
1 2021ジェイエス冬セール T0008‐07

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐09 レッドティムール

厩舎番号№1 レッドティムール Red Temur

村上欽哉牧場＝新冠町新栄 ℡0146（49）5113

2009年生
（12歳）
青鹿毛
（安平産）

�
�
�
�

�
�
�

クリスエス �
�
Roberto

Kris S.
Sharp Queen

*シンボリクリスエス ティーケイ �
�
Gold Meridian

Tee Kay黒鹿 1999 Tri Argo

�
�
�

ゴーンウエスト �
�
Mr. Prospector

Gone West
Secrettame

*ルビーマイディア ノースサイダー �
�
Topsider

North Sider黒鹿 1994 Back Ack（1）

【ロゴタイプを受胎（販売申込時）最終種付４月９日】

父*シンボリクリスエスは米国産，年度代表馬（２回），８勝，有馬記念-JPN1（２回）。主
な産駒（ＢＭＳ）：レイデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），アルクトス（マイルチャンピオ
ンシップ南部杯-JPN1），オーソリティ（アルゼンチン共和国杯-G2），アドミラブル（青葉賞
-G2），シングウィズジョイ（フローラＳ-G2），ミスパンテール（阪神牝馬Ｓ-G2），クイーンマ
ンボ（レディスプレリュード-JPN2），レイエンダ（エプソムＣ-G3）

母 *ルビーマイディア Ruby My Dear（94 Gone West）米国産，わが国で２勝。産駒
アドマイヤカリブ（牡 鹿 サクラバクシンオー）３勝，クロッカスＳ-OP，保津峡特別，ジ

ュニアＣ-OP２着，函館２歳Ｓ-JPN3３着
イルデパン（牡 黒鹿ダンスインザダーク）３勝，ベゴニア賞，ベンジャミンＳ-OP２

着，いちょうＳ-OP２着，アイビーＳ-OP３着，京成杯-JPN3４着
ロッソネロ（牡 鹿 *クロフネ）２勝
ルビウス（牝 黒鹿ジャングルポケット）１勝

祖母ノース サイダー North Sider（82 Topsider）米古牝馬チャンピオン，北米15勝，サ
ンタマルガリータ招待Ｈ-G1，アップルブラッサムＨ-G1，マスキットＳ-G1，ヴェ
イグランシーＨ -G3，Monmouth Park Budweiser Breeders' Cup H -L，
Watch Wendy Invitational H，Oaklawn Budweiser Breeders' Cup H，Bay
Meadows Debutante H，San Jose H，Foster City H，ヴァニティ招待Ｈ-G1
２着，シュヴィーＨ-G1２着，サンタマリアＨ-G2２着，同３着，サンタモニカＨ
-G3２着，Tizna H-L２着，Ak-Sar-Ben Budweiser Breeders' Cup S２着，ラ
カナダＳ-G1３着，サンタアナＨ-G1３着，クイーンズＨ-G3３着。産駒

ウエスタン サイドWestern Side（牝 Gone West）北米２勝，San Felipe３着
ケイプノースCape North（牝 Capote）北米入着。産駒
ファフティトゥー Fufty Too（騸 Speightstown）北米７勝，Dean Kutz S
スピリティド アウェイ Spirited Away（牝 Awesome Again）北米４勝，

Truly Bound H。プロスペクティヴ Prospective（牡 Malibu Moon
：タンパ ベイダービー-G2）の母

カイドール Kydall（牝 Mr. Prospector）不出走。産駒
ヴァーティカル アセントVertical Ascent（牝 Lear Fan）北米３戦。シーアビ

ューティ Sheer Beauty（牝 Mizzen Mast：Green Oaks-L）の母

【競走成績】中央２勝，障入着［収得賞金 \14,000,000］

【繁殖成績】
2016 トレンドボブ（牝 鹿 *キンシャサノキセキ）北海道�２勝，�
17 不受胎（リーチザクラウン）
18 不受胎（リオンディーズ）
19 （牝 黒鹿ジャスタウェイ）
20 （牡 黒鹿リオンディーズ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 601



2 2021ジェイエス冬セール T0259‐34

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐09 キャッスルブラウン

厩舎番号№2 *キャッスルブラウン Castle Brown（USA）

村上欽哉牧場＝新冠町新栄 ℡0146（49）5113

2000年生
（21歳）
黒鹿毛
（米国産）

�
�
�
�

シルヴァーホーク �
�
�

ロベルト �
�
Hail to Reason

Roberto
Bramalea

Silver Hawk グリヴィテス �
�
Amerigo

Gris Vitesse鹿 1979 Matchiche

ヒロオガーデン �
�
�

カーリアン �
�
Nijinsky

Caerleon
Foreseer

Hiroo Garden スウィーピング �
�
*インデエアンキング

Sweeping鹿 1991 Glancing（4）

【ロジャーバローズを受胎（販売申込時）最終種付４月12日】

父シルヴァー ホーク Silver Hawk は米国産，英３勝，クレイヴァンＳ-G3，愛入着，愛ダ
ービー-G1２着。主な産駒（ＢＭＳ）：グレイトヘイヴンズ（愛オークス-G1），ナサニエル
（キングジョージ六世＆クイーンエリザベスＳ-G1），*ティッカーテープ（アメリカン オーク
ス-G1），キャッスルデイル（サンタアニタダービー-G1），アシシエンプレ（スピンスターＳ
-G1），*ブラックホーク（安田記念-JPN1），ピンクカメオ（ＮＨＫマイルＣ-JPN1）

母ヒロオガーデン Hiroo Garden（91 Caerleon）不出走。産駒
*デフィニット（牝 鹿 *デヒア）１勝。産駒

ボールライトニング（牡ダイワメジャー）３勝，京王杯２歳Ｓ-G2，飛鳥Ｓ，六
甲Ｓ-L３着

デグラーティア（牝フジキセキ）４勝，小倉２歳Ｓ-JPN3，フェニックス賞-OP，
北九州短距離Ｓ，北九州記念-G3５着。産駒

ドミナートゥス（牡 ルーラーシップ）４勝，甲斐路Ｓ，宮崎特別，福島民報
杯-L２着

タケノチャンス（牝 *チーフベアハート）石川�７勝，広島�４勝。産駒
エムエスオープン（牝 *バトルプラン）東海�６勝，新春ペガサスＣ，中京

ペガスターＣ，東海ダービー２着，ゴールドウィング賞２着，駿蹄
賞２着，スプリングＣ３着，梅桜賞３着，�

【競走成績】中央３勝，火打山特別（芝1800ｍ），２着１回，３着１回
［収得賞金 \39,569,000］

【繁殖成績】
2007 グレートビンテージ（牡 青鹿スペシャルウィーク）入着，岩手�３勝
08 不受胎（スペシャルウィーク）
09 コノハチャン（牝 鹿スペシャルウィーク）入着，兵庫�１勝
10 ニシノヘリオス（牡 青鹿アグネスタキオン）１勝
11 ニシノエスペラント（牡 鹿スペシャルウィーク）２戦，入着
12 ニシノラッシュ（牡 鹿 サクラバクシンオー）５勝，クロッカスＳ-OP（芝1400ｍ），石

清水Ｓ（芝1400ｍ），くるみ賞（芝1400ｍ），朱鷺Ｓ-OP２着，京王杯２
歳Ｓ-G2３着，新潟２歳Ｓ-G3３着，阪急杯-G3４着，�

13 不受胎（*キンシャサノキセキ）
14 ニシノスマッシュ（牡 黒鹿キングカメハメハ）障１勝
15 ニシノアスカ（牝 青鹿ドリームジャーニー）１勝
16 不受胎（ローエングリン）
17 グランチェイサー（牡 黒鹿ダイワメジャー）１勝，京王杯２歳Ｓ-G2４着，�
18 不受胎（*ヘニーヒューズ）
19 （牡 黒鹿キズナ）
20 （牡 鹿 ネロ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 602



3 2021ジェイエス冬セール T0554‐37

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐09 グレイスミノル

厩舎番号№3 グレイスミノル Grace Minoru

吉岡 實＝広島県福山市 ℡0146（46）2631（飼養者＝フジワラファーム）

2012年生
（９歳）
青鹿毛
（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

ナシュワン �
�
Blushing Groom

Nashwan
Height of Fashion

*バゴ ムーンライツボックス �
�
Nureyev

Moonlight's Box黒鹿 2001 Coup de Genie

�
�
�

�
�
Procida

*シャンハイ
Korveyaシャンハイレディ

�
�
*サウスアトランティックアンドレディー黒鹿 1998 グリーンワカバ（13）
*モンソランジ系

【サトノクラウンを受胎（販売申込時）最終種付６月11日】

父*バゴ Bago は仏国産，全欧３歳牡馬チャンピオン，仏８勝，凱旋門賞-G1，パリ大賞
典-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ショーヒデヒラ（ニュージーランドＴ-G2５着），ワンダーアマー
ビレ（スパーキングレディーＣ-JPN3５着）。父として，クロノジェネシス（宝塚記念-G1，秋
華賞-G1），ビッグウィーク（菊花賞-G1），ステラヴェローチェ（サウジアラビアロイヤルＣ
-G3），コマノインパルス（京成杯-G3），タガノアザガル（ファルコンＳ-G3）を出す

母シャンハイレディ（98 *シャンハイ）５勝，木古内特別（Ｄ1000ｍ）。産駒
タマノエスペランサ（牝 鹿 *ワイルドラッシュ）３勝
イイデタイガー（牡 青鹿ステイゴールド）１勝
トラストティール（牡 黒鹿ドリームジャーニー）高知�８勝

祖母アンドレディー（91 *サウスアトランティック）東海�９勝。産駒
ザヤング（牡 *シャンハイ）熊本�５勝，北海道�１勝，佐賀�７勝
バトルワレンダー（牡 *ワレンダー）南関東�５勝
ロイヤルワレンダー（牡 *ワレンダー）南関東�１勝
ザオレゴンスター（牡 *シャンハイ）北海道�１勝
キスミーシャラポワ（牝 *シャンハイ）兵庫�１勝

三代母グリーンワカバ（82 *コントライト）北関東�入着。産駒
ミホノワカバ：４勝，初凪賞，陣馬特別。種牡馬
パラダイスフラワー：岩手�１勝，中央１勝，下総特別
ヒノキヤソフィスト：北関東�５勝，かもしか賞

四代母 *モンソランジ Mon Solange（75 Bold Reason）米国産，北米入着。産駒
マルゼンスター：北関東�８勝，中央６勝，仁川Ｓ-OP，鳴門Ｓ，飛鳥特別，冬至

特別，奥尻特別，大阪城Ｓ-OP２着，東海�５勝，東海ゴールドＣ，サマ
ーＣ（２回），東海菊花賞２着，南関東�１勝，東京盃，浦和記念２着，
岩手�２勝，早池峰賞。種牡馬

五代母クモナ Que Mona（69 Ribot）北米１勝。産駒
プリマ ヴォース Prima Voce：英３勝，ダイオメドＳ-G3，英チャンピオンＳ-G1２

着，クイーン アンＳ-G3４着，ベルギー年度代表馬，ベルギー１勝，
Grand Prix Prince Rose，スウェーデン１勝，Stockholm Cup，独仏入
着，バーデン大賞典-G1３着，コートノルマンド賞-G3４着。種牡馬

ケアピール Que Appeal：北米５勝，Yosemite S３着。ストレートシックス Straigh-
tsix（Old Town Derby２着）の祖母

【競走成績】中央４勝，ドンカスターＣ（芝1600ｍ），出石特別（芝1400ｍ），２着３回，３
着６回［収得賞金 \81,411,000］

【繁殖成績】
2019 （牡 青鹿ディープブリランテ）
20 種付せず

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 603



4 2021ジェイエス冬セール T0932‐30

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐07 リコーレイス

厩舎番号№4 リコーレイス Riko Wraith

リコーファーム＝日高町富川西 ℡080（6095）2006

2009年生
（12歳）
栗毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

アリダー �
�
Raise a Native

Alydar
Sweet Tooth

*カコイーシーズ ケアレスノーション �
�
Jester

Careless Notion鹿 1986 Miss Uppity

�
�
�

�
�
*ノーザンテーストアスワン *リリーオブザナイルマルマツフィーバー

�
�
*ソーブレスドトシシゲサオリ栗 1988 エクセルフィリー（4）
*チップトップ系

【*バトルプランを受胎（販売申込時）最終種付５月７日】

父*カコイーシーズ Cacoethes は米国産，英・北米４勝，ターフクラシックＨ-G1。主な産
駒（ＢＭＳ）：サブノジュニア（ＪＢＣスプリント-JPN1），ナカヤマナイト（中山記念-G2，オー
ルカマー-G2），キタサンサジン（東京スプリント-JPN3），マサノミネルバ（エーデルワイス賞
-JPN3）。父として，コンサートボーイ（帝王賞-JPN1），エスプリシーズ（川崎記念-JPN1），プ
ルザトリガー（エンプレス杯-JPN2），シーズプリンセス（ファンタジーＳ-JPN3）を出す

母マルマツフィーバー（88 アスワン）不出走。産駒
マルマツフライト（牡 栗アグネスフライト）１勝，南関東�３勝
マルマツパワフル（牡 栗 *カコイーシーズ）入着，南関東�３勝，高知�２勝，広島

�１勝
デトロイトスター（牝 鹿アッミラーレ）南関東�17勝
スズカエース（牡 鹿スズカコバン）北海道�12勝
マルマツキセキ（牝 栗 *カコイーシーズ）南関東�９勝
イエローギャロップ（牝 栗 サクラトウコウ）南関東�４勝
マルマツサイレンス（牡 鹿ロイヤルタッチ）南関東�４勝
ロッキーカニエ（牡 鹿ロッキータイガー）南関東�３勝

祖母トシシゲサオリ（81 *ソーブレスド）３勝。産駒
エルカーサプリンス（牡 *キンググローリアス）３勝

三代母エクセルフィリー（76 *コントライト）不出走。産駒
エクセルバトー：東海�５勝

四代母ノーザンボタン（70 *カバーラップ二世）３勝。産駒
コマツノーザン：東海�16勝，東海桜花賞，くろゆり賞，岩手�８勝
ヨシボタン：新潟�３勝。産駒

オーゴンマーチ：東海・石川�18勝，スプリンター争覇
五代母ヒロイチ（52ヒロサクラ）７勝，オークス，新春Ｓ，桜花賞２着，京都記念２着（３

回），阪神大賞典３着，朝日チャレンジＣ３着，中山４歳Ｓ３着。産駒
ジーゲリン：３勝，４歳中距離Ｈ。産駒
リンネルンド：３勝，牝馬東京タイムズ杯，クイーンＣ２着，クイーンＳ２着
リンネス：２勝，小倉３歳Ｓ。ゴールドシチー（最優秀２歳牡馬，阪神３歳Ｓ

-JPN1），クラウンシチー（京王杯オータムＨ-JPN3），リンカーンシ
チー（クリスタルＣ-JPN3）の祖母

【競走成績】南関東�４勝，２着３回，３着６回［収得賞金 \10,876,000］

【繁殖成績】
2017 リコーハンリー（牡 栗 *サウスヴィグラス）南関東�入着，�
18 リコージル（牝 栗スマートファルコン）北海道�１勝，�
19 不受胎（*パイロ）
20 （牡 鹿 *バトルプラン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 604



5 2021ジェイエス冬セール T0682‐42

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐07 フサイチモナコ

厩舎番号№5 フサイチモナコ Fusaichi Monaco

リコーファーム＝日高町富川西 ℡080（6095）2006

2003年生
（18歳）
青鹿毛
（早来産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellフジキセキ

�
�
Le Fabuleux

*ミルレーサー青鹿 1992 Marston's Mill

�
�
�

�
�
*カンパラ

*トニービン
Severn Bridgeマイバレンタイン

�
�
*ノーザンテーストダイナアルカディア鹿 1994 シャダイオリンピア（21）

*リットルブレッシング系

【トランセンドを受胎（販売申込時）最終種付３月29日】

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

母マイバレンタイン（94 *トニービン）１勝。産駒
ワイルドスナイパー（牡 黒鹿 バブルガムフェロー）６勝，渡月橋Ｓ，ＳＴＶ杯（２

回），湯川特別，函館記念-JPN3３着
テラノファントム（牡 黒鹿フジキセキ）４勝，東雲賞，弥生賞-JPN2５着
ミッキーリヒト（牡 鹿スペシャルウィーク）１勝
ナンヨーストロング（騸 鹿 ゼンノロブロイ）１勝
クレバーカイザー（牡 鹿フジキセキ）１勝
アイノココロ（牝 鹿フジキセキ）不出走。産駒
ソルトイブキ（牡 ベルシャザール）２勝，�
タイセイマルス（牡 *バトルプラン）２勝

祖母ダイナアルカディア（84 *ノーザンテースト）３勝，遠野特別。産駒
エムケイビーナス（牝 *リアルシャダイ）１勝

三代母シャダイオリンピア（75 *エルセンタウロ）５勝，松島特別，米山特別，悠久山特
別。産駒

ダイナオリンピア：７勝，札幌日経賞-OP，同２着，門松賞，八坂特別，夙川特別，京
阪杯-JPN3２着，同３着，ウインターＳ-JPN3２着，同３着，札幌記念
-JPN3３着（２回），中京記念-JPN3３着。種牡馬

オリンピアリバー：新潟�13勝，オールカマー，金蹄賞

【競走成績】中央１戦，兵庫�５勝，２着７回，３着２回［収得賞金 \2,042,000］

【繁殖成績】
2010 不受胎（*ストーミングホーム）
11 リコーセイクリッド（牝 鹿 *ワイルドラッシュ）南関東�８勝
12 リコーモンディアル（牝 鹿 *フレンチデピュティ）北海道�１勝，南関東�４勝
13 リコーシュナイダー（牝 青鹿 *ブライアンズタイム）南関東�１戦
14 ローレルモナルカ（牡 青鹿 *シンボリクリスエス）入着，南関東�５勝
15 リコーアナコンダ（牝 鹿 *クロフネ）北海道�２勝，兵庫�１勝，�
16 不受胎（*ロージズインメイ）
17 リコーケベック（牝 黒鹿 *サウスヴィグラス）未出走
18 リコーニック（騸 青 *パイロ）北海道�１勝，�
19 不受胎（ヴィクトワールピサ）
20 （牝 鹿 *ラニ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 605



6 2021ジェイエス冬セール T0409‐31

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐09 アルコシエロ

厩舎番号№6 アルコシエロ Arco Cielo

伊坂 重憲＝東京都港区 ℡090（3391）6204（飼養者＝広富牧場）

2009年生
（12歳）
栗毛

（新ひだか産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellハーツクライ

�
�
*トニービンアイリッシュダンス鹿 2001 *ビューパーダンス

�
�
�

�
�
*ディクタスサッカーボーイ ダイナサッシュキボウ

�
�
Exuberant

*セイメイ栗 2001 Proud Entrance（8）

【*エスケンデレヤを受胎（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）：タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1），トロワ
ゼトワル（京成杯オータムＨ-G3２回），ケイデンスコール（新潟２歳Ｓ-G3），ヴァルディゼ
ール（シンザン記念-G3），シーズララバイ（フラワーＣ-G3２着）。父として，リスグラシュー
（有馬記念-G1），ワンアンドオンリー（ダービー-G1）を出す

母キボウ（01 サッカーボーイ）２戦。産駒
クリノヴィクトリア（牝 栗アサクサキングス）３勝，�
エヌケイボーイ（牡 黒鹿 ネオユニヴァース）入着，南関東�４勝，�
ルファンタスク（牡 黒鹿キングヘイロー）兵庫�５勝
エリースプラッシュ（牝 栗ダンスインザダーク）佐賀�５勝
カチドキ（牡 栗 *ロージズインメイ）東海�４勝

祖母 *セイメイ（93 Exuberant）米国産，わが国で１勝。産駒
センカク（牡マーベラスサンデー）４勝，府中Ｓ，精進湖特別，中京記念-G3２着，

オパールＳ-L３着，中日新聞杯-JPN3５着
トウジュ（牝 *テンビー）１勝。産駒

ラインシュナイダー（牡ヴァーミリアン）中央・佐賀�６勝，サマーチャンピオ
ン-JPN3，薫風Ｓ，伊良湖特別，大須特別，グリーンチャンネルＣ-L２
着，エニフＳ-L３着，ながつきＳ-OP３着，高知�入着，黒船賞
-JPN3４着

ケンマ（騸 *ティンバーカントリー）１勝
三代母プラウドエントランス Proud Entrance（86 At the Threshold）北米２勝。産駒
プラウドマン Proud Man：北米10勝，パームビーチＳ-G3，ヒル プリンスＳ-G3，ト

ロピカル パークダービー-G3，エヴァグレイズＳ-G3，ケルソＢＣＨ-G2２
着，ホーソーンダービー-G3２着，フォートマーシーＨ-G3２着。種牡馬

四代母プラウデストケイジー Proudest Cagey（72 Proudest Roman）北米５勝。*ケイ
ジーイグザーベランス Cagey Exuberance（アスタリタＳ-G2）の母，ファイ
ナルフリング Final Fling（サンタイサベルＳ-G3）の祖母

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \6,000,000］

【繁殖成績】
2014 シングンジャネット（牝 黒鹿シングンオペラ）不出走
15 シングンオフビート（騸 黒鹿シングンオペラ）佐賀�３勝，障２勝，�
16 シングンハート（牝 黒鹿シングンオペラ）３戦，障３戦
17 シングンジュリア（牝 鹿シングンオペラ）３戦，東海�４戦，�
18 シングンノヴァ（牡 鹿シングンオペラ）未出走
19 不受胎（シングンオペラ）
20 （牝 栗 *バゴ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 606



7 2021ジェイエス冬セール T0534‐33

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐09 アルゴロオジエ

厩舎番号№7 アルゴロオジエ Algo l'Osier

エンジェルレーシング＝東京都港区 ℡01456（2）5733（飼養者＝ヴェルサイユファーム）

2014年生
（７歳）
黒鹿毛
（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellハーツクライ

�
�
*トニービンアイリッシュダンス鹿 2001 *ビューパーダンス

�
�
�

�
�
Roberto

*ブライアンズタイム
Kelley's Dayジョウノボレロ

�
�
Dixieland Band

*ザンゼ青鹿 2002 Charming Tiara（13）

【ルーラーシップを受胎（販売申込時）最終種付４月15日】

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

母ジョウノボレロ（02 *ブライアンズタイム）１勝。産駒
リアライズキボンヌ（牝 鹿 *アフリート）５勝，アレキサンドライトＳ，鹿島特別，オホー

ツクＨ，北海道�入着，ブリーダーズゴールドＣ-JPN3５着
ジョウノアラミス（ 牡 鹿 *スウェプトオーヴァーボード）２勝
プリンセスミユキ（牝 芦 *スウェプトオーヴァーボード）中央・岩手・南関東�入着，兵

庫�４勝
アイヴィーサ（牝 鹿ロードカナロア）東海�３勝，佐賀�２勝，�
オラシオン（牡 鹿ダイワメジャー）高知�１勝，佐賀�３勝
リンダリンダリンダ（牝 鹿オルフェーヴル）南関東�１勝，南関東�１勝，�
ケンバトル（牡 鹿ゴールドアリュール）南関東�２勝

祖母 *ザンゼ Zanze（90 Dixieland Band）米国産，英入着。産駒
シルキーヴェルジェ（牝 *ティンバーカントリー）４戦。産駒

マイネオーチャード（牝ステイゴールド）５勝，クリスマスＣ，魚野川特別，エリザ
ベス女王杯-G1４着，マーメイドＳ-G3５着

コパノモーニング（騸 マーベラスサンデー）北海道�１勝，佐賀�11勝，水無
月賞

三代母チャーミング ティアラ Charming Tiara（86 Alydar）不出走。産駒
ディーズノットワーズ Deeds Not Words：北米２勝，レキシントンＳ-G2３着，ベス

トパルＳ-G3３着，ゴータムＳ-G2４着
チャーミングクウェストCharming Quest：不出走。産駒
ラクマジェール Lac Majeur：仏４勝，Prix du Haras de la Huderie-L２着，

Criterium du Fonds Europeen de l'Elevage-L３着
レットザミステリービー Let the Mystery Be：北米入着。産駒

エディタEdyta：北米２戦。カイシャエレトロニカ Caixa Eletronica（チャー
ルズタウンクラシックＳ-G2，トゥルーノースＨ-G2，フォール ハイウェ
イトＨ-G3，ウエストチェスターＳ-G3）の母

四代母マイ チャーマー My Charmer（69 Poker）北米６勝，Fair Grounds Oaks。シ
アトル スルー Seattle Slew（米年度代表馬，ケンタッキーダービー-G1）の母

【競走成績】中央１勝，２着４回，南関東�入着，３着１回［収得賞金 \18,760,000］

【繁殖成績】
2020 （牝 鹿 *ハービンジャー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 607



8 2021ジェイエス冬セール T0160‐28

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐07 ポーラーシェーン

厩舎番号№8 ポーラーシェーン Polarsken

桑田ファーム＝浦河町姉茶 ℡0146（25）2957

2010年生
（11歳）
鹿毛

（浦河産）

�
�
�
�

ロックハードテン �
�
�

クリスエス �
�
Roberto

Kris S.
Sharp Queen

Rock Hard Ten テルサ �
�
Mr. Prospector

Tersa鹿 2001 Peacefully

�
�
�

ジャイアンツコーズウェイ �
�
Storm Cat

Giant's Causeway
Mariah's Storm

*ホームウォード ヘイローリヴァー �
�
Irish River

Halo River栗 2004 *オールハローズ（2）

【ワールドエースを受胎（販売申込時）最終種付５月25日】

父ロックハードテン Rock Hard Ten は米国産，北米７勝，サンタアニタＨ-G1，マリブ
Ｓ-G1，グッドウッドＢＣＨ-G2，スワップスＢＣＳ-G2。主な産駒（ＢＭＳ）：ナッキー（デル
マーフューチュリティ-G1），テンシティ（バシュフォードマナーＳ-G3），ホープフル グロウ
ス（モンマスオークス-G3），チカフエルテ（ＭＲＣイシリアルＳ-G3），ザルゴス（ＴＲＣ
ボウミストレスＳ-G3）。父として，ネレイド（アメリカンオークス-G1）を出す

母 *ホームウォード Homeward（04 Giant's Causeway）米国産，北米１戦。産駒
カネトシビバーチェ（牝 鹿キングカメハメハ）４勝
カネトシクレスト（牡 鹿 *ファスリエフ）１勝
レイテストバード（牝 栗 *サマーバード）１勝

祖母ヘイロー リヴァー Halo River（95 Irish River）北米３勝，Appalachian S-L，
Gold Digger S-L，Lieutenant Governor S-L２着。産駒

*キャッチアグリムス Catch a Glimpse（牝 City Zip）加年度代表馬，加２歳牝馬
チャンピオン，加芝牝馬チャンピオン，北米８勝，ＢＣジュヴェナイルフィリ
ーズターフ-G1，ベルモントオークス招待Ｓ-G1，ナタルマＳ-G2，ペン マ
イルＳ-G3，ヒアカムズザブライドＳ-G3，エッジウッドＳ-G3，アパラチアン
Ｓ-G3，レイクプラシッドＳ-G2２着

オールドフォレスター Old Forester（牡 Forestry）北米６勝，クリフハンガーＳ
-G3，Canadian Turf H-L，Santa Claus S，ファイアクラッカーＢＣＨ-G2
２着，マイアミマイルＢＣＨ-G3２着，ジャイパーＨ-G3２着。種牡馬

カーサヴィナ Karsavina（牝 Theatrical）北米入着。産駒
ティッピータップ Tippie Tap（牝 Pleasant Tap）北米７勝，Rosenna S２着

三代母 *オールハローズ All Hallows（89 Halo）米国産，北米１勝。産駒
ナリタワールド：３勝，比良山特別，寒桜賞，アーリントンＣ-JPN3５着，山形�５勝，

岩手�２勝
セイントリープレア：３勝，夕張特別。産駒

オペラダンシング：３勝，栗子特別，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3３着
四代母リープ ライヴリー Leap Lively（78 Nijinsky）英３勝，フィリーズ マイル-G3。フ

ォレストフラワー Forest Flower（愛1000ギニー-G1）の母

【競走成績】中央入着，兵庫�１勝［収得賞金 \1,550,000］

【繁殖成績】
2015 アールビット（騸 栗メイショウボーラー）入着，岩手�２勝，北海道�１勝，�
16 パルセイティング（牝 鹿ローズキングダム）入着，南関東�３勝，�
17 トーレスデルパイネ（牝 栗アンライバルド）入着，兵庫�１勝，�
18 シェーンフォレスト（牝 黒鹿 ベルシャザール）北海道�１勝，�
19 不受胎（トゥザグローリー）
20 （牝 鹿 ベルシャザール）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 608



9 2021ジェイエス冬セール T0064‐71

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐07 スティーリア

厩舎番号№9 スティーリア Stiria

静内ファーム＝新ひだか町静内豊畑 ℡0146（46）2256

2016年生
（５歳）
青鹿毛
（安平産）

�
�
�
�

�
�
�

クリスエス �
�
Roberto

Kris S.
Sharp Queen

*シンボリクリスエス ティーケイ �
�
Gold Meridian

Tee Kay黒鹿 1999 Tri Argo

�
�
�

�
�
Deputy Minister

*フレンチデピュティ
Mitterandシナノネージュ

�
�
*サンデーサイレンスコードネーム鹿 2006 *トリッキーコード（1）

【リアルスティールを受胎（販売申込時）最終種付４月２日】

父*シンボリクリスエスは米国産，年度代表馬（２回），８勝，有馬記念-JPN1（２回）。主
な産駒（ＢＭＳ）：レイデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），アルクトス（マイルチャンピオ
ンシップ南部杯-JPN1），オーソリティ（アルゼンチン共和国杯-G2），アドミラブル（青葉賞
-G2），シングウィズジョイ（フローラＳ-G2），ミスパンテール（阪神牝馬Ｓ-G2），クイーンマ
ンボ（レディスプレリュード-JPN2），レイエンダ（エプソムＣ-G3）

母シナノネージュ（06 *フレンチデピュティ）４戦。産駒
ブランネージュ（牝 鹿 *シンボリクリスエス）３勝，かもめ島特別，君子蘭賞，フロー

ラＳ-G2２着，秋華賞-G1４着，ローズＳ-G2４着，チューリップ賞-G3４
着，オークス-G1５着

ボンナヴァン（牡 鹿 *シンボリクリスエス）３勝
祖母コードネーム（99 *サンデーサイレンス）３勝，伊万里特別。産駒
コーディリア（牝 *シンボリクリスエス）３勝，古町特別
マスターコード（牡 *ハービンジャー）３勝，白川特別，駒ヶ岳特別，�
エアギベオン（騸 *シンボリクリスエス）１勝，佐賀�９勝，岩手�１勝
エアフュージョン（牝 *シンボリクリスエス）１勝
エイリアス（牡ロードカナロア）１勝，�
ヴィジュネル（牡 *マクフィ）１勝，�
サクセスコード（牡 *ファスリエフ）南関東�１勝，高知�11勝，だるま夕日賞２着，

同４着，南関東�７勝
三代母 *トリッキーコード Tricky Code（91 Lost Code）米国産，北米９勝，サンタイネ

スＢＣＳ-G2，Bara Lass S-L，Miesque S-L，フェアグラウンズ オークス-G3
２着，ミスアメリカＳ-G3２着，ランチョベルナルドＨ-G3２着，オークリーフＳ
-G1３着，イエルバブエナＨ-G3３着，Jan Jessie S-L３着，Cascapedia S-L
３着，Miss Hollywood Park S３着，June Darling H３着。産駒

ハットトリック：最優秀短距離馬，７勝，マイルチャンピオンシップ-G1，京都金杯
-JPN3，東京新聞杯-JPN3，清水Ｓ，ナリタブライアンメモリアル，牡丹賞，香
港１勝，香港マイル-G1。仏２歳チャンピオンサイアー

エレクトロモティヴ Electromotive：豪７勝，MRC Anniversary Vase-L３着，ＭＲ
Ｃサンダウンギニー-G2４着

エスピヨン：３戦。産駒
カネトシリベルテ：４勝，九州スポーツ杯，衣笠特別
カルナアヴァンセ：不出走。産駒

ナルハヤ：４勝，逆瀬川Ｓ，マーメイドＳ-G3４着，�

【競走成績】中央３戦，東海�入着，２着１回，３着１回［収得賞金 \249,000］

【繁殖成績】
2020年より供用

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 609



10 2021ジェイエス冬セール T0246‐45

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐07 エイシンウルル

厩舎番号№10 エイシンウルル A Shin Uluru

静内ファーム＝新ひだか町静内豊畑 ℡0146（46）2256

2014年生
（７歳）
鹿毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
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

�
�
�

�
�
Fairy King

*ファルブラヴ
Gift of the Nightエーシンヴァーゴウ

�
�
*サンダーガルチ

*カンザスガール栗 2007 Speak Straight（4）

【ビッグアーサーを受胎（販売申込時）最終種付５月24日】

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

母エーシンヴァーゴウ（07 *ファルブラヴ）７勝，セントウルＳ-G2（芝1200ｍ），アイビス
サマーダッシュ-G3（芝1000ｍ），同３着，ルミエールＳ-OP（芝1000ｍ），オラシ
オンＳ（芝1200ｍ），スプリンターズＳ-G1３着，北九州記念-G3３着。産駒

リュウヤ（牡 鹿ロードカナロア）南関東�６勝，�
祖母 *カンザスガール（98 *サンダーガルチ）米国産，２勝，葛飾特別。産駒
エーシンジョイフル（牝 *オペラハウス）１勝。産駒

エイシンエンジョイ（牡 *サウスヴィグラス）北海道�３勝，南関東�２勝，兵庫
�６勝，兵庫ゴールドＣ，園田チャレンジＣ，園田ＦＣスプリント，東
海�２勝，サマーＣ，白銀争覇，�

三代母スピークストレイト Speak Straight（87 In Reality）不出走。産駒
サイレントグリーティング Silent Greeting：北米７勝，マーサワシントンＳ-G3，

Hilltop S-L，Bensalem S，Primonetta S-L３着，セイフリー ケプトＳ-G3
４着，ピムリコディスタフＨ-G3４着。産駒

トロフィー コレクター Trophy Collector：北米４勝，Oakley S，HBPA Jef-
ferson County Municipalities S２着，ミスプリークネスＳ-G3３着

ナイトブリーズ Night Breeze：北米３勝，Maryland Million Lassie S，Tod-
dler S。産駒

アーリー スター Early Star：北米６勝，Auld Lang Syne S-L３着
マイアミドリームズ Miami Dreams：北米２勝。産駒

マイアミデコ Miami Deco：北米３勝，Breeders' S，ケンタッキーカップター
フＳ-G3３着，シカモアＳ-G3３着

イフティタン Iftitan：不出走。産駒
フェアズ Fares：英３勝，International Trial S-L，UAE２勝

四代母ナレイター タイプ Narrator Type（77 Shecky Greene）北米11勝，Bornastar
S，Mary Todd H。ダウンタウン デイヴィー Downtown Davey（Golden
Bear S-L，ローレルフューチュリティ-G1３着）の母

【競走成績】北海道�入着，３着１回，兵庫�入着，兵庫若駒賞５着
［収得賞金 \1,015,000］

【繁殖成績】
2019 生後直死（モーリス）
20 （牝 栗ドゥラメンテ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 610



11 2021ジェイエス冬セール T0687‐37

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐07 プードルデコール

厩舎番号№11 プードルデコール Poudre Decor

高橋 修＝新ひだか町静内豊畑 ℡0146（46）2056

2010年生
（11歳）
栗毛

（白老産）

�
�
�
�

ニューアプローチ �
�
�

ガリレオ �
�
Sadler's Wells

Galileo
Urban Sea

New Approach パークイクスプレス �
�
Ahonoora

Park Express栗 2005 Matcher

�
�
�

シングスピール �
�
In the Wings

Singspiel
Glorious Song

*ミセススノー シャイニングヴェイル �
�
Twilight Agenda

Shining Vale栗 2003 Great Revival（21）

【アルアインを受胎（販売申込時）最終種付５月14日】

父ニューアプローチ New Approach は愛国産，愛英８勝，英ダービー-G1，チャンピオ
ンＳ-G1，愛チャンピオンＳ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：アースライト（ミドル パークＳ-G1，モ
ルニ賞-G1），アンビション（コリダ賞-G2），フォントヒル アビー（ベルトランドタラゴン賞
-G3），*デュープロセス（兵庫ゴールドＴ-JPN3）。父として，マサー（英ダービー-G1），ドー
ンアプローチ（英2000ギニー-G1），タレント（英オークス-G1）を出す

母 *ミセススノー Mrs Snow（03 Singspiel）英国産，独１勝，Henkel Trial-Dus-
seldorfer Stutenpreis-L２着，Preis der Spielbank Bad Neuenahr-L２着，
Grosser Preis der Frankfurter Volksbank-L３着，伊入着，セルジオクマニ
賞-G3３着。産駒

ザデュード The Dude（騸 鹿 *キングズベスト）仏１勝
フェイブルネージュ（牝 鹿ディープインパクト）３勝
レヴァンテ（牡 栗オルフェーヴル）兵庫�２勝，中央１勝，�
サクレメジャー Sacre Major（騸 栗ダイワメジャー）１勝，マカオ１勝
ミスティーフリップ（牡 栗 ゼンノロブロイ）１勝
サトノマーキス（牡 青鹿マンハッタンカフェ）南関東�５勝，�

祖母シャイニングヴェイル Shining Vale（98 Twilight Agenda）不出走。産駒
ワダートWadaat（牝 *ディクタット）英１勝，Coral Distaff S-L３着，伊入着，伊オー

クス-G2２着
バニーレボウスキ Bunny Lebowski（牝 Echo of Light）仏１勝。産駒
ヴェルマ ヴァレント Velma Valento（牝 Dabirsim）仏４勝，Prix du Pays

d'Auge-L，Grand Prix de Bordeaux-L３着，英入着，Gillies Fillies'
S-L２着

三代母グレイトリヴァイヴァル Great Revival（92 Keen）愛３戦。産駒
ヴァルツァーケーニギン Walzerkoenigin：独古牝馬チャンピオン，仏独伊５勝，ユ

ーロＣ-G2。ヴィーナー ヴァルツァー Wiener Walzer（独ダービー
-G1），ヴァルツァータクト Walzertakt（モーリスドニュイユ賞-G2），ポ
ートダグラス Port Douglas（ベレスフォードＳ-G2），ヴァルツァートラ
ウム Walzertraum（バファリアンクラシック-G3）の母

【競走成績】中央４戦

【繁殖成績】
2015 ワーキングヒーロー（牡 黒鹿 ネオユニヴァース）南関東�入着
16 オーマイラヴ（牝 黒鹿ジャスタウェイ）入着，南関東�２勝，�
17 ハローグッバイ（牝 栗ダイワメジャー）入着，�
18 ツイスタンシャウツ（牡 鹿ミッキーアイル）２戦，�
19 ヴラマンク（牡 鹿アドマイヤムーン）
20 （牡 鹿 サトノアラジン）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 611



12 2021ジェイエス冬セール T0404‐59

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐07 ティーケイキャット

厩舎番号№12 *ティーケイキャット Tee Kay Cat（USA）

高橋 修＝新ひだか町静内豊畑 ℡0146（46）2056

2008年生
（13歳）
黒鹿毛
（米国産）

�
�
�
�

ブルーグラスキャット �
�
�

ストームキャット �
�
Storm Bird

Storm Cat
Terlingua

Bluegrass Cat シーズアウイナー �
�
A. P. Indy

She's a Winner鹿 2003 Get Lucky

ティーケイ �
�
�

ゴールドマリディアン �
�
Seattle Slew

Gold Meridian
Queen Louie

Tee Kay トライアーゴウ �
�
Tri Jet

Tri Argo黒鹿 1991 Hail Proudly（8）

【ワールドエースを受胎（販売申込時）最終種付５月13日】

父ブルーグラスキャット Bluegrass Cat は米国産，北米５勝，ハスキル招待Ｓ-G1，レ
ムスンＳ-G2。主な産駒（ＢＭＳ）：ノーパロール（ウッディスティーヴンスＳ-G1），スウィー
トロレッタ（スピナウェイＳ-G1），ヘンリーズジョイ（ベルモントダービー招待Ｓ-G1）。父と
して，オーライチャオ（チリ競馬場大賞典-G1），リンダリンダ（アルベルトソラーリマグナ
スコ賞-G1），センチメンタル（モンテビデオ市大賞典-G1）を出す

母ティー ケイ Tee Kay（91 Gold Meridian）北米６勝，マーサワシントンＳ-G3（芝8.5
Ｆ），Lady Baltimore S-L（芝９Ｆ），セリマＳ-G3２着，Queen Empress S-L
２着，Sensational S-L３着，Junior Champion S３着。産駒

*シンボリクリスエス（牡 黒鹿 Kris S.）年度代表馬（２回），最優秀３歳牡馬，最
優秀古牡馬，８勝，天皇賞�-G1（２回），有馬記念-G1（２回），青葉賞
-G2，神戸新聞杯-G2，山吹賞，ダービー-G1２着，ジャパンＣ-G1３着
（２回），宝塚記念-G1５着。種牡馬

ティズアケイTizakay（牝 Tiznow）北米１勝，California Governor's Cup H２着
*ピサノデイラニ（牡 黒鹿 Fusaichi Pegasus）４勝，観月橋Ｓ，松戸特別，ヒヤシンス

Ｓ-OP２着。種牡馬
*アークティックミストArctic Mist（牝 Seeking the Gold）不出走。産駒

フローズンムーン（牝アドマイヤムーン）１勝。産駒
ハトホル（牝 *モンテロッソ）２勝，十日町特別，フェアリーＳ-G3４着

祖母トライアーゴウ Tri Argo（82 Tri Jet）北米６勝，Wistful H，Leixable S-L２着，
Mantua S２着，Alada S３着，モデスティＳ-G3４着。産駒

トライスキッピング Tri Skipping（牝 Skip Trial）北米２勝。パットンズ ヴィクトリ
ー Patton's Victory（騸 Patton：フィフスシーズンＳ-G3）の母，ジヴォ
Zivo（牡 True Direction：サバーバンＳ-G2）の祖母

トライシニア Trithenia（牝 Gold Meridian）北米入着。ウェル アームド Well
Armed（騸 Tiznow：ドバイワールドＣ-G1，グッドウッドＳ-G1），ウィッティ
Witty（牝 Distorted Humor：レイルバードＳ-G3）の祖母

【競走成績】中央５戦，入着，３着１回［収得賞金 \1，600，000］

【繁殖成績】
2013 サクラトップピサ（牝 鹿ヴィクトワールピサ）東海�入着
14 タイガーレディ（牝 鹿 *ワークフォース）高知�１勝
15 ココリエルサ（牝 黒鹿ダイワメジャー）兵庫�４勝，�
16 不受胎（ジャスタウェイ）
17 エプスタイン（牡 鹿 *ダンカーク）未出走
18 レッティングゴー（牡 黒鹿ダイワメジャー）１戦，�
19 不受胎（ルーラーシップ）
20 （牝 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 2020.12.16 17.20.15 Page 612



13 2021ジェイエス冬セール T0173‐53

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐09 ニシノフリヒメ

厩舎番号№13 ニシノフリヒメNishino Furihime

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2015年生
（６歳）
栗毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Roberto

*ブライアンズタイム
Kelley's Dayタニノギムレット

�
�
*クリスタルパレスタニノクリスタル鹿 1999 *タニノシーバード

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスゴールドアリュール *ニキーヤニシノゴウヒメ

�
�
*フォーティナイナーニシノマイヒメ栗 2009 *デュプリシト（2）

【ネロを受胎（販売申込時）最終種付６月３日】

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

母ニシノゴウヒメ（09ゴールドアリュール）１勝。産駒
エルゴラッソ（牡 黒鹿メイショウボーラー）佐賀�１勝，�

祖母ニシノマイヒメ（98 *フォーティナイナー）４勝，門松Ｓ，久多特別。産駒
ニシノオウガイ（牡 *ロージズインメイ）４勝，鋸山特別，高知�16勝
ニシノゲンキマル（牡デュランダル）３勝，岩手�９勝，�
ニシノオドリコ（牝 *ブライアンズタイム）１勝

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

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

ニシノセイリュウ：３勝，若駒Ｓ-OP，下鴨Ｓ
ニシノデュー：６勝，晩春Ｓ，都大路Ｓ-L３着，ニューイヤーＳ-L３着
ニシノマナムスメ：４勝，ユートピアＳ，堀川特別，マイラーズＣ-G2２着，愛知

杯-G3２着，カシオペアＳ-L３着，ヴィクトリアマイル-JPN1５着
ニシノミライ：入着。ニシノデイジー（札幌２歳Ｓ-G3，東京スポーツ杯２歳Ｓ

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

ネロ：８勝，京阪杯-G3（２回），ラピスラズリＳ-L，セントウルＳ-G2２着，南関
東・岩手�入着，東京盃-JPN2２着，クラスターＣ-JPN3２着。種牡馬

ニシノファイナル：４勝，シリウスＳ-OP，鞍馬特別，北九州短距離Ｓ-OP２着。産駒
ニシノアンサー：２勝，ホープフルＳ-L，クローバー賞-L２着，岩手�１勝

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

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

ニシノマオ：１勝，小倉２歳Ｓ-JPN3２着，フェアリーＳ-JPN3３着
ニシノテンモン：１勝。産駒

ニシノヘブンズドア：１勝，障１勝，新潟ジャンプＳ２着

【競走成績】中央入着［収得賞金 \1,950,000］

【繁殖成績】
2020 死亡（牡 栗 ネロ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 613



14 2021ジェイエス冬セール T0725‐02

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐09 ツクバエルドラド

厩舎番号№14 ツクバエルドラド Tsukuba El Dorado

村上欽哉牧場＝新冠町新栄 ℡0146（49）5113

2009年生
（12歳）
鹿毛

（千歳産）

�
�
�
�

エルコレドール �
�
�

ミスターグリーリー �
�
Gone West

Mr. Greeley
Long Legend

El Corredor シルヴァリースワン �
�
Silver Deputy

Silvery Swan黒鹿 1997 Sociable Duck

�
�
�

ディキシーランドバンド �
�
Northern Dancer

Dixieland Band
Mississippi Mud

*ファーストバイオリン サンライズシンフォニー �
�
Secretariat

Sunrise Symphony鹿 1998 Wimbledon Star（23）

【ドゥラメンテを受胎（販売申込時）最終種付４月８日】

父エルコレドール El Corredor は米国産，北米７勝，シガーマイルＨ-G1，デル マー
ＢＣＨ-G2。主な産駒（ＢＭＳ）：イオタパ（ヴァニティＨ-G1，クレメントＬ.ハーシュＨ
-G1），レットフェイスアライズ（サンタマルガリータＳ-G1），ダノンファラオ（ジャパンダート
ダービー-JPN1）。父として，*クリスプ（サンタアニタオークス-G1），ドミニカン（ブルーグ
ラスＳ-G1），*バックシートリズム（ガーデンシティＳ-G1）を出す

母 *ファーストバイオリン First Violin（98 Dixieland Band）米国産，北米２勝，Go for
Wand S３着。産駒

ドミニカン Dominican（騸 El Corredor）北米４勝，ブルーグラスＳ-G1，Rusha-
way S-L，ファイエットＳ-G3２着，ハンシンカップＨ-G3２着，ケンタッキー
ジョッキークラブＳ-G2３着，ターフウェイパークフォール チャンピオンシッ
プＳ-G3３着（２回），Round Table S-L３着

サウンズオブアース（牡 黒鹿 ネオユニヴァース）２勝，はなみずき賞，ジャパンＣ
-G1２着，同５着，菊花賞-G1２着，有馬記念-G1２着，日経賞-G2２
着，同４着，京都大賞典-G2２着，同４着，神戸新聞杯-G2２着，京都新
聞杯-G2２着，若葉Ｓ-L３着，札幌記念-G2４着（２回）

レディトゥビーファーストReady to Be First（騸 More Than Ready）北米２勝
グローサーザール（牡 栗ヴィクトワールピサ）南関東�２勝，中央１勝
バリオラージュ（牡 鹿ディープインパクト）１勝，石川�１勝，�
ストークダバノン（牡 栗オルフェーヴル）１勝，�
クロイツェル（牡 黒鹿マンハッタンカフェ）１勝

祖母サンライズシンフォニー Sunrise Symphony（90 Secretariat）北米２戦。産駒
チットチャットチットチャット Chitchat Chitchat（牝 Arch）北米４勝，River Cities

Breeders' Cup S２着，Sangue H２着
スキーピング Skeaping（牡 Storm Bird）北米２勝，エル カミノリアル ダービー

-G3４着
メイビーインメイMaybe in May（牝 Miswaki）北米２戦。マダム カクタス Ma-

dame Cactus（牝 Cactus Ridge：レイヴンランＳ-G2）の祖母

【競走成績】中央２戦

【繁殖成績】
2014 （牡 鹿 *バトルプラン）
15 フワトロ（牝 鹿 ネオユニヴァース）兵庫�２勝，中央１勝，�
16 マックスアン（牡 栗 ネオユニヴァース）２勝，�
17 レイワエンジェル（牝 黒鹿 ネオユニヴァース）南関東�入着，�
18 流産（モーリス）
19 （牡 鹿エピファネイア）
20 （牡 栗エピファネイア）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 614



15 2021ジェイエス冬セール T0513‐34

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐09 ニシノミーチャン

厩舎番号№15 ニシノミーチャン Nishino Michan

村上欽哉牧場＝新冠町新栄 ℡0146（49）5113

2006年生
（15歳）
鹿毛

（鵡川産）

�
�
�
�

�
�
�

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

�
�
�

�
�
Roberto

*ブライアンズタイム
Kelley's Dayニシノプロミネンス

�
�
*シェルシュールドールブランドノーブル鹿 1998 ニシノマッサリア（12）

*マッサリア系

【エピカリスを受胎（販売申込時）最終種付５月22日】

父キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ワグネリアン（ダービー-G1），デアリングタクト（牝馬
三冠），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），ソダシ（阪神ジュベナイルフィリーズ-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）

母ニシノプロミネンス（98 *ブライアンズタイム）５勝。産駒
ニシノマドカ（牝 鹿ジャングルポケット）１勝，兵庫�５勝。産駒

ナイママ（牡ダノンバラード）北海道�１勝，中央２勝，コスモス賞-OP，五稜
郭Ｓ，札幌２歳Ｓ-G3２着，札幌日経オープン-L３着，京都新聞杯
-G2４着，�

カイトレッド（牝ゴールドヘイロー）１勝，�
ロケラニセブン（牝 栗ストロングリターン）南関東�１勝，�
フレアリボン（牝 鹿 *スウェプトオーヴァーボード）高知�１勝，�

祖母ブランドノーブル（90 *シェルシュールドール）５勝，ターコイズＳ-OP，佐渡Ｓ，加治
川特別，べにばな賞，府中牝馬Ｓ-JPN3３着。産駒

ニシノサブライム（牡フジキセキ）６勝，サンシャインＳ，昇仙峡特別，初茜賞
ニシノニチリン（牝メジロマックイーン）３勝
ニシノフリーダム（牡アグネスタキオン）３勝

三代母ニシノマッサリア（84 *マグニテュード）入着。産駒
ニシノオーディン：２勝

四代母エリシャ（77 *シャトーゲイ）南関東�１勝。産駒
ジャングルキング：南関東�入着

五代母ラポートターフ（68 *ラヴァンダン）１勝。産駒
アサクサシンモン：南関東�２勝，中央３勝，御嶽特別，北九州記念３着

【競走成績】中央３勝，２着１回，３着２回［収得賞金 \29,665,000］

【繁殖成績】
2012 不受胎（ハイアーゲーム）
13 ニシノラック（牝 栗 ゼンノロブロイ）兵庫�１勝
14 ニシノキャプテン（牡 鹿キャプテントゥーレ）入着
15 不受胎（ダノンシャンティ）
16 不受胎（リーチザクラウン）
17 不受胎（*ダンカーク）
18 ブルーカルセドニー（牝 鹿 ディープブリランテ）北海道�２勝，フローラルＣ（Ｄ

1600ｍ），ブロッサムＣ２着，エーデルワイス賞-JPN3５着，�
19 不受胎（スクリーンヒーロー）
20 （牝 鹿ダノンバラード）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 615



16 2021ジェイエス冬セール T0335‐45

販売者：

価 格： 購買者：

2021‐01‐08 ハーランズロマン

厩舎番号№16 *ハーランズロマン Harlan's Roman（USA）

林 正道＝東京都港区 ℡0146（42）1477（飼養者＝服部牧場）

2012年生
（９歳）
黒鹿毛
（米国産）

�
�
�
�

ハーランズ ホリデー �
�
�

ハーラン �
�
Storm Cat

Harlan
Country Romance

Harlan's Holiday クリスマスインエイケン �
�
Affirmed

Christmas in Aiken鹿 1999 Dowager

スインギング �
�
�

ワイルドアゲイン �
�
Icecapade

Wild Again
Bushel-n-Peck

Swinging ペナントチャンピオン �
�
Mr. Prospector

Pennant Champion黒鹿 2001 Personal Ensign（6）

【リアルインパクトを受胎（販売申込時）最終種付４月17日】

父ハーランズ ホリデー Harlan's Holiday は米国産，北米９勝，フロリダ ダービー-G1，
ブルーグラスＳ-G1，ドンＨ-G1，ドバイワールドＣ-G1２着。主な産駒（ＢＭＳ）：シグニ
フィカントフォーム（ボールストンスパＳ-G2），*マイミスリリー（ガゼルＳ-G2），ロイヤル シ
ャルロット（プライアリスＳ-G2），トーナリスツシェイプ（ダヴォナデイルＳ-G2），ジャストウィ
キッド（アディロンダックＳ-G2），モズベッロ（日経新春杯-G2）

母スインギング Swinging（01 Wild Again）北米２勝。産駒
オフリミッツ Off Limits（牝 Include）北米２勝，Busher S-L２着，Likely Ex-

change S３着。産駒
オフトピック Off Topic（牝 *ストリートセンス）北米２勝，ＣＣＡオークス-G1

３着，ガゼルＳ-G2３着，アラバマＳ-G1４着
*アスタースウィング（牡 栗 Haynesfield）４勝，苗場特別，�
セイヘイキッド Say Hey Kid（騸 Haynesfield）北米10勝
ザミモザレイディThe Mimosa Lady（牝 Afleet Alex）北米３勝

祖母ペナントチャンピオン Pennant Champion（92 Mr. Prospector）北米２勝。産駒
アニマル スピリッツ Animal Spirits（牡 Arch）北米１勝，バーボンＳ-G3
ベースボール チャンピオン Baseball Champion（牡 Wild Again）北米４勝，ウッド

ウォードＳ-G1４着
ブロードペナントBroad Pennant（牝 Broad Brush）不出走。産駒

インタラクティフ Interactif（牡 Broken Vow）北米４勝，競馬博物館名誉
の殿堂Ｓ-G2，バーボンＳ-G3。種牡馬

ストレッチング Stretching（牝 Red Ransom）北米３勝，Jersey Lilly S
ウイングスパン Wingspan（牝 Silver Hawk）仏・北米２勝，フロール賞-G3２

着。エトニアン Etonian（牡 Olympic Glory：ソラリオＳ-G3）の祖母
リジョイシング Rejoicing（牝 Forestry）北米１勝。産駒

ディヴァイン オース Divine Oath（騸 Broken Vow）北米５勝，アメリカンダ
ービー-G3，ケントＳ-G3，Ｗ.Ｌ.マクナイトＨ-G3

アーンティジョイ Auntie Joy（牝 Uncle Mo）北米３勝，リグレットＳ-G3
ウイナーWinner（牝 Horse Chestnut）北米１勝。産駒

オチョオチョオチョOcho Ocho Ocho（牡 *ストリートセンス）北米３勝，デル
タダウンズジャックポットＳ-G3，Juvenile Turf Sprint S-L

【競走成績】中央１勝，２着１回，３着１回［収得賞金 \8,300,000］

【繁殖成績】
2017 ハーランズハーツ（牡 黒鹿 ハーツクライ）１勝，�
18 ルビースター（牝 黒鹿キズナ）１戦，�
19 （牝 鹿キズナ）
20 （牝 黒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 2021.01.12 12.14.02 Page 601



17 2021ジェイエス冬セール T0565‐41

販売者：

価 格： 購買者：

2021‐01‐08 オウケンハナミズキ

厩舎番号№17 オウケンハナミズキ Oken Hanamizuki

福井 明＝大阪府大阪市 ℡0146（36）2259（飼養者＝辻牧場）

2009年生
（12歳）
青毛

（様似産）

�
�
�
�

�
�
�

ナシュワン �
�
Blushing Groom

Nashwan
Height of Fashion

*バゴ ムーンライツボックス �
�
Nureyev

Moonlight's Box黒鹿 2001 Coup de Genie

�
�
�

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）

【レッドファルクスを受胎（販売申込時）最終種付６月１日】

父*バゴ Bago は仏国産，全欧３歳牡馬チャンピオン，仏８勝，凱旋門賞-G1，パリ大賞
典-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ワンダーアマービレ（天満橋Ｓ，火打山特別）。父として，クロ
ノジェネシス（有馬記念-G1，宝塚記念-G1），ビッグウィーク（菊花賞-G1），ステラヴェロー
チェ（サウジアラビアロイヤルＣ-G3），コマノインパルス（京成杯-G3），タガノアザガル（フ
ァルコンＳ-G3），クリスマス（函館２歳Ｓ-G3），オウケンサクラ（フラワーＣ-G3）を出す

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
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，�
クリスタルクール（牝 鹿キングカメハメハ）東海�５勝。産駒

ハーキマーダイヤ（牝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，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

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１勝，２着２回，３着１回［収得賞金 \14,500,000］

【繁殖成績】
2016 オウケンインザサン（牡 青 ゼンノロブロイ）入着，兵庫�２勝，�
17 オウケンアマゾネス（牝 黒鹿 ゼンノロブロイ）岩手�２勝，南関東�１勝，�
18 オウケンビリュウ（牝 鹿ロードカナロア）１戦，�
19 （牝 鹿ドゥラメンテ）
20 （牡 黒鹿 ハーツクライ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2021.01.12 12.14.02 Page 602
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販売者：

価 格： 購買者：

2021‐01‐08 シャルルムーン

厩舎番号№18 シャルルムーン Charle Moon

福井 明＝大阪府大阪市 ℡0146（36）2259（飼養者＝辻牧場）

2015年生
（６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スペシャルウィーク キャンペンガールシャルルヴォア

�
�
Fly So Free

*フリーヴァケイション鹿 2007 Miami Vacation（23）

【オウケンブルースリを受胎（販売申込時）最終種付３月13日】

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，日経
新春杯-G2。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），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），リ
オンリオン（青葉賞-G2），ハッシュライター（ＮＪＣニューキャッスルゴールドＣ-G3），フェ
アリーポルカ（中山牝馬Ｓ-G3），ワンダフルタウン（京都２歳Ｓ-G3）を出す

母シャルルヴォア（07 スペシャルウィーク）３勝，三田特別（芝2400ｍ）。産駒
ナンヨーイザヨイ（牡 黒鹿エイシンフラッシュ）３勝，九州スポーツ杯，障１勝，�
ナンヨーアーミー（牡 鹿キングカメハメハ）１勝，高知�２勝，�
シェルブルック（牡 鹿 *タートルボウル）１勝
ロンギングフレンド（牝 黒鹿エイシンフラッシュ）入着，南関東�１勝，�

祖母 *フリーヴァケイション Free Vacation（96 Fly So Free）加国産，加芝牝馬チャ
ンピオン，北米７勝，Breeders' S，Flaming Page H -L（２回），Wonder
Where S，ナタルマＳ-CAN1２着，スカイクラシックＨ-G2２着，Robert G.
Dick Memorial Breeders' Cup S-L２着，加プリンセスエリザベスＳ-CAN1３
着，Canadian Oaks３着，April Run S３着，ロングアイランドＨ-G2４着，グレ
ンズフォールズＨ-G3４着。産駒

ウインリバティ（牝ダンスインザダーク）５勝，ムーンライトＨ，西海賞，都井岬特別，
チューリップ賞-G3５着

モレーンレイク（牝フサイチコンコルド）１勝
ウインリベロ（牡ステイゴールド）東海�３勝，岩手�１勝，中央障１勝，�
ウインアマルフィ（牝スクリーンヒーロー）岩手�１勝，�

三代母マイアミ ヴァケイション Miami Vacation（88 Far North）北米３勝，Foster
City Mile S-L。産駒

イグジットトゥリオ Exit to Rio：英１勝，北米６勝，Hasta La Vista H，Wildcat
H３着

シーサイドリンクス Seaside Links：北米15勝，Cup and Saucer S２着
*アプサラ：２勝，雲雀ヶ原特別，新潟�１勝

四代母ディシジョン Decision（80 Resound）北米４勝，パッカーアップＳ-G3，Lyrique
S，Fairmount Juvenile S，Pocahontas S２着，アシュランドＳ-G2３着。産駒

マイアミダンサー Miami Dancer：北米２勝，John Peri S３着
ディザイアブルヴィラDesirable Villa：南アフリカ入着。産駒
ヴィリエラ Villiera：ジンバブエ６勝，Golden Jubilee Oaks

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2019 不受胎（ビッグアーサー）
20 不受胎（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 2021.01.12 12.14.02 Page 603



101 2021ジェイエス冬セール T0172‐09

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐07 ラプンツェル

厩舎番号№101 ラプンツェル Rapunzel

槇本牧場＝日高町賀張 ℡01456（5）2295

2002年生
（19歳）
黒鹿毛
（門別産）

�
�
�
�

�
�
�

デピュティミニスター �
�
Vice Regent

Deputy Minister
Mint Copy

*デヒア シスタードット �
�
Secretariat

Sister Dot鹿 1991 Sword Game

�
�
�

プライヴェイトアカウント �
�
Damascus

Private Account
Numbered Account

*ラクリス スペクタキュラージョーク �
�
Spectacular Bid

Spectacular Joke黒鹿 1991 No Joke（2）

【ワールドエースを種付けして不受胎（販売申込時）】

父*デヒア Dehere は米国産，米２歳牡馬チャンピオン，北米６勝，シャンペンＳ-G1。豪
２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ミッドナイトルート（ＢＣスプリント-G1２
回），ウィル テイクチャージ（トラヴァーズＳ-G1），ボールライトニング（京王杯２歳Ｓ
-G2），グレイトパール（アンタレスＳ-G3），モンストール（新潟２歳Ｓ-G3），デグラーティア
（小倉２歳Ｓ-JPN3），メイショウアイアン（北海道スプリントＣ-JPN3）

母 *ラクリス La Crise（91 Private Account）米国産，仏入着。産駒
ナグレイオンザブロック Nugrayontheblock（騸 With Approval）北米16勝，Gold

Breeders' Cup S２着，Klondike H２着，R. J. Speers S２着，Wheat
City S３着

ラッシュウインド（牝 黒鹿 *ワイルドラッシュ）１勝。産駒
ストーミーワンダー（牡 *ストーミングホーム）東海�16勝，くろゆり賞，白銀争

覇，飛山濃水杯，サマーＣ２着，兵庫�１勝，姫山菊花賞，石川�
１勝，金沢スプリントＣ

ラッシュストーム（牝 *ザール）１勝
クロニカ（牝 黒鹿 Broad Brush）兵庫�１勝，中央３勝。産駒
ミツカネラクリス（牝 *シニスターミニスター）１勝，�

ロックシンガー（牡 鹿 *ストラヴィンスキー）２勝
祖母スペクタキュラー ジョーク Spectacular Joke（82 Spectacular Bid）仏４勝，モ

ーリスドギース賞-G2，パレロワイヤル賞-G3。アモニータ Amonita（牝 An-
abaa：マルセルブサック賞-G1，スワニーリヴァーＨ-G3）の母

【競走成績】中央３戦，北海道�４勝，２着６回，３着２回［収得賞金 \1,727,000］

【繁殖成績】
2009 クロタカ（牝 黒鹿 *シーキングザダイヤ）北海道�９勝，南関東�６勝，中央２

勝
10 アロマー（牝 鹿 *ルールオブロー）北海道�８勝，兵庫�２勝，高知�２勝
11 ラプリバティー（牡 黒鹿 *スタチューオブリバティ）北海道�３戦
12 ブルーベルファイト（牡 鹿 *ファンタスティックライト）北海道�５勝，兵庫�５勝，

�
13 種付せず
14 ブルーフォース（牡 鹿 *サウスヴィグラス）北海道�６勝，兵庫�２勝，�
15 ラプズベスト（牡 鹿 *キングズベスト）北海道�１勝，岩手�１勝
16 種付せず
17 ノーブルフェアリー（牝 黒鹿 ゼンノロブロイ）入着，�
18 カラフルライフ（牝 鹿 *バトルプラン）未出走
19 （牝 黒鹿ゴールドシップ）
20 （牝 黒鹿 *タリスマニック）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 616



102 2021ジェイエス冬セール T0715‐11

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐07 レースオブスターズ

厩舎番号№102 レースオブスターズ Race of Stars

槇本牧場＝日高町賀張 ℡01456（5）2295

2003年生
（18歳）
栗毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellアグネスタキオン

�
�
*ロイヤルスキーアグネスフローラ栗 1998 アグネスレディー

�
�
�

ルファビュルー �
�
Wild Risk

Le Fabuleux
Anguar

*ミルレーサー マーストンズミル �
�
In Reality

Marston's Mill鹿 1983 Millicent（22）

【種付せず】

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

母 *ミルレーサー Millracer（83 Le Fabuleux）米国産，英１勝，北米１勝，ベルデイム
Ｓ-G1４着。産駒

フジキセキ（牡 青鹿 *サンデーサイレンス）最優秀２歳牡馬，４勝，朝日杯３歳Ｓ
-JPN1，弥生賞-JPN2，もみじＳ-OP。種牡馬

シャイニンレーサー（牝 黒鹿 *ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ-JPN3，京都牝
馬特別-JPN3２着。シャイニンルビー（牝 *サンデーサイレンス：クイーン
Ｃ-JPN3，オーロＣ-L，桜花賞-JPN1３着）の母

アグネススペシャル（牡 栗 *サンデーサイレンス）５勝，オールカマー-JPN2２着，
新潟記念-JPN3２着，アメリカＪＣＣ-JPN2３着。種牡馬

スーパーライセンス（牡 栗 *マイニング）７勝，キャピタルＳ-OP，サンライズＳ，プロ
キオンＳ-OP２着，オータムスプリントＳ-OP２着。種牡馬

スターリーロマンス（牝 栗 *サンデーサイレンス）４勝。ノボリディアーナ（牝 *フレ
ンチデピュティ：府中牝馬Ｓ-G2，ターコイズＳ-L２着，小倉日経オープン-L
２着），ダノンミル（騸ジャングルポケット：若葉Ｓ-L）の母

サンシャワーキッス（95 牝 栗 アンバーシャダイ）不出走。キョウエイアシュラ（騸
*スウェプトオーヴァーボード：オーバルスプリント-JPN3）の母

【競走成績】中央３戦，入着［収得賞金 \750,000］

【繁殖成績】
2008 不受胎（*ホワイトマズル）
09 ファーストウインク（牝 栗 *ロージズインメイ）３戦
10 ダノンミリオン（牡 鹿 *スウェプトオーヴァーボード）不出走
11 ホシノキラメキ（牝 鹿メイショウサムソン）北海道�入着
12 キアーロベルタ（牝 鹿 *エンパイアメーカー）２戦，入着，北海道�２勝
13 種付せず
14 シュートザスター（牡 鹿アドマイヤムーン）１戦
15 不受胎（*エンパイアメーカー）
16 流産（*クロフネ）
17 シールド（牡 芦 *クロフネ）中央・兵庫�９戦，�
18 ギムオブスターズ（牡 鹿タニノギムレット）北海道�入着，�
19 不受胎（エイシンフラッシュ）
20 （牝 鹿 *シャンハイボビー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 617



103 2021ジェイエス冬セール T0401‐50

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐07 マカレア

厩舎番号№103 マカレア Maka Le'a

アスラン＝苫小牧市樽前 ℡0144（68）0441

2013年生
（８歳）
黒鹿毛
（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

�
�
�

サドラーズウェルズ �
�
Northern Dancer

Sadler's Wells
Fairy Bridge

*ワイオラ ルビーズフロムバーマ �
�
*フォーティナイナー

Rubies from Burma鹿 2001 Perfect Example（8）

【種付せず】

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

母 *ワイオラWyola（01 Sadler's Wells）米国産，愛４戦。産駒
アプルーヴ Approve（牡 Oasis Dream）英３勝，ノーフォークＳ-G2，ジムクラック

Ｓ-G2，シャンペンＳ-G2２着，ミドル パークＳ-G1３着，ジュライＳ-G2４
着，仏入着，ロベール パパン賞-G2３着。種牡馬

ケイプ オブ アプルーヴァル Cape of Approval（騸 Cape Cross）愛５勝，Mid-
summer Sprint S-L，Cork Sprint S-L２着

ザティトエンジェル The Tito Angel（牡 *ロックオブジブラルタル）仏１勝
トレジャーステイト（牝 鹿 Oasis Dream）東海�２勝，中央３勝
レッドモアナ（牝 栗ジャスタウェイ）１勝，�

祖母ルビーズ フロム バーマ Rubies From Burma（96 *フォーティナイナー）愛３勝，
Belgrave S-L３着。産駒

アロプーラ Alo Pura（牝 Anabaa）英１勝，UAE７勝，アル シンダガ スプリント
-G3３着，Jebel Ali Sprint-L３着（２回）

アイヴォリー ガラ Ivory Gala（牝 Galileo）英１勝，仏入着，Prix Joubert-L２着。
産駒

レッド ガリレオ Red Galileo（騸 Dubawi）英２勝，Buckhounds S-L２着，
Godolphin S-L２着（２回），同３着，クラシックトライアル-G3４着，
UAE１勝，ナドアルシバトロフィー-G3２着

三代母パーフェクトイグザンプル Perfect Example（82 Far North）不出走。産駒
カルチャー ヴァルチャー Culture Vulture：全欧２歳牝馬チャンピオン，英仏伊６

勝，仏1000ギニー-G1，マルセル ブサック賞-G1，フィリーズ マイル-G1，ロ
ウザーＳ-G2，エミリオトゥラティ賞-G2

パーフェクトリー Purrfectly：北米２勝。産駒
サンタ カタリナ Santa Catarina：北米３勝，ハリウッドＢＣオークス-G2，ケン

タッキーオークス-G1２着，フリゼットＳ-G1２着
ペルフォリア Perfolia：英４勝。産駒
コンプトン アストリア Compton Astoria：不出走。ボーシャン クセルクセス

Beauchamp Xerxes（On the House S-L）の母

【競走成績】中央１勝，２着１回，３着２回［収得賞金 \11,855,000］

【繁殖成績】
2020 （牡 鹿ファインニードル）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 618



104 2021ジェイエス冬セール T0173‐41

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐09 ニシノシュロ

厩舎番号№104 ニシノシュロ Nishino Shuro

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2011年生
（10歳）
青鹿毛
（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

*エンドスウィープ
Broom Dance

*プリサイスエンド プリサイスリー �
�
Summing

Precisely黒鹿 1997 Crisp 'n Clear

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellニシノブラッサム

�
�
Danzig

*デュプリシト青鹿 2001 Fabulous Fraud（2）

【ネロを種付けして不受胎（販売申込時）】

父*プリサイスエンド Precise End は米国産，北米４勝，ベイショアＳ-G3。主な産駒
（ＢＭＳ）：ウィンターフェル（北海道２歳優駿-JPN3２着），メリットマン（フロリダ ダービー
-G1３着）。父として，シェリーン（カムリーＳ-G2），エンドレスサークル（フォール ハイウェイ
トＨ-G3），カフジテイク（根岸Ｓ-G3），グロリアスノア（武蔵野Ｓ-G3），シェアースマイル
（エーデルワイス賞-JPN3），メイショウウタゲ（エニフＳ-L）を出す

母ニシノブラッサム（01 *サンデーサイレンス）２勝，東海�１勝。産駒
ニシノフィオーリ（牝 黒鹿 *アグネスデジタル）南関東�２勝
ニシノレジェンド（牡 黒鹿 *バゴ）岩手�１勝

祖母 *デュプリシトDuplicit（85 Danzig）米国産，不出走。産駒
ニシノフラワー（牝 Majestic Light）最優秀２・３歳牝馬，最優秀スプリンター，７

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

ニシノセイリュウ（牡 *ブライアンズタイム）３勝，若駒Ｓ-OP，下鴨Ｓ
ニシノデュー（牡 *ブライアンズタイム）６勝，都大路Ｓ-L３着
ニシノマナムスメ（牝アグネスタキオン）４勝，マイラーズＣ-G2２着
ニシノミライ（牝セイウンスカイ）入着。ニシノデイジー（牡 *ハービンジャー：札

幌２歳Ｓ-G3，東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3）の祖母
ニシノタカラヅカ（牝 *サンデーサイレンス）１勝，ファンタジーＳ-JPN3３着。産駒

ネロ（牡 *ヨハネスブルグ）８勝，京阪杯-G3（２回），ラピスラズリＳ-L，セントウ
ルＳ-G2２着，南関東�入着，東京盃-JPN2２着。種牡馬

ニシノファイナル（牝 *マラキム）４勝，シリウスＳ-OP。産駒
ニシノアンサー（牡スペシャルウィーク）２勝，ホープフルＳ-L，岩手�１勝

ブランドセレナーデ（牝 *サウスアトランティック）３勝，小樽特別。産駒
ニシノシンフォニー（牡メジロライアン）２勝，セントライト記念-JPN2２着

ニシノマイヒメ（牝 *フォーティナイナー）４勝，門松Ｓ，久多特別
ニシノボナリー（牝ニホンピロウイナー）２勝，東海�１勝。産駒

ニシノマオ（牝 サクラバクシンオー）１勝，小倉２歳Ｓ-JPN3２着
ニシノテンモン（牝 *シェリフズスター）１勝。産駒

ニシノヘブンズドア（牡 *ティンバーカントリー）１勝，障１勝，新潟ジャンプＳ
２着

【競走成績】中央２勝，２着１回，３着４回［収得賞金 \22,600,000］

【繁殖成績】
2017 死産（リーチザクラウン）
18 不受胎（*カジノドライヴ）
19 （牡 黒鹿 *ベーカバド）
20 不受胎（ネロ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 619



105 2021ジェイエス冬セール T0272‐70

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐07 レイビスティー

厩舎番号№105 レイビスティー Lei Bisty

野々垣 陽介＝愛知県一宮市 ℡0146（46）2553（飼養者＝朝野 勝洋）

2007年生
（14歳）
青鹿毛
（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

�
�
�

パイラーツバウンティ �
�
Hoist the Flag

Pirate's Bounty
Bad Seed

*マジックペイントブラッシュ ペイントブラッシュ �
�
Bold Hour

Paintbrush青鹿 1993 Change Water（4）

【種付せず】

父キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ワグネリアン（ダービー-G1），デアリングタクト（牝馬
三冠），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），ソダシ（阪神ジュベナイルフィリーズ-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）

母 *マジックペイントブラッシュMagic Paintbrush（93 Pirate's Bounty）米国産，北米
１勝。産駒

イラショナリー Illusionary（騸 Woodman）北米３勝，トロピカルターフＨ-G3４着，
北米障１勝

マジックペイントMagic Paint（牝 Woodman）不出走。産駒
マジックマネー メグ Magic Money Meg（牝 Talk Is Money）北米６勝，

Martanza S３着
祖母ペイントブラッシュ Paintbrush（77 Bold Hour）北米３勝，Rare Perfume S３着

【競走成績】中央１戦，東海�９勝，２着８回，３着３回，石川�１勝
［収得賞金 \2,322,000］

【繁殖成績】
2013 カツゲキキトキト（牡 青鹿 スパイキュール）ＮＡＲ３歳最優秀牡馬，東海�26

勝，東海ダービー（Ｄ1900ｍ），東海菊花賞（Ｄ1900ｍ）３回，東海桜花
賞（Ｄ1400ｍ），オグリキャップ記念（Ｄ2500ｍ）２回，名古屋記念（Ｄ
1400ｍ）２回，ゴールド争覇（Ｄ1400ｍ），マイル争覇（Ｄ1600ｍ），くろ
ゆり賞（Ｄ1600ｍ），名港盃（Ｄ1900ｍ），秋の鞍（Ｄ1600ｍ），スプリン
グＣ（Ｄ1600ｍ），駿蹄賞（Ｄ1900ｍ），新春ペガサスＣ（Ｄ1600ｍ），新
緑賞（Ｄ1600ｍ），名古屋グランプリ-JPN2３着（２回），同５着，名古屋
大賞典-JPN3３着，同５着，兵庫�１勝，六甲盃（Ｄ2400ｍ），南関東・
石川・佐賀�入着，白山大賞典-JPN3２着，同３着，東京記念２着（２
回），黒潮盃２着，佐賀記念-JPN3４着，�

14 カツゲキマドンナ（牝 鹿カネヒキリ）北海道�１勝，東海�４勝，スプリングＣ２
着，東海クイーンＣ３着，若草賞３着，クイーンＣ３着，駿蹄賞５着，ラ
イデンリーダー記念５着，兵庫�１勝，園田クイーンセレクション（Ｄ
1400ｍ）

15 カツゲキミヤビ（牝 鹿 *サウスヴィグラス）東海�入着
16 カツゲキドラゴン（牡 鹿スマートファルコン）北海道�４勝，�
17 カツゲキダイオウ（牡 鹿エスポワールシチー）北海道�６勝，兵庫�１勝，�
18 不受胎（*シンボリクリスエス）
19 （牝 青鹿フェノーメノ）
20 （牝 鹿ミッキーアイル）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 620



106 2021ジェイエス冬セール T0350‐71

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐07 カツゲキグロリア

厩舎番号№106 カツゲキグロリア Katsugeki Gloria

野々垣 陽介＝愛知県一宮市 ℡0146（46）2553（飼養者＝朝野 勝洋）

2012年生
（９歳）
栗毛

（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellサムライハート

�
�
*トニービンエアグルーヴ鹿 2002 ダイナカール

�
�
�

�
�
Blushing Groom

*アラジ *ダンスールファビュルートラックマグナ
�
�
*ブレイヴェストローマンマイグローリア鹿 2002 *ナマラ（7）

【種付せず】

父サムライハートは早来産，３勝，ドンカスターＣ。父として，オヤコダカ（兵庫ジュニアグ
ランプリ-JPN2２着），プレミアムブルー（シンザン記念-G3３着），ローレルブレット（プリン
シパルＳ-L２着），ディアセオリー（プリンシパルＳ-L３着），クリスタルシルバー（ジャパン
ダートダービー-JPN1４着），オンザロックス（きさらぎ賞-G3５着），ディアシューター（共同
通信杯-G3５着），ライトフェアリー（キーンランドＣ-G3５着）を出す

母トラックマグナ（02 *アラジ）北海道�３勝，北斗盃３着。産駒
エレーヌ（牝 栗ダイタクリーヴァ）北海道�１勝，東海�５勝，東海ダービー，スプリ

ングＣ，東海クイーンＣ，新緑賞，岩手�１勝，日高賞，ビューチフルドリー
マーＣ２着，佐賀�１勝，ル・プランタン賞，兵庫�３勝，兵庫サマークイ
ーン賞，のじぎく賞，石川�入着，読売レディス杯３着

ミニオンペール（牝 鹿マツリダゴッホ）東海�２勝，中央１勝，�
カイエン（牡 栗アッミラーレ）南関東�６勝
アイノトウシューズ（牝 栗スウィフトカレント）兵庫�５勝
コスモマタン（牡 栗 *アサクサデンエン）東海�３勝

祖母マイグローリア（87 *ブレイヴェストローマン）４勝，立夏Ｓ，銀嶺Ｓ-OP３着。産駒
ヴァイタルトラック（牝 *ダハール）４勝，葉山特別，京成杯オータムＨ-JPN3３着。

産駒
アイアンゴールド（牝 *マイネルラヴ）兵庫�３勝，のじぎく賞
バーチャルトラック（牡リンカーン）２勝，高知�６勝，だるま夕日賞

トラックプレスト（騸 *フレイズ）２勝，新潟�１勝
トラックビッサアレ（騸 サクラチトセオー）１勝
トラックワンダー（牝 *グラスワンダー）１勝

三代母 *ナマラ Namara（74 Pieces of Eight）英国産，英２勝。産駒
アレークアドラ：南関東�６勝，北関東�３勝，大利根賞
ウメノレイホー：２勝。産駒

ハヤテミキコ：３勝，是政特別
オーゴンナマラ：東海�入着。産駒

ハヤテフユコ：３勝，越後特別
ハヤテナマラ：２戦，入着。産駒
エバークロス：不出走。産駒
フレーザーハクユウ：佐賀・熊本�６勝，九州ジュニアグランプリ，荒炎賞

【競走成績】東海�２勝，２着２回［収得賞金 \3,817,000］

【繁殖成績】
2018 カツゲキニンニン（牡 栗 *グラスワンダー）北海道�入着，�
19 （牡 栗フリオーソ）
20 生後直死（イスラボニータ）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 621



107 2021ジェイエス冬セール T0683‐58

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐09 タイキエイワン

厩舎番号№107 タイキエイワン Taiki A One

ビクトリーホースランチ＝浦河町西幌別 ℡0146（28）1436

2007年生
（14歳）
黒鹿毛
（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

カーリアン �
�
Nijinsky

Caerleon
Foreseerフサイチコンコルド

�
�
Sadler's Wells

*バレークイーン鹿 1993 Sun Princess

�
�
�

キュアザ ブルーズ �
�
Stop the Music

Cure the Blues
Quick Cureヤエノジョオー

�
�
Linkage

*リンクスオブゴールド栗 1990 State Treasure（21）

【ビッグアーサーを種付けして流産】

父フサイチコンコルドは早来産，３勝，ダービー-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：ジョーカプチ
ーノ（ＮＨＫマイルＣ-G1，シルクロードＳ-G3，ファルコンＳ-G3），オースミイチバン（ダイ
オライト記念-JPN2，兵庫チャンピオンシップ-JPN2），ウキヨノカゼ（キーンランドＣ-G3，クイ
ーンＣ-G3）。父として，ブルーコンコルド（東京大賞典-JPN1），バランスオブゲーム（毎日
王冠-G2），オースミハルカ（チューリップ賞-JPN3）を出す

母ヤエノジョオー（90 Cure the Blues）７勝，タイムス杯-OP（Ｄ1700ｍ），同２着，清水
Ｓ（芝1600ｍ），但馬Ｓ（Ｄ1400ｍ），渡島特別（Ｄ1700ｍ），シーサイドＳ
-JPN3２着，シーサイドオープン-OP３着，コーラルＳ-OP３着。産駒

タイキパーシヴァル（牡 栗ゴールドアリュール）５勝，節分Ｓ，六社特別，甲東特別
マイオトメ（牝 鹿 *グルームダンサー）２勝。産駒
トーセンステディ（牡 *チーフベアハート）１勝
マイヴィーナス（牝 *カリズマティック）１勝

トーホウジョオー（牝 鹿フサイチコンコルド）２勝
トーホウカウンター（牝 栗 サクラバクシンオー）２勝
ゼンノテキーラ（牡 栗 *エンドスウィープ）１勝，東海�12勝，サマーＣ４着
ツルミベレイザ（牝 鹿 *ピルサドスキー）１勝
デザートジョオー（牝 栗 *デザートキング）入着，南関東�１勝，石川�１勝

祖母 *リンクスオブゴールド Links of Gold（85 Linkage）米国産，北米４勝。産駒
ヤマケイコー（牝 サクラバクシンオー）２勝，飛竜特別
リンクスオブタイム（牝 *ジェイドロバリー）５勝
ヤエノリリー（牝 *ミルジョージ）３勝
イーベルリンクス（牝 *ドクターデヴィアス）不出走。産駒

ゲイルワン（牡 *フォーティナイナー）１勝，京王杯２歳Ｓ-JPN2４着
三代母ステイトトレジャー State Treasure（80 Secretariat）北米１勝。タイムレス ツ

イスター Timeless Twister（Razorback Futurity），デインジャー クロコ
ダイル Danger Crocodile（Troy S）の祖母

四代母ディオメディア Diomedia（71 Sea Bird）北米７勝，マーゲイトＨ-G3

【競走成績】中央３勝，糺の森特別（芝1800ｍ），２着２回，３着３回
［収得賞金 \43,676,000］

【繁殖成績】
2015 タイキメサイア（牡 栗 *ハードスパン）２勝，�
16 ブラックフェアリー（牝 青ヴィクトワールピサ）入着，東海�２勝
17 タイキワンダラス（牡 青鹿スピルバーグ）兵庫�入着，北海道�３勝，�
18 アヴォロンティ（牝 青エピファネイア）２戦，�
19 （牝 青鹿ミッキーアイル）
20 （牝 鹿 *デクラレーションオブウォー）

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 622



201 2021ジェイエス冬セール T0450‐68

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐07 ポップシンガー

厩舎番号№201 ポップシンガー Pop Singer

村山 卓也＝新ひだか町静内 ℡090（5950）5125（飼養者＝へいはた牧場）

2014年生
（７歳）
鹿毛

（日高産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスゴールドアリュール *ニキーヤスマートファルコン

�
�
*ミシシッピアンケイシュウハーブ栗 2005 キョウエイシラユキ

�
�
�

�
�
*ダンシングブレーヴ

*コマンダーインチーフ
Slightly Dangerousケイアイポップス

�
�
*ルイヴィルサミットケイアイユリカゴ鹿 2000 カネアオイ（9）

【未供用】

父スマートファルコンは静内産，中央・石川・南関東・兵庫・佐賀・東海・北海道�23勝，
東京大賞典-G1，ＪＢＣクラシック-JPN1（２回），帝王賞-JPN1。父として，オーヴェルニュ
（福島民友Ｃ-L），ティーズダンク（全日本２歳優駿-JPN1３着），リワードアンヴァル（鳳雛
Ｓ-L２着），アシャカダイキ（クラスターＣ-JPN3４着），ゲンパチマイティー（兵庫ジュニア
グランプリ-JPN2５着），リコーパイソン（兵庫ジュニアグランプリ-JPN2５着）を出す

母ケイアイポップス（00 *コマンダーインチーフ）不出走。産駒
スーパーレインボー（牝 鹿 *サウスヴィグラス）北海道�１勝，佐賀�３勝，大観峰

賞，兵庫�６勝，南関東�２勝
エーペックス（牡 青鹿 *マイネルラヴ）３勝
モナクランベル（牝 鹿 *アジュディケーティング）南関東�２勝，広島�４勝
ブラックイーグル（牝 鹿 *ブラックホーク）南関東�４勝
プリティーカナヒメ（牝 栗アグネスフライト）佐賀�２勝，兵庫�２勝
ブラックボーイ（牡 鹿 *ブラックホーク）佐賀�３勝
ワンダーポップス（牝 鹿 *グラスワンダー）北海道�１勝

祖母ケイアイユリカゴ（91 *ルイヴィルサミット）３勝，習志野特別，クイーンＳ-JPN3５着。
産駒

ケイアイドーベル（牡フジキセキ）２勝
ケイアイリヴァー（牝フジキセキ）１勝，南関東�５勝

三代母カネアオイ（75 *バーバー）５勝，北陸特別。産駒
ケイアイジョン：３勝，白百合Ｓ，白菊賞，シンザン記念-JPN3３着，きさらぎ賞-JPN3

３着，アーリントンＣ-JPN3４着，石川�３勝，ＪＴＢ賞
アキニシキ：４勝，福島テレビ杯，八ヶ岳特別，バレンタインＳ-OP３着
ケイアイドンウルフ：２勝，都井岬特別
カネアルコ：入着。産駒

カガヤキローマン：南関東・北海道・北関東�12勝，東京盃-JPN2（２回），同
４着，北海道スプリントＣ-JPN3，同３着，東京シティ盃，東海�入着，
全日本サラブレッドＣ-JPN3３着

カネノギク：１勝。産駒
カネヒュウガ：５勝，セプテンバーＳ，秋川特別，阿寒湖特別

四代母 *ブレハットBrehat（60 Sayajirao）仏国産，不出走。産駒
カネハヤテ：４勝，ＮＨＫ杯，グリーンＳ，れんげ賞。種牡馬
カネイコマ：４勝，ヴァイオレット賞，皐月賞２着，ＮＨＫ杯２着。種牡馬
カネアキバ：５勝，ジュライＳ，みなづき賞，京成杯３着，函館３歳Ｓ３着。種牡馬
カネアケビ：４勝，阿武隈特別，松島特別，福島大賞典２着

【競走成績】中央４勝，三浦特別（Ｄ1300ｍ），２着４回，３着２回
［収得賞金 \67,837,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 623



202 2021ジェイエス冬セール T0672‐56

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐07 ナオミエキスプレス

厩舎番号№202 ナオミエキスプレス Naomi Express

レイクヴィラファーム＝虻田郡洞爺湖町 ℡090（5329）4382

2017年生
（４歳）
青鹿毛

（洞爺湖産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスディープインパクト *ウインドインハーヘアリアルインパクト

�
�
Meadowlake

*トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

�
�
�

�
�
*トニービンジャングルポケット *ダンスチャーマーナオミノユメ

�
�
*クロフネクロノロジスト鹿 2009 インディスユニゾン（20）
*ラスティックベル系

【未供用】

父リアルインパクトは安平産，中央・豪５勝，ＡＴＣジョージライダーＳ-G1，安田記念
-G1，阪神Ｃ-G2（２回），ＡＴＣドンカスターマイル-G1２着，朝日杯フューチュリティＳ
-G1２着，毎日王冠-G2２着，京王杯２歳Ｓ-G2２着，富士Ｓ-G3２着，中山記念-G2
３着，ＮＨＫマイルＣ-G1３着。父として，ラウダシオン（ＮＨＫマイルＣ-G1，クロッカス
Ｓ-L），アルムブラスト（カンナＳ-OP），テリオスヒメ（ダリア賞-OP２着）を出す

母ナオミノユメ（09 ジャングルポケット）２勝。産駒
マケルナマサムネ（牡 鹿ディープブリランテ）１戦，�

祖母クロノロジスト（03 *クロフネ）１勝。産駒
ノームコア（牝 *ハービンジャー）６勝，ヴィクトリアマイル-G1，同３着，札幌記念

-G2，富士Ｓ-G3，紫苑Ｓ-G3，アスター賞，愛知杯-G3２着，フローラＳ
-G2３着，フラワーＣ-G3３着，安田記念-G1４着，エリザベス女王杯-G1
５着，香港１勝，香港Ｃ-G1，香港マイル-G1４着，�

クロノジェネシス（牝 *バゴ）６勝，宝塚記念-G1，秋華賞-G1，京都記念-G2，クイ
ーンＣ-G3，アイビーＳ-L，大阪杯-G1２着，阪神ジュベナイルフィリーズ
-G1２着，天皇賞�-G1３着，桜花賞-G1３着，オークス-G1３着，エリザ
ベス女王杯-G1５着，�

ハピネスダンサー（牝メイショウサムソン）５勝，修学院Ｓ，壇之浦特別，堀川特別，
ミモザ賞，小倉大賞典-G3５着，中山牝馬Ｓ-G3５着，マーメイドＳ-G3５
着

三代母インディスユニゾン（97 *サンデーサイレンス）不出走。産駒
リーチコンセンサス：４勝，浅口特別，水路閣特別，こでまり賞
ライトニングボール：２勝，小樽特別，障１勝
プライマリーコード：１勝，デイリー杯２歳Ｓ-G2５着

四代母 *ラスティックベル Rustic Belle（90 Mr. Prospector）米国産，仏１勝。産駒
フサイチエアデール：５勝，４歳牝馬特別�-JPN2，ダービー卿チャレンジＴ

-JPN3，シンザン記念-JPN3，マーメイドＳ-JPN3，桜花賞-JPN1２着，エリザ
ベス女王杯-JPN1２着（２回），オークス-JPN1５着，秋華賞-JPN1５着。
産駒

フサイチリシャール：最優秀２歳牡馬，５勝，朝日杯フューチュリティＳ-JPN1，
阪神Ｃ-JPN2，東京スポーツ杯２歳Ｓ-JPN3。種牡馬

ライラプス：３勝，クイーンＣ-JPN3，スイートピーＳ-L
ベラージオ：岩手�１勝，中央７勝，トパーズＳ-L，金蹄Ｓ，丹沢Ｓ，四国新聞杯，

マーチＳ-JPN3３着，南関東�入着，東京大賞典-JPN1４着
ペルヴィアンリリー：不出走。産駒

アドマイヤエイカン：４勝，札幌２歳Ｓ-G3，古都Ｓ，ステイヤーズＳ-G2２着

【競走成績】中央入着，東海�入着，２着１回，３着２回［収得賞金 \3,114,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 624



203 2021ジェイエス冬セール T0515‐13

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐07 グロリアスブレイク

厩舎番号№203 *グロリアスブレイク Glorious Break（USA）

レッドマジック＝東京都千代田区 ℡090（6991）9090（飼養者＝青藍牧場）

2017年生
（４歳）
栗毛

（米国産）

�
�
�
�

ディストーティドヒューマー �
�
�

�
�
Mr. Prospector

*フォーティナイナー
File

Distorted Humor ダンチヒズビューティ �
�
Danzig

Danzig's Beauty栗 1993 Sweetest Chant

グロリアスチャント �
�
�

ジャイアンツコーズウェイ �
�
Storm Cat

Giant's Causeway
Mariah's Storm

Glorious Chant リング オブミュージック �
�
Sadler's Wells

Ring of Music鹿 2010 Glorious Song（12）

【未供用】

父ディストーティドヒューマー Distorted Humor は米国産，北米８勝，カマンウェルスＢ
ＣＳ-G2。北米チャンピオンサイアー。北米ＢＭＳチャンピオン。主な産駒（ＢＭＳ）：アロ
ゲイト（ＢＣクラシック-G1，ドバイワールドＣ-G1），コンスティチューション（フロリダ ダービ
ー-G1），イレイト（アラバマＳ-G1），ガラナ（エイコーンＳ-G1），ハッピーセイヴァー（ジョッ
キークラブゴールドカップＳ-G1），*モーニン（フェブラリーＳ-G1）

母グロリアスチャントGlorious Chant（10 Giant's Causeway）北米２勝。出走した産駒
は*グロリアスブレイクのみ

祖母リング オブミュージック Ring of Music（93 Sadler's Wells）不出走。産駒
キャンパノロジスト Campanologist（牡 Kingmambo）英独伊・UAE11勝，オイロ

パ賞-G1，ドイツ賞-G1，ラインラントポカル-G1，伊ジョッキークラブ大賞典
-G1，キングエドワード七世Ｓ-G2，ドバイシティオブゴールド-G2，ウイン
ターヒルＳ-G3，愛・トルコ入着，タタソールズゴールドＣ-G1２着，国際ボ
スポラスＣ-G2２着。種牡馬

アルミラArmilla（牝 Rainbow Quest）不出走。産駒
ウェル ラウンディド Well Rounded（牝 Reset）豪３勝，ＶＲＣメイトリアーク

Ｓ-G2，ＶＲＣオークス-G1４着
パイロア Paeroa（牝 Dubai Destination）豪入着。産駒

アビリティ Ability（騸 Reward for Effort）豪７勝，ＭＲＣブレッチングリ
ーＳ-G3，VRC All Victorian Sprint Final-L

ピースベル Peace Bell（牝 Kingmambo）仏２戦。産駒
ワン ファイン デイ One Fine Day（牝 Trippi）南アフリカ３勝，ウムジンクー

ルーＳ-G3，ゴールデン ホースシュー-G1２着，アランロバートソン
チャンピオンシップ-G1３着

*ドバイソプラノDubai Soprano（牝 Zafonic）不出走。産駒
イソベル ベイリー Isobel Baillie（牝 Lomitas）仏２勝，Prix Madame Jean

Couturie-L３着。産駒
イサベラ シングス Isabella Sings（牝 *エスケンデレヤ）北米８勝，ミセ

スリヴィアＳ-G2，イートンタウンＳ-G3，マイチャーマーＨ-G3
アローラ ミシェル Alaura Michele（牝 Arch）北米４勝，P.G.Johnson

S-L，ドクタージェイムズペニーメモリアルＨ-G3３着
マリーンウィナー（牝フジキセキ）南関東�２勝。産駒

ホワイトフーガ（牝 *クロフネ）中央・南関東�10勝，ＪＢＣレディスクラ
シック-JPN1（２回），関東オークス-JPN2，さきたま杯-JPN2，スパ
ーキングレディーＣ-JPN3，ＴＣＫ女王盃 -JPN3，マリーンＣ
-JPN3，端午Ｓ-OP

【競走成績】中央４戦

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 625



204 2021ジェイエス冬セール T0160‐38

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐09 ファニーフラッシュ

厩舎番号№204 ファニーフラッシュ Funny Flash

川上 量生＝東京都中央区 ℡0145（22）3330（飼養者＝ゼットステーブル）

2016年生
（５歳）
栗毛

（千歳産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellゴールドアリュール

�
�
Nureyev

*ニキーヤ栗 1999 Reluctant Guest

�
�
�

ディストーティドヒューマー �
�
*フォーティナイナー

Distorted Humor
Danzig's Beautyファニーストーリー

�
�
Sadler's Wells

*チケットトゥダンス鹿 2004 River Missy（2）

【未供用】

父ゴールドアリュールは追分産，最優秀ダートホース，中央・南関東・岩手�８勝，フェブ
ラリーＳ-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：オメガパフューム（東京大賞典-G1２回，帝王賞
-JPN1），ハービンマオ（関東オークス-JPN2），ツーエムマイスター（パラダイスＳ-L２着），
ブルーセレブ（南関東・東京２歳優駿牝馬），ドリュウ（ポラリスＳ-OP２着）。父として，コパ
ノリッキー（フェブラリーＳ-G1），エスポワールシチー（ジャパンＣダート-G1）を出す

母ファニーストーリー（04 Distorted Humor）１勝。産駒
スマートボムシェル（牡 栗ゴールドアリュール）４勝，吹田特別，鷹取特別，障３勝，

�
クレスコブレイブ（牡 栗ゴールドアリュール）２勝，北海道�１勝，�
バクハツ（牡 栗スマートファルコン）１勝，南関東�１勝，�
ファニーヒロイン（牝 栗ゴールドアリュール）１勝
オーマイオーマイ（牡 鹿ゴールドアリュール）１勝，�
エスケイアリュール（牡 鹿ゴールドアリュール）南関東�14勝，�

祖母 *チケットトゥダンス Ticket To Dance（99 Sadler's Wells）愛国産，英１勝。産駒
シビルウォー（牡 *ウォーエンブレム）中央・北海道・石川・岩手・東海�11勝，名古

屋グランプリ-JPN2，同３着（２回），ブリーダーズゴールドＣ-JPN2（２
回），同２着，白山大賞典-JPN3，同３着，マーキュリーＣ-JPN3，同２着，
同３着，関越Ｓ-L，北総Ｓ，マーチＳ-G3３着，仁川Ｓ-L３着，南関東�
入着，ＪＢＣクラシック-JPN1２着，同３着，浦和記念-JPN2２着（２回），
同４着，東京大賞典-G1４着，帝王賞-JPN1４着，同５着，ダイオライト記
念-JPN2５着。種牡馬

カメリアビジュ（牝フジキセキ）１勝。産駒
マイネルユキツバキ（牡 *アイルハヴアナザー）５勝，福島民友Ｃ-L，下総

Ｓ，師走Ｓ-L２着，�
三代母リヴァーミッシー River Missy（84 Riverman）愛１勝。産駒
ミス ゴールデン サークル Miss Golden Circle：北米９勝，アスタリタＳ-G2，バー

バラフリッチーＨ-G2，ディスタフＨ-G2，ジェニュインリスクＨ-G2，Gallant
Bloom H-L，テストＳ-G1２着，ガゼルＨ-G1２着，デムワーゼルＳ-G2２
着，ファーストフライトＨ-G2２着，トップフライトＨ-G1３着。産駒

ゴールデンソング Golden Song：不出走。ジャガリュ Jaguaryu（Lady Caribb-
ean Cup S）の母

エスペラント Esperanto：愛１勝，仏入着，リュパン賞-G1４着
四代母キロクイック Quilloquick（69 Graustark）北米１勝。産駒
リープ ライヴリー Leap Lively：英３勝，フィリーズ マイル-G3。フォレストフラワ

ー Forest Flower（愛1000ギニー-G1）の母

【競走成績】南関東�１勝，３着２回［収得賞金 \2,415,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 626



205 2021ジェイエス冬セール T0005‐26

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐09 フローラルパーク

厩舎番号№205 フローラルパーク Floral Park

高橋 正雄＝神奈川県川崎市 ℡0146（25）2105（飼養者＝恵比寿牧場）

2016年生
（５歳）
栗毛

（新冠産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Storm Cat

*ヘネシー
Island Kitty

*ヘニーヒューズ メドウフライヤー �
�
Meadowlake

Meadow Flyer栗 2003 Shortley

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスアグネスタキオン アグネスフローラフェアノータム

�
�
In The Wings

*バブルウイングス鹿 2003 *バブルプロスペクター（1）

【未供用】

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

母フェアノータム（03 アグネスタキオン）２戦。産駒
ショウナンマハ（牝 黒鹿 *タイキシャトル）４勝，ＨＢＣ賞，石打特別。産駒
ショウナンアオゾラ（牡 ルーラーシップ）３勝，�

ホワイトプラネット（牝 芦 *クロフネ）南関東�３勝，中央２勝
ツクバイーメーカー（牡 鹿 *エンパイアメーカー）２勝
バスティード（牡 栗アドマイヤムーン）１勝

祖母 *バブルウイングス Bubble Wings（92 In The Wings）仏国産，英４勝。産駒
ショウナンパントル（牝 *サンデーサイレンス）最優秀２歳牝馬，２勝，阪神ジュベ

ナイルフィリーズ-JPN1，新潟２歳Ｓ-JPN3２着，紫苑Ｓ-L２着，デイリー杯
２歳Ｓ-JPN2５着。産駒

ショウナンアチーヴ（牡ショウナンカンプ）３勝，ニュージーランドＴ-G2，から
まつ賞，朝日杯フューチュリティＳ-G1２着

ショウナンアクロス（牡ダンスインザダーク）４勝，神奈川新聞杯，ホンコンジョッキー
クラブＴ，百日草特別，芙蓉Ｓ-OP３着

ウイングオブラック（牝 *ブライアンズタイム）２戦。産駒
フライングメリッサ（牝ダンスインザダーク）３勝，秩父特別。産駒

マイネルラフレシア（牡ジャングルポケット）３勝，アイビーＳ-OP，甲斐路
Ｓ，プリンシパルＳ-L２着，東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3３着，�

シルクレイノルズ（牡スペシャルウィーク）２勝，川俣特別
三代母 *バブルプロスペクター Bubble Prospector（84 Miswaki）は米国産，愛１勝。

産駒
ザッツザプレンティ：３勝，菊花賞-JPN1，ジャパンＣ-G1２着。種牡馬
ウインシュナイト：５勝，巴賞-L，下鴨Ｓ，小倉大賞典-JPN3２着
マニックサンデー：２勝，４歳牝馬特別�-JPN2。エポワス（キーンランドＣ-G3，大

阪－ハンブルクＣ-L）の母
*バブルドリーム Bubble Dream：不出走。*ラヴアンドバブルズ Love and Bubbles

（クロエ賞-G3）の母，ディープブリランテ（ダービー-G1）の祖母
フラポニー Flaponny：仏４勝。フリップ フロップ Flip Flop（Prix Charles Laf-

fitte Hermitage Barriere-L，イエローリボンＳ-G1２着）の母，キュアバ
ーン Qurbaan（バーナードバルークＨ-G2２回）の祖母

【競走成績】中央３勝，２着１回，３着１回［収得賞金 \28,900,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 627



206 2021ジェイエス冬セール T0494‐06

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐09 ムーンザムーン

厩舎番号№206 ムーンザムーン Moon the Moon

林 正道＝東京都港区 ℡0146（46）2433（飼養者＝橋本牧場）

2014年生
（７歳）
鹿毛

（安平産）

�
�
�
�

�
�
�

シングスピール �
�
In the Wings

Singspiel
Glorious Songローエングリン

�
�
Garde Royale

*カーリング栗 1999 Corraleja

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellアズサユミ

�
�
トウショウボーイファーストクラス黒鹿 1995 スイートコンコルド（11）
*ダンスタイム系

【未供用】

父ローエングリンは千歳産，10勝，中山記念-G2，マイラーズＣ-G2。主な産駒（ＢＭＳ）：
バンローズキングス（兵庫チャンピオンシップ-JPN2３着）。父として，ロゴタイプ（安田記念
-G1，皐月賞-G1，朝日杯フューチュリティＳ-G1），カラクレナイ（フィリーズレビュー-G2），ト
ーセンスーリヤ（新潟大賞典-G3），ヴゼットジョリー（新潟２歳Ｓ-G3），ナインテイルズ（淀
短距離Ｓ-L），ゴットフリート（朝日杯フューチュリティＳ-G1３着）を出す

母アズサユミ（95 *サンデーサイレンス）１勝。産駒
クランエンブレム（牡 鹿 *ウォーエンブレム）４勝，大原Ｓ，福島市制施行100周

年記念，障２勝，阪神ジャンプＳ，東京ハイジャンプ４着
クリーバレン（牡 鹿 *シンボリクリスエス）障３勝，新潟ジャンプＳ
ムーンザムーン（牝 鹿ローエングリン）本馬
ラルケット（牝 青鹿 *ファルブラヴ）４勝，洞爺湖特別，サフラン賞，クイーンＣ-JPN3

３着。産駒
ステルヴィオ（牡ロードカナロア）４勝，マイルチャンピオンシップ-G1，スプリン

グＳ-G2，コスモス賞-OP，朝日杯フューチュリティＳ-G1２着，毎日王
冠-G2２着，京王杯スプリングＣ-G2２着，スワンＳ-G2２着，サウジ
アラビアロイヤルＣ-G3２着，中山記念-G2３着，皐月賞-G1４着，
阪急杯-G3５着，�

ヒシゲッコウ（牡 ルーラーシップ）３勝，阿寒湖特別，プリンシパルＳ-L３着，�
アルバレスト（牡 青鹿 *スターオブコジーン）４勝
フェイルノート（騸 青鹿 *シンボリクリスエス）３勝
アドマイヤスコール（牡 鹿 *フレンチデピュティ）１勝
キネオレジェンド（牡 鹿 *クロフネ）１勝

祖母ファーストクラス（89トウショウボーイ）不出走。産駒
タカオサクセス（牝 *ラストタイクーン）２勝，サフラン賞，ダリア賞-OP２着。産駒

タカオルビー（牝 *テンビー）５勝，船橋Ｓ，アイビスサマーダッシュ-JPN3２着
タカオファースト（牡 *オペラハウス）１勝，いちょうＳ-L３着

フライトソング（牝 *アルカング）５勝，三春駒特別，早春賞，小名浜特別
マイネルフルーク（牡 *キンググローリアス）２勝，ガーベラ賞，高知�17勝
マサノウイズキッド（牡ゴールドヘイロー）北海道�３勝，中央２勝，留萌特別
シノブホマレ（牡タマモクロス）東海�７勝，兵庫�１勝，六甲盃

三代母スイートコンコルド（78 *パーソロン）３勝，霜月賞。産駒
アズマブライト：１勝

四代母スイートルナ（72 スピードシンボリ）１勝。シンボリルドルフ（年度代表馬２回，三
冠，ジャパンＣ-JPN1），シンボリフレンド（京王杯スプリングＨ）の母

【競走成績】中央２勝，スイートピーＳ-L３着，２着２回，３着７回
［収得賞金 \41,594,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 628



207 2021ジェイエス冬セール T0106‐21

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐09 ハーツフェルト

厩舎番号№207 ハーツフェルト Heartsfelt

林 正道＝東京都港区 ℡0146（46）2433（飼養者＝橋本牧場）

2015年生
（６歳）
栗毛

（安平産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
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

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesque

*マチカネタマカズラ スウィートアンドレディ �
�
El Prado

Sweet and Ready栗 2003 Sweet and Steady（1）

【未供用】

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

母 *マチカネタマカズラ（03 Kingmambo）米国産，２勝，クイーンＣ-JPN3３着。産駒
アルコレーヌ（牝 栃栗ゴールドアリュール）３勝，天草特別，�
ジューヴルエール（牡 黒鹿 ディープインパクト）２勝，ワールドオールスタージョッキ

ーズ第１戦
ホウオウパフューム（牝 栗 ハーツクライ）３勝，寒竹賞
アンダープロット（牡 黒鹿 ハーツクライ）１勝，�
ワンソックワンダー（牡 鹿 ゼンノロブロイ）入着，東海�９勝
スマッシングダウト（牝 栗 ゼンノロブロイ）岩手�２勝

祖母スウィート アンドレディ Sweet and Ready（95 El Prado）北米４勝，プリンセス
Ｓ-G2，Pippin S-L，ハリウッドオークス-G2２着，ハニービーＳ-G3２着，ファン
タジーＳ-G2４着。産駒

*スウィートアンドフローレス Sweet and Flawless（牝 Unbridled's Song）北米１
勝，アーリントンオークス-G3２着，Dowager S-L２着，ビウィッチＳ-G3３
着，Distaff S-L３着，Claire Marine S３着，Panthers S３着

スウィートソングオブザナイル Sweetsongofthenile（牝 Pioneerof the Nile）北米
１勝，サンタイサベルＳ-G3４着

クレイヴィングズ Cravings（牝 Deputy Minister）北米１勝。産駒
イクスチェンジウェイ Exchange Way（牡 Exchange Rate）亜４勝，ピッペル

ミント賞-G2２着，南北アメリカ国際大賞典-G1４着
アグリーアブルミスAgreeable Miss（牝 Speightstown）不出走。産駒

マーク オブ アプルーヴァル Mark of Approval（牡 Lemon Drop Kid）英
１勝，UAE２勝，Jebel Ali S-L，マクトゥーム チャレンジ ラウンド３
-G1３着

アルカラーマ Alkaraama（牡 War Front）英３勝，UAE１勝，Jebel Ali Spr-
int-L，マハブアルシマール-G3４着

キング ネプチューン King Neptune（牡 War Front）愛１勝，Marble Hill S
-L２着，First Flier S-L２着，英入着，ミドル パークＳ-G1４着

フェイダン Faydhan（牡 War Front）英１勝，European Free H-L３着
三代母スウィートアンドステディSweet and Steady（90 Steady Growth）北米３勝，

Double Delta S２着

【競走成績】中央１勝，２着１回［収得賞金 \9,390,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 629



208 2021ジェイエス冬セール T0274‐28

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐09 フォークアート

厩舎番号№208 フォークアート Folk Art

林 正道＝東京都港区 ℡0146（46）2433（飼養者＝橋本牧場）

2016年生
（５歳）
栗毛

（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

�
�
�

�
�
Storm Cat

*ヘネシー
Island Kittyウインファンタジア

�
�
Easy Goer

*ミナミノバレッツ栗 2002 Ivory Wings（4）

【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，三冠，有馬記念-G1（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，大阪杯-G1，エリザベス女王杯-G1２回，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1），オーソリテ
ィ（青葉賞-G2），オセアグレイト（ステイヤーズＳ-G2），マルシュロレーヌ（レディスプレリュー
ド-JPN2），ジャスティン（東京盃-JPN2），バイオスパーク（福島記念-G3）を出す

母ウインファンタジア（02 *ヘネシー）兵庫�２勝，中央３勝。産駒
ファルーク（騸 栗ダイワメジャー）１勝
シャープスティーン（牝 栗 ハーツクライ）入着，兵庫�１勝，�
ボスコエフィーメ（牡 栗アグネスタキオン）兵庫�２勝
ナンヨートゥループ（牡 黒鹿 ゼンノロブロイ）岩手�１勝

祖母 *ミナミノバレッツ（92 Easy Goer）米国産，１勝，フラワーＣ-JPN3４着。産駒
ミリオンベル（牝 *フォーティナイナー）７勝，ペルセウスＳ-L，ＫＢＣ杯-L，出石特

別，夙川特別，シリウスＳ-JPN3２着，霜月Ｓ-L２着（２回），ギャラクシー
Ｓ-L２着，コーラルＳ-L３着，京葉Ｓ-OP３着，南関東�入着，マリーンＣ
-JPN3４着

アンフィトリオン（牡ダンスインザダーク）６勝，オパールＳ-OP，西部日刊スポーツ
杯，高雄特別，日経賞-JPN2４着，小倉記念-JPN3５着

三代母アイヴォリー ウイングス Ivory Wings（78 Sir Ivor）仏２勝，Prix des Tuileri-
es-L，プシケ賞-G3４着，北米２勝，Ruffian H，James Herbuveaux Mile H３
着，伊入着，リディアテシオ賞-G1３着，英入着，英オークス-G1４着。産駒

ワイルドプラネット Wild Planet：英仏・北米３勝，Prix Coronation-L，プレスティ
ジＳ-G3２着。産駒

スーリア Surya：北米５勝，ダリアＨ-G2，ロイヤル ヒロインＳ-G3。アルナ
Aruna（スピンスターＳ-G1，シープスヘッドベイＳ-G2），フープ オブ
カラー Hoop of Colour（サンタアナＳ-G2）の母

*ウィンドサイレンスWind Silence：仏１勝。オナード ゲスト Honoured Guest
（Loughbrown S-L，仏2000ギニー-G1３着）の母，フロント ポケッ
トマネー Front Pocket Money（ジャージーショアＳ-G3）の祖母

ムンドゥスノーヴスMundus Novus：仏１勝。コンソート Consort（Heron S
-L，セントジェイムズ パレスＳ-G1３着）の母，ネヴァー バック ダウ
ン Never Back Down（Carnarvon S-L）の祖母

サラティン Salatin：英２勝，European Free H-L３着，Gala S-L３着，スコティッシュ
クラシック-G3４着，豪３勝

ウイングズ オブウィッシズ Wings of Wishes：仏４勝，Prix Panacee-L２着。産駒
グリゴロヴィチ Grigorovich：仏７勝，Prix Roland Chambure-L２着

【競走成績】中央１勝，３着１回，南関東�入着，３着１回［収得賞金 \7,280,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 630



209 2021ジェイエス冬セール T0425‐28

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐09 ルリアンヴェール

厩舎番号№209 ルリアンヴェール Le Lien Vert

ビクトリーホースランチ＝浦河町西幌別 ℡0146（28）1436

2017年生
（４歳）
鹿毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスディープインパクト *ウインドインハーヘアキズナ

�
�
Storm Cat

*キャットクイル青鹿 2010 Pacific Princess

�
�
�

エニーギヴンサタデー �
�
Distorted Humor

Any Given Saturday
Weekend in Indyアッシュベリー

�
�
Deputy Minister

*アシェラフ栗 2009 Cinnamon Sugar（9）

【未供用】

父キズナは新冠産，最優秀３歳牡馬，中央・仏７勝，ダービー-G1，ニエル賞-G2，大阪
杯-G2，同２着，京都新聞杯-G2，毎日杯-G3，京都記念-G2３着，ラジオＮＩＫＫＥＩ
杯２歳Ｓ-G3３着，凱旋門賞-G1４着。父として，ディープボンド（京都新聞杯-G2），マ
ルターズディオサ（チューリップ賞-G2），アブレイズ（フラワーＣ-G3），クリスタルブラック（京
成杯-G3），ビアンフェ（函館２歳Ｓ-G3），キメラヴェリテ（北海道２歳優駿-JPN3）を出す

母アッシュベリー（09 Any Given Saturday）中央４戦，南関東�１戦。産駒
タイキフェルヴール（牡 栗フリオーソ）５勝，師走Ｓ-L，舞鶴Ｓ，瀬波温泉特別，ヒ

ヤシンスＳ-L２着，�
エヴェリーナ（ 牝 栗ヴィクトワールピサ）１勝

祖母 *アシェラフ Ashraaf（00 Deputy Minister）米国産，北米２勝。産駒
スマートシュガー Smart Sugar（牝 Smarty Jones）北米２勝
オンウォー On War（騸 Smart Strike）UAE２勝
アールウェルス（牡ヴィクトワールピサ）１勝，�
ジャンニーナ（牝ロードカナロア）高知�７勝，黒潮菊花賞２着

三代母シナモン シュガー Cinnamon Sugar（91 Wild Again）北米６勝，ロング ルック
Ｈ-G2，Coral Gables H-L，マザーグースＳ-G1２着，エイコーンＳ-G1２着，
ガゼルＨ-G1２着，ボニーミスＳ-G2２着，コティリオンＨ-G2２着，ジョンＡ.モ
ーリスＨ-G1３着，アシュランドＳ-G1４着。産駒

オータムスパイスAutumn Spice：不出走。産駒
ディスクリートリーグランド Discreetly Grand：北米４勝，Louisiana Legends

Soiree S２着
四代母シュガー アンドスパイス Sugar and Spice（77 Key to the Mint）北米５勝，

マザーグースＳ-G1，アシュランドＳ-G2，コティリオンＨ-G2，レイディーズＨ
-G1２着，フィレンツェＨ-G2２着，ガゼルＨ-G2２着，エイコーンＳ-G1３着，ア
ラバマＳ-G1３着，デラウェアオークス-G1３着。産駒

シュア ターン Sure Turn：北米２勝，Crimson Satan S。種牡馬
ミュージックハウスMusic House：不出走。産駒

オールスパイス Allspice：北米４勝，シクスティセイルズＨ-G3。カントリー
フレイヴァー Country Flavor（ハンシンカップＨ-G3）の母

オールシングスナイスAll Things Nice：不出走。産駒
ストライクス ノー スペアズ Strikes No Spares：北米３勝，King County

H，シンガポールプレートＳ-G3３着
*イクテリーナ Icterina：英２戦。産駒

サラーランサム Sarah Ransom：伊１勝。ザン オーボウニー Zan O'Bowney
（Premio Certosa-L）の祖母

【競走成績】中央５戦，北海道�２戦

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 631



210 2021ジェイエス冬セール T0683‐58

販売者：

価 格： 購買者：

2020‐12‐09 ブラックフェアリー

厩舎番号№210 ブラックフェアリー Black Fairy

ビクトリーホースランチ＝浦河町西幌別 ℡0146（28）1436

2016年生
（５歳）
青毛

（浦河産）

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスネオユニヴァース *ポインテッドパスヴィクトワールピサ

�
�
Machiavellian

*ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

�
�
�

�
�
Caerleonフサイチコンコルド *バレークイーンタイキエイワン

�
�
Cure the Bluesヤエノジョオー黒鹿 2007 *リンクスオブゴールド（21）

【未供用】

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

母タイキエイワン（07フサイチコンコルド）３勝，糺の森特別（芝1800ｍ）。産駒
タイキメサイア（牡 栗 *ハードスパン）２勝，�
タイキワンダラス（牡 青鹿スピルバーグ）兵庫�入着，北海道�３勝，�

祖母ヤエノジョオー（90 Cure the Blues）７勝，タイムス杯-OP，同２着，清水Ｓ，但馬
Ｓ，渡島特別，シーサイドＳ-JPN3２着，シーサイドオープン-OP３着，コーラル
Ｓ-OP３着。産駒

タイキパーシヴァル（牡ゴールドアリュール）５勝，節分Ｓ，六社特別，甲東特別
マイオトメ（牝 *グルームダンサー）２勝
トーホウジョオー（牝フサイチコンコルド）２勝
トーホウカウンター（牝 サクラバクシンオー）２勝
ゼンノテキーラ（牡 *エンドスウィープ）１勝，東海�12勝
ツルミベレイザ（牝 *ピルサドスキー）１勝

三代母 *リンクスオブゴールド Links of Gold（85 Linkage）米国産，北米４勝。産駒
ヤマケイコー：２勝，飛竜特別
リンクスオブタイム：５勝
イーベルリンクス：不出走。産駒

ゲイルワン：１勝，京王杯２歳Ｓ-JPN2４着
四代母ステイトトレジャー State Treasure（80 Secretariat）北米１勝。産駒
ダブル ダイヤモンド Double Diamond：英・北米４勝，スイス１勝，Swiss 2000

Guineas
エアアンドスペースAir and Space：北米６戦。産駒

タイムレス ツイスター Timeless Twister：北米４勝，Razorback Futurity
ヴェリティVerity：北米４戦。産駒

デインジャー クロコダイル Danger Crocodile：北米18勝，Troy S
五代母ディオメディア Diomedia（71 Sea Bird）北米７勝，マーゲイトＨ-G3，Bonnie

Miss S，Ocean City H３着。産駒
メディア スターゲスト Media Starguest：英７勝，アール オブ セフトンＳ-G3，ブ

リガディアジェラードＳ-G3２着。種牡馬
ダイレクトアンサー Direct Answer：北米７勝，Liberty H

【競走成績】中央入着，東海�２勝，２着１回，３着１回，南関東�入着，２着２回，３
着５回［収得賞金 \3,286,000］

／ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／０１ＪＳ繁殖ＰＤＦ用台紙 2020.12.16 17.20.15 Page 632
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