 鹿ロードカナロア）未出走
19 （牝 青鹿 *パイロ）
20 （牡 鹿 *ディスクリートキャット）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 698



99 2020ジェイエス繁殖セール T0093‐56

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ブーケトウショウ

厩舎番号№99 ブーケトウショウ Bouquet Tosho

杵臼牧場＝浦河町杵臼 ℡090（9511）8518

2010年生
（10歳）
鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*テスコボーイサクラユタカオー アンジェリカサクラバクシンオー

�
�
*ノーザンテーストサクラハゴロモ鹿 1989 *クリアアンバー

�
�
�

�
�
Habitat

*スティールハート
A. 1.マザートウショウ

�
�
*ダンディルートエイティトウショウ黒鹿 1990 ソシアルトウショウ（1）

*ソシアルバターフライ系

【レッドファルクスを受胎（販売申込時）最終種付３月28日】

父サクラバクシンオーは早来産，最優秀短距離馬，11勝，スプリンターズＳ-JPN1（２
回）。主な産駒（ＢＭＳ）：キタサンブラック（ジャパンＣ-G1，有馬記念-G1，天皇賞・春-G1
２回），ハクサンムーン（セントウルＳ-G2），モンドキャンノ（京王杯２歳Ｓ-G2），キタサン
ミカヅキ（東京盃-JPN2），ウォーリングステイツ（バファリアンクラシック-G3），レッドアネモス
（クイーンＳ-G3），ビアンフェ（函館２歳Ｓ-G3），クレイジーアクセル（クイーン賞-JPN3）

母マザートウショウ（90 *スティールハート）４勝，函館３歳Ｓ-JPN3（芝1200ｍ），３歳
牝馬Ｓ�-JPN3（芝1200ｍ），クイーンＣ-JPN3（芝1600ｍ），菖蒲Ｓ-OP３着，
阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1５着。産駒

トウショウトリガー（牡 鹿 *ソヴィエトスター）５勝，アクアマリンＳ，ブラッドストーンＳ，
相模湖特別，若鮎賞，京葉Ｓ-OP２着，福島民友Ｃ-OP３着，岩手�入
着，クラスターＣ-JPN3３着，障１勝

トウショウガナー（牡 鹿 *フォーティナイナー）４勝，八海山特別，葛飾特別，石川�
２勝，東海�１勝，白銀争覇，広島�入着，マイル争覇２着

デプロマトウショウ（牝 鹿 *ファスリエフ）２勝。産駒
スピリトゥス（牝ディープインパクト）１勝，�

アームズトウショウ（牝 鹿 *コロナドズクエスト）２勝
トウショウシュート（牡 鹿 *ダンシングブレーヴ）１勝
ナウシカトウショウ（牝 鹿メジロライアン）１勝
クロストウショウ（牝 鹿アグネスタキオン）不出走。産駒

ワスカランテソーロ（牡スクリーンヒーロー）１勝，�
祖母エイティトウショウ（78 *ダンディルート）９勝，中山記念（２回），同-JPN2２着，ラ

ジオたんぱ賞，金杯�，フラワーＣ，東京新聞杯２着（２回），オークス４着，エ
リザベス女王杯４着。産駒

トウショウヒューイ（牡 *ロイヤルスキー）５勝，欅Ｓ，ジャニュアリーＳ，テレビ埼玉杯，
夏木立賞，東京新聞杯-JPN3２着，エプソムＣ-JPN3３着

三代母ソシアルトウショウ（72 *ヴェンチア）２勝，アルメリア賞，オークス２着。トウショ
ウペガサス（中山記念-JPN2），トウショウサミット（ＮＨＫ杯-JPN2），トウシ
ョウマリオ（東京新聞杯-JPN3）の母

【競走成績】中央３戦

【繁殖成績】
2015 ミトノブラック（牡 青鹿ゴールドヘイロー）１勝，東海�２勝，�
16 ブーケアルメリア（牝 黒鹿ストロングリターン）３戦
17 ペプチドサクラ（牝 黒鹿キズナ）入着，�
18 イズジョードリーム（牡 鹿 *キンシャサノキセキ）３戦，�
19 （牝 鹿ブラックタイド）
20 （牡 栗 ハーツクライ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 699



100 2020ジェイエス繁殖セール T0505‐28

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ムーンライトペスカ

厩舎番号№100 ムーンライトペスカ Moonlight Pesca

杵臼牧場＝浦河町杵臼 ℡090（9511）8518

2007年生
（13歳）
黒鹿毛
（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

スタードナスクラ �
�
Naskra

Star de Naskra
Candle Starアベルクイーン

�
�
Slew o' Gold

*ブライダルディナー黒鹿 1992 Cavort（11）

【ディープブリランテを受胎（販売申込時）最終種付２月28日】

父キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ワグネリアン（ダービー-G1），デアリングタクト（オー
クス-G1，桜花賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念
-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），ステイフーリッシュ（京都新聞杯-G2），デニ
ムアンドルビー（フローラＳ-G2），ルフトシュトローム（ニュージーランドＴ-G2）

母アベルクイーン（92 Star de Naskra）５勝，安芸Ｓ（Ｄ1400ｍ），橿原Ｓ（Ｄ1400ｍ），
伊丹特別（Ｄ1200ｍ），アンドロメダＳ-OP２着，小倉日経オープン-OP３着，京
都牝馬特別-JPN3５着。産駒

ビッグジェム（牡 黒鹿 *エルコンドルパサー）６勝，鳴門Ｓ，高砂特別
アタゴパラダイス（牝 鹿 *ジェイドロバリー）１勝。産駒
ショウリノホホエミ（牝マンハッタンカフェ）１勝。産駒

サウスザスナイパー（牡 *サウスヴィグラス）３勝，花見山特別，伊達特
別，�

タニセンダイナスト（牡 鹿キングカメハメハ）１勝
祖母 *ブライダルディナー Bridal Dinner（86 Slew o' Gold）米国産，北米１勝，アストリ

アＳ-G3４着。産駒
ブラックアルタイル（騸アドマイヤベガ）５勝，クリスマスＣ，琵琶湖特別，長良川特

別，札幌日経オープン-L２着，アメリカＪＣＣ-JPN2３着，函館記念-G3
４着

ラッキーリニージ Lucky Lineage（牝 Storm Cat）北米２勝。産駒
サービク Saabiq（牝 Grand Slam）英１勝，Dick Poole S-L２着，Spring Cup

-L２着
レディージーニアス（牝 *エブロス）１勝。産駒

ウェイトアンドシー（騸オレハマッテルゼ）３勝，南関東・東海�６勝，川崎マイ
ラーズ，スパーキングサマーＣ，ゴールド争覇，�

【競走成績】中央４戦，石川�入着，２着１回［収得賞金 \54,000］

【繁殖成績】
2012 スズヨサムソン（牝 黒鹿メイショウサムソン）入着，岩手�10勝
13 （牡 鹿ナカヤマフェスタ）
14 種付せず
15 流産（ディープブリランテ）
16 （牡 鹿ディープブリランテ）
17 流産（オルフェーヴル）
18 ムーンライベガ（牝 青鹿フェノーメノ）未出走
19 （牝 黒鹿シルバーステート）
20 種付せず

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 700



101 2020ジェイエス繁殖セール T0261‐71

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 モーニングニュース

厩舎番号№101 モーニングニュース Morning News

原ファーム＝新ひだか町静内豊畑 ℡0146（46）2962

2014年生
（６歳）
鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

アンブライドルド �
�
Fappiano

Unbridled
Gana Facil

*エンパイアメーカー トゥーソード �
�
El Gran Senor

Toussaud黒鹿 2000 Image of Reality

�
�
�

サドラーズウェルズ �
�
Northern Dancer

Sadler's Wells
Fairy Bridge

*ファーストナイト モーニング ディヴォウション �
�
Affirmed

Morning Devotion鹿 1996 Morning Has Broken（4）

【ヤングマンパワーを受胎（販売申込時）最終種付４月17日】

父*エンパイアメーカー Empire Maker は米国産，北米４勝，ベルモントＳ-G1，フロリ
ダダービー-G1。北米チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：アウトワーク（ウッドメモリ
アルＳ-G1），セパレイションオブパワーズ（テストＳ-G1，フリゼットＳ-G1），アークロー（ジョ
ーハーシュターフクラシックＳ-G1），テイクオーヴァーターゲット（競馬博物館名誉の殿
堂Ｓ-G2），マロード（アメリカンターフＳ-G2），*エアアルマス（東海Ｓ-G2）

母 *ファーストナイト First Night（96 Sadler's Wells）愛国産，英・北米２勝，仏入着，
Prix de la Calonne-L２着。産駒

モーニングフェイス（牝 栗スペシャルウィーク）３勝，忘れな草賞-OP，調布特別，マ
ーメイドＳ-G3５着。産駒

サザンブリーズ（牡 *エンパイアメーカー）４勝，�
ドリームライナー（牡 鹿 Fusaichi Pegasus）５勝，御陵Ｓ，京都クラウンプレミアム，

四国新聞杯，アルデバランＳ-OP３着，南関東�入着，川崎マイラーズ３
着

ランウェイ（牝 鹿キングカメハメハ）３勝
アワールマリカAwwal Malika（牝 Kingmambo）英１勝
アンクエンチェイブル Unquenchable（牝 Kingmambo）英１戦。産駒

ハヴァナ クーラー Havana Cooler（騸 Hurricane Run）英豪３勝，ＡＴＣド
ンカスタープレリュード-G3，ＡＴＣメトロポリタンＨ-G1３着，ＶＲＣ
レクサスＳ-G3３着，ＡＴＣ ＪＲＡプレート-G3３着

祖母モーニング ディヴォウション Morning Devotion（82 Affirmed）英１勝，フィリーズ
マイル-G3３着，ランカシャーオークス-G3４着。産駒

バランチーン Balanchine（牝 Storm Bird）全欧３歳牝馬チャンピオン，英愛４
勝，愛ダービー-G1，英オークス-G1，英1000ギニー-G1２着

ロマノフ Romanov（牡 Nureyev）英４勝，ジョッキークラブＳ-G2。種牡馬
レッドスリッパーズ Red Slippers（牝 Nureyev）英３勝，サン チャリオットＳ-G2。

ウエストウインド West Wind（牝 Machiavellian：仏オークス-G1）の母，
*サンダースノー Thunder Snow（牡 Helmet：ドバイワールドＣ-G1）の
祖母

サトル ブリーズ Subtle Breeze（牝 Storm Cat）英入着。トラスト イン ア ガスト
Trust In A Gust（牡 Keep The Faith：ＭＲＣトゥーラクＨ-G1）の母

アレッジドディヴォウション Alleged Devotion（牝 Alleged）不出走。ハンブル エイ
ト Humble Eight（牝 Seattle Battle：ハニービーＳ-G3）の母，ソヴリン
Sovereign（牡 Galileo：愛ダービー-G1）の祖母

【競走成績】中央２戦，石川�３勝，２着３回，３着10回［収得賞金 \1,366,000］

【繁殖成績】
2020 不受胎（ワールドエース）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 701



102 2020ジェイエス繁殖セール T0087‐42

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 オルレアンノオトメ

厩舎番号№102 オルレアンノオトメOrleans no Otome

ミルファーム＝浦河町東栄 ℡0146（25）7000

2007年生
（13歳）
鹿毛

（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

チーフズクラウン �
�
Danzig

Chief's Crown
Six Crowns

*チーフベアハート アミーリアベアハート �
�
Bold Hour

Amelia Bearhart栗 1993 Myrtlewood Lass

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスタヤスツヨシ *マガロマイネカプリース

�
�
*サウスアトランティックダイナカプリ鹿 1998 ダイナギフト（1）
*ロイヤルサッシュ系

【カレンブラックヒルを受胎（販売申込時）最終種付３月17日】

父*チーフベアハート Chief Bearhart は加国産，加年度代表馬，北米12勝，ＢＣターフ
-G1，カナディアン国際Ｓ-G1，マンハッタンＨ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：テアカウシャーク
（ＡＴＣチッピングノートンＳ-G1，Waikato スプリント-G1），ロードクエスト（スワンＳ-G2，
京成杯オータムＨ-G3，新潟２歳Ｓ-G3），ポアゾンブラック（エニフＳ-L，マイルチャンピ
オンシップ南部杯-JPN1２着），ブラックオニキス（札幌２歳Ｓ-G3２着）

母マイネカプリース（98タヤスツヨシ）３勝，寒竹賞（芝1200ｍ），まりも特別（芝1200ｍ），
桜花賞-JPN1５着。産駒

スノードラゴン（牡 芦アドマイヤコジーン）最優秀短距離馬，８勝，スプリンターズ
Ｓ-G1，同４着，同５着，京葉Ｓ-OP，ジャニュアリーＳ-OP，銀蹄Ｓ，高松
宮記念-G1２着，カペラＳ-G3２着（２回），オーシャンＳ-G3２着，同３
着，昇竜Ｓ-OP３着，セントウルＳ-G2５着，ＣＢＣ賞-G3５着，北海道・
岩手・東海�入着，北海道スプリントＣ-JPN3２着，同３着（３回），クラス
ターＣ-JPN3４着，かきつばた記念-JPN3５着。種牡馬

ライトオブホープ（牡 栗 *グラスワンダー）１勝
ダイヤクイン（牝 芦 *クロフネ）１勝，�
サンエイスターダム（牡 黒鹿 *アイルハヴアナザー）岩手�６勝，ウイナーＣ２着
サカジロマリン（牝 鹿 *トワイニング）東海�２勝，南関東�２勝，�
マイネルドラグーン（牡 鹿 *ストーミングホーム）石川・佐賀・高知�７勝
アルマネーレーイス（牝 鹿ジャングルポケット）３戦。産駒

ヤサカパフィー（牝トゥザワールド）１勝，�
祖母ダイナカプリ（87 *サウスアトランティック）１戦。産駒
トウケイヒメ（牝 *タイトスポット）３勝

三代母ダイナギフト（81 *エルセンタウロ）１勝。産駒
ツカサオー：新潟�２勝

四代母 *ロイヤルサッシュ Royal Sash（66 Princely Gift）英国産，英入着。サッカーボ
ーイ（マイルチャンピオンシップ-JPN1）の祖母

【競走成績】中央３勝，鳥屋野特別（芝1800ｍ），中京２歳Ｓ-OP２着，２着２回，３着
１回［収得賞金 \43,102,000］

【繁殖成績】
2014 流産（*パイロ）
15 オルレアンノムスコ（牡 栗 *パイロ）５戦
16 ホワイトヘブン（牝 芦 *ダンカーク）佐賀�２勝，�
17 ショウリオウ（牡 黒鹿アドマイヤムーン）東海�入着，�
18 ボラヘ（牝 芦ゴールドシップ）未出走
19 （牝 栗 *ディスクリートキャット）
20 （牝 栗アドマイヤムーン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 702



103 2020ジェイエス繁殖セール T0382‐17

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 ポロロッカ

厩舎番号№103 ポロロッカ Pororoca

ミルファーム＝浦河町東栄 ℡0146（25）7000

2010年生
（10歳）
青鹿毛
（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellスパイキュール

�
�
Crafty Prospector

*クラフティワイフ黒鹿 2000 Wife Mistress

�
�
�

�
�
*ブライアンズタイムナリタブライアン *パシフィカスシルクラフィーネ

�
�
Secretariat

*プリセレスレディ黒鹿 1999 Nervous Pet（8）

【メイショウボーラーを受胎（販売申込時）最終種付３月26日】

父スパイキュールは早来産，７勝，ベテルギウスＳ-L，摩耶Ｓ。主な産駒（ＢＭＳ）：ダイ
メイコリーダ（ジャパンダートダービー-JPN1２着，鳳雛Ｓ-L２着），シスターフラッグ（札幌
２歳Ｓ-G3４着，京都２歳Ｓ-G3５着），ミックベンハー（シャングリラ賞）。父として，プリン
シアコメータ（エンプレス杯-JPN2，レディスプレリュード-JPN2），ホクセツサンデー（兵庫チャ
ンピオンシップ-JPN2２着），カツゲキキトキト（白山大賞典-JPN3２着）を出す

母シルクラフィーネ（99 ナリタブライアン）１勝。産駒
テンシノイツル（牡 黒鹿ジャングルポケット）入着，東海�１勝，南関東�３勝
グッドオー（牡 鹿 *ルールオブロー）南関東�５勝
スプレンダローズ（牝 鹿スターリングローズ）兵庫�３勝
ビクタースピリット（牝 鹿 *ボストンハーバー）兵庫�２勝

祖母 *プリセレスレディPriceless Lady（87 Secretariat）米国産，北米１勝。産駒
シルクキャプテン（牡 *スキーキャプテン）４勝，兵庫�３勝，東海�入着，東海桜

花賞２着，サマーＣ３着
ヒカリラブ（牝 Nureyev）１勝。産駒
ヒカリアイ（牝 *アフリート）４勝

三代母ナーヴァス ペットNervous Pet（74 Nervous Energy）北米４勝。産駒
ジュリエッツ ペット Juliet's Pet：北米14勝，Duluth H，Truly Bound S，Old

South S２着，Furl Sail H２着，Wishing Well S２着，Au Revoir S２
着。産駒

アリズジュル Aly's Jul：北米入着。フォーティワン カラッツ Forty One Car-
ats（ペガサスＨ -G2）の母，ジャイアント スピーカー Giant
Speaker（G.P. Presidente Mario Ribeiro Nunes Galvao-L），オ
ラリオ プブリコ Orario Pubblico（Derby Paranaense-L），リトル
ミス ジップ Little Miss Zip（Lady Finger S），ホワッツ ユア エ
ッジ What's Your Edge（Monmouth Park NATC Futurity）の祖
母

ピロウダンサー Pillow Dancer：不出走。産駒
アメリカン スピリット American Spirit：北米５勝，ボールドウィンＳ-G3，ケン

タッキーＣスプリントＳ-G2３着。種牡馬
オール ザットグリッターズ All That Glitters：北米９勝，Buckland S

【競走成績】中央入着，南関東�入着，３着２回，南関東�６勝，２着４回，３着３回
［収得賞金 \13,826,000］

【繁殖成績】
2018 ヤクモ（牡 黒鹿ホッコータルマエ）２戦，�
19 不受胎（*ディスクリートキャット）
20 （牡 黒鹿ホッコータルマエ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 703



104 2020ジェイエス繁殖セール T0186‐47

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 パーティークィーン

厩舎番号№104 パーティークィーン Party Queen

タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 ℡0146（43）3339

2010年生
（10歳）
芦毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellアグネスタキオン

�
�
*ロイヤルスキーアグネスフローラ栗 1998 アグネスレディー

�
�
�

ペナインウォーク �
�
Persian Bold

Pennine Walk
Tifrums

*ナイサー エヴリシング ナイス �
�
Sovereign Path

Everything Nice芦 1990 Emma Canute（3）

【*アメリカンペイトリオットを受胎（販売申込時）最終種付２月25日】

父アグネスタキオンは千歳産，４戦全勝，皐月賞-JPN1，弥生賞-JPN2。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ノンコノユメ（フェブラリーＳ-G1，ジャパンダートダ
ービー-JPN1），ワイドファラオ（かしわ記念-JPN1），アクティブミノル（セントウルＳ-G2），カ
ラクレナイ（フィリーズレビュー-G2），ジューヌエコール（デイリー杯２歳Ｓ-G2），レーヌブラ
ンシュ（関東オークス-JPN2），エイティーンガール（キーンランドＣ-G3）

母 *ナイサー Nicer（90 Pennine Walk）愛国産，英愛３勝，愛1000ギニー-G1（芝８
Ｆ），コロネーションＳ-G1４着，伊入着，ヴィトリオディカプア賞-G1３着。産駒

デメテル Demeter（牝 Diesis）英入着。産駒
ピュラー Pyrrha（牝 Pyrus）英４勝，チャートウェルフィリーズＳ-G3，同３着，

オークトゥリーＳ-G3３着
ウーマンインホワイトWoman in White（牝 Daylami）英入着。産駒

スペクター Specter（騸 Nadeem）豪３勝，VRC Henry Bucks Best Dress-
ed S-L，ＭＲＣコーフィールドギニープレリュード-G3３着

シャブリChablis（牝 Kingmambo）英入着。産駒
ピノグリージョPinot Grigio（騸 O'Reilly）ＮＺ１勝，ＷＲＣウェリントンブリー

ダーズギニー-G2２着，ＡｖＪＣエイヴァンデイルギニー-G2２着，
ＨＢＪＣホークスベイギニー-G2３着

クイーンシャシャQueen Cha Cha（牝 High Chaparral）不出走。産駒
スアヴィト Suavito（牝 Thorn Park）豪８勝，ＭＲＣ Ｃ.Ｆ.オーＳ

-G1，ＭＲＣフューチュリティＳ-G1，同３着，ＶＲＣメイトリアーク
Ｓ-G2，ＶＲＣブレイミーＳ-G2，ＭＶＲＣエリザ パーク国際Ｓ
-G3，ＶＲＣ Ａ．Ｖ．キューニーＳ-G2３着，ＭＲＣレイディーズ
デイヴァーズ-G3３着

サルタン オブ スウィング Sultan of Swing（騸 Bachelor Duke）ＮＺ
10勝，Waikato Ｊ.スワップコントラクターズ スプリント-G3，ＨＢ
ＪＣウインザーパークプレート-G1２着

クイーンナイサー（牝 鹿 *フォーティナイナー）入着。産駒
ブラックジェイド（牡スペシャルウィーク）３勝，熊野特別，�

【競走成績】中央２戦

【繁殖成績】
2015 ハクバオー（牡 芦 *ハードスパン）佐賀�入着
16 種付せず
17 ミスファビュラス（牝 栗 *エスケンデレヤ）入着，東海�２勝，�
18 アンゼンダイイチ（牝 芦 *エスケンデレヤ）１戦，�
19 （牡 鹿エピファネイア）
20 不受胎（*デクラレーションオブウォー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 704



105 2020ジェイエス繁殖セール T0101‐43

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 シナノカラー

厩舎番号№105 シナノカラー Shinano Color

フィールドラック＝神奈川県横浜市 ℡0146（44）2617（飼養者＝見上牧場）

2012年生
（８歳）
鹿毛

（安平産）

�
�
�
�

�
�
�

クラフティプロスペクター �
�
Mr. Prospector

Crafty Prospector
Real Crafty Lady

*アグネスデジタル チャンシースクウォー �
�
Chief's Crown

Chancey Squaw栗 1997 Allicance

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスアドマイヤベガ ベガフロイラインローゼ

�
�
*エリシオアルバローズ鹿 2005 ロゼカラー（1）

*ローザネイ系

【レーヴミストラルを受胎（販売申込時）最終種付５月31日】

父*アグネスデジタルは米国産，最優秀古牡馬，日・香港12勝，香港Ｃ-G1，天皇賞�
-JPN1，安田記念-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：ディアドムス（全日本２歳優駿-JPN1），サウ
ンドキアラ（阪神牝馬Ｓ-G2，京都金杯-G3），ブラックスピネル（東京新聞杯-G3），ラブミ
ーファイン（函館２歳Ｓ-G3２着），アザワク（エーデルワイス賞-JPN3２着），ピースワンパ
ラディ（青葉賞-G2３着），ウインフェニックス（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3３着）

母フロイラインローゼ（05 アドマイヤベガ）入着。産駒
カマクラ（牝 黒鹿 *シンボリクリスエス）１勝
ローズパルファン（牝 鹿エイシンフラッシュ）１勝，�

祖母アルバローズ（00 *エリシオ）入着。産駒
エアジェルブロワ（牝ダイワメジャー）４勝，遊楽部特別，京都牝馬Ｓ-G3５着
アンブリッジ（牡ダイワメジャー）３勝，鎌ヶ谷特別

三代母ロゼカラー（93 Shirley Heights）２勝，デイリー杯３歳Ｓ-JPN2，シンザン記念
-JPN3２着，秋華賞-JPN1３着，オークス-JPN1４着，チューリップ賞-JPN3４着，
阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1５着。産駒

ローズバド：３勝，フィリーズレビュー-JPN2，マーメイドＳ-JPN3，オークス-JPN1２着，
秋華賞-JPN1２着，エリザベス女王杯-JPN1２着，ローズＳ-JPN2２着，府
中牝馬Ｓ-JPN3２着，阪神牝馬Ｓ-JPN2３着。産駒

ローズキングダム：最優秀２歳牡馬，６勝，ジャパンＣ-G1，朝日杯フューチュ
リティＳ-JPN1，京都大賞典-G2，神戸新聞杯-G2，東京スポーツ杯２
歳Ｓ-JPN3，ダービー-G1２着，菊花賞-G1２着。種牡馬

ローゼンケーニッヒ：４勝，三木特別，神戸新聞杯-G2５着，小倉記念-G3５着
ローザブランカ：３勝，都井岬特別

ローゼンクロイツ：５勝，金鯱賞-G2，同-JPN2２着，中京記念-G3，同-JPN3２着，
毎日杯-JPN3，京都２歳Ｓ-L，ラジオたんぱ杯２歳Ｓ-JPN3２着，菊花賞
-JPN1３着，神戸新聞杯-JPN2３着，京都大賞典-G2４着

ローズプレステージ：１勝，京都新聞杯-JPN2２着，京都２歳Ｓ-L２着
テューダーローズ：３勝，皿倉山特別，背振山特別
ローザミスティカ：４戦，入着。産駒
ローズウィスパー：３勝，四国新聞杯，日田特別
ジャックローズ：２勝，鳥栖特別

【競走成績】南関東�３勝，２着１回，３着１回［収得賞金 \4,908,000］

【繁殖成績】
2017 フジトドロキ（牡 栗ローズキングダム）高知�入着
18 ロゼリアン（牝 黒鹿ローズキングダム）北海道�入着，�
19 （牡 黒鹿 *ラニ）
20 （牡 鹿リーチザクラウン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 705



106 2020ジェイエス繁殖セール T0459‐24

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ヌーヴォモンド

厩舎番号№106 ヌーヴォモンド Nuovo Mondo

金蘭兄弟＝東京都中野区 ℡0146（27）4037（飼養者＝上山牧場）

2013年生
（７歳）
鹿毛

（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

アンブライドルド �
�
Fappiano

Unbridled
Gana Facil

*エンパイアメーカー トゥーソード �
�
El Gran Senor

Toussaud黒鹿 2000 Image of Reality

�
�
�

コジーン �
�
Caro

Cozzene
Ride the Trails

*シャタードサイレンス サンデー バザール �
�
Nureyev

Sunday Bazaar鹿 1997 Sunday Purchase（9）

【*モーニンを種付けして不受胎（販売申込時）】

父*エンパイアメーカー Empire Maker は米国産，北米４勝，ベルモントＳ-G1，フロリ
ダダービー-G1。北米チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：アウトワーク（ウッドメモリ
アルＳ-G1），セパレイションオブパワーズ（テストＳ-G1，フリゼットＳ-G1），アークロー（ジョ
ーハーシュターフクラシックＳ-G1），テイクオーヴァーターゲット（競馬博物館名誉の殿
堂Ｓ-G2），マロード（アメリカンターフＳ-G2），*エアアルマス（東海Ｓ-G2）

母 *シャタードサイレンス Shattered Silence（97 Cozzene）米国産，北米１勝。産駒
シャタードドリームズ Shattered Dreams（牝 Belong to Me）北米３勝
チェイシングクール Chasing Cool（牝 Stormy Atlantic）北米１勝
ミスアサート（牝 鹿 Sky Mesa）入着，兵庫�４勝
ヤマノヴァース（牡 青鹿 ネオユニヴァース）北海道�１勝
アマダブラム（牝 鹿ダイワメジャー）不出走。産駒

アルマイナンナ（牝 *ダンカーク）１勝，�
祖母サンデー バザール Sunday Bazaar（88 Nureyev）仏２勝。産駒
パーフェクトサンデー Perfect Sunday（牡 Quest For Fame）英・サウジアラビア

３勝，英ダービートライアルＳ-G3，セプテンバーＳ-G3２着，Washing-
ton Singer S-L２着，仏入着，サンクルー大賞典-G1２着

バータータウン Barter Town（牡 Cox's Ridge）北米３勝，ベルエアＨ-G2２着，
オールアメリカンＨ-G3２着，パシフィッククラシックＳ-G1３着

シングルマーケットSingle Market（牝 Dynaformer）北米２勝。産駒
マルチラテラル Multilateral（騸 Mizzen Mast）豪８勝，Wyong RC Wyong

Gold Cup-L，Tatt's Tattersall's Club Cup-L，GRC Gosford Gold
Cup-L３着，豪障１勝

三代母サンデー パーチェス Sunday Purchase（70 T. V. Lark）北米１勝。産駒
ベイツ モーテル Bates Motel：米古馬チャンピオン，北米９勝，サンタアニタＨ

-G1，モンマスＨ-G1，サンアントニオＨ-G1，サンディエゴＨ-G3。種牡馬
ハティム Hatim：英・北米６勝，サンアントニオＨ-G1，Doonside Cup-L，ダンテＳ

-G2２着，サンタアニタＨ-G1３着。種牡馬
スーパー アセット Super Asset：英３勝，ホーリスヒルＳ-G3。種牡馬
エマライン Emmaline：北米２勝，Phoenix Park S。産駒

【競走成績】中央２戦，南関東�１戦，岩手�１戦

【繁殖成績】
2017 シーサンプーター（牝 鹿ロジユニヴァース）岩手�１勝，若鮎賞（芝1600ｍ），ジ

ュニアグランプリ４着，ダイヤモンドＣ５着，�
18 ナインゲーツ（牡 黒鹿 *エーシンフォワード）岩手�入着，�
19 （牝 鹿 *ディスクリートキャット）
20 （牝 鹿 *アジアエクスプレス）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 706



107 2020ジェイエス繁殖セール T0628‐65

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 ソロフライト

厩舎番号№107 ソロフライト Solo Flight

金蘭兄弟＝東京都中野区 ℡090（9082）6145（飼養者＝坂本 智広）

2013年生
（７歳）
黒鹿毛
（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellミスキャスト

�
�
*トニービンノースフライト鹿 1998 シャダイフライト

�
�
�

�
�
Gulch

*サンダーガルチ
Line of Thunderアリーテ

�
�
Danzig

*プリンセスターフ栗 2000 Princess Alydar（16）

【*ヘニーハウンドを種付けして不受胎（販売申込時）】

父ミスキャストは浦河産，５勝，プリンシパルＳ-OP，朱雀Ｓ，武庫川Ｓ，伏見特別，福島
記念-JPN3２着，弥生賞-JPN2３着，京都記念-JPN2４着，アメリカＪＣＣ-JPN2４着，京
成杯オータムＨ-JPN3４着。父として，ビートブラック（天皇賞・春-G1，大阪－ハンブルク
Ｃ-L，京都大賞典-G2２着，菊花賞-G1３着），ミスディレクション（尼崎Ｓ，再度山特別，
国東特別），ソロフライト（岩手・ジュニアグランプリ）を出す

母アリーテ（00 *サンダーガルチ）１勝。産駒
リアライズケイジ（牡 栗 *ティンバーカントリー）南関東�１勝
リトルキング（牡 鹿キングヘイロー）岩手�19勝
クロスザボーダー（牡 栗 *コンデュイット）北海道�入着，石川�５勝

祖母 *プリンセスターフ（94 Danzig）米国産，わが国で１勝。産駒
クーフーリン（牡 *アフリート）４勝，西郷特別

三代母プリンセスアリダー Princess Alydar（81 Alydar）北米入着。産駒
ノーヴェンバー スノウ November Snow：北米８勝，アラバマＳ-G1，テストＳ

-G1，レアパーフュームＨ-G2，マイディアＳ-CAN3。産駒
*ノベンバースルー November Slew：北米３勝，ソレントＳ-G2２着。ヒラボク

ワイルド（ギャラクシーＳ-L，ポラリスＳ-L）の母，エズモシュ Ezmosh
（アーリントンクラシックＳ-G3）の祖母

アークティックドリフトArctic Drift：北米１勝。クロシオ Kuroshio（ＭＶＲＣ
マキュアンＳ-G2），ビリーヴン サクシード Believe'N'Succeed（Ｍ
ＲＣブルーダイヤモンドプレリュードフィリーズ-G3）の母，アンソニ
ー ヴァン ダイク Anthony Van Dyck（英ダービー-G1），バウン
ディング Bounding（ＡＲＣレイルウェイＨ-G1）の祖母

インディアンスノウ Indian Snow：不出走。モーニング ライン Morning Line
（カーターＨ-G1，ペンシルヴァニアダービー-G2）の母

スキャットマンドゥ Scatmandu：北米６勝，スポートペイジＨ-G3，Leonard Rich-
ards S-L，カウディンＳ-G2３着，ドゥワイアＳ-G2３着。種牡馬

レイディソローラ Lady Sorolla：北米４勝，Vieille Vigne H
アチャンスオブストーム A Chance of Storm：北米入着。産駒
*グラスワールド：７勝，ダービー卿チャレンジＴ-JPN3，同３着，武庫川Ｓ，京王

杯スプリングＣ-G2２着，京都金杯-JPN3２着，富士Ｓ-G3３着

【競走成績】岩手�２勝，ジュニアグランプリ（芝1600ｍ），南部駒賞５着，中央６戦
［収得賞金 \5,600,000］

【繁殖成績】
2018 生後直死（*エーシンフォワード）
19 （牝 栗 *アジアエクスプレス）
20 （牝 鹿 *ヘニーハウンド）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 707



108 2020ジェイエス繁殖セール T0584‐57

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 ニシノワン

厩舎番号№108 ニシノワン Nishino One

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2010年生
（10歳）
鹿毛

（安平産）

�
�
�
�

�
�
�

アワエンブレム �
�
Mr. Prospector

Our Emblem
Personal Ensign

*ウォーエンブレム スウィーテストレイディ �
�
Lord At War

Sweetest Lady青鹿 1999 Sweetest Roman

�
�
�

カポウティ �
�
Seattle Slew

Capote
Too Bald

*サビアーレ サクラファビュラス �
�
Fabulous Dancer

Sakura Fabulous鹿 2000 *ローラローラ（14）

【リーチザクラウンを受胎（販売申込時）最終種付５月５日】

父*ウォーエンブレム War Emblem は米国産，米３歳牡馬チャンピオン，北米７勝，ケ
ンタッキーダービー-G1，プリークネスＳ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ウィクトーリア（フローラ
Ｓ-G2），スカーレットカラー（府中牝馬Ｓ-G2），ブライトエンブレム（札幌２歳Ｓ-G3），アス
トラエンブレム（谷川岳Ｓ-L），メイショウタチマチ（忘れな草賞-L３着）。父として，ブラック
エンブレム（秋華賞-G1），ローブティサージュ（阪神ジュベナイルフィリーズ-G1）を出す

母 *サビアーレ（00 Capote）米国産，わが国で１勝，菜の花賞-OP２着。産駒
カポーティスター（牡 黒鹿 ハーツクライ）４勝，日経新春杯-G2，北野特別，新緑

賞，日経賞-G2２着
オークヒルパーク（牝 黒鹿アグネスタキオン）２勝
レッドエレノア（牝 青鹿 ハーツクライ）２勝
トレグラツィエ（牝 黒鹿 *シンボリクリスエス）入着，南関東�２勝。産駒

マッジョネラ（騸ブラックタイド）南関東�２勝，中央２勝，�
祖母サクラファビュラス Sakura Fabulous（90 Fabulous Dancer）仏入着。産駒
*ラタフィア（牝 Cozzene）５勝，北摂特別，元町特別。産駒

エピセアローム（牝ダイワメジャー）４勝，セントウルＳ-G2，同３着，小倉２
歳Ｓ-G3，オパールＳ-OP，ＣＢＣ賞-G3２着，チューリップ賞-G3２
着，淀短距離Ｓ-L２着，北九州記念-G3３着，スプリンターズＳ-G1
４着，阪神牝馬Ｓ-G2４着，京阪杯-G3４着，阪急杯-G3５着。産駒

シトラスノート（牝ロードカナロア）３勝，久多特別，�
アッラサルーテ（牝ダイワメジャー）４勝，アネモネＳ-L２着
ラターシュ（牡マーベラスサンデー）４勝，鳥取特別，両津湾特別
エクセルサス（牡スペシャルウィーク）３勝，皿倉山特別，若駒Ｓ-OP３着

三代母 *ローラローラ Lola Lola（85 Saint Cyrien）仏国産，仏１勝，Prix de la Seine
-L３着。産駒

サクラローレル：年度代表馬，最優秀古牡馬，９勝，天皇賞�-JPN1，同２着，有馬
記念-JPN1，中山記念-JPN2，オールカマー-JPN2，金杯�-JPN3。種牡馬

サクラフューチャー：３勝，精進湖特別。サクラシャイニー（兵庫ゴールドトロフィー
-JPN3３着）の母

【競走成績】中央５戦

【繁殖成績】
2015 ニシノオイチ（牝 鹿ナカヤマフェスタ）１戦
16 ニシノアマタ（牝 栗ディープブリランテ）１勝，高知�１勝，�
17 ニシノアインス（牝 栗ナカヤマフェスタ）１戦，佐賀�２戦，�
18 セイウンブイワン（牡 芦 *クリエイターⅡ）未出走
19 不受胎（ミッキーアイル）
20 （牡 鹿エピファネイア）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 708



109 2020ジェイエス繁殖セール T0772‐28

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 ニシノクローバー

厩舎番号№109 ニシノクローバー Nishino Clover

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2012年生
（８歳）
黒鹿毛
（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*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ドマイヤオーラ

�
�
Caerleonビワハイジ鹿 2004 *アグサン

�
�
�

�
�
Nureyev

*パントレセレブル
Peinture Bleueシュフルール

�
�
*トニービンベイフィオーリ鹿 2002 ヒロポリシー（7）
*アストニシメント系

【ネロを受胎（販売申込時）最終種付２月11日】

父アドマイヤオーラは早来産，４勝，京都記念-G2，弥生賞-JPN2，シンザン記念-JPN3，
京都金杯-G3２着，中京２歳Ｓ-OP２着，ダービー-G1３着，鳴尾記念-G3３着，福島テ
レビオープン-L３着，皐月賞-JPN1４着。主な産駒（ＢＭＳ）：ダルマワンサ（東海・岐阜金
賞）。父として，ノボバカラ（さきたま杯-JPN2，プロキオンＳ-G3）クロスクリーガー（兵庫チ
ャンピオンシップ-JPN2，レパードＳ-G3），アルクトス（プロキオンＳ-G3）を出す

母シュフルール（02 *パントレセレブル）４勝，かもめ島特別（芝1800ｍ），奥尻特別（芝
1800ｍ），障５勝，中山新春ジャンプＳ，春麗ジャンプＳ。産駒

ウインベイランダー（牡 芦ゴールドシップ）１勝，�
セイウンコレット（牝 黒鹿マンハッタンカフェ）障１勝，東海�２勝，岩手�１勝
ニシノムソウ（牡 黒鹿ヒルノダムール）佐賀�２勝，�

祖母ベイフィオーリ（94 *トニービン）１勝。産駒
ワードレスギフト（牡 *カーネギー）１勝，岩手�１勝
オールゲイティー（騸 *エリシオ）１勝

三代母ヒロポリシー（84 バンブーアトラス）障４勝，福島障害Ｓ，東京障害特別５着。産
駒

サイレントハンター：11勝，大阪杯-JPN2，中山金杯-JPN3，新潟大賞典-JPN3（２
回），エイプリルＳ-OP，総武Ｓ，ジャニュアリーＳ，香取特別，摂津特別，ア
メリカＪＣＣ-JPN2２着，札幌記念-JPN2２着，オールカマー-JPN2３着，
同４着，京都記念-JPN2３着，天皇賞�-JPN1４着，中山記念-JPN2４
着，金鯱賞-JPN2４着（２回）。種牡馬

ヒロカイウン：不出走。産駒
チェリスト：岩手�２勝，中央２勝，飯坂温泉特別

オロール：入着。産駒
キミホウセキ：５戦。産駒

サンマルデューク：７勝，師走Ｓ-OP，ポルックスＳ-OP，花園Ｓ，沈丁花
賞，東海Ｓ-G2４着，平安Ｓ-G3４着，マーチＳ-G3５着

ドリームトレジャー：４勝，インディアＴ，雄国沼特別，いわき特別，南関東�
１勝，埼玉栄冠賞，浦和記念-JPN2５着

四代母タイムポリシー（76 *ファバージ）入着。産駒
シルクハピネス：５勝，摩耶Ｓ，高知�５勝

五代母レデースポート（70 *ムーティエ）５勝，４歳牝馬特別�，京都牝馬特別。テン
モン（最優秀２・３歳牝馬，オークス，朝日杯３歳Ｓ）の母

【競走成績】中央２戦，南関東�３勝［収得賞金 \2,696,000］

【繁殖成績】
2019 （牡 青鹿ローズキングダム）
20 （牝 鹿ディープブリランテ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 709



110 2020ジェイエス繁殖セール T0383‐54

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 ニシノエクレール

厩舎番号№110 ニシノエクレール Nishino Eclair

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2015年生
（５歳）
黒鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

*キングズベスト
Allegrettaエイシンフラッシュ

�
�
Platini

*ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスダンスインザダーク *ダンシングキイショウナンアネーロ

�
�
Kris S.

*ショウナンハピネス黒鹿 2004 Rambling Barb（8）

【リーチザクラウンを受胎（販売申込時）最終種付４月21日】

父エイシンフラッシュは千歳産，６勝，ダービー-G1，天皇賞�-G1，毎日王冠-G2，京成
杯-G3，有馬記念-G1２着，天皇賞�-G1２着。父として，カリオストロ（橘Ｓ-L），エイムア
ンドエンド（共同通信杯-G3３着），コスモイグナーツ（アイビーＳ-OP），ルタンブル（忘れ
な草賞-L２着），ウスベニノキミ（フラワーＣ-G3４着），アーデントリー（小倉２歳Ｓ-G3４
着），ルクシオン（小倉２歳Ｓ-G3４着），ココロノトウダイ（共同通信杯-G3５着）を出す

母ショウナンアネーロ（04 ダンスインザダーク）３戦。産駒
キョウヘイ（牡 鹿リーチザクラウン）３勝，シンザン記念-G3，垂水Ｓ，リゲルＳ-L２

着，同３着，ポートアイランドＳ-L３着，小倉日経オープン-OP３着，小倉
２歳Ｓ-G3４着，�

ビームライフル（牡 青鹿ソングオブウインド）３勝
祖母 *ショウナンハピネス（95 Kris S.）加国産，４勝，ホープフルＳ-OP，ノベンバーＳ，

弥彦特別，府中牝馬Ｓ-JPN3３着，クイーンＣ-JPN3５着。産駒
ショウナンマオ（牝ダイワメジャー）３勝，愛宕特別。産駒
ショウナンナデシコ（牝オルフェーヴル）２勝，�

ショウナンアヤカ（牝 *ウォーエンブレム）入着。産駒
ショウナンマッシブ（牡ダイワメジャー）４勝，ＨＢＣ賞，萌黄賞，葵Ｓ-L３着，

�
ショウナンマキシム（牝メイショウサムソン）２勝，湯沢特別

ショウナンアルス（牝 *サンデーサイレンス）１勝。産駒
ショウナンカサロ（牝キングカメハメハ）４勝

ショウナンバクフウ（牝ショウナンカンプ）１勝
ショウナンサアーダ（牝 *ファスリエフ）１勝

三代母ランブリング バーブ Rambling Barb（89 Cormorant）北米入着。産駒
ポーレットアール Paulette R.：北米４勝。産駒

ベイビーアール Baby R：北米３勝，Tellike S-L３着
四代母バウンシー バーブ Bouncy Barb（81 Rollicking）北米１勝。産駒
バウンシング ブレイヴ Bouncing Brave：北米８勝，Bunty Lawless S。種牡馬
チョウパー Choper：北米８勝，Thomas F. Moran S（２回）。種牡馬
ロング スート Long Suit：北米５勝，Churchill Downs Turf Sprint S-L
ニッキー スープ Nicky Soup：北米４勝，Amelia Peabody S３着
トリアネラTrianera：北米５勝。ケイオーズクリプトK. O.'s Crypto（ギャラントフォ

ックスＨ-G3３着）の母

【競走成績】中央９戦

【繁殖成績】
2019 不受胎（リーチザクラウン）
20 （牡 鹿ヴァンセンヌ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 710



111 2020ジェイエス繁殖セール T0076‐63

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ニシノケイト

厩舎番号№111 ニシノケイト Nishino Kate

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2013年生
（７歳）
鹿毛

（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellゴールドアリュール

�
�
Nureyev

*ニキーヤ栗 1999 Reluctant Guest

�
�
�

�
�
Devil's Bag

*タイキシャトル *ウェルシュマフィンアブソリューション
�
�
Unbridled

*フリーフォーギブン鹿 2004 Redeemer（1）

【*パイロを種付けして不受胎（販売申込時）】

父ゴールドアリュールは追分産，最優秀ダートホース，中央・南関東・岩手�８勝，フェブ
ラリーＳ-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：オメガパフューム（東京大賞典-G1２回，帝王賞
-JPN1），ハービンマオ（関東オークス-JPN2），ツーエムマイスター（パラダイスＳ-L２着），
ブルーセレブ（南関東・東京２歳優駿牝馬），ドリュウ（ポラリスＳ-OP２着）。父として，コパ
ノリッキー（フェブラリーＳ-G1），エスポワールシチー（ジャパンＣダート-G1）を出す

母アブソリューション（04 *タイキシャトル）入着。産駒
キンシノキセキ（騸 鹿フジキセキ）２勝，カンナＳ-OP２着，橘Ｓ-OP２着
アップファーレン（牝 栗 *ハードスパン）１勝
モズトンボ（牡 黒鹿ゴールドシップ）入着，石川�１勝，岩手�１勝，�
テイエムカンベエ（牡 鹿 *ワイルドラッシュ）東海�４勝

祖母 *フリーフォーギブン Fully Forgiven（99 Unbridled）米国産，北米入着。産駒
アンペア（牝 *ワイルドラッシュ）ＮＡＲ２歳最優秀馬，北海道�７勝，エーデルワ

イス賞-JPN3，リリーＣ，エトワール賞２着，ブリーダーズゴールドジュニアＣ
２着，栄冠賞２着，フローラルＣ３着，北海道スプリントＣ-JPN3５着，南
関東�入着，関東オークス-JPN2３着，スパーキングレディーＣ-JPN3５着

フラワーフェアリー（牝 *アルカセット）北海道�入着。産駒
ライトフェアリー（牝 サムライハート）南関東�２勝，中央４勝，船橋Ｓ，ＨＢＣ

賞，五泉特別，合馬特別，鞍馬Ｓ-OP２着，ＵＨＢ賞-OP２着，キー
ンランドＣ-G3５着

三代母リディーマー Redeemer（86 Dixieland Band）北米４勝。産駒
*アメリカンボス：８勝，中山記念-JPN2，同２着，アメリカＪＣＣ-JPN2，エプソムＣ

-JPN3（２回），晩春Ｓ，有馬記念-JPN1２着，新潟大賞典-JPN3２着，毎
日王冠-G2３着，同-JPN2５着，日経賞-JPN2５着。種牡馬

ミシシッピライツMississippi Lights：北米入着。産駒
プライヴェイトシェフ Private Chef：北米２勝，ウィルロジャースＨ-G3

グロウイング オナー Glowing Honour：不出走。産駒
イクスペクティド プレジャーズ Expected Pleasures：北米２勝，Maryland

Million Lassie S２着，Gin Talking S３着。イクスペクティド ルー
ラー Expected Ruler（Tyro S）の母

*オールウェイズグッドサンクスAlwaysgoodthanx：北米２勝。産駒
スナークファルコン：５勝，雅Ｓ

【競走成績】中央入着，２着３回，３着３回，南関東�３戦［収得賞金 \11,275,000］

【繁殖成績】
2018 ニシノブライアント（牡 青鹿タニノギムレット）２戦，�
19 （牝 鹿 *ザファクター）
20 （牝 鹿 *ディスクリートキャット）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 711



112 2020ジェイエス繁殖セール T0443‐03

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 エイシンレタリング

厩舎番号№112 *エイシンレタリング A Shin Lettering（IRE）

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（22）0432（飼養者＝栄進牧場）

2015年生
（５歳）
鹿毛

（愛国産）

�
�
�
�

ローマン �
�
�

インヴィンシブルスピリット �
�
Green Desert

Invincible Spirit
Rafha

Lawman ララミー �
�
Gulch

Laramie鹿 2004 Light the Lights

ライナ �
�
�

モンズーン �
�
Konigsstuhl

Monsun
Mosella

La Ina リマタ �
�
Big Shuffle

Limata栗 2001 Liborina（9）

【エイシンヒカリを受胎（販売申込時）最終種付３月28日】

父ローマン Lawman は仏国産，仏４勝，仏ダービー-G1，ジャン プラ賞-G1，ギシュ賞
-G3。主な産駒（ＢＭＳ）：バターシュ（ナンソープＳ-G1２回，キングズ スタンドＳ-G1，ア
ベイユドロンシャン賞-G1），パトリックサースフィールド（メルドＳ-G3），オーサムタンク（ビ
ヴァリーディーＳ-G1２着）。父として，ハーバーロー（英セントレジャー-G1），ジャストザ
ジャッジ（愛1000ギニー-G1），マルセル（レーシング ポストトロフィー-G1）を出す

母ラ イナ La Ina（01 Monsun）独１勝，Kolner Fruhjahrs-Stuten-Preis-L（芝1600
ｍ），独オークス-G1２着，独1000ギニー-G2２着，ヴィンターケーニギン賞-G3
３着，Oppenheim-Rennen-L３着，仏入着，ミエスク賞-G3３着，北米１勝。産
駒

*エイシンエルヴィン（騸 鹿 Shamardal）３勝，きさらぎ賞-G3３着，仏１勝，Prix
de Montretout-L，岩手�２勝，せきれい賞３着，�

レイトランアコード Lateran Accord（牡 *ロックオブジブラルタル）仏５勝，独１勝，
スイス１勝，Grand Prix Jockey Club，スペイン１勝

*エイシンダイヤ（牝 鹿 Galileo）兵庫�２勝
祖母リマタ Limata（95 Big Shuffle）不出走。産駒
ラヴイズレッド Love is Red（牝 Lando）独１勝

三代母リボリナ Liborina（88 Elegant Air）独３勝。産駒
リナレスLinares：独２勝

四代母ロメラ Lomela（83 Surumu）独３勝，独シュトゥーテン賞-G3３着。産駒
ロンガ Longa：独５勝，独オークス-G2，Hamburger Stuten Preis-L，Stutenpreis

der Berliner Bank-L，Preis der Winterkonigin-L２着，デュッセルドルフ
大賞典-G2４着。産駒

シャーリー ブレイク Shirley Blake：愛１勝，Knockaire S-L２着
ロニア Lonia：独２勝，Meile der Nord/LB-L３着
ロサ Lohsa：不出走。産駒
リトル ファイター Little Fighter：独１勝，ウニオーンレンネン-G2２着，

Derby-Trial-L２着，ドイツ賞-G1４着
リモン Limon：独１勝，Hoffnungs-Preis des Kolner Renn-Vereins-L３

着
ロジャLoja：不出走。産駒

ラ バンバ La Bamba：独３勝，Kolner Stuten-Trophy-L２着，Credit
Suisse-Rennen-L２着，ヴァルターＪ.ヤコブス牝馬賞-G3３着

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2019 生後直死（エイシンフラッシュ）
20 （牝 鹿ロジユニヴァース）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 712



113 2020ジェイエス繁殖セール T0016‐39

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐02 キョウワマリア

厩舎番号№113 キョウワマリア Kyowa Maria

鹿児島国際ゴルフ倶楽部 協和牧場＝新冠町西泊津 ℡0146（47）3395

2012年生
（８歳）
鹿毛

（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

ダンシリ �
�
*デインヒル

Dansili
Hasili

*ハービンジャー ペナン パール �
�
Bering

Penang Pearl鹿 2006 Guapa

�
�
�

�
�
Roberto

*サンシャインフォーエヴァー
Outward Sunshineアサカグローリー

�
�
Riverman

*リオシャーム鹿 1997 Shamme（1）

【種付せず】

父*ハービンジャー Harbinger は英国産，英６勝，キング ジョージ六世＆クイーン エリ
ザベスＳ-G1。父として，ブラストワンピース（有馬記念-G1），ディアドラ（ナッソーＳ-G1，
秋華賞-G1），ペルシアンナイト（マイルチャンピオンシップ-G1），ノームコア（ヴィクトリアマイ
ル-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），ドレッドノータス（京都大賞典-G2），ハー
ビンマオ（関東オークス-JPN2），サマーセント（マーメイドＳ-G3）を出す

母アサカグローリー（97 *サンシャインフォーエヴァー）２勝。産駒
ローレルラスター（牡 鹿ステイゴールド）２勝
ロペットマスター（牡 黒鹿ステイゴールド）１勝
キングハリケーン（牡 栗キングヘイロー）南関東�４勝
ナイチンゲール（牝 栗 *キョウワアリシバ）兵庫�４勝

祖母 *リオシャーム Rioshamme（82 Riverman）米国産，不出走。産駒
リヴァー マスター River Master（牡 His Majesty）北米７勝，ラホヤＨ-G3，アス

コットＨ-G3，オール アメリカンＨ-G3，Khaled H，デル マーダービー-G2
２着，サンフランシスコマイルＨ-G3２着，ハリウッドダービー-G1３着，
ローリンググリーンＨ-G3３着，San Francisco H-L３着。種牡馬

ベル エア ペイスター Bel Air Paster（牡 Flying Paster）北米３勝，Oceanside S
３着

三代母シャーム Shamme（75 Sham）不出走。産駒
*ハロースイートシング Hello Sweet Thing：北米３勝，It's in the Air S

四代母ジプシージェットGipsy Jet（65 Windy Sands）不出走。産駒
ペインティド ワゴン Painted Wagon：北米８勝，Bay Meadows H，Citation H，

サンアントニオＳ-G1２着，サンタアニタＨ-G1３着。種牡馬
アウトオブ ジ イースト Out of the East：北米９勝，Children's Hospital H，サン

タアニタＨ-G1２着，サンタアニタダービー-G1３着。種牡馬
キャップ バジット Cap Badgett：北米11勝，Nine Furlongs Championship。種牡

馬
アップルビーフェア Appleby Fair：北米10勝，Gold Cup H
アリスビートビン Alice B. Tobin：北米２勝。バジャーズ コウヴ Badger's Cove

（セプターＳ-G2），プリンセスピーチ Princess Peach（南アフリカデビ
ュータント-G3）の祖母

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2017 キョウワアリスタ（牝 鹿キングヘイロー）佐賀�入着，�
18 種付せず
19 （牡 栗ディープブリランテ）
20 （牝 鹿ジャスタウェイ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 713



114 2020ジェイエス繁殖セール T0284‐22

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐03 キャンディウォー

厩舎番号№114 キャンディウォー Candy War

木村 秀則＝新ひだか町静内駒場 ℡090（6263）5286

2012年生
（８歳）
鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

ウォーフロント �
�
�

ダンチヒ �
�
Northern Dancer

Danzig
Pas de Nom

War Front スターリードリーマー �
�
Rubiano

Starry Dreamer鹿 2002 Lara's Star

�
�
�

キャンディライド �
�
Ride the Rails

Candy Ride
Candy Girl

*モントレーストリート フォーチュンズフェイヴァー �
�
Sir Ivor

Fortune's Favour栗 2006 Highland Gypsy（4）

【種付せず】

父ウォーフロントWar Front は米国産，北米４勝，アルフレッドＧ.ヴァンダービルトＢＣ
Ｈ-G2。主な産駒（ＢＭＳ）：エノラゲイ（アパラチアンＳ-G2），ターンドアサイド（クイック
コールＳ-G3），チャート（オンタリオコリーンＳ-G3）。父として，*デクラレーションオブウォー
（インタナショナルＳ-G1），ウォーオブウィル（プリークネスＳ-G1），ユーエスネイヴィフ
ラッグ（ジュライＣ-G1），ローリーポーリー（ファルマスＳ-G1）を出す

母 *モントレーストリート Monterey Street（06 Candy Ride）米国産，北米４勝，Pan-
thers S２着。産駒

ケイティーエイコウ（騸 栗ディープスカイ）南関東�２勝
祖母フォーチュンズフェイヴァー Fortune's Favour（87 Sir Ivor）不出走。産駒
ラプンゼル ランズ Rapunzel Runz（牝 Explodent）北米６勝，Atlantic City

Breeders' Cup H-L，アシーニアＨ-G3２着，Suffolk H-L２着，ダリアＨ
-G2３着，Providian Mile S-L３着。産駒

マイガール ベスMy Girl Bess（牝 More Than Ready）北米１勝。産駒
マイ ブリング My Bling（騸 Too Much Bling）北米３勝，My Dandy

Division of the Clarence Scharbauer Jr. Texas Stallion S
*セイウンミネルバ（牝 Summer Squall）１勝。産駒

マイヨール（牡セイウンスカイ）３勝，尖閣湾特別，芙蓉Ｓ-OP３着
三代母ハイランド ジプシー Highland Gypsy（76 Our Native）北米９勝，Shr-

ewsbury H，Orange Blossom H２着，ポストデブＳ-G3３着，La Prevoyante
H３着，Chris Evert H３着，ロング ルックＨ-G3４着。産駒

ダンサニー Dunsany：北米３勝，ピーター パンＳ-G1４着，ジムダンディＳ-G2４
着。種牡馬

トリンケットTrinket：北米１戦。産駒
ワガドゥグー Ouagadougou：北米10勝，Harrison E. Johnson Memorial H２

着，Brandywine H-L３着，Kelso H-L３着，Daniel Van Clief S３
着，ウィリアムドナルドシーファーＨ-G3４着

四代母ハイランドラッシー Highland Lassie（58 Djeddah）北米５勝，Miss Woodford
S２着。産駒

レインリリー Rain Lilly：北米２勝。ターポーリン Tarpaulin（Somers Point H２
着）の母，*ゲイリーアリエス（クラスターＣ-JPN3２着）の祖母

【競走成績】中央２戦

【繁殖成績】
2017 コンカーワン（騸 黒鹿ダノンシャンティ）５戦
18 レコパントモチャン（牝 黒鹿グランプリボス）南関東�入着，�
19 （牝 鹿イスラボニータ）
20 （牝 鹿 サトノアラジン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 714



115 2020ジェイエス繁殖セール T0248‐30

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐03 ケイアイリブラ

厩舎番号№115 ケイアイリブラ Keiai Libra

クイーンズ・ランチ＝日高町富川西 ℡01456（2）3741

2010年生
（10歳）
鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

クラフティプロスペクター �
�
Mr. Prospector

Crafty Prospector
Real Crafty Lady

*アグネスデジタル チャンシースクウォー �
�
Chief's Crown

Chancey Squaw栗 1997 Allicance

�
�
�

�
�
*フレンチデピュティ

*クロフネ *ブルーアヴェニューケイアイベローナ
�
�
*サンデーサイレンスレディベローナ芦 2003 *シンコウラブリイ（4）

【*ベストウォーリアを受胎（販売申込時）最終種付３月30日】

父*アグネスデジタルは米国産，最優秀古牡馬，日・香港12勝，香港Ｃ-G1，天皇賞�
-JPN1，安田記念-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：ディアドムス（全日本２歳優駿-JPN1），サウ
ンドキアラ（阪神牝馬Ｓ-G2，京都金杯-G3），ブラックスピネル（東京新聞杯-G3），ラブミ
ーファイン（函館２歳Ｓ-G3２着），アザワク（エーデルワイス賞-JPN3２着），ピースワンパ
ラディ（青葉賞-G2３着），ウインフェニックス（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3３着）

母ケイアイベローナ（03 *クロフネ）４戦，入着。産駒
クインズサターン（牡 芦 *パイロ）５勝，秋嶺Ｓ，三峰山特別，青梅特別，マーチＳ

-G3２着，武蔵野Ｓ-G3２着，アンタレスＳ-G3３着，平安Ｓ-G3３着，根
岸Ｓ-G3３着，師走Ｓ-L３着，総武Ｓ-OP３着，東海Ｓ-G2５着，ユニコ
ーンＳ-G3５着，南関東�入着，ＪＢＣクラシック-JPN1４着，北海道�
１勝，�

クインズストーム（牡 芦 *シンボリクリスエス）２勝，長良川特別
サンマルエンパイア（牡 鹿 *エンパイアメーカー）２勝，�
クインズオライリー（牝 芦 *シンボリクリスエス）１勝，�

祖母レディベローナ（96 *サンデーサイレンス）３戦，入着。産駒
マイネエポナ（牝キングカメハメハ）１勝，フェアリーＳ-G3２着，アネモネＳ-L２着
ホワイトエレガンス（牝 *クロフネ）３勝，藻岩山特別，紫苑Ｓ-L２着
ゴールドメイン（牡 *ファンタスティックライト）３勝，開成山特別
ルシャンベルタン（牡キングカメハメハ）３勝，三陸特別

三代母 *シンコウラブリイ（89 Caerleon）愛国産，10勝，最優秀古牝馬，マイルチャンピ
オンシップ-JPN1，同２着，毎日王冠-JPN2，スワンＳ-JPN2，ニュージーランドＴ
４歳Ｓ-JPN2，クイーンＳ-JPN3，ラジオたんぱ賞-JPN3。産駒

ロードクロノス：８勝，中京記念-JPN3，北海道新聞杯，七夕賞-JPN3２着
トレジャー：４勝，都大路Ｓ-L，日高特別，水仙賞，セントライト記念-JPN2２着
レディミューズ：３勝，チューリップ賞-JPN3２着，オークス-JPN1４着。産駒

シンメイフジ：中央・南関東�３勝，関東オークス-JPN2，新潟２歳Ｓ-JPN3
フェリス：１戦。ロードマイウェイ（チャレンジＣ-G3）の母

ピサノグラフ：４勝，初風特別，ターコイズＳ-L３着。産駒
ムイトオブリガード：６勝，アルゼンチン共和国杯-G2，同２着，六社Ｓ，青嵐

賞，町田特別，阪神大賞典-G2４着，目黒記念-G2５着，�

【競走成績】中央１勝，南関東�６勝，２着３回，３着１回［収得賞金 \25,718,000］

【繁殖成績】
2017 ケイアイマボラ（牡 鹿 *マジェスティックウォリアー）北海道�１勝，�
18 クインズバジル（牝 鹿 *クリエイターⅡ）未出走
19 クインズジョイフル（牝 栗コパノリッキー）
20 生後直死（*マジェスティックウォリアー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 715



116 2020ジェイエス繁殖セール T0145‐59

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐03 クインズストリーク

厩舎番号№116 クインズストリーク Queen's Streak

クイーンズ・ランチ＝日高町富川西 ℡01456（2）3741

2011年生
（９歳）
黒鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellゴールドアリュール

�
�
Nureyev

*ニキーヤ栗 1999 Reluctant Guest

�
�
�

ブロードブラッシュ �
�
Ack Ack

Broad Brush
Hay Patcher

*ブラッシュウィズデスティニー フォーエヴァークラシック �
�
Regal Classic

Forever Classic黒鹿 2001 Forleana（2）

【*モーニンを受胎（販売申込時）最終種付５月22日】

父ゴールドアリュールは追分産，最優秀ダートホース，中央・南関東・岩手�８勝，フェブ
ラリーＳ-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：オメガパフューム（東京大賞典-G1２回，帝王賞
-JPN1），ハービンマオ（関東オークス-JPN2），ツーエムマイスター（パラダイスＳ-L２着），
ブルーセレブ（南関東・東京２歳優駿牝馬），ドリュウ（ポラリスＳ-OP２着）。父として，コパ
ノリッキー（フェブラリーＳ-G1），エスポワールシチー（ジャパンＣダート-G1）を出す

母 *ブラッシュウィズデスティニー Brush With Destiny（01 Broad Brush）加国産，北
米１勝，マザリンＢＣＳ-G2３着。産駒

ケイアイゲンブ（牡 鹿 Smart Strike）１勝，南関東�10勝，東京スプリング盃２着
ケイアイアルテミス（牝 鹿ジャングルポケット）１勝，兵庫�２勝
ケイアイブレイズ（牡 鹿 *クロフネ）入着，東海�15勝
クインズダルビー（騸 鹿フリオーソ）南関東�４勝，中央入着，�

祖母フォーエヴァークラシック Forever Classic（91 Regal Classic）北米８勝，Queen
Bee H２着，メイプルリーフＳ-CAN3３着，Chou Croute S-L３着。産駒

ビヨンドミッドナイトBeyond Midnight（牝 Midnight Lute）北米２勝
三代母フォーリーナ Forleana（75 Forum）北米６勝，タトリングＨ-CAN3２着。産駒

クイーン オブ エジプト Queen of Egypt：北米６勝，タトリングＨ-CAN3，Jammed
Lovely S，オンタリオコリーンＨ-CAN2２着。産駒

アイオブ ザ スフィンクス Eye of the Sphynx：加３歳牝馬チャンピオン，北
米４勝，シリーンＳ-G2，Woodbine Oaks，Fury S。デセプティヴ ヴ
ィジョン Deceptive Vision（カナディアンＳ-G2），アイ オブ ザレ
パード Eye of the Leopard（加３歳牡馬チャンピオン，Queen's
Plate S），ホテップ Hotep（Wando S-L）の母

クワイエット クレオ Quiet Cleo：北米14勝，ワンダー ウェアＳ -CAN2，La
Prevoyante S。クワイエットリゾルヴ Quiet Resolve（加年度代
表馬，アットマイルＳ-G1，キングエドワードＢＣＨ-G2）の母

クレオパトラズニードル Cleopatra's Needle：北米入着。クレオパトラズ スト
ライク Cleopatra's Strike（ジョンヘンリーターフチャンピオンシップ
Ｓ-G2）の母

ローマン ブライアー Roman Briar：北米１勝，ワンダーウェアＳ-CAN2２着。産駒
ブライアークリフ Briarcliff：北米５勝，シリーンＳ-CAN1

【競走成績】中央４戦，入着，南関東�８勝，２着５回，３着４回
［収得賞金 \20,212,000］

【繁殖成績】
2018 クインズミント（牝 鹿 *アジアエクスプレス）未出走
19 クインズハッピー（牝 鹿 *シニスターミニスター）
20 （牝 鹿 *ダノンレジェンド）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 716



117 2020ジェイエス繁殖セール T0050‐39

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 レディハピネス

厩舎番号№117 レディハピネス Lady Happiness

ケイアイファーム＝新ひだか町三石川上 ℡0146（35）3100

2007年生
（13歳）
鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

モンジュー �
�
�

サドラーズウェルズ �
�
Northern Dancer

Sadler's Wells
Fairy Bridge

Montjeu フロリペーデ �
�
Top Ville

Floripedes鹿 1996 Toute Cy

�
�
�

�
�
*カンパラ

*トニービン
Severn Bridgeレディパステル

�
�
Blushing Groom

*ピンクタートル黒鹿 1998 Turtle Cove（1）

【*カリフォルニアクロームを受胎（販売申込時）最終種付４月29日】

父モンジュー Montjeu は愛国産，全欧３歳チャンピオン，仏愛英11勝，凱旋門賞-G1，
愛ダービー-G1，仏ダービー-G1。仏チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：アナプル
ナ（英オークス-G1），レガティッシモ（英1000ギニー-G1），チャームスピリット（クイーン エリ
ザベス二世Ｓ-G1），ジャーニー（英チャンピオンズフィリーズ＆メアズ-G1），パリッシュホ
ール（デューハーストＳ-G1），オブヴィアスリー（シューメイカーマイルＳ-G1２回）

母レディパステル（98 *トニービン）６勝，オークス-JPN1（芝2400ｍ），府中牝馬Ｓ-JPN3
（芝1800ｍ），同３着，中山牝馬Ｓ-JPN3（芝1800ｍ），同３着，紫苑Ｓ-OP（芝
1800ｍ），ミモザ賞（芝2000ｍ），目黒記念-JPN2２着，同４着，フローラＳ
-JPN2２着，東京競馬場リニューアル記念-L２着，メトロポリタンＳ-OP２着，エリ
ザベス女王杯-JPN1３着，同４着（２回），秋華賞-JPN1３着，クイーンＳ-JPN3
５着。産駒

ロードアクレイム（牡 鹿ディープインパクト）２勝，夏木立賞，神戸新聞杯-G2２着
*ロードロックスター（牡 鹿 *ロックオブジブラルタル）４勝，はなみずき賞，京都新聞

杯-G2３着
*ロードバロック（牡 鹿 *ロックオブジブラルタル）３勝，河北新報杯，岩手�１勝
パステラリア（牝 鹿 *エンパイアメーカー）１勝

祖母 *ピンクタートル Pink Turtle（88 Blushing Groom）米国産，仏３勝，Prix Mad-
ame Jean Couturie-L，ヴェルメイユ賞-G1２着，プシケ賞-G3２着，Prix de la
Pepiniere-L２着，ノネット賞-G3３着，北米１勝，Sunday Silence H-L３着。
産駒

*ピノシェットPinochet（牝 Storm Cat）北米１勝。産駒
カフェピノコ（牝 *ジェイドロバリー）１勝。タマノブリュネット（牝 ディープスカイ

：レディスプレリュード-JPN2）の母

【競走成績】中央６戦

【繁殖成績】
2012 マテンロウハピネス（牡 鹿ダイワメジャー）４勝，橘Ｓ-OP（芝1400ｍ），国立特

別（芝1400ｍ），フローラルウォーク賞（芝1600ｍ），アーリントンＣ-G3３
着，障２勝，東京ジャンプＳ４着

13 パッソ（牝 鹿キングカメハメハ）３戦
14 イノセントデイズ（牝 鹿ダイワメジャー）１戦
15 不受胎（ハーツクライ）
16 ナチュラルスタイル（牝 鹿ディープインパクト）入着
17 ロードユリシス（牡 鹿ロードカナロア）入着，�
18 レジュールウール（牝 鹿ロードカナロア）未出走
19 （牡 鹿オルフェーヴル）
20 不受胎（ロードカナロア）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 717



118 2020ジェイエス繁殖セール T0291‐04

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 ネーベルホルン

厩舎番号№118 ネーベルホルン Nebelhorn

ケイアイファーム＝新ひだか町三石川上 ℡0146（35）3100

2014年生
（６歳）
黒鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

ヘンリーザナヴィゲイター �
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesque

Henrythenavigator セコイヤ �
�
Sadler's Wells

Sequoyah黒鹿 2005 Brigid

�
�
�

モンズーン �
�
Konigsstuhl

Monsun
Mosella

*ニンフェアアルバ ネヌファー �
�
Night Shift

Nenuphar黒鹿 2007 Narola（4）

【ロジャーバローズを受胎（販売申込時）最終種付３月12日】

父ヘンリーザナヴィゲイター Henrythenavigator は米国産，愛英６勝，英2000ギニー
-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ホウオウカトリーヌ（フェアリーＳ-G3２着）。主な産駒：スディルマ
ン（フィーニクスＳ-G1），ペドロザグレイト（フィーニクスＳ-G1），ジョージヴァンクーヴァー
（ＢＣジュヴェナイルターフ-G1），タンブロディオーロ（サンティアゴ競馬クラブ賞-G1），
コールドトゥザ バー（ヴィコムテスヴィジェール賞-G2），ガラメンテ（ジャクソン杯-G2）

母 *ニンフェアアルバ Nymphaea Alba（07 Monsun）愛国産，仏９戦。産駒
サックフルオブドリームズ Sackfullofdreams（騸 *ロックオブジブラルタル）仏３勝，

英障１勝
ロードルーツ（牡 黒鹿ロードカナロア）北海道�１勝，�

祖母ネヌファー Nenuphar（94 Night Shift）独３勝，Duesseldorfer BMW Preis-L。産
駒

ナイト ラグーン Night Lagoon（牝 Lagunas）独２歳牝馬チャンピオン，独２勝，
ヴィンターケーニギン賞-G3，Berberis Rennen-L２着，Kolner Fruhjahrs
Stutenpreis-L２着。産駒

*ノヴェリスト Novellist（牡 Monsun）英仏独伊９勝，キング ジョージ六世＆ク
イーン エリザベスＳ-G1，サンクルー大賞典-G1，バーデン大賞典
-G1，同４着，伊ジョッキークラブ大賞典-G1，ウニオーンレンネン
-G2，バーディシェンウンテルネーメン大賞典-G2，フリューヤールス賞
-G3，独ダービー-G1２着。種牡馬

ヌンティウス Nuntius（牡 Dalakhani）独３勝，シュパルカッセンフィナンツグル
ッペ賞-G3２着，Grosser Erdinger Weissbier-Preis-L２着

ニンフェア Ninfea（牝 Selkirk）独１勝，Grosser Preis der Landschaftlichen
Brandkasse Hannover-L２着。ナヤラ Nayala（牝 Maxios：Grosser
Preis der Burckhardt Metall Glas GmbH-L３着）の母

ネルド Nerud（牡 Bernardini）独１勝，Derby-Trial-L２着
ナイト タンゴ Night Tango（牡 Acatenango）独２勝，Koelner Sommer Trophy

-L，Grosser Freiberger Premium Preis-L，独ダービー-G1２着。種牡馬
ナイトセットNight Set（騸 Second Set）独９勝，シュプリント大賞典-G3４着，仏２

勝
イルミネド Illumined（牝 Sea The Moon）英２勝，Foundation S-L３着

三代母ナローラ Narola（89 Nebos）独３勝。ナショナル アカデミー National Acad-
emy（Grosser Preis der Mittelstandsvereinigung Dahlwitz-L）の母

【競走成績】中央１戦

【繁殖成績】
2019 （牡 鹿ロードカナロア）
20 不受胎（ジャスタウェイ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 718



119 2020ジェイエス繁殖セール T0088‐38

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐03 マイネアラベスク

厩舎番号№119 *マイネアラベスク Meine Arabesque（FR）

コスモス＝新冠町明和 ℡0146（49）5601（飼養者＝ビッグレッドファーム）

2010年生
（10歳）
鹿毛

（仏国産）

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesque

*キングズベスト アレグレッタ �
�
Lombard

Allegretta鹿 1997 Anatevka

パヴロヴナ �
�
�

シングスピール �
�
In The Wings

Singspiel
Glorious Song

Pavlovna ディベノワズ �
�
Kendor

Dibenoise青 2001 Boreale（1）

【ダノンバラードを種付けして不受胎（販売申込時）】

父*キングズベスト King's Best は米国産，英３勝，英2000ギニー-G1。仏チャンピオン
サイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：エルヴェディヤ（仏1000ギニー-G1，コロネーションＳ-G1，ム
ーランドロンシャン賞-G1），モンオルメル（パリ大賞典-G1），クイーンズトラスト（ＢＣフ
ィリー＆メアターフ-G1），エッグタルト（ＢＲＣクイーンズランドオークス-G1），ラーチモン
トラッド（ミンストレルＳ-G2），ヘッドマン（ギヨームドルナーノ賞-G2）

母パヴロヴナ Pavlovna（01 Singspiel）仏２戦。産駒
レイディアヌーシュカLady Anouchka（牝 Vettori）仏４勝
ハリケーンジョー Hurrican Jo（騸 Hurricane Run）仏３勝

祖母ディベノワズ Dibenoise（93 Kendor）不出走。産駒
コレ カミノス Corre Caminos（騸 Montjeu）仏３勝，ガネー賞-G1，プランスドラ

ンジュ賞-G3，アルクール賞-G2２着，ラクープドメゾンラフィット-G3３着
リサイタル Recital（牡 Montjeu）愛仏３勝，クリテリウムドサンクルー-G1，愛ダー

ビートライアルＳ-G2，バリサックスＳ-G3３着。種牡馬
ラツィンガー Racinger（牡 Spectrum）仏５勝，ミュゲ賞-G2，エドモン ブラン賞

-G3，同３着，メシドール賞-G3，クインシー賞-G3，同２着，ダニエル ウィ
ルデンシュタイン賞-G2２着，ポールドムサック賞-G3３着。種牡馬

アビス Abys（牝 Montjeu）仏２勝，Prix de la Pepiniere-L３着，独入着，Preis
der Baden-Badener Hotellerie & Gastronomie-L２着。産駒

サフリージ Suffrage（騸 Mastercraftsman）仏１勝，Prix de l'Avre-L３着
グラムスター Glamstar（騸 Numerous）仏３勝，ギシュ賞-G3４着
ドーンデイン Dawn Dane（牝 *デインヒル）独３戦。産駒
ドーン デュー Dawn Dew（牝 Montjeu）独２勝，ヴァルターＪ.ヤコブス牝馬賞

-G3３着
ドローントゥラン Drawn to Run（牝 Hurricane Run）独１勝。ダリカ Dalika

（牝 Pastorius：ミセスリヴィアＳ-G2２着）の母
エキュームデュジュール Ecume Du Jour（牝 Hawk Wing）仏１勝。産駒

バラシュコワ Balashkova（牝 Montjeu）仏１勝。ヴォルスカ Volskha（牝 Le
Havre：Prix Caravelle Haras des Granges-L）の母

【競走成績】中央５戦，東海�入着，２着１回，北海道�入着［収得賞金 \118,000］

【繁殖成績】
2015 マイネルルティレ（牡 栗マツリダゴッホ）入着
16 マイネルリャードフ（牡 栗トーセンラー）入着，東海�１勝，�
17 バジガクレオーネ（牡 鹿スピルバーグ）南関東�１勝，�
18 不受胎（ジョーカプチーノ）
19 （牝 鹿ジョーカプチーノ）
20 （牝 芦ゴールドシップ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 719



120 2020ジェイエス繁殖セール T0237‐59

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 インフィニティラヴ

厩舎番号№120 インフィニティラヴ Infinity Love

佐藤 鉄也＝新ひだか町三石本桐 ℡090（7514）5710

2013年生
（７歳）
黒鹿毛
（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

フェアリーキング �
�
Northern Dancer

Fairy King
Fairy Bridge

*ファルブラヴ ギフトオブ ザ ナイト �
�
Slewpy

Gift of the Night鹿 1998 Little Nana

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンススペシャルウィーク キャンペンガールスターリットラヴ

�
�
Baldski

*マリスターⅡ鹿 2006 Pink Dove（3）

【エピカリスを受胎（販売申込時）最終種付４月26日】

父*ファルブラヴ Falbrav は愛国産，英年度代表馬，伊・中央・英仏・香港13勝，インタナ
ショナルＳ-G1，ジャパンＣ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ハープスター（桜花賞-G1），ステル
ヴィオ（マイルチャンピオンシップ-G1），ケネドナ（ＢＲＣドゥームベンＣ-G1），ブルーベリ
ーヒル（ＢＲＣシャンペン クラシック-G2），スピル ザビーンズ（ＢＲＣ ＱＴＣカップ
-G2），チャーリーボーイ（ＶＲＣデインヒルＳ-G2），テトラドラクマ（クイーンＣ-G3）

母スターリットラヴ（06 スペシャルウィーク）入着。産駒
ドリームマジック（牝 鹿 ルーラーシップ）１勝
ジャーアルタミラ（騸 鹿 *ファルブラヴ）東海�１勝

祖母 *マリスターⅡ Malli Star（91 Baldski）米国産，北米５勝，Sweetest Chant S-L，
Patricia S，デル マー招待オークス-G1２着，ハニムーンＨ-G3２着，リンダ ヴ
ィスタＢＣＨ-G3２着，Hidden Light S２着，サンクレメンテＨ-G3４着。産駒

ベッラレイア（牝 ナリタトップロード）３勝，フローラＳ-JPN2，あざみ賞，オークス
-JPN1２着，ローズＳ-JPN2２着，府中牝馬Ｓ-G3２着，同３着，エリザベ
ス女王杯-G1３着，すみれＳ-OP３着，秋華賞-JPN1４着，金鯱賞-G2４
着，マーメイドＳ-G3４着，同５着。産駒

ベッラレジーナ（牝 ネオユニヴァース）１勝，スイートピーＳ-L２着
マルロス（牡 *サンデーサイレンス）２勝，ダリア賞-OP，新潟２歳Ｓ-JPN3３着
ピンクパピヨン（牝 *サンデーサイレンス）２勝，カーネーション特別，スイートピーＳ

-OP３着，クイーンＣ-JPN3４着。産駒
カフナ（牡キングカメハメハ）６勝，メトロポリタンＳ-L，スピカＳ，境港特別，シ

ドニーＴ，あすなろ賞，小倉大賞典-G3２着，大阪－ハンブルクＣ-L
２着，若葉Ｓ-L２着，目黒記念-G2３着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
-G3３着，プリンシパルＳ-L３着

ディアアドマイヤ（牝 *サンデーサイレンス）１勝，フラワーＣ-JPN3４着，４歳牝馬
特別�-JPN2５着。産駒

ワイルドラズベリー（牝 *ファルブラヴ）３勝，白百合Ｓ-OP，紅梅Ｓ-OP，ローズ
Ｓ-G2２着，秋華賞-G1４着。ミッキーワイルド（牡ロードカナロア：霜
月Ｓ-OP，プロキオンＳ-G3２着）の母

サイバーキングダム（牡スペシャルウィーク）１勝，ベンジャミンＳ-OP２着
三代母ピンクダヴ Pink Dove（84 Argument）北米１勝。*タピッツフライ Tapitsfly

（ジャストアゲイムＳ-G1，ファーストレイディＳ-G1）の三代母

【競走成績】中央５戦

【繁殖成績】
2018 チョウラブリー（牝 鹿アドマイヤムーン）１戦，�
19 （牝 鹿アドマイヤムーン）
20 （牝 鹿スノードラゴン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 720



121 2020ジェイエス繁殖セール T0400‐25

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 アディシオン

厩舎番号№121 アディシオン Addition

島川 利子＝宮城県仙台市 ℡01456（2）6109（飼養者＝日西牧場）

2010年生
（10歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellマンハッタンカフェ

�
�
Law Society

*サトルチェンジ青鹿 1998 Santa Luciana

�
�
�

�
�
*カンパラ

*トニービン
Severn Bridgeクリスマスツリー

�
�
*リアルシャダイオークツリー栗 1995 シャダイアイバー（8）
*サワーオレンジ系

【*パイロを受胎（販売申込時）最終種付６月12日】

父マンハッタンカフェは千歳産，最優秀古牡馬，６勝，菊花賞-JPN1，有馬記念-JPN1，
天皇賞�-JPN1。チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：レッドジェニアル（京都新聞杯
-G2），ショウナンラグーン（青葉賞-G2），ダンツプリウス（ニュージーランドＴ-G2），ランス
オブプラーナ（毎日杯-G3），ノットフォーマル（フェアリーＳ-G3），ナムラカメタロー（佐賀記
念-JPN3），プラチナヴォイス（萩Ｓ-L），プリンスリターン（シンザン記念-G3２着）

母クリスマスツリー（95 *トニービン）６勝，ターコイズＳ-OP（芝1800ｍ），千倉特別（芝
1800ｍ），府中牝馬Ｓ-JPN3４着。産駒

クリスマスキャロル（牝 栗アグネスタキオン）３勝，御室特別，遊楽部特別，マーメ
イドＳ-G3２着

カリオンツリー（牡 鹿 *エルコンドルパサー）５勝，雅Ｓ，日吉特別，オアシスＳ-L３
着，マリーンＳ-L３着

ジョリーノエル（牝 黒鹿スペシャルウィーク）４勝，燕特別，織姫賞。産駒
ユールシンギング（騸 *シンボリクリスエス）４勝，セントライト記念-G2，新潟大

賞典-G3，中日新聞杯-G3４着
クリスマスキング（牡 鹿キングカメハメハ）２勝，南関東�１勝
ホウオウレックス（牡 鹿ダノンシャンティ）南関東�２勝

祖母オークツリー（89 *リアルシャダイ）３勝，福島記念-JPN3２着。産駒
ペインテドブラック（牡 *サンデーサイレンス）４勝，ステイヤーズＳ-JPN2，青葉賞

-JPN3，水仙賞，若草Ｓ-OP２着。種牡馬
ギミーシェルター（牝 *サンデーサイレンス）５勝，鷹巣山特別，アネモネＳ-L２着，

スイートピーＳ-L２着。産駒
ブラインドサイド（騸キングカメハメハ）３勝，利根川特別

アサクサピューマ（牡 *エリシオ）２勝，原町特別
リワードカリヨン（牝 *トニービン）南関東�３勝。産駒

リワードシンバル（牡 *アフリート）１勝，共同通信杯-JPN3３着
ドライアッド（牝 *トニービン）１勝。産駒

ファルカタリア（牡フジキセキ）５勝，フリーウェイＳ
エバーグリーン（牡 ゼンノロブロイ）４勝，立春賞
スカーレル（牝ゴールドアリュール）４勝

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \5,500,000］

【繁殖成績】
2016 サバイバルクイーン（牝 鹿 *キングズベスト）東海�入着
17 セレナアンバー（牝 鹿 *キングズベスト）岩手�入着，�
18 アンシャセ（牡 黒鹿モーリス）未出走
19 （牡 青鹿 *パイロ）
20 （牝 鹿 *マインドユアビスケッツ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 721



122 2020ジェイエス繁殖セール T0373‐13

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 セレナータ

厩舎番号№122 セレナータ Serenata

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2014年生
（６歳）
栗毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

マキアヴェリアン �
�
Mr. Prospector

Machiavellian
Coup de Folie

*ストーミングホーム トライトゥキャッチミー �
�
Shareef Dancer

Try to Catch Me黒鹿 1998 It's in the Air

�
�
�

シングスピール �
�
In The Wings

Singspiel
Glorious Song

*アドニータ
�
�
Caerleon

*アンナパラリーヴァ青 2004 Anna of Saxony（7）

【ファインニードルを受胎（販売申込時）最終種付４月11日】

父*ストーミングホーム Storming Home は英国産，英・北米８勝，チャンピオンＳ-G1。
主な産駒（ＢＭＳ）：プリンスオブ アラン（ＶＲＣレクサスＳ-G3，ＧＲＣジーロングＣ
-G3），ブルベアイリーデ（オアシスＳ-L），マカウィー（ランカシャーオークス-G2２着），スー
ター（アメリカンＳ-G3３着），マンカストラップ（すずらん賞-OP３着）。父として，ライオンテ
イマー（ＶＲＣヴィクトリアダービー-G1），ジャッカルベリー（ミラノ大賞典-G1）を出す

母 *アドニータ Adonita（04 Singspiel）英国産，仏２勝。産駒
モンテグロッソ（牡 青鹿 *モンテロッソ）３勝，青葉賞-G2４着，�
ティップトップ（牝 鹿 Dubawi）３勝
モダスオペランディ（牡 鹿ダイワメジャー）１勝，南関東�１勝，�
ラッシュアワー（牡 黒鹿 *ストーミングホーム）１勝

祖母 *アンナパラリーヴァ Anna Palariva（95 Caerleon）愛国産，仏２勝，オマール賞
-G3。産駒

アンナ サライ Anna Salai（牝 Dubawi）仏１勝，グロット賞-G3，英愛入着，愛1000
ギニー-G1２着，Conqueror S-L２着

アドヴァイス Advice（騸 Seeking the Gold）仏５勝，Grand Prix de Bordeaux
-L，Grand Prix de Compiegne-L，ラクープドメゾンラフィット-G3２着

イグアス フォールズ Iguazu Falls（騸 Pivotal）英・UAE７勝，Surrey S-L，サマ
ーヴィルタタソールＳ-G3２着，Heron S-L２着，ホーリスヒルＳ-G3３着

シニオリティSeniority（騸 Dubawi）英５勝，UAE入着，アブダビ チャンピオンシッ
プ-G3２着

エンジェルフォールズ Angel Falls（牝 Kingmambo）不出走。産駒
ナショナル ディフェンス National Defense（牡 Invincible Spirit）仏２勝，

ジャンリュックラガルデール賞-G1，ジェベル賞-G3２着
ノルディックディフェンス Nordic Defense（牡 *マクフィ）スウェーデン１勝，ノ

ルウェー・UAE入着，Al Bastakiya-L２着，Norsk Derby２着
カスケイディング Cascading（牝 Teofilo）英１勝，Chalice S-L３着

アネモメーター Anemometer（牝 *サンデーサイレンス）英入着。産駒
ドバイ ジーナ Dubai Gina（牝 Dubai Destination）南アフリカ４勝，Sun

Classique H-L，Ｊ＆Ｂジェットステイヤーズ-G2２着
ハルマッタン Harmattan（牝 Street Cry）豪３勝，ＭＶＲＣアレキサンドラＳ

-G3２着
アネモイAnemoi（騸 Street Cry）豪４勝，VRC Bagot H-L２着

【競走成績】中央２戦

【繁殖成績】
2019 （牝 鹿 *モンテロッソ）
20 （牝 鹿 *モンテロッソ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 722



123 2020ジェイエス繁殖セール T0272‐56

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 ルパンスール

厩舎番号№123 ルパンスール Le Penseur

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2016年生
（４歳）
鹿毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

*エンドスウィープ
Broom Danceアドマイヤムーン

�
�
*サンデーサイレンスマイケイティーズ鹿 2003 *ケイティーズファースト

�
�
�

ドバウィ �
�
Dubai Millennium

Dubawi
Zomaradah

*ディスメイ デザイヤード �
�
Rainbow Quest

Desired栗 2008 Dance of Leaves（4）

【*アメリカンペイトリオットを受胎（販売申込時）最終種付３月24日】

父アドマイヤムーンは早来産，年度代表馬，中央・UAE10勝，ドバイデューティフリー
-G1，ジャパンＣ-G1，宝塚記念-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ロールオブサンダー（京都２歳
Ｓ-G3３着），ムスコローソ（クロッカスＳ-L３着），ファルヴォーレ（新潟２歳Ｓ-G3４着），
ハトホル（フェアリーＳ-G3４着），エイコーン（東京大賞典-G1５着），ジャストナウ（京都２
歳Ｓ-G3５着）。父として，ファインニードル（スプリンターズＳ-G1）を出す

母 *ディスメイDismay（08 Dubawi）英国産，仏入着。産駒
レアード（牡 鹿ジャスタウェイ）石川�入着，�

祖母デザイヤード Desired（95 Rainbow Quest）不出走。産駒
ディシデラータム Desideratum（牡 Darshaan）仏４勝，リス賞 -G3，Prix de

l'Avre-L，パリ大賞典-G1２着，ノアイユ賞-G2４着。種牡馬
ポエトローリエイト Poet Laureate（騸 Highest Honor）仏２勝，Prix de Reux

-L，ドーヴィル大賞典-G2２着
ビロンギング Belonging（牝 Raven's Pass）仏１勝，Prix Melisande-L２着，リウレ

イ賞-G3４着
ステイタスシンボル Status Symbol（騸 Polish Precedent）英２勝，Wild Flower

S-L３着
ハーツコンテントHeart's Content（牝 Daylami）仏２勝。産駒
ハーティリー Heartily（牝 Dubawi）仏独３勝，Grosser Preis Jungheinrich

Gabelstapler-L，Ｔフォンツァストロフ牝馬賞-G3２着，フィユドレー
ル賞-G3３着，Prix Frederic de Lagrange-L３着

アルクール ストリート Harcourt Street（騸 Lonhro）仏１勝，Criterium de
Lyon-L３着，Prix Delahante-L３着

三代母ダンスオブリーヴズ Dance of Leaves（87 Sadler's Wells）不出走。産駒
メダーリー Medaaly：英３勝，レーシング ポストトロフィー-G1。種牡馬
チャーンウッドフォレスト Charnwood Forest：英４勝，クイーンアンＳ-G2，チャ

レンジＳ-G2，サセックスＳ-G1２着。種牡馬
ガルフブリーズ Gulf Breeze：不出走。産駒

フレネ Fresnaye：南アフリカ６勝，ヴィクトレスＳ-G3，ファイナルフリングＳ-G3
２着，ケイプフィリーズギニー-G1３着，パドックＳ-G1３着

*オータムメロディー Autumn Melody：英３戦。産駒
ジョヴァンニ：６勝，霜月Ｓ-L，北九州市制50周年記念，オークランドレーシン

グクラブＴ，五条坂特別，栗東Ｓ-L３着
ピクシープリンセス：３勝，エリザベス女王杯-G1３着，マーメイドＳ-G3４着

【競走成績】中央４戦

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 723



124 2020ジェイエス繁殖セール T0387‐40

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 アップサージ

厩舎番号№124 アップサージ Upsurge

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2017年生
（３歳）
鹿毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

プルピット �
�
A. P. Indy

Pulpit
Preach

*パイロ ワイルドヴィジョン �
�
Wild Again

Wild Vision黒鹿 2005 Carol's Wonder

�
�
�

レイヴンズ パス �
�
Elusive Quality

Raven's Pass
Ascutney

*ウェイヴランナー ダヌタ �
�
*サンデーサイレンス

Danuta栗 2010 *ポリッシュスタイル（8）

【フリオーソを受胎（販売申込時）最終種付４月５日】

父*パイロ Pyro は米国産，北米５勝，フォアゴーＳ-G1，ルイジアナダービー-G2。主な
産駒（ＢＭＳ）：リリコ（兵庫・園田プリンセスＣ，東海・クイーンＣ）。父として，デルマルーヴ
ル（名古屋グランプリ-JPN2，兵庫ジュニアグランプリ-JPN2），ラインカリーナ（関東オークス
-JPN2），ケンシンコウ（レパードＳ-G3），ビービーバーレル（フェアリーＳ-G3），シゲルカガ
（北海道スプリントＣ-JPN3），ミューチャリー（南関東・羽田盃）を出す

母 *ウェイヴランナー Waverunner（10 Raven's Pass）英国産，英１勝。産駒
ロイヤルヨット（牡 栗 *キングズベスト）入着，南関東�１勝，�
テリングブロウ（牡 鹿 Teofilo）東海�１勝，佐賀�３勝，�

祖母ダヌタ Danuta（00 *サンデーサイレンス）北米１勝，UAE２勝。産駒
デヴォティー Devotee（牝 Elusive Quality）北米・UAE２勝，UAE Oaks-L，アル

シバイアディーズＳ-G1３着。産駒
エンスロール Enthrall（牝 Bernardini）仏・北米３勝，Nellie Morse S３着，

Winter Melody S３着
*レディミドルトン Lady Middleton（牝 Kingmambo）仏１勝。産駒

レディオブオペラ（牝 Singspiel）５勝，淀短距離Ｓ-L，醍醐Ｓ，シルクロード
Ｓ-G3２着

三代母 *ポリッシュスタイル Polish Style（89 Danzig）米国産，仏２勝，Prix Hamp-
ton-L，Prix de Bagatelle-L２着，Prix Petite Etoile-L２着，伊入着，ロイヤル
メアズ賞-G3３着。産駒

フォーク Folk：北米・UAE３勝，UAE Oaks-L，UAE 1000 Guineas-L，ＣＣＡオー
クス-G1３着，ターンバックジアラームＨ-G3４着。産駒

キャプティヴェイティング ラス Captivating Lass：北米２勝，Busanda S-L，
ダヴォナデイルＳ-G2３着

ワン ベオトコット Wang Beotkkot：韓国２歳牡馬チャンピオン，韓国３勝，
NACF Chairman's Trophy

ポリッシュパナシュ Polish Panache：愛１勝，フューチュリティＳ-G3３着
ペレリン Pelerine：不出走。産駒
レイヴィング Raving：北米２勝。産駒

ジャングルリリー Jungle Lily：北米１勝，Hong Kong Jockey Club H３
着

四代母ファミリー スタイル Family Style（83 State Dinner）米２歳牝馬チャンピオ
ン，北米10勝，アーリントンワシントンラッシーＳ-G1，フリゼットＳ-G1，ラカナダ
Ｓ-G1。プレイバラード Play Ballado（Miss Oceana S）の祖母

【競走成績】中央５戦，入着［収得賞金 \500,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 724



125 2020ジェイエス繁殖セール T0089‐41

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ノンストップ

厩舎番号№125 ノンストップ Nonstop

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2016年生
（４歳）
黒鹿毛
（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*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オルフェーヴル

�
�
メジロマックイーンオリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

�
�
�

ザフォニック �
�
Gone West

Zafonic
Zaizafon

*メイビーフォーエヴァー イージーオプション �
�
Prince Sabo

Easy Option青鹿 1999 Brazen Faced（1）

【*タリスマニックを受胎（販売申込時）最終種付３月６日】

父オルフェーヴルは白老産，年度代表馬，中央・仏12勝，三冠，有馬記念-G1（２回），宝
塚記念-G1。父として，エポカドーロ（皐月賞-G1，ダービー-G1２着），ラッキーライラック
（最優秀２歳牝馬，大阪杯-G1，エリザベス女王杯-G1，阪神ジュベナイルフィリーズ
-G1），オーソリティ（青葉賞-G2），シャインガーネット（ファルコンＳ-G3），サラス（マーメイド
Ｓ-G3），ロックディスタウン（札幌２歳Ｓ-G3），ジャスティン（東京スプリント-JPN3）を出す

母 *メイビーフォーエヴァー Maybe Forever（99 Zafonic）英国産，仏２勝，サンジョ
ルジュ賞-G3（芝1000ｍ），グロシェーヌ賞-G2２着，Prix Servanne-L２着，
Prix de la Vallee d'Auge-L２着，アランベール賞-G3４着。産駒

プレイズエターナル（牡 黒鹿アドマイヤムーン）５勝，セプテンバーＳ，駿風Ｓ，飯
豊特別，かえで賞，京洛Ｓ-OP２着，春雷Ｓ-L３着，葵Ｓ-L３着，ラピスラ
ズリＳ-OP３着，京阪杯-G3４着

エクセルシオール（騸 栗 Exceed And Excel）３勝，福島２歳Ｓ-OP，アクアライン
Ｓ，すずらん賞-OP３着

アーヴィンド（牡 黒鹿キズナ）１勝，�
エターナルスカイ（牝 鹿ディープスカイ）入着，南関東�２勝
ミセスモグ Mrs Mogg（牝 Green Desert）英１勝

祖母イージー オプション Easy Option（92 Prince Sabo）英３勝，St.Hugh's S-L，
Bentinck S-L３着，仏入着，グロシェーヌ賞-G2２着，アベイユドロンシャン賞
-G1４着（２回）。産駒

コートマスターピース Court Masterpiece（牡 Polish Precedent）英仏７勝，サ
セックスＳ-G1，フォレ賞-G1，レノックスＳ-G2，クイーンアンＳ-G1２着，ク
リテリオンＳ-G3２着，同４着，シルヴァートロフィーＳ-G3２着，ロッキンジ
Ｓ-G1３着，クイーンエリザベス二世Ｓ-G1３着，英パークＳ-G2３着（２
回），セレブレイションマイル-G2３着，同４着

*ジェネラスオプション Generous Option（牝 Cadeaux Genereux）英２勝。産駒
プリディカメント（牝 *ハードスパン）兵庫�２勝，中央３勝，山城Ｓ，小樽特

別，福島テレビオープン-OP２着，�
ホープタウン（牡 *コマンズ）３勝，マカオジョッキークラブＴ

三代母ブレイズンフェイスド Brazen Faced（75 *ボールドアンドフリー）英１勝。産駒
ワントン Wanton：英１勝，フライング チルダーズＳ-G2３着。産駒

クラシックパーク Classic Park：愛３勝，愛1000ギニー-G1
ランピパンピー Rumpipumpy：北米６勝，ダイアナＨ-G2

【競走成績】中央５戦，入着，２着２回，３着１回，兵庫�１勝
［収得賞金 \6,550,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 725



126 2020ジェイエス繁殖セール T0403‐30

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 スウィートハース

厩舎番号№126 *スウィートハース Sweet Hearth（USA）

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

2006年生
（14歳）
栃栗毛
（米国産）

�
�
�
�

タッチゴールド �
�
�

デピュティミニスター �
�
Vice Regent

Deputy Minister
Mint Copy

Touch Gold パッシング ムード �
�
Buckpasser

Passing Mood鹿 1994 Cool Mood

スウィートゴールド �
�
�

ギルディドタイム �
�
Timeless Moment

Gilded Time
Gilded Lilly

Sweet Gold アンティソーシャル �
�
Pretense

Anti Social栗 1995 Wind Song（8）

【イスラボニータを受胎（販売申込時）最終種付３月８日】

父タッチゴールド Touch Gold は米国産，北米６勝，ベルモントＳ-G1。主な産駒（ＢＭ
Ｓ）：イモリエント（アシュランドＳ-G1，スピンスターＳ-G1，ロデオドライヴＳ-G1，アメリカン
オークス-G1），オースザンナ（ザ サンメット-G1，パドックＳ-G1２回），バーディゴールド
（パンプローナ賞-G1），アップスタート（ホーリーブルＳ-G2），インディアンファイアウォータ
ー（サンフェルナンドＳ-G2），ペンウィズ（ロイヤルデルタＳ-G2）

母スウィートゴールド Sweet Gold（95 Gilded Time）北米４戦。産駒
*スウィートハース Sweet Hearth（牝 栃栗 Touch Gold）本馬
*サンタテレジータ Santa Teresita（牝 鹿 Lemon Drop Kid）北米４勝，サンタマ

リアＨ-G1，Santa Lucia H，サンタマルガリータ招待Ｈ-G1２着，ミレイディ
Ｈ-G2２着，ホーソーンＨ-G3２着，シクスティセイルズＨ-G3２着，レイ
ディズシークレットＳ-G1３着，フルールドリスＨ-G2４着。産駒

レガーロ（牡 Bernardini）２勝，もちの木賞，レパードＳ-G3３着，南関東・兵
庫�入着，全日本２歳優駿-JPN1２着，兵庫チャンピオンシップ
-JPN2４着。種牡馬

コスタネラ（牝ステイゴールド）２勝，�
ウォーナーズ Warners（牡 *デヒア）北米２勝，ベイショアＳ-G3２着
ゴールドバド Goldbud（牝 Buddha）北米入着。産駒

ヴァリッドポイント Valid Point（牡 Scat Daddy）北米３勝，セクレタリアトＳ
-G1

祖母アンティソーシャル Anti Social（75 Pretense）北米３勝，Bowie Kindergarten S
３着。ザローンレインジャー The Lone Ranger（牡 Shelter Half：ローレン
スリアライゼイションＳ-G2）の母

【競走成績】仏２勝，Prix de la Cochere-L（芝1600ｍ），フォレ賞-G1２着，Prix Baga-
telle-L３着，２着２回，３着２回，伊２勝，Premio Alessandro Perrone-L
（芝1100ｍ）［収得賞金 €165,625］

【繁殖成績】
2012 メモリーオブハース（牝 黒鹿ディープインパクト）入着
13 イフリート（牡 栗ダイワメジャー）入着
14 アドラメレク（牡 黒鹿ディープインパクト）４勝，�
15 ラテュロス（牝 鹿 ディープインパクト）３勝，不知火特別（芝1800ｍ），ローズＳ

-G2３着，アルテミスＳ-G3３着，秋華賞-G1５着，�
16 レイジングブレイズ（牡 栗オルフェーヴル）入着，�
17 種付せず
18 ハースファイア（牡 栗スクリーンヒーロー）未出走
19 （牡 栗オルフェーヴル）
20 （牡 鹿ジャスタウェイ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 726



127 2020ジェイエス繁殖セール T0061‐28

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 ラフォルジュルネ

厩舎番号№127 ラフォルジュルネ La Folle Journee

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

2007年生
（13歳）
鹿毛

（白老産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellスペシャルウィーク

�
�
マルゼンスキーキャンペンガール黒鹿 1995 レディーシラオキ

�
�
�

カルドゥン �
�
Caro

Kaldoun
Katana

*グレイトフィーヴァー マイグレイトホープ �
�
Simply Great

My Great Hope芦 1997 Martingale（1）

【サトノクラウンを受胎（販売申込時）最終種付３月31日】

父スペシャルウィークは門別産，10勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ-G1。主な産駒（ＢＭ
Ｓ）：エピファネイア（ジャパンＣ-G1，菊花賞-G1），ディアドラ（ナッソーＳ-G1，秋華賞
-G1），サートゥルナーリア（皐月賞-G1，ホープフルＳ-G1），リオンディーズ（朝日杯フュー
チュリティＳ-G1），クラリティスカイ（ＮＨＫマイルＣ-G1），タイセイビジョン（京王杯２歳Ｓ
-G2），エメラルファイト（スプリングＳ-G2），ヴェルデグリーン（アメリカＪＣＣ-G2）

母 *グレイトフィーヴァー Great Fever（97 Kaldoun）仏国産，仏１勝，北米４勝，ラプ
レヴォワイヤントＨ-G2３着，Carotene S-L３着，Solo Haina H３着。産駒

アーデント（牡 芦ディープインパクト）５勝，リゲルＳ-L，いちょうＳ-L，春興Ｓ，八ヶ
岳特別，弥生賞-G2３着，ニューイヤーＳ-L３着，新潟大賞典-G3４着

シャルール（牝 栗 ゼンノロブロイ）４勝，初音Ｓ，北大路特別，クイーンＳ-G3２着，
福島牝馬Ｓ-G3２着，忘れな草賞-OP３着

ヒカルアモーレ（牝 芦 *クロフネ）２勝，忘れな草賞-OP３着，フィリーズレビュー
-JPN2４着。産駒

シュペルミエール（牡 ステイゴールド）５勝，オリオンＳ，サンシャインＳ，兵庫
特別，開成山特別，日経新春杯-G2３着

グランデアモーレ（牝 ネオユニヴァース）４勝，瀬戸内海特別。産駒
グランデマーレ（牡ロードカナロア）２勝，葉牡丹賞，�

アモーレミオ（牝 ネオユニヴァース）３勝，テレビ山梨杯
ラブラバード（牡 芦スペシャルウィーク）５勝，御堂筋Ｓ，鴨川特別，二本松特別
ヒカルプリンス（騸 鹿キングカメハメハ）３勝，秋元湖特別，石川�２勝，兵庫�２

勝，佐賀�３勝，東海�入着，名港盃５着
テイクバイストーム（牝 芦 *ファルブラヴ）３勝
サンジェナーロ（牡 黒鹿マンハッタンカフェ）１勝
ルエヴェルロール（牝 黒鹿ステイゴールド）１勝
ファナティック（牝 鹿ジャスタウェイ）１勝

【競走成績】中央４勝，関門橋Ｓ（芝2000ｍ），筥崎特別（芝1800ｍ），三萩野特別（芝
1800ｍ），チューリップ賞-G3５着，２着１回，３着２回
［収得賞金 \71,684,000］

【繁殖成績】
2014 不受胎（*ハービンジャー）
15 ノヴェレッテ（牝 黒鹿 *ノヴェリスト）入着
16 モンドヌーヴォー（牡 黒鹿 *ハービンジャー）入着
17 早期流産（ロードカナロア）
18 オスタークラング（牝 鹿 ルーラーシップ）未出走
19 （牡 鹿エイシンフラッシュ）
20 （牡 黒鹿 *ドレフォン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 727



128 2020ジェイエス繁殖セール T0444‐47

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 リトルアマポーラ

厩舎番号№128 リトルアマポーラ Little Amapola

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

2005年生
（15歳）
黒鹿毛
（白老産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellアグネスタキオン

�
�
*ロイヤルスキーアグネスフローラ栗 1998 アグネスレディー

�
�
�

�
�
*ダンシングブレーヴ

*コマンダーインチーフ
Slightly Dangerousリトルハーモニー

�
�
*ヴァリイフォージュルイジアナピット鹿 1995 ミユキカマダ（9）
*コランディア系

【イスラボニータを受胎（販売申込時）最終種付４月19日】

父アグネスタキオンは千歳産，４戦全勝，皐月賞-JPN1，弥生賞-JPN2。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ノンコノユメ（フェブラリーＳ-G1，ジャパンダートダ
ービー-JPN1），ワイドファラオ（かしわ記念-JPN1），アクティブミノル（セントウルＳ-G2），カ
ラクレナイ（フィリーズレビュー-G2），ジューヌエコール（デイリー杯２歳Ｓ-G2），レーヌブラ
ンシュ（関東オークス-JPN2），エイティーンガール（キーンランドＣ-G3）

母リトルハーモニー（95 *コマンダーインチーフ）３勝。産駒
リトルアマポーラ（牝 黒鹿アグネスタキオン）本馬
イネオレオ（牡 鹿ダンスインザダーク）２勝，ゆきやなぎ賞，白百合Ｓ-OP３着，青

葉賞-JPN2５着
サブリナシューズ（牝 黒鹿 *エルコンドルパサー）不出走。産駒
ラブフール（牝 ゼンノロブロイ）４勝，野島崎特別，日田特別，クイーンＳ-G3

２着。産駒
オールイズウェル（牡 ルーラーシップ）３勝，シンガポールターフクラブ賞，

�
リトルイライザ（牝 芦 *クロフネ）１勝

祖母ルイジアナピット（85 *ヴァリイフォージュ）最優秀古牝馬，６勝，阪神牝馬特別
-JPN3，牝馬東京タイムズ杯-JPN3，武庫川Ｓ，白藤賞，千両賞，マイルチャンピ
オンシップ-JPN1４着，マイラーズＣ-JPN2４着，セントウルＳ-JPN3４着，京都
牝馬特別-JPN3５着。産駒

バトンルージュ（牝 *ヘクタープロテクター）１勝。産駒
サザンツイスター（牡 ダンスインザダーク）６勝，烏丸Ｓ，兵庫特別，三田特

別，ゆきつばき賞，目黒記念-JPN2４着，七夕賞-JPN3４着

【競走成績】最優秀３歳牝馬，中央５勝，エリザベス女王杯-G1（芝2200ｍ），同４着，愛
知杯-G3（芝2000ｍ），クイーンＣ-JPN3（芝1600ｍ），マーメイドＳ-G3３着，京
成杯-JPN3４着，桜花賞-JPN1５着，府中牝馬Ｓ-G3５着，中京記念-G3５
着，３着１回［収得賞金 \232,982,000］

【繁殖成績】
2012 エバーハーモニー（牡 黒鹿キングカメハメハ）入着，兵庫�２勝
13 クィーンアマポーラ（牝 青鹿キングカメハメハ）３戦，入着
14 エジステンツァ（騸 鹿キングカメハメハ）４勝，障１勝，�
15 ラカージェ（牡 黒鹿 *ノヴェリスト）１勝
16 モルビデッツァ（牝 鹿 *ハービンジャー）不出走
17 スーザフォン（牡 栗エピファネイア）５戦，入着
18 ルティレ（牝 鹿モーリス）未出走
19 （牝 芦 *クロフネ）
20 （牝 黒鹿 *ヘニーヒューズ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 728



129 2020ジェイエス繁殖セール T0202‐18

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 クラックシード

厩舎番号№129 クラックシード Crack Seed

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

2007年生
（13歳）
黒鹿毛
（白老産）

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellファビラスキャット

�
�
Fabulous Dancer

*ファビラスラフイン芦 1999 Mercalle（3）

【キタサンブラックを種付けして不受胎（販売申込時）】

父キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ワグネリアン（ダービー-G1），デアリングタクト（オー
クス-G1，桜花賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念
-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），ステイフーリッシュ（京都新聞杯-G2），デニ
ムアンドルビー（フローラＳ-G2），ルフトシュトローム（ニュージーランドＴ-G2）

母ファビラスキャット（99 *サンデーサイレンス）１勝，忘れな草賞-OP２着。産駒
クラックシード（牝 黒鹿キングカメハメハ）本馬
*リバイヴエンブレム（牡 鹿 *ウォーエンブレム）岩手�９勝
ドクターマンハッタン Doctor Manhattan（騸 Manhattan Rain）豪３勝
サンデーインマンハッタン Sundayinmanhattan（騸 Manhattan Rain）豪２勝
キンネコKin Neko（騸 Olympic Glory）豪１勝
ランギングレパード Lunging Leopard（牝 Charge Forward）南アフリカ１勝

祖母 *ファビラスラフイン（93 Fabulous Dancer）仏国産，最優秀３歳牝馬，４勝，秋
華賞-JPN1，ニュージーランドＴ４歳Ｓ-JPN2，さわらび賞，ジャパンＣ-G1２
着。産駒

ギュスターヴクライ（牡 ハーツクライ）５勝，阪神大賞典-G2，早春Ｓ，ダイヤモン
ドＳ-G3２着，京都大賞典-G2３着，白百合Ｓ-OP３着

シュペリユール（牝 *サンデーサイレンス）５勝，宝ヶ池特別，別府特別，橘Ｓ-OP３
着。ナリタハリケーン（牡キングカメハメハ：札幌記念-G2２着）の母

ファビラスボーイ（牡ジャングルポケット）３勝，セントポーリア賞
ラフィントレイル（牝 *エルコンドルパサー）入着。ブレイズアトレイル（牡ダイワメジャ

ー：京成杯オータムＨ-G3２着，小倉大賞典-G3３着），ジャイアントリープ
（牡 ネオユニヴァース：京都新聞杯-G2３着）の母

ラブリネスオブパリ（牝 *サンデーサイレンス）２勝，北海道�１勝。シャンパーニュ
（牡 *チチカステナンゴ：万葉Ｓ-L２着），シフルマン（牡 *ハービンジャー：
若葉Ｓ-L３着）の母

【競走成績】中央３勝，紫苑Ｓ-L２着，２着６回，３着５回［収得賞金 \82,907,000］

【繁殖成績】
2014 ジャーミネイト（牡 鹿 *ハービンジャー）３勝，浦佐特別（芝2000ｍ），三春駒特別

（芝2000ｍ），�
15 クレバーバード（騸 青 *シンボリクリスエス）１勝，兵庫�１勝，�
16 マジックシード（牝 鹿 *ワークフォース）岩手�２勝，�
17 流産（エピファネイア）
18 早期流産（エピファネイア）
19 流産（エピファネイア）
20 （牡 青鹿 サトノクラウン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 729



130 2020ジェイエス繁殖セール T0290‐05

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 エイシンロビン

厩舎番号№130 *エイシンロビン A Shin Robin（USA）

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（22）0432（飼養者＝栄進牧場）

2011年生
（９歳）
黒鹿毛
（米国産）

�
�
�
�

�
�
�

アンブライドルド �
�
Fappiano

Unbridled
Gana Facil

*エンパイアメーカー トゥーソード �
�
El Gran Senor

Toussaud黒鹿 2000 Image of Reality

ルーシリアンヌ �
�
�

プルピット �
�
A. P. Indy

Pulpit
Preach

Rutherienne ルシアン �
�
Rahy

Ruthian黒鹿 2004 Adoryphar（4）

【イスラボニータを受胎（販売申込時）最終種付５月28日】

父*エンパイアメーカー Empire Maker は米国産，北米４勝，ベルモントＳ-G1，フロリ
ダダービー-G1。北米チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：アウトワーク（ウッドメモリ
アルＳ-G1），セパレイションオブパワーズ（テストＳ-G1，フリゼットＳ-G1），アークロー（ジョ
ーハーシュターフクラシックＳ-G1），テイクオーヴァーターゲット（競馬博物館名誉の殿
堂Ｓ-G2），マロード（アメリカンターフＳ-G2），*エアアルマス（東海Ｓ-G2）

母ルーシリアンヌ Rutherienne（04 Pulpit）北米11勝，デル マー オークス-G1（芝９
Ｆ），ナッソーＳ-G2（芝8.5Ｆ），ジェニーワイリーＳ-G2（芝8.5Ｆ），同２着，ボイ
リング スプリングスＳ-G3（芝8.5Ｆ），レイクジョージＳ-G3（芝8.5Ｆ），サンズ
ポイントＳ-G3（芝９Ｆ），ノーブルダムゼルＨ-G3（芝８Ｆ），フランシスＡ.ジェ
ンターＳ-G3（芝7.5Ｆ），Cherokee Frolic S-L（芝8.5Ｆ），Sugar Plum Time
S（芝8.5Ｆ），ボールストン スパＨ-G2２着，同３着，ダイアナＳ-G1３着（２
回），ファーストレイディＳ-G1３着，ゲイムリーＳ-G1３着，オールアロングＳ
-G3３着，マイチャーマーＨ-G3３着，メイトリアークＳ-G1４着。産駒

スウィートベイビー Sweetbaby（牝 Candy Ride）北米３勝
ライティアスルースRighteous Ruth（牝 Tiznow）北米２勝

祖母ルシアン Ruthian（96 Rahy）北米４勝，Firecracker H-L，Rockingham Breed-
ers' Cup H-L２着。産駒

ルテニア Ruthenia（牝 Pulpit）北米５勝，ヴァイオレットＳ-G3，Good Mood S-L，
Miss Liberty S-L，イートンタウンＨ-G3３着。産駒

プビリウス シュルス Pubilius Syrus（牡 Candy Ride）北米３勝，Eddie Lo-
gan S-L，セシルＢ.デミルＳ-G3２着

アワ ベイビー ルース Our Bay B Ruth（牝 Candy Ride）北米４勝，Tropi-
cal Park Oaks

ルースヴィル Ruthville（牝 Afleet Alex）北米４勝，Lady Canterbury S-L
ジェモロジスター Gemologister（騸 Gemologist）北米３勝，Cutler Bay H２着
ビッグウィグ Big Wig（騸 A.P.Indy）北米６勝，Chenery S２着
ホリーズキッド Holly's Kid（牝 Pulpit）北米２勝。産駒

フォース Force（騸 Raven's Pass）英・北米６勝，Rolling Green S，バークリ
ーＨ-G3２着，Bull Dog H３着

【競走成績】中央２戦，南関東�１戦

【繁殖成績】
2016 エイシンコロナ（牡 鹿 *エイシンアポロン）不出走
17 エイシンワルツ（牝 鹿 *カジノドライヴ）１勝
18 ラムッシーニ（牝 鹿ワンダーアキュート）佐賀�入着，�
19 （牝 鹿キングカメハメハ）
20 （牡 黒鹿エイシンヒカリ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 730



131 2020ジェイエス繁殖セール T0620‐55

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 アモールミーオ

厩舎番号№131 アモールミーオ Amor Mio

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2010年生
（10歳）
芦毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellダイワメジャー

�
�
*ノーザンテーストスカーレットブーケ栗 2001 *スカーレットインク

�
�
�

エル プラド �
�
Sadler's Wells

El Prado
Lady Capulet

*ミプラデーラ カティー ベル �
�
Cutlass

Cutty Belle芦 1998 Belle Poule（16）

【レッドファルクスを受胎（販売申込時）最終種付２月24日】

父ダイワメジャーは千歳産，最優秀短距離馬（２回），９勝，皐月賞-JPN1，天皇賞�
-JPN1。２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ヴェスターヴァルト（ファルコンＳ
-G3３着），バーニングペスカ（小倉２歳Ｓ-G3３着），バールドバイ（スプリングＳ-G2４
着），ボンオムトゥック（アーリントンＣ-G3４着）。父として，アドマイヤマーズ（香港マイル
-G1），レーヌミノル（桜花賞-G1），レシステンシア（阪神ジュベナイルフィリーズ-G1）を出す

母 *ミプラデーラMi Pradera（98 El Prado）プエルトリコ産，プエルトリコ３歳牝馬・古牝
馬チャンピオン，プエルトリコ29勝，Clasico Dia de Reyes（Ｄ8.5Ｆ，Ｄ７Ｆ）２
回，Clasico Luis Munoz Marin（Ｄ8.5Ｆ），Clasico Antonio R. Matos（Ｄ8.5
Ｆ），Clasico Dia de las Madres（Ｄ8.5Ｆ），同２着，Clasico Constitucion（Ｄ
９Ｆ），Clasico Confederacion Hipica de Puerto Rico（Ｄ8.5Ｆ），同２着（２
回），Clasico Junta Hipica（Ｄ8.5Ｆ），Copa San Juan２着，Copa Gober-
nador２着，Clasico Ramon Llobet, Jr.２着，Clasico Internacional del
Caribe３着，Copa Camarero３着。産駒

プンタバレナ Punta Ballena（牝 Gulch）北米３勝，Bayakoa S-L３着
祖母カティー ベル Cutty Belle（83 Cutlass）不出走。産駒
ベラトル Bellatre（牝 Valid Appeal）北米２勝。産駒
ファイアーマンズ チョイス Fireman's Choice（牡 Piccolino）プエルトリコ９勝，

Clasico Santiago Iglesias Pantin
三代母ベル プール Belle Poule（61 Barbizon）北米１勝。産駒

エンバシーロウ Embassy Row：北米３勝，ランプライターＨ-G3。種牡馬
マッチング ギフト Matching Gift：北米４勝，Dover S，ローレル フューチュリティ

-G1２着，Marlboro Nursery S３着。種牡馬
ナイトリー ベル Knightly Belle：北米10勝，Brentwood S，サスケハナＨ-G2３

着。ドクター ルート Dr. Root（ソードダンサーＨ-G1），セイヴィ Savy
（New Castle H）の母，キラー ディラー Killer Diller（ガーデン ステイト
Ｓ-G3），アサカディフィート（中山金杯-JPN3）の祖母

フロラッセル Flo Russell：北米入着。クロッカドア Crockadore（オーキッドＨ
-G2），フロウィング Flowing（フライングファイヴ-G3・２回）の母

【競走成績】中央入着［収得賞金 \960,000］

【繁殖成績】
2015 ラインギャラント（牝 芦 *スウェプトオーヴァーボード）２勝，�
16 デルマシャンティ（牡 芦シビルウォー）入着，石川�１勝，�
17 デルマラピス（牡 芦 *クロフネ）石川�２勝，�
18 アモーレグリーン（牡 芦ローエングリン）未出走
19 不受胎（ヴィクトワールピサ）
20 不受胎（*マジェスティックウォリアー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 731



132 2020ジェイエス繁殖セール T0323‐65

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 レガーロブロッサム

厩舎番号№132 レガーロブロッサム Regalo Blossom

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2016年生
（４歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*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オルフェーヴル

�
�
メジロマックイーンオリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

�
�
�

�
�
Danzig

*デインヒル
RazyanaサクラサクⅡ

�
�
*フォーティナイナー

*サクラフブキ鹿 1997 Bound（5）

【グランデッツァを受胎（販売申込時）最終種付４月15日】

父オルフェーヴルは白老産，年度代表馬，中央・仏12勝，三冠，有馬記念-G1（２回），宝
塚記念-G1。父として，エポカドーロ（皐月賞-G1，ダービー-G1２着），ラッキーライラック
（最優秀２歳牝馬，大阪杯-G1，エリザベス女王杯-G1，阪神ジュベナイルフィリーズ
-G1），オーソリティ（青葉賞-G2），シャインガーネット（ファルコンＳ-G3），サラス（マーメイド
Ｓ-G3），ロックディスタウン（札幌２歳Ｓ-G3），ジャスティン（東京スプリント-JPN3）を出す

母サクラサクⅡ Sakurasaku（97 *デインヒル）北米１戦，入着。産駒
エイジアンウインズ（牝 鹿フジキセキ）６勝，ヴィクトリアマイル-JPN1，阪神牝馬

Ｓ-G2，心斎橋Ｓ，鳥羽特別。産駒
メジェールスー（牝ロードカナロア）４勝，アクアマリンＳ，壬生特別，�
ワールドウインズ（騸 ルーラーシップ）２勝，北斗特別，�

レッドサクヤ（牝 黒鹿ディープインパクト）２勝，エルフィンＳ-L，オークス-G1４着
エバーブロッサム（牝 鹿 ディープインパクト）１勝，オークス-G1２着，フローラＳ

-G2２着，フラワーＣ-G3２着。産駒
パーディシャー（牡キングカメハメハ）１勝，�

キュートエンブレム（牝 鹿 *ウォーエンブレム）３勝，フローラＳ-JPN2３着。産駒
ビジューミニョン（牝ダイワメジャー）２勝
エバーパッション（牝 ゼンノロブロイ）１勝，佐賀�４勝

パッシングマーク（牡 鹿 *エルコンドルパサー）３勝，ベンジャミンＳ-OP，山桜賞
ボーダーオブライフ（騸 鹿 *キンシャサノキセキ）４勝，鷹巣山特別，�
ウインストライダー（牡 鹿 *グラスワンダー）２勝，フリージア賞
サトノレジーナ（牝 黒鹿 ハーツクライ）１勝
サトノシャルマン（牝 鹿ディープインパクト）１勝

祖母 *サクラフブキ Sakura Fubuki（90 *フォーティナイナー）米国産，北米２勝。産駒
クラリオンコール（牡 *サンデーサイレンス）兵庫�２勝，中央１勝

三代母バウンド Bound（84 Nijinsky）北米４勝，Churchill Downs Breeders' Cup H
-L，アルシバイアディーズＳ-G2２着，ルイヴィルＢＣＨ-G3２着，サラブレッド
クラブオブアメリカＳ-G3２着，エイコーンＳ-G1３着。産駒

アーチペンコ Archipenko：愛・UAE・香港・英６勝，香港クイーン エリザベス二世
Ｃ-G1，サマーマイルＳ-G2，愛ダービートライアルＳ-G2。種牡馬

リミット Limit：北米３勝，Busanda S-L，ブッシャーＢＣＳ-G3３着。シーズ Cease
（Maxxam Gold Cup H-L，ウッドウォードＳ-G1３着）の母

ライアブル Liable：北米６勝，A. P. Indy S-L２着。ブレイム Blame（米古牡馬チ
ャンピオン，ＢＣクラシック-G1，ホイットニーＨ-G1）の母

【競走成績】中央５戦，入着［収得賞金 \600,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 732



133 2020ジェイエス繁殖セール T0592‐31

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ビーチマリカ

厩舎番号№133 ビーチマリカ Beach Malika

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2014年生
（６歳）
芦毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスゴールドアリュール *ニキーヤスマートファルコン

�
�
*ミシシッピアンケイシュウハーブ栗 2005 キョウエイシラユキ

�
�
�

バウンダリー �
�
Danzig

Boundary
Edge

*ビーチフラッグ ファーストフラッグ �
�
Woodman

First Flag芦 1997 Hoist Her Flag（14）

【ロゴタイプを受胎（販売申込時）最終種付２月26日】

父スマートファルコンは静内産，中央・石川・南関東・兵庫・佐賀・東海・北海道�23勝，
東京大賞典-G1，ＪＢＣクラシック-JPN1（２回），帝王賞-JPN1。父として，ティーズダンク
（全日本２歳優駿-JPN1３着），リワードアンヴァル（鳳雛Ｓ-L２着），アシャカダイキ（クラ
スターＣ-JPN3４着），ゲンパチマイティー（兵庫ジュニアグランプリ-JPN2５着），リコーパイ
ソン（兵庫ジュニアグランプリ-JPN2５着），リヴェルディ（鳳雛Ｓ-OP２着）を出す

母 *ビーチフラッグ（97 Boundary）米国産，３勝，バイオレットＳ-OP（Ｄ1400ｍ），マーガ
レットＳ-OP（芝1400ｍ），コーラルＳ-OP２着，北海道・東海�入着，グランシャリ
オＣ-JPN3２着，かきつばた記念-JPN3２着。産駒

ノースショアビーチ（牡 鹿 キングカメハメハ）４勝，青竜Ｓ-OP，天の川賞，総武Ｓ
-OP２着，師走Ｓ-OP２着，南関東�入着，ジャパンダートダービー-JPN1
４着

ビーチアイドル（牝 鹿 *ファルブラヴ）３勝，フェニックス賞-OP，耶馬渓特別，橘Ｓ
-OP３着，ファンタジーＳ-JPN3４着，フィリーズレビュー-JPN2５着。産駒

エグレムニ（牡キズナ）２勝，秋明菊賞，マーガレットＳ-L３着，�
ビーチブリーズ（牝 青鹿マンハッタンカフェ）３勝
ビーチパレード（牝 黒鹿 *シンボリクリスエス）３勝
ビーチフェスタ（牝 黒鹿フジキセキ）２勝
ビーチパーティー（牝 芦 ゼンノロブロイ）２勝
キンショーヘニー（牡 芦 *ヘニーヒューズ）２勝，�
ビーチパラソル（牝 芦ダイワメジャー）１勝，高知�１勝
ビーチブレイブ（牡 芦 ハーツクライ）東海�２勝，中央１勝，兵庫１勝

祖母ファースト フラッグ First Flag（91 Woodman）北米３勝，Gold Digger S，
Northern Lights Debutante S，Minnesota Oaks２着。産駒

ゴーントゥファー Gonetofarr（牝 *サザンヘイロー）北米３勝，Fury S，Ontario
Lassie S２着，Princess Elizabeth S３着

ハロードフラッグ Hallowed Flag（騸 *サザンヘイロー）北米17勝，Remington
Park Sprint Championship H-L２着，ケンタッキー カップ スプリントＳ
-G3３着，Forestry H３着，Forward Pass S３着

デュエットDuet（牝 Allied Forces）北米１勝，Glorious Song S-L２着
カナディアンアライアンスCanadian Alliance（牝 Private Terms）北米入着。産駒

カナディアン ストーム Canadian Storm（牝 Stormy Atlantic）北米１勝，Jes-
samine S-L３着

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \9,500,000］

【繁殖成績】
2019 不受胎（イスラボニータ）
20 （牝 芦ロゴタイプ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 733



134 2020ジェイエス繁殖セール T0511‐48

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 カタマチボタン

厩舎番号№134 カタマチボタン Katamachi Botan

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2004年生
（16歳）
黒鹿毛
（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellダンスインザダーク

�
�
Nijinsky

*ダンシングキイ鹿 1993 Key Partner

�
�
�

カーリアン �
�
Nijinsky

Caerleon
Foreseerタヤスブルーム

�
�
Fabulous Dancer

*ゲイロレンヌ芦 1996 Gay Spring（12）

【ストロングリターンを受胎（販売申込時）最終種付４月10日】

父ダンスインザダークは千歳産，最優秀３歳牡馬，５勝，菊花賞-JPN1。主な産駒（Ｂ
ＭＳ）：ラブリーデイ（天皇賞・秋-G1，宝塚記念-G1），ユーキャンスマイル（阪神大賞典
-G2），アルバート（ステイヤーズＳ-G2３回），メイショウカンパク（京都大賞典-G2），トリオ
ンフ（中山金杯-G3），ダイメイプリンセス（アイビスサマーダッシュ-G3），キョウヘイ（シンザ
ン記念-G3），ショウリュウムーン（朝日チャレンジＣ-G3）

母タヤスブルーム（96 Caerleon）３勝，フェアリーＳ-JPN3（芝1200ｍ），ラベンダー賞
-OP（芝1200ｍ），ＣＢＣ賞-JPN2３着，ファンタジーＳ-JPN3３着，エルフィンＳ
-OP３着。産駒

カタマチボタン（牝 黒鹿ダンスインザダーク）本馬
ブルーミンバー（牝 鹿 *ファルブラヴ）７勝，ラピスラズリＳ-OP，信越Ｓ-OP，中山ウ

インタープレミアム，函館スプリントＳ-G3５着。産駒
トーセンブレス（牝 ディープインパクト）２勝，武庫川Ｓ，フラワーＣ-G3２着，

桜花賞-G1４着，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1４着，�
ブランクエンド（牡 ハーツクライ）４勝，柳都Ｓ，�
ブルーミングスカイ（牡ディープインパクト）２勝，梅花賞，青葉賞-G2４着，�

ニジブルーム（牡 芦ダンスインザダーク）４勝，障１勝，京都ジャンプＳ２着，同３
着

ベストブルーム（牡 鹿フジキセキ）２勝，合馬特別
ラウレアブルーム（牡 鹿 ハーツクライ）２勝，渥美特別
ブルーミングスノー（牝 芦 *サンデーサイレンス）２勝。産駒
ココフィーユ（牝ロードカナロア）２勝，春菜賞，京王杯２歳Ｓ-G2４着，�

【競走成績】中央２勝，ひいらぎ賞（芝1600ｍ），クイーンＣ-JPN3２着，桜花賞-JPN1３
着，ターコイズＳ-L３着，２着２回，３着３回［収得賞金 \69,600,000］

【繁殖成績】
2009 不受胎（*フレンチデピュティ）
10 アンヤト（牝 鹿 *フレンチデピュティ）北海道�１勝
11 不受胎（キングカメハメハ）
12 ウメガイチ（牝 鹿キングカメハメハ）不出走
13 不受胎（*シンボリクリスエス）
14 ツエーゲン（牝 鹿 *キングズベスト）入着，石川�１勝
15 ツヅミモン（牝 黒鹿ストロングリターン）１勝，シンザン記念-G3２着
16 ベンガラグンジョウ（牡 鹿ストロングリターン）１勝，�
17 イオウゼン（牡 黒鹿エイシンフラッシュ）東海�１勝，�
18 不受胎（ロードカナロア）
19 （牝 黒鹿ロードカナロア）
20 （牝 鹿 *ハービンジャー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 734



135 2020ジェイエス繁殖セール T0535‐15

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 スカーレットドレス

厩舎番号№135 スカーレットドレス Scarlet Dress

坂東牧場＝平取町川向 ℡01456（2）1545

2004年生
（16歳）
鹿毛

（早来産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Lyphard

*ダンシングブレーヴ
Navajo Princess

*ホワイトマズル フェアオブ ザファーズ �
�
Ela-Mana-Mou

Fair of the Furze鹿 1990 Autocratic

�
�
�

シルヴァー デピュティ �
�
Deputy Minister

Silver Deputy
Silver Valley

*シルバージョイ ジョイオブマートルウッド �
�
Northern Jove

Joy of Myrtlewood栗 1993 Myrtlewood Lass（13）

【グレーターロンドンを種付けして不受胎（販売申込時）】

父*ホワイトマズル White Muzzle は英国産，伊３歳チャンピオン，英伊仏６勝，伊ダー
ビー-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：スマートレイアー（京都大賞典-G2，阪神牝馬Ｓ-G2），カツ
ジ（ニュージーランドＴ-G2），プラチナムバレット（京都新聞杯-G2），アスカリーブル（関東
オークス-JPN2），ミッキーグローリー（関屋記念-G3），ブレイキングドーン（ラジオＮＩＫＫ
ＥＩ賞-G3），センチュリオン（マーチＳ-G3），トーセンベニザクラ（フェアリーＳ-G3）

母 *シルバージョイ Silver Joy（93 Silver Deputy）加国産，北米４勝，ムスコカＳ-CAN3
２着，Classy 'n Smart S３着，オンタリオラッシーＳ-CAN3４着，アルゴマＳ
-CAN3４着。産駒

オウケンブルースリ（牡 栗ジャングルポケット）５勝，菊花賞-JPN1，京都大賞典
-G2，同２着（２回），同３着，阿賀野川特別，生田特別，ジャパンＣ-G1
２着，同５着，アルゼンチン共和国杯-G2２着，神戸新聞杯-JPN2３着，
天皇賞�-G1４着。種牡馬

アジアンリゾート（牝 青鹿 Capote）３戦。産駒
ハイパーフォルテ（牡 *クロフネ）兵庫�10勝，兵庫ダービー，楠賞，園田ジュニ

アＣ２着，菊水賞３着，兵庫チャンピオンシップ-JPN2４着
カツゲキドラマ（牝 *クロフネ）兵庫・東海�６勝，園田プリンセスＣ，プリンセス

特別
バリーバーン（牝 黒鹿 *エンドスウィープ）３勝。産駒
ギンコイエレジー（牝ヴィクトワールピサ）１勝，フィリーズレビュー-G2５着，�

トーセンルクリア（牝 栗ダンスインザダーク）入着。産駒
トーセンオパール（牝 *スウェプトオーヴァーボード）１勝，すずらん賞-OP３着，

函館２歳Ｓ-G3５着
シングフォアジョイ（牝 栗 *グラスワンダー）入着。産駒
メイショウギガース（牡メイショウボーラー）５勝，越後Ｓ，�
トップフライアー（牡 *スタチューオブリバティ）４勝，伊良湖特別，東海�８勝

【競走成績】中央１戦，兵庫�９勝，２着２回［収得賞金 \3,610,000］

【繁殖成績】
2012 レッドアフレイム（牡 鹿ディープインパクト）兵庫�２勝，中央１勝
13 不受胎（ディープインパクト）
14 スカーレットキス（牝 黒鹿ディープインパクト）兵庫�１勝
15 カラフルワールド（牡 栗オルフェーヴル）入着，兵庫�３勝，�
16 不受胎（ジャスタウェイ）
17 レディインレッド（牝 鹿トーセンジョーダン）中央・東海�３戦，�
18 カルサーダス（牝 黒鹿 *ノヴェリスト）未出走
19 （牡 栗オーシャンブルー）
20 （牝 黒鹿グレーターロンドン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 735



136 2020ジェイエス繁殖セール T0962‐46

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 フォルテシモ

厩舎番号№136 フォルテシモ Fortissimo

坂東牧場＝平取町川向 ℡01456（2）1545

2010年生
（10歳）
鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellディープインパクト

�
�
Alzao

*ウインドインハーヘア鹿 2002 Burghclere

�
�
�

�
�
Deputy Minister

*デヒア
Sister Dotヴィフォルテ

�
�
*ティンバーカントリーロマンスプレゼント黒鹿 2002 ビューチフルロマン（12）

*ビューチフルドリーマー系

【*ダノンレジェンドを種付けして不受胎（販売申込時）】

父ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ
-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：キセキ（菊花賞-G1，ジャパン
Ｃ-G1２着），ファンタジスト（京王杯２歳Ｓ-G2，小倉２歳Ｓ-G3），ブラヴァス（新潟記念
-G3），ラストドラフト（京成杯-G3），ハッピーアワー（ファルコンＳ-G3）。父として，ジェンティ
ルドンナ（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（ダービー-G1）を出す

母ヴィフォルテ（02 *デヒア）３勝，セレブレイション賞（Ｄ1400ｍ）。産駒
マイフォルテ（牡 黒鹿ディープインパクト）東海�１勝，オグリキャップ記念，岐阜金

賞３着，兵庫�12勝，六甲盃３着，�
ドラゴンフォルテ（牡 鹿ディープインパクト）４勝，上総Ｓ，マーチＳ-G3５着
センリツ（牝 青鹿ディープインパクト）１勝
ゴーンホーム（牡 青鹿 *ケイムホーム）入着，兵庫�１勝，�
ステイサウンド（牡 青鹿ステイゴールド）南関東�13勝

祖母ロマンスプレゼント（97 *ティンバーカントリー）不出走。産駒
カチューシャ（牝 *ケイムホーム）６勝，オアシスＳ-L，ウインズ新宿リニューアルオー

プン記念，西湖特別，大沼Ｓ-OP２着，南関東�入着，スパーキングレディ
ーＣ-JPN3２着，レディスプレリュード-JPN2３着

アルトップラン（牡マヤノトップガン）５勝，両国Ｓ，美唄特別，東海Ｓ-G2３着
トランヴェール（牡 *アグネスデジタル）東海・兵庫�15勝，サマーＣ

三代母ビューチフルロマン（86 *ノノアルコ）６勝，関越Ｓ-OP，秋嶺Ｓ，東雲賞，本栖湖
特別，根岸Ｓ-JPN3３着。産駒

シンシンパッション：３勝，鹿島特別
ビューチフルドラマ：１勝。産駒

セイコーサンデー：４勝，スピカＳ，南武特別，利尻特別，エイプリルＳ-OP２
着，目黒記念-JPN2３着，ダイヤモンドＳ-JPN3４着

ドットコム：４勝，美浦Ｓ，習志野特別，山藤賞，ホープフルＳ-L３着
四代母ビクトリアクラウン（79 *ファバージ）最優秀２・３歳牝馬，６勝，エリザベス女

王杯，クイーンＳ，クイーンＣ，新潟３歳Ｓ，牝馬東京タイムズ杯２着，有馬記
念５着。グレイトパール（アンタレスＳ-G3，平安Ｓ-G3）の三代母

【競走成績】中央１勝，２着１回［収得賞金 \7,050,000］

【繁殖成績】
2015 不受胎（*ワークフォース）
16 ホームチーム（牡 青鹿 *ケイムホーム）北海道�１勝，東海�３勝，�
17 ルビーレッド（牝 鹿 *モンテロッソ）南関東�１勝，�
18 リュウノクララ（牝 芦クリーンエコロジー）未出走
19 流産（*ダノンレジェンド）
20 （牝 栗 *ノヴェリスト）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 736



137 2020ジェイエス繁殖セール T0614‐15

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ロゾヴァドリナ

厩舎番号№137 ロゾヴァドリナ Rozova Dolina

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2012年生
（８歳）
栗毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

リダウツチョイス �
�
*デインヒル

Redoute's Choice
Shantha's Choice

*スニッツェル スニペッツラス �
�
Snippets

Snippets' Lass鹿 2002 Snow Finch

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスアグネスタキオン アグネスフローラダマスクローズ

�
�
*トニービンバースデイローズ栗 2003 エリザベスローズ（16）

*ノーベンバーローズ系

【レッドファルクスを受胎（販売申込時）最終種付３月１日】

父*スニッツェル Snitzel は豪州産，豪７勝，ＭＲＣオークリープレート-G1。豪総合・２
歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：モスファン（ＡＴＣゴールデン スリッパーＳ
-G1），ハードランディング（ＶＲＣマリビノンプレート-G3），ジュニパーベリー（クリスマスロ
ーズＳ-OP３着）。父として，シャムスアワード（ＭＶＲＣ Ｗ.Ｓ.コックスプレート-G1），エ
スティジャーブ（ＡＴＣゴールデンスリッパーＳ-G1）を出す

母ダマスクローズ（03 アグネスタキオン）入着。産駒
サニーサウス（牝 栗 *サウスヴィグラス）南関東�２勝
ダマスクインゴット（牡 栗 *ロージズインメイ）北海道�１勝

祖母バースデイローズ（95 *トニービン）１勝。産駒
トーセンファントム（牡 ネオユニヴァース）２勝，いちょうＳ-L，東京スポーツ杯２歳

Ｓ-JPN3２着。種牡馬
ローズギャラリー（牝 バブルガムフェロー）２勝
トーセンスパンキー（牡スペシャルウィーク）１勝，南関東�４勝，岩手�４勝，高知

�２勝，�
ジャストジョーイ（牝 *クロフネ）１勝。産駒

アオイシンゴ（騸ダノンシャンティ）３勝，�
三代母エリザベスローズ（89 *ノーザンテースト）５勝，セントウルＳ-JPN3，コーラルＳ

-OP，葵Ｓ-OP，エルフィンＳ-OP２着，アネモネＳ-OP２着，シクラメンＳ-OP２
着，ニュージーランドＴ４歳Ｓ-JPN2３着。産駒

フサイチゼノン：３勝，弥生賞-JPN2，こぶし賞，シンザン記念-JPN3５着，北米入
着，マンノウォーＳ-G1４着。種牡馬

アグネスゴールド：４勝，スプリングＳ-JPN2，きさらぎ賞-JPN3，若駒Ｓ-OP，鳴尾記
念-JPN3３着。種牡馬

リミットレスビッド：中央・南関東・兵庫・高知�14勝，東京盃-JPN2（２回），ガーネ
ットＳ-JPN3，同-G3２着，根岸Ｓ-JPN3，兵庫ゴールドＴ-JPN3（２回），同
２着，同３着，黒船賞-JPN3，さきたま杯-JPN3，アンドロメダＳ-L，プロキオ
ンＳ-G3２着，ＪＢＣマイル-JPN1３着，ＣＢＣ賞-JPN2３着，同-JPN3３
着，東海・佐賀�入着，かきつばた記念-JPN3２着，同３着（２回），ＪＢ
Ｃスプリント-JPN1３着，サマーチャンピオン-JPN3３着。種牡馬

ローズオットー：１勝，芙蓉Ｓ-OP２着，クイーンＣ-JPN3５着

【競走成績】南関東�２勝，３着１回，岩手�４勝，ＯＲＯカップ（芝1700ｍ）３回，オ
パールＣ（芝1700ｍ），ジュニアグランプリ２着，２着１回
［収得賞金 \25,190,000］

【繁殖成績】
2019 生後直死（リーチザクラウン）
20 生後直死（*キンシャサノキセキ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 737



138 2020ジェイエス繁殖セール T0406‐19

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 アイアムラヴィング

厩舎番号№138 アイアムラヴィング I Am Loving

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2005年生
（15歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

フェアリーキング �
�
Northern Dancer

Fairy King
Fairy Bridge

*ファルブラヴ ギフトオブ ザ ナイト �
�
Slewpy

Gift of the Night鹿 1998 Little Nana

�
�
�

ダッシング ブレイド �
�
Elegant Air

Dashing Blade
Sharp Castan

*プラウドウイングス ペラヤ �
�
Kaiseradler

Peraja鹿 1996 Perette（8）

【シュヴァルグランを受胎（販売申込時）最終種付３月25日】

父*ファルブラヴ Falbrav は愛国産，英年度代表馬，伊・中央・英仏・香港13勝，インタナ
ショナルＳ-G1，ジャパンＣ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ハープスター（桜花賞-G1），ステル
ヴィオ（マイルチャンピオンシップ-G1），ケネドナ（ＢＲＣドゥームベンＣ-G1），ブルーベリ
ーヒル（ＢＲＣシャンペン クラシック-G2），スピル ザビーンズ（ＢＲＣ ＱＴＣカップ
-G2），チャーリーボーイ（ＶＲＣデインヒルＳ-G2），テトラドラクマ（クイーンＣ-G3）

母 *プラウドウイングス Proudwings（96 Dashing Blade）独国産，伊２勝，セルジオ
クマニ賞-G3（芝1600ｍ），Premio Pietro Bessero-L（芝1600ｍ），仏１勝，ミュ
ゲ賞-G2（芝1600ｍ），アスタルテ賞-G2３着，メシドール賞-G3３着，ムーラン
ドロンシャン賞-G1４着，フォレ賞-G1５着，英１勝，ファルマスＳ-G2（芝８
Ｆ），独５勝，エッティンゲンレンネン-G3２着，Koelner Fruhjahrs-Meile-L３
着，中央１勝，キャピタルＳ-OP（芝1600ｍ）。産駒

フライバイワイヤー（牡 栗キングカメハメハ）３勝，出雲崎特別
ヴェルトマイスター（牡 鹿マンハッタンカフェ）２勝，障１勝
プラウドイーグル（牡 黒鹿 *シンボリクリスエス）１勝
ダイワダーウィン（牡 栗ダンスインザダーク）１勝

祖母ペラヤ Peraja（77 Kaiseradler）独５勝。産駒
フィルビオスPhilbios（牡 Orofino）独４勝

三代母ペレット Perette（70 *ハイハット）仏１勝。産駒
ポルタヴェストファリカPorta Westfalica：独２勝。プラウディンスキー Proudinsky

（サンガブリエルＨ-G2・２回），プルーダンス Proudance（ヴェッタンナ
ーメンシュプリンガーマイレ-G3）の祖母

【競走成績】中央５戦

【繁殖成績】
2010 ラヴネヴァーダイズ（牝 鹿 ネオユニヴァース）１勝，東海�３勝
11 不受胎（ダイワメジャー）
12 マリオーロ（牡 鹿ダイワメジャー）４勝，神奈川新聞杯（芝1400ｍ），マーガレット

Ｓ-L２着，岩手�入着，ＯＲＯカップ５着
13 ワンショットキラー（牡 青鹿ヴィクトワールピサ）２勝，石川�２勝
14 レローヴ（牝 鹿ヴィクトワールピサ）１勝，�
15 不受胎（ヴィクトワールピサ）
16 イノセントミューズ（牝 鹿ヴィクトワールピサ）３勝，太宰府特別（芝2000ｍ），湯川

特別（芝2000ｍ），�
17 ラヴアンドゲーム（牝 鹿ダイワメジャー）入着，�
18 不受胎（ダイワメジャー）
19 （牝 鹿スピルバーグ）
20 不受胎（トーセンラー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 738



139 2020ジェイエス繁殖セール T0289‐25

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ハッピーウェーブ

厩舎番号№139 ハッピーウェーブ Happy Wave

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2009年生
（11歳）
栗毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellゴールドアリュール

�
�
Nureyev

*ニキーヤ栗 1999 Reluctant Guest

�
�
�

�
�
Deputy Minister

*フレンチデピュティ
Mitterandゴシップクイーン

�
�
*ノーザンテーストレディゴシップ栗 2004 *レディフランダーズ（4）

【*ドレフォンを受胎（販売申込時）最終種付５月25日】

父ゴールドアリュールは追分産，最優秀ダートホース，中央・南関東・岩手�８勝，フェブ
ラリーＳ-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：オメガパフューム（東京大賞典-G1２回，帝王賞
-JPN1），ハービンマオ（関東オークス-JPN2），ツーエムマイスター（パラダイスＳ-L２着），
ブルーセレブ（南関東・東京２歳優駿牝馬），ドリュウ（ポラリスＳ-OP２着）。父として，コパ
ノリッキー（フェブラリーＳ-G1），エスポワールシチー（ジャパンＣダート-G1）を出す

母ゴシップクイーン（04 *フレンチデピュティ）北海道�１勝，中央入着。産駒
ウインゼノビア（牝 栗スクリーンヒーロー）２勝，クローバー賞-OP，アルテミスＳ-G3

４着，�
セルリアンサーロス（牡 栗 *ロージズインメイ）３勝，南関東�２勝，東海�３勝，�
セルリアンアラシ（牡 栗スズカフェニックス）３勝，�
ゴシップローズ（牝 鹿 *ロージズインメイ）南関東�１勝
フィリグラーナ（牡 栗ステイゴールド）南関東�２勝，東海�１勝，中央障１勝
ハネムーンゴシップ（牝 黒鹿フジキセキ）入着，南関東�３勝，高知�２勝

祖母レディゴシップ（86 *ノーザンテースト）６勝，ＵＨＢ杯-OP，札幌日経賞-OP，ターコ
イズＳ-OP，阿寒湖特別，中山記念-JPN2２着，クイーンＳ-JPN3２着，新潟大
賞典-JPN3３着，中山牝馬Ｓ-JPN3４着，クイーンＣ-JPN3４着，札幌記念
-JPN3５着，函館記念-JPN3５着。産駒

インサイドレポート（牝 *リアルシャダイ）３勝。産駒
ハイオン（牡 *ホワイトマズル）４勝，松戸特別，鎌ケ谷特別
ユウターマライア（牝ダンスインザダーク）中央・岩手�入着。産駒
ノブタイザン（牡ディープスカイ）兵庫�８勝，兵庫ダービー，六甲盃，�

ファーストゴシップ（牝 *アレミロード）１戦。産駒
ウルトラエナジー（牝マヤノトップガン）広島�８勝，クイーンＣ

三代母 *レディフランダーズ Lady Flanders（69 Chieftain）米国産，不出走。産駒
ダイナフランダース：６勝，ブラッドストーンＳ，ルビーＳ，みなみ北海道Ｓ，オールカ

マー４着，ダイヤモンドＳ-JPN3５着，中山牝馬Ｓ-JPN3５着。産駒
センボンザクラ：４勝，若水賞，蔵王特別，ローズマリー賞。クィーンスプマン

テ（エリザベス女王杯-G1，みなみ北海道Ｓ-L）の母
フリースピリット：３戦。レッツゴードンキ（桜花賞-G1）の三代母

【競走成績】中央入着，兵庫�５勝，２着１回，南関東�10勝，２着３回，３着５回
［収得賞金 \28,083,000］

【繁殖成績】
2017 ハッピーストリート（牡 鹿 *シニスターミニスター）南関東�１勝，�
18 （牝 栗 *サウスヴィグラス）
19 （牝 栗ミッキーアイル）
20 （牝 鹿 *ドレフォン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 739



140 2020ジェイエス繁殖セール T0148‐68

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 サニーデイサンデー

厩舎番号№140 サニーデイサンデー Sunny Day Sunday

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2008年生
（12歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*カンパラ

*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

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellサンデーピクニック

�
�
Caerleon

*アトール鹿 1996 Shirley Reef（2）

【ロゴタイプを受胎（販売申込時）最終種付３月６日】

父ジャングルポケットは早来産，年度代表馬，５勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ-G1。主
な産駒（ＢＭＳ）：ミッキースワロー（日経賞-G2，セントライト記念-G2），ソルヴェイグ（フィリ
ーズレビュー-G2），サクセスエナジー（さきたま杯-JPN2），ディーアンドジー（ＣＪＣニュ
ージーランドＣ-G3），ロードマイウェイ（チャレンジＣ-G3），コルテジア（きさらぎ賞-G3），ア
ブレイズ（フラワーＣ-G3），アペルトゥーラ（ルミエールオータムダッシュ-L）

母サンデーピクニック Sunday Picnic（96 *サンデーサイレンス）仏２勝，クレオパトル
賞-G3（芝2100ｍ），ペネロープ賞-G3３着，英入着，英オークス-G1４着，中央
２勝，安達太良特別（芝1800ｍ），紫野特別（芝1800ｍ），クイーンＳ-JPN3３
着，マーメイドＳ-JPN3４着。産駒

トーセンキャプテン（牡 鹿ジャングルポケット）４勝，函館記念-JPN3，アーリントン
Ｃ-JPN3，こぶし賞，京都大賞典-G2３着，大阪－ハンブルクＣ-L３着，札
幌記念-G2５着

トーセンアドミラル（牡 鹿キングカメハメハ）５勝，北総Ｓ，上越Ｓ，南九州特別，ラ
ジオ日本賞-OP３着，師走Ｓ-OP３着，マーチＳ-G3４着，南関東�７
勝，マイルグランプリ，スパーキングサマーＣ，京成盃グランドマイラーズ，
日本テレビ盃-JPN2５着，ダイオライト記念-JPN2５着

メアリーズガーデン（牝 鹿 *ファルブラヴ）１戦。産駒
カオスモス（牡 *マイネルラヴ）３勝，白秋Ｓ，千両賞，ダービー卿チャレンジＴ

-G3２着，アーリントンＣ-G3２着，オーロＣ-L２着，パラダイスＳ-OP
２着，京王杯２歳Ｓ-G2３着，洛陽Ｓ-OP３着，すずらん賞-OP３
着，シンザン記念-G3４着，デイリー杯２歳Ｓ-G2５着

サイドストリート（牝 *ヨハネスブルグ）２勝，�
ラタンバスケット（牝 栗 *タイキシャトル）１勝

祖母 *アトール Atoll（87 Caerleon）愛国産，伊３歳牝馬チャンピオン，英１勝，伊２
勝，伊オークス-G1，伊1000ギニー-G2，愛入着，愛オークス-G1２着。産駒で
勝馬は１頭のみ

【競走成績】中央４戦，入着，３着１回［収得賞金 \1,200,000］

【繁殖成績】
2013 ボナテスタ（牡 鹿 *フレンチデピュティ）入着，南関東�４勝，岩手�２勝，�
14 死亡（牡 鹿 *ワークフォース）
15 アドベントサンデー（牡 鹿 *タートルボウル）入着，兵庫�３勝，�
16 ウォーターブレイク（牝 黒鹿ストロングリターン）１勝，�
17 不受胎（*タートルボウル）
18 リテラチュア（牝 青鹿 *ノヴェリスト）未出走
19 不受胎（*ハービンジャー）
20 不受胎（ロゴタイプ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 740



141 2020ジェイエス繁殖セール T0620‐32

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 サトノレーヌ

厩舎番号№141 サトノレーヌ Satono Reine

下河辺牧場＝日高町福満 ℡01456（2）5188

2014年生
（６歳）
黒鹿毛
（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellシンシアー

�
�
Nureyev

*ソウスマッグ黒鹿 2002 Smuggly（16）

【ストロングリターンを受胎（販売申込時）最終種付４月９日】

父キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ワグネリアン（ダービー-G1），デアリングタクト（オー
クス-G1，桜花賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念
-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），ステイフーリッシュ（京都新聞杯-G2），デニ
ムアンドルビー（フローラＳ-G2），ルフトシュトローム（ニュージーランドＴ-G2）

母シンシアー（02 *サンデーサイレンス）２勝。産駒
パスレル（牝 芦 *クロフネ）岩手�１勝

祖母 *ソウスマッグ So Smug（89 Nureyev）米国産，英・北米３勝。産駒
サヨウナラ（牝 *ブライアンズタイム）中央・南関東�７勝，エンプレス杯-JPN2，同

５着，河口湖特別，マリーンＣ-JPN3３着，トパーズＳ-L３着，師走Ｓ-OP
３着，ＴＣＫ女王盃-JPN3４着

フェニコーン（牡マンハッタンカフェ）４勝，潮来特別，安房特別，目黒記念-G2３着
ビッグタキオン（牡アグネスタキオン）１勝
クッチーナクッチーナ Cucina Cucina（牝 Carson City）不出走。産駒

ホスコ Hosco（牡 Honour and Glory）北米３勝，サンミゲルＳ-G3，サンヴィ
センテＳ-G2２着

三代母スマグリー Smuggly（80 Caro）仏４勝，サンタラリ賞-G1，ペネロープ賞-G3，
Prix La Camargo-L，仏オークス-G1２着。産駒

チャオフォーナウCiao for Now：不出走。産駒
チャオ Ciao：北米５勝，Indian Maid H-L，Caressing H，ミセスリヴィアＳ-G2

２着，Casino S-L２着，モデスティＨ-G3３着。産駒
アンテイムドドメイン Untamed Domain：北米２勝，サマーＳ-G2，Ｂ

Ｃジュヴェナイルターフ-G1２着，アメリカンターフＳ-G2２着，
ウイズアンティシペイションＳ-G3３着，ダニアビーチＳ-G3３
着，ペナインリッジＳ-G3４着

四代母コールミーゴッデス Call Me Goddess（71 Prince John）北米３勝，Highland
Fling S２着。産駒

*ダンツシアトル：８勝，宝塚記念-JPN1，京阪杯-JPN3，オーストラリアＴ-OP，ウェル
カムＳ，道頓堀Ｓ，浦安特別，赤松賞，バレンタインＳ-OP３着，陽春Ｓ
-OP３着。種牡馬

アスル Asl：英２勝，ムシドラＳ-G3２着，伊入着，伊オークス-G1２着。産駒
ラビベー Labibeh：英５勝，プリンセスロイヤルＳ-G3，Chester H-L２着

テイバー Tabor：仏・北米５勝，デルマー招待ダービー-G2３着

【競走成績】中央１勝，２着２回［収得賞金 \12,850,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 741



142 2020ジェイエス繁殖セール T0456‐53

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 プレシャスライン

厩舎番号№142 プレシャスライン Precious Line

下河辺牧場＝日高町福満 ℡01456（2）5188

2008年生
（12歳）
栗毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

ストームキャット �
�
Storm Bird

Storm Cat
Terlingua

*バイザキャット バイザファーム �
�
Affirmed

Buy the Firm栗 1995 By the Hand（9）

【*キンシャサノキセキを受胎（販売申込時）最終種付４月11日】

父キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ワグネリアン（ダービー-G1），デアリングタクト（オー
クス-G1，桜花賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念
-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），ステイフーリッシュ（京都新聞杯-G2），デニ
ムアンドルビー（フローラＳ-G2），ルフトシュトローム（ニュージーランドＴ-G2）

母 *バイザキャットBuy the Cat（95 Storm Cat）米国産，北米１勝。産駒
アユサン（牝 鹿ディープインパクト）２勝，桜花賞-G1，アルテミスＳ-L２着，チュー

リップ賞-G3３着，オークス-G1４着
サキトゥミー Saki to Me（牝 Fusaichi Pegasus）北米４勝，Blue Hen S-L，Lit-

tle Silver S
マウレア（牝 鹿 ディープインパクト）２勝，赤松賞，チューリップ賞-G2２着，紫苑Ｓ

-G3２着，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1３着，桜花賞-G1５着，オークス
-G1５着，クイーンＣ-G3５着

ミルクマン（牡 鹿 Tiznow）岩手�２勝，中央１勝
クラウドスケープ（牡 黒鹿ブラックタイド）１勝，�

祖母バイザファーム Buy the Firm（86 Affirmed）北米12勝，トップ フライトＨ-G1，ロ
ング ルックＨ-G2，ネクストムーヴＢＣＨ-G3，アシーニアＨ-G3。産駒

ストーム ブローカー Storm Broker（牡 Storm Cat）北米４勝，ベンアリＳ-G3，
Tejano Run S-L３着。種牡馬

ロイヤル アロー Royal Arrow（牡 Dayjur）仏１勝，Prix Yacowlef-L
ショッピングウィズベティShoppingwithbetty（牝 Danzig）仏１勝。産駒

エクストラヴァガンザ Extravaganza（牝 Elusive Quality）北米５勝，
Happy Ticket S

コンプリートパッケージ Complete Package（牝 Boundary）北米１勝。産駒
ザッツ ジ アイディア That's the Idea（牝 Diabolical）北米５勝，Rio

Grande Senorita Thoroughbred Futurity

【競走成績】中央入着，２着１回，南関東�２勝，２着１回，３着１回
［収得賞金 \6,024,000］

【繁殖成績】
2014 不受胎（ブラックタイド）
15 ノーブルエイム（牝 栗 ゼンノロブロイ）１勝
16 セブンマイル（牡 青鹿 ゼンノロブロイ）兵庫�５勝，�
17 シュペルブルート（牡 鹿ジャスタウェイ）１戦
18 不受胎（ブラックタイド）
19 （牡 栗ディープブリランテ）
20 （牝 鹿トーセンラー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 742



143 2020ジェイエス繁殖セール T0089‐16

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ネージュフォレスト

厩舎番号№143 ネージュフォレスト Neige Forest

下河辺牧場＝日高町福満 ℡01456（2）5188

2017年生
（３歳）
栗毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellハーツクライ

�
�
*トニービンアイリッシュダンス鹿 2001 *ビューパーダンス

�
�
�

�
�
Kingmambo

*エルコンドルパサー *サドラーズギャルネイチャーガイド
�
�
Riverman

*ホワイトウォーターレディ鹿 2003 Waterloo（1）

【未供用】

父ハーツクライは千歳産，最優秀古牡馬，中央・UAE５勝，ドバイシーマクラシック-G1，
有馬記念-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1），トロワ
ゼトワル（京成杯オータムＨ-G3２回），ケイデンスコール（新潟２歳Ｓ-G3），ヴァルディゼ
ール（シンザン記念-G3），シーズララバイ（フラワーＣ-G3２着）。父として，リスグラシュー
（有馬記念-G1），ワンアンドオンリー（ダービー-G1）を出す

母ネイチャーガイド（03 *エルコンドルパサー）入着。産駒
シュンドルボン（牝 青鹿 ハーツクライ）６勝，中山牝馬Ｓ-G3，甲斐路Ｓ，弥彦特

別，月岡温泉特別，金鯱賞-G2３着，マーメイドＳ-G3４着，府中牝馬Ｓ
-G2５着

アズマタックン（牡 青鹿ブラックタイド）障３勝，新潟ジャンプＳ３着，同４着，阪神
スプリングジャンプ４着，中山グランドジャンプ５着，京都ハイジャンプ５
着，�

ネイチャークルーズ（牝 栗ダイワメジャー）北海道�１勝，東海�１勝，ゴールドウィ
ング賞２着

祖母 *ホワイトウォーターレディWhite Water Lady（84 Riverman）米国産，愛入着。産
駒

リキッドノーツ（牡 *エルコンドルパサー）６勝，冬至Ｓ，木津川特別，隅田川特別，
尾頭橋特別，東京新聞杯-G3２着，ディセンバーＳ-L３着

パンドラロード（牝 *コマンダーインチーフ）４勝，下北半島特別，岡崎特別
三代母ウォータールー Waterloo（69 Bold Lad）英６勝，英1000ギニー-G1，チェヴァリ

ー パークＳ-G1，クイーン メアリーＳ-G3，ファルマスＳ-G3，コロネーションＳ
-G2２着，ロウザーＳ-G3２着，Streansall S-L２着。産駒

ウォーター ウー Water Woo：仏１勝，Prix de Saint-Firmin-L。産駒
インヴァイアランメントフレンド Environment Friend：英３勝，エクリプス

Ｓ-G1，ダンテＳ-G2，コロネーションＣ-G1２着（２回）。種牡馬
ヴィガネラ Viganella：不出走。ヴァノワーズ Vanoise（コロナシオン大賞典

-G2，コテーホ デ ポトランカス-G3）の母，グラン ラトゥール Gran
Latour（クリアドレス大賞典－ドラーマ-G2），ラトゥール La Tour
（Premio Coronel Santiago Bueras-L，チリ1000ギニー-G1２着），
ハードビル Hard Bill（Premio Comparacion-L）の祖母

*ウォーターフロリック Water Frolic：英３勝，Hermes H-L。産駒
ダフォディルフィールズ Daffodil Fields：愛入着。ナーハイ Naahy（バリコラス

Ｓ-G3），パッパレアル Pappa Reale（Premio Bersaglio-L），ペテ
ュラ Petula（St.Hugh's S-L）の母，パタパン Patapan（ウンブリア
賞-G3），パー インカント Per Incanto（トゥディニ賞-G3）の祖母

【競走成績】中央入着，３着１回［収得賞金 \1,800,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 743



144 2020ジェイエス繁殖セール T0074‐22

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 レッドデセーオ

厩舎番号№144 レッドデセーオ Red Deseo

下河辺牧場＝日高町福満 ℡01456（2）5188

2008年生
（12歳）
栗毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellアグネスタキオン

�
�
*ロイヤルスキーアグネスフローラ栗 1998 アグネスレディー

�
�
�

アファームド �
�
Exclusive Native

Affirmed
Won't Tell You

*レミニセントリー
�
�
Lyphard

*エンディアーリングリー鹿 1992 So Endearing（1）

【種付せず】

父アグネスタキオンは千歳産，４戦全勝，皐月賞-JPN1，弥生賞-JPN2。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ノンコノユメ（フェブラリーＳ-G1，ジャパンダートダ
ービー-JPN1），ワイドファラオ（かしわ記念-JPN1），アクティブミノル（セントウルＳ-G2），カ
ラクレナイ（フィリーズレビュー-G2），ジューヌエコール（デイリー杯２歳Ｓ-G2），レーヌブラ
ンシュ（関東オークス-JPN2），エイティーンガール（キーンランドＣ-G3）

母 *レミニセントリー Reminiscently（92 Affirmed）米国産，北米入着。産駒
ピサノクウカイ（牡 栗 *サンデーサイレンス）３勝，プリンシパルＳ-L，冬至Ｓ，白

富士Ｓ-L２着
キニナルーイ（牝 鹿 *シニスターミニスター）佐賀�１勝，東海�５勝，ライデンリー

ダー記念，南関東�２勝
レッドガルシア（牡 栗ダイワメジャー）兵庫�２勝，中央１勝
マコトダンディ（騸 鹿 Mt. Livermore）東海�１勝，佐賀�１勝
ハローオンザヒル（牝 青鹿 *シンボリクリスエス）入着，南関東�７勝

祖母 *エンディアーリングリー Endearingly（88 Lyphard）米国産，不出走。産駒
ノートライアティ Notoriety（騸 Affirmed）北米12勝，ジャイパーＨ-G3，アプルト

ンＨ-G3２着，ボウリンググリーンＨ-G2３着
三代母ソーエンディアリング So Endearing（78 Raise a Native）北米１勝。産駒

クオリファイ Qualify：北米２勝，デル マーフューチュリティ-G1，ＢＣジュヴェナイ
ル-G1２着，ハリウッドジュヴェナイル チャンピオンシップ-G2２着

アワオナリー Our Honoree：北米３戦。産駒
マイニューレイディMy New Lady：北米８勝，Ma Kettle S-L

ダーリン Darlin：不出走。産駒
ドバイディスティンクション Dubai Distinction：北米16勝，Eillo S

*インディアリングクオリティEndearing Quality：不出走。産駒
ジョリーズシンジュ Jolie's Shinju：シンガポール９勝，Singapore Derby，豪入

着，ＭＶＲＣダットタン チン ナムＳ-G2３着。フォーマリティ For-
mality（ＡＴＣシルヴァーシャドウＳ-G2，TATT'S フューリアスＳ
-G2）の母

【競走成績】中央２勝，２着５回，３着３回，東海�２勝［収得賞金 \32,830,000］

【繁殖成績】
2015 ディーエスノワール（牡 青鹿 *シンボリクリスエス）４戦，入着
16 アスクフラッシュ（牡 黒鹿エイシンフラッシュ）１勝，�
17 バイオレットモーヴ（牝 栗 *ロージズインメイ）岩手�１勝，�
18 ロブストフィジーク（牡 栗 *アイルハヴアナザー）未出走
19 種付せず
20 （牡 芦 *ダンカーク）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 744



145 2020ジェイエス繁殖セール T0482‐22

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ブリリアントレイ

厩舎番号№145 ブリリアントレイ Brilliant Lei

下河辺牧場＝日高町福満 ℡01456（2）5188

2006年生
（14歳）
鹿毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

ロベルト �
�
Hail to Reason

Roberto
Bramalea

*ブラダマンテ スレマイフ �
�
Northern Dancer

Sulemeif栗 1986 Barely Even（10）

【ダノンシャークを種付けして不受胎（販売申込時）】

父キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ワグネリアン（ダービー-G1），デアリングタクト（オー
クス-G1，桜花賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念
-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），ステイフーリッシュ（京都新聞杯-G2），デニ
ムアンドルビー（フローラＳ-G2），ルフトシュトローム（ニュージーランドＴ-G2）

母 *ブラダマンテ Bradamante（86 Roberto）米国産，不出走。産駒
スティルインラブ（牝 栗 *サンデーサイレンス）最優秀３歳牝馬，５勝，桜花賞

-JPN1，オークス-JPN1，秋華賞-JPN1，紅梅Ｓ-OP，エリザベス女王杯
-JPN1２着，チューリップ賞-JPN3２着，府中牝馬Ｓ-JPN3３着，ローズＳ
-JPN2５着

ビッグバイアモン（牡 栗 *バイアモン）３勝，ラジオたんぱ賞-JPN3，ほうせんか
賞，プリンシパルＳ-OP３着，神戸新聞杯-JPN2５着

ダイワネバダ（牡 鹿 *スターオブコジーン）２勝，滝桜賞
ブレッシング（牝 鹿マルゼンスキー）１勝。産駒

アズマシャトル（牡 ゼンノロブロイ）４勝，小倉記念-G3，白富士Ｓ-L，ＴＶｈ
賞，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-G3２着，ポートアイランドＳ-L２
着，カシオペアＳ-L２着，鳴尾記念-G3３着，チャレンジＣ-G3４着

ピサノパテック（牡 *サンデーサイレンス）６勝，ＵＨＢ杯-L，晩春Ｓ，立春
賞，陸奥湾特別，白富士Ｓ-L２着，福島テレビオープン-L２着，テレ
ビ愛知オープン-L２着，セントライト記念-JPN2３着，巴賞-L３着

ベネディーレ（牝 *クロフネ）１勝。ガンサリュート（牡 ダノンシャンティ：京成杯
-G3２着）の母

フローラルレディ（牝 栗 *トニービン）２勝。産駒
ザタイキ（牡アグネスタキオン）２勝，アーリントンＣ-G3２着

【競走成績】中央入着，２着１回，３着２回［収得賞金 \6,050,000］

【繁殖成績】
2011 ダノンブレイブ（牡 栗スペシャルウィーク）５戦
12 ヒアカムズザサン（牡 栗ステイゴールド）兵庫�２勝，中央入着
13 ブライトガーランド（牝 栗ダイワメジャー）１勝
14 ジークグランツ（牡 黒鹿ステイゴールド）東海�３勝
15 セイルフィッシュ（牝 鹿 ネオユニヴァース）入着，東海�３勝，�
16 不受胎（ダイワメジャー）
17 サンライズスマイル（牡 栗ジャスタウェイ）兵庫�入着，�
18 カナリキケン（牝 栗ジャスタウェイ）１戦，�
19 （牡 鹿ダノンシャーク）
20 （牝 黒鹿キタサンブラック）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 745



146 2020ジェイエス繁殖セール T0121‐23

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ポッドフィズ

厩舎番号№146 ポッドフィズ Pod Fizz

下屋敷牧場＝新ひだか町三石富沢 ℡0146（33）2859

2012年生
（８歳）
鹿毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

アンブライドルド �
�
Fappiano

Unbridled
Gana Facil

*エンパイアメーカー トゥーソード �
�
El Gran Senor

Toussaud黒鹿 2000 Image of Reality

�
�
�

�
�
*フレンチデピュティ

*クロフネ *ブルーアヴェニュースイートフィズ
�
�
Danzig

*アクワレラ芦 2004 Kennelot（2）

【ワールドエースを受胎（販売申込時）最終種付４月17日】

父*エンパイアメーカー Empire Maker は米国産，北米４勝，ベルモントＳ-G1，フロリ
ダダービー-G1。北米チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：アウトワーク（ウッドメモリ
アルＳ-G1），セパレイションオブパワーズ（テストＳ-G1，フリゼットＳ-G1），アークロー（ジョ
ーハーシュターフクラシックＳ-G1），テイクオーヴァーターゲット（競馬博物館名誉の殿
堂Ｓ-G2），マロード（アメリカンターフＳ-G2），*エアアルマス（東海Ｓ-G2）

母スイートフィズ（04 *クロフネ）３勝，葛飾特別（Ｄ1200ｍ），出雲崎特別（Ｄ1200ｍ）。
産駒

ウィーンソナタ（牝 青鹿 *エスケンデレヤ）１勝，�
シンボリテレサ（牝 芦 *プリサイスエンド）東海�５勝，岩手�３勝
ゴールドアドミラル（牡 芦ゴールドアリュール）入着，南関東�１勝，高知�３勝，�
マツリダジョオー（牝 栗 *クリエイターⅡ）岩手�１勝，�

祖母 *アクワレラ Akwarela（89 Danzig）米国産，北米２勝。産駒
シンボリツヨシ（騸 *アフリート）北関東�１勝，中央２勝
シンボリアメリカン（騸 Quiet American）１勝，山形�２勝
シンボリルマン（騸 *アフリート）１勝

三代母ケネロットKennelot（74 Gallant Man）北米３勝。産駒
ステファンズ オディシ Stephan's Odyssey：北米６勝，ハリウッドフューチュリティ

-G1，ドゥワイアＳ-G1，ジムダンディＳ-G2，Lexington S-L，ケンタッキー
ダービー-G1２着，ベルモントＳ-G1２着

ロトカ Lotka：北米10勝，エイコーンＳ-G1，ブラックヘレンＨ-G2，クイーン エリザベ
ス二世チャレンジカップＳ-G3，ラプレヴォワイヤント招待Ｈ-G3，コロンビ
アナＨ-G3。ロッタ ダンシング Lotta Dancing（アフェクショニトリーＨ
-G3），*マンボツイスト（平安Ｓ-JPN3，マーチＳ-JPN3），*ムーニーポ
ンズ Moonee Ponds（Bedanken S-L）の母，ファンタスティキャット
Fantasticat（スーパーダービー-G2）の祖母，セントラルインテリジェ
ンス Centralinteligence（トリプル ベンドＨ-G1），キットキャット Kitcat
（チリポーリャデ ポトランカス-G1），クリロフ Kurilov（チリ競馬場大賞典
-G1），ノックアウト Knockout（ナシオナルリカルドリヨン賞-G1），コシ
モ Kossimo（ナシオナルリカルドリヨン賞-G1）の三代母

*ニコールモナムール Nicole Mon Amour：北米２勝。シエラムール Cielamour
（Fasig-Tipton S-L，Coral S-L，グラッドネスＳ-G3３着）の母

【競走成績】中央１勝，２着４回，３着２回［収得賞金 \16,950,000］

【繁殖成績】
2018 死産（*シニスターミニスター）
19 （牡 栗 *シニスターミニスター）
20 （牝 鹿リアルインパクト）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 746



147 2020ジェイエス繁殖セール T0325‐43

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ナリタシリカ

厩舎番号№147 ナリタシリカ Narita Silica

白井牧場＝日高町福満 ℡01456（2）2737

2006年生
（14歳）
黒鹿毛
（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Lyphard

*ダンシングブレーヴ
Navajo Princess

*コマンダーインチーフ スライトリー デインジャラス �
�
Roberto

Slightly Dangerous鹿 1990 Where You Lead

�
�
�

ウッドマン �
�
Mr. Prospector

Woodman *プレイメイトオースミリンド
�
�
Nureyev

*ダンシングアウンティー栗 1996 Aunt Carol（5）

【ワールドエースを受胎（販売申込時）最終種付４月８日】

父*コマンダーインチーフ Commander in Chief は英国産，全欧３歳牡馬チャンピオ
ン，英愛５勝，英ダービー-G1，愛ダービー-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：リトルアマポーラ（エリ
ザベス女王杯-G1），ミツバ（川崎記念-JPN1），コスモオオゾラ（弥生賞-G2），エキマエ
（兵庫チャンピオンシップ-JPN2），レッドクラウディア（クイーン賞--JPN3），ベンチャーナイン
（プリンシパルＳ-L），ジェイケイセラヴィ（福島民友Ｃ-L）

母オースミリンド（96 Woodman）４勝，欅Ｓ（Ｄ1600ｍ），ホンコンＪＣＴ-OP２着，菖蒲
Ｓ-OP２着。産駒

ナリタスプリング（牡 青鹿フジキセキ）５勝，桶狭間Ｓ，プラタナス賞，マーガレット
Ｓ-L３着，昇竜Ｓ-OP３着，兵庫�入着，兵庫ジュニアグランプリ-JPN2３
着

ナリタジューン（牝 青鹿フジキセキ）４勝，山科特別。産駒
ナリタパイレーツ（牡ジャングルポケット）２勝，すみれＳ-OP

ナリタチャレンジ（牡 鹿 *コマンダーインチーフ）２勝，広島�２勝，福山大賞典３
着，大高坂賞３着

ナリタスカイ（牝 黒鹿ディープインパクト）２勝
ナリタロック（牡 栗アグネスタキオン）２勝
オースミハナチャン（牝 栗 ハーツクライ）１勝

祖母 *ダンシングアウンティー Dancing Auntie（90 Nureyev）米国産，北米５戦，入
着。産駒

コンラッド（牡ダンスインザダーク）４勝，ラジオたんぱ賞-JPN3，迎春Ｓ，ダイヤモ
ンドＳ-JPN3２着，中山金杯-JPN3４着

バイラリーナ（牝 *サンデーサイレンス）４勝，スイートピーＳ-OP。産駒
バイラオーラ（牝 *トワイニング）４勝，鏑矢特別，函館２歳Ｓ-JPN3５着

サトノケンオー（騸ダンスインザダーク）障２勝，三木ホースランドパークジャンプＳ
三代母アーントキャロル Aunt Carol（78 Big Spruce）北米１戦。ノスタルジアズ スタ

ー Nostalgia's Star（チャールズＨ.ストラブＳ-G1）の母

【競走成績】中央３勝，フラワーＣ-G3４着，２着３回，３着４回
［収得賞金 \67,873,000］

【繁殖成績】
2014 不受胎（ヴィクトワールピサ）
15 クリノザビエル（牡 黒鹿 ルーラーシップ）岩手�入着
16 ディーズハイブラウ（牝 栗 *ケープブランコ）未出走
17 種付せず
18 ノーブルアイランド（牡 青鹿ラブリーデイ）未出走
19 （牡 栗コパノリッキー）
20 生後直死（ワールドエース）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 747



148 2020ジェイエス繁殖セール T1078‐06

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐03 ミルトス

厩舎番号№148 ミルトス Myrtus

白井牧場＝日高町福満 ℡01456（2）2737

2006年生
（14歳）
鹿毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*テスコボーイサクラユタカオー アンジェリカサクラバクシンオー

�
�
*ノーザンテーストサクラハゴロモ鹿 1989 *クリアアンバー

�
�
�

�
�
*スティールハートニホンピロウイナー ニホンピロエバートタケショウティアラ

�
�
モンテプリンスベストプリンセス鹿 1991 スピードヤマトシ（16）

*星旗系

【ヴィクトワールピサを種付けして不受胎（販売申込時）】

父サクラバクシンオーは早来産，最優秀短距離馬，11勝，スプリンターズＳ-JPN1（２
回）。主な産駒（ＢＭＳ）：キタサンブラック（ジャパンＣ-G1，有馬記念-G1，天皇賞・春-G1
２回），ハクサンムーン（セントウルＳ-G2），モンドキャンノ（京王杯２歳Ｓ-G2），キタサン
ミカヅキ（東京盃-JPN2），ウォーリングステイツ（バファリアンクラシック-G3），レッドアネモス
（クイーンＳ-G3），ビアンフェ（函館２歳Ｓ-G3），クレイジーアクセル（クイーン賞-JPN3）

母タケショウティアラ（91 ニホンピロウイナー）４勝，苗場特別（芝1200ｍ），湯沢特別（芝
1200ｍ）。産駒

タケショウレジーナ（牝 黒鹿ダンスインザダーク）５勝，初風特別，サロマ湖特別，
須賀川特別，アネモネＳ-L３着。産駒

アイラブテーラー（牝トーセンラー）５勝，淀短距離Ｓ-L，桂川Ｓ，舞子特別，
京阪杯-G3２着，�

タケショウベスト（牝 *キングズベスト）４勝，ダリア賞-OP３着
タケショウオージ（騸 鹿 *コマンダーインチーフ）３勝，エーデルワイスＳ，新潟２歳

Ｓ-JPN3５着，南関東�１勝
アルフェッカ（牝 鹿 *ダンシングブレーヴ）４勝，河北新報杯
カピターノ（牡 黒鹿 *キャプテンスティーヴ）２勝，障１勝
スペルノレジーナ（牝 栗マヤノトップガン）１勝
タケショウボルト（牡 鹿 *ファンタスティックライト）１勝
サブノエガオ（牝 鹿 *マイネルラヴ）南関東�２勝，石川�２勝，�

祖母ベストプリンセス（84 モンテプリンス）４勝，ジューンＳ，樽前山特別，ジュニアＣ-OP
３着，クイーンＳ-JPN3５着。産駒

タケショウウルフ（騸 *デインヒル）１勝，東海�１勝
三代母スピードヤマトシ（75 *サウンドトラック）６勝，アクアマリンＳ（２回），千葉Ｓ，上総

特別，りんどう賞，京王杯スプリングＨ２着。産駒
ニシノゴッド：１勝，クローバー賞-OP３着，札幌３歳Ｓ-JPN3５着

【競走成績】中央入着，３着１回，北海道�３勝，２着２回，３着１回，東海�１勝
［収得賞金 \3,700,000］

【繁殖成績】
2013 イザ（牡 鹿 *パイロ）２勝，佐賀�１勝，佐賀がばいダッシュ４着，�
14 トリプルセブン（牝 鹿ビービーガルダン）北海道�１勝
15 マートルリース（牝 黒鹿 *キンシャサノキセキ）北海道�１勝，�
16 ミルメルシー（牝 鹿ダノンシャンティ）１勝，北海道�１勝，�
17 ゴールドハーレー（牡 芦ゴールドシップ）入着，�
18 ウォーターイグアス（牡 鹿トーセンラー）１戦，�
19 （牝 鹿 *キンシャサノキセキ）
20 （牡 鹿イスラボニータ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 748



149 2020ジェイエス繁殖セール T0742‐32

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 エーシンスパイシー

厩舎番号№149 エーシンスパイシー A Shin Spicy

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（28）1527（飼養者＝草薙 利昭）

2010年生
（10歳）
鹿毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Deputy Minister

*フレンチデピュティ
Mitterand

*クロフネ
�
�
Classic Go Go

*ブルーアヴェニュー芦 1998 Eliza Blue

�
�
�

ハイイールド �
�
Storm Cat

High Yield
Scoop the Gold

*サンタマリアガール
�
�
Gone West

*エイシンマリアンナ鹿 2002 Dramatic Joy（A13）

【レッドファルクスを受胎（販売申込時）最終種付４月３日】

父*クロフネは米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート-JPN1。主な産駒（Ｂ
ＭＳ）：クロノジェネシス（宝塚記念-G1，秋華賞-G1），ノームコア（ヴィクトリアマイル-G1，
札幌記念-G2），ノーヴァレンダ（全日本２歳優駿-JPN1），ベンジニ（ＢＲＣブリスベンＣ
-G2），リオンリオン（青葉賞-G2），シャイニングレイ（ホープフルＳ-G2），カラフルデイズ
（関東オークス-JPN2），ハヤヤッコ（レパードＳ-G3），アドマイヤミヤビ（クイーンＣ-G3）

母 *サンタマリアガール（02 High Yield）米国産，わが国で１勝，北海道�１勝。産駒
エーシンパナギア（牝 青エイシンサンディ）３勝，佐賀�１勝，阿蘇山賞２着。産駒
ロードエース（牡 *エーシンフォワード）４勝，やまびこＳ，�
ヨシノパナギア（牝 *エスケンデレヤ）１勝，�

エーシンクーフラン（牡 青 ハーツクライ）入着，兵庫�３勝，東海�１勝
エイシンルジーナ（牝 黒鹿 *タートルボウル）入着，南関東�４勝，兵庫�３勝，�

祖母 *エイシンマリアンナ（96 Gone West）米国産，わが国で３勝，シクラメンＳ-OP。産
駒

エーシンイグアス（牡ダンスインザダーク）東海�３勝，障３勝，秋陽ジャンプＳ，
高知�２勝

*エーシンマリポーサ（牝 Pulpit）１勝，岩手�１勝。産駒
エイシンホクトセイ（牡 *シンボリクリスエス）北海道・南関東・兵庫�11勝，サ

ンライズＣ２着，新春賞２着，北海道２歳優駿-JPN3３着，兵庫大
賞典３着，六甲盃３着

*エーシンカマンダー（牡 Cat Thief）１勝，熊本�４勝
*エーシンウォーマン（牡 War Chant）１勝
エーシンガレオン（牡 Stephen Got Even）１勝

三代母ドラマティック ジョイ Dramatic Joy（87 Riverman）北米４勝，Vallejo S-L，
Very Subtle Sales S，ハリウッドスターレットＳ-G1４着。産駒

ジエンベローププリーズ The Envelopeplease：北米２戦。イスタンフォード Is-
tanford（サンクレメンテＨ-G2，アーリントンクラシックＳ-G3，フロリダ オー
クス-G3２着）の祖母

メアリーズジョイMary's Joy：北米１勝。ハリーヒー Harryhee（Trinniberg S２着）
の祖母

【競走成績】中央１戦，兵庫�14勝，新春賞（Ｄ1870ｍ），兵庫クイーンＣ４着，２着４
回，３着１回［収得賞金 \13,288,000］

【繁殖成績】
2017 サンプレスコット（牝 鹿エイシンフラッシュ）佐賀�１勝，�
18 アシャカマハロ（牡 栗 *ヘニーヒューズ）未出走
19 （牝 栗 *パイロ）
20 （牡 芦エイシンヒカリ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 749



150 2020ジェイエス繁殖セール T0721‐27

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐02 シーエーパイロット

厩舎番号№150 シーエーパイロット C A Pilot

スリーエイチレーシング＝東京都港区 ℡01456（2）5733（飼養者＝ヴェルサイユファーム）

2014年生
（６歳）
黒鹿毛
（平取産）

�
�
�
�

�
�
�

プルピット �
�
A. P. Indy

Pulpit
Preach

*パイロ ワイルドヴィジョン �
�
Wild Again

Wild Vision黒鹿 2005 Carol's Wonder

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスフジキセキ *ミルレーサーシャドウファイル

�
�
Private Account

*パーソナルファイル青鹿 2001 *ベーシイド（23）

【コパノリッキーを受胎（販売申込時）最終種付５月18日】

父*パイロ Pyro は米国産，北米５勝，フォアゴーＳ-G1，ルイジアナダービー-G2。主な
産駒（ＢＭＳ）：リリコ（兵庫・園田プリンセスＣ，東海・クイーンＣ）。父として，デルマルーヴ
ル（名古屋グランプリ-JPN2，兵庫ジュニアグランプリ-JPN2），ラインカリーナ（関東オークス
-JPN2），ケンシンコウ（レパードＳ-G3），ビービーバーレル（フェアリーＳ-G3），シゲルカガ
（北海道スプリントＣ-JPN3），ミューチャリー（南関東・羽田盃）を出す

母シャドウファイル（01フジキセキ）１勝。産駒
エンダーズシャドウ（牡 黒鹿 *アグネスデジタル）１勝

祖母 *パーソナルファイル Personal File（91 Private Account）愛国産，不出走。産駒
トコア（牝 *カーネギー）３勝，ＳＴＶ賞。産駒

アドマイヤコマンド（騸アグネスタキオン）２勝，青葉賞-JPN2，毎日杯-JPN3
２着，都大路Ｓ-L２着，障１勝

インナージョイ（牡スペシャルウィーク）１勝，すみれＳ-OP３着
ファシネートダイア（牝アグネスタキオン）兵庫�２勝，中央１勝。産駒

ファシネートゼット（牝 *ヘニーヒューズ）２勝，兵庫�入着，兵庫ジュニア
グランプリ-JPN2３着，�

テイクワンズアイ（牝 *サンデーサイレンス）３勝，登別特別
三代母 *ベーシイド Bersid（78 Cool Moon）米国産，北米23勝，アクサーベンクイーン

ズＨ-G3（２回），同３着，A. C. E. S（２回），James Herbuveaux Mile H，
Ak-Sar-Ben Princess S，Quivira S（２回），Goldenrod S（３回），同２着，Ak
-Sar-Ben Oaks，Susan's Girl H，同２着，Molly Butler H，Black Canyon H，
アクサーベンコーンハスカーＨ-G2２着，Smart Deb H２着，Secretariat H
２着，Sixty Sails H２着，City of Minneapolis S２着，シルヴァー ベルズＨ
-G3３着，Quivira S-L３着，アーリントンメイトロンＨ-G2４着。産駒

*リンドシェーバー：最優秀２歳牡馬，４勝，朝日杯３歳Ｓ-JPN1，ヒヤシンスＳ-OP，
クローバー賞-OP，弥生賞-JPN2２着，函館３歳Ｓ-JPN3２着。種牡馬

ポットアカデミー：入着。産駒
オーミアリス：２勝，小倉２歳Ｓ-G3
マクロプロトン：北海道�３勝，北斗盃２着，南関東�９勝，スパーキングサマ

ーＣ
パープルアカデミー：４勝

シルキーハート：新潟�３勝。産駒
マツノショウマ：石川�６勝，百万石賞，ヤングチャンピオン，北國王冠２着，サ

ラブレッド大賞典３着，東海�１勝，ゴールドジュニア

【競走成績】中央１勝，３着３回［収得賞金 \11,600,000］

【繁殖成績】
2020 （牝 栗アドマイヤムーン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 750



151 2020ジェイエス繁殖セール T0401‐29

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐02 ハットシテグー

厩舎番号№151 *ハットシテグー Hat Shite Good（USA）

多田 信尊＝東京都港区 ℡03（5423）6730（飼養者＝橋本牧場）

2011年生
（９歳）
黒鹿毛
（米国産）

�
�
�
�

�
�
�

アンブライドルド �
�
Fappiano

Unbridled
Gana Facil

*エンパイアメーカー トゥーソード �
�
El Gran Senor

Toussaud黒鹿 2000 Image of Reality

ノーティマンボ �
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesque

Naughty Mambo ノーティノーションズ �
�
Relaunch

Naughty Notions鹿 1998 *タラズチャーマー（8）

【*マジェスティックウォリアーを種付けして流産】

父*エンパイアメーカー Empire Maker は米国産，北米４勝，ベルモントＳ-G1，フロリ
ダダービー-G1。北米チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：アウトワーク（ウッドメモリ
アルＳ-G1），セパレイションオブパワーズ（テストＳ-G1，フリゼットＳ-G1），アークロー（ジョ
ーハーシュターフクラシックＳ-G1），テイクオーヴァーターゲット（競馬博物館名誉の殿
堂Ｓ-G2），マロード（アメリカンターフＳ-G2），*エアアルマス（東海Ｓ-G2）

母ノーティマンボ Naughty Mambo（98 Kingmambo）北米４勝。産駒
*ハリケーンバローズ（牡 鹿 Uncle Mo）４勝
オリンピックスペシャル Olympic Special（牝 North Light）ブラジル２勝。産駒

オリンピック ジョルテオン Olympic Jolteon（牡 Elmustanser）ブラジル２
勝，Ｆ.Ｅ.デ パウラマシャード大賞典-G1，リオデ ジャネイロ州大賞
典-G1２着，Ｊ.Ａ.デ アルメイダ プラード大賞典-G1２着，サン パ
ウロジョッキークラブ大賞典-G1３着，ブラジル ジョッキークラブ大
賞典-G1４着

祖母ノーティノーションズ Naughty Notions（91 Relaunch）北米５勝，Manatee S。
産駒

ネグリジェ Negligee（牝 Northern Afleet）加２歳牝馬チャンピオン，北米２勝，
アルシバイアディーズＳ-G1，サンズポイントＳ-G2３着。産駒

アル デベル Al Debel（騸 Distorted Humor）仏３勝，Prix Lyphard-L２着
ワイルドノーションズ Wild Notions（騸 Wild Again）北米５勝，Gulf Coast Clas-

sic S-L２着
アンダーカヴァージャスティスUndercover Justice（牝 Lawyer Ron）北米１戦。産

駒
コンクエストババヤーガ Conquest Babayaga（牝 Uncle Mo）北米４勝，イン

ターコンチネンタルＳ-G3２着，Glorious Song S-L２着
ソレンティナレモン Sorrentina Lemon（牝 Lemon Drop Kid）北米２勝，

Winter Memories S２着
三代母 *タラズチャーマー Taras Charmer（84 Majestic Light）米国産，北米２勝。フ

ーラ クイーン Hula Queen（セネターケンマディＨ-G3），*ラヴィングプラ
イド Loving Pride（オマール賞-G3）の祖母，ラヴアンドポップ（東京ジャン
プＳ）の三代母

【競走成績】中央１勝，２着１回，３着１回［収得賞金 \9,600,000］

【繁殖成績】
2017 （牡 鹿 *カジノドライヴ）
18 ラペルーズ（牡 鹿 ペルーサ）１戦，�
19 （牝 黒鹿 *シンボリクリスエス）
20 （牡 鹿 ペルーサ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 751



152 2020ジェイエス繁殖セール T0633‐06

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 ピカンチラヴ

厩舎番号№152 ピカンチラヴ Pikanchi Love

谷岡牧場＝新ひだか町静内旭町 ℡0146（42）1430

2007年生
（13歳）
栗毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellネオユニヴァース

�
�
Kris

*ポインテッドパス鹿 2000 Silken Way

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

*エンドスウィープ
Broom Dance

*ダークエンディング ダークシャンペン �
�
Hooched

Dark Champagne栗 1998 Dark Imp（16）

【ラブイズブーシェを受胎（販売申込時）最終種付５月29日】

父ネオユニヴァースは千歳産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1，皐月賞-JPN1。
主な産駒（ＢＭＳ）：アエロリット（ＮＨＫマイルＣ-G1），ルヴァンスレーヴ（チャンピオンズ
Ｃ-G1，ジャパンダートダービー-JPN1，全日本２歳優駿-JPN1），ジョーカナチャン（アイビ
スサマーダッシュ-G3），コズミックフォース（プリンシパルＳ-L，ダービー-G1３着），アルメリ
アブルーム（愛知杯-G3２着），ビリーバー（アイビスサマーダッシュ-G3３着）

母 *ダークエンディング Dark Ending（98 *エンドスウィープ）米国産，北米４勝，シリ
ーンＳ-G1（Ｄ8.5Ｆ），OBS Sprint S（Ｄ６Ｆ），Jersey Jumper S（Ｄ６Ｆ），
Star Shoot S-L３着，Go for Wand S-L３着，ダッチェスＳ-G3４着。産駒

ラヴィアンクレール（牡 黒鹿マンハッタンカフェ）５勝，ヒヤシンスＳ-OP，ブラッドスト
ーンＳ，京葉Ｓ-L３着，兵庫・南関東�入着，兵庫チャンピオンシップ
-JPN2３着，日本テレビ盃-JPN2４着

イントロダクション（牝 栗デュランダル）３勝，木更津特別，フェアリーＳ-G3５着，南
関東�入着，エンプレス杯-JPN2４着

ケンベストカフェ（牡 黒鹿マンハッタンカフェ）５勝，内房Ｓ，チバテレ杯
ピカンチラヴ（牝 栗 ネオユニヴァース）３勝
マイネルルークス（牡 栃栗デュランダル）１勝，高知�３勝，南関東�４勝，�
コードテレグラム（牡 栗 *フレンチデピュティ）１勝，南関東�３勝
ダークアイリス（牝 栗ゴールドアリュール）南関東�１勝

祖母ダークシャンペン Dark Champagne（91 Hooched）北米３勝，Cameo S３着。産
駒

シャンペン エンディング Champagne Ending（牝 *プリサイスエンド）北米３勝，
Perfect Arc S，フランシスＡ.ジェンターＳ-G3２着，Niagara S３着。産
駒

アトーストトゥオール A Toast to All（牝 *ハードスパン）不出走。スタンドア
ンドチアー Stand and Cheer（騸 Warrior's Reward：イリノイダービ
ー-G3４着，アーリントンワシントンフューチュリティ-G3４着）の母

【競走成績】中央３勝，２着１回［収得賞金 \24,990,000］

【繁殖成績】
2013 生後直死（*フレンチデピュティ）
14 ピカンチアモーレ（牝 栗 *フレンチデピュティ）南関東�２勝
15 ピカンチハーツ（牝 黒鹿エイシンフラッシュ）不出走
16 キモンリッチ（牡 鹿ヴァーミリアン）岩手�１勝，高知�４勝，�
17 ピカンチワンラブ（牝 鹿 *シニスターミニスター）２戦，�
18 キタノエンディング（牡 鹿コパノリチャード）未出走
19 ピカンチエンゼル（牝 栗コパノリチャード）
20 （牝 栗コパノリッキー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 752



153 2020ジェイエス繁殖セール T0695‐06

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐03 スピナッチ

厩舎番号№153 スピナッチ Spinach

谷川牧場＝浦河町西幌別 ℡0146（28）1201

2011年生
（９歳）
青鹿毛
（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellゼンノロブロイ

�
�
*マイニング

*ローミンレイチェル黒鹿 2000 One Smart Lady

�
�
�

マキアヴェリアン �
�
Mr. Prospector

Machiavellian
Coup de Folie

*オリジナルスピン ノットビフォアタイム �
�
Polish Precedent

Not Before Time鹿 1997 Time Charter（22）

【ホッコータルマエを受胎（販売申込時）最終種付５月24日】

父ゼンノロブロイは白老産，年度代表馬，７勝，ジャパンＣ-G1，有馬記念-JPN1，天皇賞
�-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：エキュメニカル（ＳＡＪＣブリーダーズＳ-G3），ハイランド
ピーク（エルムＳ-G3），シーズンズギフト（ニュージーランドＴ-G2２着），パイオニアバイオ
（フローラＳ-G2２着），メイショウテンスイ（兵庫ジュニアグラップリ-JPN2２着），ビッククイ
ンバイオ（アルテミスＳ-G3３着）。父として，サンテミリオン（オークス-G1）を出す

母 *オリジナルスピン Original Spin（97 Machiavellian）愛国産，英２勝。産駒
インカンテーション（牡 鹿 *シニスターミニスター）中央・石川�11勝，レパードＳ

-G3，武蔵野Ｓ-G3，みやこＳ-G3，同２着，マーチＳ-G3，平安Ｓ-G3，白
山大賞典-JPN3，ＢＳＮ賞-L，ラジオ日本賞-OP，濃尾特別，沈丁花賞，フ
ェブラリーＳ-G1２着，同３着，プロキオンＳ-G3２着，東海Ｓ-G2３着，
エルムＳ-G3３着，南関東�入着，かしわ記念-JPN1２着，同３着。種牡
馬

ヒラボクビジン（牝 黒鹿 *ブライアンズタイム）４勝，初茜賞。産駒
エンデュミオン（牡ヴィクトワールピサ）２勝，燕特別，�

ソルモンターレ（騸 鹿 *ブライアンズタイム）２勝，東海�１勝
サンティーニ（騸 栗ダイワメジャー）２勝，�

祖母ノットビフォアタイム Not Before Time（91 Polish Precedent）不出走。産駒
タイム アウェイ Time Away（牝 Darshaan）英２勝，ムシドラＳ-G3，ナッソーＳ

-G1３着，Pretty Polly S-L３着，仏入着，仏オークス-G1３着。産駒
タイム オン Time On（牝 Sadler's Wells）英仏３勝，マルレ賞-G2，Chesh-

ire Oaks-L，伊入着，リディア テシオ賞-G1４着。モ ジュスト Mot
Juste（牝 Distorted Humor：オーソーシャープＳ-G3）の母

タイムコントロール Time Control（牝 Sadler's Wells）英１勝。カーソリー グ
ランス Cursory Glance（牝 Distorted Humor：モイグレア スタッド
Ｓ-G1，アルバニーＳ-G3）の母，デジタル エイジ Digital Age（牡
Invincible Spirit：アメリカンターフＳ-G2）の祖母

モーメントオブタイム Moment of Time（牝 Rainbow Quest）英入着，Lord We-
instock Memorial S-L３着。産駒

チーフ アイアンサイド Chief Ironside（牡 Lawman）英豪３勝，ＭＶＲＣシ
ュウェップスクリスタルマイル-G2，サラブレッドＳ-G3３着

インユアタイム In Your Time（牝 Dalakhani）英２戦。産駒
ケーン ゴーム Cairn Gorm（牡 Bated Breath）英仏３勝，カブール賞-G3

【競走成績】中央３勝，加古川特別（Ｄ1800ｍ），２着１回［収得賞金 \31,666,000］

【繁殖成績】
2019 （牝 芦 *クロフネ）
20 （牡 鹿 *シニスターミニスター）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 753



154 2020ジェイエス繁殖セール T0794‐47

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 エターナルトルース

厩舎番号№154 エターナルトルース Eternal Truth

チャンピオンズファーム＝日高町富川西 ℡0123（29）3900

2010年生
（10歳）
黒鹿毛
（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellスペシャルウィーク

�
�
マルゼンスキーキャンペンガール黒鹿 1995 レディーシラオキ

�
�
�

�
�
Seeking the Gold

*マイネルラヴ
Heart of Joyピースオブラヴ

�
�
*ブライアンズタイムピアラプソディ黒鹿 2002 ベルプリンセス（7）

*アリアデ系

【パドトロワを受胎（販売申込時）最終種付３月30日】

父スペシャルウィークは門別産，10勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ-G1。主な産駒（ＢＭ
Ｓ）：エピファネイア（ジャパンＣ-G1，菊花賞-G1），ディアドラ（ナッソーＳ-G1，秋華賞
-G1），サートゥルナーリア（皐月賞-G1，ホープフルＳ-G1），リオンディーズ（朝日杯フュー
チュリティＳ-G1），クラリティスカイ（ＮＨＫマイルＣ-G1），タイセイビジョン（京王杯２歳Ｓ
-G2），エメラルファイト（スプリングＳ-G2），ヴェルデグリーン（アメリカＪＣＣ-G2）

母ピースオブラヴ（02 *マイネルラヴ）北海道�６勝，リリーＣ２着，ノースクイーンＣ３
着，中央３勝，ドンカスターＳ（芝1800ｍ），ＨＢＣ賞（芝1800ｍ），マーメイドＳ
-G3２着，愛知杯-G3４着。産駒

クワトロガッツ（牡 黒鹿マンハッタンカフェ）２勝，刈谷特別
ジャスティンラヴ（牝 黒鹿ステイゴールド）１勝
アズナヴァル（牡 鹿ディープインパクト）入着，南関東�３勝，�

祖母ピアラプソディ（94 *ブライアンズタイム）２戦。産駒
ジェンツシュレック（牡 *ホワイトマズル）熊本�４勝
ピアメロディ（牝 *バイアモン）熊本�１勝

三代母ベルプリンセス（81 *シルバーシャーク）２勝，障１勝。産駒
マリオベル：南関東�５勝

四代母カネジョリー（68 *グレイモナーク）１勝。産駒
イブキカネール：３勝，きさらぎ賞-JPN3，ききょう特別-OP２着，阪神３歳Ｓ-JPN1

４着
カミアサヒ：２勝，野路菊賞
レークミラクル：６勝，高知�２勝，二十四万石賞３着
カネラベンダー：２勝。産駒
ピアドール：３勝，障３勝，東京障害特別２着，中京障害Ｓ２着

シルバービオレ：１勝。産駒
チアズロッキー：１勝，障３勝，中山大障害３着，同４着（２回），東京障害特

別３着，同４着
アーダーチャリス：不出走。産駒

ナムラミラクル：５勝，夏至Ｓ，指宿特別，ＢＳＮ賞-L２着，グリーンチャン
ネルＣ-L２着，武蔵野Ｓ-G3３着，ギャラクシーＳ-OP３着，�

【競走成績】中央入着，２着１回，東海�３勝，２着２回，３着２回
［収得賞金 \2,499,000］

【繁殖成績】
2017 アースレイナ（牝 鹿 *キングズベスト）東海�入着，�
18 ワンラヴ（牝 黒鹿タニノギムレット）未出走
19 （牡 鹿 *アイルハヴアナザー）
20 不受胎（レッドファルクス）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 754



155 2020ジェイエス繁殖セール T0424‐04

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 アールヘブン

厩舎番号№155 アールヘブン R Haven

チャンピオンズファーム＝日高町富川西 ℡0123（29）3900

2017年生
（３歳）
黒鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmamboキングカメハメハ *マンファスロードカナロア

�
�
Storm Catレディブラッサム鹿 2008 *サラトガデュー

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスアグネスタキオン アグネスフローラニーレンベルギア

�
�
Almutawakel

*シルヴァーカップ黒鹿 2009 Ribblesdale（9）

【未供用】

父ロードカナロアは新ひだか産，年度代表馬，中央・香港13勝，香港スプリント-G1（２
回），安田記念-G1。父として，アーモンドアイ（ジャパンＣ-G1，牝馬三冠），サートゥルナー
リア（皐月賞-G1，ホープフルＳ-G1），ステルヴィオ（マイルチャンピオンシップ-G1），タガ
ロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1），ダノンスマッシュ（セントウルＳ-G2），キングオ
ブコージ（目黒記念-G2），ダイアトニック（スワンＳ-G2）を出す

母ニーレンベルギア（09 アグネスタキオン）２勝。出走した産駒は本馬１頭
祖母 *シルヴァーカップ Silver Cup（02 Almutawakel）愛国産，伊５勝，伊1000ギニ

ー-G2，Premio Gino Mantovani-L，Premio Seregno-L，北米３勝，サンゴル
ゴニオＨ-G2，ブエナヴィスタＨ-G2，サンタアナＨ-G2，ミセスリヴィアＳ-G2
３着。産駒

ルッジェーロ（騸 *キンシャサノキセキ）４勝，春風Ｓ，清里特別，カトレア賞，ヒヤシン
スＳ-L３着，ＮＳＴ賞-OP３着，�

ドラゴンカップ（牡ステイゴールド）４勝，柳都Ｓ，リボン賞
シルヴァーグレイス（牝 ハーツクライ）４勝，木津川特別
カレンリスベット（牝マンハッタンカフェ）４勝，八ヶ岳特別，桑折特別
ラルナブリラーレ（牝 ハーツクライ）２勝，�
ブランニューカップ（牝マンハッタンカフェ）１勝
アルジェンタータ（牝 ハーツクライ）入着，兵庫�２勝，�
シルヴァースプーン（牝アグネスタキオン）中央・北海道�入着，兵庫�２勝
カフェラテ（牝マンハッタンカフェ）東海�３勝

三代母リブルスデイル Ribblesdale（95 Northern Park）英１勝。産駒
シルヴァーミツヴァ Silver Mitzva：英２勝，伊入着，Premio Giovanni Falck-L２

着，仏入着，Prix Belle de Nuit-L３着
シルヴァーロック Silver Rock：英１勝，北米１勝，Candy Eclair S３着
マドモアゼルアンナ Madamoseille Anna：不出走。産駒

シルサパー Silsupur：トルコ11勝，Yildirim Bayezid，H. Basri Karabucak，Er-
tugurl Gazi，Anafartalar S２着

四代母タリブ Tarib（83 Habitat）英独伊６勝，ウンブリア賞-G2，オスターマン ポカル
-G3，Scherping-Rennen-L，ゴルデネ パイチェ-G3２着，Trafalgar House
Sprint S-L２着，コーク＆オラリーＳ-G3４着。産駒

カーリブ Caerib：不出走。産駒
カルトチェート Cartoceto：伊６勝，Criterium Labronico-L２着
キャリパー Calliper：伊８勝，Premio Toscana-L３着

五代母レッド コーラル Red Coral（75 Red God）豪４勝，ＭＶＲＣレイラニＳ-G3，
VRC Brian Courtney H-L２着，ＶＲＣニューマーケットＨ-G1４着

【競走成績】中央１戦

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 755



156 2020ジェイエス繁殖セール T1072‐28

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 スズカシャルム

厩舎番号№156 スズカシャルム Suzuka Charme

坪田 晃宜＝日高町豊郷 ℡090（8636）8749

2015年生
（５歳）
栗毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

コジーン �
�
Caro

Cozzene
Ride the Trailsアドマイヤコジーン

�
�
*ノーザンテーストアドマイヤマカディ芦 1996 *ミセスマカディー

�
�
�

�
�
シービークロスタマモクロス グリーンシャトーシャドウリング

�
�
*ファバージアームサンサン栗 1997 スーパージョオー（19）

*星友系

【エピカリスを受胎（販売申込時）最終種付３月11日】

父アドマイヤコジーンは大樹産，最優秀２歳牡馬，最優秀短距離馬，６勝，安田記念
-JPN1，朝日杯３歳Ｓ-JPN1，東京新聞杯-JPN3。主な産駒（ＢＭＳ）：ウインブライト（香港
Ｃ-G1，香港クイーンエリザベス二世Ｃ-G1），コウソクストレート（ファルコンＳ-G3），ウイン
ファビラス（阪神ジュベナイルフィリーズ-G1２着），トオヤリトセイト（アーリントンＣ-G3３
着），トゥラヴェスーラ（福島テレビオープン-OP），ペルソナリテ（ダリア賞-OP）

母シャドウリング（97 タマモクロス）４勝，上総特別（芝1600ｍ），若竹賞（芝1600ｍ）。産
駒

スズカシャーマン（牝 芦 *チチカステナンゴ）４勝
ワイドロスメルタ（牝 栗 *グラスワンダー）１勝
ダンツブロケード（牝 栗ディープスカイ）１勝
コスモアジル（牡 栗 *ブライアンズタイム）入着，北海道�18勝，ステイヤーズＣ３

着，同５着，道営記念４着，王冠賞４着，コスモバルク記念４着，星雲賞
４着

シゲルテンジンサン（牡 栗タニノギムレット）中央・兵庫�入着，南関東�３勝
ウインセブリオン（牡 鹿グランプリボス）佐賀�１勝，�

祖母アームサンサン（85 *ファバージ）入着。産駒
メイショウアーム（牡 *ジェイドロバリー）南関東�３勝，ジャパンダートダービー

-JPN1２着，青雲賞３着，スーパーチャンピオンシップ４着
ハマクイーン（牝 *キンググローリアス）３勝
ハマフクオー（牡ホリスキー）２勝
ジェニーカラン（牝タマモクロス）２勝
タケミパワー（牡 *ピュウターグレイ）南関東�14勝，報知グランプリＣ２着

三代母スーパージョオー（71 *ヴェンチア）３勝。産駒
ケーティライズ：５勝，鳥羽特別，穂高特別，障１勝
ドミナスソブリン：４勝，岩手�１勝

四代母トキワハナ（62 *カリム）入着，南関東�３勝。産駒
フジトキワオー：３勝，石川・東海�10勝．北国王冠，ＭＲＯ金賞，農林水産大臣賞

典，百万石賞２着
ダイニアンタレス：７勝，岩手�１勝
ブリランテホンジン：不出走。産駒

スカイジャイアント：熊本�13勝，中央６勝，洛陽Ｓ-OP，テレビ愛知賞，なにわ
Ｓ，マイラーズＣ-JPN2２着，京阪杯-JPN3２着，金鯱賞-JPN3３着

オーゴンライダァ：２勝，清洲特別

【競走成績】中央２戦，兵庫�１戦，北海道�２戦

【繁殖成績】
2020 （牡 黒鹿ロゴタイプ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 756



157 2020ジェイエス繁殖セール T0568‐06

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 スティルシーキング

厩舎番号№157 スティルシーキング Still Seeking

トド岩高原銀河農場物語＝新冠町大狩部 ℡0146（45）5004

2015年生
（５歳）
黒鹿毛
（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellステイゴールド

�
�
*ディクタスゴールデンサッシュ黒鹿 1994 ダイナサッシュ

�
�
�

マキアヴェリアン �
�
Mr. Prospector

Machiavellian
Coup de Folie

*シェルシーカー ウィレイフ �
�
Danzig

Wilayif鹿 2004 Kamar（14）

【*アメリカンペイトリオットを受胎（販売申込時）最終種付４月２日】

父ステイゴールドは白老産，中央・UAE・香港７勝，香港ヴァーズ-G1。主な産駒（ＢＭ
Ｓ）：ライオンボス（アイビスサマーダッシュ-G3），クリスマス（函館２歳Ｓ-G3），ブラックバ
ゴ（アンドロメダＳ-L，京成杯-G3２着），キボウノダイチ（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3３
着），シグルーン（アルテミスＳ-G3３着），トーセンナチュラル（スイートピーＳ-L２着），ウ
スベニノキミ（フラワーＣ-G3４着），ホワイトヘッド（北海道２歳優駿-JPN3４着）

母 *シェルシーカー Shell Seeker（04 Machiavellian）英国産，仏４戦。産駒
ヘミングウェイ（騸 黒鹿 ネオユニヴァース）２勝，三木特別，シンザン記念-G3２

着，高知�２勝
アストロノーティカ（牡 鹿 ネオユニヴァース）３勝，�
ロザムンデ（牝 青鹿 *パイロ）兵庫�１勝，岩手�５勝
マイティ（騸 栗ディープスカイ）北海道�９勝，南関東�１勝
オイスターシーカー（牡 青鹿マンハッタンカフェ）高知�１勝

祖母ウィレイフ Wilayif（88 Danzig）英１勝。産駒
モーニング プライド Morning Pride（牝 Machiavellian）仏３勝，ボワ賞-G3。産

駒
フラッシング Flashing（牝 A. P. Indy）北米６勝，テストＳ-G1，ガゼルＳ

-G1，ナッソーカウンティＳ-G3，マザーグースＳ-G1３着，プレスク
アイルダウンズマスターズＳ-G3３着。産駒

フラッドライト Floodlight（牡 Medaglia d'Oro）仏３勝，Grand Prix du
Lion d'Angers-L，ギシュ賞-G3２着，ラクープドメゾンラフィット
-G3３着

ウィラワンダー Wilawander（牡 Nashwan）英１勝，サガロＳ-G3２着
ワリーフ Whaleef（騸 Darshaan）英３勝，Churchill S-L３着，英障５勝
トワイライトセレナーデ Twilight Serenade（牝 Rainbow Quest）不出走。産駒

ヤング ナイト Young Knight（騸 Al Samer）豪２勝，WATC Raconteur S-L
２着

三代母カマー Kamar（76 Key to the Mint）加３歳牝馬チャンピオン，北米７勝，加オ
ークス-CAN1，ダッチェスＳ。シーサイド アトラクション Seaside Attraction
（ケンタッキーオークス-G1），ゴージャス Gorgeous（ヴァニティ招待Ｈ-G1），
キートゥザ ムーン Key to the Moon（クイーンズプレート-CAN1）の母，*フ
ァンタスティックライト Fantastic Light（愛チャンピオンＳ-G1），ゴールデ
ン アトラクション Golden Attraction（フリゼットＳ-G1）の祖母

【競走成績】中央１戦

【繁殖成績】
2019 （牡 黒鹿 *モンテロッソ）
20 不受胎（*ディスクリートキャット）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 757



158 2020ジェイエス繁殖セール T0437‐60

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ヨシノファルコン

厩舎番号№158 ヨシノファルコン Yoshino Falcon

トド岩高原銀河農場物語＝新冠町大狩部 ℡0146（45）5004

2015年生
（５歳）
黒鹿毛
（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Chief's Crown

*チーフベアハート
Amelia Bearhartビービーガルダン

�
�
Westminster

*オールザチャット青鹿 2004 Rory's Helen

�
�
�

ダンチヒ �
�
Northern Dancer

Danzig
Pas de Nom

*ブリイジースズカ シー ブリーザー �
�
Gulch

Sea Breezer鹿 1997 Lakeville Miss（9）

【アドマイヤムーンを受胎（販売申込時）最終種付４月11日】

父ビービーガルダンは平取産，７勝，阪急杯-G3，キーンランドＣ-G3，同２着，同４着，
同-JPN3２着，札幌日刊スポーツ杯，ＴＶｈ杯，スプリンターズＳ-G1２着，同３着，高松
宮記念-G1２着，同４着，函館スプリントＳ-G3２着，クローバー賞-L２着。父として，ビー
ビーバーレスク（１勝）を出す。父は加年度代表馬，ＢＣターフ-G1など12勝，マイネルキ
ッツ（天皇賞・春-G1）を出す。おじにワヒド（ＡＲＣ ＮＺダービー-G1）がいる

母 *ブリイジースズカ（97 Danzig）米国産，北海道�１勝。産駒
スズカヴァンガード（騸 栗スズカフェニックス）３勝，悠久山特別
スズカフローラ（牝 栗 *フレンチデピュティ）１勝。産駒

スズカフューラー（牡スズカフェニックス）４勝，蓬莱峡特別，�
サンレイフローラ（牝スズカマンボ）１勝，�
サンレイファイト（牡スズカフェニックス）１勝，�

スズカブリザード（牡 鹿ラスカルスズカ）２勝
祖母シー ブリーザー Sea Breezer（92 Gulch）北米２勝，スピナウェイＳ-G1２着，Ken-

tucky Cup Juvenile Fillies S-L２着。産駒
ショア ブリーズ Shore Breeze（牡 Danzig）北米４勝，Gallant Serenade S，

Zwaanendael S-L２着，Appointment S３着。種牡馬
*ハギノベルテンポ（牡 Mt. Livermore）７勝，灘Ｓ-OP，韓国馬事会杯，深秋特別，

立川特別，しらかばＳ-OP２着，武蔵野Ｓ-G3５着
バンシーブリーズ Banshee Girl（牝 Deputy Minister）北米１戦。産駒
スモールキッチン Small Kitchen（牝 Corinthian）北米２勝，フェアグラウン

ズオークス-G2４着
モーニングライトMorning Light（牝 Dynasty）南アフリカ３勝，Jamaica H-L

２着
三代母レイクヴィル ミス Lakeville Miss（75 Rainy Lake）米２歳牝馬チャンピオン，

北米７勝，ＣＣＡオークス-G1，セリマＳ-G1，フリゼットＳ-G1，メイトロンＳ
-G1，アスタリタＳ-G3，Constitution S，マザーグースＳ-G1２着，エイコーンＳ
-G1２着，デムワーゼルＳ-G2２着，スカイラヴィルＳ-G3３着。産駒

*モガンボ Mogambo：北米４勝，シャンペンＳ-G1，ゴータムＳ-G2，ウッドメモリアル
招待Ｓ-G1２着，ジェロームＨ-G1２着，ジャージーダービー-G2２着，ジ
ャマイカＨ-G3２着，ヤングアメリカＳ-G1３着。種牡馬

ロパウサダ Ropa Usada：不出走。ドルトムント Dortmund（サンタアニタダービ
ー-G1），アイム ア ルッカー I'm a Looker（ウイニングカラーズＳ-G3）
の祖母

【競走成績】北海道�３勝，２着２回，３着３回，佐賀�１勝［収得賞金 \7,186,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 758



159 2020ジェイエス繁殖セール T1078‐06

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 クロンドローリエ

厩舎番号№159 クロンドローリエ Couronnedelauriers

富菜牧場＝浦河町杵臼 ℡0146（28）1578

2007年生
（13歳）
青鹿毛
（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellフジキセキ

�
�
Le Fabuleux

*ミルレーサー青鹿 1992 Marston's Mill

�
�
�

�
�
Lyphard

*ダンシングブレーヴ
Navajo Princessアルフェッカ

�
�
ニホンピロウイナータケショウティアラ鹿 2000 ベストプリンセス（16）

*星旗系

【カレンブラックヒルを受胎（販売申込時）最終種付３月４日】

父フジキセキは千歳産，最優秀２歳牡馬，４戦全勝，朝日杯３歳Ｓ-JPN1，弥生賞
-JPN2。主な産駒（ＢＭＳ）：サウンドトゥルー（チャンピオンズＣ-G1，東京大賞典-G1），ホ
ワイトフーガ（ＪＢＣレディスクラシック-JPN1２回），ヨウセイ（ＭＲＣ1000ギニー-G1），カ
ーマディック（ＡＴＣドンカスターマイル-G1），ルミア（ケイプフィリーズ ギニー-G1），ユア
ソング（ＢＲＣ ＢＴＣカップ-G1），アリゼオ（毎日王冠-G2，スプリングＳ-G2）

母アルフェッカ（00 *ダンシングブレーヴ）４勝，河北新報杯（芝1200ｍ）。産駒
ロベルクランツ（牡 鹿アドマイヤムーン）２勝
コロナボレアリス（牡 栗 *ファンタスティックライト）２勝
サンノゼ（牡 栗マツリダゴッホ）南関東�１勝，岩手�８勝，ハヤテスプリント５着，

�
ベルウッドレオーネ（牡 鹿ステイゴールド）石川�４勝

祖母タケショウティアラ（91 ニホンピロウイナー）４勝，苗場特別，湯沢特別。産駒
タケショウレジーナ（牝ダンスインザダーク）５勝，初風特別，サロマ湖特別，須賀

川特別，アネモネＳ-L３着。産駒
アイラブテーラー（牝トーセンラー）５勝，淀短距離Ｓ-L，桂川Ｓ，舞子特別，

京阪杯-G3２着，�
タケショウベスト（牝 *キングズベスト）４勝，ダリア賞-OP３着，�

タケショウオージ（騸 *コマンダーインチーフ）３勝，エーデルワイスＳ，新潟２歳Ｓ
-JPN3５着，南関東�１勝

カピターノ（牡 *キャプテンスティーヴ）２勝，障１勝
スペルノレジーナ（牝マヤノトップガン）１勝
タケショウボルト（牡 *ファンタスティックライト）１勝

三代母ベストプリンセス（84 モンテプリンス）４勝，ジューンＳ，樽前山特別，ジュニアＣ
-OP３着，クイーンＳ-JPN3５着。産駒

タケショウウルフ：１勝，東海�１勝
四代母スピードヤマトシ（75 *サウンドトラック）６勝，京王杯スプリングＨ２着。産駒
ニシノゴッド：１勝，クローバー賞-OP３着，札幌３歳Ｓ-JPN3５着

【競走成績】中央入着，２着４回，３着６回，東海�２勝，２着４回
［収得賞金 \29,119,000］

【繁殖成績】
2015 不受胎（*ロードアルティマ）
16 キタノリュウジン（牡 黒鹿メイショウボーラー）中央・北海道・岩手�11戦
17 ベルジルウェット（牝 黒鹿 ベルシャザール）入着，�
18 ベストシェア（牝 黒鹿メイショウボーラー）未出走
19 流産（グランプリボス）
20 （牡 青鹿レッドファルクス）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 759



160 2020ジェイエス繁殖セール T0353‐07

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 レットハーゴー

厩舎番号№160 レットハーゴー Let Her Go

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2016年生
（４歳）
鹿毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellネオユニヴァース

�
�
Kris

*ポインテッドパス鹿 2000 Silken Way

�
�
�

チェロキーラン �
�
Runaway Groom

Cherokee Run
Cherokee Dame

*ファダラン
�
�
Northern Dancer

*ダンスールファビュルー鹿 2005 Fabuleux Jane（7）

【*アメリカンペイトリオットを受胎（販売申込時）最終種付４月26日】

父ネオユニヴァースは千歳産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1，皐月賞-JPN1。
主な産駒（ＢＭＳ）：アエロリット（ＮＨＫマイルＣ-G1），ルヴァンスレーヴ（チャンピオンズ
Ｃ-G1，ジャパンダートダービー-JPN1，全日本２歳優駿-JPN1），ジョーカナチャン（アイビ
スサマーダッシュ-G3），コズミックフォース（プリンシパルＳ-L，ダービー-G1３着），アルメリ
アブルーム（愛知杯-G3２着），ビリーバー（アイビスサマーダッシュ-G3３着）

母 *ファダラン Fada Run（05 Cherokee Run）米国産，北米１勝。産駒
アフターバーナー（騸 鹿 *パイロ）４勝，�
ボウマンミル（牡 青鹿 Street Cry）２勝，北海道�１勝，南関東�１勝
シャノンラン（牝 栗アドマイヤムーン）高知�４勝
サファリ（牡 鹿アドマイヤムーン）入着，岩手�３勝

祖母 *ダンスールファビュルー Danseur Fabuleux（82 Northern Dancer）米国産，仏・
北米入着，ミネルヴ賞-G3２着。産駒

*アラジ Arazi（牡 Blushing Groom）全欧年度代表馬，米２歳牡馬チャンピオン，
仏・北米９勝，ＢＣジュヴェナイル-G1，仏グランクリテリウム-G1，モルニ
賞-G1，サラマンドル賞-G1，ロンポワン賞-G2，ロベール パパン賞-G2，ボ
ワ賞-G3，Prix La Fleche-L，プランスドランジュ賞-G3３着。種牡馬

ノヴェール Noverre（牡 Rahy）英仏５勝，サセックスＳ-G1，同２着，シャンペンＳ
-G2，ジュライＳ-G3，クイーン エリザベス二世Ｓ-G1２着，セントジェイム
ズ パレスＳ-G1２着，UAE入着，ドバイデューティフリー-G1２着。種牡
馬

フォートローズ Fortrose（牝 *フォーティナイナー）仏１勝，Prix des Lilas-L２着
*ファントムクリークPhantom Creek（牝 Mr. Prospector）UAE１勝。産駒

*ヴリル（牡 *サンデーサイレンス）６勝，アイルランドＴ，白秋Ｓ，テレビ愛知オー
プン-L３着，障２勝，東京オータムジャンプ２着。種牡馬

*アンノウンウォーターズ Unknown Waters（牝 Rahy）不出走。メイショウクオ
リア（牡マンハッタンカフェ：京都新聞杯-JPN2）の母

*プレスティジャスPrestigious（牝 Rainbow Quest）不出走。産駒
プリマーダル Premardal（牝 Shamardal）豪５勝，Jungle Dawn Classic-L
ファラシー Fallacy（牝 *コマンズ）豪１勝，ＡＴＣエイドリアンノックスＳ-G3

３着
リヴァーサンセットRiver Sunset（牝 Irish River）仏１勝。産駒

ラディアントスカイ Radiant Sky（牝 Leroidesanimaux）北米３勝。ダイヤモ
ンドダスト Diamond Dust（騸 Payter：Juvenile S）の母

【競走成績】中央３戦

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 760



161 2020ジェイエス繁殖セール T1043‐39

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 グレイトアプローズ

厩舎番号№161 *グレイトアプローズ Great Applause（IRE）

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2016年生
（４歳）
鹿毛

（愛国産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*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オルフェーヴル

�
�
メジロマックイーンオリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

�
�
�

�
�
*ブライアンズタイムタニノギムレット タニノクリスタルセレブリティ

�
�
*ルションタニノシスター鹿 2008 エナジートウショウ（3）
*フロリースカップ系

【*ホークビルを受胎（販売申込時）最終種付３月８日】

父オルフェーヴルは白老産，年度代表馬，中央・仏12勝，三冠，有馬記念-G1（２回），宝
塚記念-G1。父として，エポカドーロ（皐月賞-G1，ダービー-G1２着），ラッキーライラック
（最優秀２歳牝馬，大阪杯-G1，エリザベス女王杯-G1，阪神ジュベナイルフィリーズ
-G1），オーソリティ（青葉賞-G2），シャインガーネット（ファルコンＳ-G3），サラス（マーメイド
Ｓ-G3），ロックディスタウン（札幌２歳Ｓ-G3），ジャスティン（東京スプリント-JPN3）を出す

母セレブリティ（08タニノギムレット）２勝，白根特別（芝2200ｍ）。産駒
ブルーブラッド（牝 栗 Dubawi）入着

祖母タニノシスター（93 *ルション）５勝，れんげ賞，葵Ｓ-OP３着，４歳牝馬特別�
-JPN2５着。産駒

ウオッカ（牝タニノギムレット）年度代表馬（２回），最優秀２歳牝馬，最優秀古牝馬
（２回），10勝，ジャパンＣ-G1，同３着，同４着，ダービー-JPN1，天皇賞�
-G1，同３着，安田記念-G1（２回），ヴィクトリアマイル-G1，同-JPN1２着，
阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1，チューリップ賞-JPN3，エルフィンＳ-OP，
桜花賞-JPN1２着，毎日王冠-G2２着（２回），秋華賞-JPN1３着，UAE
入着，ドバイデューティフリー-G1４着。産駒

*タニノフランケル（牡 Frankel）４勝，大原Ｓ，西部スポニチ賞，小倉大賞典
-G3２着，中山金杯-G3３着，アイビーＳ-OP３着，小倉記念-G3４
着，�

*タニノアーバンシー（牝 Sea The Stars）４勝，須磨特別，西部スポニチ賞
タニノタキシード（騸タニノギムレット）２勝，障２勝，小倉サマージャンプ５着
ラテラルアーク（騸ディープスカイ）２勝
タニノエクセレント（牝 *ブライアンズタイム）兵庫�７勝。産駒

テーブルスピーチ（牝 *フレンチデピュティ）３勝，鹿屋特別
ローゼンタール（牝 *ロージズインメイ）４勝

三代母エナジートウショウ（87トウショウボーイ）不出走。産駒
スリーアベニュー：６勝，ガーネットＳ-G3，同２着，アクアラインＳ，深草特別，天王

山特別，カペラＳ-JPN3２着，京葉Ｓ-OP２着，太秦Ｓ-OP２着
スカイアンドリュウ：４勝，朱雀Ｓ，山陽特別，あじさい賞，京王杯スプリングＣ-G2２

着。種牡馬
マイネルダイナモ：３勝，北海Ｈ，臥牛山特別，みなみ北海道Ｓ-L３着

四代母コーニストウショウ（77 *ダンディルート）４戦，入着。シスタートウショウ（最優秀
３歳牝馬，桜花賞-JPN1），トウショウオリオン（北九州記念-JPN3）の母，シ
ーイズトウショウ（セントウルＳ-JPN2）の祖母

【競走成績】中央４戦

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 761



162 2020ジェイエス繁殖セール T0261‐76

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 ルナーアピール

厩舎番号№162 ルナーアピール Lunar Appeal

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2016年生
（４歳）
栗毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

*エンドスウィープ
Broom Danceアドマイヤムーン

�
�
*サンデーサイレンスマイケイティーズ鹿 2003 *ケイティーズファースト

�
�
�

フライング スパー �
�
*デインヒル

Flying Spur
Rolls

*ルアーズ
�
�
Rahy

*グリルズ栗 2009 Sous Entendu（4）

【*タリスマニックを受胎（販売申込時）最終種付２月27日】

父アドマイヤムーンは早来産，年度代表馬，中央・UAE10勝，ドバイデューティフリー
-G1，ジャパンＣ-G1，宝塚記念-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ロールオブサンダー（京都２歳
Ｓ-G3３着），ムスコローソ（クロッカスＳ-L３着），ファルヴォーレ（新潟２歳Ｓ-G3４着），
ハトホル（フェアリーＳ-G3４着），エイコーン（東京大賞典-G1５着），ジャストナウ（京都２
歳Ｓ-G3５着）。父として，ファインニードル（スプリンターズＳ-G1）を出す

母 *ルアーズ Lures（09 Flying Spur）豪州産，豪入着。産駒
レッドシャドー（牡 鹿 *キングズベスト）入着，北海道�１勝，�

祖母 *グリルズ Grilse（95 Rahy）米国産，仏１戦。産駒
*アルヴァータ Alverta（牝 Flying Spur）豪８勝，ＳＴＣクールモア クラシック

-G1，ＡＪＣブリーダーズクラシック-G2，HRC Hawkesbury Guineas-L，
QTC Brisbane H-L，BRC Just Now Quality-L，ＨＲＣホークスベリーゴ
ールドＣ-G3２着，TATT'S ウインターＳ-G1３着，ＡＪＣヴィリャーズＳ
-G2３着，ＡＴＣ Ｔ．Ｊ．スミスＳ-G1４着，ＭＶＲＣインデペンデントク
レインズＳ-G3４着，英入着，ジュライＣ-G1３着。産駒

*トーセンアルバータ（牝 More Than Ready）南関東�３勝，中央２勝，帆柱
山特別，喜多方特別

エアロバティクス Aerobatics（牝 Exceed And Excel）豪６勝，ＭＲＣスポーティ
ングベットシリーズ ファイナル-G3，ＨＲＣダーレイクラウン-G3，同-L，
Scone RC ダークジュエルクラシック-G3２着，ＡＴＣマジックナイトＳ
-G2３着，ＡＴＣバースデイカードＳ-G3３着

スターミスティック Star Mystic（牝 Flying Spur）豪４勝，ＡＪＣサラウンドＳ
-G2３着，ＭＶＲＣイングリスマイル-G3４着

リヴォルト Revolte（騸 *フレンチデピュティ）シンガポール４勝，Stewards' Cup，
Singapore Guineas，Orchid Juvenile Championship Trophy３着

リヴァリン Riverine（牝 Flying Spur）豪１勝。産駒
ピンズ オブピール Pins Of Pele（騸 Pins）豪２勝，ＳＡＪＣチェアマンズＳ

-G3３着
三代母スーアンタンデュ Sous Entendu（87 Shadeed）仏１勝，グロット賞-G3３着。産

駒
ポルト ボヌール Porte Bonheur：北米６勝，ファーストフライトＨ-G2，ヴィクトリー

ライドＳ-G3，Ontario Fashion S-L，Open Mind S-L，Flanders S
スリップ ストリーム Slip Stream：英独３勝，ベルリンブランデンブルクトロフィー

-G2，Thoroughbred S-L，仏入着，ジャンプラ賞-G1２着

【競走成績】中央１戦，東海�１戦

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 762



163 2020ジェイエス繁殖セール T0440‐22

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 アラリーン

厩舎番号№163 *アラリーン Alareen（USA）

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2008年生
（12歳）
鹿毛

（米国産）

�
�
�
�

セルカーク �
�
�

シャープンアップ �
�
*エタン

Sharpen Up
Rocchetta

Selkirk アニーエッジ �
�
Nebbiolo

Annie Edge栗 1988 Friendly Court

イニュエンド �
�
�

カーリアン �
�
Nijinsky

Caerleon
Foreseer

Innuendo インファミー �
�
Shirley Heights

Infamy鹿 1995 Seriema（9）

【アドマイヤムーンを受胎（販売申込時）最終種付５月６日】

父セルカーク Selkirk は米国産，英６勝，クイーン エリザベス二世Ｓ-G1，ロッキンジＳ
-G2。主な産駒（ＢＭＳ）：*スターオブセヴィル（仏オークス-G1），マウントネルソン（エクリ
プスＳ-G1），クイフ（ヨークシャーオークス-G1），シンプリーパーフェクト（フィリーズマイル
-G1），アルビーニャ（マルセルブサック賞-G1），ベンバトル（ダルマイヤー大賞典-G1），タ
ーマガント（モイグレアスタッドＳ-G1），ダリヤン（ガネー賞-G1）

母イニュエンド Innuendo（95 Caerleon）英４勝，Galtres S-L（芝11Ｆ195ｙ），Godol-
phin S-L（芝12Ｆ），Aphrodite S-L２着，John Musker Fillies S-L２着，Upa-
von Fillies S-L２着，パークヒルＳ-G3４着，仏入着，ポモーヌ賞-G2２着，北
米３勝，オーキッドＨ-G2（芝12Ｆ），ザベリワンＨ-G3（芝11Ｆ），ラプレヴォワイ
ヤントＨ-G2２着，ビウィッチＳ-G3２着，Ｅ.Ｐ.テイラーＳ-G1３着，ニューヨー
クＨ-G2４着。産駒

クリティシズム Criticism（牝 Machiavellian）仏・北米９勝，ラプレヴォワイヤント
Ｈ-G2，シープスヘッドベイＨ-G2，ロング アイランドＨ-G3（２回），ザベリ
ワンＳ-G3，La Coupe de Marseille-L，フラワーボウル招待Ｓ-G1２着，
アシーニアＨ-G3２着，ニューヨークＳ-G3２着，アンドレ バボワン賞-G3
３着，オーキッドＳ-G3３着。産駒

マジカル タッチ Magical Touch（牝 Dubawi）仏独４勝，Grosser Preis des
MHWK Hoppegartener Steherpreis-L，ベルドニュイ賞-G3３着

ピーコート Peacoat（牝 Doyen）仏２勝，Prix Melisande-L，マルレ賞-G2４着
祖母インファミー Infamy（84 Shirley Heights）英・北米７勝，ロスマンズ国際Ｓ-G1，

サンチャリオットＳ-G2，ゴードンリチャーズＳ-G3。産駒
*バラファミー Barafamy（牝 Barathea）伊２歳チャンピオン，伊英２勝，ドルメーロ

賞-G3，メイヒルＳ-G3３着，ムシドラＳ-G3３着
ムーン クイーン Moon Queen（牝 Sadler's Wells）仏・北米４勝，ロワイヤリュー

賞-G2，ザベリワンＨ-G3，Prix des Tourelles-L
ロストロポヴィッチ Rostropovich（騸 Sadler's Wells）愛３勝，Saval Beg S-L，仏

入着，ユベールドショードネイ賞-G2３着，愛英障４勝

【競走成績】英５戦，入着，２着１回［収得賞金 £1,373］

【繁殖成績】
2014 マナマManama（牝 Cape Cross）英入着
15 グリーンケープ（牝 鹿 Cape Cross）１戦
16 インポージング（牡 鹿 *キングズベスト）東海�１勝
17 アラーラム（牝 栗ダイワメジャー）１戦
18 エースオブエース（牡 鹿アドマイヤムーン）未出走
19 （牝 鹿 *アメリカンペイトリオット）
20 （牝 鹿アドマイヤムーン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 763
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 ニシノハイブリッジ

厩舎番号№164 ニシノハイブリッジ Nishino Highbridge

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2015年生
（５歳）
黒鹿毛
（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellハーツクライ

�
�
*トニービンアイリッシュダンス鹿 2001 *ビューパーダンス

�
�
�

フェイラス �
�
Song

Fayruz
Friendly Jester

*テスラー
�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 1999 Pilot Bird（22）

【ネロを種付けして不受胎（販売申込時）】

父ハーツクライは千歳産，最優秀古牡馬，中央・UAE５勝，ドバイシーマクラシック-G1，
有馬記念-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1），トロワ
ゼトワル（京成杯オータムＨ-G3２回），ケイデンスコール（新潟２歳Ｓ-G3），ヴァルディゼ
ール（シンザン記念-G3），シーズララバイ（フラワーＣ-G3２着）。父として，リスグラシュー
（有馬記念-G1），ワンアンドオンリー（ダービー-G1）を出す

母 *テスラー Tesla（99 Fayruz）愛国産，愛４戦。産駒
テルタイム Telltime（牝 Danetime）英２勝
チュウワストライク（牡 鹿 Smart Strike）１勝
ベストブレーン（牡 鹿ダイワメジャー）入着，兵庫�２勝，岩手�１勝
フジヤマテスラ（牝 鹿 ゼンノロブロイ）入着，高知�２勝
*マンチャ（牝 鹿 *キングズベスト）兵庫�３勝
サダムルーティン（牝 鹿 ハーツクライ）入着。産駒
シンクロゲイザー（牡 *タートルボウル）１勝，�

祖母 *マンファス Manfath（91 *ラストタイクーン）愛国産，英入着。産駒
キングカメハメハ（牡 Kingmambo）最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1，ＮＨ

ＫマイルＣ-JPN1，神戸新聞杯-JPN2，毎日杯-JPN3，すみれＳ-OP，エリカ
賞，京成杯-JPN3３着。総合・２歳チャンピオンサイアー

ザ デピュティ The Deputy（牡 Petardia）英１勝，北米３勝，サンタアニタダービ
ー-G1，サンタカタリナＳ-G2，Hill Rise H-L，サンフェリーペＳ-G2２着。
種牡馬

レースパイロット（牝 *サンデーサイレンス）２勝，ミモザ賞，フローラＳ-JPN2２着，エ
ルフィンＳ-OP３着

*ハンターズマークHunter's Mark（牝 Titus Livius）北米１勝。産駒
ターゲットマシン（牡ディープインパクト）３勝，寒竹賞，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

-G3４着
ハッピーディレンマ（牝アグネスタキオン）５戦，入着。産駒
ヒプノティスト（牡 *クロフネ）３勝，アイビーＳ-OP３着

クロンヌドール（牝アグネスタキオン）５戦，入着。産駒
マッスルビーチ（牡メイショウサムソン）３勝，鳥取特別，�

三代母パイロット バード Pilot Bird（83 Blakeney）英１勝，Sir Charles Clore Mem-
orial S-L。アラワクケイArawak Cay（ノーフォークＳ-G3３着，ヴィンティージ
Ｓ-G3４着）の祖母

【競走成績】中央３戦

【繁殖成績】
2019 （牝 青鹿リーチザクラウン）
20 生後直死（牝 鹿リーチザクラウン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 764
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 ツキミチャン

厩舎番号№165 ツキミチャン Tsukimichan

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2011年生
（９歳）
青鹿毛
（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellフジキセキ

�
�
Le Fabuleux

*ミルレーサー青鹿 1992 Marston's Mill

�
�
�

カーリアン �
�
Nijinsky

Caerleon
Foreseer

*ノーブルプライド ノーブル チック �
�
Vaguely Noble

Noble Chick黒鹿 1995 Margarethen（4）

【リーチザクラウンを受胎（販売申込時）最終種付４月19日】

父フジキセキは千歳産，最優秀２歳牡馬，４戦全勝，朝日杯３歳Ｓ-JPN1，弥生賞
-JPN2。主な産駒（ＢＭＳ）：サウンドトゥルー（チャンピオンズＣ-G1，東京大賞典-G1），ホ
ワイトフーガ（ＪＢＣレディスクラシック-JPN1２回），ヨウセイ（ＭＲＣ1000ギニー-G1），カ
ーマディック（ＡＴＣドンカスターマイル-G1），ルミア（ケイプフィリーズ ギニー-G1），ユア
ソング（ＢＲＣ ＢＴＣカップ-G1），アリゼオ（毎日王冠-G2，スプリングＳ-G2）

母 *ノーブルプライド（95 Caerleon）愛国産，わが国で４戦，入着。産駒
コパノベンザイテン（牝 黒鹿アドマイヤベガ）入着。産駒

ハドソンホーネット（牡 *ロージズインメイ）南関東・岩手�９勝，みちのく大賞
典，岩手ダービーダイヤモンドＣ２着

ワットロンクン（牡 *クロフネ）岩手・南関東・北海道・佐賀�15勝，白嶺賞，同２
着，トウケイニセイ記念２着，同３着，栗駒賞２着，桐花賞３着

シルクチャプター（牝 鹿 *アフリート）３勝
祖母ノーブル チック Noble Chick（77 Vaguely Noble）北米４勝。産駒
ノーダヴァノ Nordavano（牡 The Minstrel）英・北米４勝，Cedar Key H-L，Find

H３着，Summing S３着
ホーダウン ハニー Hoedown Honey（牝 Country Light）北米１勝。産駒

アレ ヴァリ Ares Vallis（牝 Caerleon）仏１勝，Prix de la Seine-L，Prix
d'Angerville-L２着，プシケ賞-G3３着。産駒

*エメラルドスター Emerald Star（牝 Mount Nelson）英独２勝，チャート
ウェルフィリーズＳ-G3，シュヴァルツゴルトレンネン-G3３着

アレシュワ Ares Choix（牝 Choisir）英１勝，仏入着，Prix de la Vallee
d'Auge-L３着

ノーブルヴァイスNoble Vice（牝 Vice Regent）北米３戦。産駒
フランジェリカ Franjelica（牝 Snippets）豪５勝，VRC Anzac Day S-L
レッドライトRed Light（牝 Red Ransom）不出走。産駒

スカーレティニ Scarletini（牝 Bernardini）豪３勝，ＷＡＴＣウエスタン
オーストラリアン オークス-G3４着。エンジェル オブトゥルー
ス Angel Of Truth（騸 *アニマルキングダム：ＡＴＣダービー
-G1，ＡＴＣタラックＳ-G2）の母

三代母マルガレーゼン Margarethen（62 Tulyar）北米16勝，マーゲイトＨ。トリリヨン
Trillion（ガネー賞-G1）の母，トリプティク Triptych（チャンピオンＳ-G1），
*ジェネラス Generous（英ダービー-G1）の祖母

【競走成績】中央入着，２着２回，岩手�８勝，２着４回［収得賞金 \12,007,000］

【繁殖成績】
2019 （牡 栗タニノギムレット）
20 （牝 青鹿リーチザクラウン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 765
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ニシノキララコ

厩舎番号№166 ニシノキララコ Nishino Kirarako

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2014年生
（６歳）
黒鹿毛
（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

*エンドスウィープ
Broom Danceアドマイヤムーン

�
�
*サンデーサイレンスマイケイティーズ鹿 2003 *ケイティーズファースト

�
�
�

シルヴァー デピュティ �
�
Deputy Minister

Silver Deputy
Silver Valley

*ピュアーフレーム
�
�
A. P. Indy

*スロットル黒鹿 2004 Magical Maiden（12）

【ネロを受胎（販売申込時）最終種付５月20日】

父アドマイヤムーンは早来産，年度代表馬，中央・UAE10勝，ドバイデューティフリー
-G1，ジャパンＣ-G1，宝塚記念-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ロールオブサンダー（京都２歳
Ｓ-G3３着），ムスコローソ（クロッカスＳ-L３着），ファルヴォーレ（新潟２歳Ｓ-G3４着），
ハトホル（フェアリーＳ-G3４着），エイコーン（東京大賞典-G1５着），ジャストナウ（京都２
歳Ｓ-G3５着）。父として，ファインニードル（スプリンターズＳ-G1）を出す

母 *ピュアーフレーム（04 Silver Deputy）米国産，２勝，南関東�入着，東京プリンセス
賞３着，関東オークス-JPN2５着，ロジータ記念５着。産駒

ニシノジャーニー（牡 青鹿ドリームジャーニー）３勝，石和特別，ベゴニア賞，兵庫�
１勝，�

ラルムドレザン（牡 鹿スペシャルウィーク）南関東�４勝
モズアンジェラ（牝 鹿 ハーツクライ）東海�２勝，�
プリティーキッズ（牝 鹿リーチザクラウン）岩手�１勝

祖母 *スロットル Throttle（96 A. P. Indy）米国産，不出走。産駒
タイセイマジック（騸ダイワメジャー）１勝，岩手�３勝
*ネオウイング（牡 Silver Deputy）１勝

三代母マジカル メイドン Magical Maiden（89 Lord Avie）北米８勝，ハリウッドスター
レットＳ-G1，ラスヴィルヘネスＳ-G1，チューラヴィスタＨ-G2，リンダヴィスタＢ
ＣＨ-G3，Louis R. Rowan H-L，Fantastic Girl H-L，サンタアニタオークス
-G1２着，プリンセスＳ-G2２着，ベイメドウズオークス-G3２着，ランチョベル
ナルドＢＣＨ-G3２着，ＢＣディスタフ-G1３着。産駒

ミスフーディーニ Miss Houdini：北米２勝，デルマーデビュータントＳ-G1。産駒
シー シー Ce Ce：北米４勝，アップル ブラッサムＨ-G1，ビホルダーマイルＳ

-G1，クレメントＬ.ハーシュＳ-G1３着，サンタマリアＳ-G2３着
パパ クレム Papa Clem：北米３勝，アーカンソーダービー-G2，サンフェルナ

ンドＳ-G2，ルイジアナダービー-G2２着。種牡馬
マジカルヴィクトリー Magical Victory：北米１勝，E. B. Johnston S３着。ホ

ットスプリングズ Hot Springs（カマンウェルスターフＳ-G3）の母
マママキシーン Mama Maxine：不出走。レディ インタグリオ Ready Inta-

glio（加ダービー-G3）の母
ミスブリックヤードMiss Brickyard：北米１勝。産駒

ムーヴィスタ Moviesta：英愛７勝，キングジョージＳ-G2，同３着，ルネッサン
スＳ-G3，仏入着，アベイユドロンシャン賞-G1３着

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \5,000,000］

【繁殖成績】
2019 （牝 黒鹿カレンブラックヒル）
20 （牡 鹿カレンブラックヒル）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 766
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 エイシンダーラ

厩舎番号№167 エイシンダーラ A Shin Dhara

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（22）0432（飼養者＝栄進牧場）

2012年生
（８歳）
鹿毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスエイシンサンディ エイシンウイザードエイシンテンダー

�
�
Time for a Change

*エイシンララミー鹿 2002 Gander Crude（2）

【サトノクラウンを受胎（販売申込時）最終種付３月20日】

父キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ワグネリアン（ダービー-G1），デアリングタクト（オー
クス-G1，桜花賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念
-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），ステイフーリッシュ（京都新聞杯-G2），デニ
ムアンドルビー（フローラＳ-G2），ルフトシュトローム（ニュージーランドＴ-G2）

母エイシンテンダー（02 エイシンサンディ）３勝，チューリップ賞-JPN3（芝1600ｍ），菜の
花賞-OP（芝1200ｍ），オークス-JPN1４着。産駒

ミントグリーン（牝 鹿 *エイシンアポロン）入着，兵庫�１勝，�
エイシンドルチェ（牝 鹿エイシンデピュティ）兵庫�２勝，高知�９勝
エイシンクウカイ（牡 鹿ジャングルポケット）石川�11勝，�
エイシンアーシラト（牝 鹿エピファネイア），兵庫�１勝，�

祖母 *エイシンララミー（92 Time for a Change）米国産，不出走。産駒
エイシンアイノウタ（牝 *サンデーサイレンス）１勝。産駒

マイネルシーガル（牡 *ゼンノエルシド）４勝，富士Ｓ-G3，いちょうＳ-L，ジュ
ニアＣ-OP，スプリングＳ-JPN2２着，京成杯オータムＨ-G3３着

エイシンアモーレ（牝 *エイシンワシントン）２勝，フェニックス賞-OP，フィリーズレ
ビュー-JPN2３着，紅梅Ｓ-OP３着，阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1
４着，小倉２歳Ｓ-JPN3５着

エーシンアガペー（牝 *ロージズインメイ）東海・広島・兵庫�９勝，摂津盃，福
山牝馬特別，マイル争覇，兵庫大賞典２着，姫山菊花賞２着，兵庫
サマークイーン賞２着，中央１勝

エイシンベリンダ（牝 *エルコンドルパサー）１勝。産駒
ウインオベロン（牡カネヒキリ）入着，兵庫�７勝，東海�１勝，オータムＣ，名

港盃２着，摂津盃４着
三代母ガンダークルード Gander Crude（76 Quack）不出走。産駒
ライトクルード Light Crude：北米４勝，In Memoriam S-L，Don Leon S-L
スポットライトギャル Spotlight Gal：北米７勝。産駒
ラヴ アニタ Love Anita：不出走。ブラヴォ サペロ Bravo Sapello（George

Maloof Futurity）の祖母
四代母グレイオイル Grey Oil（59 Oil Capitol）北米３勝。産駒

デルタオイル Delta Oil：北米13勝，Preview S，Phoenix H。種牡馬

【競走成績】中央入着，３着２回，南関東�入着，兵庫�２勝，２着２回
［収得賞金 \4,810,500］

【繁殖成績】
2019 （牡 芦エイシンヒカリ）
20 （牝 鹿リアルスティール）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 767
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 ブルーレイ

厩舎番号№168 ブルーレイ Blue Ray

新冠橋本牧場＝新冠町東泊津 ℡090（9529）0955

2006年生
（14歳）
鹿毛

（白老産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Mr. Prospector

*フォーティナイナー
File

*トワイニング コートリー ディー �
�
Never Bend

Courtly Dee栗 1991 Tulle

�
�
�

�
�
*パーソロンシンボリルドルフ スイートルナブルーサヴァンナ

�
�
*モガミメジロマーリン鹿 1996 メジロヒリュウ（9）

*アマゾンウォリアー系

【ヴィクトワールピサを受胎（販売申込時）最終種付５月14日】

父*トワイニング Twining は米国産，北米５勝，ピーターパンＳ-G2，ウィザーズＳ-G2。
主な産駒（ＢＭＳ）：アリーナエルヴィラ（フォールズシティＨ-G2），メテオール（ラホヤＨ
-G2），ヘイロースティーヴン（ブリティッシュコロンビアダービー-G3），サーマル カレント
（ＭＶＲＣテルストラフォーンワーズＳ-G3），カジノダンサー（ＡＴＣアングストＳ-G3），
アイラブリリ（淀短距離Ｓ-L）。父として，ノンコノユメ（フェブラリーＳ-G1）を出す

母ブルーサヴァンナ（96 シンボリルドルフ）１勝。産駒
ブルートルネード（牡 鹿 *ジェイドロバリー）５勝，むらさき賞，石清水Ｓ，鹿野山特

別，函館記念-JPN3２着，巴賞-L２着，同３着，日経賞-JPN2３着，札幌
記念-JPN2４着，金鯱賞-JPN2４着

ハネダテンシ（牝 鹿フジキセキ）３勝，フラワーＣ-JPN3４着
祖母メジロマーリン（84 *モガミ）３戦，入着。産駒

メジロランバダ（牝 *テリオス）６勝，日経新春杯-JPN2，中山牝馬Ｓ-JPN3，オリオ
ンＳ，ゴールデンブーツＴ，南関東�入着，エンプレス杯-JPN2２着

ボヘミアンチェリー（牝メジロティターン）３勝，菜の花Ｓ-OP２着
メジロベッサン（牝 *クリスタルパレス）不出走。産駒

バンフレッシュ（牝 サクラチトセオー）岩手�４勝，日高賞
三代母メジロヒリュウ（72 *ネヴァービート）４勝，かんなづき賞，府中特別，障１勝。産駒

メジロラモーヌ：最優秀２歳牝馬，最優秀３歳牝馬，９勝，オークス-JPN1，桜花賞
-JPN1，エリザベス女王杯-JPN1，ローズＳ-JPN2。産駒

メジロリベーラ：１戦。フィールドルージュ（川崎記念-JPN1，ジャパンＣダート
-G1２着）の祖母，コウソクストレート（ファルコンＳ-G3）の三代母

メジロルバート：入着。グローリーヴェイズ（香港ヴァーズ-G1）の祖母
メジロアルダン：４勝，高松宮杯-JPN2，ダービー-JPN1２着。種牡馬

【競走成績】中央入着，３着１回［収得賞金 \2,550,000］

【繁殖成績】
2011 サダムアリガトウ（牝 鹿フジキセキ）入着
12 ウェーブランチャン（牝 青鹿 ネオユニヴァース）入着
13 ウェーブヒーロー（牡 鹿ヴィクトワールピサ）４勝，�
14 ゴールドファング（牡 鹿 *キンシャサノキセキ）北海道�１勝
15 ラヴベローナ（牝 鹿ヴィクトワールピサ）１勝，３歳未勝利（新潟・芝2000ｍ，レコ

ード），�
16 サダムラポール（牝 鹿ゴールドアリュール）東海�１勝，�
17 プラチナスター（牝 栗ゴールドシップ）北海道�１勝，�
18 ナイトアルニラム（牡 鹿ブラックタイド）２戦，�
19 不受胎（ヴィクトワールピサ）
20 （牡 鹿ロジユニヴァース）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 768



169 2020ジェイエス繁殖セール T0173‐08

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 サクヤヒメ

厩舎番号№169 サクヤヒメSakuyahime

ニットー商事＝福島県福島市 ℡090（8707）5308（飼養者＝大狩部牧場）

2012年生
（８歳）
鹿毛

（登別産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Lyphard

*ダンシングブレーヴ
Navajo Princess

*ホワイトマズル フェアオブ ザファーズ �
�
Ela-Mana-Mou

Fair of the Furze鹿 1990 Autocratic

�
�
�

�
�
Kris S.

*シンボリクリスエス
Tee Kayアイムソーラッキー

�
�
Antheus

*スマラ鹿 2006 Small Partie（2）

【カレンブラックヒルを受胎（販売申込時）最終種付６月２日】

父*ホワイトマズル White Muzzle は英国産，伊３歳チャンピオン，英伊仏６勝，伊ダー
ビー-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：スマートレイアー（京都大賞典-G2，阪神牝馬Ｓ-G2），カツ
ジ（ニュージーランドＴ-G2），プラチナムバレット（京都新聞杯-G2），アスカリーブル（関東
オークス-JPN2），ミッキーグローリー（関屋記念-G3），ブレイキングドーン（ラジオＮＩＫＫ
ＥＩ賞-G3），センチュリオン（マーチＳ-G3），トーセンベニザクラ（フェアリーＳ-G3）

母アイムソーラッキー（06 *シンボリクリスエス）不出走。産駒
ブラックシェンロン（騸 鹿 サムライハート）１勝
クリスフォンテン（騸 黒鹿リンカーン）入着，南関東�８勝
コウメチャン（牝 鹿アサクサキングス）佐賀�１勝

祖母 *スマラ Smala（93 Antheus）仏国産，仏１勝。産駒
*チチカステナンゴ Chichicastenango（牡 Smadoun）仏４勝，パリ大賞典-G1，リュ

パン賞-G1，トーマスブライアン賞-G3，仏ダービー-G1２着，ニエル賞-G2
３着，グレフュール賞-G2３着，ジャックルマロワ賞-G1４着。種牡馬

スマラ ティカ Smala Tica（牝 Loup Solitaire）仏４勝，Prix Urban Sea -L，
Grand Prix de Lyon-L。産駒

チカドリーム Chika Dream（騸 Danehill Dancer）仏12勝，Prix du Point
du Jour-L，Grand Prix Anjou Bretagne-L２着

ランペイア（牝アグネスタキオン）４勝，北大路特別，西海賞。産駒
マサハヤドリーム（騸メイショウサムソン）６勝，福島テレビオープン-OP，博多

Ｓ，玄海特別，三年坂特別，アルメリア賞，米子Ｓ-L３着，小倉大賞
典-G3５着，障１勝，�

ミッキーミラクル（牡 *シンボリクリスエス）３勝，マレーシアＣ，陣馬特別，岩手�１
勝

スマッシュスマイル（騸 ゼンノロブロイ）１勝
デルマゴクウ（牡フジキセキ）岩手�２勝

三代母スモール パーティー Small Partie（88 Fabulous Dancer）不出走。産駒
シヴィルコーツ Civil Courts：仏７勝，Le Vase d'Argent-L２着
ベルアリシア Belle Alicia：仏１勝。産駒

ホーリー ダズル Holy Dazzle：仏２勝，アンプルダンス賞-G3２着，ミエスク賞
-G3３着，Prix Herod-L３着，Prix des Lilas-L３着。産駒

ローマン キャンドル Roman Candle：仏２勝，グレフュール賞-G2，ギヨー
ムドルナーノ賞-G2２着，ラフォルス賞-G3３着

【競走成績】中央６戦，石川�６勝，２着２回，３着３回［収得賞金 \1,436,000］

【繁殖成績】
2019 （牝 鹿イスラボニータ）
20 （牡 鹿コパノリッキー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 769



170 2020ジェイエス繁殖セール T0157‐36

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 スピーナ

厩舎番号№170 スピーナ Spina

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2016年生
（４歳）
青鹿毛
（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellハーツクライ

�
�
*トニービンアイリッシュダンス鹿 2001 *ビューパーダンス

�
�
�

スペイツタウン �
�
Gone West

Speightstown
Silken Cat

*ローズキャサリン グレイトプレインズレイディ �
�
Peaks and Valleys

Great Plains Lady青鹿 2007 Frans Lass（2）

【ラブリーデイを受胎（販売申込時）最終種付３月９日】

父ハーツクライは千歳産，最優秀古牡馬，中央・UAE５勝，ドバイシーマクラシック-G1，
有馬記念-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1），トロワ
ゼトワル（京成杯オータムＨ-G3２回），ケイデンスコール（新潟２歳Ｓ-G3），ヴァルディゼ
ール（シンザン記念-G3），シーズララバイ（フラワーＣ-G3２着）。父として，リスグラシュー
（有馬記念-G1），ワンアンドオンリー（ダービー-G1）を出す

母 *ローズキャサリン Rose Catherine（07 Speightstown）米国産，北米７勝，Turf
Amazon H-L（芝５Ｆ），Mongo Queen S-L（芝5.5Ｆ），Lena Spencer S（芝5.
5Ｆ），Sweet Life S（芝6.5Ｆ），Nonsuch Bay S（芝６Ｆ），Breeders' Cup
Juvenile Fillies Turf-L２着，アパラチアンＳ-G3３着，Caress S３着，The
Very One S３着。産駒

エルタレントEl Talento（騸 Big Brown）北米１勝
祖母グレイトプレインズレイディGreat Plains Lady（98 Peaks and Valleys）不出走。

産駒
レイディトラッフルズ Lady Truffles（牝 Candi's Gold）北米１勝，California

Cup Juvenile Fillies S，Cover Gal S２着。産駒
ワイルドトラッフルズ Wild Truffles（牝 Offlee Wild）北米１勝，デル マーデ

ビュータントＳ-G1４着
トラッフルズフロムヘヴン Trufflesfromheaven（牝 You and I）北米２勝。産駒

ボーン イン ア ブリーズ Born in a Breeze（牡 Leonnatus Anteas）北米９
勝，Spangled Jimmy H，Vice Regent S，Journal H２着（２回），Sir
Barton S２着，Steady Growth S２着，Bunty Lawless S３着

三代母フランズ ラス Frans Lass（90 Shanekite）北米３勝，Jan Jessie S-L，Calif-
ornia Breeders' Champion S，La Habra S-L３着，CTBA Marian S３着，
Miss California S３着。産駒

フレンチラス French Lass：北米３勝，Bayou City S２着，Miss Houston S３着
ジャンナ Janna：北米１勝。産駒

ジャンナズ プライド Jannas Pride：北米６勝，New Mexico Eddy County
S，Red Hedeman Mile S

ジャンナズゴールド Janna's Gold：北米４勝，Sierra Starlet H２着，Carlos
Salazar S２着，La Coneja H３着，Carlos Salazar New Mexico
Bred S３着

クレイトンズラスClayton's Lass：北米３勝。産駒
ベアアトラスト Bear At Last：北米７勝，Wando S３着，Kingarvie S３着

【競走成績】中央２戦

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 770



171 2020ジェイエス繁殖セール T0623‐22

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ボルドグザグ

厩舎番号№171 *ボルドグザグ Boldogsag（FR）

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2009年生
（11歳）
芦毛

（仏国産）

�
�
�
�

レイマン �
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Well

Layman
�
�
Nureyev

*ライール栗 2002 Alydaress

ベルガウッド �
�
�

ウッドマン �
�
Mr. Prospector

Woodman *プレイメイト
Belga Wood マダムベルガ �

�
Al Nasr

Madame Belga芦 1996 Belga（16）

【*ハービンジャーを種付けして不受胎（販売申込時）】

父レイマン Layman は米国産，英仏３勝，ソヴリンＳ-G3，カブール賞-G3，モルニ賞-G1
２着，ジェンリュックラガルデール賞-G1３着。主な産駒（ＢＭＳ）：キング バブル（Prix
Delahante-L）。父として，*ボルドグザグ（レゼルヴワール賞-G3），ガマルト（セーネワーズ
賞-G3２回），メアリーポップ（アレフランス賞-G3），グレイムーン（カルロスバルデスイス
キエルド賞-G3），ハクナマタタ（コテーホデ ポトリリョス-G3）を出す

母ベルガウッド Belga Wood（96 Woodman）北米入着。産駒
*ボルドグザグ（牝 芦 Layman）本馬
ミナルーシュMinnaloushe（牝 Black Minnaloushe）仏３勝。産駒

ミチョウカ Mitchouka（騸 Creachadoir）仏３勝，Prix Omnium II-L３着，愛
障５勝

ボストンベルガ Boston Belga（牝 *ボストンハーバー）北米７勝
バラトム Baratom（騸 Beaudelaire）仏６勝
ミスベルガ バウンドMiss Belga Bound（牝 Boundary）北米４勝
ベラルガスBelargus（騸 Authorized）仏２勝，英障１勝

祖母マダムベルガ Madame Belga（90 Al Nasr）不出走。産駒
カースンシティマダム Carson City Madame（牝 Carson City）北米５勝

三代母ベルガ Belga（68 Le Fabuleux）仏１勝。産駒
ラン アンド デリヴァー Run and Deliver：ペルー３勝，エルネストアユロパルド

賞-G1，Premio Almirante Petit Thouars-L。種牡馬
*ベルマン Bellman：仏４勝，ユジェーヌアダム賞-G2，リス賞-G3。種牡馬
*ベリファ Bellypha：仏６勝，ジョンシェール賞-G3，クインシー賞-G3。種牡馬
ブリヤント Brillante：仏２勝，Prix de la Seine-L，ロワイヨモン賞-G3２着。ナチュ

ラルナイン（札幌日経オープン-L）の祖母
*ブランシュレイン Blanche Reine：仏１勝。バルロイ Balleroy（ギシュ賞-G3）の母，

ブランディス（最優秀障害馬，中山大障害，中山グランドジャンプ）の祖
母，シャトーブランシュ（マーメイドＳ-G3）の三代母

【競走成績】仏３勝，レゼルヴワール賞-G3（芝1600ｍ）［収得賞金 €69,000］

【繁殖成績】
2013 アルファヴィル（牡 芦 *キングズベスト）平障15戦
14 コンボルド（牡 芦 *コンデュイット）１勝
15 ザグマシンガン（牡 芦キングカメハメハ）南関東�入着
16 マサハヤブリュッヘ（牡 芦 *ワークフォース）入着，兵庫�１勝，�
17 ナリタアレス（牡 黒鹿エピファネイア）入着
18 生後直死（モーリス）
19 （牡 栗スクリーンヒーロー）
20 （牝 芦エイシンフラッシュ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 771



172 2020ジェイエス繁殖セール T0227‐51

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ユメノキラメキ

厩舎番号№172 ユメノキラメキ Yumeno Kirameki

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2007年生
（13歳）
栗毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

デヴィルヒズ デュー �
�
Devil's Bag

Devil His Due
Plenty O'Toole

*ロージズインメイ テルアシークレット �
�
Speak John

Tell a Secret青鹿 2000 Secret Retreat

�
�
�

�
�
アンバーシャダイメジロライアン メジロチェイサーツァリーヌ

�
�
Pleasant Colonyランフォアロージス栗 1998 *ロージズフォアママ（3）

【イスラボニータを受胎（販売申込時）最終種付４月８日】

父*ロージズインメイRoses in May は米国産，北米・UAE８勝，ドバイワールドＣ-G1，
ホイットニーＨ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：マイネルグリット（小倉２歳Ｓ-G3），ユーバーレー
ベン（札幌２歳Ｓ-G3２着），マイネルファンロン（函館記念-G3２着），マイネルフラップ
（シンザン記念-G3２着），スリリングドリーム（コスモス賞-OP３着）。父として，ドリームバレ
ンチノ（ＪＢＣスプリント-JPN1），コスモオオゾラ（弥生賞-G2）を出す

母ツァリーヌ（98 メジロライアン）２勝，呉竹賞（Ｄ1800ｍ）。産駒
アウトクラトール（牡 鹿 サクラバクシンオー）７勝，福島民友Ｃ-L，ＮＳＴ賞-L，

同３着，河原町Ｓ，越後Ｓ，フルーツラインＣ，カペラＳ-G3４着
祖母ランフォアロージス（86 Pleasant Colony）３勝。産駒
マルカベンチャー（牡フジキセキ）５勝，京都オータムプレミアム，なにわＳ，室町Ｓ

-OP２着，同３着，天保山Ｓ-OP２着，ポラリスＳ-OP２着，エスペランサ
Ｓ-OP２着，欅Ｓ-L３着，天王山Ｓ-OP３着（２回），カペラＳ-G3５着，
南関東�入着，東京盃-JPN2３着，東海�１勝，名港盃３着

タヤスエトワール（牡 *ジェイドロバリー）３勝，甲斐路特別，春待月Ｓ-OP２着，東
海・北海道�２勝，ブリーダーズゴールドＣ-JPN2３着

ワインアンドローズ（牝 *ジャッジアンジェルーチ）５勝，小倉山特別。産駒
グレープブランデー（騸マンハッタンカフェ）中央・南関東�７勝，フェブラリー

Ｓ-G1，同４着，ジャパンダートダービー-JPN1，東海Ｓ-G2，阿蘇Ｓ
-OP，いぶき賞-OP，エルムＳ-G3２着，ユニコーンＳ-G3２着，東京ス
プリント-JPN3２着，同４着，すみれＳ-OP２着，武蔵野Ｓ-G3３着，
同５着，根岸Ｓ-G3３着，シリウスＳ-G3３着，ジャパンＣダート-G1
５着，日本テレビ盃-JPN2５着，プロキオンＳ-G3５着（２回），岩手
�入着，マイルチャンピオンシップ南部杯-JPN1４着

グッドチョイス（牝 *フレンチデピュティ）２勝。産駒
ショワドゥロワ（牡マンハッタンカフェ）２勝，芙蓉Ｓ-L３着，�

三代母 *ロージズフォアママ Roses for Mama（76 Full Pocket）米国産，北米８勝，
Chou Croute H，Linda S２着，Rockinghorse Juvenile S２着

【競走成績】中央４勝，ファンタジーＳ-JPN3５着，２着１回，３着４回
［収得賞金 \69,700,000］

【繁殖成績】
2015 ユメノイタダキ（騸 青鹿マンハッタンカフェ）入着，東海�１勝
16 種付せず
17 不受胎（ゴールドアリュール）
18 ユメノシラベ（牝 栗ゴールドアリュール）未出走
19 流産（ストロングリターン）
20 （牝 青レッドファルクス）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 772
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ファイヤーアラーム

厩舎番号№173 ファイヤーアラーム Fire Alarm

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2016年生
（４歳）
栗毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*ダンシングブレーヴ

*ホワイトマズル
Fair of the Furzeアサクサキングス

�
�
*サンデーサイレンスクルーピアスター鹿 2004 *クルーピアレディー

�
�
�

ルイカトルズ �
�
Sovereign Dancer

Louis Quatorze
On to Royalty

*ブッシュファイヤー トラキトラキ �
�
Mo Power

Traki Traki鹿 2003 Ride the Rainbow（5）

【レッドファルクスを受胎（販売申込時）最終種付４月３日】

父アサクサキングスは千歳産，最優秀３歳牡馬，６勝，菊花賞-JPN1，阪神大賞典-G2，
同４着，京都記念-G2，きさらぎ賞-JPN3，ダービー-JPN1２着，神戸新聞杯-JPN2２着，
天皇賞�-G1３着，大阪杯-G2３着，宝塚記念-G1５着。父として，バンローズキングス
（兵庫・兵庫ダービー，兵庫チャンピオンシップ-JPN2３着），キーグラウンド（名古屋大賞
典-JPN3３着），ハッシュゴーゴー（知多特別），アゼツライト（兵庫・菊水賞）を出す

母 *ブッシュファイヤー Bushfire（03 Louis Quatorze）米国産，北米６勝，アシュランド
Ｓ-G1（Ｄ8.5Ｆ），エイコーンＳ-G1（Ｄ８Ｆ），マザーグースＳ-G1（Ｄ９Ｆ），
Florida Oaks-L（Ｄ8.5Ｆ）。産駒

ファイアマーシャル（牝 鹿ディープインパクト）１勝
祖母トラキトラキ Traki Traki（87 Mo Power）北米６勝，Old Hat S。産駒
フロスティーズ ガール Frosty's Girl（牝 Frosty the Snowman）北米８勝，Co-

lumbus Day S，Gardenia Breeders' Cup S２着，Rosemont S２着，Mi-
ramar S２着，Boca Raton S-L３着，Blessing Angelica S３着，Marica
S３着

マラカイボ Maracaibo（牡 Skip Trial）北米12勝，Charles Staats Memorial S，
Kelso S-L３着

フロスティーズ オントラック Frosty's On Track（牝 Frosty the Snowman）北
米６勝，Helena S，Pennsylvania Oaks-L２着，Just Smashing S２着

ステイオントラックStay On Track（牝 Closing Argument）不出走。産駒
カレンズ シルク Karen's Silk（牝 High Cotton）北米３勝，Marshua S

ルックスライクママ Lookslikemomma（牝 Mugatea）北米１勝。産駒
ラシアンママ Russian Momma（牡 Absent Russian）北米６勝，Wadsworth

Memorial H３着
ルッキング ベター Looking Better（牝 Vicksburg）不出走。産駒

ルッキンフォーザシークレット Lookinforthesecret（牡 Cimarron Sec-
ret）北米18勝，Bob Umphrey Turf Sprint Championship H
-L，Pelican S，Turf Dash S（２回），Super S，Honor the Hero
Turf Express S（２回），Minnesota H. B. P. A. Sprint S，Hi-
lton Garden Inn Sprint S２着（２回）。種牡馬

ベストウエスターナー Best Westerner（騸 Cimarron Secret）北米６
勝，Derby Trial S３着

三代母ライドザレインボウ Ride the Rainbow（81 True Colors）北米２勝。産駒
ミラーマックMiller Mac：北米３勝

【競走成績】南関東�２勝［収得賞金 \4,444,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 773



174 2020ジェイエス繁殖セール T0301‐12

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 ストーリーテリング

厩舎番号№174 ストーリーテリング Storytelling

日進牧場＝浦河町西幌別 ℡0146（28）1159

2005年生
（15歳）
鹿毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Danzig

*デインヒル
Razyana

*デザートキング サバー �
�
Nureyev

Sabaah鹿 1994 Dish Dash

�
�
�

プライヴェイトアカウント �
�
Damascus

Private Account
Numbered Account

*ノーテリング マイヒロイン �
�
Majestic Light

My Heroine鹿 1995 Queen of the Stage（5）

【*アジアエクスプレスを受胎（販売申込時）最終種付５月22日】

父*デザートキング Desert King は愛国産，愛５勝，愛ダービー-G1，愛2000ギニー
-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：キューガーデンズ（英セントレジャー-G1，パリ大賞典-G1），イー
グルフォールズ（ＭＲＣオークリープレート-G1），マンゴディーヴァ（キルボーイエステイ
トＳ-G2），ボッカバシアタ（キルボーイエステイトＳ-G2），スノウ（マンカスター オークス
-G3），サワーニー（リゾランジ賞-G3），*トピカⅡ（ミエスク賞-G3）を出す

母 *ノーテリング No Telling（95 Private Account）米国産，北米１勝。産駒
ストーリーテリング（牝 鹿 *デザートキング）本馬
ナイトレイダー（騸 鹿 *マリエンバード）２勝，石川�２勝
エレガントスピーチ（牝 黒鹿 *ヴィクトリースピーチ）１勝，南関東�２勝
ノーヴァーチャル（牡 黒鹿キングヘイロー）１勝
エーピーエデン（牡 栗 Silver Hawk）北関東�１勝

祖母マイヒロイン My Heroine（84 Majestic Light）北米４勝。産駒
ロマンティックイヴニング Romantic Evening（牡 Seeking the Gold）北米２勝。種

牡馬
三代母クイーン オブ ザ ステイジ Queen of the Stage（65 Bold Ruler）米２歳牝馬

チャンピオン，北米９勝，フリゼットＳ，メイトロンＳ，ソロリティＳ，スピナウェイＳ，
Astoria S，インタボローＨ２着。産駒

ハープレロガティヴ Her Prerogative：北米１勝。ファビュラス タイム Fabulous
Time（マンハッタンＨ-G2）の母，インクレディブル ブルーズ Incred-
ible Blues（Ellis Park Debutante S-L，ボニーミスＳ-G2３着）の祖母

センターオブステイジ Center of Stage：北米１勝。ハッティーズバーグ Hatties-
burg（アザリアＢＣＳ-G3，ヒュマナディスタフＨ-G1３着）の祖母

サラベルナール Sarah Bernhardt：不出走。リファーズ リッジ Lyphard's Ridge
（ボードオブガヴァナーズＨ-G3，アークラテクスＨ-G3）の祖母

【競走成績】中央４勝，高瀬川Ｓ（Ｄ1400ｍ），２着２回，南関東�入着，マリーンＣ
-JPN3２着，２着１回［収得賞金 \64,149,000］

【繁殖成績】
2012 ミステリーノベル（牝 鹿 *タイキシャトル）北海道・東海�入着
13 ショットガンニング（牡 鹿 *サウスヴィグラス）１戦
14 アスターストーリー（牝 鹿ゴールドアリュール）２勝，�
15 チャーミングボイス（牝 鹿ゴールドアリュール）石川�２勝，南関東�３勝
16 ジュディス（牝 鹿 ゼンノロブロイ）東海�４勝，�
17 流産（スマートファルコン）
18 （牡 青鹿 *ダノンレジェンド）
19 流産（*マジェスティックウォリアー）
20 （牡 鹿 *ダンカーク）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 774



175 2020ジェイエス繁殖セール T0567‐12

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ナイアード

厩舎番号№175 ナイアード Naiade

日進牧場＝浦河町西幌別 ℡0146（28）1159

2006年生
（14歳）
黒鹿毛
（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

ワイルドアゲイン �
�
Icecapade

Wild Again
Bushel-n-Peck

*ワイルドラッシュ ローズ パーク �
�
Plugged Nickle

Rose Park鹿 1994 Hardship

�
�
�

�
�
Danzig

*デインヒル
Razyanaシャドウスプリング

�
�
Cutlass

*アピーリングラス鹿 1997 Appealing Taste（14）

【種付せず】

父*ワイルドラッシュWild Rush は米国産，北米８勝，メトロポリタンＨ-G1，カーターＨ
-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：オナーエーピー（サンタアニタダービー-G1），ドリーミング オ
ブ ジュリア（フリゼットＳ-G1），スリーピーアイズトッド（チャールズ タウン クラシックＳ
-G2），ドリームポリーン（シュガースワールＳ-G3），ワイルドキャットマリー（ウィムジカルＳ
-G3），ディオスコリダー（カペラＳ-G3），ヒラボクラターシュ（佐賀記念-JPN3）

母シャドウスプリング（97 *デインヒル）３勝，若水賞（芝1200ｍ），芦ノ湖特別（芝1400
ｍ）。産駒

マリエンベルク（牡 栗 *マリエンバード）２勝，山国川特別
ハンターワディ（牡 鹿 *バゴ）２勝，高知�３勝
ハナカゲ（牝 栗 サクラプレジデント）１勝
メイショウホノボノ（牝 鹿メイショウサムソン）入着。産駒

オルクリスト（牡トゥザグローリー）２勝，�
祖母 *アピーリングラス Appealing Lass（89 Cutlass）米国産，北米５勝。産駒
アドオンクラウン（牡タマモクロス）２勝
メイショウガマダス（牡 *シアトルダンサーⅡ）２勝
ブイヘネシー（牡 *ヘネシー）１勝，兵庫�３勝
リリカルヴァース（牝 *マリエンバード）１勝

三代母アピーリング テイストAppealing Taste（84 Valid Appeal）不出走。産駒
アリソン Alison：北米４勝

四代母アウトトゥランチ Out to Lunch（71 Hawaii）北米３勝，Millbrae S，サンタス
ザナＳ-G2２着，Fantasy S２着，San Mateo S２着。産駒

バック アトトゥー Back At Two：北米８勝，Las Flores H，Santa Ysabel S，アノ
アキアＳ-G3２着，レイルバードＳ-G3３着。産駒

エレガンツカ Elegantka：不出走。エレガント アル Elegant Al（プレミアズＨ
-G2，ホースチェスナット1600-G1２着），キャサリナレイディ Cath-
erina Lady（スリートロイカスＳ-G3）の母

【競走成績】中央５勝，桂川Ｓ（芝1200ｍ），邁進特別（芝1000ｍ），京阪杯-G3４着，２
着１回，３着１回［収得賞金 \70,012,000］

【繁殖成績】
2014 フォレルスケット（牝 鹿 *キンシャサノキセキ）入着，佐賀�４勝
15 ケイアイマスクラ（牡 鹿ディープブリランテ）東海�６勝，�
16 マーニ（牡 黒鹿アドマイヤムーン）１勝，障１勝，�
17 メイショウハルカス（牡 黒鹿ジャスタウェイ）７戦
18 ドリアード（牝 青鹿キズナ）未出走
19 （牝 鹿ビッグアーサー）
20 種付せず

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 775



176 2020ジェイエス繁殖セール T0287‐58

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ヴェイルドクリス

厩舎番号№176 ヴェイルドクリス Veiled Chris

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2005年生
（15歳）
青鹿毛
（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

クリスエス �
�
Roberto

Kris S.
Sharp Queen

*シンボリクリスエス ティーケイ �
�
Gold Meridian

Tee Kay黒鹿 1999 Tri Argo

�
�
�

�
�
*ダンシングブレーヴ

*ホワイトマズル
Fair of the Furzeビハインドザマスク

�
�
Mr. Prospector

*ヴァインゴールド鹿 1996 Chancy Dance（4）

【トーセンラーを受胎（販売申込時）最終種付６月８日】

父*シンボリクリスエスは米国産，年度代表馬（２回），８勝，有馬記念-JPN1（２回）。主
な産駒（ＢＭＳ）：レイデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），オーソリティ（青葉賞-G2），
アドミラブル（青葉賞-G2），シングウィズジョイ（フローラＳ-G2），ミスパンテール（阪神牝
馬Ｓ-G2），クイーンマンボ（レディスプレリュード-JPN2），レイエンダ（エプソムＣ-G3），アル
クトス（プロキオンＳ-G3），ローズプリンスダム（レパードＳ-G3）

母ビハインドザマスク（96 *ホワイトマズル）10勝，スワンＳ-JPN2（芝1400ｍ），セントウ
ルＳ-JPN3（芝1200ｍ），京都牝馬Ｓ-JPN3（芝1600ｍ），都大路Ｓ-OP（芝1600
ｍ），北九州短距離Ｓ-OP（芝1200ｍ），小倉日経オープン-OP（芝1200ｍ），スト
ークＳ（芝1600ｍ），祇園特別（芝1200ｍ），マイルチャンピオンシップ-JPN1４
着，安田記念-JPN1５着，阪神牝馬Ｓ-JPN2５着。産駒

オメガヴェンデッタ（騸 鹿 ゼンノロブロイ）５勝，函館日刊スポーツ杯，雲雀Ｓ，阪
急杯-G3２着，スワンＳ-G2３着，京王杯スプリングＣ-G2３着，マーガレ
ットＳ-L３着，ジュニアＣ-OP３着，キーンランドＣ-G3４着

マスクトヒーロー（牡 黒鹿 ハーツクライ）北海道�２勝，中央５勝，師走Ｓ-OP，北
総Ｓ，多摩川特別，ポルックスＳ-OP２着，マーチＳ-G3３着

シュガーヴァイン（牝 鹿アグネスタキオン）３勝，紫川特別，巌流島特別
アメーリア（牝 青鹿スペシャルウィーク）入着，東海�２勝。産駒

サンライズソア（牡 *シンボリクリスエス）中央・東海�５勝，平安Ｓ-G3，同５
着，名古屋大賞典-JPN3，青竜Ｓ-OP，樅の木賞，武蔵野Ｓ-G3２
着，仁川Ｓ-L２着，チャンピオンズＣ-G1３着，ＪＢＣクラシック
-JPN1３着，シリウスＳ-G3３着，ユニコーンＳ-G3３着，ブラジルＣ
-L３着，ラジオ日本賞-OP３着，南関東�入着，ジャパンダートダービ
ー-JPN1２着，�

祖母 *ヴァインゴールド Vain Gold（79 Mr. Prospector）米国産，ガーデニアＳ-G3。
コイウタ（牝フジキセキ：ヴィクトリアマイル-G1）の祖母

【競走成績】中央２勝，２着２回，３着１回，東海�１勝［収得賞金 \26,004,000］

【繁殖成績】
2012 ヴェイルドスケール（牡 鹿ダイワメジャー）１勝，南関東�４勝
13 流産（マンハッタンカフェ）
14 不受胎（ゼンノロブロイ）
15 ブルーブルイヤール（牡 青鹿 *タイキシャトル）５戦
16 ホウオウクリスティ（牝 黒鹿 ハーツクライ）２勝，�
17 オメガデラックス（騸 黒鹿ダイワメジャー）１勝，�
18 ウエイトジャッジ（牡 黒鹿ダイワメジャー）１戦，�
19 （牝 鹿キタサンブラック）
20 （牡 黒鹿ロゴタイプ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 776



177 2020ジェイエス繁殖セール T0287‐35

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 テイクユアチョイス

厩舎番号№177 テイクユアチョイス Take Your Choice

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2011年生
（９歳）
栗毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellゴールドアリュール

�
�
Nureyev

*ニキーヤ栗 1999 Reluctant Guest

�
�
�

クリプトクリアランス �
�
Fappiano

Cryptoclearance
Naval Orange

*トップチョイス ハーシークレット �
�
*マイニング

Her Secret鹿 2004 Rare Review（4）

【ロゴタイプを受胎（販売申込時）最終種付４月14日】

父ゴールドアリュールは追分産，最優秀ダートホース，中央・南関東・岩手�８勝，フェブ
ラリーＳ-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：オメガパフューム（東京大賞典-G1２回，帝王賞
-JPN1），ハービンマオ（関東オークス-JPN2），ツーエムマイスター（パラダイスＳ-L２着），
ブルーセレブ（南関東・東京２歳優駿牝馬），ドリュウ（ポラリスＳ-OP２着）。父として，コパ
ノリッキー（フェブラリーＳ-G1），エスポワールシチー（ジャパンＣダート-G1）を出す

母 *トップチョイス（04 Cryptoclearance）米国産，わが国で入着。産駒
マクベスバローズ（牡 黒鹿ステイゴールド）１勝
モガドール（牝 栗ヴィクトワールピサ）入着，兵庫�１勝，東海�１勝
チュウワファースト（牝 黒鹿 ハーツクライ）東海�入着，東海�４勝，�
メイクマイチョイス（牝 鹿アサクサキングス）南関東�１勝，岩手�４勝，佐賀�１

勝，�
トップオブザシーズ（牡 栗ゴールドアリュール）南関東�４勝

祖母ハーシークレットHer Secret（96 *マイニング）北米１勝。産駒
カーマンディア Carmandia（牝 *ワイルドラッシュ）北米６勝，ファーストフライトＨ

-G2，ベドーロージズＢＣＨ-G2，Kentucky Cup Juvenile Fillies S-L２
着，Thirty Flags S２着，バーバラフリッチーＨ-G2４着

ベイシティキティBaycity Kitty（牝 Victory Gallop）北米２勝
ルミノシティLuminosity（牝 Honor Grades）北米１勝

三代母レアレヴュー Rare Review（91 Groovy）北米３勝，Mata Hari Breeders' Cup
S-L２着。産駒

ミセスグリーリー Mrs. Greeley：不出走。産駒
クロージング アーギュメント Closing Argument：北米３勝，ホーリーブル

Ｓ-G3，NATC Futurity，ケンタッキー ダービー-G1２着，Delta
Jackpot S-L２着，Jack Price Juvenile S２着，ブルーグラスＳ-G1
３着，In Reality S３着。種牡馬

オーラルアーギュメントOral Argument：北米１勝。産駒
タパンシーリンクス Tupancy Links：北米３勝，Gin Talking S２着，

Hilltop S２着
四代母ロイヤルタントラム Royal Tantrum（83 Cornish Prince）北米４勝。産駒
マヴェリックウォン Maverick Won：北米10勝

【競走成績】南関東�２勝，桜花賞３着，２着５回，３着４回
［収得賞金 \23,381,000］

【繁殖成績】
2018 マサハヤサン（牝 鹿 ルーラーシップ）未出走
19 （牝 鹿 ベルシャザール）
20 不受胎（レッドファルクス）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 777



178 2020ジェイエス繁殖セール T0136‐30

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 エクストラファイン

厩舎番号№178 エクストラファイン Extra Fine

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2012年生
（８歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

クリスエス �
�
Roberto

Kris S.
Sharp Queen

*シンボリクリスエス ティーケイ �
�
Gold Meridian

Tee Kay黒鹿 1999 Tri Argo

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンススペシャルウィーク キャンペンガールダノンスペシャル

�
�
Night Shift

*オエノセラ鹿 2003 Fruition（2）

【シュヴァルグランを受胎（販売申込時）最終種付４月10日】

父*シンボリクリスエスは米国産，年度代表馬（２回），８勝，有馬記念-JPN1（２回）。主
な産駒（ＢＭＳ）：レイデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），オーソリティ（青葉賞-G2），
アドミラブル（青葉賞-G2），シングウィズジョイ（フローラＳ-G2），ミスパンテール（阪神牝
馬Ｓ-G2），クイーンマンボ（レディスプレリュード-JPN2），レイエンダ（エプソムＣ-G3），アル
クトス（プロキオンＳ-G3），ローズプリンスダム（レパードＳ-G3）

母ダノンスペシャル（03 スペシャルウィーク）入着，兵庫�１勝。産駒
スペシャルザダイヤ（牡 鹿 *シーキングザダイヤ）１勝

祖母 *オエノセラ Oenothera（90 Night Shift）愛国産，愛２勝，独１勝，Robert
Pferdmenges-Rennen-L，ノイスシュトゥッテン賞-G3２着，仏入着，Prix de la
Pepiniere-L３着。産駒

サンドロップ Sundrop（牝 *サンデーサイレンス）英３勝，プリンセスエリザベスＳ
-G3，Severals S-L，英1000ギニー-G1２着，フィリーズ マイル-G1２着，ウ
インザーフォレストＳ-G2２着，北米１勝，カーディナルＨ-G3。産駒

ホイットマン Whitman（騸 Poet's Voice）英３勝，Ripon Champion Two-
Year-Old Trophy-L

ネイチャーズ カラーズ Nature's Colors（牡 Poet's Voice）仏３勝，Prix Al-
tipan-L

クエンチング Quenching（牝 Street Cry）仏１勝。産駒
クワイエット タイムズ Quiet Times（牝 Reliable Man）仏２勝，Prix

Montenica-L
メニーハーツMany Hearts（牝 Distorted Humor）仏２戦。産駒
コマンダーグリージョCommander Grigio（騸 Holy Roman Emperor）

愛１勝，アングルシーＳ-G3４着
ユノブラウニー（牝 *ブライアンズタイム）５勝，三面川特別。産駒
ピューター（牡 *スウェプトオーヴァーボード）４勝，立夏Ｓ

プリムローズイヴ（牝 *サンデーサイレンス）入着，岩手�１勝。産駒
プリムラブルガリス（牡 *フレンチデピュティ）５勝，豊明Ｓ（２回），皆生特別，

ニュージーランドＴ-G2４着，岩手�３勝
フェータルローズ（牝タニノギムレット）３勝，太宰府特別

プリムローズレーン Primrose Lane（牝 *サンデーサイレンス）豪３勝。産駒
サマーセント（牝 *ハービンジャー）４勝，マーメイドＳ-G3，北大路特別，�
サンレーン（牝 Oasis Dream）５勝，越後Ｓ，香嵐渓特別

【競走成績】中央１勝，２着４回，３着７回［収得賞金 \43,308,000］

【繁殖成績】
2019 （牝 栗ロゴタイプ）
20 （牝 栗ロゴタイプ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 778



179 2020ジェイエス繁殖セール T0716‐41

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ザルソバ

厩舎番号№179 *ザルソバ Zarusoba（USA）

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2008年生
（12歳）
鹿毛

（米国産）

�
�
�
�

ザミンダー �
�
�

ゴーンウエスト �
�
Mr. Prospector

Gone West
Secrettame

Zamindar ザイザフォン �
�
The Minstrel

Zaizafon鹿 1994 Mofida

クラコヴィー �
�
�

カーリアン �
�
Nijinsky

Caerleon
Foreseer

Cracovie リュートドサロン �
�
Luthier

Luth de Saron鹿 1996 Rose de Saron（22）

【レッドファルクスを受胎（販売申込時）最終種付４月18日】

父ザミンダー Zamindar は米国産，仏２勝，カブール賞-G3。仏チャンピオンサイアー。主
な産駒（ＢＭＳ）：キングマン（全欧年度代表馬，愛2000ギニー-G1），ニュー ベイ（仏ダー
ビー-G1），ザラク（サンクルー大賞典-G1），サンタモニカ（ダンススマートリーＳ-G2），オ
ーサムバナー（スウェイルＳ-G2），リモート（ターセンテナリーＳ-G3），カルティエム（ペネロ
ープ賞-G3）。父として，ザルカヴァ（全欧年度代表馬，凱旋門賞-G1）を出す

母クラコヴィー Cracovie（96 Caerleon）仏入着。産駒
*コケレール Coquerelle（牝 鹿 Zamindar）仏４勝，サンタラリ賞-G1，北米入着，ク

イーンエリザベス二世チャレンジカップＳ-G1３着。産駒
ラヴィエベール（牡ディープインパクト）３勝，日高特別
カルカソンヌCarcassonne（牝 Montjeu）不出走。産駒

マグノリア Magnolea（牝 Acclamation）仏２勝，Prix Casimir Dela-
marre-L２着，クロエ賞-G3３着，Prix des Lilas-L３着，Prix
Petite Etoile-L３着

ヴィニー（牝ディープインパクト）１勝
スプリング マスター Spring Master（牡 Mastercraftsman）仏２勝，リス賞-G3，

Prix de l'Avre-L２着
クリームケーキ Creamcake（牝 Mr. Greeley）仏２戦。産駒

グレイミステール Grey Mystere（牝 Lethal Force）仏１勝，Grand Criteri-
um de Bordeaux-L２着

ウイニングシークエンスWinning Sequence（牝 Zafonic）仏１勝。産駒
フィユシャFiuise（牝 Montjeu）不出走。産駒

バービル Barbill（牡 Zebedee）英３勝，Doncaster S-L２着，コーンウォリ
スＳ-G3３着，愛１勝，仏１勝，Prix Yacowlef-L，Prix de la
Vallee d'Auge-L２着

祖母リュートド サロン Luth de Saron（77 Luthier）仏４勝，マルレ賞-G2，ヴァントー
賞-G3。ロワ ノルマン Roi Normand（牡 Exclusive Native：サンセットＨ
-G1），トランポリ Trampoli（牝 Trempolino：ロングアイランドＨ-G2）の母

【競走成績】仏１戦

【繁殖成績】
2014 ガレットランチ Galette Lunch（騸 Kendargent）不出走
15 死亡（牝 栗 Kendargent）
16 オンザタウン（牡 栗 Kendargent）１戦
17 トーセンリーブル（牡 鹿スピルバーグ）東海�入着，�
18 不受胎（ダイワメジャー）
19 （牡 芦ゴールドシップ）
20 生後直死（リーチザクラウン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 779



180 2020ジェイエス繁殖セール T0272‐70

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 カツゲキマドンナ

厩舎番号№180 カツゲキマドンナ Katsugeki Madonna

野々垣 陽介＝愛知県一宮市 ℡090（7514）6442（飼養者＝奥山牧場）

2014年生
（６歳）
鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスフジキセキ *ミルレーサーカネヒキリ

�
�
Deputy Minister

*ライフアウトゼア栗 2002 Silver Valley

�
�
�

�
�
Kingmamboキングカメハメハ *マンファスレイビスティー

�
�
Pirate's Bounty

*マジックペイントブラッシュ青鹿 2007 Paintbrush（4）

【未供用】

父カネヒキリは早来産，最優秀ダートホース（２回），中央・岩手・南関東�12勝，ジャパン
Ｃダート-G1，同-JPN1，フェブラリーＳ-JPN1，東京大賞典-JPN1，川崎記念-JPN1，ジャパ
ンダートダービー-JPN1，ダービーグランプリ-JPN1。父として，ミツバ（川崎記念-JPN1），テ
ーオーエナジー（兵庫チャンピオンシップ-JPN2），ディオスコリダー（カペラＳ-G3），ロンド
ンタウン（エルムＳ-G3，佐賀記念-JPN3），アルタイル（オアシスＳ-L）を出す

母レイビスティー（07 キングカメハメハ）東海�９勝，石川�１勝。産駒
カツゲキキトキト（牡 青鹿 スパイキュール）ＮＡＲ３歳最優秀牡馬，東海・兵庫�

27勝，東海ダービー，東海菊花賞（３回），東海桜花賞，オグリキャップ記念
（２回），名古屋記念（２回），ゴールド争覇，六甲盃，マイル争覇，くろゆり
賞，名港盃，秋の鞍，スプリングＣ，駿蹄賞，新春ペガサスＣ，新緑賞，名
古屋グランプリ-JPN2３着（２回），同５着，名古屋大賞典-JPN3３着，同
５着，南関東・石川・佐賀�入着，白山大賞典-JPN3２着，同３着，東京
記念２着（２回），黒潮盃２着，佐賀記念-JPN3４着，�

カツゲキドラゴン（牡 鹿スマートファルコン）北海道�３勝，�
カツゲキダイオウ（牡 鹿エスポワールシチー）北海道�４勝，�

祖母 *マジックペイントブラッシュMagic Paintbrush（93 Pirate's Bounty）米国産，北
米１勝。産駒

イラショナリー Illusionary（騸 Woodman）北米３勝，トロピカルターフＨ-G3４着，
北米障１勝

マジックペイントMagic Paint（牝 Woodman）不出走。産駒
マジックマネー メグ Magic Money Meg（牝 Talk Is Money）北米６勝，

Martanza S３着
三代母ペイントブラッシュ Paintbrush（77 Bold Hour）北米３勝，Rare Perfume S３

着。産駒
シーズアタレントShe's a Talent：北米１勝。産駒

シーズトップス She's Tops：北米４勝，レイルバードＳ-G2。産駒
ディキシー ユニオン Dixie Union：北米７勝，ハスキル招待Ｈ-G1，マリ

ブＳ-G1，ノーフォークＳ-G2，ベストパルＳ-G3。種牡馬
アーリーコロニー Early Colony：北米３勝，Relaunch H-L
インパーティネントレイディImpertinent Lady：北米２勝。産駒

パートレイディPert Lady：北米１勝。ザヴァタ Zavata（サラトガ スペシャ
ルＳ-G2，アムステルダムＳ-G2）の母

【競走成績】兵庫�１勝，園田クイーンセレクション（Ｄ1400ｍ），東海�４勝，スプリング
Ｃ２着，東海クイーンＣ３着，若草賞３着，クイーンＣ３着，駿蹄賞５着，ライ
デンリーダー記念５着，２着３回，３着５回，北海道�１勝
［収得賞金 \7,510,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 780



181 2020ジェイエス繁殖セール T0535‐16

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 カツゲキドラマ

厩舎番号№181 カツゲキドラマ Katsugeki Drama

野々垣 陽介＝愛知県一宮市 ℡0146（46）2553（飼養者＝朝野勝洋）

2010年生
（10歳）
鹿毛

（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Deputy Minister

*フレンチデピュティ
Mitterand

*クロフネ
�
�
Classic Go Go

*ブルーアヴェニュー芦 1998 Eliza Blue

�
�
�

カポウティ �
�
Seattle Slew

Capote
Too Baldアジアンリゾート

�
�
Silver Deputy

*シルバージョイ青鹿 1999 Joy of Myrtlewood（13）

【種付せず】

父*クロフネは米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート-JPN1。主な産駒（Ｂ
ＭＳ）：クロノジェネシス（宝塚記念-G1，秋華賞-G1），ノームコア（ヴィクトリアマイル-G1，
札幌記念-G2），ノーヴァレンダ（全日本２歳優駿-JPN1），ベンジニ（ＢＲＣブリスベンＣ
-G2），リオンリオン（青葉賞-G2），シャイニングレイ（ホープフルＳ-G2），カラフルデイズ
（関東オークス-JPN2），ハヤヤッコ（レパードＳ-G3），アドマイヤミヤビ（クイーンＣ-G3）

母アジアンリゾート（99 Capote）３戦。産駒
ハイパーフォルテ（牡 芦 *クロフネ）兵庫�10勝，兵庫ダービー，楠賞，園田ジュニア

Ｃ２着，菊水賞３着，摂津盃３着，園田ユースＣ３着，兵庫チャンピオン
シップ-JPN2４着

ケイツートール（牡 青鹿ディープスカイ）３勝
シルキーリゾート（牝 青 マンハッタンカフェ）佐賀�２勝，北海道�１勝，東海�２

勝
キモングリーン（牝 鹿キングカメハメハ）兵庫�２勝
ヒシスラッガー（牡 青鹿スペシャルウィーク）東海�２勝
レディッシュベルト（牝 鹿 *バトルプラン）南関東�１勝，�

祖母 *シルバージョイ Silver Joy（93 Silver Deputy）加国産，北米４勝，ムスコカＳ
-CAN3２着，Classy 'n Smart S３着，オンタリオラッシーＳ-CAN3４着。産駒

オウケンブルースリ（牡ジャングルポケット）５勝，菊花賞-JPN1，京都大賞典-G2，
同２着（２回），同３着，阿賀野川特別，生田特別，ジャパンＣ-G1２着，
アルゼンチン共和国杯-G2２着，神戸新聞杯-JPN2３着。種牡馬

バリーバーン（牝 *エンドスウィープ）３勝。産駒
ギンコイエレジー（牝ヴィクトワールピサ）１勝，フィリーズレビュー-G2５着，�

トーセンルクリア（牝ダンスインザダーク）入着。産駒
トーセンオパール（牝 *スウェプトオーヴァーボード）１勝，すずらん賞-OP３着，

函館２歳Ｓ-G3５着，�
シングフォアジョイ（牝 *グラスワンダー）入着。産駒
メイショウギガース（牡メイショウボーラー）５勝，越後Ｓ，�

【競走成績】兵庫�１勝，園田プリンセスＣ（Ｄ1400ｍ），東海�５勝，プリンセス特別
（Ｄ1600ｍ），南関東�入着，東京２歳優駿牝馬４着，ローレル賞４着
［収得賞金 \11,330,000］

【繁殖成績】
2016 カツゲキメグチャン（牝 鹿キャプテントゥーレ）東海�２勝
17 死産（*グラスワンダー）
18 カツゲキダイリン（牡 黒鹿スマートファルコン）北海道�入着，�
19 （牝 鹿エスポワールシチー）
20 生後直死（アドマイヤマックス）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 781



182 2020ジェイエス繁殖セール T0568‐71

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐03 スピークソフトリー

厩舎番号№182 スピークソフトリー Speak Softly

パカパカファーム＝新冠町新和 ℡01456（5）6333

2009年生
（11歳）
鹿毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesque

*アルカセット
�
�
Niniski

*チェサプラナ鹿 2000 Top of the League

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellサイレント

�
�
Nureyev

*ライール芦 2001 Alydaress（14）

【モーリスを受胎（販売申込時）最終種付２月19日】

父*アルカセットAlkaased は米国産，英仏・中央６勝，サンクルー大賞典-G1，ジャパン
Ｃ-G1，ジョッキークラブＳ-G2，コロネーションＣ-G1２着。主な産駒（ＢＭＳ）：サヴィ（サ
マーチャンピオン-JPN3，天保山Ｓ-OP），スマートプラネット（フィリーズレビュー-G2４着，ア
ルテミスＳ-G3５着），メスキータ（兵庫チャンピオンシップ-JPN2５着），ライトフェアリー（キ
ーンランドＣ-G3５着），エオリア（浜名湖特別），ハートウォーミング（胎内川特別）

母サイレント Silent（01 *サンデーサイレンス）仏１勝。産駒
ハッシュ（牝 芦 *コマンズ）４勝，邁進特別，相馬特別
サンライズドバイ（牡 芦 Dubai Destination）１勝
ユームアルミザイン Youm Al Mizayin（牝 Cape Cross）英１勝

祖母 *ライール Laiyl（96 Nureyev）愛国産，英１勝。産駒
レイマン Layman（牡 *サンデーサイレンス）英仏３勝，カブール賞-G3，ソヴリンＳ

-G3，モルニ賞-G1２着，ジャンリュックラガルデール賞-G1３着。種牡馬
ポートレイトオブアレイディPortrait of a Lady（牝 A. P. Indy）北米１勝。産駒

カメオ Cameo（牝 Shamardal）豪４勝，ＩＴＣイラワラマーキュリー キース
Ｆ.ノーランクラシック-G3，Scone RC Scone Cup-L，ＭＶＲＣエリ
ザ パーク国際Ｓ-G3２着，ＮＪＣティビーＳ-G3３着，ＢＲＣロード
メイヤーズＣ-G3３着

三代母アリダレス Alydaress（86 Alydar）愛３歳牝馬チャンピオン，英２勝，リブルスデ
イルＳ-G2，ヨークシャーオークス-G1２着，愛１勝，愛オークス-G1。産駒

*アルアメント Allurement：仏２勝，クレオパトル賞-G3。産駒
クイーンカアフマヌ：１戦。産駒

カナロア：４勝，石和特別，復刻ダービースタリオンズＳ，瓢湖特別
リリコイパイ：２勝，早苗賞

*アプリシエーション Appreciation：愛８戦。産駒
フジサン Fujisan：スウェーデン４勝，Zawawi Cup
ミッドコサージュ：広島�11勝，福山３歳牝馬特別，兵庫�７勝

四代母バリダレス Balidaress（73 Balidar）愛３勝。パーク アピール Park Appeal（チ
ェヴァリーパークＳ-G1，モイグレアスタッドＳ-G1）の母

【競走成績】中央４勝，岡崎特別（芝1200ｍ），マカオジョッキークラブＴ（芝1200ｍ），チュ
ーリップ賞-G3５着，２着２回，３着３回［収得賞金 \60,750,000］

【繁殖成績】
2016 サンリンペラトリーチェSan Limperatrice（牝 *エンパイアメーカー）伊入着
17 シルヴィアプラスSylvia Plath（牝 Poet's Voice）未出走
18 *デリカテッセン（牡 鹿 Dawn Approach）未出走
19 （牝 鹿 Teofilo）
20 種付せず

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 782



183 2020ジェイエス繁殖セール T0734‐13

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐03 デアリングヴェスタ

厩舎番号№183 デアリングヴェスタ Daring Vesta

パカパカファーム＝新冠町新和 ℡01456（5）6333

2016年生
（４歳）
鹿毛

（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

プルピット �
�
A. P. Indy

Pulpit
Preach

*パイロ ワイルドヴィジョン �
�
Wild Again

Wild Vision黒鹿 2005 Carol's Wonder

�
�
�

オープニングヴァース �
�
The Minstrel

Opening Verse
Shy Dawn

*デアリングヴァース パワービダー �
�
Lines of Power

Power Bidder栗 1993 Daring Bidder（37）

【フリオーソを受胎（販売申込時）最終種付３月15日】

父*パイロ Pyro は米国産，北米５勝，フォアゴーＳ-G1，ルイジアナダービー-G2。主な
産駒（ＢＭＳ）：リリコ（兵庫・園田プリンセスＣ，東海・クイーンＣ）。父として，デルマルーヴ
ル（名古屋グランプリ-JPN2，兵庫ジュニアグランプリ-JPN2），ラインカリーナ（関東オークス
-JPN2），ケンシンコウ（レパードＳ-G3），ビービーバーレル（フェアリーＳ-G3），シゲルカガ
（北海道スプリントＣ-JPN3），ミューチャリー（南関東・羽田盃）を出す

母 *デアリングヴァース Daring Verse（93 Opening Verse）米国産，北米３戦。産駒
*ジンクライシス（牡 鹿 Subordination）４勝，ブラジルＣ，猪苗代特別，黒竹賞，エ

ルムＳ-JPN3２着（２回），ヒヤシンスＳ-OP２着，ジャパンＣダート-JPN1
３着，平安Ｓ-JPN3３着，北海道�３勝，道営記念，赤レンガ記念，同２
着，星雲賞，ブリーダーズゴールドＣ-JPN2３着，ステイヤーズＣ３着，岩
手�入着，マイルチャンピオンシップ南部杯-JPN1３着

ヒミノオオタカ（牡 鹿 *クロフネ）３勝，大雪Ｈ，高知�１勝，兵庫�２勝，�
テキーラムーン Tequilla Moon（騸 Peaks and Valleys）北米７勝
キャンディヴァースCandy Verse（牝 Candy Stripes）北米６勝

祖母パワービダー Power Bidder（87 Lines of Power）北米５勝，Spectacular H-L，
Jam n Jellie H。産駒

トレコTreko（騸 Theatrical）北米６勝
三代母デアリングビダー Daring Bidder（82 Bold Bidder）不出走。産駒

イライザ Eliza：米２歳牝馬チャンピオン，北米５勝，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ
-G1，サンタアニタオークス-G1。サミュエル モース Samuel Morse
（Marble Hill S-L）の母，ダイアルド イン Dialed In（フロリダ ダービー
-G1），ブロードウェイ ゴールド Broadway Gold（Astoria S-L）の祖母，
フォックスプレイ Foxplay（ＡＴＣクイーン オブ ザターフＳ-G1），ブ
ロードウェイズ アリバイ Broadway's Alibi（フォワード ギャルＳ-G2），
ゴールデン ラッド Golden Lad（レイザーバックＨ-G3）の三代母

ディナード Dinard：北米４勝，サンタアニタダービー-G1，サンラファエルＳ-G2，
チャールズＨ.ストラブＳ-G1２着，サンフェルナンドＳ-G2３着

オージェイ Ojai：北米４勝，Aristides Breeders' Cup H-L２着，チャーチル ダウン
ズＨ-G3３着，アフィナミナンＨ-G2４着。種牡馬

トレイシー Tracy：北米１勝。スペイシートレイシー Spacy Tracy（トップ フライト
Ｈ-G2），ラン イット Run It（バークリーＳ-G3）の母，ベナー アイランド
Benner Island（エイトベルズＳ-G2），ヴィクティム オブ ラヴ Victim
of Love（ヴェイグランシーＨ-G3）の祖母

【競走成績】中央３戦

【繁殖成績】
2020 不受胎（フリオーソ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 783



184 2020ジェイエス繁殖セール T0050‐65

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 バズローリング

厩舎番号№184 バズローリング Buzz Rolling

日高大洋牧場＝日高町旭町 ℡01456（2）5241

2005年生
（15歳）
青毛

（早来産）

�
�
�
�

�
�
�

アワエンブレム �
�
Mr. Prospector

Our Emblem
Personal Ensign

*ウォーエンブレム スウィーテストレイディ �
�
Lord At War

Sweetest Lady青鹿 1999 Sweetest Roman

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellフサイチミニヨン

�
�
Sadler's Wells

*バレークイーン鹿 1996 Sun Princess（1）

【ビッグアーサーを種付けして不受胎（販売申込時）】

父*ウォーエンブレム War Emblem は米国産，米３歳牡馬チャンピオン，北米７勝，ケ
ンタッキーダービー-G1，プリークネスＳ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ウィクトーリア（フローラ
Ｓ-G2），スカーレットカラー（府中牝馬Ｓ-G2），ブライトエンブレム（札幌２歳Ｓ-G3），アス
トラエンブレム（谷川岳Ｓ-L），メイショウタチマチ（忘れな草賞-L３着）。父として，ブラック
エンブレム（秋華賞-G1），ローブティサージュ（阪神ジュベナイルフィリーズ-G1）を出す

母フサイチミニヨン（96 *サンデーサイレンス）２戦。産駒
アンブロワーズ（牝 鹿 *フレンチデピュティ）４勝，函館２歳Ｓ-JPN3，ファイナルＳ

-L，ストークＳ，阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1２着，ポートアイランドＳ-L
２着，アネモネＳ-L３着。産駒

ロシュフォール（牡キングカメハメハ）４勝，アメジストＳ，ｔｖｋ賞，新潟大賞
典-G3３着，�

コナブリュワーズ（牝キングカメハメハ）４勝，うずしおＳ，おおぞら特別，長万
部特別。産駒

カイルアコナ（牝 *キンシャサノキセキ）１勝，福島２歳Ｓ-OP２着，小倉
２歳Ｓ-G3５着，�

テオドール（騸 *ハービンジャー）５勝，美浦Ｓ，鹿野山特別，三木特別
アンナヴァン（牝 栗 *エンドスウィープ）１勝。産駒

サトノネプチューン（牡 *シンボリクリスエス）３勝，ホープフルＳ-L
アナザーバージョン（騸 *クロフネ）３勝，青竜Ｓ-OP２着

祖母 *バレークイーン Ballet Queen（88 Sadler's Wells）愛国産，不出走。フサイチコ
ンコルド（牡 Caerleon：ダービー-JPN1），アンライバルド（牡 ネオユニヴァー
ス：皐月賞-JPN1）の母

【競走成績】北海道�１勝，２着１回［収得賞金 \2,060,000］

【繁殖成績】
2009 死亡（牝 鹿キングカメハメハ）
10 不受胎（メイショウサムソン）
11 ウンプテンプ（牡 鹿メイショウサムソン）１勝
12 ゼーレ（牡 青 *シンボリクリスエス）兵庫�２勝
13 モズリンリン（牡 鹿 *ワークフォース）高知�１勝，東海�５勝
14 タカノイダテン（牡 芦 *クロフネ）入着
15 カンタルベルン（騸 黒鹿 *クロフネ）東海�２勝
16 不受胎（エイシンフラッシュ）
17 流産（エイシンフラッシュ）
18 ブラックココア（牝 青トーセンラー）北海道�入着，�
19 （牝 青鹿ミッキーアイル）
20 （牡 黒鹿 サトノクラウン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 784



185 2020ジェイエス繁殖セール T0676‐26

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐03 マイネクイーン

厩舎番号№185 マイネクイーン Meine Queen

ビッグレッドファーム＝新冠町明和 ℡0146（49）5601

2008年生
（12歳）
鹿毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellアグネスタキオン

�
�
*ロイヤルスキーアグネスフローラ栗 1998 アグネスレディー

�
�
�

シーキング ザゴールド �
�
Mr. Prospector

Seeking the Gold
Con Game

*ファストルック ロウピング アロング �
�
Easy Goer

Loping Along鹿 1999 Blitey（20）

【*ロージズインメイを受胎（販売申込時）最終種付４月15日】

父アグネスタキオンは千歳産，４戦全勝，皐月賞-JPN1，弥生賞-JPN2。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ノンコノユメ（フェブラリーＳ-G1，ジャパンダートダ
ービー-JPN1），ワイドファラオ（かしわ記念-JPN1），アクティブミノル（セントウルＳ-G2），カ
ラクレナイ（フィリーズレビュー-G2），ジューヌエコール（デイリー杯２歳Ｓ-G2），レーヌブラ
ンシュ（関東オークス-JPN2），エイティーンガール（キーンランドＣ-G3）

母 *ファストルック Fast Look（99 Seeking the Gold）米国産，不出走。産駒
マイネクイーン（牝 鹿アグネスタキオン）本馬
ケイアイカミノアシ（牝 黒鹿 *ブライアンズタイム）１勝。産駒
キタサンガンバ（牡 *キンシャサノキセキ）４勝，浦安特別，彦星賞

ケイアイブランコ（牝 鹿 *タイキシャトル）石川�７勝，東海�入着，サラ・クイーンＣ
２着

祖母ロウピング アロング Loping Along（93 Easy Goer）北米１勝。産駒
デッドエイム Dead Aim（牝 Silver Deputy）不出走。産駒

クワイエット テンパー Quiet Temper（牝 Quiet American）北米４勝，フェ
アグラウンズオークス-G2，デルタプリンセスＳ-G3，シルヴァーブリ
ットデイＳ-G3２着，エイコーンＳ-G1４着

ブライテイマニア Bliteymania（牝 Pure Prize）チリ２勝。産駒
バヒアリンダ Bahia Linda（牝 Lookin At Lucky）チリ２勝，チリオークス-G1

３着
ヘイジュード Hey Jude（牝 Lookin At Lucky）チリ２勝，カルロスカンピーニョ

ラライン賞-G2３着，チリオークス-G1４着
三代母ブライティ Blitey（76 Riva Ridge）北米８勝，マスキットＳ-G2。ダンシング ス

プリー Dancing Spree（ＢＣスプリント-G1），ファーロウ Furlough（バレリー
ナＨ-G1），ファンタスティックファインド Fantastic Find（ヘンプステッドＨ
-G1）の母

【競走成績】中央２勝，スイートピーＳ-L３着，２着３回，３着２回
［収得賞金 \31,858,000］

【繁殖成績】
2014 クイントゥープル（牝 栗 *アイルハヴアナザー）１勝，兵庫�４勝，姫山菊花賞３

着，兵庫サマークイーン賞４着，�
15 クインチ（牝 栗 *アイルハヴアナザー）入着
16 アナザークイーン（牝 黒鹿 *アイルハヴアナザー）南関東�１勝，�
17 ケンシ（牡 鹿 *ロージズインメイ）岩手�入着，�
18 アウスドルック（牝 芦 *ダンカーク）未出走
19 不受胎（ゴールドシップ）
20 （牡 栗 *マインドユアビスケッツ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 785



186 2020ジェイエス繁殖セール T0370‐69

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐03 オピニオン

厩舎番号№186 オピニオン Opinion

ビッグレッドファーム＝新冠町明和 ℡0146（49）5601

2014年生
（６歳）
芦毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

フラワーアリー �
�
Distorted Humor

Flower Alley *プリンセスオリビア
*アイルハヴアナザー アーチズギャルイーディス �

�
Arch

Arch's Gal Edith栗 2009 Force Five Gal

�
�
�

�
�
*フレンチデピュティ

*クロフネ *ブルーアヴェニューアドマイヤオンリー
�
�
トウカイテイオートウカイステラ芦 2007 ツジノダイアナ（7）

*マイリー系

【ジョーカプチーノを種付けして不受胎（販売申込時）】

父*アイルハヴアナザー I'll Have Another は米国産，米３歳牡馬チャンピオン，北米
５勝，ケンタッキーダービー-G1，プリークネスＳ-G1，サンタアニタダービー-G1。父とし
て，アナザートゥルース（ダイオライト記念-JPN2），マイネルサーパス（福島民報杯-L，ラジ
オＮＩＫＫＥＩ賞-G3２着），マイネルユキツバキ（福島民友Ｃ-L），ウインジェルベーラ
（函館２歳Ｓ-G3２着），メイショウワザシ（シリウスＳ-G3３着）を出す

母アドマイヤオンリー（07 *クロフネ）３勝。産駒
セントガブリエル（牝 芦ジャスタウェイ）岩手�１勝，�

祖母トウカイステラ（96トウカイテイオー）４勝，鏑矢特別，閃光特別。産駒
ヴィーヴァヴォドカ（牝ダンスインザダーク）２勝，フラワーＣ-G3
トウカイファイン（牝 *フレンチデピュティ）１勝。産駒
トウカイビジョン（牡ゴールドアリュール）４勝，北海道�入着，星雲賞２着，旭

岳賞３着，グランシャリオ門別スプリント３着，北海道スプリントＣ
-JPN3５着

トウカイセンス（牝 ハーツクライ）５勝，南総Ｓ，御池特別
三代母ツジノダイアナ（86 *マグニテュード）３勝。産駒
ダイアナショー：２勝，カーネーション特別。産駒
メイショウルシェロ：３勝，鞍ヶ池特別

四代母テツノアーク（68 *アークティックヴェイル）１勝。産駒
レイレナード：４勝，秩父特別，陣馬特別，七夕賞-JPN3３着
アキノマイリー：２戦，入着。産駒

アキノサンシー：11勝，大阪城Ｓ-OP，難波Ｓ，甲南Ｓ，松籟Ｓ，太宰府特別，
師走特別，矢作川特別，桂川特別

オータムロンバード：６勝，水無月Ｓ，みなみ北海道Ｓ，パールＳ，紫野特別，
阪神大賞典-JPN2５着

ショッキングピンク：１勝。産駒
セフティオーシャン：２勝，樅の木賞，京成杯-JPN3４着，障１勝，阪神障

害Ｓ２着，京都大障害５着
五代母 *マイリー Mairie（53 Supreme Court）英国産，英３戦。産駒
キューピット：９勝，阪神牝馬特別，同２着，朝日チャレンジＣ２着。産駒

ヤマピット：最優秀２・３歳・古牝馬，９勝，オークス，大阪杯，鳴尾記念
ミスマルミチ：８勝，青函Ｓ，五稜郭Ｓ。イットー（最優秀２歳・古牝馬，高松宮

杯）の母，ハギノトップレディ（最優秀３歳牝馬，桜花賞）の祖母

【競走成績】中央４戦，入着［収得賞金 \1,000,000］

【繁殖成績】
2019 （牝 芦キズナ）
20 （牡 鹿ダノンバラード）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 786



187 2020ジェイエス繁殖セール T0312‐42

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 エーシンマイスター

厩舎番号№187 エーシンマイスター A Shin My Star

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（22）0432（飼養者＝栄進牧場）

2006年生
（14歳）
栗毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

デヴィルズ バッグ �
�
Halo

Devil's Bag
Ballade

*タイキシャトル
�
�
Caerleon

*ウェルシュマフィン栗 1994 Muffitys

�
�
�

ウッドマン �
�
Mr. Prospector

Woodman *プレイメイト
*エイシンマッカレン ラダナム �

�
Green Dancer

Ladanum栗 1995 Gay Style（5）

【シュヴァルグランを受胎（販売申込時）最終種付４月21日】

父*タイキシャトルは米国産，年度代表馬，中央・仏11勝，ジャックル マロワ賞-G1，安田
記念-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：ワンアンドオンリー（ダービー-G1），レーヌミノル（桜花賞
-G1），ストレイトガール（ヴィクトリアマイル-G1２回，スプリンターズＳ-G1），クリスタルブラ
ック（京成杯-G3），バビット（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3），キャンディバローズ（ファンタジ
ーＳ-G3），ファインチョイス（函館２歳Ｓ-G3），ダンツキッスイ（アーリントンＣ-JPN3）

母 *エイシンマッカレン（95 Woodman）米国産，２勝，ドイツ騎手招待（芝2000ｍ）。産駒
エイシンデピュティ（牡 栗 *フレンチデピュティ）10勝，宝塚記念-G1，金鯱賞-G2，

エプソムＣ-G3，京都金杯-G3，オーストラリアＴ-L，心斎橋Ｓ，播磨特別，
宝ヶ池特別，大阪杯-G2２着，鳴尾記念-G3２着。種牡馬

エーシンダードマン（牡 青鹿ダンスインザダーク）３勝，菊花賞-JPN1４着，ダイヤ
モンドＳ-JPN3４着，障１勝

エイシンシテンノー（牡 青フジキセキ）２勝
エイシンエプシロン（牝 栗 *エイシンワシントン）１勝

祖母ラダナム Ladanum（84 Green Dancer）仏・北米３勝，パンアメリカンＨ-G1２着，
ビヴァリーヒルズＨ-G1２着，オーキッドＨ-G2２着，Prix de Thiberville-L３
着，My Charmer H３着，サンセットＨ-G1４着，メイトリアークＳ-G1４着。産駒

ダンスオン ハイDance On High（牝 *クリミナルタイプ）不出走。産駒
フリスキー アー ウィー Frisky Are We（騸 Fabulous Champ）北米２勝，

Idaho Cup Juvenile Championship S２着
三代母ゲイ スタイル Gay Style（70 Sir Gaylord）仏・北米10勝，サンタバーバラＨ

-G1，サンタマリアＨ-G2（２回），サンタモニカＨ-G2。レニーフロムアリブ
Lennyfromalibu（California Cup Mile H），ヒート デュ ジュール Heat Du
Jour（Solana Beach H）の三代母

【競走成績】中央４戦，東海�２戦

【繁殖成績】
2011 エイシンペペラッツ（牡 栗 *フレンチデピュティ）３勝，３歳未勝利（京都・芝1400

ｍ，レコード），高知�２勝
12 エイシンライダー（牡 黒鹿マンハッタンカフェ）２勝，萩Ｓ-L（芝1800ｍ）
13 エイシンミーティア（牝 鹿マツリダゴッホ）２戦，兵庫�３戦
14 エイシンプレミアム（牝 鹿 ハーツクライ）石川�１勝
15 不受胎（ローレルゲレイロ）
16 不受胎（*ワークフォース）
17 不受胎（ダノンシャンティ）
18 不受胎（*マクフィ）
19 （牝 鹿 *エーシントップ）
20 （牡 栗エイシンヒカリ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 787



188 2020ジェイエス繁殖セール T0739‐02

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 ダブルミステリー

厩舎番号№188 ダブルミステリー Double Mystery

フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 ℡0146（46）2631

2014年生
（６歳）
栗毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellダイワメジャー

�
�
*ノーザンテーストスカーレットブーケ栗 2001 *スカーレットインク

�
�
�

マウントリヴァーモア �
�
Blushing Groom

Mt. Livermore
Flama Ardiente

*マウンテンミステリー サーチ ザシー �
�
Seeking the Gold

Search the Sea栗 2002 Sea Regent（A4）

【*マジェスティックウォリアーを受胎（販売申込時）最終種付４月16日】

父ダイワメジャーは千歳産，最優秀短距離馬（２回），９勝，皐月賞-JPN1，天皇賞�
-JPN1。２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ヴェスターヴァルト（ファルコンＳ
-G3３着），バーニングペスカ（小倉２歳Ｓ-G3３着），バールドバイ（スプリングＳ-G2４
着），ボンオムトゥック（アーリントンＣ-G3４着）。父として，アドマイヤマーズ（香港マイル
-G1），レーヌミノル（桜花賞-G1），レシステンシア（阪神ジュベナイルフィリーズ-G1）を出す

母 *マウンテンミステリー Mountain Mystery（02 Mt. Livermore）加国産，北米１勝。
産駒

ティープラズマ（牝 黒鹿 *エンパイアメーカー）２勝
サージュミノル（牡 黒鹿 *エンパイアメーカー）２勝，�
ミッキーミステリー（牡 黒鹿 Vindication）１勝
ダイワジェシカ（牝 栗アグネスタキオン）１勝
メジャーミノル（牡 栗ダイワメジャー）１勝
ボンセジュール（牝 栗ダイワメジャー）１勝
メイショウナガマサ（牡 鹿マンハッタンカフェ）１勝，�
レクスミノル（牡 栗ヴィクトワールピサ）１勝

祖母サーチ ザ シー Search the Sea（92 Seeking the Gold）北米５勝，オンタリオダ
ムゼルＳ-CAN3，マザリンＳ-CAN1２着，ナタルマＳ-CAN1３着。産駒

アトランティック フュアリー Atlantic Fury（牝 Wild Again）北米３勝，Cup &
Saucer S，Carotene S２着，Green River S-L３着

テラノヴァTerra Nova（牝 Mt. Livermore）北米１勝，Shady Well S２着
エンドレスシー Endless Sea（牝 Mt. Livermore）不出走。産駒

シルヴァー オーシャン Silver Ocean（騸 Silver Train）伊・スウェーデン・ノ
ルウェー12勝，ポーラーＣ-G3，同２着，プラムスメモリアル-G3，同
２着（２回），Premio Pisa-L，独入着，オイロパマイレ-G2２着

オーヴァー ジ オーシャン Over the Ocean（牡 Rockport Harbor）ノルウェ
ー・スウェーデン７勝，Jagersro Sprint-L（２回），同２着，ザワウィＣ
-G3２着，同３着，同４着，ポーラーＣ-G3４着

三代母シーリージェント Sea Regent（77 Vice Regent）北米３勝，Ontario Damsel
S，Ontario Lassie S２着。デザートウェイヴズ Desert Waves（カナディアン
マチュアリティＳ-CAN1），ウェイヴ ワイズ Wave Wise（カップ＆ソーサーＳ
-CAN1），ダックパワー Duckpower（マリンＳ-CAN2），スピンネイカーズ フ
ライング Spinnakers Flying（ワンダーウェアＳ-CAN2）の母

【競走成績】中央１勝，３着２回，南関東�３勝，２着２回，３着１回
［収得賞金 \16,840,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 788



189 2020ジェイエス繁殖セール T0576‐57

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 リングオブハピネス

厩舎番号№189 リングオブハピネス Ring of Happiness

フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 ℡0146（46）2631

2013年生
（７歳）
栗毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

ダラカニ �
�
Darshaan

Dalakhani
Daltawa

*コンデュイット ウェル ヘッド �
�
Sadler's Wells

Well Head栗 2005 River Dancer

�
�
�

�
�
Irish River

*パラダイスクリーク
North of Edenセフティパラダイス

�
�
*サンデーサイレンスダンツプリンセス栗 2001 ミラクルミユキ（14）
*アベイブリッジ系

【未供用】

父*コンデュイット Conduit は愛国産，米芝牡馬チャンピオン，英・北米７勝，ＢＣターフ
-G1（２回），キングジョージ六世＆クイーンエリザベスＳ-G1，英セントレジャー-G1，ゴー
ドンＳ-G3，エクリプスＳ-G1３着。父として，ダイイチターミナル（小倉２歳Ｓ-G3２着），
キネオペガサス（プリンシパルＳ-L２着），ウインアキレア（フローラＳ-G2４着），ソッサス
ブレイ（南関東・東京湾Ｃ），シンキングダンサー（東京ジャンプＳ）を出す

母セフティパラダイス（01 *パラダイスクリーク）３勝。産駒
ウイングパラダイス（牝 鹿メイショウサムソン）兵庫�２勝，中央１勝
アラタシャチョウ（牡 鹿メイショウサムソン）兵庫�７勝
マイピースハート（牝 栗 *グラスワンダー）兵庫�１勝

祖母ダンツプリンセス（95 *サンデーサイレンス）３勝，瀬戸内海特別，三国特別，スイー
トピーＳ-OP２着。産駒

メイショウエグル（牡 *ティンバーカントリー）３勝，伏竜Ｓ-OP
セブンシークィーン（牝 *コロナドズクエスト）５勝，桂川Ｓ，駿風Ｓ，おおぞら特別
フレアキャスケード（牝 *エルコンドルパサー）２勝。産駒

スパーキングジョイ（牡ヴィクトワールピサ）２勝，富良野特別，�
チカノワール（牝 *ハービンジャー）３勝，玄海特別
レオコックブルー（牝 *ベーカバド）３勝，玄海特別，�

カズノタイショウ（牡キングカメハメハ）２勝，岩手�５勝
ピエナプリンセス（牝 *デヒア）１勝
スパーブクィーン（牝 *グラスワンダー）１勝
グッドジーン（牡 *グラスワンダー）１勝，高知�２勝

三代母ミラクルミユキ（90 *ノーザンテースト）入着。産駒
オオトリヘプバーン：１勝。産駒
オオトリオウジャ：５勝，京都オータムプレミアム，マカオジョッキークラブＴ，毎日

杯-G3５着
四代母タニノベンチャ（71 *ヴェンチア）１勝。産駒

カツラギエース：最優秀古牡馬，10勝，ジャパンＣ-JPN1，宝塚記念-JPN1，大阪杯
-JPN2，毎日王冠-JPN2，ＮＨＫ杯，京都新聞杯，京阪杯-JPN3。種牡馬

ラビットボール：９勝，中山牝馬Ｓ-JPN3，福島民友Ｃ-OP（２回），渡月橋Ｓ，京都
牝馬特別-JPN3２着，カシオペアＳ-OP２着。産駒

レモンバーム：３勝，御在所特別。産駒
アンノルーチェ：６勝，小倉日経オープン-L，清水Ｓ，シドニーＴ，九州ス

ポーツ杯，都井岬特別，中京記念-G3３着
ミステリューズ：３戦。ロードブレス（ＢＳＮ賞-L）の母

【競走成績】中央２勝，２着１回，障１勝，２着２回，３着３回
［収得賞金 \37,000,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 789



190 2020ジェイエス繁殖セール T0450‐10

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 ハッシュドトーン

厩舎番号№190 ハッシュドトーン Hushed Tone

へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 ℡0146（46）2280

2009年生
（11歳）
青鹿毛
（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellマンハッタンカフェ

�
�
Law Society

*サトルチェンジ青鹿 1998 Santa Luciana

�
�
�

カルドゥン �
�
Caro

Kaldoun
Katana

*ハッシュバンバン ホーファリー �
�
Pharly

Horphaly黒鹿 1999 Hollydja（9）

【*アポロソニックを受胎（販売申込時）最終種付３月７日】

父マンハッタンカフェは千歳産，最優秀古牡馬，６勝，菊花賞-JPN1，有馬記念-JPN1，
天皇賞�-JPN1。チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：レッドジェニアル（京都新聞杯
-G2），ショウナンラグーン（青葉賞-G2），ダンツプリウス（ニュージーランドＴ-G2），ランス
オブプラーナ（毎日杯-G3），ノットフォーマル（フェアリーＳ-G3），ナムラカメタロー（佐賀記
念-JPN3），プラチナヴォイス（萩Ｓ-L），プリンスリターン（シンザン記念-G3２着）

母 *ハッシュバンバン（99 Kaldoun）仏国産，わが国で１勝。産駒
カミダノミ（牡 鹿 *ファルブラヴ）２勝，清滝特別，あずさ賞，石川�１勝
デルマネコムスメ（牝 栗ダイワメジャー）４勝
ローンジャスティス（騸 栗 *グラスワンダー）３勝
メゾンリー（牡 黒鹿アサクサキングス）２勝
ハッシュゴーゴー（牝 鹿アサクサキングス）２勝，�

祖母ホーファリー Horphaly（85 Pharly）仏１戦。産駒
ゴールドアンドスティール Gold and Steel（牡 Shining Steel）仏・北米８勝，ア

メリカンダービー-G2，サンフランシスコマイルＨ-G2，ディキシーＳ-G2，
ジョンシェール賞-G3，Prix Aymeri de Mauleon-L。種牡馬

ベフュト Befuto（牡 Saint Andrews）仏５勝，Prix Maurice Caillault -L，Prix
Eugene de Savoie-L，Criterium de Lyon-L。種牡馬

ゴールデン マーヴェル Golden Marvel（騸 Linamix）仏３勝，Prix de Suresnes
-L，オカール賞-G2４着，北米障２勝

ローズ メロディRose Melody（牝 Galileo）仏２勝，Prix Casimir Delamarre-L２
着，Prix Charles Laffitte-L３着。産駒

ハードドリーム Hard Dream（騸 Oasis Dream）仏３勝，ノアイユ賞-G2，香
港２勝

ベリンゴールド Beringold（牝 Bering）不出走。産駒
ドント ハリー ミー Don't Hurry Me（牝 Hurricane Run）仏３勝，ペネロー

プ賞-G3，伊入着，マリオインチーザ賞-G3２着
ベルネイ Bernay（騸 *キングズベスト）仏６勝，Grand Prix Bordeaux-L

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \8,100,000］

【繁殖成績】
2014 アポロポラリス（牡 黒鹿 *ワークフォース）石川�入着
15 （牝 栗 *アポロキングダム）
16 生後直死（*アポロキングダム）
17 （牡 栗 *アポロキングダム）
18 不受胎（*アポロソニック）
19 （牝 黒鹿 *アポロソニック）
20 （牝 鹿 *アポロソニック）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 790



191 2020ジェイエス繁殖セール T0474‐36

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ダブルゴールド

厩舎番号№191 ダブルゴールド Double Gold

ハクレイファーム＝新冠町緑丘 ℡0146（47）1051

2010年生
（10歳）
栗毛

（安平産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellゴールドアリュール

�
�
Nureyev

*ニキーヤ栗 1999 Reluctant Guest

�
�
�

シーキング ザゴールド �
�
Mr. Prospector

Seeking the Gold
Con Game

*ゴールドティアラ ブライトティアラ �
�
Chief's Crown

Bright Tiara栗 1996 Expressive Dance（10）

【*シニスターミニスターを種付けして不受胎（販売申込時）】

父ゴールドアリュールは追分産，最優秀ダートホース，中央・南関東・岩手�８勝，フェブ
ラリーＳ-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：オメガパフューム（東京大賞典-G1２回，帝王賞
-JPN1），ハービンマオ（関東オークス-JPN2），ツーエムマイスター（パラダイスＳ-L２着），
ブルーセレブ（南関東・東京２歳優駿牝馬），ドリュウ（ポラリスＳ-OP２着）。父として，コパ
ノリッキー（フェブラリーＳ-G1），エスポワールシチー（ジャパンＣダート-G1）を出す

母 *ゴールドティアラ（96 Seeking the Gold）米国産，中央・岩手・東海�９勝，マイル
チャンピオンシップ南部杯-JPN1（Ｄ1600ｍ），同４着，プロキオンＳ-JPN3（Ｄ
1400ｍ），シリウスＳ-JPN3（Ｄ1400ｍ），ユニコーンＳ-JPN3（Ｄ1800ｍ），かき
つばた記念-JPN3（Ｄ1400ｍ），ギャラクシーＳ-OP（Ｄ1400ｍ），ゆうすげＳ（芝
1200ｍ），寒梅賞（Ｄ1200ｍ），フェブラリーＳ-JPN1２着，同５着，平安Ｓ
-JPN3３着，クイーンＣ-JPN3３着，ガーネットＳ-JPN3４着，根岸Ｓ-JPN3４着，
中日スポーツ賞４歳Ｓ-JPN3４着，武蔵野Ｓ-JPN3５着，クリスタルＣ-JPN3５
着，南関東�入着，かしわ記念-JPN3３着。産駒

ゴールデンハインド（牡 鹿 *クロフネ）６勝，万葉Ｓ-L，札幌日経オープン-L，支笏
湖特別，横津岳特別

ロングロウ（牡 芦 *クロフネ）５勝，上賀茂Ｓ，滝桜賞
ココシュニック（牝 芦 *クロフネ）３勝。産駒

ステファノス（牡ディープインパクト）４勝，富士Ｓ-G3，白百合Ｓ-OP，つばき
賞，天皇賞�-G1２着，同３着，大阪杯-G1２着，オールカマー-G2
２着，鳴尾記念-G3２着，中山記念-G2３着，毎日杯-G3３着，皐月
賞-G1５着，宝塚記念-G1５着，香港入着，香港クイーン エリザベス
二世Ｃ-G1２着，香港Ｃ-G1３着，同４着。種牡馬

フィニフティ（牝ディープインパクト）１勝，クイーンＣ-G3２着，�
ココファンタジア（牝ステイゴールド）３勝，知立特別，小樽特別

エンプレスティアラ（牝 栗 *クロフネ）２戦，入着。産駒
レッドレグナント（牝ロードカナロア）４勝，多摩川Ｓ，道新スポーツ賞，サフラン

賞，アネモネＳ-L２着，�
ボルドネス（騸 ハーツクライ）３勝，石狩特別，佐賀�３勝，�

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \7,000,000］

【繁殖成績】
2015 ゴールドタンバリン（牝 栗 *ヘニーヒューズ）１勝，石川�２勝，�
16 コルニッシュドール（牡 黒鹿 *クロフネ）２戦
17 ブラーニーキス（牝 栗 *ダンカーク）２戦，入着
18 アレナマエストロ（牝 栗 *ヘニーヒューズ）入着，�
19 （牝 青 *ドレフォン）
20 （牝 栗 *ドレフォン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 791
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 サトノレジーナ

厩舎番号№192 サトノレジーナ Satono Regina

ハクレイファーム＝新冠町緑丘 ℡0146（47）1051

2008年生
（12歳）
黒鹿毛
（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellハーツクライ

�
�
*トニービンアイリッシュダンス鹿 2001 *ビューパーダンス

�
�
�

�
�
Danzig

*デインヒル
RazyanaサクラサクⅡ

�
�
*フォーティナイナー

*サクラフブキ鹿 1997 Bound（5）

【*ディスクリートキャットを種付けして不受胎（販売申込時）】

父ハーツクライは千歳産，最優秀古牡馬，中央・UAE５勝，ドバイシーマクラシック-G1，
有馬記念-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1），トロワ
ゼトワル（京成杯オータムＨ-G3２回），ケイデンスコール（新潟２歳Ｓ-G3），ヴァルディゼ
ール（シンザン記念-G3），シーズララバイ（フラワーＣ-G3２着）。父として，リスグラシュー
（有馬記念-G1），ワンアンドオンリー（ダービー-G1）を出す

母サクラサクⅡ Sakurasaku（97 *デインヒル）北米１戦，入着。産駒
エイジアンウインズ（牝 鹿フジキセキ）６勝，ヴィクトリアマイル-JPN1，阪神牝馬

Ｓ-G2，心斎橋Ｓ，鳥羽特別。産駒
メジェールスー（牝ロードカナロア）４勝，アクアマリンＳ，壬生特別，�
ワールドウインズ（騸 ルーラーシップ）２勝，北斗特別，�

レッドサクヤ（牝 黒鹿ディープインパクト）２勝，エルフィンＳ-L，オークス-G1４着
エバーブロッサム（牝 鹿 ディープインパクト）１勝，オークス-G1２着，フローラＳ

-G2２着，フラワーＣ-G3２着
キュートエンブレム（牝 鹿 *ウォーエンブレム）３勝，フローラＳ-JPN2３着
パッシングマーク（牡 鹿 *エルコンドルパサー）３勝，ベンジャミンＳ-OP，山桜賞
ボーダーオブライフ（騸 鹿 *キンシャサノキセキ）４勝，鷹巣山特別，�
ウインストライダー（牡 鹿 *グラスワンダー）２勝，フリージア賞
サトノシャルマン（牝 鹿ディープインパクト）１勝

祖母 *サクラフブキ Sakura Fubuki（90 *フォーティナイナー）米国産，北米２勝。産駒
クラリオンコール（牡 *サンデーサイレンス）兵庫�２勝，中央１勝

三代母バウンド Bound（84 Nijinsky）北米４勝，Churchill Downs Breeders' Cup H
-L，アルシバイアディーズＳ-G2２着，ルイヴィルＢＣＨ-G3２着，サラブレッド
クラブ オブ アメリカＳ-G3２着，エイコーンＳ-G1３着。アーチペンコ Ar-
chipenko（香港クイーンエリザベス二世Ｃ-G1）の母，ブレイム Blame（米古
牡馬チャンピオン，ＢＣクラシック-G1, ホイットニーＨ-G1，スティーヴンフォスタ
ーＨ-G1）の祖母，カーヴ Carve（コーンハスカーＨ-G3），サイズ Size（アイオ
ワオークス-G3）の三代母

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \4,800,000］

【繁殖成績】
2014 （牝 鹿 *タートルボウル）
15 モルドレッド（牡 鹿ロードカナロア）入着
16 チェスナットバレー（牡 鹿ローエングリン）岩手�３勝，�
17 ヒラボクアリー（牝 鹿 *タートルボウル）中央・北海道�４戦
18 マクラガレーヌ（牝 黒鹿 ルーラーシップ）未出走
19 （牝 鹿ビッグアーサー）
20 （牝 黒鹿 *シニスターミニスター）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 792
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐01 ヴァニラシャンティ

厩舎番号№193 ヴァニラシャンティVanilla Shanti

ハシモトファーム＝新冠町東泊津 ℡090（1643）4452

2008年生
（12歳）
黒鹿毛
（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

クリスエス �
�
Roberto

Kris S.
Sharp Queen

*シンボリクリスエス ティーケイ �
�
Gold Meridian

Tee Kay黒鹿 1999 Tri Argo

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellアグネスショコラ

�
�
Lyphard

*スキーパラダイス黒鹿 1996 Ski Goggle（3）

【レインボーラインを受胎（販売申込時）最終種付５月14日】

父*シンボリクリスエスは米国産，年度代表馬（２回），８勝，有馬記念-JPN1（２回）。主
な産駒（ＢＭＳ）：レイデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），オーソリティ（青葉賞-G2），
アドミラブル（青葉賞-G2），シングウィズジョイ（フローラＳ-G2），ミスパンテール（阪神牝
馬Ｓ-G2），クイーンマンボ（レディスプレリュード-JPN2），レイエンダ（エプソムＣ-G3），アル
クトス（プロキオンＳ-G3），ローズプリンスダム（レパードＳ-G3）

母アグネスショコラ（96 *サンデーサイレンス）２勝。産駒
ゴールデンチケット（牡 黒鹿 キングカメハメハ）中央・兵庫�３勝，兵庫チャンピ

オンシップ-JPN2，アレキサンドライトＳ，毎日杯-G3２着，ブラジルＣ-OP２
着，ジャパンＣダート-G1３着，シリウスＳ-G3３着，南関東�入着，ジャパ
ンダートダービー-JPN1３着，川崎記念-JPN1４着，東京大賞典-JPN1５
着

ロワジャルダン（牡 鹿 キングカメハメハ）６勝，みやこＳ-G3，同３着，安達太良
Ｓ，猪苗代特別，伏竜Ｓ-OP２着，東海Ｓ-G2３着，アンタレスＳ-G3３
着，同５着，マーチＳ-G3３着，ラジオ日本賞-OP３着，チャンピオンズＣ
-G1４着，エルムＳ-G3４着，フェブラリーＳ-G1５着，南関東�入着，報
知グランプリＣ２着

ショコラブラン（牡 芦 *クロフネ）６勝，京葉Ｓ-L，春風Ｓ，ラジオ福島賞，レジェン
ドトレーナーＣ，千葉Ｓ-OP３着，北海道・岩手・東海・南関東�入着，北
海道スプリントＣ-JPN3２着，かきつばた記念-JPN3３着，東京盃-JPN2４
着，クラスターＣ-JPN3４着，北海道・南関東�入着，東京盃-JPN2４着，
東京スプリント-JPN3４着，北海道スプリントＣ-JPN3４着，�

フレンチクルーラー（牡 鹿 *フレンチデピュティ）３勝，習志野特別
フィナールショコラ（牝 黒鹿ストロングリターン）１勝，�

祖母 *スキーパラダイス Ski Paradise（90 Lyphard）米国産，仏・中央６勝，ムーラン
ドロンシャン賞-G1。エアトゥーレ（牝 *トニービン：阪神牝馬Ｓ-JPN2）の母

【競走成績】中央１戦

【繁殖成績】
2012 不受胎（*コンデュイット）
13 ジャストザネクスト（牡 黒鹿ジャングルポケット）７戦
14 ヴァニラエッセンス（牝 鹿 *ワークフォース）高知�３勝
15 不受胎（*エンパイアメーカー）
16 ヴァニラシェイク（牝 黒鹿 *ケイムホーム）入着，南関東�１勝
17 ヴァイオレット（牝 鹿フリオーソ）東海�入着，�
18 フェアリーミラー（牝 黒鹿メイショウサムソン）未出走
19 （牡 鹿フェノーメノ）
20 （牝 青ラブリーデイ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 793
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 ダウンタウンスピカ

厩舎番号№194 ダウンタウンスピカ Downtown Spica

林 正道＝東京都港区 ℡0146（46）2433（飼養者＝橋本牧場）

2017年生
（３歳）
鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmamboキングカメハメハ *マンファスロードカナロア

�
�
Storm Catレディブラッサム鹿 2008 *サラトガデュー

�
�
�

シティジップ �
�
Carson City

City Zip
Baby Zip

*ダウンタウンガール ビューティフル モーメント �
�
Crusader Sword

Beautiful Moment栗 2010 Proud Minstrel（13）

【未供用】

父ロードカナロアは新ひだか産，年度代表馬，中央・香港13勝，香港スプリント-G1（２
回），安田記念-G1。父として，アーモンドアイ（ジャパンＣ-G1，牝馬三冠），サートゥルナー
リア（皐月賞-G1，ホープフルＳ-G1），ステルヴィオ（マイルチャンピオンシップ-G1），タガ
ロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1），ダノンスマッシュ（セントウルＳ-G2），キングオ
ブコージ（目黒記念-G2），ダイアトニック（スワンＳ-G2）を出す

母 *ダウンタウンガール Downtown Girl（10 City Zip）米国産，北米２勝。産駒
ダウンタウンプリマ（牝 栗 *ヘニーヒューズ）２勝，�
ダウンタウンキラリ（牝 栗 Point of Entry）１勝

祖母ビューティフル モーメント Beautiful Moment（94 Crusader Sword）北米１勝，
Nursery S３着。産駒

*ヘニーハウンド（牡 *ヘニーヒューズ）４勝，ファルコンＳ-G3，オパールＳ-L，鞍馬
Ｓ-OP，北九州記念-G3５着。種牡馬

ビューティフルトレジャー Beautiful Treasure（牝 Unbridled）北米１勝，Astoria
S-L２着。産駒

フライング プライヴェイト Flying Private（牡 Fusaichi Pegasus）北米２勝，
レーンズ エンドＳ-G2２着，アリシーバＳ-G3２着，Fifth Season S
-L２着，Mountain Valley S２着，Opening Verse S３着，プリークネ
スＳ-G1４着

サタデーヒーロー Saturday Hero（騸 Carson City）北米３勝，San Pedro S-L３
着

三代母プラウドミンストレル Proud Minstrel（83 Proud Birdie）北米５戦。産駒
ビディング プラウド Bidding Proud：北米11勝，クリスマスデイＨ-G3，Bonaven-

ture S-L，Palisades Breeders' Cup H-L，Restoration S，Bet Twice S，
アプルトンＨ-G3２着，フォートハロッドＳ-G3２着，Steinlen H-L２着，
Fort Lauderdale H-L２着，Royal Palm H-L２着，チョイスＨ-G3３着，
ブロウォードＨ-G3３着，Memorial Day S-L３着，オーシャンポートＨ-G3
４着。種牡馬

ミンストレルショウMinstrel Show：北米入着。産駒
ベリヴォー Beliveau：北米４勝，Clarendon S，Victoria S -L２着，Bold

Ruckus S２着
スーパーコレロサ Super Colerosa：北米５勝，Bull Page S２着，Frost King

S３着，Bold Ruckus S３着，Deputy Minister S３着
四代母ミンストレルレイディMinstrel Lady（72 Poona）北米２戦。産駒
ロウヴィング ミンストレル Roving Minstrel：北米９勝，ラトガーズＨ-G2，ローレ

ンスリアライゼイションＳ-G2，Daryl's Joy S-L。種牡馬

【競走成績】中央入着，２着３回［収得賞金 \7,570,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 794
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 リバーランド

厩舎番号№195 リバーランド River Land

林 正道＝東京都港区 ℡0146（46）2433（飼養者＝橋本牧場）

2017年生
（３歳）
青鹿毛
（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスアグネスタキオン アグネスフローラノーザンリバー

�
�
Machiavellian

*ソニンク鹿 2008 Sonic Lady

�
�
�

�
�
Our Emblem

*ウォーエンブレム
Sweetest Ladyリントス

�
�
Olympio

*コニャックレディ黒鹿 2009 Carmanetta（2）

【未供用】

父ノーザンリバーは安平産，中央・南関東�10勝，東京盃-JPN2，さきたま杯-JPN2（２
回），アーリントンＣ-G3，カペラＳ-G3，東京スプリント-JPN3，同３着，京都オータムリーフ
プレミアム-OP，根岸Ｓ-G3２着，フェブラリーＳ-G1４着，岩手・東海�入着，かきつばた
記念-JPN3２着，クラスターＣ-JPN3３着，父として，ボンボンショコラ（岩手・留守杯日高
賞），インザフューチャー（東海・ゴールドウィング賞，東海・湾岸スターＣ）を出す

母リントス（09 *ウォーエンブレム）１勝。産駒
グトルフォス（牡 鹿ゴールドアリュール）３勝，日野特別，�

祖母 *コニャックレディ Cognac Lady（95 Olympio）米国産，北米４勝，Margarita
Breeders' Cup H-L。産駒

*カフェオリンポス（牡 Grand Slam）中央・南関東�７勝，ジャパンダートダービー
-JPN1，トパーズＳ-L，同２着，コーラルＳ-L，大沼Ｓ-OP，ヒヤシンスＳ
-OP，師走Ｓ-OP２着，アルデバランＳ-OP２着，フェブラリーＳ-G1４着，
東京大賞典-JPN1４着，ユニコーンＳ-JPN3４着，根岸Ｓ-G3５着，同
-JPN3５着，マーチＳ-JPN3５着，岩手�入着，マイルチャンピオンシップ
南部杯-JPN1３着。種牡馬

マイネルユニブラン（牡スズカマンボ）２勝，臥牛山特別，岩手�２勝，�
三代母カーマネッタ Carmanetta（84 Roberto）仏１勝，ヴァントー賞-G3２着，北米３

勝，イエルバブエナＨ-G3２着，Marie P. DeBartolo Memorial H-L２着。産
駒

アメリク Amerique：北米３勝，サンフアンカピストラーノ招待Ｈ-G1，Cape Hen-
lopen S-L２着，Oceanside S２着，Bensalem S２着，ユナイティドネイシ
ョンズＨ-G1３着，サンルイスレイＳ-G2４着，北米障１勝

ナチュラルカルマ Natural Carma：北米１勝。産駒
ブルールメイヤー Bruhlmeyer：北米４勝，Don C.McNeill S３着

スピニングウインド Spinning Wind：北米２勝。産駒
トゥルーブリーズ True Breeze：北米２勝。産駒

エクスターペイター Extirpator：北米７勝，Delta Mile S-L２着
四代母トゥルーネイティヴ True Native（72 Raise a Native）不出走。産駒
マスターズ ワンダー Masters Wonder：北米入着，Mazarine S２着，サマーＳ

-CAN2３着，オンタリオデビュータントＳ-CAN3３着
ボニートディア Bonito Dia：北米３戦。産駒

シーミーティジー Cee Me Tizzy：北米７勝，Gateway to Glory S-L２着
五代母フリーティングドール Fleeting Doll（61 Fleet Nasrullah）北米２勝。シェイク

ア レッグ Shake a Leg（ミスウッドフォードＳ-G3），テイルズ トゥ テル
Tales to Tell（サンクスギヴィングデイＨ）の母

【競走成績】中央入着，３着１回［収得賞金 \4,560,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 795
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 マキノルーチェ

厩舎番号№196 マキノルーチェMakino Luce

アサヒ牧場＝新冠町朝日 ℡090（6871）4540

2007年生
（13歳）
栗毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Mr. Prospector

*アフリート
Polite Ladyスターリングローズ

�
�
Danzig

*コマーズ栗 1997 *ミドルマーチ

�
�
�

�
�
*ロイヤルスキーワカオライデン オキワカショウハイワイン

�
�
アスワンブゼンスワン鹿 1995 ブゼンノハナ（12）

*デスモンズホリデイ系

【ニシケンモノノフを受胎（販売申込時）最終種付６月17日】

父スターリングローズは門別産，中央・岩手・南関東・兵庫�14勝，ＪＢＣスプリント
-JPN1，かしわ記念-JPN2，プロキオンＳ-JPN3（２回），シリウスＳ-JPN3，兵庫ゴールドＴ
-JPN3。主な産駒（ＢＭＳ）：ハングリーベン（なでしこ賞，兵庫ジュニアグランプリ-JPN2２
着）。父として，アスカクリチャン（アルゼンチン共和国杯-G2，七夕賞-G3），エバーオンワ
ード（北海道２歳優駿-JPN3３着），シーギリヤガール（すずらん賞-OP）を出す

母ショウハイワイン（95ワカオライデン）東海�５勝。産駒
キョウエイサンド（牝 鹿 *シャーディー）佐賀�８勝，広島�７勝
アイファースペイン（牡 鹿 *バトルライン）北海道�２勝
アユリン（牝 鹿エイシンサンディ）兵庫�１勝

祖母ブゼンスワン（85 アスワン）２勝。産駒
ブゼンキャンドル（牝 *モガミ）３勝，秋華賞-JPN1，ローズＳ-JPN2３着，障１勝。

産駒
ディバインフレイム（牡アグネスタキオン）２勝，積丹特別
キネオイーグル（牡 ハーツクライ）４勝，八王子特別
タガノキャンドル（牝アグネスタキオン）１勝，エルフィンＳ-OP３着
マコトキンラン（牝 *サンデーサイレンス）入着，東海�２勝。産駒

マコトナワラタナ（牝 *ファルブラヴ）５勝，葵Ｓ-L，鞍馬Ｓ-OP，醍醐Ｓ，
オパールＳ-L２着，同-OP３着，阪神牝馬Ｓ-G2５着（２回）

スピードアラシ（牡 ニチドウアラシ）南関東�１勝，青雲賞２着，中央２勝，節分
賞，噴火湾特別，障１勝

ホウシュウムサシ（牡 *モガミ）３勝
三代母ブゼンノハナ（77 *プロント）１勝。産駒
ホウシュウアポロン：１勝，障４勝，阪神障害Ｓ５着

四代母ムーテイイチ（68 *ムーティエ）２勝，最優秀障害馬，障12勝，京都大障害，阪神
障害Ｓ。産駒

ホウシュウカザン：２勝，さざんか賞

【競走成績】南関東�６勝，３着３回，北海道�５勝，２着１回，３着２回
［収得賞金 \12,252,000］

【繁殖成績】
2014 不受胎（ローレルゲレイロ）
15 ブルベアエゴマ（牡 鹿トーセンホマレボシ）入着
16 クロムウェル（牡 栗トーセンラー）１勝，高知�１勝，�
17 ラウロ（牝 鹿フェノーメノ）北海道�１勝，東海�１勝
18 ジョイライド（牡 栗クリーンエコロジー）１戦，�
19 （牝 栗フリオーソ）
20 不受胎（*ディスクリートキャット）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 796
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 エメラルハヤブサ

厩舎番号№197 エメラルハヤブサ Emeral Hayabusa

アスラン＝苫小牧市樽前 ℡0144（68）0441

2010年生
（10歳）
鹿毛

（様似産）

�
�
�
�

�
�
�

デヴィルズ バッグ �
�
Halo

Devil's Bag
Ballade

*タイキシャトル
�
�
Caerleon

*ウェルシュマフィン栗 1994 Muffitys

�
�
�

�
�
Nijinsky

*ロイヤルアカデミーⅡ
Crimson Saintトウヨウロイヤル

�
�
Riverman

*オーミディア鹿 1995 Tie a Bow（5）

【アドマイヤムーンを種付けして不受胎（販売申込時）】

父*タイキシャトルは米国産，年度代表馬，中央・仏11勝，ジャックル マロワ賞-G1，安田
記念-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：ワンアンドオンリー（ダービー-G1），レーヌミノル（桜花賞
-G1），ストレイトガール（ヴィクトリアマイル-G1２回，スプリンターズＳ-G1），クリスタルブラ
ック（京成杯-G3），バビット（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3），キャンディバローズ（ファンタジ
ーＳ-G3），ファインチョイス（函館２歳Ｓ-G3），ダンツキッスイ（アーリントンＣ-JPN3）

母トウヨウロイヤル（95 *ロイヤルアカデミーⅡ）６戦。産駒
サトノプログレス（牡 鹿 *タイキシャトル）３勝，ニュージーランドＴ-JPN2
マイケルバローズ（牡 鹿 *タイキシャトル）７勝，朱鷺Ｓ-OP，湘南Ｓ，宇治川特別，

シドニーＴ，さわらび賞，富士Ｓ-G3２着，同３着，関屋記念-G3３着，京
成杯オータムＨ-G3４着

サクラダモン（牝 鹿 *ボストンハーバー）入着，兵庫�３勝。産駒
レザンドゥオール（牡 *ケイムホーム）３勝，デイリー杯２歳Ｓ-G2５着，�

マイネルシュラーク（牡 栗 *サンダーガルチ）１勝，佐賀�２勝
セレナダンス（牝 鹿 *ジョリーズヘイロー）１勝

祖母 *オーミディア Omedia（90 Riverman）米国産，仏１勝。産駒
ナムラカブラヤ（牡 サクラバクシンオー）１勝

三代母タイアボウ Tie a Bow（79 Dance Spell）北米入着。産駒
チャックン ラック Chuck N Luck：北米21勝，Turf Paradise Derby，Late Act S
デビーハリー Debbie Harry：英入着。産駒
*ニコールファーリー Nicole Pharly：伊５勝，伊オークス-G1，伊1000ギニー

-G2，英入着，ゴードンリチャーズＳ-G3４着
マーサストルワートMartha Stalwart：不出走。産駒
ブロードウェイマーサ Broadway Martha：北米５戦。産駒
レイディズ アイランド Lady's Island：北米16勝，シュガー スワールＳ

-G3，Bob Umphrey Turf Sprint S-L，Nicole's Dream S
インターレーシング Interlacing：英１勝。産駒

スキミング Skimming：南アフリカ２勝。産駒
スキーム チーム Skeem Team：南アフリカ４勝，Consolation H-L
コンペティティヴ エッジ Competitive Edge：南アフリカ１勝。アーチ ライ

ヴァル Arch Rival（ゴールドボウル-G2）の母

【競走成績】中央１勝，２着２回，北海道�入着，３着２回［収得賞金 \10,680,000］

【繁殖成績】
2017 キタノタカワシ（牡 黒鹿 *エスケンデレヤ）中央・南関東�５戦，�
18 アクセル（牡 黒鹿キズナ）未出走
19 （牝 栗 *マクフィ）
20 （牡 鹿ディープブリランテ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 797
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ウエスタンアモーレ

厩舎番号№199 ウエスタンアモーレ Western Amore

ウエスタンファーム＝新ひだか町静内真歌 ℡0146（42）0087

2011年生
（９歳）
青鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

ロベルト �
�
Hail to Reason

Roberto
Bramalea

*ブライアンズタイム ケリーズ デイ �
�
Graustark

Kelley's Day黒鹿 1985 Golden Trail

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellウエスタンシャープ

�
�
Cure the Blues

*ミュージカルラーク黒鹿 1993 Sparkalark（9）

【種付せず】

父*ブライアンズタイム Brian's Time は米国産，北米５勝，フロリダダービー-G1。本邦
２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ディーマジェスティ（皐月賞-G1），ビートブ
ラック（天皇賞・春-G1），スリーロールス（菊花賞-JPN1），エスポワールシチー（ジャパンＣ
ダート-G1，フェブラリーＳ-G1），タイムフライヤー（ホープフルＳ-G1），ヒガシウィルウィン
（ジャパンダートダービー-JPN1），ティコティコタック（秋華賞-JPN1）

母ウエスタンシャープ（93 *サンデーサイレンス）２勝，フェアリーＳ-JPN3３着。産駒
ウエスタンビーナス（牝 黒鹿 *ボストンハーバー）６勝，春雷Ｓ-L，同２着，ＵＨ

Ｂ杯-L，同２着，バーデンバーデンＣ-L，韓国馬事会杯，函館日刊スポー
ツ杯，フェアリーＳ-JPN3２着，福島民友Ｃ-L３着，京洛Ｓ-OP３着，ファル
コンＳ-JPN3４着，ＣＢＣ賞-G3４着，京阪杯-G3４着，アイビスサマーダ
ッシュ-G3４着

ウエスタンクィーン（牝 黒鹿 *エルコンドルパサー）４勝，秋川特別。産駒
ウエスタンラムール（牡 *クロフネ）４勝，尾頭橋特別，東海�６勝，�
ウエスタンランポ（牝 *ベーカバド）１勝，�

ウエスタンメジャー（牡 黒鹿 *ダンシングブレーヴ）３勝，勝浦特別，八重桜賞。種
牡馬

マイネルマエストロ（牡 青鹿 *ブライアンズタイム）２勝，エリカ賞，京成杯-G3５着
イマリ（牝 黒鹿 *フォーティナイナー）北米２勝
ウエスタンディオ（牡 鹿 *フレンチデピュティ）２勝

祖母 *ミュージカルラーク Musical Lark（83 Cure the Blues）愛国産，北米３勝，メイ
トロンＳ-G1，スピナウェイＳ-G1２着，アスタリタＳ-G2２着。産駒

ローマンコーラス Roman Chorus（騸 General Assembly）北米11勝，ベストター
ンＳ-G3３着

ウエスタンローズ（牝 *オペラハウス）不出走。産駒
ウエスタンダンサー（牝 *デヒア）６勝，京阪杯-G3，桂川Ｓ，仲秋特別，京洛

Ｓ-OP２着
ウエスタンデンコー（牝 *ジェネラス）３勝，東海�１勝。産駒

ウエスタンレベッカ（牝 ゼンノロブロイ）４勝，ゴールデンブーツトロフィー，愛知
杯-G3５着，障１勝

【競走成績】中央２戦

【繁殖成績】
2016 ウエスタンカッター（牝 黒鹿 *ヘニーヒューズ）入着，東海�３勝，�
17 不受胎（サンカルロ）
18 種付せず
19 （牡 黒鹿 *ヨハネスブルグ）
20 生後直死（*ディスクリートキャット）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 798
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 リッチエモーション

厩舎番号№200 リッチエモーション Rich Emotion

オーシャンレーシング＝日高町賀張 ℡01456（5）2700

2010年生
（10歳）
栗毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellフジキセキ

�
�
Le Fabuleux

*ミルレーサー青鹿 1992 Marston's Mill

�
�
�

ヒューストン �
�
Seattle Slew

Houston
Smart Angleビワシャンテ

�
�
Northern Dancer

*ノーザンプランサー鹿 1994 Sex Appeal（8）

【*トビーズコーナーを受胎（販売申込時）最終種付５月５日】

父フジキセキは千歳産，最優秀２歳牡馬，４戦全勝，朝日杯３歳Ｓ-JPN1，弥生賞
-JPN2。主な産駒（ＢＭＳ）：サウンドトゥルー（チャンピオンズＣ-G1，東京大賞典-G1），ホ
ワイトフーガ（ＪＢＣレディスクラシック-JPN1２回），ヨウセイ（ＭＲＣ1000ギニー-G1），カ
ーマディック（ＡＴＣドンカスターマイル-G1），ルミア（ケイプフィリーズ ギニー-G1），ユア
ソング（ＢＲＣ ＢＴＣカップ-G1），アリゼオ（毎日王冠-G2，スプリングＳ-G2）

母ビワシャンテ（94 Houston）３戦。産駒
リッチスマイル（牝 鹿 *エンドスウィープ）４勝
メイショウチョイス（牡 鹿 *メイショウドトウ）３勝，障１勝
カスガ（牝 鹿マーベラスサンデー）３勝
メイショウゲンカイ（牡 鹿 *ファスリエフ）兵庫�２勝，中央１勝
シルクブイメン（牝 芦タマモクロス）１勝
シルクアビリティー（牡 栗タマモクロス）高知�１勝，兵庫�１勝

祖母 *ノーザンプランサー Northern Prancer（80 Northern Dancer）米国産，不出走。
産駒

タンドラジー Tandra Gee（牝 Commemorate）北米３勝，Lady Angela S２着，
オンタリオダムゼルＳ-CAN3３着，Doll Ina S３着。産駒

ビルラン Biru Lang（牝 Pine Bluff）豪３戦。ジョク Joku（騸 *ザール：BRC
Bernborough H-L，ManawatuチャレンジＳ-G3３着）の母

ティジュアナタンゴ Tijuana Tango（牝 Tejano）愛６戦。産駒
ジャラマ Jarama（牝 *ヘクタープロテクター）仏１勝。チンチョン Chinchon（牡

Marju：ユナイティドネイションズＳ-G1）の母
*チズム Chisme（牝 Secretariat）北米入着。産駒

イニキ Iniki（牝 Miswaki）北米２勝。アントレプレナー Entepreneur（牡
Cure the Blues：Sleepy Hollow S）の母

カルタヘナ Cartagena（牝 Secretariat）北米１勝。産駒
*カルタクリス Cartakris（牝 Kris S.）不出走。ローマン ロマンス Roman Ro-

mance（牝 San Romano：Daryl Wells Sr. Memorial S）の母

【競走成績】石川�２勝，２着４回，３着１回，兵庫�入着，３着１回
［収得賞金 \514,000］

【繁殖成績】
2015 エイシンエターナル（牝 栗 *プリサイスエンド）不出走
16 クィーンプランサー（牝 栗 *シニスターミニスター）南関東�１勝
17 バジガクミラージュ（牝 鹿 *ストラヴィンスキー）南関東�入着，�
18 ナンガパルバット（牡 栗 *ロージズインメイ）高知�入着，�
19 （牝 鹿 *パイロ）
20 （牡 鹿 *モンテロッソ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 799
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販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ラーナック

厩舎番号№201 *ラーナック Larnach（NZ）

杵臼牧場＝浦河町杵臼 ℡090（9511）8518

2005年生
（15歳）
鹿毛

（新国産）

�
�
�
�

モンジュー �
�
�

サドラーズウェルズ �
�
Northern Dancer

Sadler's Wells
Fairy Bridge

Montjeu フロリペーデ �
�
Top Ville

Floripedes鹿 1996 Toute Cy

ガルド �
�
�

シェイクアルバドゥ �
�
Green Desert

Sheikh Albadou
Sanctuary

Gardd ウェルシュガーデン �
�
Welsh Saint

Welsh Garden鹿 1994 Garden of Eden（10）

【レインボーラインを受胎（販売申込時）最終種付４月27日】

父モンジュー Montjeu は愛国産，全欧３歳チャンピオン，仏愛英11勝，凱旋門賞-G1，
愛ダービー-G1，仏ダービー-G1。仏チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：アナプル
ナ（英オークス-G1），レガティッシモ（英1000ギニー-G1），チャームスピリット（クイーン エリ
ザベス二世Ｓ-G1），ジャーニー（英チャンピオンズフィリーズ＆メアズ-G1），パリッシュホ
ール（デューハーストＳ-G1），オブヴィアスリー（シューメイカーマイルＳ-G1２回）

母ガルド Gardd（94 Sheikh Albadou）愛１勝。産駒
スカウティング ワイド Scouting Wide（騸 Zabeel）豪４勝，STC W. J. McKell

Cup-L，STC Christmas Cup-L，ＢＲＣブリスベンＣ-G2２着，STC Pre-
mier's Cup-L２着

カドル ノワール Cadre Noir（騸 Black Minnaloushe）ＮＺ入着，Matamata RC
Matamata Slipper-L２着，AuRC Great Northern Champagne S-L３
着，グレイトガイGreat Guy の名で香港４勝

バルモラル ベル Balmoral Belle（牝 Zabeel）豪１戦。産駒
ロード バルモラル Lord Balmoral（騸 Star Witness）南アフリカ５勝，

Sophomore Sprint-L
祖母ウェルシュガーデン Welsh Garden（73 Welsh Saint）愛２歳牝馬チャンピオン，

愛５勝，Waterford Glass Nursery H-L。産駒
モレスネ Molesnes（牝 Alleged）仏６勝，カドラン賞-G1，ヴィコムテスヴィジェール

賞-G2，ケルゴルレイ賞-G2，バルブヴィル賞-G3２着
ケルティックエアー Celtic Heir（牡 Czaravich）英豪４勝，ホーリスヒルＳ-G3，

ＶＡＴＣ Ｔ.Ｓ.カーリヨンＣ-G2２着。種牡馬
サブジェクティヴ Subjective（牝 Secretariat）英・北米５勝，Suffolk Downs

Breeders' Cup H。ジャスト マンボ Just Mambo（騸 Danehill Dancer：
ＳＴＣファーラップＳ-G2）の祖母

【競走成績】中央入着，東海�２勝，３着１回［収得賞金 \1,448,000］

【繁殖成績】
2011 エクスペリエンス（牝 栗ステイゴールド）１勝
12 ウインレナータ（牝 黒鹿 *キンシャサノキセキ）南関東�１勝，高知�７勝，�
13 カナスヌーマ（牝 鹿マンハッタンカフェ）１勝
14 スマートアムール（牝 栗ダイワメジャー）１勝
15 流産（オルフェーヴル）
16 クライストチャーチ（牡 鹿 ハーツクライ）入着，東海�１勝，�
17 流産（オルフェーヴル）
18 アンフィニ（牝 鹿ジャスタウェイ）未出走
19 （牡 鹿 ハーツクライ）
20 （牡 鹿ディープブリランテ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 800



202 2020ジェイエス繁殖セール T0273‐29

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 ドリームエンブレム

厩舎番号№202ドリームエンブレム Dream Emblem

杵臼牧場＝浦河町杵臼 ℡090（9511）8518

2005年生
（15歳）
青毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

アワエンブレム �
�
Mr. Prospector

Our Emblem
Personal Ensign

*ウォーエンブレム スウィーテストレイディ �
�
Lord At War

Sweetest Lady青鹿 1999 Sweetest Roman

�
�
�

�
�
Roberto

*リアルシャダイ
Desert Vixenマキシムドリーム

�
�
*ノーザンディクテイターチャンネルフォー黒鹿 1994 *ワンスウェド（4）

【フェノーメノを受胎（販売申込時）最終種付３月21日】

父*ウォーエンブレム War Emblem は米国産，米３歳牡馬チャンピオン，北米７勝，ケ
ンタッキーダービー-G1，プリークネスＳ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ウィクトーリア（フローラ
Ｓ-G2），スカーレットカラー（府中牝馬Ｓ-G2），ブライトエンブレム（札幌２歳Ｓ-G3），アス
トラエンブレム（谷川岳Ｓ-L），メイショウタチマチ（忘れな草賞-L３着）。父として，ブラック
エンブレム（秋華賞-G1），ローブティサージュ（阪神ジュベナイルフィリーズ-G1）を出す

母マキシムドリーム（94 *リアルシャダイ）入着。産駒
ドリームスピカ（牝 鹿 バブルガムフェロー）不出走。産駒

マジックボンバー（牡 *タイキシャトル）４勝，皆生特別
ペプチドウォヘッド（牡キングカメハメハ）４勝，もちの木賞

ユーセイハヤトオー（騸 鹿 *スピニングワールド）３勝
祖母チャンネルフォー（88 *ノーザンディクテイター）４勝，立夏Ｓ，知多特別，ＣＢＣ賞

-JPN2２着，札幌日刊スポーツ杯-OP２着，阪急杯-JPN3３着。産駒は１頭
三代母 *ワンスウェド Once Wed（84 Blushing Groom）米国産，不出走。産駒
テイエムオペラオー：年度代表馬，最優秀３歳・古牡馬，14勝，ジャパンＣ-G1，同

２着，有馬記念-JPN1，同３着，天皇賞�-JPN1（２回），同�-JPN1，同２
着，皐月賞-JPN1，宝塚記念-JPN1，京都大賞典-JPN2（２回），阪神大賞
典-JPN2，菊花賞-JPN1２着，ダービー-JPN1３着。種牡馬

シマノビューティー：３勝。産駒
テイエムガルチオー：２勝，兵庫�入着，兵庫チャンピオンシップ-JPN3３着

ビクトリーマッハ：３勝。産駒
ビーウインド：入着。ステラウインド（万葉Ｓ-L，七夕賞-G3２着，青葉賞-G2３

着，函館記念-G3３着）の母

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2009 トーホウサリー（牝 黒鹿デュランダル）東海�５勝
10 流産（ゼンノロブロイ）
11 ストロベリーキング（騸 黒鹿 ハーツクライ）２勝，東海�５勝，�
12 不受胎（マンハッタンカフェ）
13 トレランス（牡 鹿 ネオユニヴァース）南関東�入着
14 不受胎（ドリームジャーニー）
15 ビッグウェーブ（牡 鹿ダイワメジャー）入着，兵庫�４勝，�
16 不受胎（*クロフネ）
17 ニーマルブラック（騸 青 ゼンノロブロイ）東海�１勝，�
18 ドリームポルックス（牝 芦 *クリエイターⅡ）未出走
19 不受胎（*マジェスティックウォリアー）
20 （牝 鹿コパノリッキー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 801



203 2020ジェイエス繁殖セール T0718‐19

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 モンシュシュ

厩舎番号№203 モンシュシュMon Chouchou

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2010年生
（10歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellスペシャルウィーク

�
�
マルゼンスキーキャンペンガール黒鹿 1995 レディーシラオキ

�
�
�

エーピーインディ �
�
Seattle Slew

A. P. Indy
Weekend Surprise

*シンディ ダンス デザイン �
�
Sadler's Wells

Dance Design鹿 2000 Elegance in Design（23）

【*クリエイターⅡを受胎（販売申込時）最終種付２月22日】

父スペシャルウィークは門別産，10勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ-G1。主な産駒（ＢＭ
Ｓ）：エピファネイア（ジャパンＣ-G1，菊花賞-G1），ディアドラ（ナッソーＳ-G1，秋華賞
-G1），サートゥルナーリア（皐月賞-G1，ホープフルＳ-G1），リオンディーズ（朝日杯フュー
チュリティＳ-G1），クラリティスカイ（ＮＨＫマイルＣ-G1），タイセイビジョン（京王杯２歳Ｓ
-G2），エメラルファイト（スプリングＳ-G2），ヴェルデグリーン（アメリカＪＣＣ-G2）

母 *シンディSindy（00 A. P. Indy）米国産，英１勝。産駒
モンシュシュ（牝 鹿スペシャルウィーク）本馬
ツクバコガネオー（騸 栗キングカメハメハ）５勝，師走Ｓ，釧路湿原特別，フィリピン

Ｔ，ラジオ日本賞-OP２着，同３着，マリーンＳ-L３着（２回），エルムＳ
-G3４着，岩手�１勝，すずらん賞２着，青藍賞４着

シンデレラロマンス（牝 鹿 Elusive Quality）２勝，兵庫�１勝。産駒
レッドカーラ（牝マンハッタンカフェ）２勝，タイランドＣ
スペースファルコン（牡スマートファルコン）１勝，南関東�１勝，�

アオイオンリーワン（牡 栗 ネオユニヴァース）３勝
イノセントリーサム（牡 栗 ネオユニヴァース）兵庫�２勝，中央２勝
トーセンマルゴー（牡 鹿ダンスインザダーク）１勝
レッドメイヴ（牝 鹿ディープインパクト）１勝
クールデザイン（牝 鹿ディープインパクト）１勝
サルーテ（牡 鹿オルフェーヴル）１勝，�

祖母ダンス デザイン Dance Design（93 Sadler's Wells）愛７勝，愛オークス-G1，プリ
ティポリーＳ-G2（２回），タタソールズ ゴールドＣ -G2，Debutante S -L，
Mooresbridge S-L，愛1000ギニー-G1２着，愛チャンピオンＳ-G1２着，モイグ
レアスタッドＳ-G1４着，仏英独・北米入着，バイエリシェスツフトレンネン-G1
２着，コロネーションＳ-G1３着，ビヴァリーディーＳ-G1３着，Bryan Station S
-L３着，マルセルブサック賞-G1４着。産駒

サルサ ステップス Salsa Steps（牝 Giant's Causeway）英２勝，チャートウェルフィ
リーズＳ-G3４着。産駒

スパイシー ダル Spicy Dal（牝 Dalakhani）英１勝，Ballymacoll Stud S-L２
着

【競走成績】中央２勝，滝桜賞（Ｄ1700ｍ），２着４回，３着４回，南関東�入着，関東
オークス-JPN2３着，３着１回［収得賞金 \47,800,000］

【繁殖成績】
2017 デルマアパタイト（牡 栗 *カジノドライヴ）２戦，�
18 モンキャドー（牡 鹿ロードカナロア）未出走
19 不受胎（オルフェーヴル）
20 不受胎（*クリエイターⅡ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 802



204 2020ジェイエス繁殖セール T0227‐53

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 グッドチョイス

厩舎番号№204 グッドチョイス Good Choice

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2004年生
（16歳）
栗毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

デピュティミニスター �
�
Vice Regent

Deputy Minister
Mint Copy

*フレンチデピュティ ミッテラン �
�
Hold Your Peace

Mitterand栗 1992 Laredo Lass

�
�
�

�
�
Honest Pleasure

*ジャッジアンジェルーチ
Victorian Queenワインアンドローズ

�
�
Pleasant Colonyランフォアロージス鹿 1993 *ロージズフォアママ（3）

【レッドファルクスを受胎（販売申込時）最終種付４月30日】

父*フレンチデピュティFrench Deputy は米国産，北米４勝，ジェロームＨ-G2。主な産
駒（ＢＭＳ）：マカヒキ（ダービー-G1），ショウナンパンドラ（ジャパンＣ-G1），レインボーライ
ン（天皇賞・春-G1），ゴールドドリーム（チャンピオンズＣ-G1，フェブラリーＳ-G1），マイネ
ルホウオウ（ＮＨＫマイルＣ-G1），アンジュデジール（ＪＢＣレディスクラシック-JPN1），ア
ンドラフティド（ダイヤモンドジュビリーＳ-G1），ダンサ（アーカンソーダービー-G1）

母ワインアンドローズ（93 *ジャッジアンジェルーチ）５勝，小倉山特別（Ｄ1800ｍ）。産駒
グレープブランデー（騸 黒鹿 マンハッタンカフェ）中央・南関東�７勝，フェブラリ

ーＳ-G1，同４着，ジャパンダートダービー-JPN1，東海Ｓ-G2，阿蘇Ｓ
-OP，いぶき賞-OP，エルムＳ-G3２着，ユニコーンＳ-G3２着，東京スプリ
ント-JPN3２着，同４着，すみれＳ-OP２着，武蔵野Ｓ-G3３着，同５着，
根岸Ｓ-G3３着，シリウスＳ-G3３着，ジャパンＣダート-G1５着，日本テレ
ビ盃-JPN2５着，プロキオンＳ-G3５着（２回），岩手�入着，マイルチャン
ピオンシップ南部杯-JPN1４着，韓国入着，Korea Sprint３着

ローズカクテル（牝 栗 バブルガムフェロー）３勝
ワインアドバイザー（牡 青鹿フジキセキ）３勝
ロジエール（牝 黒鹿 バブルガムフェロー）１勝

祖母ランフォアロージス（86 Pleasant Colony）３勝。産駒
マルカベンチャー（牡フジキセキ）５勝，京都オータムプレミアム，なにわＳ，室町Ｓ

-OP２着，同３着，天保山Ｓ-OP２着，ポラリスＳ-OP２着，エスペランサ
Ｓ-OP２着，欅Ｓ-L３着，南関東�入着，東京盃-JPN2３着，東海�１勝

タヤスエトワール（牡 *ジェイドロバリー）３勝，甲斐路特別，春待月Ｓ-OP２着，東
海・北海道�２勝，ブリーダーズゴールドＣ-JPN2３着

ツァリーヌ（牝メジロライアン）２勝，呉竹賞。アウトクラトール（牡 サクラバクシンオ
ー：福島民友Ｃ-L，ＮＳＴ賞-L）の母

【競走成績】中央２勝，２着３回，３着５回［収得賞金 \36,532,000］

【繁殖成績】
2011 不受胎（フジキセキ）
12 サトノシュトラール（騸 黒鹿マンハッタンカフェ）３戦
13 生後直死（ゼンノロブロイ）
14 ショワドゥロワ（牡 黒鹿マンハッタンカフェ）２勝，芙蓉Ｓ-L３着，�
15 ヒダザクラ（牝 黒鹿マンハッタンカフェ）東海�２勝，佐賀�４勝，�
16 コールザチューン（牝 鹿ロードカナロア）１勝，�
17 グッドフェイム（牝 黒鹿ヴィクトワールピサ）６戦
18 サイキユイコウル（牝 鹿キズナ）未出走
19 不受胎（*キンシャサノキセキ）
20 （牝 鹿 *キンシャサノキセキ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 803



205 2020ジェイエス繁殖セール T0435‐40

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 エクレアオール

厩舎番号№205 エクレアオール Eclair Or

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2013年生
（７歳）
黒鹿毛
（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellゴールドアリュール

�
�
Nureyev

*ニキーヤ栗 1999 Reluctant Guest

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

*エンドスウィープ
Broom Danceゴーファイトウィン

�
�
Mtoto

*ライラアラウィ鹿 2003 Rowa（9）

【*ダンカークを受胎（販売申込時）最終種付６月３日】

父ゴールドアリュールは追分産，最優秀ダートホース，中央・南関東・岩手�８勝，フェブ
ラリーＳ-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：オメガパフューム（東京大賞典-G1２回，帝王賞
-JPN1），ハービンマオ（関東オークス-JPN2），ツーエムマイスター（パラダイスＳ-L２着），
ブルーセレブ（南関東・東京２歳優駿牝馬），ドリュウ（ポラリスＳ-OP２着）。父として，コパ
ノリッキー（フェブラリーＳ-G1），エスポワールシチー（ジャパンＣダート-G1）を出す

母ゴーファイトウィン（03 *エンドスウィープ）２勝。産駒
ブリングイットオン（牝 鹿 *キンシャサノキセキ）２勝，ファルコンＳ-G3５着，�
フィーユブルー（騸 鹿ゴールドアリュール）１勝，佐賀�４勝，球磨川賞３着，黒髪

山賞５着
グランデアリュール（騸 鹿ゴールドアリュール）１勝

祖母 *ライラアラウィLaila Alawi（91 Mtoto）愛国産，スカンディナヴィア古牝馬チャンピ
オン，英１勝，ノルウェー６勝，Morten Klaveness Minnelop，Oslo Cup，同２
着，スウェーデン２勝。産駒

フィヨルドクルーズ（牝 *サンデーサイレンス）５勝，潮来特別，箱根特別，愛知杯
-JPN3３着，福島牝馬Ｓ-JPN3３着。産駒

ジャングルクルーズ（騸ジャングルポケット）４勝，ワールドオールスタージョッキ
ーズ第２戦，南武特別，札幌日経オープン-L３着，丹頂Ｓ-OP３着，
ジャパンＣ-G1４着

マカオンブラン（牡 *タートルボウル）２勝，沈丁花賞，�
カタナ（牡 *タイキシャトル）４勝，秋嶺特別，高尾特別
エアリカコ（牝 Halling）兵庫�１勝，中央１勝。産駒

エアピザレー（牡 ハーツクライ）２勝，湯浜特別
三代母ロワ Rowa（81 Great Nephew）英入着，Pretty Polly S-L３着。産駒
ロワトアラジ Rowat Arazi：不出走。産駒

ブリボン Bribon：仏・北米11勝，メトロポリタンＨ-G1，トゥルーノースＨ-G2，ウ
エストチェスターＳ-G3，ボールド ルーラーＨ-G3，シガー マイルＨ
-G1２着，同３着，アルフレッドＧ.ヴァンダービルトＨ-G1３着

四代母オーソーフェア Oh So Fair（67 Graustark）愛１勝。オー ソー シャープ Oh
So Sharp（英オークス-G1，英1000ギニー-G1，英セントレジャー-G1），ルサル
カ Roussalka（コロネーションＳ-G2），エティエンヌ ジェラード Etienne
Gerard（ジャージーＳ-G3），マイフェア ニース My Fair Niece（Rous Me-
morial S-L），パーム アイランド Palm Island（Top Rank Club H-L）の母，
ローズフィンチ Rosefinch（サンタラリ賞-G1）の祖母

【競走成績】南関東�６勝，２着２回，３着１回［収得賞金 \17,770,000］

【繁殖成績】
2020 （牡 栗 *マインドユアビスケッツ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 804



206 2020ジェイエス繁殖セール T0402‐46

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 モッシュピット

厩舎番号№206 モッシュピット Mosh Pit

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2016年生
（４歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*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オルフェーヴル

�
�
メジロマックイーンオリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

�
�
�

ディキシーランドバンド �
�
Northern Dancer

Dixieland Band
Mississippi Mud

*ライブリーチューン エクストラヴァガントウーマン �
�
Alydar

Extravagant Woman黒鹿 2004 Squander（8）

【ロゴタイプを受胎（販売申込時）最終種付４月27日】

父オルフェーヴルは白老産，年度代表馬，中央・仏12勝，三冠，有馬記念-G1（２回），宝
塚記念-G1。父として，エポカドーロ（皐月賞-G1，ダービー-G1２着），ラッキーライラック
（最優秀２歳牝馬，大阪杯-G1，エリザベス女王杯-G1，阪神ジュベナイルフィリーズ
-G1），オーソリティ（青葉賞-G2），シャインガーネット（ファルコンＳ-G3），サラス（マーメイド
Ｓ-G3），ロックディスタウン（札幌２歳Ｓ-G3），ジャスティン（東京スプリント-JPN3）を出す

母 *ライブリーチューン Lively Tune（04 Dixieland Band）米国産，不出走。産駒
ダノンゴールド（騸 黒鹿ゴールドアリュール）５勝，ＫＢＣ杯，檜山特別（２回），レ

パードＳ-G3４着，障３勝，清秋ジャンプＳ，阪神スプリングジャンプ５着
レッドアルディ（騸 鹿 *アイルハヴアナザー）１勝，高知�５勝，�
トウシンタイガー（騸 鹿ゴールドアリュール）１勝，兵庫�３勝，�
クリアザコースト（牡 鹿ダイワメジャー）入着，東海�５勝

祖母エクストラヴァガントウーマン Extravagant Woman（82 Alydar）不出走。産駒
リヴィング ヴィカリアスリー Living Vicariously（牡 Time for a Change）北米

５勝，ブルックリンＨ-G2，ブリーダーズフューチュリティ-G2２着，ディスカ
ヴァリーＨ-G3３着，ＢＣジュヴェナイル-G1４着

ウィズ ディスティンクション With Distinction（牡 Storm Cat）北米６勝，エル
コネホＨ-G3，サンアントニオＨ-G2２着，チャーチル ダウンズＨ-G2２
着，メリーランドＢＣＨ-G3２着，Marfa S-L３着。種牡馬

リゾート Resort（牝 Pleasant Colony）北米４勝，ＣＣＡオークス-G1２着，ターン
バックジアラームＨ-G3２着，ガゼルＨ-G1３着。産駒

サイトシーイング Sightseeing（牡 Pulpit）北米２勝，ピーターパンＳ-G2，ウ
ッドメモリアルＳ-G1２着，ナシュアＳ-G3２着，ドゥワイアＳ-G2３
着，ジムダンディＳ-G2３着，ウエストチェスターＨ-G3３着。種牡馬

シー アイランド Sea Island（牝 Pulpit）北米３勝，ガゼルＳ-G1２着，アレー
ルデュポンディスタフＳ-G3２着，シュヴィーＨ-G3３着

ソーシックSo Chic（牝 Private Terms）不出走。産駒
ヒズ ソー シック He's So Chic（牡 Jump Start）北米15勝，Fall Highweight

H-L２着，ミスタープロスペクターＨ-G3４着
ラグジュアリアスリー Luxuriously（牝 Danzig）北米１戦。産駒

ニットワン パートゥー Knit One Purr Too（牝 Tale of the Cat）北米３
勝，Stormy Blues S，Brandywine S３着

プリーチトゥザクワイア Preachtothechoir（牝 Pulpit）北米２戦。サンダーズ
ダヴ Thunders Dove（牝 Thunderello：Vivano S）の母

【競走成績】中央入着，２着２回［収得賞金 \5,370,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 805



207 2020ジェイエス繁殖セール T0232‐19

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 エイシンベティー

厩舎番号№207 エイシンベティー A Shin Betty

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（22）0432（飼養者＝栄進牧場）

2015年生
（５歳）
栗毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

ルロワドサニモー �
�
Candy Stripes

Leroidesanimaux
Dissemble

*アニマルキングダム
�
�
Acatenango

*ダリシア栗 2008 Dynamis

�
�
�

プルピット �
�
A. P. Indy

Pulpit
Preach

*ホームフロムオズ タップ ユアヒールズ �
�
Unbridled

Tap Your Heels栗 2002 Ruby Slippers（3）

【*ベストウォーリアを種付けして不受胎（販売申込時）】

父*アニマルキングダム Animal Kingdom は米国産，米３歳牡馬チャンピオン，北米・
UAE５勝，ケンタッキーダービー-G1，ドバイワールドＣ-G1，スパイラルＳ-G3，プリーク
ネスＳ-G1２着。父として，オレクサンドラ（ジャイパーＳ-G1），エンジェル オブトゥルース
（ＡＴＣダービー-G1），リーガルグローリー（レイクプラシッドＳ-G2），アンテイムドドメイ
ン（サマーＳ-G2），ワイルドプラネット（ＡＴＣセオマークスＨ-G2）を出す

母 *ホームフロムオズ Home From Oz（02 Pulpit）米国産，不出走。産駒
メイドフロムラッキー Madefromlucky（牡 Lookin At Lucky）北米６勝，ウエスト

ヴァージニアダービー-G2，ピーター パンＳ-G2，グリーンウッドカップＳ
-G3，Temperence Hill Invitational S-L，レベルＳ-G2２着，エクセルシ
オＳ-G3２着，ディスカヴァリーＨ-G3２着，Harlan's Holiday S-L２着，
Essex H-L３着，Poseidon H３着，Stymie S３着，State Dinner S３
着，アーカンソーダービー-G1４着，オークローンＨ-G2４着，ハーランズ
ホリデイＳ-G3４着。種牡馬

*エーシンゴールド（牡 鹿 Medaglia d'Oro）４勝，アルデバランＳ-OP，鷹取特別，昇
竜Ｓ-OP２着，マーチＳ-G3４着，南関東�入着，ジャパンダートダービー
-JPN1２着

ショーマンシップ Showmanship（牡 Yes It's True）北米２勝
*エイシンヒマワリ（牝 鹿 Uncle Mo）１勝，兵庫�４勝
エイシンオズ（牝 栗 *エイシンアポロン）１勝，�
エイシンバッカス（牡 栗 *ヨハネスブルグ）１勝，�

祖母タップ ユアヒールズ Tap Your Heels（96 Unbridled）北米１勝，Hildene S，ア
スタリタＳ-G2４着，テンプティドＳ-G3４着。産駒

タピット Tapit（牡 Pulpit）北米３勝，ウッドメモリアルＳ-G1，ローレルフューチュリ
ティ-G3。北米総合・２歳チャンピオンサイアー

オーヴァーアンドアビューティOverandabeauty（牝 Grand Slam）北米３勝，Ohio
Valley H-L２着，Pearl City S３着。産駒

ノーブル アンドアビューティNoble and a Beauty（牝 Noble Causeway）
北米３勝，Cicada S-L，Ruthless S-L２着

三代母ルビースリッパーズ Ruby Slippers（82 Nijinsky）北米５勝。ルビアノ Rubiano
（米チャンピオンスプリンター，ＮＹＲＡマイルＨ-G1，ヴォスバーグＳ-G1）の
母，イン チューン In Tune（ガルフストリーム オークス-G2），ダブレオ
Dubleo（サマーＳ-G2）の祖母，*サマーバード Summer Bird（米３歳牡馬チ
ャンピオン，ベルモントＳ-G1）の三代母

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2020 （牝 鹿エーシンモアオバー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 806



209 2020ジェイエス繁殖セール T0434‐29

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 レッドジェニファー

厩舎番号№209 レッドジェニファー Red Jennifer

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2016年生
（４歳）
栗毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Silver Hawk

*グラスワンダー
Amerifloraスクリーンヒーロー

�
�
*サンデーサイレンスランニングヒロイン栗 2004 ダイナアクトレス

�
�
�

ローソサイアティ �
�
Alleged

Law Society
Bold Bikini

*ライラッククイーン ライラックダンス �
�
Fabulous Dancer

Lilac Dance鹿 1998 Lilac Charm（9）

【トーセンラーを受胎（販売申込時）最終種付３月28日】

父スクリーンヒーローは千歳産，最優秀古牡馬，５勝，ジャパンＣ-G1，アルゼンチン共和
国杯-JPN2，天皇賞�-G1２着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-JPN3２着。父として，モーリス
（天皇賞・秋-G1），ゴールドアクター（有馬記念-G1），ウインマリリン（フローラＳ-G2），ジェ
ネラーレウーノ（セントライト記念-G2），マイネルグリット（小倉２歳Ｓ-G3），トラスト（札幌２
歳Ｓ-G3），ミュゼエイリアン（毎日杯-G3），グァンチャーレ（シンザン記念-G3）を出す

母 *ライラッククイーン Lilac Queen（98 Law Society）独国産，独２勝，Diana Trial
/Las Vegas-Slenderella-Rennen-L（芝2200ｍ），独オークス-G1２着，北米３
勝，ビウィッチＳ-G3（芝12Ｆ）。産駒

ヘルツフロイント（牡 黒鹿 ハーツクライ）４勝，是政特別，高知�５勝，�
キャプテンヴォーグ（牝 鹿キャプテントゥーレ）入着，南関東�５勝
ライラックパンチ（牝 栗フジキセキ）入着，兵庫�５勝
アルバシュルク（牝 栗ダイワメジャー）入着，佐賀�１勝

祖母ライラックダンス Lilac Dance（89 Fabulous Dancer）独２勝。産駒
ライラックドリームズ Lilac Dreams（牝 Second Set）独２戦。産駒

ジーアンドティー Gea And Tea（騸 Captain Gerrard）伊２勝，Criterium di
Pisa-L２着，Premio d'Estate-L３着，ジュビレオ賞-G3４着

ラヴアフェアズ Love Affairs（騸 Konigsstuhl）独11勝，仏１勝
三代母ライラックチャーム Lilac Charm（80 Bustino）英１勝。産駒
ラドニ Ladoni：独６勝，ドクトル ブッシュ記念-G3，ドルトムンダーヴィルトシャフト大

賞典-G3，45 Orakel der Dreijahrigen-L，エッティンゲンレンネン-G3２
着，カウフォフ大賞典-G2３着。種牡馬

ラクベル Lacbell：伊４勝，Premio Rumon-L，伊グランクリテリウム-G1２着，Pre-
mio della Speranza-L２着，伊障４勝

ソーサリス Sorceress：仏２勝，Prix de la Seine-L，オマール賞-G3３着。産駒
ソリヴェラ Sorivera：独２勝，Fruhjahrs-Stuten-Preis-L。産駒
シロ Siro：独入着。レーヴドソレイユ Reve de Soleil（リッチモンドＳ-G2

３着）の母
シーンガランテ Scene Galante：仏３勝。産駒
ソスペル Sospel：独１勝。産駒

チャーミング ウーマン Charming Woman：伊２勝，トゥディニ賞-G3，同
３着，Premio Ubaldo Pandolfi-L，オメノーニ賞-G3２着，カルロ
キエーザ賞-G3２着

メンズ マガジン Men's Magazine：伊３勝，Premio Vittorio Riva-L

【競走成績】中央入着，２着１回，３着１回［収得賞金 \5,450,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 807



210 2020ジェイエス繁殖セール T0653‐16

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 スワンキーポーチ

厩舎番号№210 スワンキーポーチ Swanky Pouch

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2005年生
（15歳）
栗毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellアグネスタキオン

�
�
*ロイヤルスキーアグネスフローラ栗 1998 アグネスレディー

�
�
�

�
�
Round Table

*ターゴワイス
Matriarchチャッターボックス

�
�
*ノーザンテーストシャダイチャッター鹿 1987 ペルースポート（19）
*レディチャッター系

【レッドファルクスを受胎（販売申込時）最終種付４月23日】

父アグネスタキオンは千歳産，４戦全勝，皐月賞-JPN1，弥生賞-JPN2。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ノンコノユメ（フェブラリーＳ-G1，ジャパンダートダ
ービー-JPN1），ワイドファラオ（かしわ記念-JPN1），アクティブミノル（セントウルＳ-G2），カ
ラクレナイ（フィリーズレビュー-G2），ジューヌエコール（デイリー杯２歳Ｓ-G2），レーヌブラ
ンシュ（関東オークス-JPN2），エイティーンガール（キーンランドＣ-G3）

母チャッターボックス（87 *ターゴワイス）２勝，クレマチス賞（芝1200ｍ）。産駒
プレミアムボックス（牡 鹿アドマイヤベガ）８勝，京阪杯-G3，ＣＢＣ賞-G3，オー

シャンＳ-JPN3，同-G3４着，山城Ｓ，さくらんぼ特別，千葉日報杯，阪神Ｃ
-G2２着，キーンランドＣ-G3４着，函館スプリントＳ-JPN3４着

スワンキーポーチ（牝 栗アグネスタキオン）本馬
チャッターリップス（牝 鹿 *リファーズウィッシュ）４勝，耶馬渓特別，ディセンバーＳ

-OP２着。産駒
フェリーチェレガロ（牝マンハッタンカフェ）東海�２勝，中央４勝，古都Ｓ，マー

メイドＳ-G3５着
カトルズリップス（牝マンハッタンカフェ）４勝，うずしおＳ，くるみ賞

ドリームチャッター（牝 鹿 エアジハード）北海道�４勝，華月賞，フロイラインＣ２
着，岩手�２勝，ビューチフルドリーマーＣ，同３着，ひまわり賞

シルキー（牝 鹿 *バイアモン）不出走。産駒
フィクシアス（騸 *ボストンハーバー）４勝，八幡特別，秋吉台特別

タガノチャッター（牝 栗 *トニービン）南関東�６勝。産駒
ロードヴァンガード（牡 *ホワイトマズル）２勝，寒狭川特別

ヒルオブトスカーナ（牡 栃栗 サクラローレル）３勝
祖母シャダイチャッター（80 *ノーザンテースト）６勝，小倉記念-JPN3，同２着

【競走成績】中央１勝，フェアリーＳ-JPN3２着，菜の花賞-OP２着，２着２回
［収得賞金 \27,866,000］

【繁殖成績】
2011 アダムズアップル（牡 鹿 *ホワイトマズル）２勝
12 ホクザンショコラ（牝 鹿メイショウサムソン）兵庫�１勝
13 ナリノスワンキー（牝 鹿ジャングルポケット）兵庫�１勝
14 ホウオウジャンプ（牡 鹿 *ハービンジャー）入着，兵庫�２勝
15 オルトルート（牝 栗ローエングリン）１勝，�
16 サユルリトリンカ（牝 青鹿 *ノヴェリスト）中央・北海道�７戦
17 不受胎（ロードカナロア）
18 ワセダスワンキー（牡 栗 *ハービンジャー）未出走
19 （牝 栗 *ノヴェリスト）
20 （牝 鹿ロゴタイプ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 808



211 2020ジェイエス繁殖セール T0503‐19

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 ホーカーハリケーン

厩舎番号№211 ホーカーハリケーン Hawker Hurricane

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2006年生
（14歳）
青鹿毛
（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellネオユニヴァース

�
�
Kris

*ポインテッドパス鹿 2000 Silken Way

�
�
�

リーディング カウンセル �
�
Alleged

Leading Counsel
Society Column

*ワールウインド バトルドレス �
�
Run the Gantlet

Battledress鹿 1992 Bon Appetit（11）

【スワーヴリチャードを受胎（販売申込時）最終種付４月10日】

父ネオユニヴァースは千歳産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1，皐月賞-JPN1。
主な産駒（ＢＭＳ）：アエロリット（ＮＨＫマイルＣ-G1），ルヴァンスレーヴ（チャンピオンズ
Ｃ-G1，ジャパンダートダービー-JPN1，全日本２歳優駿-JPN1），ジョーカナチャン（アイビ
スサマーダッシュ-G3），コズミックフォース（プリンシパルＳ-L，ダービー-G1３着），アルメリ
アブルーム（愛知杯-G3２着），ビリーバー（アイビスサマーダッシュ-G3３着）

母 *ワールウインド Whirlwind（92 Leading Counsel）仏国産，仏２勝，Prix Ronde de
Nuit-L２着，Prix La Camargo-L３着。産駒

*アクセラレイション Acceleration（牝 栗 Acatenango）仏２勝，コリダ賞-G3，サン
ロマン賞-G3２着，オマール賞-G3３着，サンクルー大賞典-G1４着，クロ
エ賞-G3４着。産駒

フルアクセル（牡アグネスタキオン）５勝，湘南Ｓ，尖閣湾特別
ホットレッグス（牝 Galileo）不出走。産駒
ゴールドテーラー（牝ステイゴールド）４勝，テレ玉杯

祖母バトルドレス Battledress（76 Run the Gantlet）仏２勝。産駒
ロベルトズ ファイター Roberto's Fighter（牝 Roberto）英仏３勝，グラディアトゥー

ル賞-G3２着，Prix de l'Elevage-L２着，伊入着，カルロポルタ賞-G3３
着，ローマヴェッキア賞-G3４着。産駒

ドラマティックアイロニー Dramatic Irony（牝 Trojan Fen）インド４勝，Byc-
ulla Cup，Northumberland Trophy

カムアロング Come Along（牝 Exit to Nowhere）仏１勝。産駒
エンシス Ensis（牝 Zieten）スペイン２勝，仏入着，Prix Saraca-L２着。アル

テア Altea（牝 Siyouni：レゼルヴワール賞-G3２着）の母
バラクラヴァBalaclava（牝 Far North）北米１勝。産駒
ラタニア Latania（牝 Polish Numbers）北米入着。ヒューモリスティック Hu-

moristic（牝 Sefapiano：ヴァイオレットＳ-G3・２回）の母

【競走成績】中央４勝，札幌スポニチ賞（芝1500ｍ），２着４回，３着３回
［収得賞金 \72,268,000］

【繁殖成績】
2013 サンエイビクトリー（牡 黒鹿 *ファルブラヴ）不出走
14 シーハリケーン（騸 鹿 *タートルボウル）１勝
15 ハリケーンズアイ（牡 黒鹿 *ハービンジャー）岩手�入着
16 マックスアドバンス（牡 青鹿 *ノヴェリスト）３戦，入着
17 （牝 青鹿ロードカナロア）
18 流産（キングカメハメハ）
19 （牡 鹿 *ハービンジャー）
20 種付せず

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 809



212 2020ジェイエス繁殖セール T0678‐19

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐05 アナモリ

厩舎番号№212 アナモリAnna Molly

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2005年生
（15歳）
鹿毛

（平取産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Mr. Prospector

*フォーティナイナー
File

*トワイニング コートリー ディー �
�
Never Bend

Courtly Dee栗 1991 Tulle

�
�
�

�
�
*ブライアンズタイムナリタブライアン *パシフィカスエクシードワン

�
�
Theatricalオーパスワン青鹿 1999 *ティルティング（21）

【トーセンラーを受胎（販売申込時）最終種付６月２日】

父*トワイニング Twining は米国産，北米５勝，ピーターパンＳ-G2，ウィザーズＳ-G2。
主な産駒（ＢＭＳ）：アリーナエルヴィラ（フォールズシティＨ-G2），メテオール（ラホヤＨ
-G2），ヘイロースティーヴン（ブリティッシュコロンビアダービー-G3），サーマル カレント
（ＭＶＲＣテルストラフォーンワーズＳ-G3），カジノダンサー（ＡＴＣアングストＳ-G3），
アイラブリリ（淀短距離Ｓ-L）。父として，ノンコノユメ（フェブラリーＳ-G1）を出す

母エクシードワン（99 ナリタブライアン）２勝，湯沢特別（芝1400ｍ）。産駒
キングオブヘイロー（牡 鹿ゴールドアリュール）南関東�２勝，中央３勝，オーロラ

特別，伊良湖特別
ユアーザワン（牡 青ゴールドアリュール）兵庫�２勝，中央障１勝
シハツレッシャ（牡 黒鹿ダイワメジャー）東海�６勝
アルクマール（牡 鹿ゴールドアリュール）北海道�２勝，南関東�１勝，�

祖母オーパスワン（91 Theatrical）３勝。産駒
サンライズベガ（牡アドマイヤベガ）６勝，小倉大賞典-G3，日本海Ｓ，館山特別，

駒ヶ岳特別，新潟記念-G3２着（２回），同３着，京都新聞杯-JPN2３着，
七夕賞-G3３着，新潟大賞典-G3３着，オールカマー-G2４着，中京記念
-G3４着，朝日チャレンジＣ-G3５着

ピサノキャニオン（牝 *サンデーサイレンス）東海�１勝，中央２勝，ニセコ特別。産
駒

キャニオンバレー（牝 *シンボリクリスエス）４勝，丹沢Ｓ，麒麟山特別，北海道
�入着，ブリーダーズゴールドＣ-JPN3４着

オーパスクイーン（牝スペシャルウィーク）３勝。産駒
オーパスメーカー（牝 *エンパイアメーカー）３勝，�
サンライズホープ（牡 *マジェスティックウォリアー）２勝，�

三代母 *ティルティング Tilting（81 Seattle Slew）米国産，北米１戦。ドーン キホーテ
Dawn Quixote（パームビーチＳ-G3）の母

【競走成績】中央５勝，内房Ｓ（Ｄ1200ｍ），天王山特別（Ｄ1200ｍ），２着４回，３着４
回［収得賞金 \101,826,000］

【繁殖成績】
2013 ピッコラストレーガ（牝 黒鹿 ゼンノロブロイ）石川・兵庫�入着，兵庫�４勝
14 サンエイダイヤ（牝 黒鹿 ゼンノロブロイ）岩手�８勝，�
15 アナマリア（牝 青鹿 ゼンノロブロイ）南関東�１勝，�
16 プティドバトゥ（牝 芦 *スウェプトオーヴァーボード）東海�２勝，�
17 ロッソビアンコネロ（牡 栗ゴールドアリュール）入着，�
18 マサハヤリュウ（牡 黒鹿ダイワメジャー）未出走
19 （牡 鹿ダイワメジャー）
20 （牡 青イスラボニータ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 810



213 2020ジェイエス繁殖セール T0372‐51

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 ルヴィロンザ

厩舎番号№213 *ルヴィロンザ Ruvyironza（USA）

坂東牧場＝平取町川向 ℡01456（2）1545

2010年生
（10歳）
青鹿毛
（米国産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellハットトリック

�
�
Lost Code

*トリッキーコード青鹿 2001 Dam Clever

�
�
�

エーピーインディ �
�
Seattle Slew

A. P. Indy
Weekend Surprise

*ヒシナイル ケイティーズ �
�
*ノノアルコ

Katies黒鹿 1994 Mortefontaine（7）

【*ダノンレジェンドを受胎（販売申込時）最終種付４月26日】

父ハットトリックは追分産，最優秀短距離馬，中央・香港８勝，香港マイル-G1，マイルチャ
ンピオンシップ-G1，京都金杯-JPN3。仏２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：エ
ラディアブウェルベ（フェデリコデアルベアール賞-G2２着），ピロヤンスキー（ベロシダド
賞-G3３着）。父として，ダビルシム（ジャンリュックラガルデール賞-G1），ウィンウィンウィ
ン（フォアゴーＳ-G1），キングデイヴィッド（ジャマイカＨ-G1）を出す

母 *ヒシナイル（94 A. P. Indy）米国産，２勝，フェアリーＳ-JPN3（芝1200ｍ），ターコイ
ズＳ-OP２着（２回），フラワーＣ-JPN3３着，中山牝馬Ｓ-JPN3５着，クイーン
Ｃ-JPN3５着。産駒

*ケイティーズミスト（牝 黒鹿 Posse）東海�入着。産駒
イノバティブ（騸ディープブリランテ）３勝，千葉日報杯，�

*ヒシリーガル（牡 鹿 Theatrical）１勝，岩手�９勝，兵庫�２勝
祖母ケイティーズ Katies（81 *ノノアルコ）英３歳牝馬チャンピオン，英愛４勝，愛1000

ギニー-G1，コロネーションＳ-G2，クイーンエリザベス二世Ｓ-G2２着。産駒
*ヒシアマゾン（牝 Theatrical）最優秀２歳・３歳・古牝馬，10勝，エリザベス女王杯

-JPN1，阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1。産駒
*ヒシシルバーメイド（牝 Silver Deputy）１勝。カリオストロ（牝 エイシンフラッ

シュ：橘Ｓ-L）の祖母
*ヒシピナクル（牝 Theatrical）４勝，ローズＳ-JPN2，秋華賞-JPN1３着
*ホワットケイティーディド What Katy Did（牝 Nureyev）英仏３勝，Prix Tanti-

eme-L，Prix Lovelace-L３着，独入着，Preis von Koln-L２着。産駒
スリープレスナイト（牝 *クロフネ）最優秀短距離馬，９勝，スプリンターズＳ

-G1，ＣＢＣ賞-G3，北九州記念-JPN3，栗東Ｓ-L
アドマイヤライト（牝 Kris S.）３勝。ベルーガ（牝 *キンシャサノキセキ：ファンタ

ジーＳ-G3）の母
*ケイティーズファースト Katies First（牝 Kris）英仏４勝，Prix du Cercle-L。産

駒
マイケイティーズ（牝 *サンデーサイレンス）不出走。アドマイヤムーン（牡 *エ

ンドスウィープ：年度代表馬，ジャパンＣ-G1，宝塚記念-G1）の母

【競走成績】中央４戦

【繁殖成績】
2015 （牝 鹿 *ヘニーヒューズ）
16 バトルオブナイル（牡 青鹿 *シンボリクリスエス）南関東�入着
17 モンテスデラルーナ（牝 鹿アドマイヤムーン）３戦，入着
18 チュラウェーブ（牡 芦クリーンエコロジー）未出走
19 流産（エイシンフラッシュ）
20 （牝 黒鹿エイシンフラッシュ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 811



214 2020ジェイエス繁殖セール T0728‐49

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 ラペーシュ

厩舎番号№214 ラペーシュ La Peche

フィールドラック＝神奈川県横浜市 ℡0146（28）7665（飼養者＝HARUNOファーム）

2016年生
（４歳）
栗毛

（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

ナシュワン �
�
Blushing Groom

Nashwan
Height of Fashion

*バゴ ムーンライツボックス �
�
Nureyev

Moonlight's Box黒鹿 2001 Coup de Genie

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンススペシャルウィーク キャンペンガールイイデエース

�
�
Woodman

*ウージャ鹿 2006 Cinegita（25）

【レーヴミストラルを受胎（販売申込時）最終種付４月12日】

父*バゴ Bago は仏国産，全欧３歳牡馬チャンピオン，仏８勝，凱旋門賞-G1，パリ大賞
典-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ワンダーアマービレ（天満橋Ｓ，火打山特別）。父として，クロ
ノジェネシス（宝塚記念-G1，秋華賞-G1），ビッグウィーク（菊花賞-G1），コマノインパルス
（京成杯-G3），タガノアザガル（ファルコンＳ-G3），クリスマス（函館２歳Ｓ-G3），オウケン
サクラ（フラワーＣ-G3），トロワボヌール（スパーキングレディーＣ-JPN3）を出す

母イイデエース（06 スペシャルウィーク）３勝。産駒
ミユキアフロディテ（牝 黒鹿 ベルシャザール）南関東�入着，�

祖母 *ウージャWoodja（92 Woodman）米国産，不出走。産駒
*アイアムザチャンプ（牡 Saint Ballado）３勝，八重桜賞
ノーウッズ Norwoods（牝 Deputy Minister）北米３戦。産駒

ジミーウッズ Jimi Woods（牡 Siphon）ブラジル４勝，Classico Ghadeer-L２
着

スターオブアフリカ（牝 *ヨハネスブルグ）１勝
イイデカントリ（牝 *ロージズインメイ）１勝

三代母シネジータ Cinegita（77 Secretariat）北米３勝，レイルバードＳ-G3，Senorita
S３着。産駒

*ショウリノメガミ：７勝，京都牝馬特別-JPN3，中山牝馬Ｓ-JPN3，同２着，アイルラ
ンドＴ-OP，マイルチャンピオンシップ-JPN1２着

ストーム スター Storm Star：英２勝，チェリーヒントンＳ-G3。産駒
ドッジ Dodge：北米３勝，ベストターンＳ-G3，リヴァリッジＳ-G3３着。種牡馬

スターレットストーム Starlet Storm：北米２勝。産駒
フランダース Flanders：米２歳牝馬チャンピオン，北米４勝，ＢＣジュヴェナ

イルフィリーズ-G1。サーフサイド Surfside（フリゼットＳ-G1），*バト
ルプラン Battle Plan（ニューオーリンズＨ-G2）の母

エンゲイジング Engaging：不出走。ファイアリー パーシュート Fiery Pursuit
（ルイヴィルＢＣＳ-G2）の母

サークル オブゴールド Circle of Gold：不出走。エア フォース ブルー Air
Force Blue（デューハーストＳ-G1，愛ナショナルＳ-G1）の祖母

ウエスタンリーグ Western League：不出走。産駒
マイボストン ギャル My Boston Gal：北米５勝，ゴールデンロッドＳ-G2

イラストレイティド Illustrated：北米入着。産駒
マル ブラヴァMar Brava：ペルー３勝。オーヴァーブルック Overbrook（ア

ウグストＢ.レギーアナシオナル大賞典-G1）の母

【競走成績】中央１戦

【繁殖成績】
2020 （牝 鹿 *ダノンレジェンド）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 812



215 2020ジェイエス繁殖セール T0711‐09

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 ルナフェリーナ

厩舎番号№215 *ルナフェリーナ Luna Felina（USA）

タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 ℡0146（43）3339

2005年生
（15歳）
黒鹿毛
（米国産）

�
�
�
�

ストームキャット �
�
�

ストームバード �
�
Northern Dancer

Storm Bird
South Ocean

Storm Cat ターリングア �
�
Secretariat

Terlingua黒鹿 1983 Crimson Saint

�
�
�

プルピット �
�
A. P. Indy

Pulpit
Preach

*リーチフォーザムーン チャンシースクウォー �
�
Chief's Crown

Chancey Squaw鹿 2000 Allicance（22）

【ミッキーグローリーを受胎（販売申込時）最終種付４月30日】

父ストームキャット Storm Cat は米国産，北米４勝，ヤング アメリカＳ-G1。北米総合・
２歳チャンピオンサイアー。北米ＢＭＳチャンピオン。主な産駒（ＢＭＳ）：キズナ（ダービ
ー-G1），ラヴズオンリーユー（オークス-G1），ロードカナロア（香港スプリント-G1２回），エ
イシンヒカリ（イスパーン賞-G1），リアルスティール（ドバイターフ-G1），アユサン（桜花賞
-G1），ファレノプシス（桜花賞-JPN1），サトノアラジン（安田記念-G1）

母 *リーチフォーザムーン Reach for the Moon（00 Pulpit）米国産，愛１勝，英入着，フ
ィリーズマイル-G1３着。産駒

プリンス デコンデ Prince de Conde（騸 Sadler's Wells）仏２勝，シェーヌ賞-G3
４着

*ビジュアルショック（牝 鹿 Kingmambo）入着。産駒
ブラックスビーチ（牝ディープインパクト）３勝，スイートピーＳ-L，三木特別

レッドリュンヌ（牝 栗 ゼンノロブロイ）１勝，高知�４勝，�
レッドオールデン（騸 鹿 ルーラーシップ）１勝，�

祖母チャンシースクウォー Chancey Squaw（91 Chief's Crown）北米１勝。産駒
*アグネスデジタル（牡 Crafty Prospector）最優秀古牡馬，中央・南関東・東海・

岩手�11勝，天皇賞�-JPN1，安田記念-JPN1，マイルチャンピオンシップ
-JPN1，フェブラリーＳ-JPN1，マイルチャンピオンシツプ南部杯-JPN1，全日
本３歳優駿-JPN2，ユニコーンＳ-JPN3，日本テレビ盃-JPN3，同-JPN2２
着，名古屋優駿-JPN3，香港１勝，香港Ｃ-G1，香港クイーンエリザベス二
世Ｃ-G1２着。種牡馬

*ジャリスコライト（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
*シェルゲーム（牡 Swain）３勝，巴賞-L，葉牡丹賞，毎日杯-JPN3２着。種牡馬

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2009 モアオブディスMore of This（騸 More Than Ready）北米１勝
10 種付せず
11 レイディインレースLady in Lace（牝 Mr. Greeley）北米１勝
12 ブルックリンズファットダッド Brooklynns Fat Dad（牡 Afleet Alex）不出走
13 ジョージョーダンサー Jo Jo Dancer（牝 Girolamo）不出走
14 モズカケハシ（牡 黒鹿 Girolamo）不出走
15 タイセイトレンディ（騸 青鹿 ネオユニヴァース）２勝，�
16 不受胎（ハーツクライ）
17 モリンガ（牝 黒鹿 ハーツクライ）入着，石川�２勝，�
18 タイセイトルネード（牡 黒鹿 ベルシャザール）未出走
19 （牝 栗トーセンホマレボシ）
20 （牝 黒鹿ミッキーアイル）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 813



216 2020ジェイエス繁殖セール T0370‐22

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 ヒアルロンサン

厩舎番号№216 ヒアルロンサン Hiaruron San

ミルファーム＝浦河町東栄 ℡0146（25）7000

2010年生
（10歳）
鹿毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Mr. Prospector

*フォーティナイナー
File

*トワイニング コートリー ディー �
�
Never Bend

Courtly Dee栗 1991 Tulle

�
�
�

�
�
Nijinsky

*ラムタラ
Snow Brideゴッドエンジェル

�
�
*リズムフジノキャラット鹿 2001 ハギノトップレディ（7）

*マイリー系

【種付せず】

父*トワイニング Twining は米国産，北米５勝，ピーターパンＳ-G2，ウィザーズＳ-G2。
主な産駒（ＢＭＳ）：アリーナエルヴィラ（フォールズシティＨ-G2），メテオール（ラホヤＨ
-G2），ヘイロースティーヴン（ブリティッシュコロンビアダービー-G3），サーマル カレント
（ＭＶＲＣテルストラフォーンワーズＳ-G3），カジノダンサー（ＡＴＣアングストＳ-G3），
アイラブリリ（淀短距離Ｓ-L）。父として，ノンコノユメ（フェブラリーＳ-G1）を出す

母ゴッドエンジェル（01 *ラムタラ）２戦，入着。産駒
キャプテンシップ（牡 鹿 *ノボジャック）５勝，安芸Ｓ，ヤマボウシ賞，ＮＳＴ賞-L３

着
メイレディ（牝 黒鹿ジェニュイン）兵庫・佐賀�５勝，兵庫ダービー，兵庫若駒賞，

ル・プランタン賞，園田ジュニアＣ２着，のじぎく賞２着，園田プリンセスＣ
２着，園田クイーンセレクション２着，広島�入着，若草賞２着

キングキャラット（牡 栗 *ノボジャック）１勝，�
祖母フジノキャラット（93 *リズム）北関東�１勝。産駒
ケイエヌセンター（牡 *ポリッシュネイビー）南関東�３勝

三代母ハギノトップレディ（77 *サンシー）最優秀３歳牝馬，７勝，桜花賞，エリザベス
女王杯，高松宮杯，京都牝馬特別，巴賞，宝塚記念４着。産駒

ダイイチルビー：最優秀古牝馬，最優秀スプリンター，６勝，安田記念-JPN1，スプリ
ンターズＳ-JPN1，京王杯スプリングＣ-JPN2，京都牝馬特別-JPN3，アネ
モネ賞，マイルチャンピオンシップ-JPN1２着。産駒

ダイイチシガー：２勝，白菊賞，４歳牝馬特別�-JPN2２着，忘れな草賞-OP２
着，オークス-JPN1３着，クイーンＣ-JPN3３着

ドリームドリーム：４勝，稲荷特別，初冬特別，勿来特別。産駒
ボストンタイム：４勝，登別特別。ドリームサンデー（オーストラリアＴ-L，金鯱賞

-G2２着，中日新聞杯-G3２着，巴賞-L２着）の母
ウメノアスコット：１勝。産駒

マイネルセレクト：中央・南関東・高知�10勝，ＪＢＣスプリント-JPN1，東京盃
-JPN2，シリウスＳ-JPN3，ガーネットＳ-JPN3，黒船賞-JPN3。種牡馬

ウメノダンサー：４勝，晩秋特別，三面川特別。サダムイダテン（ラジオＮＩＫ
ＫＥＩ杯２歳Ｓ-JPN3２着）の母

【競走成績】中央１勝，２着１回，３着２回［収得賞金 \11,900,000］

【繁殖成績】
2016 シットリ（牝 鹿 *パイロ）９戦
17 モッチリ（牡 鹿 *プリサイスエンド）兵庫�１勝，�
18 （牝 鹿ジョーカプチーノ）
19 （牝 黒鹿ジョーカプチーノ）
20 （牡 黒鹿 *ダノンレジェンド）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 814



217 2020ジェイエス繁殖セール T0486‐54

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ナムラモンロー

厩舎番号№217 ナムラモンロー Namura Monroe

原ファーム＝新ひだか町静内豊畑 ℡0146（46）2962

2013年生
（７歳）
鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

アンブライドルド �
�
Fappiano

Unbridled
Gana Facil

*エンパイアメーカー トゥーソード �
�
El Gran Senor

Toussaud黒鹿 2000 Image of Reality

�
�
�

�
�
Storm Cat

*タバスコキャット
Barbicue Sauceナムラドロシー

�
�
Capote

*バーハレン栗 2003 Nueces Strip（10）

【*ゴールデンバローズを受胎（販売申込時）最終種付５月１日】

父*エンパイアメーカー Empire Maker は米国産，北米４勝，ベルモントＳ-G1，フロリ
ダダービー-G1。北米チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：アウトワーク（ウッドメモリ
アルＳ-G1），セパレイションオブパワーズ（テストＳ-G1，フリゼットＳ-G1），アークロー（ジョ
ーハーシュターフクラシックＳ-G1），テイクオーヴァーターゲット（競馬博物館名誉の殿
堂Ｓ-G2），マロード（アメリカンターフＳ-G2），*エアアルマス（東海Ｓ-G2）

母ナムラドロシー（03 *タバスコキャット）１勝。産駒
ナムラアヴィ（牝 栗 *サマーバード）入着，南関東�２勝，マリーンＣ-JPN3５着
ナムラセンセイ（騸 栗 サクラバクシンオー）１勝
ナムラアイアイサー（牡 栗 *ヨハネスブルグ）１勝，�
ナムラマリー（牝 芦アドマイヤコジーン）東海�１勝

祖母 *バーハレン Verhalen（91 Capote）米国産，北米３勝。産駒
ナムラリュージュ（牡 サクラチトセオー）障３勝，阪神スプリングジャンプ，京都ハイ

ジャンプ２着
ナムラエキスプレス（牡ダンスインザダーク）北海道�１勝，障１勝，小倉サマー

ジャンプ３着
ナムラヘンリー（牡ニューイングランド）１勝，障１勝
ナムラアウラ（牝 サクラチトセオー）１勝，南関東�３勝
ナムラフォエバー（牡 サクラチトセオー）入着，南関東�１勝

三代母ヌエスズ ストリップ Nueces Strip（86 Halo）北米３勝，Heather S２着，Mom's
Command S３着。産駒

ピュア Pure：北米４勝，Cotton Fitzsimmons H２着，Paradise Valley H３着
カポウティズヘイロー Capote's Halo：北米入着。産駒

ジョニー イヴズ Johnny Eves：北米７勝，マリブＳ-G1，ペイロスヴァーデス
Ｈ-G2，ヴァーノンＯ.アンダーウッドＳ-G3，サンフェルナンドＳ-G2２
着，California Cup Sprint H２着，サンカルロスＨ-G2４着，エルコ
ネホＨ-G3４着

テイクアスイング Take a Swing：不出走。産駒
ラテンクイーン Latin Queen：不出走。カイクール Kaycur（Ｒ.シェヴァリエ夫

妻賞-G2２着）の祖母
四代母サタンズ プライド Satan's Pride（76 Crimson Satan）北米15勝，Mahmoudess

S，Strike the Anvil Visitation S，Steve's Friend S（２回）。産駒
*デビルズブライド Devil's Bride：北米９勝，カムリーＳ-G3，La Habra S-L

【競走成績】中央４戦，兵庫�入着，２着１回，高知�入着，２着６回，３着５回
［収得賞金 \556,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 815



218 2020ジェイエス繁殖セール T0088‐45

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ラヴィングウェイ

厩舎番号№218 *ラヴィングウェイ Loving Way（GB）

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2016年生
（４歳）
黒鹿毛
（英国産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*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

�
�
�

�
�
*ウォーニング

*ディクタット *アルヴォラ
*リージェンシーロマンス クリケット �

�
Shirley Heights

Criquette青鹿 2008 Ghislaine（1）

【*アメリカンペイトリオットを受胎（販売申込時）最終種付２月23日】

父ヴィクトワールピサは千歳産，最優秀３歳・古牡馬，中央・UAE８勝，ドバイワールド
Ｃ-G1，皐月賞-G1。父として，ジュエラー（桜花賞-G1），スカーレットカラー（府中牝馬Ｓ
-G2），ウィクトーリア（フローラＳ-G2），レッドアネモス（クイーンＳ-G3），ブレイキングドーン
（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3），コウソクストレート（ファルコンＳ-G3），ミッシングリンク（ＴＣ
Ｋ女王盃-JPN3），ウォーリングステイツ（バファリアンクラシック-G3）を出す

母 *リージェンシーロマンス Regency Romance（08 *ディクタット）英国産，仏１勝。産駒
アガトニア Agathonia（牝 Street Cry）独１勝，Grosser Preis der MHWK -

Hoppegartener Steherpreis -L，ハノーヴァー秋季牝馬賞 -G3２着，
Grosser Preis der BMW Niederlassung Hannove -L２着，仏１勝，
Prix Belle de Nuit-L３着，英１勝

*ターキッシュパレス（牡 青鹿 Golden Horn）３勝，信濃川特別，�
祖母クリケット Criquette（90 Shirley Heights）英１勝，Radley S-L，UAE１勝。産駒
フライング クラウド Flying Cloud（牝 *ストーミングホーム）英仏３勝，リブルスデ

イルＳ-G2，クレオパトル賞-G3，愛入着，プリティポリーＳ-G1２着
キャプテン ウェブ Captain Webb（牡 *ストーミングホーム）英４勝，Glasgow S-L
オープン オファー Open Offer（牝 Cadeaux Genereux）仏４勝，Prix de la

Pepiniere-L３着，Prix Tantieme-L３着，クインシー賞-G3４着。産駒
レイディメイダン Lady Meydan（牝 American Post）仏３勝，Prix Ceres-L

スカイソング Sky Song（牝 Sadler's Wells）仏入着。産駒
レイヴロック Laverock（牡 Octagonal）仏伊５勝，イスパーン賞-G1，伊ジョッ

キークラブ大賞典-G1，フォンテンブロー賞-G3，アンドレ バボワン賞
-G3，独入着，ダルマイヤー大賞典-G1２着。種牡馬

ミスライトノートMiss Right Note（牝 Daylami）仏豪２勝。ピエロ Pierro（牡
Lonhro：豪２歳牡馬チャンピオン，ＡＴＣゴールデン スリッパーＳ
-G1），アンビエンス Ambience（牝 Street Cry：ＶＲＣウェイクフル
Ｓ-G2）の母

ヘスティア Hestia（牝 Machiavellian）愛１勝。産駒
ナイツ ツアー Knight's Tour（牡 Reset）ＮＺ３勝，ＡＲＣグレイトノーザン

ギニー-G2。種牡馬
シワSiwa（牝 Green Desert）英入着。産駒

シワレイディ Siwa Lady（牝 Gonski）豪７勝，ObkRC Oakbank S-L
オアシス ガール Oasis Girl（牝 Redoute's Choice）豪５勝，SAJC Centau-

rea S-L

【競走成績】中央６戦

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 816



219 2020ジェイエス繁殖セール T0248‐34

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 サンデーヒロイン

厩舎番号№219 サンデーヒロイン Sunday Heroine

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2017年生
（３歳）
栗毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Silver Hawk

*グラスワンダー
Amerifloraスクリーンヒーロー

�
�
*サンデーサイレンスランニングヒロイン栗 2004 ダイナアクトレス

�
�
�

�
�
Kingmambo

*アルカセット *チェサプラナサンデーミューズ
�
�
*サンデーサイレンススカルプトレス栗 2007 シンコウビューティ（4）
*ハッピートレイルズ系

【*ホークビルを受胎（販売申込時）最終種付３月26日】

父スクリーンヒーローは千歳産，最優秀古牡馬，５勝，ジャパンＣ-G1，アルゼンチン共和
国杯-JPN2，天皇賞�-G1２着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-JPN3２着。父として，モーリス
（天皇賞・秋-G1），ゴールドアクター（有馬記念-G1），ウインマリリン（フローラＳ-G2），ジェ
ネラーレウーノ（セントライト記念-G2），マイネルグリット（小倉２歳Ｓ-G3），トラスト（札幌２
歳Ｓ-G3），ミュゼエイリアン（毎日杯-G3），グァンチャーレ（シンザン記念-G3）を出す

母サンデーミューズ（07 *アルカセット）３勝。産駒
ミュゼット（牝 栗 *ハードスパン）１勝

祖母スカルプトレス（01 *サンデーサイレンス）不出走。産駒
ベルニーニ（牡ジャングルポケット）４勝，太宰府特別

三代母シンコウビューティ（93 Caerleon）不出走。産駒
ハッピールック：５勝，みなみ北海道Ｓ-L，札幌日経オープン-L，同-OP３着，松前

特別，アルゼンチン共和国杯-JPN2２着，同４着，ダイヤモンドＳ-JPN3２
着，コスモス賞-OP２着，日経賞-JPN2３着，ステイヤーズＳ-JPN2３着

四代母 *ハッピートレイルズ Happy Trails（84 *ポッセ）愛国産，愛入着。産駒
*シンコウラブリイ：最優秀古牝馬，10勝，マイルチャンピオンシップ-JPN1，同２着，

毎日王冠-JPN2，スワンＳ-JPN2，ニュージーランドＴ４歳Ｓ-JPN2，クイー
ンＳ-JPN3，ラジオたんぱ賞-JPN3，安田記念-JPN1３着。産駒

ロードクロノス：８勝，中京記念-JPN3，北海道新聞杯，七夕賞-JPN3２着
トレジャー：４勝，都大路Ｓ-L，日高特別，水仙賞，セントライト記念-JPN2２着
レディミューズ：３勝，千葉テレビ杯，チューリップ賞-JPN3２着，オークス-JPN1４

着。シンメイフジ（関東オークス-JPN2，新潟２歳Ｓ-JPN3）の母，ロ
ードマイウェイ（チャレンジＣ-G3，ポートアイランドＳ-L）の祖母

ピサノグラフ：４勝，初風特別，ターコイズＳ-L３着，フローラＳ-JPN2４着。ム
イトオブリガード（アルゼンチン共和国杯-G2）の母

*タイキマーシャル：８勝，エプソムＣ-JPN3，クリスマスＳ-OP，朱鷺Ｓ-OP
ハッピーパス：５勝，京都牝馬Ｓ-JPN3，札幌日刊スポーツ杯-L，ノベンバーＳ，逆

瀬川Ｓ，阪神牝馬Ｓ-JPN2２着，フィリーズレビュー-JPN2２着。産駒
コディーノ：３勝，札幌２歳Ｓ-G3，東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3，朝日杯フュー

チュリティＳ-G1２着，皐月賞-G1３着，弥生賞-G2３着
チェッキーノ：３勝，フローラＳ-G2，アネモネＳ-L，オークス-G1２着

サンタフェトレイル：５勝，福島テレビ杯，若潮賞，長万部特別。産駒
キングストレイル：４勝，セントライト記念-JPN2，京成杯オータムＨ-G3，東風

Ｓ-L，京王杯２歳Ｓ-JPN2２着，オールカマー-G2２着。種牡馬

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 817



220 2020ジェイエス繁殖セール T0717‐25

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐11 ジェムディーラー

厩舎番号№220 ジェムディーラー Gem Dealer

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2016年生
（４歳）
鹿毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesque

*キングズベスト アレグレッタ �
�
Lombard

Allegretta鹿 1997 Anatevka

�
�
�

シングスピール �
�
In The Wings

Singspiel
Glorious Song

*ルビーズアンドダイアモンズ トゥルーリースペシャル �
�
Caerleon

Truly Special鹿 2004 Arctique Royale（23）

【*タリスマニックを受胎（販売申込時）最終種付３月27日】

父*キングズベスト King's Best は米国産，英３勝，英2000ギニー-G1。仏チャンピオン
サイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：エルヴェディヤ（仏1000ギニー-G1，コロネーションＳ-G1，ム
ーランドロンシャン賞-G1），モンオルメル（パリ大賞典-G1），クイーンズトラスト（ＢＣフ
ィリー＆メアターフ-G1），エッグタルト（ＢＲＣクイーンズランドオークス-G1），ラーチモン
トラッド（ミンストレルＳ-G2），ヘッドマン（ギヨームドルナーノ賞-G2）

母 *ルビーズアンドダイアモンズ Rubysanddiamonds（04 Singspiel）愛国産，不出走。
産駒

ピラミッド（騸 鹿 Dubai Destination）１勝，兵庫�２勝
ジュエリーストーム（牝 鹿 *ストーミングホーム）入着。産駒
ジューンクエスト（牡エスポワールシチー）１勝，�

祖母トゥルーリー スペシャル Truly Special（85 Caerleon）仏２勝，ロワイヨモン賞
-G3，ノネット賞-G3２着，オペラ賞-G2３着，プシケ賞-G3３着。産駒

トゥルーリー アドリーム Truly A Dream（牝 Darshaan）仏・北米３勝，Ｅ.Ｐ.テ
イラーＳ-G2，ロワイヨモン賞-G3，プシケ賞-G3２着。産駒

ドリームピース Dream Peace（牝 Dansili）仏４勝，ノネット賞-G2
ワリード Wareed（牡 Sadler's Wells）英仏４勝，ユベールドショードネイ賞-G2，

ヴィコムテスヴィジェール賞-G2，Troy S-L，ゴールドＣ-G1３着。種牡馬
ソロドリュンヌ Solo de Lune（牝 Law Society）仏１勝，独入着，Bayerisher

Stutenpreis-L２着。産駒
ムーンストーン Moonstone（牝 Dalakhani）愛１勝，愛オークス-G1，英入

着，英オークス-G1２着。ユーエス アーミー レインジャー US
Army Ranger（騸 Galileo：チェスターヴァーズ-G3）の母

セルリアン スカイ Cerulean Sky（牝 Darshaan）仏３勝，サンタラリ賞-G1，
北米入着，Ｅ.Ｐ.テイラーＳ -G1２着。ホノルル Honolulu（牡
Montjeu：ドンカスターＣ-G2）の母

ランクレス L'Ancresse（牝 Darshaan）英愛２勝，Finale S-L，愛オークス-G1
２着。マスター オブリアリティMaster of Reality（騸 Frankel：ヴ
ィンティージクロップＳ-G3）の母

バイウェイオブザスターズ Bywayofthestars（牝 *デインヒル）愛入着，Gar-
net S-L２着。オーケストラ Orchestra（牡 Galileo：チェスターヴァ
ーズ-G3）の母

リブレットLibretto（牝 Singspiel）不出走。産駒
コレット Colette（牝 Hallowed Crown）豪４勝，ＡＴＣオークス-G1

【競走成績】中央２戦

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 818



221 2020ジェイエス繁殖セール T0176‐50

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ムーンスピーク

厩舎番号№221 *ムーンスピーク Moonspeak（IRE）

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2016年生
（４歳）
黒鹿毛
（愛国産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

*エンドスウィープ
Broom Danceアドマイヤムーン

�
�
*サンデーサイレンスマイケイティーズ鹿 2003 *ケイティーズファースト

�
�
�

ストリートクライ �
�
Machiavellian

Street Cry
Helen Street

*チャタラティ メロールアインダ �
�
Pulpit

Melhor Ainda黒鹿 2009 Potrinner（2）

【*ホークビルを受胎（販売申込時）最終種付３月２日】

父アドマイヤムーンは早来産，年度代表馬，中央・UAE10勝，ドバイデューティフリー
-G1，ジャパンＣ-G1，宝塚記念-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ロールオブサンダー（京都２歳
Ｓ-G3３着），ムスコローソ（クロッカスＳ-L３着），ファルヴォーレ（新潟２歳Ｓ-G3４着），
ハトホル（フェアリーＳ-G3４着），エイコーン（東京大賞典-G1５着），ジャストナウ（京都２
歳Ｓ-G3５着）。父として，ファインニードル（スプリンターズＳ-G1）を出す

母 *チャタラティChatterati（09 Street Cry）米国産，英１勝。産駒
スピンドクター（騸 黒鹿 *ハードスパン）２勝，�

祖母メロール アインダ Melhor Ainda（02 Pulpit）北米５勝，サンズ ポイントＳ-G3，
Appalachian S-L，Miss Grillo S-L，Capades S，アメリカン オークス-G1２着，
ビヴァリーディーＳ-G1３着。産駒

ブッシェル Bushel（騸 Street Cry）英３勝
三代母ポトリナー Potrinner（93 Potrillazo）亜３勝，亜1000ギニー大賞典-G1，フラン

シスコＪ.ベアスレイ賞-G2，亜オークス-G1２着，エンリケアセバル大賞典-G1
２着，亜1000ギニー-G1４着。産駒

*ダノンゴーゴー：３勝，ファルコンＳ-JPN3，さざんかＳ-OP２着，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1３着。種牡馬

バックアッププリーチャー Back Up Preacher：不出走。産駒
ニュー ヨークグルーヴ New York Groove：北米４勝，Glorious Song S-L，

Presque Isle Debutante S２着
ピンクパレスPink Palace：北米１勝。産駒

ラジーナ Razeena：北米２勝，UAE入着，ＵＡＥオークス-G3３着
四代母チャルディー Chaldee（78 Banner Sport）亜４勝，Especial Dia del Ejercito

Argentino-L，ベネズエラ賞-G2３着。産駒
*ポトリザリス Potrizaris：亜年度代表馬，亜４勝，亜ダービー-G1，亜オークス-G1。

ディアデラノビア（フローラＳ-JPN2）の母，ドレッドノータス（京都大賞
典-G2），ディアデラマドレ（府中牝馬Ｓ-G2），サンマルティン（都大路
Ｓ-L），ディアデルレイ（福島民友Ｃ-L）の祖母

ポトリディー Potridee：亜２歳牝馬チャンピオン，亜・北米７勝，ヴァニティ招待Ｈ
-G1。トゥアレグ Touareg（モンテビデオ大賞典-G1）の祖母

ポトリチャル Potrichal：亜・北米４勝，アルゼンチン銀杯－Ｒ.Ｖ.マンシリャ大賞典
-G1，ラモンビアウス賞-G2。ティー エイチ アプルーヴァル T. H. Ap-
proval（サンフアンカピストラーノ招待Ｈ-G2・２回）の母

ポトロレックス Potro Rex：亜５勝，サンマルチン将軍大賞典-G1。種牡馬

【競走成績】中央入着［収得賞金 \1,250,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 819



222 2020ジェイエス繁殖セール T0173‐51

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ニシノオウレイ

厩舎番号№222 ニシノオウレイ Nishino O Lei

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2013年生
（７歳）
黒鹿毛
（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellダイワメジャー

�
�
*ノーザンテーストスカーレットブーケ栗 2001 *スカーレットインク

�
�
�

�
�
サクラユタカオーサクラバクシンオー サクラハゴロモニシノマオ

�
�
ニホンピロウイナーニシノボナリー黒鹿 2004 *デュプリシト（2）

【リーチザクラウンを受胎（販売申込時）最終種付５月６日】

父ダイワメジャーは千歳産，最優秀短距離馬（２回），９勝，皐月賞-JPN1，天皇賞�
-JPN1。２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ヴェスターヴァルト（ファルコンＳ
-G3３着），バーニングペスカ（小倉２歳Ｓ-G3３着），バールドバイ（スプリングＳ-G2４
着），ボンオムトゥック（アーリントンＣ-G3４着）。父として，アドマイヤマーズ（香港マイル
-G1），レーヌミノル（桜花賞-G1），レシステンシア（阪神ジュベナイルフィリーズ-G1）を出す

母ニシノマオ（04 サクラバクシンオー）１勝，小倉２歳Ｓ-JPN3２着，フェアリーＳ-JPN3
３着，ファンタジーＳ-JPN3５着。産駒

ニシノクラッチ（騸 黒鹿 *ケイムホーム）２勝，いちょうＳ-L５着
ニシノベニザクラ（牝 青鹿フジキセキ）入着，南関東�３勝
ニシノマオジュー（牝 鹿 *マイネルラヴ）岩手�１勝

祖母ニシノボナリー（96 ニホンピロウイナー）２勝，東海�１勝。産駒
ニシノショータイム（牡 サクラバクシンオー）１勝
ニシノプレゼンス（牡デュランダル）１勝
ニシノココロ（牝 *マイネルラヴ）熊本�１勝。産駒
ヒマラヤテンカ（牝 *スクワートルスクワート）１勝，兵庫�６勝

三代母 *デュプリシトDuplicit（85 Danzig）米国産，不出走。産駒
ニシノフラワー：最優秀２・３歳牝馬，最優秀スプリンター，７勝，桜花賞-JPN1，ス

プリンターズＳ-JPN1，阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1，マイラーズＣ-JPN2，デイリ
ー杯３歳Ｓ-JPN2，札幌３歳Ｓ-JPN3。産駒

ニシノマナムスメ：４勝，ユートピアＳ，堀川特別，マイラーズＣ-G2２着
ニシノデュー：６勝，晩春Ｓ，都大路Ｓ-L３着，ニューイヤーＳ-L３着
ニシノセイリュウ：３勝，若駒Ｓ-OP，下鴨Ｓ
ニシノミライ：入着。ニシノデイジー（札幌２歳Ｓ-G3）の祖母

ニシノタカラヅカ：１勝，ファンタジーＳ-JPN3３着。産駒
ネロ：８勝，京阪杯-G3（２回），ラピスラズリＳ-L，京洛Ｓ-OP，クリスマスローズ

Ｓ-OP，セントウルＳ-G2２着，アイビスサマーダッシュ-G3２着，南関
東・岩手�入着，東京盃-JPN2２着，クラスターＣ-JPN3２着。種牡馬

ニシノファイナル：４勝，シリウスＳ-OP，鞍馬特別，北九州短距離Ｓ-OP２着。産駒
ニシノアンサー：２勝，ホープフルＳ-L，クローバー賞-L２着，スプリングＳ

-JPN2５着，岩手�１勝

【競走成績】中央４戦

【繁殖成績】
2017 ニシノリーチキング（牡 青鹿リーチザクラウン）入着，�
18 ニシノファルシオン（牡 栗 *カジノドライヴ）未出走
19 （牝 黒鹿 *シニスターミニスター）
20 死産（ネロ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 820



223 2020ジェイエス繁殖セール T0173‐41

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 ニシノラフィーネ

厩舎番号№223 ニシノラフィーネ Nishino Raffine

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2010年生
（10歳）
栗毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Roberto

*ブライアンズタイム
Kelley's Dayタニノギムレット

�
�
*クリスタルパレスタニノクリスタル鹿 1999 *タニノシーバード

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellニシノタカラヅカ

�
�
Danzig

*デュプリシト栗 2003 Fabulous Fraud（2）

【ビッグアーサーを種付けして不受胎（販売申込時）】

父タニノギムレットは静内産，５勝，ダービー-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：パフォーマプロミ
ス（アルゼンチン共和国杯-G2，日経新春杯-G2），タガノディグオ（兵庫チャンピオンシッ
プ-JPN2），クラージュゲリエ（京都２歳Ｓ-G3），ブレスジャーニー（東京スポーツ杯２歳Ｓ
-G3），プロフェット（京成杯-G3），ヴォージュ（札幌日経オープン-L），*タニノフランケル（小
倉大賞典-G3２着），グラヴィオーラ（エーデルワイス賞-JPN3２着）

母ニシノタカラヅカ（03 *サンデーサイレンス）１勝，ファンタジーＳ-JPN3３着。産駒
ネロ（牡 栗 *ヨハネスブルグ）８勝，京阪杯-G3（２回），ラピスラズリＳ-L，京洛Ｓ

-OP，クリスマスローズＳ-OP，駿風Ｓ，稲妻Ｓ，セントウルＳ-G2２着，アイ
ビスサマーダッシュ-G3２着，韋駄天Ｓ-OP２着（２回），オーシャンＳ-G3
４着（２回），南関東・岩手�入着，東京盃-JPN2２着，クラスターＣ-JPN3
２着，東京スプリント-JPN3３着，ＪＢＣスプリント-JPN1４着，オーバルス
プリント-JPN3５着。種牡馬

ニシノカブケ（牡 栗 *ハービンジャー）２勝
祖母 *デュプリシトDuplicit（85 Danzig）米国産，不出走。産駒
ニシノフラワー（牝 Majestic Light）最優秀２・３歳牝馬，最優秀スプリンター，７

勝，桜花賞-JPN1，スプリンターズＳ-JPN1，阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1，マイラ
ーズＣ-JPN2，デイリー杯３歳Ｓ-JPN2，札幌３歳Ｓ-JPN3。産駒

ニシノマナムスメ（牝アグネスタキオン）４勝，マイラーズＣ-G2２着
ニシノデュー（牡 *ブライアンズタイム）６勝，都大路Ｓ-L３着
ニシノセイリュウ（牡 *ブライアンズタイム）３勝，若駒Ｓ-OP，下鴨Ｓ
ニシノミライ（牝セイウンスカイ）入着。ニシノデイジー（牡 *ハービンジャー：札

幌２歳Ｓ-G3，東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3）の祖母
ニシノファイナル（牝 *マラキム）４勝，シリウスＳ-OP。産駒

ニシノアンサー（牡スペシャルウィーク）２勝，ホープフルＳ-L，岩手�１勝
ブランドセレナーデ（牝 *サウスアトランティック）３勝，小樽特別。産駒
ニシノシンフォニー（牡メジロライアン）２勝，セントライト記念-JPN2２着

ニシノボナリー（牝ニホンピロウイナー）２勝，東海�１勝。産駒
ニシノマオ（牝 サクラバクシンオー）１勝，小倉２歳Ｓ-JPN3２着

【競走成績】南関東�２戦

【繁殖成績】
2015 ニシノアストライア（牝 栗ジャングルポケット）入着
16 生後直死（*ワークフォース）
17 セイウンノア（牡 鹿 ルーラーシップ）入着，�
18 不受胎（*アグネスデジタル）
19 （牡 栗 *エスケンデレヤ）
20 （牝 鹿 *バトルプラン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 821



224 2020ジェイエス繁殖セール T0121‐51

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐09 リップル

厩舎番号№224 リップル Ripple

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2010年生
（10歳）
鹿毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellアグネスタキオン

�
�
*ロイヤルスキーアグネスフローラ栗 1998 アグネスレディー

�
�
�

レインボウクウェスト �
�
Blushing Groom

Rainbow Quest
I Will Follow

*レインボーリップル ナズー �
�
Nijinsky

Nazoo鹿 2004 La Dame Du Lac（2）

【種付せず】

父アグネスタキオンは千歳産，４戦全勝，皐月賞-JPN1，弥生賞-JPN2。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ノンコノユメ（フェブラリーＳ-G1，ジャパンダートダ
ービー-JPN1），ワイドファラオ（かしわ記念-JPN1），アクティブミノル（セントウルＳ-G2），カ
ラクレナイ（フィリーズレビュー-G2），ジューヌエコール（デイリー杯２歳Ｓ-G2），レーヌブラ
ンシュ（関東オークス-JPN2），エイティーンガール（キーンランドＣ-G3）

母 *レインボーリップル Rainbow Ripple（04 Rainbow Quest）英国産，不出走。産駒
プリズム（牡 鹿 *コマンズ）１勝，石川�１勝
サンデトロイト（騸 青鹿 *ストーミングホーム）東海�４勝
ララファル（牡 栗 *キングズベスト）東海�３勝，�

祖母ナズー Nazoo（88 Nijinsky）英１勝，愛３勝，Rochestown S-L。産駒
ナディア Nadia（牝 Nashwan）仏２勝，サンタラリ賞-G1，仏オークス-G1２着
サンレイ スーパースター Sunray Superstar（牝 Nashwan）英１勝，Cheshire

Oaks-L３着。サインズ オブ ブレッシング Signs of Blessing（騸 In-
vincible Spirit：モーリスドギース賞-G1，ゴルデネパイチェ-G3）の祖母

キャップトフォー ヴィクトリー Capped for Victory（騸 Red Ransom）英入着，
Acomb S-L３着

*プリンシピウム Principium（牝 *ハンセル）不出走。*コンゴウリキシオー（牡 *スト
ラヴィンスキー：マイラーズＣ-G2，金鯱賞-JPN2），バロネス リヒター
Baroness Richter（牝 Montjeu：Prix Caravelle Haras des Granges-L）
の母，ドリーム アワイル Dream Awhile（牝 War Front：イートンタウンＳ
-G3），デア ラヴィニア Dear Lavinia（牝 Grand Slam：Grand Crite-
rium de Bordeaux-L）の祖母

イシンカ Ishinca（牝 Mt. Livermore）不出走。シャンペン ランサム Champagne
Ransom（騸 Red Ransom：Otago RC Dunedin Guineas-L）の母

ドリームベイDream Bay（牝 Mr. Prospector）不出走。ソフィー ピー Sophie P
（牝 Bushranger：ゲイムリーＳ-G1）の祖母

三代母ラダム デュラック La Dame Du Lac（73 Round Table）不出走。*レイクコモ
Lake Como（アングルシーＳ-G3）の母

【競走成績】中央５戦，入着，２着２回，３着１回［収得賞金 \5,800,000］

【繁殖成績】
2015 ハイクリア（牡 栗 *キングズベスト）３戦
16 セイウンカガヤキ（牝 鹿 *キングズベスト）佐賀�１勝，�
17 ニシノコルレオーネ（騸 鹿 *ハービンジャー）４戦
18 セイウンエンプレス（牝 黒鹿リーチザクラウン）未出走
19 （牡 黒鹿 *ハービンジャー）
20 （牝 栗 *ハービンジャー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.09.24 16.34.44 Page 822



225 2020ジェイエス繁殖セール T0323‐45

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐09‐10 エイシンチャーター

厩舎番号№225 エイシンチャーター A Shin Charter

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（22）0432（飼養者＝栄進牧場）

2012年生
（８歳）
芦毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Deputy Minister

*フレンチデピュティ
Mitterand

*クロフネ
�
�
Classic Go Go

*ブルーアヴェニュー芦 1998 Eliza Blue
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*サンデーサイレンススペシャルウィーク キャンペンガールエイシンチーター

�
�
Machiavellian

*アラデヤ黒鹿 2005 *フェアシャーリー（5）

【エイシンヒカリを種付けして不受胎（販売申込時）】

父*クロフネは米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート-JPN1。主な産駒（Ｂ
ＭＳ）：クロノジェネシス（宝塚記念-G1，秋華賞-G1），ノームコア（ヴィクトリアマイル-G1，
札幌記念-G2），ノーヴァレンダ（全日本２歳優駿-JPN1），ベンジニ（ＢＲＣブリスベンＣ
-G2），リオンリオン（青葉賞-G2），シャイニングレイ（ホープフルＳ-G2），カラフルデイズ
（関東オークス-JPN2），ハヤヤッコ（レパードＳ-G3），アドマイヤミヤビ（クイーンＣ-G3）

母エイシンチーター（05 スペシャルウィーク）入着，東海�５勝。産駒
エイシンシャリオ（牡 鹿 *サウスヴィグラス）北海道�３勝，兵庫�５勝
エイシンプロング（牝 鹿 *エイシンアポロン）兵庫�１勝，佐賀�２勝
エイシンモートル（牡 黒鹿 *シンボリクリスエス）南関東�１勝

祖母 *アラデヤ Aladeya（97 Machiavellian）英国産，不出走。産駒
マイネルスケルツィ（牡 *グラスワンダー）５勝，ニュージーランドＴ-JPN2，京都金

杯-G3，ギャラクシーＳ-L，黄梅賞，マイラーズＣ-G2３着，阪神Ｃ-JPN2３
着，関屋記念-G3３着，京成杯オータムＨ-G3３着，同-JPN3３着，きさら
ぎ賞-JPN3３着，キャピタルＳ-L３着，ポートアイランドＳ-L３着，すばるＳ
-L３着，東風Ｓ-L３着，谷川岳Ｓ-L３着，マイルチャンピオンシップ-G1４
着，京王杯スプリングＣ-G2４着

ティアップゴールド（牡 *クロフネ）４勝，長岡京Ｓ，花見小路特別，ニュージーランド
Ｔ-G2２着

エイシンイチモンジ（牡マンハッタンカフェ）１勝，いちょうＳ-L２着
リルバイリル（騸 *ロックオブジブラルタル）２勝
カネトシアーネスト（牡フジキセキ）２勝
クーデワンダー（騸 *グラスワンダー）１勝
カキツバタチグサ（騸 *パイロ）１勝
カシマワールド（牡 Mtoto）１勝

三代母 *フェアシャーリー Fair Shirley（90 Shirley Heights）愛国産，英１勝。産駒
ターギスTarggis：ベルギー６勝

四代母フェアリー ダンサー Fairy Dancer（84 Nijinsky）愛１勝，1000 Guineas Trial S
-L３着。産駒

モンサジェム Monsajem：英・北米８勝，Huxley S-L３着。種牡馬
ゴールデンアスター Golden Aster：愛入着。産駒

アミル ベイルート Amir Beirut：ペルー22勝，Clasico Velocidad-L

【競走成績】中央１勝，２着２回［収得賞金 \9,800,000］

【繁殖成績】
2018 トラモントガルフ（牡 芦ヴィクトワールピサ）未出走
19 （牝 芦 *アジアエクスプレス）
20 （牝 黒鹿エイシンフラッシュ）
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