
1 2020ジェイエス冬セール T0783‐55

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 バードオブワンダー

厩舎番号№1 バードオブワンダー Bird of Wonder

エレガンス＝浦河町富里 ℡0146（25）2079（飼養者＝エレガンスファーム）

2006年生
（14歳）
黒鹿毛
（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

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

�
�
�

�
�
Nijinskyマルゼンスキー *シルナリタレッドバード

�
�
*トライバルチーフビューティマリヤ鹿 1988 チュウオーマリヤ（7）
*アストニシメント系

【*ベストウォーリアを受胎（販売申込時）最終種付３月15日】

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）

母ナリタレッドバード（88 マルゼンスキー）１勝。産駒
ナリタプロテクター（牡 鹿 *ヘクタープロテクター）７勝，札幌日経オープン-OP，ポ

ートアイランドＳ-OP，谷川岳Ｓ-OP，ストークＳ，初夢賞，堀川特別，吾妻小
富士オープン-OP２着，道新杯-OP３着，東風Ｓ-OP３着，高知�７勝，
山形�３勝

ナリタフローラ（牝 黒鹿 *サンデーサイレンス）１勝。産駒
トーコーニーケ（牝 キングカメハメハ）ＮＡＲ３歳最優秀牝馬，兵庫・東海�

９勝，園田金盃，東海クイーンＣ，のじぎく賞，若草賞，園田クイーンセ
レクション，南関東�入着，関東オークス-JPN2２着

メイショウヤマホコ（牡タニノギムレット）２勝，金山特別，アーリントンＣ-G3４着
ハッピーウィルス（牡 *タイキシャトル）２勝，高湯温泉特別

ナリタグレース（牝 黒鹿 *トニービン）１勝。産駒
ショウナンカンムリ（牡ダイワメジャー）３勝，須磨特別，はなみずき賞

ゴールデンバード（牝 鹿 *クリミナルタイプ）３勝。産駒
ハローアゲイン（牝アグネスタキオン）北海道�１勝。産駒
ウイングリート（牡 *クロフネ）２勝，あやめ賞

ナリタサクセス（牡 鹿オースミシャダイ）２勝，北海道�１勝，東海�１勝
祖母ビューティマリヤ（80 *トライバルチーフ）南関東�１勝。ファイトガリバー（牝ダイ

ナガリバー：桜花賞-JPN1），ナリタタイセイ（牡 ダイナガリバー：ＮＨＫ杯
-JPN2）の母，コスモプラチナ（牝ステイゴールド：マーメイドＳ-G3），コスモフ
ォーチュン（牝 *マイネルラヴ：北九州記念-JPN3）の三代母

【競走成績】南関東�１勝［収得賞金 \900,000］

【繁殖成績】
2012 タマーラ（牝 栗ダンスインザダーク）４戦
13 コーラルバード（牝 黒鹿 *サウスヴィグラス）岩手�入着
14 アヤシ（牝 黒鹿スズカマンボ）岩手�２勝
15 ローズマリア（牝 黒鹿ローズキングダム）入着，東海�３勝，南関東�１勝
16 流産（マツリダゴッホ）
17 ドンナフォルテ（牝 黒鹿フェノーメノ）石川�３勝，金沢プリンセスＣ２着，�
18 種付せず
19 不受胎（ハクサンムーン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 601



2 2020ジェイエス冬セール T0609‐04

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 エイシンアクロン

厩舎番号№2 エイシンアクロン A Shin Akron

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（33）2814（飼養者＝水丸牧場）

2012年生
（８歳）
鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

*エンドスウィープ
Broom Dance

*サウスヴィグラス
�
�
Star de Naskra

*ダーケストスター栗 1996 Minnie Riperton

�
�
�

ストームブート �
�
Storm Cat

Storm Boot
Aliata

*キャントンガール オンアラーク �
�
The Prime Minister

On a Lark鹿 2002 Became a Lark（16）

【エイシンヒカリを受胎（販売申込時）最終種付５月18日】

父*サウスヴィグラスは米国産，中央・高知・東海・北海道・岩手・南関東�16勝，ＪＢ
Ｃスプリント-JPN1，根岸Ｓ-JPN3（２回）。主な産駒（ＢＭＳ）：ヒカリオーソ（南関東・東京
ダービー，ジャパンダートダービー-JPN1５着），アベニンドリーム（北海道２歳優駿-JPN3
２着），スズカフェスタ（ドンカスターＣ），トーホウアイレス（サフラン賞）。父として，ヒガシウィ
ルウィン（ジャパンダートダービー-JPN1），ラブミーチャン（全日本２歳優駿-JPN1）を出す

母 *キャントンガール（02 Storm Boot）米国産，２勝，もちの木賞（Ｄ1400ｍ），東海�
１勝。産駒

エーシンクリアー（牡 鹿 エイシンサンディ）兵庫�11勝，兵庫大賞典，同２着（２
回），同３着，園田ジュニアＣ，姫山菊花賞，同２着，兵庫若駒賞，新春賞
２着，同３着，同４着，園田金盃３着，同４着，摂津盃３着，東海�１
勝，岐阜金賞，東海菊花賞２着，名港盃２着，同４着，梅見月杯３着，同
４着，同５着，佐賀�２勝，はがくれ大賞典（２回），同３着，石川�１
勝，イヌワシ賞，同２着（２回），岩手�入着，ダービーグランプリ３着

エイシンピリカ（牝 鹿マツリダゴッホ）東海�２勝，石川�２勝
エイシンエーブル（牡 鹿 *キンシャサノキセキ）岩手�３勝
エイシンジョーカー（牝 鹿ブラックタイド）石川�３勝，南関東�入着，�
エイシンサクラソウ（牝 鹿エイシンフラッシュ）東海�２勝，�
エーシンクラリオン（牝 鹿マヤノトップガン）兵庫�１勝
ナンヨージュピター（牡 黒鹿ダイワメジャー）岩手�１勝

祖母オンアラーク On a Lark（97 The Prime Minister）不出走。産駒
ミスター パーシュート Mr. Pursuit（騸 General Royal）北米10勝，Oklahoma

Derby-L，Governor's Cup S-L，West Virginia Governor's S-L２着，
Maxxam Gold Cup H-L２着，Alysheba Breeders' Cup S２着，North-
ern Spur Breeders' Cup S-L３着，ローンスターダービー-G3４着

リエンジ Rienzi（騸 Majestic Warrior）北米６勝，Grover "Buddy" Delp Memo-
rial S，Federico Tesio S３着

サーティーンソングズ Thirteen Songs（牝 Congrats）北米３勝，オナラブルミス
Ｈ-G2４着

三代母ビケイム ア ラーク Became a Lark（74 T. V. Lark）北米６勝，Golden Pop-
py H。ライヴ ザドリーム Live the Dream（ハリウッドダービー-G1）の母，
*キッケンクリス Kicken Kris（アーリントンミリオン-G1）の祖母

【競走成績】兵庫�４勝，園田ＦＣスプリント３着，２着５回，３着３回，南関東�２勝
［収得賞金 \10,888,000］

【繁殖成績】
2018 （牝 芦エイシンヒカリ）
19 （牡 栗 ネオユニヴァース）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 602



3 2020ジェイエス冬セール T0515‐19

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 エイシンイソップ

厩舎番号№3 エイシンイソップ A Shin Aesop

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（22）0432（飼養者＝栄進牧場）

2013年生
（７歳）
鹿毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

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

�
�
�

�
�
*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ーシンピュリティ

�
�
*ダンシングブレーヴパッションストーム鹿 2006 *ゴールデンハピネス（12）

【エイシンヒカリを受胎（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）

母エーシンピュリティ（06 アグネスタキオン）不出走。産駒
エイシンデルフィー（牝 栗 *エイシンアポロン）１勝
エイシンポロロッカ（牝 鹿 *アグネスデジタル）東海�４勝
エイシンスカラベ（牡 栗 *エイシンアポロン）北海道�１勝

祖母パッションストーム（99 *ダンシングブレーヴ）入着。産駒
ゴーイングステージ（牡 *タイキシャトル）兵庫�４勝，中央１勝
ユニバーサルアゲン（牡 ネオユニヴァース）障１勝

三代母 *ゴールデンハピネス Golden Happiness（93 Sanglamore）米国産，仏入着。産
駒

デンファレ：兵庫�２勝，中央２勝，由比ヶ浜特別
ヒシサンダー：３勝
ダイゴカムイ：２勝，兵庫�１勝

四代母 *マプティットジョリィMa Petite Jolie（82 Northern Dancer）米国産，英１勝。産
駒

グロリアスバラッド：１戦，入着。産駒
グローバルソング：不出走。産駒

バスタータイプ：５勝，総武Ｓ-OP，マーチＳ-G3２着
*ジャワーリJawaari：不出走。産駒

ノースソング：１勝。産駒
シャークファング：南関東�３勝，桜花賞

五代母バラード Ballade（72 Herbager）北米２勝。産駒
グローリアス ソング Glorious Song：加年度代表馬，北米17勝，スピンスターＳ

-G1。シングスピール Singspiel（コロネーションＣ-G1）の母
デヴィルズ バッグ Devil's Bag：米２歳牡馬チャンピオン，北米８勝，ローレルフュ

ーチュリティ-G1，シャンペンＳ-G1，カウディンＳ-G2。種牡馬
セイントバラード Saint Ballado：北米４勝，アーリントンクラシック-G2，シェリダン

Ｓ-G3。北米チャンピオンサイアー

【競走成績】兵庫�１勝［収得賞金 \371,000］

【繁殖成績】
2018 （牡 鹿ローレルゲレイロ）
19 （牡 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 2019.12.18 11.10.38 Page 603



4 2020ジェイエス冬セール T0712‐34

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐09 ナデシコニッポン

厩舎番号№4 ナデシコニッポン Nadeshiko Nippon

林 正道＝東京都港区 ℡0146（47）2764（飼養者＝秋田牧場）

2010年生
（10歳）
芦毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellアドマイヤジャパン

�
�
Caerleonビワハイジ栗 2002 *アグサン

�
�
�

�
�
Roberto

*ブライアンズタイム
Kelley's Dayロイヤルペルラ

�
�
Storm Cat

*スターマイライフ芦 2000 Great Lady M.（22）

【シルバーステートを受胎（販売申込時）最終種付５月６日】

父アドマイヤジャパンは新冠産，２勝，京成杯-JPN3，菊花賞-JPN1２着，弥生賞-JPN2
２着，皐月賞-JPN1３着。主な産駒（ＢＭＳ）：エムワンピーコ（岩手・ひまわり賞）。主な産
駒：ダンツキャンサー（マーガレットＳ-L，クイーンＳ-G3３着），シーブリーズライフ（クロッカ
スＳ-OP，フィリーズレビュー-G2５着），ディアセルヴィス（福島２歳Ｓ-OP），トルークマクト
（大阪城Ｓ-L２着），テイエムダイパワー（京都２歳Ｓ-L３着）を出す

母ロイヤルペルラ（00 *ブライアンズタイム）不出走。産駒
トレンドハンター（牝 青鹿マンハッタンカフェ）３勝，フラワーＣ-G3，桜花賞-G1３

着。産駒
アイネバーフェイル（牝 *ノヴェリスト）１勝，�

スティールパス（牝 黒鹿 ネオユニヴァース）中央・南関東�６勝，スパーキングレ
ディーＣ-JPN3，立夏Ｓ，播磨特別，ポラリスＳ-L２着，マリーンＣ-JPN3３
着，根岸Ｓ-G3４着。産駒

オリーブティアラ（牝キングカメハメハ）１勝，�
バイシュラバナ（牡キングカメハメハ）１勝，�

フサイチナガラガワ（牡 栗 ネオユニヴァース）２勝
祖母 *スターマイライフ Star My Life（94 Storm Cat）米国産，わが国で１勝。産駒
プレシャスライフ（牝 *タイキシャトル）東海�５勝。産駒

シーブリーズライフ（牝アドマイヤジャパン）３勝，クロッカスＳ-OP，白河特別
ハーグリーブス（牡 *エンパイアメーカー）３勝，袖ヶ浦特別，�
ベルクリア（牝ヴァーミリアン）４勝，�

三代母グレイトレイディ エム Great Lady M.（75 Icecapade）北米14勝，A Gleam
H，La Brea S，Rancho Bernardo H，Las Cienegas H。産駒

レイディズ シークレット Lady's Secret：米年度代表馬，北米25勝，ＢＣディスタフ
-G1，ベルデイムＳ-G1（２回）。サウンドバリアー（フィリーズレビュー
-G2），キョウワハピネス（ファルコンＳ-JPN3）の祖母

*グレートクリスティーヌGreat Christine：北米１勝。ビリーヴ（最優秀古牝馬，スプリ
ンターズＳ-JPN1）の母，*ジャンダルム（デイリー杯２歳Ｓ-G2）の祖母

メアリーズ スピリットMary's Spirit：北米１勝。リーアズ シークレット Leah's Se-
cret（レイヴンランＳ-G2）の祖母

【競走成績】中央入着，３着２回，兵庫�１勝，２着１回，東海�２勝
［収得賞金 \4,887,500］

【繁殖成績】
2016 （牡 鹿ロードカナロア）
17 ヘニービュット（牡 芦 *ヘニーヒューズ）２戦，�
18 （牡 芦 *ヘニーハウンド）
19 （牡 栗 *ドレフォン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 604



5 2020ジェイエス冬セール T0392‐68

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐09 アースウィンド

厩舎番号№5 アースウィンド Earth Wind

林 正道＝東京都港区 ℡01456（2）2737（飼養者＝白井牧場）

2011年生
（９歳）
青鹿毛
（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスアグネスタキオン アグネスフローラディープスカイ

�
�
Chief's Crown

*アビ栗 2005 Carmelized

�
�
�

�
�
Rainbow Questサクラローレル *ローラローラベストオブチャンス

�
�
*ノーザンアンサーサガミコトブキ鹿 2001 ロニイ（8）

*カデンザゼセカンド系

【シルバーステートを受胎（販売申込時）最終種付４月20日】

父ディープスカイは浦河産，最優秀３歳牡馬，５勝，ダービー-JPN1，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1，神戸新聞杯-JPN2，毎日杯-JPN3，ジャパンＣ-G1２着。主な産駒（ＢＭＳ）：ニュ
ーホープ（東海・岐阜金賞，岩手・若駒賞）。父として，キョウエイギア（ジャパンダートダー
ビー-JPN1），サウンドスカイ（全日本２歳優駿-JPN1），クリンチャー（京都記念-G2），タマ
ノブリュネット（レディスプレリュード-JPN2），モルトベーネ（アンタレスＳ-G3）を出す

母ベストオブチャンス（01 サクラローレル）東海�２勝，南関東�５勝。産駒
ビップセレブアイ（牡 青鹿 ゼンノロブロイ）３勝
メイショウハバネラ（牝 栗 *アイルハヴアナザー）１勝
メイショウゴウリキ（牡 黒鹿 ルーラーシップ）障１勝，�
デンコウチャレンジ（牝 鹿 マンハッタンカフェ）入着，兵庫�13勝，兵庫クイーンＣ２

着，岩手�１勝
祖母サガミコトブキ（84 *ノーザンアンサー）３勝，白百合賞，すずかけ賞-OP２着，新春

４歳牝馬Ｓ-OP３着。産駒
グランドシンゲキ（牡カネミノブ）３勝，アーリントンＣ-JPN3，千両賞，シンザン記念

-JPN3３着，スプリングＳ-JPN2４着，きさらぎ賞-JPN3４着，神戸新聞杯
-JPN2５着

ファイヤエンブレム（騸メジロライアン）３勝，文知摺特別，医王寺特別
ノボママ（牝ニホンピロウイナー）３勝。産駒

ヤサカファイン（牡ブラックタキシード）南関東�８勝，アフター５スター賞，東
京盃-JPN2２着，東京スプリング盃３着，東京スプリント-JPN3５着，
北海道�入着，北海道スプリントＣ-JPN3２着

プロスペリオス（牝 バンブーアトラス）４戦。産駒
タガノシャンハイ（牡 *シャンハイ）兵庫�２勝，中央２勝，花背特別

三代母ロニイ（74 *シルバーシャーク）２勝。産駒
サガミテイオー：４勝，立川特別，りんどう賞，エプソムＣ-JPN3２着。種牡馬
サガミリンドウ：２勝，黄菊賞
ブラックリイリイ：岩手�11勝。産駒

ブルーライトニング：３勝，朱竹賞，東海・岩手・高知�13勝
トラストミュウツー：５勝，ノベンバーＳ，立川特別，信濃川特別

【競走成績】中央１勝，３着１回［収得賞金 \9,538,000］

【繁殖成績】
2015 アースグロウ（牝 鹿オルフェーヴル）石川�４勝，東海�２勝，高知�６勝，�
16 ブルーグローブ（牝 黒鹿オルフェーヴル）１勝
17 ムーンピラー（牡 青鹿カレンブラックヒル）未出走
18 （牡 栃栗ジャスタウェイ）
19 （牡 青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 2019.12.18 11.10.38 Page 605



6 2020ジェイエス冬セール T0565‐42

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 フェリーチェシチー

厩舎番号№6 フェリーチェシチー Felice City

日高大洋牧場＝日高町旭町 ℡01456（2）5241

2011年生
（９歳）
鹿毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
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

�
�
�

サドラーズウェルズ �
�
Northern Dancer

Sadler's Wells
Fairy Bridge

*ディマンチ バーミューダクラシック �
�
Double Form

Bermuda Classic鹿 1998 Minnie Tudor（14）

【*アジアエクスプレスを受胎（販売申込時）最終種付４月18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。
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），プラチナヴォイス（萩Ｓ-L），アディラート（ゴ
ドルフィンマイル-G2３着），プリンスリターン（函館２歳Ｓ-G3３着）

母 *ディマンチ Dimanche（98 Sadler's Wells）愛国産，不出走。産駒
サーデュークSir Duke（騸 *デインヒル）英７勝
グランドディマンチ Grand Dimanche（騸 Grand Slam）北米４勝

祖母バーミューダ クラシック Bermuda Classic（83 Double Form）愛２勝，レイルウェ
イＳ-G3，カラーＳ-G3，Orchardstown Stud S-L２着，デズモンドＳ-G3３着，
同４着，グラッドネスＳ-G3３着，McGrath S-L３着。産駒

シェイクザ ヨーク Shake the Yoke（牝 Caerleon）英仏・北米５勝，コロネーショ
ンＳ-G1，オマール賞-G3，グロット賞-G3，ウイルシャーＨ-G3，仏1000ギニ
ー-G1２着，クイーンエリザベス二世チャレンジカップＳ-G1２着，マルセ
ル ブサック賞-G1２着，ブエナヴィスタＨ-G2２着，サンタアナＨ-G2２
着，ムーランドロンシャン賞-G1３着。産駒

シェイクオフ Shake Off（牝 A. P. Indy）北米３勝，Barona Cup H-L
セルヴァジュージャム Serva Jugum（騸 Fusaichi Pegasus）英１勝，ウインタ

ーヒルＳ-G3４着
トロピカル Tropical（牝 Green Desert）愛７勝，カラーＳ-G3，フィーニクススプリ

ントＳ-G3，フライングファイヴ-G3（２回），Belgrave S-L。産駒
トロピカル スター Tropical Star（騸 Machiavellian）UAE７勝，マハブアル

シマール-G3，アルシンダガスプリント-G3
ティベスティTibesti（牝 Machiavellian）不出走。ムーヴ イン タイム Move

In Time（騸 Monsieur Bond：アベイユドロンシャン賞-G1）の母
*クルナコーヴァ Kournakova（牝 Sadler's Wells）愛２勝，Denny Cordell Lavar-

ack Memorial Fillies' S-L，仏入着，マルセルブサック賞-G1３着
パドドゥPas de Deux（牝 Sadler's Wells）不出走。産駒
チンボラー Chimboraa（騸 Congrats）豪入着，ＡＴＣシャンペンＳ-G1２着

【競走成績】中央１戦

【繁殖成績】
2015 種付せず
16 不受胎（ヴァーミリアン）
17 流産（ナカヤマフェスタ）
18 （牡 芦 *スウェプトオーヴァーボード）
19 （牝 栗 *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 2019.12.18 11.10.38 Page 606



7 2020ジェイエス冬セール T0290‐21

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 マキアージュシチー

厩舎番号№7 マキアージュシチー Maquillage City

日高大洋牧場＝日高町旭町 ℡01456（2）5241

2010年生
（10歳）
鹿毛

（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

�
�
�

ミスター プロスペクター �
�
Raise a Native

Mr. Prospector
Gold Digger

*スウィーピングズ ブルームダンス �
�
Dance Spell

Broom Dance鹿 1989 Witching Hour（4）

【ディーマジェスティを受胎（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。主な産駒（Ｂ
ＭＳ）：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）。
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），メジャーエンブ
レム（ＮＨＫマイルＣ-G1），カレンブラックヒル（ＮＨＫマイルＣ-G1），レシステンシア（阪
神ジュベナイルフィリーズ-G1），ブルドッグボス（ＪＢＣスプリント-JPN1）を出す

母 *スウィーピングズ Sweepings（89 Mr. Prospector）米国産，北米１勝。産駒
アンダー ザ ラッグ Under the Rug（牝 Lord At War）北米12勝，Obeah S-L，

Nastique S-L，Open Fire S-L，Julie Snellings Memorial S-L，Carousel
S-L，Moonlight Jig S，デラウェアＨ-G3２着。産駒

ワカモー Waccamaw（牝 War Chant）北米６勝，Ontario Fashion S-L２着
（２回），Holiday Inaugural S２着（２回），Sweet Briar Too S-L３
着，プレスクアイルダウンズマスターズＳ-G3４着

スウィープデイSweep Day（牝 Cox's Ridge）不出走。産駒
スウィープドミノ Sweep Domino（騸 Mashaallah）チリ２勝，ジャクソン杯-G2

３着，北米障４勝
ラスマルヴィナスLas Malvinas（牝 Lord At War）北米５勝。産駒

ラス マルヴェガス Las Malvegas（牝 Half Ours）北米２勝，Presque Isle
Debutante S-L２着

バーボンウォーフェア Bourbon Warfare（牝 Colonel John）北米２勝。産駒
アングル オブ アタック Angle of Attack（牝 Maclean's Music）北米

２勝，Eleanor Casey Memorial S
スパニッシュソウル（牝 鹿フジキセキ）３勝。産駒
タガノアム（牝 *ハードスパン）３勝，夙川特別，�

祖母ブルーム ダンス Broom Dance（79 Dance Spell）北米９勝，アラバマＳ-G1，ガ
ゼルＨ-G2，ポストデブＳ-G3，ヴェイグランシーＨ-G3，ベドーロージズＨ
-G3，トップフライトＨ-G1２着，デラウェアＨ-G1３着。産駒

*エンドスウィープ End Sweep（牡 *フォーティナイナー）北米６勝，ハイランダーＳ
-CAN1，ジャージーショアＢＣＳ-G3，Kentucky Cup Sprint S-L。種牡馬

【競走成績】中央入着，２着１回，３着１回，兵庫�入着，２着１回
［収得賞金 \3,160,000］

【繁殖成績】
2015 不受胎（ヴァーミリアン）
16 ペイシャマキアージ（牝 黒鹿 *タイキシャトル）入着，北海道�１勝，�
17 不受胎（*スウェプトオーヴァーボード）
18 不受胎（*アジアエクスプレス）
19 （牡 栗トーセンジョーダン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 607



8 2020ジェイエス冬セール T0725‐09

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 ラブリーアイ

厩舎番号№8 ラブリーアイ Lovely Eye

日高大洋牧場＝日高町旭町 ℡01456（2）5241

2011年生
（９歳）
鹿毛

（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

�
�
�

ダンチヒ �
�
Northern Dancer

Danzig
Pas de Nom

*ファイナルキス
�
�
Mr. Prospector

*クラシッククラウン鹿 1996 Six Crowns（23）

【グレーターロンドンを受胎（販売申込時）最終種付５月31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。主な産駒（Ｂ
ＭＳ）：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）。
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），メジャーエンブ
レム（ＮＨＫマイルＣ-G1），カレンブラックヒル（ＮＨＫマイルＣ-G1），レシステンシア（阪
神ジュベナイルフィリーズ-G1），ブルドッグボス（ＪＢＣスプリント-JPN1）を出す

母 *ファイナルキス（96 Danzig）米国産，１勝，フローラＳ-OP２着，北海道�１勝。産駒
ファイナルレザルト（牡 栗 *サンデーサイレンス）１勝，南関東�２勝
キストゥクラウン（牝 芦 *クロフネ）１勝

祖母 *クラシッククラウン Classic Crown（85 Mr. Prospector）米国産，北米４勝，フ
リゼットＳ-G1，ガゼルＨ-G1，ラフィアンＨ-G1２着，ベルデイムＳ-G1２着，テ
ストＳ-G1３着，フォールズシティＨ-G3４着。産駒

*ルールオブライト（牡 Kris S.）３勝，立春賞
クラウンピース（牝 Seattle Slew）１勝，�着。産駒

リーチザクラウン（牡スペシャルウィーク）４勝，マイラーズＣ-G2，きさらぎ賞
-G3，千両賞，ダービー-JPN1２着，神戸新聞杯-JPN2２着，ラジオＮ
ＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-JPN3２着，中山記念-G2３着，京都金杯-G3
４着，菊花賞-JPN1５着。種牡馬

クラウンプリンセス（牝スペシャルウィーク）７勝，米子Ｓ-L，ポートアイランド
Ｓ-L，ゴールデンホイップＴ，御室特別，ＨＢＣ賞，小倉記念-G3３
着，デイリー杯２歳Ｓ-JPN2４着，新潟２歳Ｓ-JPN3５着

*レディダンズ Lady Danz（牝 Danzig）北米１勝。産駒
*エーシンジーライン（牡 Giant's Causeway）６勝，小倉大賞典-G3，寿Ｓ，

白川特別，大山崎特別，足立山特別，朝日チャレンジＣ-G3２着，東
海�入着，名古屋大賞典-JPN3３着，障３勝。種牡馬

*エーシンエフダンズ（牡 Forestry）５勝，船橋Ｓ，江差特別，オーシャンＳ-G3
２着，東海・兵庫・広島�４勝，東海桜花賞，白銀争覇，いろは丸賞

三代母シックス クラウンズ Six Crowns（76 Secretariat）北米５勝，Meadow Queen
S，レイディーズＨ-G1３着。チーフズ クラウン Chief's Crown（米２歳牡馬
チャンピオン，ＢＣジュヴェナイル-G1，トラヴァーズＳ-G1）の母

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2015 種付せず
16 モリトシュン（牡 青鹿 *モンテロッソ）11戦，障１戦，�
17 ペルフェクシオン（牝 黒鹿ナカヤマフェスタ）北海道�入着，�
18 不受胎（トーセンジョーダン）
19 （牝 鹿ディーマジェスティ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 608



9 2020ジェイエス冬セール T0402‐62

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 フィールドスラッピ

厩舎番号№9 フィールドスラッピ Field Slappy

ダイヤモンドファーム＝浦河町富里 ℡0146（25）2079

2012年生
（８歳）
鹿毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

*エルコンドルパサー *サドラーズギャルヴァーミリアン
�
�
*サンデーサイレンススカーレットレディ黒鹿 2002 スカーレットローズ

�
�
�

�
�
Irish River

*パラダイスクリーク
North of Edenフィールドスピカ

�
�
*ジェネラスフィールドブーケ鹿 2007 *ラッピング（8）

【ビッグアーサーを受胎（販売申込時）最終種付６月４日】

父ヴァーミリアンは早来産，最優秀ダートホース，中央・南関東・東海・兵庫�15勝，ジャ
パンＣダート-G1，フェブラリーＳ-G1，ＪＢＣクラシック-JPN1（３回），帝王賞-JPN1，東京
大賞典-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：テーオーブルベリー（東海・ラブミーチャン記念）。父と
して，ノットフォーマル（フェアリーＳ-G3），ノブワイルド（オーバルスプリント-JPN3２回），ビ
スカリア（ＴＣＫ女王盃-JPN3），ラインシュナイダー（サマーチャンピオン-JPN3）を出す

母フィールドスピカ（07 *パラダイスクリーク）北海道�１勝，中央入着。産駒
エキサイター（牡 鹿 ベルシャザール）兵庫�５勝，兵庫若駒賞，中央入着，野路菊

Ｓ-OP３着，�
チジョウノホシ（牝 黒鹿 *ストーミングホーム）石川�３勝，兼六園ジュニアＣ３着，

�
祖母フィールドブーケ（97 *ジェネラス）２勝。産駒
フィールドミラクル（騸 *フィールドボンバー）１勝
ウィンエヴリー（牡 *ムタファーウエク）岩手�５勝，オパールＣ２着
チエノワ（牝 サクラローレル）兵庫�４勝，東海�２勝
パーフェクトジルジュPerfect Jilju（騸 *パラダイスクリーク）韓国９勝
メニフィールドMenifield（牡 Menifee）韓国４勝

三代母 *ラッピング Rapping（88 Mr. Prospector）米国産，北米１勝。産駒
クロムウェル Cromwell：北米４勝，Rushaway S-L３着。種牡馬
ゲスザダンスGuess the Dance：不出走。産駒
ドゥーザットダンス Dothat Dance：北米４勝，Maryland Million Classic S２

着，Find S３着，バシュフォードマナーＳ-G3４着
四代母デューティダンス Duty Dance（82 Nijinsky）北米７勝，ダイアナＨ-G2，ボウ

ゲイＨ-G3，Martha Washington H-L，マンノウォーＳ-G1２着，ロングアイラン
ドＨ-G2２着，Frillery S-L２着。産駒

パーティマナーズ Party Manners：北米６勝，ワイドナーＨ-G3。種牡馬
エラントエスコート Errant Escort：北米３勝，Virginia Derby-L３着，スタイヴァザ

ントＨ-G3４着，サウジアラビア１勝
プロセッション Procession：北米１勝。プロシードビー Proceed Bee（ホーソーン

ダービー-G3，ジョンＢ.コナリーターフカップＳ-G3２着）の母
バガルー Bugaloo：不出走。ビレッジ キング Village King（亜ジョッキークラブ大

賞典-G1，エンサヨ賞-G3，カルロスペレグリーニ大賞典-G1３着）の祖母

【競走成績】中央２勝，３着１回，東海�入着，３着１回［収得賞金 \14,586,000］

【繁殖成績】
2017 ウィスキーキャット（牝 鹿ディープブリランテ）未出走
18 不受胎（グランプリボス）
19 （牡 鹿グランプリボス）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 609



10 2020ジェイエス冬セール T0636‐39

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 エーシンオーレ

厩舎番号№10 エーシンオーレ A Shin Ole

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（35）3288（飼養者＝城地牧場）

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）

【*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４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）：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），ピクニックソング（エーデルワイス賞-JPN3
３着）。父として，カワカミプリンセス（オークス-JPN1，秋華賞-JPN1）を出す

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。産駒

イグゼキューティヴ ディード Executive Deed：北米３勝，Passing Mood S２
着

【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）未出走
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）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 610
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 キャントンガール

厩舎番号№11 *キャントンガール Canton Girl（USA）

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（35）3405（飼養者＝松本牧場）

2002年生
（18歳）
鹿毛

（米国産）

�
�
�
�

ストームブート �
�
�

ストームキャット �
�
Storm Bird

Storm Cat
Terlingua

Storm Boot アリアタ �
�
Mr. Prospector

Aliata栗 1989 Drumtop

オンアラーク �
�
�

ザ プライムミニスター �
�
Deputy Minister

The Prime Minister
Stick to Beauty

On a Lark ビケイムアラーク �
�
T. V. Lark

Became a Lark鹿 1997 Blow Up（16）

【エイシンヒカリを受胎（販売申込時）最終種付５月11日】

父ストーム ブート Storm Boot は米国産，北米４勝，Broad Street S２着。主な産駒
（ＢＭＳ）：ノーブルインディ（ルイジアナダービー-G2），ネックンネック（インディアナダー
ビー-G2），ジージーライダー（オール アメリカンＳ-G3２回），カミナドラ（リグレットＳ
-G3）。父として，マニバワン（スピナウェイＳ-G1），ナイトパトロール（オークトゥリーＢＣマ
イルＳ-G2），ハリケーン バーティー（プライアリスＳ-G2）を出す

母オンアラーク On a Lark（97 The Prime Minister）不出走。産駒
ミスター パーシュート Mr. Pursuit（騸 General Royal）北米10勝，Oklahoma

Derby-L，Governor's Cup S-L，West Virginia Governor's S-L２着，
Maxxam Gold Cup H-L２着，Alysheba Breeders' Cup S２着，North-
ern Spur Breeders' Cup S-L３着，Ark-La-Tex H-L３着，Slipton Fell
H-L３着，ローンスターダービー-G3４着

リエンジ Rienzi（騸 Majestic Warrior）北米６勝，Grover "Buddy" Delp Memo-
rial S，Federico Tesio S３着

サーティーンソングズ Thirteen Songs（牝 Congrats）北米３勝，オナラブルミス
Ｈ-G2４着

【競走成績】中央２勝，もちの木賞（Ｄ1400ｍ），東海�１勝［収得賞金 \19,751,000］

【繁殖成績】
2009 エーシンクラリオン（牝 鹿マヤノトップガン）兵庫�１勝
10 エーシンクリアー（牡 鹿 エイシンサンディ）兵庫�11勝，兵庫大賞典（Ｄ1870

ｍ），同２着（２回），同３着，園田ジュニアＣ（Ｄ1700ｍ），姫山菊花賞
（Ｄ1700ｍ），同２着，兵庫若駒賞（Ｄ1400ｍ），新春賞２着，同３着，
同４着，園田金盃３着，同４着，摂津盃３着，東海�１勝，岐阜金賞
（Ｄ1900ｍ），東海菊花賞２着，名港盃２着，同４着，梅見月杯３着，
同４着，同５着，佐賀�２勝，はがくれ大賞典（Ｄ2000ｍ）２回，同３
着，石川�１勝，イヌワシ賞（Ｄ2000ｍ），同２着（２回），岩手�入着，
ダービーグランプリ３着

11 エイシンオーキッド（牝 鹿マツリダゴッホ）入着
12 エイシンアクロン（牝 鹿 *サウスヴィグラス）南関東�２勝，兵庫�４勝，園田Ｆ

Ｃスプリント３着
13 エイシンピリカ（牝 鹿マツリダゴッホ）東海�２勝，石川�２勝
14 ナンヨージュピター（牡 黒鹿ダイワメジャー）岩手�１勝
15 エイシンエーブル（牡 鹿 *キンシャサノキセキ）岩手�３勝
16 エイシンジョーカー（牝 鹿ブラックタイド）石川�３勝，南関東�入着，�
17 エイシンサクラソウ（牝 鹿エイシンフラッシュ）東海�２勝，�
18 （牝 鹿ディープインパクト）
19 （牡 鹿 *パイロ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 611
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 エーシンシークルー

厩舎番号№12 *エーシンシークルー A Shin Sea Crew（USA）

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（36）4676（飼養者＝清水牧場）

2006年生
（14歳）
栗毛

（米国産）

�
�
�
�

キュヴェ �
�
�

カースンシティ �
�
Mr. Prospector

Carson City
Blushing Promise

Cuvee クリスマススター �
�
Star de Naskra

Christmas Star栗 2001 Carols Christmas

サッシーダス �
�
�

リンカダス �
�
Nureyev

Rinka Das
Tremulous

Sassy Das グレイスクリーク �
�
Allen's Prospect

Grace Creek鹿 1998 Gramercy（1）

【エイシンヒカリを受胎（販売申込時）最終種付４月５日】

父キュヴェ Cuvee は米国産，北米４勝，フューチュリティＳ-G1，サラトガ スペシャルＳ
-G2，ケンタッキーＢＣＳ-G3。主な産駒（ＢＭＳ）：エアロフォース（ケンタッキージョッキー
クラブＳ-G2，バーボンＳ-G3），ジャストグレイズドミー（セネターケン マディＳ-G3），ア
ヒンサー（ゲイムリーＳ-G1３着）。父として，ノーブルズプロミス（ブリーダーズフューチュ
リティ-G1），アクロスザライン（ミンストレルＳ-G3）を出す

母サッシーダス Sassy Das（98 Rinka Das）北米４勝。産駒
ホワイフライWhy Fly（騸 Whywhywhy）北米７勝

祖母グレイスクリーク Grace Creek（91 Allen's Prospect）北米１勝。産駒
カニークリークCaney Creek（牝 Service Stripe）不出走。産駒

ヴァーティカル ヴィジョン Vertical Vision（牝 Pollard's Vision）北米３勝，
Prairie Gold Lassie S，Prairie Meadows Debutante S，Instant
Racing S-L２着，ドッグウッドＳ-G3４着。産駒

ヴァーティカル オーク Vertical Oak（牝 Giant Oak）北米９勝，プライ
アリスＳ-G2，ミスプリークネスＳ-G3，Open Mind S-L，Skipat
S-L，Garland of Roses S-L，オナラブルミスＨ-G2２着，ヴィクト
リーライドＳ-G3２着，サラブレッドクラブオブアメリカＳ-G2３
着

パシフィックデスティニー Pacific Destiny（牝 Mr. Greeley）北米５勝。産駒
サラトガミスチーフ Saratoga Mischief（騸 Into Mischief）北米２勝，サラト

ガスペシャルＳ-G2２着
三代母グラマーシー Gramercy（83 Hagley）北米８勝，Sweet and Sassy S，Anem-

one S，Jacob France H-L３着，Cameo S３着。産駒
マイプロブレム My Problem：北米14勝，Bowie S-L，Mister Diz S
テキサス ゴールド Texas Gold：北米19勝，Mountain State H
ワインディングトレイル Winding Trail：北米８勝，Cavalier Cup S
プライマーシー Primercy：北米３勝，Maryland Million Oaks２着

【競走成績】中央３勝，２着４回，３着３回，兵庫�１勝，２着１回
［収得賞金 \47,074,000］

【繁殖成績】
2013 エイシンジラーフ（牝 栗 *エーシンフォワード）兵庫�４勝
14 エイシンブロンディ（牝 栗ジャングルポケット）兵庫�１勝，東海�１勝，�
15 不受胎（*タートルボウル）
16 不受胎（ストロングリターン）
17 エイシンパラディン（牡 黒鹿 *バゴ）北海道�１勝，�
18 （牝 栗エスポワールシチー）
19 不受胎（*パイロ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 612
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 トクラットリバー

厩舎番号№13 トクラットリバー Toklat River

村上欽哉牧場＝新冠町新栄 ℡0146（49）5113

2010年生
（10歳）
黒鹿毛
（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

�
�
�

ベーリング �
�
Arctic Tern

Bering
Beauneケープリズバーン

�
�
Nijinsky

*グリーンポーラ栗 1995 Irish Valley（16）

【ダイワメジャーを受胎（販売申込時）最終種付４月18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。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（大阪
城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

母ケープリズバーン（95 Bering）４勝，オリオンＳ（芝2500ｍ），鳴滝特別（芝2400ｍ），
中山牝馬Ｓ-JPN3５着，南関東�１勝，ＴＣＫ女王杯-JPN3（Ｄ2000ｍ），ダ
イオライト記念-JPN2５着。産駒

ケープポルト（牡 芦 *クロフネ）１勝
ベーリンジア（牡 栗ダンスインザダーク）入着，北海道�１勝
クリルカレント（牝 栗 *カジノドライヴ）北海道�２勝，南関東�４勝，�

祖母 *グリーンポーラ Green Pola（88 Nijinsky）米国産，仏２勝，カルヴァドス賞-G3。
産駒

ジェダイト（牝 *サンデーサイレンス）３勝，忘れな草賞-OP，赤松賞，エルフィンＳ
-OP２着，札幌２歳Ｓ-JPN3４着，フィリーズレビュー-JPN2５着。産駒

サナシオン（牡 *シンボリクリスエス）３勝，障７勝，東京ハイジャンプ，阪神ス
プリングジャンプ，中山グランドジャンプ２着，中山大障害３着

オージャイト（牝キングカメハメハ）３勝，北海道�入着，ブリーダーズゴールド
Ｃ-JPN3３着

アドマイヤメテオ（騸キングカメハメハ）２勝，湯川特別，�
ブライトバローズ（牡キングカメハメハ）５勝，六社Ｓ，皿倉山特別

レッドシャガーラ（牡 ネオユニヴァース）３勝，知床特別
ヴェルデマーレ（牡 *サンデーサイレンス）２勝，和田岬特別，兵庫�１勝
モビーディック（騸 *サンデーサイレンス）１勝，ラジオたんぱ杯２歳Ｓ-JPN3５着
リビングデイライツ（牝フジキセキ）５勝
レーヌヴェルト（牝 *フレンチデピュティ）２戦，入着。産駒

ガイヤースヴェルト（牡ダイワメジャー）１勝，毎日杯-G3２着，ＮＨＫマイル
Ｃ-G1５着

ドレスデングリーン（牝アグネスタキオン）１勝。産駒
ジェードグリーン（騸カンパニー）１勝，萩Ｓ-L３着，�

【競走成績】中央１勝，２着１回［収得賞金 \8,650,000］

【繁殖成績】
2016 カッシーニ（騸 黒鹿 ルーラーシップ）入着，北海道�１勝，兵庫�１勝，�
17 トライバルキング（牡 青鹿エピファネイア）１戦，�
18 アールエクシード（牡 栗 *ノヴェリスト）未出走
19 不受胎（ドゥラメンテ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 613
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 ホットサマーデイ

厩舎番号№14 ホットサマーデイ Hot Summer Day

村上欽哉牧場＝新冠町新栄 ℡0146（49）5113

2008年生
（12歳）
鹿毛

（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

レッドランサム �
�
Roberto

Red Ransom *アラビアⅡ
*アポインテッドデイ アポインティドワン �

�
Danzig

Appointed One鹿 2001 Qui Royalty

�
�
�

オールドトリエステ �
�
A. P. Indy

Old Trieste
Lovlier Linda

*マルターズヒート ヒートイズオン �
�
*サンシャインフォーエヴァー

Heat Is On栗 2001 Barbs Dancer（12）

【リアルスティールを受胎（販売申込時）最終種付３月14日】

父*アポインテッドデイは米国産，１勝，京王杯２歳Ｓ-JPN2２着，共同通信杯-JPN3２
着，朝日杯フューチュリティＳ-JPN1３着，スプリングＳ-JPN2４着。父として，アップルジャ
ック（磐梯山特別），スパーブデイ（南相馬特別），アポインホープ（東海・スプリングＣ），イ
ンプレッシヴデイ（２勝），マルターズグロウヴ（２勝），ローゼズガーランド（２勝），リトルレ
グルス（１勝）を出す。父はカジュアル ルック（英オークス-G1）を出す

母 *マルターズヒート（01 Old Trieste）米国産，わが国で３勝，フェアリーＳ-JPN3（芝
1200ｍ），エルフィンＳ-OP（芝1600ｍ），フィリーズレビュー-JPN2２着，ファンタジ
ーＳ-JPN3３着，障１勝。産駒

マルターズアポジー（牡 鹿 *ゴスホークケン）８勝，関屋記念-G3，福島記念-G3，
小倉大賞典-G3，秋風Ｓ，いわき特別，ひめさゆり賞，中山記念-G2３着，
ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3３着，京成杯オータムＨ-G3４着，鳴尾記念
-G3４着，�

マサキノテソーロ（牡 栗 *アイルハヴアナザー）２勝，�
ジョーヌダンブル（牝 栗 *アグネスデジタル）１勝
ヒートライトニング（牝 栗 *アイルハヴアナザー）１勝，�
イムディーナ（牝 栗スペシャルウィーク）入着。産駒
ワンダーヴァレッタ（牡 *グラスワンダー）１勝，�

祖母ヒートイズオン Heat Is On（96 *サンシャインフォーエヴァー）不出走。産駒
*シベリアンヒート（牡 Unbridled's Song）２勝，京成杯-JPN3４着

三代母バーブズ ダンサー Barbs Dancer（71 Northern Dancer）北米５勝，Mill Race
H２着，ジャスミンＳ-G3４着，ミスウッドフォードＳ-G3４着。産駒

アイロ Eillo：米チャンピオンスプリンター，北米12勝，ＢＣスプリント-G1，Hialeah
Sprint Championship H，Chief Pennekeck H

ルーラーズ ダンサー Ruler's Dancer：北米８勝，Pinafore S
エリーミラヴ Ellie Milove：北米２勝，アーリントンワシントンラッシーＳ-G2２着。ジ

ジスター Gygistar（キングズビショップＳ-G1）の祖母
*ウィシングフォーアスター Wishing for a Star：北米３勝，Likely Exchange S３

着。ワイルドワンダー（アンタレスＳ-G3，プロキオンＳ-G3）の祖母
ツァーダンサー Czar Dancer：北米２勝。フラット フリート フィート Flat Fleet

Feet（トップフライトＨ-G1，アディロンダックＳ-G2）の母

【競走成績】中央１勝，２着５回，３着２回［収得賞金 \23,005,000］

【繁殖成績】
2016 メイブツシャチョウ（牡 黒鹿ゴールドアリュール）入着，�
17 不受胎（グランデッツァ）
18 （牝 黒鹿エイシンヒカリ）
19 流産（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 2019.12.18 11.10.38 Page 614
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 ハワイアンスマイル

厩舎番号№15 ハワイアンスマイル Hawaiian Smile

村上欽哉牧場＝新冠町新栄 ℡0146（49）5113

2011年生
（９歳）
鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

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

�
�
�

ワゴンマスター �
�
Rainbow Quest

Wagon Master
Sunny Flower

*ワシントンシティ タラハシ �
�
Thornton Hill

Tallahassee鹿 1996 Meditada（1）

【*アジアエクスプレスを受胎（販売申込時）最終種付６月５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），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），タガノエスプ
レッソ（デイリー杯２歳Ｓ-G2），アンデスクイーン（レディスプレリュード-JPN2）

母 *ワシントンシティWashington City（96 Wagon Master）チリ産，チリ３歳牝馬チャ
ンピオン，チリ４勝，ポーリャデ ポトランカス-G1（芝1700ｍ），ラスオークス-G1
（芝2400ｍ），チリダービー-G1２着，ナシオナルリカルドリヨン賞-G1２着，ア
ルトゥーロリヨン ペニャ賞-G1２着，カルロスバルデスイスケルド賞-G3３着。
産駒

ラトルスネーク（牡 黒鹿タニノギムレット）５勝，白秋Ｓ，小豆島特別，千種川特別，
六甲Ｓ-OP２着，白百合Ｓ-OP２着，アーリントンＣ-G3４着，阪神Ｃ-G2
５着，京阪杯-G3５着

タイダルベイスン（牡 栗アグネスタキオン）１勝
スコッツデール（牡 栗 *ブライアンズタイム）入着，東海�２勝，東海ダービー２着，

駿蹄賞３着
アルザス（牝 黒鹿 ハーツクライ）兵庫�２勝，�

祖母タラハシ Tallahassee（88 Thornton Hill）チリ２勝。産駒
ウインザーカースル Windsor Castle（騸 Wagon Master）チリ１勝，アルベルトビ

アルインファンテ賞-G1２着，Clasico Jose Luis Larrain-L３着
ティルジットTilsit（牝 Wagon Master）チリ１勝。産駒

エル タイタ El Taita（牡 Pavarotti）チリ３勝，Clasico Preparacion Luis
Cousino S-L

三代母メディタダ Meditada（73 Tetracordio）不出走。産駒
ミラドール Mirador：チリ11勝，プリマベーラ賞-G2，Premio Carreras del 20-L２

着，イサベル女王二世杯-G2３着，ラコーパ-G3３着，同４着
メディダ Medida：チリ５勝，カルロスアギアル賞-G3，ルイスダビララライン賞

-G3，Premio Cuerpo Medico de Santiago-L
マイテネラ Maitenera：チリ４勝，セレクシオンデ ポトランカス-G3，フアンカビエレ

スメリャ賞-G3２着，カルロスアギアル賞-G3２着

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2016 フェアリースキップ（牝 鹿 *キンシャサノキセキ）岩手�３勝，�
17 種付せず
18 レイワフリューゲル（牡 黒鹿ブラックタイド）未出走
19 不受胎（スクリーンヒーロー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 615
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 フィールドスピカ

厩舎番号№16 フィールドスピカ Field Spica

エレガンス＝浦河町富里 ℡0146（25）2079（飼養者＝イーグルファーム）

2007年生
（13歳）
鹿毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

アイリッシュリヴァー �
�
Riverman

Irish River
Irish Star

*パラダイスクリーク ノースオブイーデン �
�
Northfields

North of Eden鹿 1989 *ツリーオブノレッジ

�
�
�

�
�
Caerleon

*ジェネラス
Doff the Derbyフィールドブーケ

�
�
Mr. Prospector

*ラッピング鹿 1997 Duty Dance（8）

【ネロを受胎（販売申込時）最終種付５月16日】

父*パラダイスクリーク Paradise Creek は米国産，米芝牡馬チャンピオン，北米14勝，
アーリントンミリオン-G1，ワシントンＤＣ国際Ｓ-G1，マンハッタンＳ-G1。主な産駒（ＢＭ
Ｓ）：キョウエイギア（ジャパンダートダービー-JPN1），ドラゴンファイヤー（シリウスＳ-G3），
ナイキアースワーク（ユニコーンＳ-JPN3），パワースポット（ＴＣＫ女王盃-JPN3２着），マ
ジックシアター（フラワーＣ-G3３着），マックスドリーム（アンドロメダＳ-L２着）

母フィールドブーケ（97 *ジェネラス）２勝。産駒
フィールドミラクル（騸 芦 *フィールドボンバー）１勝
ウィンエヴリー（牡 鹿 *ムタファーウエク）岩手�５勝，オパールＣ２着
チエノワ（牝 栗 サクラローレル）兵庫�４勝，東海�２勝
パーフェクトジルジュPerfect Jilju（騸 *パラダイスクリーク）韓国９勝
メニフィールドMenifield（牡 Menifee）韓国４勝

祖母 *ラッピング Rapping（88 Mr. Prospector）米国産，北米１勝。産駒
クロムウェル Cromwell（牡 A. P. Indy）北米４勝，Rushaway S-L３着。種牡馬
ゲスザダンスGuess the Dance（牝 Austin Powers）不出走。産駒
ドゥーザットダンス Dothat Dance（騸 Louis Quatorze）北米４勝，Maryland

Million Classic S２着，Find S３着，バシュフォードマナーＳ-G3４
着

三代母デューティダンス Duty Dance（82 Nijinsky）北米７勝，ダイアナＨ-G2，ボウ
ゲイＨ-G3，Martha Washington H-L，マンノウォーＳ-G1２着。産駒

パーティマナーズ Party Manners：北米６勝，ワイドナーＨ-G3。種牡馬
プロセッション Procession：北米１勝。プロシードビー Proceed Bee（ホーソーン

ダービー-G3，ジョンＢ.コナリーターフカップＳ-G3２着）の母
バガルー Bugaloo：不出走。ビレッジ キング Village King（亜ジョッキークラブ大

賞典-G1，エンサヨ賞-G3，カルロスペレグリーニ大賞典-G1３着）の祖母

【競走成績】北海道�１勝，３着１回，中央入着，２着１回［収得賞金 \9,425,000］

【繁殖成績】
2012 フィールドスラッピ（牝 鹿ヴァーミリアン）２勝
13 不受胎（オレハマッテルゼ）
14 不受胎（*ケイムホーム）
15 不受胎（*アポロキングダム）
16 チジョウノホシ（牝 黒鹿 *ストーミングホーム）石川�３勝，兼六園ジュニアＣ３

着，�
17 エキサイター（牡 鹿 ベルシャザール）兵庫�５勝，兵庫若駒賞（Ｄ1400ｍ），中

央入着，野路菊Ｓ-OP３着，�
18 （牝 鹿ディープスカイ）
19 （牝 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 2019.12.18 11.10.38 Page 616
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 ヴィグシュテラウス

厩舎番号№17 ヴィグシュテラウス Vig Strauss

ルイナール＝日高町旭町 ℡090（1043）4110（飼養者＝暁牧場）

2012年生
（８歳）
栗毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスフジキセキ *ミルレーサーダイタクリーヴァ

�
�
サクラユタカオースプリングネヴァー栗 1997 ネヴァーイチバン

�
�
�

�
�
*エンドスウィープ

*サウスヴィグラス *ダーケストスターヴィーグスマイル
�
�
*リアルシャダイハートフルスピーチ栗 2006 シャダイスピーチ（19）
*レディチャッター系

【ゴールドシップを受胎（販売申込時）最終種付４月12日】

父ダイタクリーヴァは平取産，７勝，スプリングＳ-JPN2，京都金杯-JPN3（２回），鳴尾記
念-JPN3，同２着，シンザン記念-JPN3，皐月賞-JPN1２着，マイルチャンピオンシップ
-JPN1２着，富士Ｓ-JPN3２着。主な産駒（ＢＭＳ）：ブライティアレディ（皆生特別）。父と
して，ブライティアパルス（マーメイドＳ-G3），ベルウッドローツェ（ダイヤモンドＳ-G3２
着），リアライズリンクス（さきたま杯-JPN2３着），ルールプロスパー（巴賞-L３着）を出す

母ヴィーグスマイル（06 *サウスヴィグラス）不出走。出走した産駒は２頭
祖母ハートフルスピーチ（89 *リアルシャダイ）１勝。産駒
ミスタードン（牡 *ヘクタープロテクター）４勝，ＴＵＦ杯，葉山特別，桐花賞
アポロサティー（牝 *キンググローリアス）１勝，南関東�５勝
アワウエディング（牝 *ジェイドロバリー）１勝

三代母シャダイスピーチ（77 *ノーザンテースト）５勝，玄界特別，白梅賞。産駒
スピークリーズン：４勝，京成杯-JPN3，函館記念-JPN3，すずかけＳ-OP，福島３

歳Ｓ-OP２着。種牡馬
ビッグマウス：２勝，青葉賞-OP
エアパラダイス：４勝，甲斐路Ｓ，青嵐賞，山中湖特別，南関東�１勝
ダイナスピーチ：４勝
エアベリーニ：１勝。産駒
フォルテベリーニ：４勝，不知火特別，赤倉特別，福島記念-JPN3２着，白富士

Ｓ-L２着，中京記念-G3３着，大阪－ハンブルクＣ-L３着（３回），
福島テレビオープン-L３着，目黒記念-JPN2４着，中山金杯-G3５
着，小倉大賞典-JPN3５着，障２勝，中山新春ジャンプＳ

四代母ペルースポート（72 *ガーサント）３勝，ながつき賞。産駒
シャダイチャッター：６勝，小倉記念-JPN3，同２着，朝日チャレンジＣ-JPN3２着，

金鯱賞-JPN3２着。ワンモアチャッター（朝日チャレンジＣ-JPN3），スマ
ートギア（中日新聞杯-G3），プレミアムボックス（ＣＢＣ賞-G3）の祖
母，アリゼオ（毎日王冠-G2，スプリングＳ-G2）の三代母

アクティブダイナ：６勝，ＨＴＢ賞，青葉賞-OP２着，障３勝，東京障害特別３着
アンデスレディー：１勝，シクラメンＳ-OP２着，３歳牝馬Ｓ�-JPN3４着。インティ

ライミ（京都大賞典-G2，京都新聞杯-JPN2，ダービー-JPN1２着），サン
バレンティン（福島記念-JPN3，七夕賞-G3），オーバーザウォール（福
島記念-JPN3）の母，アルバート（ステイヤーズＳ-G2・３回），アロマティ
コ（巴賞-L，秋華賞-G1３着）の祖母，アンデスクイーン（レディスプレリュ
ード-JPN2，ブリーダーズゴールドＣ-JPN3）の三代母

【競走成績】南関東�５勝，２着４回［収得賞金 \14,914,000］

【繁殖成績】
2019 （牡 栗エスポワールシチー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 617
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 シンデレラ

厩舎番号№18 シンデレラ Cinderella

エンジェルレーシング＝東京都港区 ℡090（9082）3697（飼養者＝発田 文広）

2015年生
（５歳）
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

�
�
�

�
�
Deputy Minister

*デヒア
Sister Dotイソノスワロー

�
�
*ラシアンルーブルイソノルーブル鹿 2002 キティテスコ（14）

*モウティ系

【*キンシャサノキセキを受胎（販売申込時）最終種付３月27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）：トロワゼトワル（京成杯オータムＨ-G3），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，ジャスタウェイ（天皇賞・秋-G1），ワンアンドオンリー（ダービー
-G1），ヌーヴォレコルト（オークス-G1），スワーヴリチャード（ジャパンＣ-G1）を出す

母イソノスワロー（02 *デヒア）佐賀�４勝，中央入着。産駒
モンストール（牡 鹿アドマイヤマックス）３勝，新潟２歳Ｓ-G3，石和特別，京王杯

２歳Ｓ-G2４着
トラストワン（牡 黒鹿 *マイネルラヴ）５勝，日本海Ｓ，阿賀野川特別，渥美特別，ア

ンドロメダＳ-L２着，クローバー賞-L２着，丹頂Ｓ-OP２着，大阪城Ｓ-L３
着，目黒記念-G2５着

ラーストチカ（牝 黒鹿 *スウェプトオーヴァーボード）３勝
サングラスポテト（牡 栗ディープスカイ）１勝，南関東�５勝，�
ハートオブスワロー（牝 黒鹿 ハーツクライ）１勝
ディアマンミノル（牡 栗オルフェーヴル）１勝，�

祖母イソノルーブル（88 *ラシアンルーブル）６勝，オークス-JPN1，４歳牝馬特別�
-JPN2，３歳牝馬Ｓ�-JPN3，エルフィンＳ-OP，３歳抽せん馬特別，桜花賞
-JPN1５着。産駒

イソノウイナー（牡 *クリスタルグリッターズ）６勝，麦秋Ｓ，大阪スポーツ杯，ブラジル
Ｃ，ガーネットＳ-JPN3２着，ギャラクシーＳ-OP２着，栗東Ｓ-OP２着，同
３着，プロキオンＳ-JPN3５着，シルクロードＳ-JPN3５着

イソノサンダー（牡 *リンドシェーバー）４勝
イソノブレーヴ（牡 *ダンシングブレーヴ）３勝
イソノサクセス（牡 *ジェネラス）１勝

三代母キティテスコ（80 *テスコボーイ）５戦，入着。産駒
ヒメキキョウ：１勝
マイネルアイガー：１勝

四代母キティオンワード（68 *ナスアロー）不出走。産駒
ゴールドマスター：３勝，醍醐特別，葵賞，毎日杯３着。種牡馬
リワードローマン：南関東�４勝。産駒

リワードルンゼ：南関東�４勝，桜花賞，東京３歳優駿牝馬２着，トゥインクル
レディー賞２着

【競走成績】中央入着，２着１回，３着１回，南関東�入着，２着１回，３着１回
［収得賞金 \5,520,000］

【繁殖成績】
2019年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 618
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐09 グッディー

厩舎番号№19 グッディー Goody

エンジェルレーシング＝東京都港区 ℡0146（25）2505（飼養者＝小島牧場）

2013年生
（７歳）
鹿毛

（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

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 *ダンシングキイゴッドダンシング

�
�
*コマンダーインチーフゴッドインチーフ黒鹿 2006 *ファーガーズプロスペクト（3）

【マツリダゴッホを受胎（販売申込時）最終種付４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），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），タガノエスプ
レッソ（デイリー杯２歳Ｓ-G2），アンデスクイーン（レディスプレリュード-JPN2）

母ゴッドダンシング（06 ダンスインザダーク）１勝。産駒
ゴッドスパロウ（騸 鹿 *シンボリクリスエス）１勝，�

祖母ゴッドインチーフ（96 *コマンダーインチーフ）３勝，エルフィンＳ-OP，ききょうＳ-OP，
チューリップ賞-JPN3２着，ファンタジーＳ-JPN3２着，阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1３
着，ギャラクシーＳ-OP３着，ＫＢＣ杯-OP３着，桜花賞-JPN1４着，シリウスＳ
-JPN3５着。産駒

ゴッドスマイルユー（牡 *エルコンドルパサー）３勝，伊吹山特別
ゴッドビラブドミー（牝 *ブライアンズタイム）北海道�７勝。産駒

ミューチャリー（牡 *パイロ）南関東�５勝，羽田盃，鎌倉記念，東京ダービー
２着，雲取賞２着，ジャパンダートダービー-JPN1３着，�

ライジングドラゴン（牡カネヒキリ）３勝，釧路湿原特別，�
シュエット（牝ブラックタイド）兵庫�４勝，菊水賞
ジュンヴァリアス（牡デュランダル）２勝，�

オメガカリビアン（牝 *フレンチデピュティ）不出走。産駒
オヤコダカ（牡 サムライハート）北海道�17勝，ブリーダーズゴールドジュニア

Ｃ，王冠賞，瑞穂賞，旭岳賞（２回），北斗盃，星雲賞（２回），赤レン
ガ記念（２回），コスモバルク記念，北海道２歳優駿-JPN3５着，兵
庫・東海�入着，兵庫ジュニアグランプリ-JPN2２着，笠松グランプリ
２着，兵庫ゴールドＴ-JPN3５着，�

三代母 *ファーガーズプロスペクト Fager's Prospect（90 Chief's Crown）米国産，北米
１勝。産駒

オメガスピリット：３勝，医王寺特別，有田特別。産駒
ヌーヴォレコルト：５勝，オークス-G1，中山記念-G2，ローズＳ-G2，こうやまき

賞，エリザベス女王杯-G1２着（２回），秋華賞-G1２着，オールカマ
ー-G2２着，チューリップ賞-G3２着，桜花賞-G1３着，北米１勝，レッ
ドカーペットＨ-G3，香港入着，香港Ｃ-G1２着

オメガユニコーン：２勝，桧原湖特別

【競走成績】中央４戦，入着，南関東�３勝，２着１回，３着２回
［収得賞金 \4,770,000］

【繁殖成績】
2019 流産（*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 2019.12.18 11.10.38 Page 619



20 2020ジェイエス冬セール T0036‐60

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 エイシンシラユキ

厩舎番号№20 エイシンシラユキ A Shin Shirayuki

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（22）0432（飼養者＝栄進牧場）

2013年生
（７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

�
�
�

�
�
*カンパラ

*トニービン
Severn Bridgeエイシンワンシャン

�
�
Vice Regent

*エイシンテネシー鹿 1996 Castle Royale（1）

【エイシンヒカリを受胎（販売申込時）最終種付３月８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）：ノームコア（ヴィクトリアマイル-G1，富士Ｓ-G3），クロノジェネシス（秋華賞-G1），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）

母エイシンワンシャン（96 *トニービン）５勝，ジューンＳ（芝2400ｍ），三田特別（芝2200
ｍ），立川特別（芝1800ｍ），大阪－ハンブルクＣ-OP３着，忘れな草賞-OP３
着，新潟記念-JPN3５着。産駒

エーシンミラージュ（牡 鹿 *クロフネ）５勝，サンシャインＳ，オリオンＳ，皿倉山特
別，松浦特別

エーシンオマーン（牝 鹿 *アグネスデジタル）入着，兵庫�６勝
エーシンスローイン（牡 鹿 *ティンバーカントリー）岩手�16勝
エイシンシャンプー（牝 黒鹿 ネオユニヴァース）石川�２勝
ユルギュップ（牝 鹿エイシンデピュティ）高知�１勝

祖母 *エイシンテネシー（89 Vice Regent）米国産，わが国で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，大阪城Ｓ-OP
２着，若駒Ｓ-OP２着，メイＳ-OP２着，東京スポーツ杯-OP２着。産駒

*エイシンペキン（牡 Affirmed）１勝，障４勝，秋陽ジャンプＳ，阪神スプリングジャン
プ３着，京都ジャンプＳ３着，石川�１勝

*エーシンマイトップ（牡 Mr. Greeley）３勝，千種特別，出水特別，障１勝
エイシンリョンサン（牝 *アフリート）３戦。産駒

エーシンジャッカル（牡フジキセキ）３勝，九州スポーツ杯，ニュージーランドＴ
-G2２着，洛陽Ｓ-OP３着，函館２歳Ｓ-G3４着

エイシンセイテン（牡エイシンサンディ）３勝，バイオレットＳ-OP，黒竹賞，東海
�１勝

エーシンプリリード（牡 *エイシンプレストン）１勝，小倉２歳Ｓ-JPN3４着，東海
�１勝

エーシンチェロキー（牝ディープインパクト）東海�１勝。産駒
エイシンエール（牝 *エーシンフォワード）兵庫�９勝，兵庫サマークイーン賞，

�
*メンフィスベル Memphis Belle（牝 Cryptoclearance）不出走。産駒

エーシンテンモク（牡エイシンサンディ）４勝

【競走成績】中央４戦，入着，２着１回［収得賞金 \1,950,000］

【繁殖成績】
2018 不受胎（ダイワメジャー）
19 （牝 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 2019.12.18 11.10.38 Page 620



21 2020ジェイエス冬セール T0323‐45

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 エイシンチーター

厩舎番号№21 エイシンチーター Eishin Cheetah

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（22）0432（飼養者＝栄進牧場）

2005年生
（15歳）
黒鹿毛
（様似産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
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

�
�
�

マキアヴェリアン �
�
Mr. Prospector

Machiavellian
Coup de Folie

*アラデヤ
�
�
Shirley Heights

*フェアシャーリー鹿 1997 Fairy Dancer（5）

【*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 *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 鹿 *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-JPN2
３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-G1
４着，京王杯スプリングＣ-G2４着

ティアップゴールド（牡 鹿 *クロフネ）４勝，長岡京Ｓ，花見小路特別，ニュージーラ
ンドトロフィー-G2２着

エイシンイチモンジ（牡 鹿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 鹿 *ロックオブジブラルタル）２勝
カネトシアーネスト（牡 鹿フジキセキ）２勝
クーデワンダー（騸 鹿 *グラスワンダー）１勝
カキツバタチグサ（騸 鹿 *パイロ）１勝
カシマワールド（牡 鹿 Mtoto）１勝

祖母 *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（牝 Mtoto）ベルギー６勝

三代母フェアリー ダンサー Fairy Dancer（84 Nijinsky）愛１勝，1000 Guineas Trial S
-L３着。アミル ベイルート Amir Beirut（Clasico Arrabal-L）の祖母

【競走成績】中央５戦，入着，東海�５勝，２着８回，３着４回
［収得賞金 \2,464,000］

【繁殖成績】
2011 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
12 エイシンチャーター（牝 芦 *クロフネ）１勝
13 エイシンピイケア（牝 鹿 *クロフネ）１戦
14 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
15 不受胎（*エーシンフォワード）
16 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
17 エイシンアイーダ（牝 青鹿エイシンフラッシュ）岩手�入着，�
18 （牝 黒鹿ストロングリターン）
19 （牡 鹿 *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 2019.12.18 11.10.38 Page 621



22 2020ジェイエス冬セール T0725‐01

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 エーシンフラクタル

厩舎番号№22 *エーシンフラクタル A Shin Fractal（USA）

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（35）3405（飼養者＝松本牧場）

2006年生
（14歳）
栗毛

（米国産）

�
�
�
�

�
�
�

ゴーンウエスト �
�
Mr. Prospector

Gone West
Secrettame

*ケイムホーム ナイスアッセイ �
�
Clever Trick

Nice Assay黒鹿 1999 *インフルヴュー

ファクトオブマター �
�
�

サマースコール �
�
Storm Bird

Summer Squall
Weekend Surprise

Fact of Matter ファクトファインディング �
�
Known Fact

Fact Finding黒鹿 1999 Search Committee（23）

【エイシンヒカリを受胎（販売申込時）最終種付４月18日】

父*ケイムホーム Came Home は米国産，パシフィッククラシックＳ-G1，サンタアニタ
ダービー-G1，ホープフルＳ-G1，スワップスＳ-G2，サンラファエルＳ-G2，サンヴィセン
テＳ-G2，アファームドＨ-G3。主な産駒（ＢＭＳ）：アウトフォーアスピン（アシュランドＳ
-G1），ネモラリア（シティオブヨークＳ-G3），ホームジャーニー（ラスシェネガスＳ-G3），
ヨシオ（マーキュリーＣ-JPN3２着）。父として，インティ（フェブラリーＳ-G1）を出す

母ファクトオブマター Fact of Matter（99 Summer Squall）北米３勝。産駒
ティーニーリズ Teeny Liz（牝 Proud Citizen）北米２勝
エルフィンデルムンド El Fin Del Mundo（牡 Distorted Humor）亜６勝
ウェイスティドワーズ Wasted Words（牝 Honour and Glory）北米１勝
ファンタスティックキッド Fantastic Kid（牡 Lemon Drop Kid）ロシア３勝

祖母ファクトファインディング Fact Finding（92 Known Fact）北米２勝。産駒
シロストレイタスCirrostratus（騸 Cloud Hopping）北米２勝

三代母サーチコミッティー Search Committee（84 Roberto）北米１勝。産駒
ファースト ステイジ First Stage：北米３勝，Purcell S，Stillwater S，Misty Isle

S-L３着，Remington Park Oaks-L３着。産駒
プレイング ゲームズ Playing Games：北米２勝，My Dear S-L３着。キャンデ

ィゲームズ Candy Games（Carles Town Dash H３着）の母
タスカンスカイTuscan Sky：英１勝。産駒

サンセットアフェア Sunset Affair：豪２勝，BRC Lancaster S-L２着
マナハラ Manahara：豪３勝，ＡＪＣキンダーガーテンＳ-G3４着，シンガポー

ル１勝
ザサーチアズエンディド Thesearchasended：北米１勝。産駒
ミッドナイトサーチ Midnight Search：北米５勝。アイム エヴィン アイムリー

ヴィン Im Evin Im Leavin（Century Casino Oaks）の母
四代母ミス カーミー Miss Carmie（66 T. V. Lark）北米３勝，Clipsetta S。クリス エ

ヴァート Chris Evert（米３歳牝馬チャンピオン，ＣＣＡオークス-G1）の母

【競走成績】中央１勝，２着１回，３着１回［収得賞金 \9,000,000］

【繁殖成績】
2012 エイシンカオス（騸 栗ゴールドアリュール）南関東�１勝，兵庫�６勝
13 エイシンギガント（牡 黒鹿 *シンボリクリスエス）１勝，�
14 エイシンスペード（牡 栗 *エイシンアポロン）１勝，�
15 エイシンメロディー（牝 鹿 *ハービンジャー）佐賀�３勝，�
16 エイシンフォーユー（牝 黒鹿 *エーシンフォワード）兵庫�１勝，�
17 エイシンアローハ（牡 栗 *エスケンデレヤ）未出走
18 （牡 黒鹿ワンダーアキュート）
19 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 2019.12.18 11.10.38 Page 622



23 2020ジェイエス冬セール T0300‐16

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 ピサノパスティーユ

厩舎番号№23 ピサノパスティーユ Pisa no Pastille

エレガンス＝浦河町富里 ℡0146（25）2079（飼養者＝エレガンスファーム）

2001年生
（19歳）
栗毛

（静内産）

�
�
�
�

�
�
�

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レッドタイガー

�
�
Vaguely Noble

*クリームンクリムズン黒鹿 1994 Crimson Lass（5）

【ラブリーデイを受胎（販売申込時）最終種付３月18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）

母レッドタイガー（94 Caerleon）５戦，入着。産駒
ピサノボニータ（牝 黒鹿 *サンデーサイレンス）入着，東海�２勝
クレイジータイガー（牝 青ゴールドヘイロー）入着，岩手�２勝
モエレタイガー（牡 栗 *ティンバーカントリー）北海道�３勝，南関東�５勝
タンクバスター（牡 栗 *ブライアンズタイム）東海�６勝
モエレウイナー（牝 黒鹿ゴールドヘイロー）北海道�１勝

祖母 *クリームンクリムズン Cream 'n Crimson（80 Vaguely Noble）米国産，北米入
着。産駒

キルマジ Qirmazi（牝 Riverman）仏３勝，ヴァントー賞-G3，カブール賞-G3。クウ
ォーター ノート Quarter Note（牝 *デインヒル：グロット賞-G3）の母

*ヒシマサル（牡 Secretariat）５勝，京都４歳特別-G3，毎日杯-G3。種牡馬
*クリームリー Creamery（牝 Secretariat）北米１戦。カーリッタ Carlitta（牝

Olymio：Remington Park Oaks-L）の母，カルロタミクス Carlotamix
（牡 Linamix：クリテリウムアンテルナシオナル-G1）の祖母

【競走成績】中央３勝，２着５回，３着１回［収得賞金 \39,204,000］

【繁殖成績】
2008 アンリミテッドピサ（牝 鹿 *シンボリクリスエス）１勝。産駒

クリムズンフラッグ（牡 *パイロ）２勝，�
リーズナブルダウト（牡 *アルデバランⅡ）南関東�１勝，�
ナンセイスピード（牡ジャングルポケット）南関東�１勝，�

09 エレクトラピサ（牝 鹿キングカメハメハ）南関東�４勝
10 （牝 鹿ジャングルポケット）
11 ドリームヴィジョン（騸 芦 *チチカステナンゴ）入着
12 オーネットレオ（牡 栗 *バゴ）南関東�２勝
13 ゴールデンビーンズ（牡 鹿タニノギムレット）入着，東海�１勝
14 イエローダイヤ（牡 栗 *アイルハヴアナザー）３戦，入着
15 エゾブリザード（牡 青 *バゴ）不出走
16 不受胎（ショウナンカンプ）
17 クリノナイスガイ（騸 栗 *カジノドライヴ）未出走
18 （牝 栗ラブリーデイ）
19 不受胎（*ダンカーク）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 623
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 ユズチャン

厩舎番号№24 ユズチャン Yuzuchan

ケンレーシング組合＝東京都狛江市 ℡0146（46）2067（飼養者＝小倉 光博）

2012年生
（８歳）
栗毛

（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

�
�
�

�
�
*フレンチデピュティ

*クロフネ *ブルーアヴェニューセイリングシップ
�
�
Trempolino

*ティッパートゥー栗 2003 Mitsubishi Vision（1）

【コメートを受胎（販売申込時）最終種付３月20日】

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

母セイリングシップ（03 *クロフネ）２勝。産駒
レイズアセイル（牝 栗 ハーツクライ）１勝，石川�２勝

祖母 *ティッパートゥー Tipper Too（91 Trempolino）米国産，北米４勝，Belle Star
S-L，Sandpiper S２着，Edgewood S-L３着。産駒

ザターミネイター The Terminator（騸 *ペンタイア）ＮＺ５勝，Waikatoワイカトタ
イムズゴールドＣ-G2４着

レオニダス（牡 *サンデーサイレンス）岩手�２勝，中央５勝，周防灘特別，潮騒特
別

プリンシペデルソル（牡 *サンデーサイレンス）３勝，西郷特別，浄土平特別
モージョ（牝 *サンダーガルチ）１勝。産駒

ベルウッドケルン（牡 サイレントディール）３勝，横手特別
三代母ミツビシ ヴィジョン Mitsubishi Vision（83 Cure the Blues）愛３勝，Water-

ford Testimonial S-L，バリオーガンＳ-G3２着，フィーニクススプリントＳ-G3
４着，愛パークＳ-G3４着。産駒

トロピック ライトニング Tropic Lightning：北米６勝，Ellis Park Juvenile S-L，
Black Gold H-L２着，Promised City S２着。種牡馬

*ダイワアンジェラ：２勝，月岡特別，京成杯３歳Ｓ-JPN2２着，新潟日報賞-OP２
着。産駒

ダイワデリカシー：不出走。産駒
キングガンズラング：南関東�９勝，京成盃グランドマイラーズ，戸塚記

念２着，�
ロードクラヴィウス：２勝，樅の木賞
メイショウブンブク：４勝

ビューティフルヴィジョン Beautiful Vision：北米入着。産駒
ファントムフュアリー Phantom Fury：北米２勝，WEBN S２着

【競走成績】佐賀�４勝，ル・プランタン賞（Ｄ1800ｍ），花吹雪賞（Ｄ1800ｍ），２着１回
［収得賞金 \5,319,000］

【繁殖成績】
2017 プレストレジェーロ（牝 鹿 *パイロ）北海道�１勝，中央入着，�
18 （牝 鹿コメート）
19 流産（フリオーソ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 624
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 スーパープルーム

厩舎番号№25 スーパープルーム Super Plume

寿組合＝富山県氷見市 ℡090（2692）3161（飼養者＝チェリーフィールズ）

2013年生
（７歳）
鹿毛

（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
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

�
�
�

�
�
*フレンチデピュティ

*クロフネ *ブルーアヴェニューパナマックス
�
�
*ノーザンテーストマキシマムデニール芦 2005 ダイナセレナード（A13）

*フリソデ系

【フリオーソを受胎（販売申込時）最終種付４月28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），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（忘れな草賞-L２着），キャプテンペリー（ニューイヤーＳ-L
２着）。父として，ヴィクトワールピサ（ドバイワールドＣ-G1，有馬記念-G1）を出す

母パナマックス（05 *クロフネ）１勝。産駒
パセンジャーシップ（牝 芦ダイワメジャー）２勝
クレマン（牝 芦ダノンシャンティ）入着，兵庫�３勝，�
ミラフローレス（牝 黒鹿ダンスインザダーク）入着，兵庫�２勝
ハーモニーブレイブ（牡 鹿ドリームジャーニー）北海道�２勝，�

祖母マキシマムデニール（91 *ノーザンテースト）不出走。産駒
ボードスウィーパー（牡 *エンドスウィープ）８勝，霜月Ｓ-L（２回），太秦Ｓ，河原

町特別，ギャラクシーＳ-L３着，コーラルＳ-L３着
マキシマムプレイズ（騸 *サンデーサイレンス）１勝，障３勝，京都ジャンプＳ２着，

京都ハイジャンプ３着，同４着，阪神ジャンプＳ３着，中山大障害４着，
東京ハイジャンプ４着，阪神スプリングジャンプ４着

ウッドカッター（騸 *ティンバーカントリー）４勝，麒麟山特別
セブンサミッツ（牡フジキセキ）４勝，猪苗代特別
エポレット（牝 *リアルシャダイ）１戦。産駒

シルクシュナイダー（牡 *アグネスデジタル）４勝，初夢Ｓ，アルデバランＳ
-OP２着，ヒヤシンスＳ-OP２着，平安Ｓ-G3３着，アンタレスＳ-G3
３着，いぶき賞-OP３着

ネバーエンディング（牝 *エンドスウィープ）２勝。産駒
メイスンウォー（牡 *ウォーエンブレム）４勝

三代母ダイナセレナード（79 *エルセンタウロ）４勝，鷹取特別，愛宕特別。産駒
ムーンセレナード：４勝，北九州短距離Ｓ-OP，ゆうすげＳ，りんどう賞。産駒
リキセレナード：２勝，小倉３歳Ｓ-JPN3，スイートピーＳ-OP２着，エルフィン

Ｓ-OP３着。キングスレガリア（デイリー杯２歳Ｓ-JPN2３着）の母
ノーザンセレナード：２勝。産駒

ラッシュストリート：中央・佐賀�５勝，佐賀記念-JPN3，招福Ｓ，魚沼特別
カリビアンナイト：１勝。産駒
ラリマー：南関東�７勝。ブラックオニキス（札幌２歳Ｓ-G3２着）の母

【競走成績】北海道�２勝，南関東�４勝，２着６回，３着４回
［収得賞金 \16,072,000］

【繁殖成績】
2019年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 625
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 リッチエモーション

厩舎番号№26 リッチエモーション Rich Emotion

シグラップファーム＝日高町賀張 ℡090（8707）9113

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）

【*モンテロッソを受胎（販売申込時）最終種付５月26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（ケー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

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

ビワプランサー（牝 *ブライアンズタイム）入着。産駒
ダンディズム（牡フジキセキ）５勝，陽春Ｓ，ペルセウスＳ-L３着

*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
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
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 （牡 栗 *ロージズインメイ）
19 （牝 鹿 *パイロ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 626
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 コンフェッシオン

厩舎番号№27 コンフェッシオン Confession

静内ファーム＝新ひだか町静内豊畑 ℡0146（46）2256

2012年生
（８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

�
�
�

ステューカ �
�
*ジェイドハンター

Stuka
Caerleon's Success

*ストールンハート ストーレンウーマン �
�
Stagecraft

Stolen Woman栗 2005 Nannarela（4）

【モーリスを受胎（販売申込時）最終種付５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。主な産駒（Ｂ
ＭＳ）：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）。
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），メジャーエンブ
レム（ＮＨＫマイルＣ-G1），カレンブラックヒル（ＮＨＫマイルＣ-G1），レシステンシア（阪
神ジュベナイルフィリーズ-G1），ブルドッグボス（ＪＢＣスプリント-JPN1）を出す

母 *ストールンハート Stolen Heart（05 Stuka）チリ産，チリ３歳牝馬チャンピオン，チリ
５勝，エル エンサーヨ-G1（芝2400ｍ），チリポーリャデ ポトランカス-G1（芝
1700ｍ），Premio Geoffrey Bushell-L３着，エルダービー-G1４着。産駒

クインズゴールド（牝 鹿ステイゴールド）１勝
タイズオブハート（牝 鹿キズナ）入着，�

祖母ストーレンウーマン Stolen Woman（98 Stagecraft）チリ１勝。産駒
シンプリシタ Simplicita（牝 Total Impact）チリ３勝，パドックＳ-G3３着

三代母ナナレラ Nannarela（92 Noble Fighter）チリ１勝。産駒
ノンノNonno：チリ４勝，チリ金杯-G2４着

四代母フラッシュダンス Flashdance（80 Carral）チリ１勝。産駒
レッドフラッシュ Red Flash：チリ・ペルー14勝，ペルージョッキークラブ賞-G1，オ

ノール大賞典-G2，ペドロデルリオタラベラ賞-G2，リベルタドール ベル
ナルドオイギンスリケルメ賞-G3，Premio Ejercito de Chile-L，Premio
Julio Prado Amor-L，チリ競馬場大賞典-G1２着，同４着。種牡馬

サー アレックス Sir Alex：チリ11勝，チリコンパラシオン賞-G2，Premio Gonzalo
Larrain Gandarillas-L（２回），Premio Ciudad de Santiago-L，Premio
Carabineros de Chile-L，チリＨ-G2３着，リベルタドール ベルナルドオイ
ギンスリケルメ賞-G2３着，Premio Bernardo Zegers Navarrete-L３
着，北米４勝

ステラノヴァStella Nova：チリ１勝。産駒
ワールドノヴァWorld Nova：チリ４勝。エリセア Elisea（クリアドレス大賞典－

サルバドールエスリベロス-G2）の祖母
ヌトゥラム Nutram：不出走。産駒
ゴーオンダンシング Go On Dancing：不出走。チェニ Cheni（Premio Aso-

ciacion de Propietarios F. S. de Carrera A. G.-L，アルフレード
Ｌ.Ｓ.ジャクソン賞-G3２着）の母

【競走成績】東海�３勝，２着５回［収得賞金 \754,000］

【繁殖成績】
2017 テクノディーバ（牝 栗トーセンジョーダン）東海�１勝，�
18 （牝 鹿リオンディーズ）
19 （牝 鹿モーリス）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 627
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 オオオク

厩舎番号№28 オオオク Ooku

静内ファーム＝新ひだか町静内豊畑 ℡0146（46）2256

2013年生
（７歳）
鹿毛

（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

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ディープインパクト *ウインドインハーヘアマリア

�
�
*フォーティナイナーチアズフィアレス青鹿 2008 チアズフラワー（21）

*デュカイナ系

【バンブーエールを受胎（販売申込時）最終種付６月７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），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），タガノエスプ
レッソ（デイリー杯２歳Ｓ-G2），アンデスクイーン（レディスプレリュード-JPN2）

母マリア（08 ディープインパクト）中央・東海�６戦。産駒
サンバディ（牝 芦 *クロフネ）入着，兵庫�４勝，�

祖母チアズフィアレス（02 *フォーティナイナー）１戦。産駒
パーフェクトクイン（牝マツリダゴッホ）入着，石川�３勝，�
モードザナゲット（牝 ハーツクライ）石川�２勝

三代母チアズフラワー（90 Al Nasr）１戦。産駒
チアズグレイス：最優秀３歳牝馬，３勝，桜花賞-JPN1，コスモス賞-OP，オークス

-JPN1２着，紅梅Ｓ-OP２着，エルフィンＳ-OP２着，秋華賞-JPN1４着，
阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1４着，ローズＳ-JPN2５着。産駒

チアズガディス：１勝。産駒
マイティティー：中央・北海道�６勝，ブリーダーズゴールドＣ-JPN3，御

陵Ｓ，愛宕特別
ダンツアトラス：２勝，京都２歳Ｓ-L２着

チアズシュタルク：３勝，共同通信杯-JPN3，毎日杯-JPN3，シンザン記念-JPN3２
着，アメリカＪＣＣ-JPN2５着，小倉大賞典-JPN3５着

四代母 *デュカイナ Dukayna（81 Northfields）愛国産，英１勝，Strensall S-L３着。産
駒

ダルーラDaroura：不出走。産駒
ダラワー Darawar：仏１勝，Prix Ridgway-L２着

タケノデュムカ：３戦。産駒
ジェヴォーナ：１勝。シングンマイケル（東京ハイジャンプ）の母

五代母デュムカ Dumka（71 Kashmir）仏２勝，仏1000ギニー-G1。産駒
ドヨーン Doyoun：英３勝，英2000ギニー-G1，クレイヴァンＳ-G3。種牡馬
ダルサーン Dalsaan：英５勝，ハンガーフォードＳ-G3。種牡馬
ダフェイナ Dafayna：英４勝，コーク＆オラリーＳ-G3，ジュライＣ-G1３着
ドルプール Dolpour：英３勝，ゴードンリチャーズＳ-G3。種牡馬

【競走成績】中央４戦

【繁殖成績】
2017 ピースライアン（牡 鹿ヴィクトワールピサ）兵庫�入着，�
18 （牡 黒鹿ジャスタウェイ）
19 （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 2019.12.18 11.10.38 Page 628
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 エメラルハヤブサ

厩舎番号№29 エメラルハヤブサ Emeral Hayabusa

高村 伸一＝様似町岡田 ℡0146（36）4666

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）

【ディープブリランテを受胎（販売申込時）最終種付６月19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，マイルチャンピオンシップ-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），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），ゴールドクイーン（かきつばた記念-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

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
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，�

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
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，ロン

ズデイルスターアップＣ-G3２着
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
マーサストルワートMartha Stalwart：不出走。
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12勝，Bob Umphrey Turf

Sprint S-L，Nicole's Dream S，Musical Romance S２着

【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）１戦，�
18 （牡 黒鹿キズナ）
19 （牝 栗 *マクフィ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 629
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 マオノココロ

厩舎番号№30 マオノココロ Maono Kokoro

ダイヤモンドファーム＝浦河町富里 ℡0146（25）2079

2013年生
（７歳）
黒鹿毛
（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

*エルコンドルパサー *サドラーズギャルヴァーミリアン
�
�
*サンデーサイレンススカーレットレディ黒鹿 2002 スカーレットローズ

�
�
�

�
�
Devil's Bag

*タイキシャトル *ウェルシュマフィンキスアンドクライ
�
�
*フォーティナイナーペリウィンクル黒鹿 2005 *ダジルミージョリエ（9）

【ゴールドアクターを受胎（販売申込時）最終種付３月６日】

父ヴァーミリアンは早来産，最優秀ダートホース，中央・南関東・東海・兵庫�15勝，ジャ
パンＣダート-G1，フェブラリーＳ-G1，ＪＢＣクラシック-JPN1（３回），帝王賞-JPN1，東京
大賞典-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：テーオーブルベリー（東海・ラブミーチャン記念）。父と
して，ノットフォーマル（フェアリーＳ-G3），ノブワイルド（オーバルスプリント-JPN3２回），ビ
スカリア（ＴＣＫ女王盃-JPN3），ラインシュナイダー（サマーチャンピオン-JPN3）を出す

母キスアンドクライ（05 *タイキシャトル）１勝。出走した産駒は２頭
祖母ペリウィンクル（98 *フォーティナイナー）２戦，入着。産駒
アピールポイント（牝アグネスタキオン）１戦，入着。産駒
ロングリバイバル（牡 *クロフネ）５勝，寿Ｓ，九州スポーツ杯，あずさ賞

ティーラウレア（牡 *サマーバード）２勝
フォーレイカー（牡マヤノトップガン）１勝
リバルドホープ（牡キングカメハメハ）入着，東海�10勝，尾張名古屋杯２着，同３

着
三代母 *ダジルミージョリエ Dazzle Me Jolie（88 Carr de Naskra）米国産，北米７

勝，レアパーフュームＳ-G2，Some for All S，Blue Sparkler S，Candy Eclair
S，Dearly Precious S，エイコーンＳ-G1３着。産駒

アッミラーレ：６勝，欅Ｓ-OP，春待月Ｓ-OP，みちのくＳ，伊良湖特別，エルムＳ
-JPN3４着，根岸Ｓ-JPN3４着。種牡馬

マルブツエルハーブ：３勝，小名浜特別，障１勝，京都ハイジャンプ３着
プリストマジック：３勝，勝浦特別
ケイアイカルディナ：１勝，東海�７勝，スプリント，サマーＣ３着，石川�入着，オー

タムスプリントＣ２着
エミリア：５勝。産駒
カフジバンガード：３勝，能勢特別，こうやまき賞，東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3４

着，シンザン記念-G3５着，共同通信杯-G3５着，�
メイクアスメリー：１勝。産駒

アンダルシア：５戦。産駒
スマートプラネット：３勝，高尾特別，フィリーズレビュー-G2４着
メスキータ：２勝，兵庫�入着，兵庫チャンピオンシップ-JPN2５着，�

四代母モーグリットMawgrit（78 Hoist the Flag）北米１勝。産駒
モーキッシュMawkish：不出走。産駒
レアピック Rare Pick：北米３勝，フェアグラウンズオークス-G3

【競走成績】中央２戦，入着，３着１回，南関東�１戦［収得賞金 \1,800,000］

【繁殖成績】
2018 （牝 鹿 *ベーカバド）
19 （牡 栗スマートファルコン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 630
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐09 ダウンタウンガール

厩舎番号№31 *ダウンタウンガール Downtown Girl（USA）

林 正道＝東京都港区 ℡0146（42）1477（飼養者＝服部牧場）

2010年生
（10歳）
栗毛

（米国産）

�
�
�
�

シティジップ �
�
�

カースンシティ �
�
Mr. Prospector

Carson City
Blushing Promise

City Zip ベイビージップ �
�
Relaunch

Baby Zip栗 1998 Thirty Zip

ビューティフル モーメント �
�
�

クルーセイダーソード �
�
Damascus

Crusader Sword
Copernica

Beautiful Moment プラウドミンストレル �
�
Proud Birdie

Proud Minstrel栗 1994 Minstrel Lady（13）

【シルバーステートを受胎（販売申込時）最終種付３月30日】

父シティジップ City Zip は米国産，北米９勝，ホープフルＳ-G1，サラトガ スペシャル
Ｓ-G2。主な産駒（ＢＭＳ）：ノーティドアンドクウォーティド（シャンデリアＳ-G1），ボードエ
クスプレス（フロリダダービー-G1），ナイトラス（ウッディスティーヴンスＳ-G1２着）。父とし
て，*ファイネストシティ（ＢＣフィリー＆メアスプリント-G1），コレクティド（パシフィッククラシ
ックＳ-G1），デイアトザスパ（ＢＣフィリー＆メアターフ-G1）

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 栗 *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

祖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（牡 Explosive Bid）北米11勝，クリスマスデ

イＨ-G3，Bonaventure 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，Stei-
nlen 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。種牡馬

ミンストレルショウMinstrel Show（牝 Tale of the Cat）北米入着。産駒
ベリヴォー Beliveau（騸 Where's the Ring）北米４勝，Clarendon S，Victo-

ria S-L２着，Bold Ruckus S２着
スーパー コレロサ Super Colerosa（牡 Bold Executive）北米５勝，Bull

Page S２着，Frost King S３着，Bold Ruckus S３着，Deputy
Minister S３着，Vice Regent S３着

【競走成績】北米２勝，２着２回，３着４回［収得賞金 $83,927］

【繁殖成績】
2015 ダウンタウンキラリ（牝 栗 Point of Entry）１勝
16 ダウンタウンプリマ（牝 栗 *ヘニーヒューズ）１勝，�
17 ダウンタウンスピカ（牝 鹿ロードカナロア）入着，�
18 死産（*ヘニーヒューズ）
19 不受胎（*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 2019.12.18 11.10.38 Page 631
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐09 ベルテンポ

厩舎番号№32 ベルテンポ Bel Tempo

林 正道＝東京都港区 ℡01456（2）2737（飼養者＝白井牧場）

2011年生
（９歳）
鹿毛

（安平産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
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

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスネオユニヴァース *ポインテッドパスネオイリュージョン

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス青鹿 2006 Pilot Bird（22）

【シルバーステートを受胎（販売申込時）最終種付６月６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（福島牝馬Ｓ-G3，アルテミス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），マサハヤドリー
ム（福島テレビオープン-OP），ストレンジクォーク（中山金杯-G3３着）を出す

母ネオイリュージョン（06 ネオユニヴァース）２戦。産駒
タスクフォース（牡 鹿 *ワークフォース）２勝
イルジオーネ（牝 鹿 *ワークフォース）２勝
エアワイバーン（騸 青鹿 *ハービンジャー）１勝
アドマイヤカラット（牝 青鹿エイシンフラッシュ）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，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
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，�
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

オフリミッツ（牡ジャングルポケット）東海�２勝，中央１勝
グランプリゲイト（牡 *フレンチデピュティ）１勝
ジャングルバード（牝ジャングルポケット）１勝
マギストラ（牝ディープインパクト）入着。産駒
ヨシヒコ（牡 *シンボリクリスエス）１勝，�

【競走成績】中央５戦

【繁殖成績】
2016 ファーストムーバー（牝 青鹿ダノンシャンティ）南関東�１勝，�
17 ボヘミアンヒーロー（牡 黒鹿スクリーンヒーロー）未出走
18 死産（リアルインパクト）
19 （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 2019.12.18 11.10.38 Page 632
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 エーシンマリポーサ

厩舎番号№33 *エーシンマリポーサ A Shin Mariposa（USA）

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（34）2149（飼養者＝木田牧場）

2004年生
（16歳）
栗毛

（米国産）

�
�
�
�

プルピット �
�
�

エーピーインディ �
�
Seattle Slew

A. P. Indy
Weekend Surprise

Pulpit プリーチ �
�
Mr. Prospector

Preach鹿 1994 Narrate

�
�
�

ゴーンウエスト �
�
Mr. Prospector

Gone West
Secrettame

*エイシンマリアンナ ドラマティックジョイ �
�
Riverman

Dramatic Joy黒鹿 1996 Teacher's Joy（A13）

【エイシンヒカリを受胎（販売申込時）最終種付４月27日】

父プルピット Pulpit は米国産，北米４勝，ブルーグラスＳ-G2，ファウンテン オブ ユー
スＳ-G2。主な産駒（ＢＭＳ）：カルロヴィヴァリ（アシュランドＳ-G1），リアルソリューション
（アーリントンミリオン-G1，マンハッタンＳ-G1），サマーラブ（亜オークス-G1，亜1000ギニ
ー-G1），オリンピコ（ジュリアンヌマルティンス大賞典-G1），デパーティング（ウエストヴァ
ージニアダービー-G2），ミスエルテ（ファンタジーＳ-G3）

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（Ｄ
1400ｍ）。産駒

エーシンイグアス（牡 鹿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

*サンタマリアガール（牝 鹿 High Yield）１勝，北海道�１勝。産駒
エーシンスパイシー（牝 *クロフネ）兵庫�14勝，新春賞

*エーシンカマンダー（牡 栗 Cat Thief）１勝，熊本�４勝
*エーシンウォーマン（牡 青鹿 War Chant）１勝
エーシンガレオン（牡 鹿 Stephen Got Even）１勝

祖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，Bustles and Bows S２着，Moccasin S -L３着，Prima
Donna S-L３着，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（牝 Deputy Minister）北米２戦。
イスタンフォード Istanford（牝 Istan：サンクレメンテＨ-G2）の祖母

【競走成績】中央１勝，岩手�１勝，２着１回，３着４回［収得賞金 \7,538,000］

【繁殖成績】
2009 不受胎（*クロフネ）
10 エーシンショーフク（牡 鹿ブラックタイド）広島�１勝，高知�３勝
11 エイシンホクトセイ（牡 鹿 *シンボリクリスエス）北海道�２勝，サンライズＣ２

着，北海道２歳優駿-JPN3３着，南関東�１勝，ニューイヤーＣ５着，
クラウンＣ５着，兵庫�８勝，新春賞２着，同４着，兵庫大賞典３着，
同５着，六甲盃３着，同４着（２回），園田チャレンジＣ４着，摂津盃５
着，�

12 不受胎（キングカメハメハ）
13 エイシンリムセ（牡 栗マツリダゴッホ）北海道・佐賀・兵庫�入着
14 不受胎（マツリダゴッホ）
15 エイシンエレナ（牝 栗 *ハービンジャー）兵庫�１勝，�
16 パワーアポロン（牡 栗 *エイシンアポロン）南関東�５戦
17 ナンバーフォー（牝 栗 *エスケンデレヤ）１戦，�
18 不受胎（エイシンヒカリ）
19 （牝 栗 *エーシントップ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 633
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 エーシンロレーン

厩舎番号№34 *エーシンロレーン A Shin Lawreen（USA）

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146（22）0707（飼養者＝細道牧場）

2006年生
（14歳）
栗毛

（米国産）

�
�
�
�

ラーイ �
�
�

ブラッシンググルーム �
�
Red God

Blushing Groom
Runaway Bride

Rahy グローリアスソング �
�
Halo

Glorious Song栗 1985 Ballade

�
�
�

フォーントリック �
�
Clever Trick

Phone Trick
Over the Phone

*エイシンレマーズ インパーティネントレイディ �
�
Sham

Impertinent Lady鹿 1996 She's a Talent（4）

【エイシンヒカリを受胎（販売申込時）最終種付４月20日】

父ラーイRahy は米国産，英・北米６勝，ベル エアＨ-G2。英愛ＢＭＳチャンピオン。主
な産駒（ＢＭＳ）：ジャイアンツコーズウェイ（エクリプスＳ-G1），*デクラレーションオブウォ
ー（インタナショナルＳ-G1），アルファセントーリ（愛1000ギニー-G1），ソフィスティキャット
（コロネーションＳ-G1），ビージャージー（メトロポリタンＨ-G1），ファーゼストランド（ＢＣダ
ートマイル），マグニフィカ（ジャパンダートダービー-JPN1）

母 *エイシンレマーズ（96 Phone Trick）米国産，わが国で２勝，もみじＳ-OP（芝1200
ｍ），阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1２着，中日スポーツ賞４歳Ｓ-JPN3３着，紅梅Ｓ
-OP３着，葵Ｓ-OP３着，小倉３歳Ｓ-JPN3４着，ファンタジーＳ-JPN3５着。産
駒

*エーシンリバティー（牝 栗 Belong to Me）１勝
エーシンフルマーク（騸 栗デュランダル）１勝
エイシンスターズ（牡 栗キングカメハメハ）兵庫�１勝，高知�７勝，佐賀�６勝

祖母インパーティネントレイディImpertinent Lady（88 Sham）北米２勝。産駒
コッキー Cocky（牡 Valiant Nature）北米３勝，サンラファエルＳ-G2３着。種牡

馬
パートレイディPert Lady（牝 Cox's Ridge）北米１勝。産駒

ザヴァタ Zavata（牡 Phone Trick）北米５勝，サラトガスペシャルＳ-G2，アム
ステルダムＳ-G2，トレモントＳ-G3，Three Chimneys Juvenile S-L
２着，ホープフルＳ-G1３着。種牡馬

ラティーバ Rateeba（牝 Sky Mesa）北米１勝。産駒
アイスペントイット I Spent It（牡 Super Saver）北米２勝，サラトガスペシ

ャルＳ-G2，ホープフルＳ-G1２着。種牡馬
インパーティネントImpertinent（牝 Swain）不出走。産駒

インペルティネントマン Impertinent Man（牡 Compendium）チリ13勝，Pre-
mio Luis Larrain P.-L２着，トンプソンマシューズ賞-G3３着

【競走成績】中央５戦，東海�５勝［収得賞金 \1,150,000］

【繁殖成績】
2011 エイシンライナー（牡 栗エイシンデピュティ）兵庫�１勝
12 エイシンアグライア（牝 黒鹿マンハッタンカフェ）兵庫�２勝，佐賀�２勝
13 エイシンシルダリア（牝 栗キングカメハメハ）入着，兵庫�４勝
14 カズモンテベロ（牡 鹿ディープインパクト）不出走
15 種付せず
16 エイシンモンクール（牝 鹿ヴィクトワールピサ）石川�入着，�
17 エイシンダンシャク（牡 栗ダノンシャンティ）北海道�１勝，�
18 （牝 栗 *アジアエクスプレス）
19 不受胎（スマートファルコン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 634
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 モントレーストリート

厩舎番号№35 *モントレーストリート Monterey Street（USA）

平井 克彦＝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）

�
�
�
�

キャンディライド �
�
�

ライドザレイルズ �
�
Cryptoclearance

Ride the Rails
Herbalesian

Candy Ride キャンディガール �
�
Candy Stripes

Candy Girl鹿 1999 City Girl

フォーチュンズフェイヴァー �
�
�

サーアイヴァー �
�
Sir Gaylord

Sir Ivor
Attica

Fortune's Favour ハイランドジプシー �
�
Our Native

Highland Gypsy栗 1987 Highland Lassie（4）

【エイシンヒカリを受胎（販売申込時）最終種付４月30日】

父キャンディライド Candy Ride は亜国産，亜・北米６勝，パシフィッククラシックＳ-G1。
北米総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ホグクリークハッスル（ウッディ
スティーヴンスＳ-G1），スポーティング チャンス（ホープフルＳ-G1），オーヴァー ナイト
（Ｏ.Ｓ.Ａ.Ｆ.賞-G2），ストラテゴス（ピッペルミント賞-G2）。父として，ガンランナー（ＢＣ
クラシック-G1），シェアドビリーフ（サンタアニタＨ-G1）を出す

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
コーポレイトエグゼクCorporate Exec（騸 Corporate Report）北米15勝
タクティカルフォーチュン Tactical Fortune（牝 Tactical Cat）北米３勝
*ワラクフォーチュン（騸 黒鹿 Chief's Crown）北海道�１勝

祖母ハイランド ジプシー Highland Gypsy（76 Our Native）北米９勝，Shrewsbury
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（牡 Graustark）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（牝 Key to the Mint）北米１戦。産駒
ワガドゥグー Ouagadougou（騸 Prized）北米10勝，Harrison E. Johnson Me-

morial 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

【競走成績】北米４勝，Panthers S２着，２着４回［収得賞金 $78,640］

【繁殖成績】
2012 キャンディウォー（牝 鹿 War Front）２戦
13 不受胎（ディープインパクト）
14 ケイティーエイコウ（騸 栗ディープスカイ）南関東�２勝
15 モスランディング Moss Landing（騸 鹿ロードカナロア）豪入着
16 アスカエンペラー（牡 鹿 *ワークフォース）石川�入着，�
17 ウォーターアバーブ（牝 栗ヴィクトワールピサ）未出走
18 （牡 青鹿グランプリボス）
19 （牝 栗 *エイシンアポロン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 635



36 2020ジェイエス冬セール T0565‐41

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 クリスタルクール

厩舎番号№36 クリスタルクール Crystal Cool

エレガンス＝浦河町富里 ℡0146（25）2079（飼養者＝イーグルファーム）

2008年生
（12歳）
鹿毛

（様似産）

�
�
�
�

�
�
�

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

�
�
�

シングスピール �
�
In the Wings

Singspiel
Glorious Song

*デュプレ チャイルドプロディジー �
�
Ballad Rock

Child Prodigy黒鹿 2001 Minnie Habit（14）

【*トビーズコーナーを受胎（販売申込時）最終種付５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），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），タガノエスプ
レッソ（デイリー杯２歳Ｓ-G2），アンデスクイーン（レディスプレリュード-JPN2）

母 *デュプレ Du Pre（01 Singspiel）英国産，英１勝。産駒
コスモネモシン（牝 青鹿 ゼンノロブロイ）３勝，新潟記念-G3，フェアリーＳ-G3，福

島牝馬Ｓ-G3２着（２回），クイーンＳ-G3２着，フラワーＣ-G3２着，カシ
オペアＳ-L２着，中山牝馬Ｓ-G3３着，愛知杯-G3３着（２回），同５着，
紫苑Ｓ-L３着，札幌記念-G2４着，府中牝馬Ｓ-G2４着

マッサローザ（牝 青鹿 *ワイルドラッシュ）１勝，南関東�１勝
オウケンハナミズキ（牝 青 *バゴ）１勝
プラントアゲン（牝 黒鹿 *パイロ）１勝
シュティーア（牝 青鹿 *ロージズインメイ）入着，高知�４勝，兵庫�６勝，�

祖母チャイルド プロディジー Child Prodigy（95 Ballad Rock）英・北米２勝，Seton
Hall University S２着，John McSorley S３着。産駒

ロードトゥマンダレイRoad To Mandalay（騸 Galileo）愛１勝，英入着，クイーンズ
ヴァーズ-G3４着

三代母ミニー ハビットMinnie Habit（87 Habitat）愛１勝。産駒
クツブ Kutub：仏独伊・シンガポール６勝，オイロパ賞-G1，ダルマイヤー大賞典

-G1，伊ジョッキークラブ大賞典-G1，ノアイユ賞-G2，リュパン賞-G1２着，
共和国大統領賞-G1２着，ギヨームドルナーノ賞-G2２着，ラクープド
メゾンラフィット-G3３着，仏ダービー-G1４着。種牡馬

イン ザ ライムライト In The Limelight：愛２勝，Garnet S-L，Denny Cordell
Lavarack Memorial Fillies S-L２着，Give Thanks S-L３着

オン ザ ナイル On The Nile：愛１勝，Eyrefield S-L

【競走成績】中央５戦，東海�５勝，２着１回，３着１回［収得賞金 \889,000］

【繁殖成績】
2015 ハーキマーダイヤ（牝 鹿タイムパラドックス）佐賀�４勝，九州ダービー栄城賞２

着，花吹雪賞２着，飛燕賞４着，ル・プランタン賞５着，佐賀皐月賞５
着，石川・東海�入着，サラブレッド大賞典２着，岐阜金賞３着，秋の鞍
５着，�

16 サンエイクリスタル（牡 黒鹿アッミラーレ）南関東�入着
17 不受胎（ダノンシャンティ）
18 不受胎（グランプリボス）
19 （牡 鹿フリオーソ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 636



101 2020ジェイエス冬セール T0641‐13

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 ワンズガーホッド

厩舎番号№101 ワンズガーホッド One's Girlhood

協和牧場＝新冠町西泊津 ℡0146（47）3395

2006年生
（14歳）
芦毛

（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

シーキング ザゴールド �
�
Mr. Prospector

Seeking the Gold
Con Game

*マイネルラヴ ハートオブジョイ �
�
*リイフォー

Heart of Joy青鹿 1995 Mythographer

�
�
�

カーリアン �
�
Nijinsky

Caerleon
Foreseer

*エールノコイビト
�
�
General Assembly

*グレンビーサマー芦 1992 What a Summer（17）

【種付せず】

父*マイネルラヴは米国産，５勝，スプリンターズＳ-JPN1，セントウルＳ-JPN3。主な産駒
（ＢＭＳ）：ドリームバレンチノ（ＪＢＣスプリント-JPN1），ウインムート（さきたま杯-JPN2），
キングハート（オーシャンＳ-G3），ラブカンプー（スプリンターズＳ-G1２着），ポムフィリア
（関東オークス-JPN2２着），マイネショコラーデ（函館２歳Ｓ-G3２着），プラチナティアラ
（函館２歳Ｓ-G3２着），リアライズリンクス（さきたま杯-JPN2３着）

母 *エールノコイビト（92 Caerleon）愛国産，わが国で２勝。産駒
キョウワノコイビト（牝 黒鹿 *トニービン）１勝，フィリーズレビュー-JPN2２着，紅梅Ｓ

-OP３着，スイートピーＳ-OP３着
キョウワノホコリ（騸 栗 *エルハーブ）２勝，九重特別，熊本�１勝
キョウワグレイス（牝 芦 *ブライアンズタイム）不出走。産駒

チェリーメドゥーサ（牝シックスセンス）３勝，白井特別，ひいらぎ賞，秋華賞-G1
５着，フェアリーＳ-G3５着

シャインモーメント（牡キングヘイロー）５勝，アメジストＳ，立春賞
ミスチフ（牝 芦 *クロフネ）１勝，兵庫�３勝

祖母 *グレンビーサマー Glenbeigh Summer（86 General Assembly）愛国産，英２
勝。産駒

キョウワプラチナ（牝 Sadler's Wells）１勝。産駒
キョウワマグナム（牡キングカメハメハ）５勝，北九州短距離Ｓ，八幡特別，佐

世保特別，伊万里特別，春雷Ｓ-L２着，京洛Ｓ-OP２着
キョウワヒラリー（牝ダイワメジャー）２勝，飛竜特別，�

キョウワスピカ（牝オグリキャップ）佐賀�７勝。産駒
ギンゲイ（牡ニューイングランド）４勝，手稲山特別，高知�７勝

三代母ワットア サマー What a Summer（73 What Luck）北米18勝，フォール ハイウ
ェイトＨ-G2（２回），ブラックアイドスーザンＳ-G2，マスキットＨ-G2。産駒

ギャザー ザ クラン Gather The Clan：北米７勝，ヴァイオレットＨ-G3。ピュア ク
ラン Pure Clan（フラワーボウル招待Ｓ-G1，アメリカン オークス招待Ｓ
-G1）の母，*スカイディーバ Sky Diva（フリゼットＳ-G1）の祖母

【競走成績】中央３勝，２着２回，３着１回［収得賞金 \29,740,000］

【繁殖成績】
2013 ゲットマイルド（牡 青鹿マンハッタンカフェ）不出走
14 プルマブランカ（牝 芦ゴールドアリュール）兵庫�４勝，�
15 不受胎（*ヘニーヒューズ）
16 流産（ロードカナロア）
17 ホワイトブレス（牝 芦 ベルシャザール）未出走
18 （牝 黒鹿ジャスタウェイ）
19 （牝 芦ミッキーアイル）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 637



102 2020ジェイエス冬セール T0145‐61

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 シーナリー

厩舎番号№102 *シーナリー Scenery（USA）

ビッグレッドファーム＝新冠町明和 ℡0146（49）5601

2012年生
（８歳）
芦毛

（米国産）

�
�
�
�

スキャットダディ �
�
�

�
�
*ヘネシー

*ヨハネスブルグ
Myth

Scat Daddy ラヴ スタイル �
�
Mr. Prospector

Love Style黒鹿 2004 Likeable Style

フェイヴァリットピック �
�
�

フェイヴァリットトリック �
�
Phone Trick

Favorite Trick
Evil Elaine

Favorite Pic ナイスピック �
�
Piccolino

Nice Pic芦 2004 Evil's Sister（2）

【ダノンバラードを種付けして不受胎（販売申込時）】

父スキャットダディScat Daddy は米国産，北米５勝，フロリダ ダービー-G1，シャンペン
Ｓ-G1。チリチャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ウィットモア（フォアゴーＳ-G1），エ
ルピカロ（チリポーリャデ ポトリリョス-G1，アルベルトビアルインファンテ賞-G1，ナシオ
ナルリカルドリヨン賞-G1），ラカニタ（チリオークス-G1），マイスケボニータ（ロシャファ
リア賞-G2），カレンブーケドール（スイートピーＳ-L，ジャパンＣ-G1２着）

母フェイヴァリットピック Favorite Pic（04 Favorite Trick）不出走。産駒
ブルーサムライBlue Samurai（牝 Orientate）北米３勝
マジェスティックピックMajestic Pic（牝 *マジェスティックウォリアー）北米３勝
ウォーフェイヴァリットWar Favorite（牝 War Chant）北米２勝

祖母ナイスピック Nice Pic（95 Piccolino）北米１勝。産駒
トリックスピック Trick's Pic（牝 Favorite Trick）北米５勝，タズラＨ-G3，マッチ

メイカーＳ-G3２着，Swingtime S２着，ギャロレットＨ-G3３着
三代母イーヴィルズシスター Evil's Sister（85 Medieval Man）不出走。産駒

イーヴィルズピック Evil's Pic：北米10勝，インタボローＨ-G3，Great Lady M.S
-L，Ruthless S-L，Dearly Precious S-L，Taisez Vous S，Everget S，Tri
-State Futurity，ラブレアＳ-G2２着，バーバラフリッチーＨ-G2３着，ラ
ンチョベルナルドＨ-G3３着，モンロヴィアＨ-G3３着。産駒

イーヴィル ミニスター Evil Minister：北米２勝，サプリングＳ-G3，フューチ
ュリティＳ-G2３着。種牡馬

イーヴィルズコーズウェイ Evil's Causeway：不出走。ロッケタソ Rocketazo
（ミゲルグラウセミナリオ提督賞-G2），トゥルー ウェイオブ グレイ
ス True Way of Grace（Barretts Debutante S）の母

イーヴィルズ シェルター Evil's Shelter：米北６勝，Locust S
ケイオーキャシー K. O. Kathy：北米６勝，Lady's Secret S２着。産駒
ホワイトウォッシュド Whitewashed：北米３勝，Lulu's Ransom S-L３着。マジ

ックヴァウ Magic Vow（Louisiana Legacy S）の母
マッティズピックMatti's Pic：北米４勝，Sadie Hawkins West Virginia S２着。産

駒
デイドリーミン グレイシー Daydreamin Gracie：北米９勝，Shine Again S
イーヴィル ストーム Evil Storm：北米８勝，Maryland Million Classic S

【競走成績】中央２戦，入着，２着１回［収得賞金 \2,800,000］

【繁殖成績】
2016 （牡 芦ナカヤマフェスタ）
17 ミルキーベルン（牝 芦トーセンラー）東海�２戦
18 （牡 鹿ジョーカプチーノ）
19 （牡 芦ラブリーデイ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 638



103 2020ジェイエス冬セール T0725‐33

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐10 ジェントルフォース

厩舎番号№103 ジェントルフォース Gentle Force

エンジェルレーシング＝東京都港区 ℡0146（47）2481（飼養者＝川島牧場）

2014年生
（６歳）
青鹿毛
（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmamboキングカメハメハ *マンファスルーラーシップ

�
�
*トニービンエアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンススペシャルウィーク キャンペンガールヤマノローラ

�
�
Gone West

*ボーイントンキャニオン黒鹿 2006 Hometown Queen（23）

【オルフェーヴルを種付けして不受胎（販売申込時）】

父ルーラーシップは安平産，中央・香港８勝，香港クイーン エリザベス二世Ｃ-G1。父と
して，キセキ（菊花賞-G1），メールドグラース（ＭＲＣコーフィールドＣ-G1），リオンリオン
（セントライト記念-G2），ダンビュライト（京都記念-G2），ムイトオブリガード（アルゼンチン共
和国杯-G2），ハッシュライター（ＮＪＣニューキャッスルゴールドＣ-G3），パッシングスル
ー（紫苑Ｓ-G3），テトラドラクマ（クイーンＣ-G3），ディアンドル（葵Ｓ-L）

母ヤマノローラ（06 スペシャルウィーク）２勝。産駒
ワールドレジェンド（牡 栗キングカメハメハ）１勝
ハクアイウィンザー（牡 鹿 *ヘニーヒューズ）１勝，�
シンクレスシップ（牡 芦 *クロフネ）南関東�１勝，�

祖母 *ボーイントンキャニオン Boynton Canyon（92 Gone West）米国産，北米入着。産
駒

ライジングウェーブ（牡 *メイショウドトウ）南関東�12勝，大井記念，報知オールスタ
ーＣ３着，浦和記念-JPN2４着

テンノサクラコ（牝カネヒキリ）２勝，�
トキノナイスナイス（牝 *コマンダーインチーフ）１勝，南関東�３勝
エイティカラー（牝 *コマンダーインチーフ）１勝
マッドパーティー（牝 *コマンダーインチーフ）１勝
フジベガ（牡アドマイヤベガ）１勝

三代母ホームタウン クイーン Hometown Queen（84 Pleasant Colony）北米５勝，
Magnolia S-L，ケンタッキーオークス-G1２着，ヘンプステッドＨ-G1２着，ファ
ンタジーＳ-G1３着，シュヴィーＨ-G1４着。産駒

ボウマンズ バンド Bowman's Band：北米７勝，メドウランズＢＣＳ-G2，R.R.M.
Carpenter Jr. Memorial S-L，Brandywine H-L，Summing S-L，メトロポ
リタンＨ-G1２着，オークローンＨ-G1２着。種牡馬

カレッジヒル College Hill：北米４勝，William Henry Harrison H２着
エタジュニ Etats Unis：不出走。産駒

ポラーズ ヴィジョン Pollard's Vision：北米６勝，イリノイダービー-G2，レナ
ードリチャーズＳ-G3，ローンスターダービー-G3，ナショナルジョッキ
ークラブＨ-G3，ピムリコスペシャルＨ-G1２着。種牡馬

ラミラネサ La Milanesa：北米１勝。産駒
ジンジャーン ライ Ginger N Rye：北米５勝，Smart N Fancy S-L

リアンダ Lianda：北米入着。産駒
ケヴラーキッド Kevlar Kid：北米３勝，サンディエゴＨ-G2２着

【競走成績】南関東�入着，２着１回，３着１回［収得賞金 \1,570,000］

【繁殖成績】
2019 （牡 青鹿キズナ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 639



104 2020ジェイエス冬セール T0331‐38

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 レモンチャン

厩舎番号№104 レモンチャン Lemon Chan

ケンレーシング組合＝東京都狛江市 ℡0146（46）2067（飼養者＝小倉 光博）

2010年生
（10歳）
栗毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellデュランダル

�
�
*ノーザンテーストサワヤカプリンセス栗 1999 *スコッチプリンセス

�
�
�

�
�
Lyphard

*リファーズウィッシュ
Sally's Wishコールミースーン

�
�
*アレミロードコールミーネイム鹿 1995 *ミスティコール（5）

【*パイロを種付けして不受胎（販売申込時）】

父デュランダルは千歳産，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。主な産駒（ＢＭＳ）：チュウワウィザード（ＪＢＣク
ラシック-JPN1，ダイオライト記念-JPN2），メイショウケイメイ（紅梅Ｓ-L），ゴールドケープ（フ
ィリーズレビュー-G2３着），コスモリモーネ（すずらん賞-OP３着），テイエムヤマカゼ（ひま
わり賞-OP３着）。父として，エリンコート（オークス-G1）を出す

母コールミースーン（95 *リファーズウィッシュ）３勝。産駒
アサクサマリンバ（牡 鹿 ゼンノロブロイ）３勝，障１勝
ハーレムスウィング（牝 黒鹿マンハッタンカフェ）１勝，南関東�３勝。産駒
シンデン（牡 *コンデュイット）１勝

トーセンターボ（牡 鹿 サクラバクシンオー）１勝，南関東�１勝
ファイナルコール（騸 鹿メイショウボーラー）１勝，南関東�１勝，�
トーセンコールミー（牡 鹿シックスセンス）東海�２勝
カムヒア（牝 鹿スウィフトカレント）入着，岩手�９勝
コールオンミー（牝 栗デュランダル）佐賀�７勝，�

祖母コールミーネイム（89 *アレミロード）３勝。産駒
コールミーラヴ（牝 *ゴールデンフェザント）３勝，赤穂特別
ボイスオブリーズン（牡 バブルガムフェロー）３勝，ニセコ特別
ドラマチックテナー（牡タヤスツヨシ）３勝
スティールシャーク（牝 *シンボリクリスエス）１勝。産駒
トーセンマリオン（牝トーセンブライト）１勝，南関東�入着，関東オークス

-JPN2３着，ユングフラウ賞３着
ハートフルボイス（牝メジロライアン）１勝。産駒
トレボーネ（騸 *アグネスデジタル）４勝，噴火湾特別，南関東�１勝

三代母 *ミスティコール Misty Cor（79 What a Pleasure）米国産，北米１勝。産駒
ミスティダンサー：１戦。産駒

サンフィールド：１勝。産駒
タテヤマ：６勝，天王山Ｓ-OP，西陣Ｓ，円山特別，室町Ｓ-OP２着，カペ

ラＳ-G3４着，�
マンテンハット：３勝，壬生特別，九重特別

【競走成績】中央４勝，稲妻特別（芝1000ｍ），ツインターボＣ（芝1200ｍ），２着１回
［収得賞金 \46,173,000］

【繁殖成績】
2016 アプリコットチャン（牝 栗 *フレンチデピュティ）兵庫�入着
17 コスモリモーネ（牡 栗 *ヘニーヒューズ）２勝，すずらん賞-OP３着，�
18 （牡 青鹿コメート）
19 （牝 黒鹿 *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 2019.12.18 11.10.38 Page 640



105 2020ジェイエス冬セール T0288‐23

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 ジルダ

厩舎番号№105 ジルダ Gilda

金子真人ホールディングス＝日高町旭町 ℡01456（2）5241（飼養者＝日高大洋牧場）

2012年生
（８歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
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

�
�
�

�
�
Northern Dancer

*ノーザンテースト
Lady Victoriaエアデジャヴー

�
�
Well Decorated

*アイドリームドアドリーム鹿 1995 Hidden Trail（4）

【ラブリーデイを種付けして不受胎（販売申込時）】

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）：ハイランドピーク（エルムＳ-G3），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），ニューヨークミニ
ット（RotoruaロトルアＳ-G3２着），ビッククインバイオ（アルテミスＳ-G3３着），ポリーグ
レイ（ＷＲＣトンプソンＨ-G3３着）。父として，サンテミリオン（オークス-G1）を出す

母エアデジャヴー（95 *ノーザンテースト）２勝，クイーンＳ-JPN3（芝1800ｍ），オークス
-JPN1２着，クイーンＣ-JPN3２着，巴賞-OP２着，クロッカスＳ-OP２着，桜花
賞-JPN1３着，秋華賞-JPN1３着，新潟大賞典-JPN3５着。産駒

エアメサイア（牝 鹿 *サンデーサイレンス）４勝，秋華賞-JPN1，ローズＳ-JPN2，エ
ルフィンＳ-OP，オークス-JPN1２着，ヴィクトリアマイル-JPN1２着，阪神牝
馬Ｓ-JPN2２着，中山記念-JPN2３着，フィリーズレビュー-JPN2３着，桜花
賞-JPN1４着，エリザベス女王杯-JPN1５着。産駒

エアスピネル（牡 キングカメハメハ）４勝，デイリー杯２歳Ｓ-G2，富士Ｓ
-G3，京都金杯-G3，マイルチャンピオンシップ-G1２着，朝日杯フュー
チュリティＳ-G1２着，マイラーズＣ-G2２着，同３着，菊花賞-G1３
着，皐月賞-G1４着，ダービー-G1４着，安田記念-G1５着，�

エアウィンザー（牡 キングカメハメハ）７勝，チャレンジＣ-G3，カシオペアＳ
-L，西宮Ｓ，金鯱賞-G2３着，大阪杯-G1５着，�

エアワンピース（牝 *ロックオブジブラルタル）４勝，豊栄特別
エアシェイディ（牡 栗 *サンデーサイレンス）７勝，アメリカＪＣＣ-JPN2，同２着，

同-G2２着，キャピタルＳ-L，同２着，白富士Ｓ-L，福島テレビオープン-L，
ホープフルＳ-OP，テレビ静岡賞，中山記念-G2２着，同３着，日経賞-G2
２着，富士Ｓ-G3２着，東京新聞杯-G3２着，中山金杯-G3２着，函館記
念-JPN3２着，有馬記念-G1３着（２回）。種牡馬

エアマグダラ（牝 栗 *サンデーサイレンス）４勝，かもめ島特別。産駒
エアアンセム（牡 *シンボリクリスエス）５勝，函館記念-G3，ホープフルＳ-L，

スピカＳ，京橋特別，都大路Ｓ-L２着，福島記念-G3３着，�
エアルプロン（牡 鹿ディープインパクト）３勝，ｔｖｋ賞，燕特別

祖母 *アイドリームドアドリーム I Dreamed a Dream（87 Well Decorated）米国産，北米
２勝。エアシャカール（牡 *サンデーサイレンス：最優秀３歳牡馬，皐月賞
-JPN1，菊花賞-JPN1，ダービー-JPN1２着）の母，エアソミュール（牡ジャング
ルポケット：毎日王冠-G2，鳴尾記念-G3）の祖母

【競走成績】中央３勝，知多特別（芝1400ｍ），エルフィンＳ-OP３着，３着１回
［収得賞金 \39,246,000］

【繁殖成績】
2019 （牝 栗 *クロフネ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 641



106 2020ジェイエス冬セール T0475‐13

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐01‐08 アットリーチェノバ

厩舎番号№106 アットリーチェノバ Attrice Nova

三石ビクトリーファーム＝新ひだか町三石本桐 ℡090（3168）4915

2013年生
（７歳）
青鹿毛
（登別産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
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

�
�
�

�
�
Caerleon

*ジェネラス
Doff the Derbyブリリアントノバ

�
�
*リアルシャダイブリリアントミスト黒鹿 1998 *ミスタイモア（10）

【ミッキーロケットを種付けして不受胎（販売申込時）】

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），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（忘れな草賞-L２着），キャプテンペリー（ニューイヤーＳ-L
２着）。父として，ヴィクトワールピサ（ドバイワールドＣ-G1）を出す

母ブリリアントノバ（98 *ジェネラス）２勝。産駒
トウカイメロディ（牡 栗 *チーフベアハート）５勝，札幌日経オープン-L，みなみ北

海道Ｓ-L，ＨＴＢ杯，山吹賞
クラシカルノヴァ（牡 黒鹿キングカメハメハ）５勝，東大路Ｓ，堺Ｓ，東海・南関東

�入着，名古屋グランプリ-JPN2２着，ダイオライト記念-JPN2４着，石川
�６勝

チヨノドラゴン（牝 栗 バブルガムフェロー）石川・東海・兵庫・南関東�18勝，サラブ
レッド大賞典，東海クイーンＣ，白銀争覇，兵庫牝馬特別，トゥインクルレディ
ー賞３着，ＴＣＫ女王盃-JPN3５着，マリーンＣ-JPN3５着。産駒

ヒストリーメイカー（牡 *エンパイアメーカー）３勝，摩耶Ｓ，�
トウカイトレジャー（牡 栗 ハーツクライ）２勝，荒川峡特別
キクノエクレール（牡 青フジキセキ）２勝
ルミノアルマース（牝 鹿ダイワメジャー）東海�９勝

祖母ブリリアントミスト（89 *リアルシャダイ）１勝。産駒
トウカイオスカー（牝トウカイテイオー）５勝，アイルランドＴ，新潟日報賞，山中湖特

別，ミモザ賞。産駒
トウカイデュエル（牡ジャスタウェイ）１勝，京都２歳Ｓ-G3４着，�

トウカイアロー（牡トウカイテイオー）岩手�１勝，中央４勝，冬至Ｓ，ノベンバーＳ，
晩秋特別，ゆりかもめ賞，駒草賞-OP２着

クラクエンスキー（牡 *ピルサドスキー）４勝，猪名川特別
ホーリーミスト（牝 *エルコンドルパサー）１勝，フローラＳ-JPN2５着。産駒
アバルラータ（牝ディープブリランテ）３勝，寺泊特別，�

クラクエンレディー（牝 *トニービン）２勝。産駒
クリスチャンパール（牝 *シンボリクリスエス）入着，南関東�５勝。産駒

ローズプリンスダム（牡 *ロージズインメイ）５勝，レパードＳ-G3，ラジオ
日本賞-OP，鳳雛Ｓ-OP，名鉄杯-L３着（２回），ＢＳＮ賞-L３
着，�

【競走成績】中央２戦，東海�１勝，兵庫�入着，３着１回［収得賞金 \200，000］

【繁殖成績】
2018 （牡 青鹿ラブリーデイ）
19 不受胎（*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 2020.01.14 11.50.09 Page 601



107 2020ジェイエス冬セール T0742‐56

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐01‐08 ツルマルサンチャン

厩舎番号№107 ツルマルサンチャン Tsurumaru Sun Chan

村上欽哉牧場＝新冠町新栄 ℡0146（49）5113

2009年生
（11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

�
�
�

�
�
Mr. Prospector

*ジェイドロバリー
Numberリキセレナード

�
�
ミスターシービームーンセレナード鹿 1998 ダイナセレナード（A13）

*フリソデ系

【*アジアエクスプレス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），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），ケイティクレバー（若駒Ｓ-L）。父として，ジェンテ
ィルドンナ（ジャパンＣ-G1２回），ロジャーバローズ（ダービー-G1）を出す

母リキセレナード（98 *ジェイドロバリー）２勝，小倉３歳Ｓ-JPN3（芝1200ｍ），スイートピ
ーＳ-OP２着，エルフィンＳ-OP３着，フィリーズレビュー-JPN2４着。産駒

キングスレガリア（牡 鹿 キングカメハメハ）２勝，萩Ｓ-OP２着，デイリー杯２歳Ｓ
-JPN2３着

オスカールビー（牝 鹿 ハーツクライ）２勝，汐留特別，�
ハクサンフレンチ（牡 鹿 *フレンチデピュティ）１勝，南関東�１勝，�
クリスタルストーン（牝 黒鹿 *ブライアンズタイム）南関東�７勝。産駒
ビレッジゴールド（牡ゴールドアリュール）１勝，南関東�２勝，�
ヴァローレネロ（牡ヴァーミリアン）１勝，�
テイエムストーン（牝 *クロフネ）１勝，�

祖母ムーンセレナード（87ミスターシービー）４勝，北九州短距離Ｓ-OP，ゆうすげＳ，り
んどう賞，野路菊Ｓ-OP３着。産駒

ムーンクラフト（牡 サクラバクシンオー）５勝，青梅特別
三代母ダイナセレナード（79 *エルセンタウロ）４勝，鷹取特別，愛宕特別。産駒
ノーザンセレナード：２勝。産駒

ラッシュストリート：中央・佐賀�５勝，佐賀記念-JPN3，招福Ｓ，魚沼特別，シ
ンガポールターフクラブ賞，東海�入着，名古屋大賞典-JPN3３着

マキシマムデニール：不出走。産駒
ボードスウィーパー：８勝，霜月Ｓ-L（２回），太秦Ｓ，河原町特別
マキシマムプレイズ：１勝，障３勝，京都ジャンプＳ２着

カリビアンナイト：１勝。産駒
ラリマー：南関東�７勝。ブラックオニキス（クローバー賞-OP，札幌２歳Ｓ-G3

２着）の母

【競走成績】中央入着［収得賞金 \1,000,000］

【繁殖成績】
2014 キタノユーリン（牝 鹿 ルーラーシップ）２勝，南関東�１勝，�
15 キタノナシラ（騸 鹿 *ヘニーヒューズ）１勝，東海�１勝，�
16 キタノシャンシャン（牝 鹿 *タートルボウル）入着
17 キタノオトメ（牝 鹿 *エスケンデレヤ）未出走
18 （牡 鹿 *アジアエクスプレス）
19 （牡 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 2020.01.14 11.50.09 Page 602



201 2020ジェイエス冬セール T0169‐29

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 ジャーマンアイリス

厩舎番号№201 ジャーマンアイリス German Iris

金子真人ホールディングス＝日高町旭町 ℡01456（2）5241（飼養者＝日高大洋牧場）

2013年生
（７歳）
芦毛

（安平産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*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 *マンファスウィンターコスモス

�
�
Mr. Greeleyミスパスカリ芦 2007 *ブルーアヴェニュー（2）

【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

母ウィンターコスモス（07 キングカメハメハ）不出走。産駒
アイスバブル（牡 芦ディープインパクト）４勝，早春Ｓ，目黒記念-G2２着，�
グリュイエール（牡 芦ディープインパクト）５勝，府中Ｓ，名古屋城Ｓ，鳴滝特別，カ

シオペアＳ-L２着，洛陽Ｓ-L２着，エプソムＣ-G3３着，きさらぎ賞-G3４
着

バニーテール（牝 芦カネヒキリ）４勝
レースガーデン（牝 芦ディープインパクト）１勝，�

祖母ミスパスカリ（01 Mr. Greeley）３勝，御在所特別，マーメイドＳ-JPN3３着，愛知杯
-JPN3４着。産駒

マウントロブソン（牡 ディープインパクト）５勝，スプリングＳ-G2，オクトーバーＳ
-L，福島テレビオープン-L，あすなろ賞

ポポカテペトル（牡ディープインパクト）５勝，烏丸Ｓ，日本海Ｓ，阿賀野川特別，ゆ
きやなぎ賞，菊花賞-G1３着，青葉賞-G2４着，目黒記念-G2４着，�

ミヤマザクラ（牝ディープインパクト）１勝，京都２歳Ｓ-G3２着，�
ボスジラ（牡ディープインパクト）２勝，芙蓉Ｓ-OP２着，�
ハワイアンソルト（牡ディープインパクト）２勝
シエラネバダ（牡ディープインパクト）１勝，�

三代母 *ブルーアヴェニュー Blue Avenue（90 Classic Go Go）米国産，北米５勝，
Pleasanton Senorita H，San Jose Breeders' Cup H３着。産駒

*クロフネ：最優秀ダートホース，ダートグレード競走最優秀馬，６勝，ジャパンＣダート
-JPN1，ＮＨＫマイルＣ-JPN1，武蔵野Ｓ-JPN3，毎日杯-JPN3，エリカ賞，
神戸新聞杯-JPN2３着，ラジオたんぱ杯３歳Ｓ-JPN3３着，ダービー
-JPN1５着。種牡馬

ベラ ベルッチ Bella Bellucci：北米５勝，アスタリタＳ-G2，カムリーＳ-G3，Santa
Paula S-L，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ-G1３着，エイコーンＳ-G1３着，
ガゼルＨ-G1３着，サンタマルガリータ招待Ｈ-G1３着。産駒

チャオ ベラ Ciao Bella：北米４勝，ランパートＳ-G3，ラプレヴォワイヤントＨ
-G3２着，Dowager S-L２着，ガーデンシティＳ-G1４着

グラッペリGrapelli：北米４勝，サンラファエルＳ-G2３着
シシリアンブリーズ：１勝，スイートピーＳ-L２着

【競走成績】中央２勝，２着２回，３着１回［収得賞金 \23,650,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 642



202 2020ジェイエス冬セール T0535‐16

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 カツゲキメグチャン

厩舎番号№202 カツゲキメグチャン Katsugeki Meguchan

野々垣 陽介＝愛知県一宮市 ℡090（3456）1584

2016年生
（４歳）
鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスアグネスタキオン アグネスフローラキャプテントゥーレ

�
�
*トニービンエアトゥーレ芦 2005 *スキーパラダイス

�
�
�

�
�
*フレンチデピュティ

*クロフネ *ブルーアヴェニューカツゲキドラマ
�
�
Capoteアジアンリゾート鹿 2010 *シルバージョイ（13）

【未供用】

父キャプテントゥーレは千歳産，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），中山記念-G2２着，金鯱賞-G2２着，朝日杯フューチュリティＳ-JPN1
３着，マイラーズＣ-G2３着，マイルチャンピオンシップ-G1４着，弥生賞-JPN2４着。父と
して，カシノマスト（ひまわり賞-OP，小倉２歳Ｓ-G3３着，フェニックス賞-OP２着），クロス
ケ（南関東・黒潮盃，ラジオ日本賞-OP２着，ブラジルＣ-L３着）を出す

母カツゲキドラマ（10 *クロフネ）東海�５勝，プリンセス特別（Ｄ1600ｍ），兵庫�１勝，
園田プリンセスＣ（Ｄ1400ｍ），南関東�入着，東京２歳優駿牝馬４着，ローレ
ル賞４着。出走した産駒はカツゲキメグチャンのみ

祖母アジアンリゾート（99 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Ｃ

２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（牡ディープスカイ）３勝
シルキーリゾート（牝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（牝キングカメハメハ）兵庫�２勝
ヒシスラッガー（牡スペシャルウィーク）東海�２勝
レディッシュベルト（牝 *バトルプラン）南関東�１勝，�

三代母 *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，アルゴ
マＳ-CAN3４着。産駒

オウケンブルースリ：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，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

バリーバーン：３勝。産駒
ギンコイエレジー：１勝，フィリーズレビュー-G2５着，�

トーセンルクリア：入着。産駒
トーセンオパール：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：入着。産駒
トップフライアー：４勝，伊良湖特別，東海�８勝，東海桜花賞３着
メイショウギガース：４勝，�

四代母ジョイオブマートルウッド Joy of Myrtlewood（84 Northern Jove）北米１勝。産
駒

ドウドウドドウDau Dau de Dau：北米入着。産駒
アステラAstella：北米４戦。産駒

クラシックレガシー Classic Legacy：北米３勝，グレイＳ-G3３着

【競走成績】東海�２勝，２着３回［収得賞金 \1,075,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 643



203 2020ジェイエス冬セール T0549‐10

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐09 ダウンタウンキラリ

厩舎番号№203 ダウンタウンキラリDowntown Kirari

林 正道＝東京都港区 ℡090（8274）3352（飼養者＝畠山牧場豊畑トレーニングセンター）

2015年生
（５歳）
栗毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

ポイントオブ エントリー �
�
�

ダイナフォーマー �
�
Roberto

Dynaformer
Andover Way

Point of Entry マトラチャパス �
�
Seeking the Gold

Matlacha Pass鹿 2008 Our Country Place

�
�
�

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】

父ポイントオブ エントリー Point of Entry は米国産，北米９勝，マンノウォーＳ-G1，ス
ウォードダンサー招待Ｓ-G1，ジョー ハーシュターフクラシック招待Ｓ-G1，マンハッタン
Ｈ-G1，ガルフストリームパークターフＨ-G1。父として，プリュケパルフェ（ＵＡＥダービ
ー-G2），アナライズイット（トランシルヴァニアＳ-G3，セシルＢ.デミルＳ-G3），マイギャル
ベティ（ナタルマＳ-G1２着），*ロータスランド（もみじＳ-OP２着）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）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，Vice Re-
gent 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１勝，３着３回［収得賞金 \10,900,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 644



204 2020ジェイエス冬セール T0035‐45

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐10 ノヴァルーナ

厩舎番号№204 ノヴァルーナ Nova Luna

林 正道＝東京都港区 ℡090（8274）3352（飼養者＝畠山牧場豊畑トレーニングセンター）

2014年生
（６歳）
鹿毛

（白老産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmamboキングカメハメハ *マンファスルーラーシップ

�
�
*トニービンエアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellサルヴァドール

�
�
Sheikh Albadou

*カリティバ栗 2001 River Mystery（1）

【未供用】

父ルーラーシップは安平産，中央・香港８勝，香港クイーン エリザベス二世Ｃ-G1。父と
して，キセキ（菊花賞-G1），メールドグラース（ＭＲＣコーフィールドＣ-G1），リオンリオン
（セントライト記念-G2），ダンビュライト（京都記念-G2），ムイトオブリガード（アルゼンチン共
和国杯-G2），ハッシュライター（ＮＪＣニューキャッスルゴールドＣ-G3），パッシングスル
ー（紫苑Ｓ-G3），テトラドラクマ（クイーンＣ-G3），ディアンドル（葵Ｓ-L）

母サルヴァドール（01 *サンデーサイレンス）４戦。産駒
オウロプレット（牡 青鹿 *ワイルドラッシュ）５勝，北総Ｓ，麒麟山特別
リアルエンブレム（牡 鹿 *ウォーエンブレム）２勝，南関東�１勝
シゲルヒカルダイヤ（牡 鹿 *ロージズインメイ）１勝，�
ルチルドラード（牡 黒鹿 *シンボリクリスエス）入着，兵庫�６勝
バイーア（牡 栗キングヘイロー）南関東�１勝，�

祖母 *カリティバ Curitiba（94 Sheikh Albadou）米国産，ブラジル８勝，１月25日記念
大賞典-G2，ブラジル ジョッキークラブ大賞典-G3，Premio Presidente Joao
Tobias de Aguiar -L，Premio Presidente Jose Bonifacio Coutinho Nog-
ueira-L，北米１勝，Watch Wendy H，ルイスＲ.ラウアンＨ-G3２着，ブラウン
ベスＨ-G3２着，ダリアＨ-G2３着，Montclair State College S-L３着，オータ
ムデイズＨ-G3４着。産駒はサルヴァドールのみ

三代母リヴァーミステリー River Mystery（83 Riverman）愛２勝，北米１勝。産駒
*レイガルダー：２勝，北関東�１勝

四代母ゲイ マテルダ Gay Matelda（65 Sir Gaylord）北米９勝，アラバマＳ，ジャージ
ーベルＨ，プリンストンＨ，Gardenia S，National Stallion S。産駒

レーヌ マティルド Reine Mathilde：仏・北米５勝，オペラ賞-G2，マルレ賞-G2。
*テメリアイランド Themelie Island（Berberis-Rennen-L）の祖母

シェルター ハーフ Shelter Half：北米14勝，Phoenix H，Gravesemd H。種牡馬
マイバブリング ベル My Bubbling Belle：北米２勝。フィフティ スターズ Fifty

Stars（ルイジアナダービー-G2，Sam Houstno Texan Juvenile S-L）の
母，クリバーン Cleburne（イロコイＳ-G3）の祖母

ハットンズローズ Hatton's Rose：北米４勝。タイキシャーロック（南部杯-JPN1），
ロータスプール Lotus Pool（キーンランドＢＣＳ-G3）の祖母，リア ス
ピア Lear Spear（プリンスオブウェールズＳ-G2），モンゴメリーズ ア
ーチ Montgomery's Arch（リッチモンドＳ-G2），エスマーヴェラス
S'maverlous（ニューオーリンズＳ-G2）の三代母

ゲイトGaite：北米３勝。ヌガヨーク Nougayork（Prix Henri Cabassu-L），ゴール
ド カラット Gold Carat（Minstrel S-L）の母

【競走成績】中央１勝，３着２回，東海�３勝，２着２回，３着３回
［収得賞金 \12,078,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 645



205 2020ジェイエス冬セール T0695‐06

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐10 アイリッシュビート

厩舎番号№205 アイリッシュビート Irish Beat

林 正道＝東京都港区 ℡090（8274）3352（飼養者＝畠山牧場豊畑トレーニングセンター）

2015年生
（５歳）
栗毛

（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

�
�
�

�
�
Roberto

*ブライアンズタイム
Kelley's Dayヒラボクビジン

�
�
Machiavellian

*オリジナルスピン黒鹿 2007 Not Before Time（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）：トロワゼトワル（京成杯オータムＨ-G3），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，ジャスタウェイ（天皇賞・秋-G1），ワンアンドオンリー（ダービー
-G1），ヌーヴォレコルト（オークス-G1），スワーヴリチャード（ジャパンＣ-G1）を出す

母ヒラボクビジン（07 *ブライアンズタイム）４勝，初茜賞（Ｄ1800ｍ）。産駒
マイネルストラトス（牡 黒鹿ディープスカイ）兵庫�２勝，南関東�２勝，中央２勝，

�
祖母 *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 *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

スピナッチ（牝 ゼンノロブロイ）３勝，加古川特別
ソルモンターレ（騸 *ブライアンズタイム）２勝，東海�１勝，�
サンティーニ（騸ダイワメジャー）２勝，�

三代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：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：英仏３勝，マルレ賞-G2，Cheshire Oaks-L。モ ジュス

ト Mot Juste（オーソーシャープＳ-G3）の母
タイムコントロール Time Control：英１勝。カーソリー グランス Cursory

Glance（モイグレア スタッドＳ-G1）の母，デジタル エイジ Digital
Age（アメリカンターフＳ-G2）の祖母

タイムアヘッド Time Ahead：英１勝，仏入着，仏オークス-G1２着
モーメントオブ タイム Moment of Time：英入着，Lord Weinstock Memorial S

-L３着。産駒
チーフ アイアンサイド Chief Ironside：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，ストレンソールＳ-G3３
着，ダイオメドＳ-G3３着

タイムオーヴァー Time Over：英１勝。産駒
リピーター Repeater：英愛３勝，Esher S-L２着，ドンカスターＣ-G2３着
オールアウトAll Out：英２勝，Carnarvon S-L２着，セプターＳ-G3３着

【競走成績】中央１勝，南関東�入着［収得賞金 \6,350,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 646



206 2020ジェイエス冬セール T0135‐58

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐09 ルフランエトワール

厩舎番号№206 ルフランエトワール Refrain Etoile

矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 ℡0146（42）1983

2016年生
（４歳）
鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*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

�
�
�

ウッドマン �
�
Mr. Prospector

Woodman *プレイメイト
*スターズインハーアイズ

�
�
Alzao

*ウインドインハーヘア黒鹿 1999 Burghclere（2）

【未供用】

父オルフェーヴルは白老産，年度代表馬，中央・仏12勝，ダービー-G1，皐月賞-G1，菊
花賞-G1，有馬記念-G1（２回），宝塚記念-G1，フォワ賞-G2（２回）。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，エリザベス女
王杯-G1，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1），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），タガノディアマンテ（きさらぎ賞-G3２着）を出す

母 *スターズインハーアイズ Stars In Her Eyes（99 Woodman）愛国産，英入着。産駒
ダノンパッション（牡 青鹿 アグネスタキオン）２勝，黄菊賞，デイリー杯２歳Ｓ

-JPN2３着，札幌２歳Ｓ-JPN3４着
アインラクス（牡 鹿ダンスインザダーク）２勝，若駒Ｓ-OP
プレザントブリーズ（牝 黒鹿マンハッタンカフェ）１勝。産駒

プラチナヴォイス（牡 *エンパイアメーカー）３勝，萩Ｓ-L，名古屋日刊スポー
ツ杯，スプリングＳ-G2３着，きさらぎ賞-G3４着，セントライト記念
-G2５着，�

スターリーウインド（牝 黒鹿 ゼンノロブロイ）２勝
ダノンスターズ（牡 黒鹿 ハーツクライ）１勝
クロンヌデトワール（牝 栗オルフェーヴル）１勝，�

祖母 *ウインドインハーヘア Wind in Her Hair（91 Alzao）愛国産，英独３勝，アラル
ポカル-G1，Pretty Polly S-L，英オークス-G1２着。産駒

ディープインパクト（牡 *サンデーサイレンス）年度代表馬（２回），最優秀３歳・
古牡馬，12勝，ジャパンＣ-G1，三冠。総合・２歳チャンピオンサイアー

ブラックタイド（牡 *サンデーサイレンス）３勝，スプリングＳ-JPN2，若駒Ｓ-OP，き
さらぎ賞-JPN3２着，中山金杯-G3３着。種牡馬

*ヴェイルオブアヴァロン Veil of Avalon（牝 *サンダーガルチ）英・北米７勝，デ
ラローズＨ-G3。リルダヴァル（牡アグネスタキオン：都大路Ｓ-L），ヴォ
ルシェーブ（牡 ネオユニヴァース：メトロポリタンＳ-L）の母

ニュービギニング（牡アグネスタキオン）３勝，ホープフルＳ-L
*レディブロンド（牝 Seeking the Gold）５勝，スプリンターズＳ-JPN1４着。ゴルトブ

リッツ（牡スペシャルウィーク：帝王賞-JPN1）の母，レイデオロ（牡 キング
カメハメハ：最優秀３歳牡馬・古牡馬，ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），レ
イエンダ（牡キングカメハメハ：エプソムＣ-G3），ティソーナ（騸ダイワメ
ジャー：マーガレットＳ-L）の祖母

*グリントインハーアイGlint in Her Eye（牝 *アラジ）英７戦。ジェレミー Jeremy
（牡 Danehill Dancer：ベットフレッドコムマイルＳ-G2）の母

ライクザウインド（牝 *デインヒル）４戦，入着。アドマイヤミヤビ（牝 ハーツクライ：ク
イーンＣ-G3，オークス-G1３着）の祖母

【競走成績】中央５戦，入着［収得賞金 \900,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 647



207 2020ジェイエス冬セール T0260‐58

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 エフティアテナ

厩舎番号№207 エフティアテナ F T Athena

吉野 英子＝東京都三鷹市 ℡0144（58）3123（飼養者＝パイオニアファーム）

2015年生
（５歳）
黒鹿毛
（安平産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmamboキングカメハメハ *マンファスルーラーシップ

�
�
*トニービンエアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスフジキセキ *ミルレーサーエフティマイア

�
�
ニホンピロウイナーカツラドライバー鹿 2005 ノーザンマイア（4）

*マイア系

【未供用】

父ルーラーシップは安平産，中央・香港８勝，香港クイーン エリザベス二世Ｃ-G1。父と
して，キセキ（菊花賞-G1），メールドグラース（ＭＲＣコーフィールドＣ-G1），リオンリオン
（セントライト記念-G2），ダンビュライト（京都記念-G2），ムイトオブリガード（アルゼンチン共
和国杯-G2），ハッシュライター（ＮＪＣニューキャッスルゴールドＣ-G3），パッシングスル
ー（紫苑Ｓ-G3），テトラドラクマ（クイーンＣ-G3），ディアンドル（葵Ｓ-L）

母エフティマイア（05フジキセキ）３勝，新潟２歳Ｓ-JPN3（芝1600ｍ），マリーゴールド
賞-OP（芝1400ｍ），桜花賞-JPN1２着，オークス-JPN1２着，朱鷺Ｓ-OP３着，
秋華賞-JPN1５着，クイーンＳ-JPN3５着，フェアリーＳ-JPN3５着。産駒

エフティイーリス（牝 黒鹿 ルーラーシップ）１勝，フェアリーＳ-G3４着，�
エフティスパークル（牡 黒鹿 *ハービンジャー）３勝，�

祖母カツラドライバー（98 ニホンピロウイナー）４戦，入着。産駒
アドマイヤモラール（牡 *キンシャサノキセキ）１勝，京王杯２歳Ｓ-G2２着，京成

杯-G3４着
デバイスドライバー（牡 ハーツクライ）２勝，岩船特別
フジヤマサクラ（牝 *クロフネ）入着，佐賀�４勝。産駒
ミサイルマン（騸カネヒキリ）南関東�３勝，ハイセイコー記念，高知�２勝，だ

るま夕日賞，高知県知事賞３着，�
ロフティネス（牡スクリーンヒーロー）２勝，�

ワキノドライバー（牝 *スウェプトオーヴァーボード）１勝
チタニウムヘッド（牡 *スウェプトオーヴァーボード）１勝
オースミドライバー（牡 *スニッツェル）１勝
ロジブリランテ（牡ディープブリランテ）１勝

三代母ノーザンマイア（90 *ノーザンテースト）４勝。産駒
ウシュアイア：５勝，香嵐渓特別，由布院特別，阿蘇Ｓ-OP３着
ケンブリッジマイア：１勝，陸奥湾特別，東海�１勝，岩手�１勝

四代母 *マイア Maia（72 Cipol）亜国産，亜３歳牝馬チャンピオン，亜８勝，亜オークス
-G1，サンイシドロ大賞典-G1，エリセオラミレス大賞典-G2，アントニオリヴェロ
賞-G3，チリ賞-G3，亜1000ギニー-G1２着。産駒

アルゼンチンタンゴ：６勝，オリオンＳ，オクトーバーＳ，新潟記念-JPN3３着
マチカネシンフォニ：３勝，毎日杯-JPN3４着
グッドマイラブ：不出走。産駒

セイリューオー：３勝，札幌３歳Ｓ-JPN3，芙蓉Ｓ-OP，共同通信杯４歳Ｓ
-JPN3２着，中山金杯-JPN3２着，北海道�１勝

ローレルキラリン：入着。産駒
グラスゴッド：広島�６勝，中央３勝，ジューンＳ，北海Ｈ

【競走成績】中央１勝，２着２回［収得賞金 \13,600,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 648



208 2020ジェイエス冬セール T0016‐13

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐10 マイキャラット

厩舎番号№208 マイキャラット My Carat

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

2015年生
（５歳）
鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*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

�
�
�

�
�
Roberto

*ブライアンズタイム
Kelley's Dayマイスイートホーム

�
�
Seeking the Gold

*ホームスイートホーム黒鹿 2006 Our Country Place（1）

【未供用】

父オルフェーヴルは白老産，年度代表馬，中央・仏12勝，ダービー-G1，皐月賞-G1，菊
花賞-G1，有馬記念-G1（２回），宝塚記念-G1，フォワ賞-G2（２回）。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，エリザベス女
王杯-G1，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1），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），タガノディアマンテ（きさらぎ賞-G3２着）を出す

母マイスイートホーム（06 *ブライアンズタイム）２勝。産駒
マイグレートレルム（牡 鹿 *エンパイアメーカー）入着，南関東�３勝
クインズジュエリー（牝 鹿 *ハービンジャー）入着，岩手�１勝

祖母 *ホームスイートホーム Home Sweet Home（99 Seeking the Gold）米国産，北米
１戦。産駒

バーディバーディ（牡 *ブライアンズタイム）中央・兵庫�６勝，兵庫チャンピオンシ
ップ-JPN2，ユニコーンＳ-G3，ヒヤシンスＳ-OP，アハルテケＳ-OP，はこべ
ら賞，マーチＳ-G3２着，同３着，フェブラリーＳ-G1３着，アンタレスＳ
-G3３着，オアシスＳ-L３着，霜月Ｓ-L３着，ジャパンＣダート-G1４着，
南関東・岩手�入着，東京大賞典-JPN1３着，帝王賞-JPN1３着，南部杯
-JPN1５着。種牡馬

バーディーイーグル（牡 *ブライアンズタイム）５勝，むらさき賞，浜松特別，エプソム
Ｃ-G3５着，�

三代母アワカントリー プレイス Our Country Place（92 Pleasant Colony）不出走。産
駒

プレザント ホーム Pleasant Home：北米５勝，ＢＣディスタフ-G1，ベドーロージ
ズＢＣＨ-G3，スピンスターＳ-G1２着，バレリーナＳ-G1２着。産駒

マジカルワールド Magical World：北米１勝。ガラナ Guarana（エイコーンＳ
-G1，ＣＣＡオークス-G1）の母

カントリー ハイダウェイ Country Hideaway：北米10勝，ファーストフライトＨ-G2
（２回），ヴェイグランシーＨ-G3，ベドーロージズＢＣＨ-G3

マトラチャパスMatlacha Pass：北米２勝。産駒
ポイントオブ エントリー Point of Entry：北米９勝，マンノウォーＳ-G1，ソー

ドダンサー招待Ｓ-G1，ジョーハーシュターフクラシック招待Ｓ-G1，
ガルフストリームパークターフＨ-G1，マンハッタンＨ-G1。種牡馬

パイン アイランド Pine Island：北米４勝，アラバマＳ-G1，ガゼルＳ-G1，Ｃ
ＣＡオークス-G1２着，マザーグースＳ-G1２着

四代母 *メイプルジンスキー Maplejinsky（85 Nijinsky）米国産，北米５勝，アラバマ
Ｓ-G1，モンマスオークス-G1。スカイビューティ Sky Beauty（米古牝馬チャ
ンピオン，ＣＣＡオークス-G1，マザーグースＳ-G1，ラフィアンＨ-G1）の母

【競走成績】中央１勝，２着１回［収得賞金 \7,750,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 649



209 2020ジェイエス冬セール F0930‐35

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 ジャストアジュエル

厩舎番号№209 ジャストアジュエル Just a Jewel

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

2017年生
（３歳）
鹿毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスハーツクライ アイリッシュダンスジャスタウェイ

�
�
Wild Againシビル鹿 2009 *シャロン

�
�
�

�
�
Kingmamboキングカメハメハ *マンファスダノンジュエル

�
�
Unbridled's Song

*スパークルジュエル芦 2012 Golden Jewel Box（10）

【未供用】

父ジャスタウェイは浦河産，最優秀古牡馬，中央・UAE６勝，ドバイデューティフリー
-G1，天皇賞�-G1，安田記念-G1，中山記念-G2，アーリントンＣ-G3。父として，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），ヴェロックス（若葉Ｓ-L，若駒Ｓ-L，皐月
賞-G1２着），アウィルアウェイ（オパールＳ-L，京王杯２歳Ｓ-G2２着），アドマイヤジャス
タ（ホープフルＳ-G1２着），ラブミーファイン（函館２歳Ｓ-G3２着）を出す

母ダノンジュエル（12 キングカメハメハ）４戦。出走産駒はなし
祖母 *スパークルジュエル（04 Unbridled's Song）米国産，不出走。産駒
クリーンエコロジー（牡キングカメハメハ）５勝，アクアマリンＳ，種市特別，喜多方特

別，千葉Ｓ-OP３着，デイリー杯２歳Ｓ-G2４着，北海道�４勝，道営ス
プリント，エトワール賞，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-JPN3４着，南関東�入着，習志野きらっとスプリント５着。種牡馬

マッケンジー（牡アグネスタキオン）２勝
スパークルメノウ（牡ディープインパクト）１勝，南関東�２勝，�
ダノンパーフェクト（牡ディープインパクト）１勝

三代母ゴールデンジュエル ボックス Golden Jewel Box（89 Slew o' Gold）不出走。産
駒

ゴールデン バレエ Golden Ballet：北米６勝，サンタアニタオークス-G1，ラスヴィ
ルヘネスＳ-G1，サンタイネスＳ-G2，レイルバードＳ-G2，Cinderella S
-L，Nursery S-L，アシュランドＳ-G1２着。産駒

ドロッセルマイヤー Drosselmeyer：北米５勝，ＢＣクラシック-G1，ベルモント
Ｓ-G1，One Count S，ジョッキークラブゴールドカップＳ-G1２着，
ドゥワイアＳ-G2２着，ブルックリンＨ-G2２着。種牡馬

ステイジ ラック Stage Luck：北米３勝，Affectionately H-L，ラフィアンＨ
-G1３着，Rare Treat H-L３着，ネクストムーヴＨ-G3４着

ジズラーン Ghizlaan：英３戦。産駒
ガーリー Ghaaly：仏５勝，Prix de Saint-Patrick -L，Criterium du

Languedoc-L２着，ラフォルス賞-G3３着
ギルデッドジェム Gilded Gem：北米４勝，ラスフローレスＳ-G3，サンタモニカＳ

-G1２着，Kalookan Queen H-L２着
ボックスオブジュエルズ Box of Jewels：北米６勝，Courtship S３着。産駒
ティズアジュエル Tiz a Jewel：北米４勝。産駒
フラブスター Frabster：北米４勝，Isaac Murphy H３着

ブロンズルートBronze Route：北米１勝。産駒
ブロンズド Bronzed：北米３勝，Lookin At Lucky S，Jersey Shore S２着
トップ シード Top Seed：北米４勝，Inaugural S，Chan Balum S３着

【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 2019.12.18 11.10.38 Page 650



210 2020ジェイエス冬セール T0962‐32

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 プティットフィーユ

厩舎番号№210 プティットフィーユ Petitefille

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

2016年生
（４歳）
芦毛

（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

�
�
�

�
�
*フレンチデピュティ

*クロフネ *ブルーアヴェニューブライダルドレス
�
�
*サンデーサイレンスマサコチャン芦 2010 チヨダマサコ（12）

*ビューチフルドリーマー系

【未供用】

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，同３着，毎日王冠
-G2，京成杯-G3，有馬記念-G1２着，天皇賞�-G1２着，皐月賞-G1３着，宝塚記念
-G1３着。父として，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），アーデルワイゼ（もみじＳ-OP２着）を出す

母ブライダルドレス（10 *クロフネ）入着。出走した産駒は２頭
祖母マサコチャン（96 *サンデーサイレンス）不出走。産駒

ベストクルーズ（牝 *クロフネ）３勝，サロマ湖特別，山陽特別，ファンタジーＳ-JPN3
２着，阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1３着，京都牝馬Ｓ-G3３着，白百
合Ｓ-OP３着，フラワーＣ-G3４着

マーチャンテイマー（牝 *クロフネ）５勝，釜山Ｓ，宮崎特別，北海道�入着，ブリー
ダーズゴールドＣ-JPN3３着，南関東�入着，マリーンＣ-JPN3５着

サトノロマネ（騸 *クロフネ）２勝，黄梅賞，高知�27勝
ファンドリコンドル（牡 *エルコンドルパサー）２勝，高知�16勝，兵庫�１勝，広島

�１勝，福山スプリントＣ
エイシンフランキー（牡 *クロフネ）１勝，障２勝，東京ジャンプＳ４着，高知�４

勝，�
ハロウィーン（牝 *エルコンドルパサー）入着，兵庫�１勝。産駒
レコパンハロウィー（牝タイムパラドックス）北海道・兵庫・東海�４勝，若草賞，

東海クイーンＣ２着，梅桜賞２着，のじぎく賞３着，�
アイコチャン（牝 *ピルサドスキー）不出走。産駒
ファイブイーグル（牡 *スキャン）２勝，鶴橋特別
タニノハービービー（牡タニノギムレット）障１勝，中山グランドジャンプ４着

三代母チヨダマサコ（77 *ラバージョン）１勝。産駒
ニッポーテイオー：最優秀古牡馬，最優秀スプリンター（２回），８勝，天皇賞�

-JPN1，安田記念-JPN1，マイルチャンピオンシップ-JPN1，京王杯スプリン
グＣ-JPN2，スワンＳ-JPN2。種牡馬

タレンティドガール：４勝，エリザベス女王杯-JPN1，オークス-JPN1３着。エーシン
ホワイティ（ファルコンＳ-G3）の祖母，ホエールキャプチャ（ヴィクトリアマ
イル-G1，府中牝馬Ｓ-G2），パクスアメリカーナ（京都金杯-G3），シゲ
ルスダチ（マーガレットＳ-L），レジーナフォルテ（ルミエールオータムダッ
シュ-L），ドリームセーリング（京都ジャンプＳ）の三代母

スリードーター：７勝，初富士賞，岩室特別，中山牝馬Ｓ-JPN3３着。ミヤビペルセ
ウス（新潟ジャンプＳ）の母，ルルパンブルー（フェアリーＳ-JPN3），ダン
ツキャンサー（マーガレットＳ-L）の三代母

【競走成績】中央２戦，入着［収得賞金 \1,200,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 651



211 2020ジェイエス冬セール T0284‐40

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐06 エバープリンセス

厩舎番号№211 エバープリンセス Ever Princess

宇田 豊＝東京都渋谷区 ℡0123（21）2311（飼養者＝社台ファーム）

2014年生
（６歳）
栗毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

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プリンセスルシータ

�
�
Affirmed

*プリンセスリーマ栗 2002 First Fling（4）

【未供用】

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），ハッピーアワー（ファルコンＳ-G3）を出す

母プリンセスルシータ（02 *サンデーサイレンス）５勝，納屋橋Ｓ（芝1200ｍ），火の山特
別（芝1200ｍ），伊万里特別（芝1200ｍ）。産駒

ラグナグ（牝 栗 *ハービンジャー）２勝
プリンシペアスール（牡 鹿 *シンボリクリスエス）１勝，東海�１勝，東海�２勝
レッドレネット（牝 栗キングカメハメハ）東海�２勝

祖母 *プリンセスリーマ Princess Reema（84 Affirmed）米国産，不出走。産駒
*メイショウドトウ（牡 Bigstone）10勝，宝塚記念-G1，同-JPN1２着，金鯱賞-JPN2，

日経賞-JPN2，同３着，オールカマー-JPN2，中京記念-JPN3，メトロポリタン
Ｓ-OP，ドンカスターＳ，嵯峨野特別，かいどう賞，ジャパンＣ-G1２着，同
５着，天皇賞�-JPN1２着，天皇賞�-JPN1２着，同３着，有馬記念
-JPN1２着，同４着，日経新春杯-JPN2２着。種牡馬

ペイミー バック Pay Me Back（牡 Master Willie）伊20勝，伊セントレジャー-G3，
Coppa d'Oro di Milano-L（２回），Premio Principe Amedeo-L，エリント
ン賞-G2２着，同３着，Premio d'Aprile-Memorial-L２着，フェデリコテシ
オ賞-G3３着，Corsa dell'Arno-L３着（２回），Premio Trofeo Cino Del
Duca-L３着，Premio Conte Felice Scheibler-L３着。種牡馬

トロフィーディール（牡 *サンデーサイレンス）４勝，恋路ヶ浜特別，琵琶湖特別，東
京競馬場グランドオープン記念-L２着，障２勝

ブルーリーマ Blue Reema（牝 Bluebird）愛１勝，Park Express S-L２着
ファストリーマ Fast Reema（牝 *ファストトパーズ）仏１勝，プシケ賞-G3４着，北米

１勝
キジルムラト Kizilmurat（牡 Barathea）トルコ12勝，Turkey Jockey Cup S，Istan-

buhl Belediye Bask S
*ペイミーキャッシュPay Me Cash（牝 Hamas）伊１勝。産駒

ディビデンド（牡アグネスタキオン）１勝，揖斐川特別，東海�１勝
三代母ファーストフリング First Fling（77 Nijinsky）北米１勝。産駒
アファームドアフェア Affirmed Affair：北米１勝。産駒

フレジーズ Fregy's：ペルー年度代表馬，ペルー・亜10勝，カルロスペレグリー
ニ大賞典-G1，ペルージョッキークラブ賞-G1。種牡馬

ザイディコ アフェア Zydeco Affair：北米８勝，El Joven S-L，Manila S-L

【競走成績】中央１勝，フラワーＣ-G3４着［収得賞金 \12,300,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 652



212 2020ジェイエス冬セール F1087‐15

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 エイシンヴィーヴォ

厩舎番号№212 エイシンヴィーヴォA Shin Vivo

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡01456（7）8258（飼養者＝栄進牧場）

2013年生
（７歳）
栗毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

*エンドスウィープ
Broom Dance

*サウスヴィグラス
�
�
Star de Naskra

*ダーケストスター栗 1996 Minnie Riperton

�
�
�

ピークスアンドヴァリーズ �
�
Mt. Livermore

Peaks and Valleys
Strike a Balance

*バーリンスワン コズメルキティ �
�
Tom Rolfe

Cozumel Kitty栗 1999 Cozumel（14）

【未供用】

父*サウスヴィグラスは米国産，中央・高知・東海・北海道・岩手・南関東�16勝，ＪＢ
Ｃスプリント-JPN1，根岸Ｓ-JPN3（２回）。主な産駒（ＢＭＳ）：ヒカリオーソ（南関東・東京
ダービー，ジャパンダートダービー-JPN1５着），アベニンドリーム（北海道２歳優駿-JPN3
２着），スズカフェスタ（ドンカスターＣ），トーホウアイレス（サフラン賞）。父として，ヒガシウィ
ルウィン（ジャパンダートダービー-JPN1），ラブミーチャン（全日本２歳優駿-JPN1）を出す

母 *バーリンスワン（99 Peaks and Valleys）米国産，わが国で２勝，石川�３勝。産駒
エイシンローリン（牝 栗 *サウスヴィグラス）５勝，ＮＳＴ賞-L，陽春Ｓ，夙川特

別，室町Ｓ-OP２着，同３着
エーシングリズリー（牡 黒鹿 *ゼンノエルシド）４勝，苗場特別，兵庫�３勝
エイシンルンディー（牝 鹿ゴールドヘイロー）東海�８勝，プリンセス特別２着，岐

阜金賞３着，佐賀�１勝，ル・プランタン賞，岩手・南関東�入着，留守杯
日高賞２着，関東オークス-JPN2５着

エイシンブリオン（牝 栗 *アグネスデジタル）兵庫・北海道・佐賀�５勝，�
エーシンベルリナー（牡 鹿エイシンサンディ）兵庫�２勝
エイシンヴァルハラ（牝 鹿ヴァーミリアン）兵庫�１勝
エイシンコトダマ（牝 栗 *バゴ）兵庫�１勝，�

祖母コズメルキティCozumel Kitty（84 Tom Rolfe）北米１戦。産駒
コジー ブルーズ Cozy Blues（牝 Cure the Blues）北米６勝，ジャストアゲイムＢ

ＣＨ-G3，同４着，Hilltop S-L，サンクレメンテＨ-G2２着，Regret S-L２
着，パッカーアップＳ-G2３着，フェアグラウンズ オークス-G3３着，ウイ
ルシャーＨ-G3３着，ニューヨークＨ-G2４着。産駒

ジェイコブズ ラン Jacob's Run（牡 Gulch）北米６勝，Sonny Hine S２着，
Gallant Bob H-L３着

ブルーズレジェンド Blues Legend（牝 Mr. Greeley）北米２勝。産駒
ジョヴァンナ ブルーズ Giovanna Blues（牝 Gio Ponti）北米４勝，

Flaming Page S，ロバートＧ.ディックメモリアルＳ-G3２着，オ
ンタリオメイトロンＳ-G3３着

アクワイアードテイストAcquired Taste（牝 Scarlet Ibis）北米１勝。産駒
ヘルドアットガンポイント Heldatgunpoint（牡 Courageous Cat）北米１勝，

New York Stallion S２着
アクワイアードキャット Acquired Cat（牝 Tactical Cat）北米12勝，Irish Ac-

tress S３着
三代母コズメル Cozumel（69 T. V. Lark）北米１勝。マヤネシアン Mayanesian（サ

ンフォードＳ-G2），クーガー キトゥン Cougar Kitten（Display S）の母

【競走成績】中央入着，兵庫�９勝，２着６回，３着３回，
園田ＦＣスプリント５着［収得賞金 \10,448,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 653
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販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 エイシンムーラン

厩舎番号№213 エイシンムーラン A Shin Moulin

栄進堂＝大阪府大阪市 ℡01456（7）8258（飼養者＝栄進牧場）

2014年生
（６歳）
鹿毛

（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

�
�
�

�
�
*オジジアン

*エイシンワシントン
Shamaritanエイシンルンナ

�
�
*サンデーサイレンスエイシンビーナス芦 2002 *ブランシュレイン（16）

【未供用】

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（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），ロードマイウェイ（チャレンジＣ-G3），アペルト
ゥーラ（ルミエールオータムダッシュ-L），ナイママ（札幌２歳Ｓ-G3２着），ドロウアカード（フ
ラワーＣ-G3３着）。父として，トーセンジョーダン（天皇賞・秋-G1）を出す

母エイシンルンナ（02 *エイシンワシントン）２勝，対馬特別（芝1700ｍ），障１勝。産駒
アーヒラ（牝 芦 *スウェプトオーヴァーボード）２勝，はやぶさ賞，�
エイシンダカール（牡 芦エイシンデピュティ）兵庫�３勝，佐賀�５勝，�
エイシンイヒラニ（牝 芦キングカメハメハ）入着，兵庫�７勝

祖母エイシンビーナス（93 *サンデーサイレンス）３勝，山陽特別，あんず賞，シクラメン
Ｓ-OP３着，阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1４着。産駒

エーシンハクリュー（牡ジャングルポケット）３勝，許波多特別
エーシンエスヴィー（牡 *スウェプトオーヴァーボード）３勝
エーシンダボーブイ（牡 *ワイルドラッシュ）１勝

三代母 *ブランシュレイン Blanche Reine（82 Nureyev）仏国産，仏１勝。産駒
バルロイ Balleroy：仏・北米４勝，ギシュ賞-G3，ジャン プラ賞-G1２着，コンデ賞

-G3２着。種牡馬
メゾンブランシュ：５勝，浦安特別，クイーンＳ-JPN3３着。産駒

ブランディス：３勝，最優秀障害馬，障６勝，中山グランドジャンプ，中山大障
害

オースミシュネル：北海道�13勝，ステイヤーズＣ（２回），同３着，ブリーダー
ズゴールドＣ-JPN2３着

ブランシェリー：２勝。産駒
シャトーブランシュ：４勝，マーメイドＳ-G3，夕月特別，鳥栖特別，ローズ

Ｓ-G2２着，愛知杯-G3４着
ビクトリアスバイオ：２勝，りんどう賞，小倉３歳Ｓ-JPN3５着

四代母ベルガ 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。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，伊入着，伊ジョッキ

ークラブ大賞典-G1３着。種牡馬
*ベリファ Bellypha：仏６勝，トーマスブライアン賞-G3，ジョンシェール賞-G3，クイン

シー賞-G3，ダフニス賞-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，フィユ

ドレール賞-G3３着

【競走成績】北海道�１勝，南関東�５勝［収得賞金 \11,020,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 654



214 2020ジェイエス冬セール T0711‐09

販売者：

価 格： 購買者：

2019‐12‐07 レッドパルテール

厩舎番号№214 レッドパルテール Red Parterre

奥山牧場＝日高町正和 ℡090（7514）6442

2016年生
（４歳）
黒鹿毛
（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellブラックタイド

�
�
Alzao

*ウインドインハーヘア黒鹿 2001 Burghclere

�
�
�

スマートストライク �
�
Mr. Prospector

Smart Strike
Classy 'n Smartシェーンフレール

�
�
Pulpit

*リーチフォーザムーン鹿 2010 Chancey Squaw（22）

【未供用】

父ブラックタイドは早来産，３勝，スプリングＳ-JPN2。父として，キタサンブラック（年度代
表馬２回，ジャパンＣ-G1，有馬記念-G1，菊花賞-G1，天皇賞・春-G1２回，天皇賞・秋
-G1，大阪杯-G1），タガノエスプレッソ（デイリー杯２歳Ｓ-G2），テイエムイナズマ（デイリー
杯２歳Ｓ-G2），ライジングリーズン（フェアリーＳ-G3），マイネルフロスト（毎日杯-G3），デ
ィープダイバー（橘Ｓ-L），マドモアゼル（橘Ｓ-L），アスカビレン（六甲Ｓ-L）を出す

母シェーンフレール（10 Smart Strike）６戦。産駒
ダイメイジャスミン（牝 鹿ロードカナロア）入着

祖母 *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

レッドリュンヌ（牝 ゼンノロブロイ）１勝，高知�４勝，�
レッドオールデン（騸 ルーラーシップ）１勝，�
*リトルドア（騸 Storm Cat）１勝
レッドソレイユ（騸ディープインパクト）１勝
*ビジュアルショック（牝 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，
�

*ルナフェリーナ Luna Felina（牝 Storm Cat）不出走。産駒
タイセイトレンディ（騸 ネオユニヴァース）１勝，�

三代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：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，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，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：３勝，京成杯-JPN3，いちょうＳ-L，白富士Ｓ-L２着，朝日杯フュ
ーチュリティＳ-JPN1３着，大阪城Ｓ-L３着，アメリカＪＣＣ-JPN2５着

*シェルゲーム：３勝，巴賞-L，葉牡丹賞，毎日杯-JPN3２着，青葉賞-JPN2３着，駒
草賞-OP３着。種牡馬

デイムウルスラDame Ursula：北米１戦。産駒
フェアリーランド Fairyland：北米２勝，Bolton Landing S２着

四代母アリキャンス Allicance（80 Alleged）仏１勝，フロール賞-G3２着，Prix des Tui-
leries-L２着，ロワイヨモン賞-G3３着。ロイヤル キングダム Royal Kingdom
（ロイヤルロッジＳ-G2），マタドール Matador（Prix Massine-L）の母

【競走成績】中央３戦

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2019.12.18 11.10.38 Page 655



215 2020ジェイエス冬セール T0614‐14

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐01‐08 イザベルローズ

厩舎番号№215 イザベルローズ Isabelle Rose

林 正道＝東京都港区 ℡090（2077）2433（飼養者＝橋本牧場）

2015年生
（５歳）
栗毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

マインシャフト �
�
A. P. Indy

Mineshaft
Prospectors Delite

*カジノドライヴ ベター ザンオナー �
�
Deputy Minister

Better Than Honour栗 2005 Blush With Pride

�
�
�

�
�
*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ザベルドスメーン

�
�
*ノーザンテーストエリザベスローズ栗 2007 *ノーベンバーローズ（16）

【未供用】

父*カジノドライヴは米国産，中央・北米４勝，ピーター パンＳ-G2，アレキサンドライト
Ｓ，フェブラリーＳ-G1２着，アハルテケＳ-OP３着。父として，ヴェンジェンス（みやこＳ
-G3），ドライヴナイト（すばるＳ-L），ノーブルサターン（兵庫チャンピオンシップ-JPN2２
着），コウエイテンマ（兵庫ジュニアグランプリ-JPN2２着），ラプラス（南関東・ハイセイコー
記念），レッドゲルニカ（バレンタインＳ-OP）を出す

母イザベルドスメーン（07 スペシャルウィーク）入着
祖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，アネモネＳ-OP２着，エルフィンＳ-OP２着，シクラメンＳ-OP２
着，ニュージーランドトロフィー４歳Ｓ-JPN2３着。産駒

フサイチゼノン（牡 *サンデーサイレンス）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（牡 *サンデーサイレンス）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（牡 *サンデーサイレンス）中央・南関東・兵庫・高知�14勝，東
京盃-JPN2（２回），ガーネットＳ-JPN3，根岸Ｓ-JPN3，兵庫ゴールドＴ
-JPN3（２回），さきたま杯-JPN3，黒船賞-JPN3，アンドロメダＳ-L，別府特
別，壬生特別，仲秋特別，筑紫特別，ＪＢＣマイル-JPN1３着，ＪＢＣス
プリント-JPN1３着。種牡馬

ローズオットー（牝ダンスインザダーク）１勝，芙蓉Ｓ-OP２着，クイーンＣ-JPN3５
着

バースデイローズ（牝 *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
ダマスクローズ（牝アグネスタキオン）３戦，入着。産駒
ロゾヴァドリナ（牝 *スニッツェル）南関東�２勝，岩手�４勝，ＯＲＯカッ

プ（３回），オパールＣ，ジュニアグランプリ２着
三代母 *ノーベンバーローズ November Rose（82 Caro）米国産，北米１勝。産駒
クリスマスローズ：３勝，宝ヶ池特別，くすのき賞。産駒
ロージーチャーム：１勝。産駒

ナターレ：南関東・岩手�９勝，戸塚記念，しらさぎ賞，クラウンＣ
ローズウォーター：４戦。産駒

シルクウェッジ：４勝，立待岬特別
四代母ジェディナ Jedina（76 What a Pleasure）北米６勝，High Voltage S。クラバー

ガール Clabber Girl（トップフライトＨ-G1）の母

【競走成績】中央１勝，３着１回，南関東�１勝，２着１回
［収得賞金 \11,200,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.01.14 13.16.05 Page 601
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