
中　央

生産者名
馬名 父馬名 母の父 開催年月日 競走名略称

性別・年齢・毛色 母馬名 母の母 開催場名 距離　・　馬上

佐藤　静子
イーサンティラノ ローレルゲレイロ(JPN) ブラックホーク(GB) 2019.6.30 サラ系２歳　新馬

牡　２　黒鹿 ブラックウィッチ(JPN) キョウワジュテーム(USA) 函館　５Ｒ 芝１２００ｍ　稍重

新冠橋本牧場
ヘニッヒ ヘニーヒューズ(USA) ジェイドロバリー(USA) 2019.6.30 サラ系３歳上　５００万下

せん　３　黒鹿 ルナースフィア(JPN) ルナオーキッド(JPN) 函館　８Ｒ ダ１７００ｍ　稍重

錦岡牧場
ヤマニンエルモサ エピファネイア(JPN) エリシオ(FR) 2019.6.30 サラ系２歳　新馬

牝　２　鹿        ヤマニンカルフール(JPN) ワンオブアクライン(USA) 中京　５Ｒ    芝１６００ｍ　重

株式会社　ノースヒルズ
ビアンフェ キズナ(JPN) サクラバクシンオー(JPN) 2019.6.30 サラ系２歳　未勝利

牡　２　鹿 ルシュクル(JPN) アジアンミーティア(USA) 函館　１Ｒ    芝１２００ｍ　稍重

平山牧場
ゴッドスター アサクサキングス(JPN) Lemon Drop Kid 2019.6.30 サラ系２歳　新馬

牡　２　栗 ラヴゴッデス(USA) コントローリング(USA) 福島　６Ｒ   芝１２００ｍ　不良

森永　聡
シェルトファータ ヘニーヒューズ(USA) Saint Ballado 2019.6.30 サラ系３歳　未勝利

牝　３　栗 セイントブルック(USA) Royal Brook 函館　２Ｒ    ダ1000ｍ　稍重

川島牧場
ジュリアヴィーナス ジャスタウェイ(JPN) ジェイドロバリー(USA) 2019.6.29 サラ系３歳　未勝利

牝　３　鹿 ジュリアビコー(JPN) スカーレットローズ(JPN) 函館　３Ｒ    ダ１７００ｍ　良

川島牧場
シンゼンストロング ルーラーシップ(JPN) ラムタラ(USA) 2019.6.29 サラ系３歳　未勝利

牡　３　鹿 ローレルデフィー(JPN) ブランディニー(JPN) 函館　６Ｒ    ダ１７００ｍ　良

斉藤　安行
ヴァンケドミンゴ ルーラーシップ(JPN) アグネスタキオン(JPN) 2019.6.29 南相馬特別　５００万下

牡　３　鹿 アンフィルージュ(JPN) ウメノファイバー(JPN) 福島　９Ｒ  芝１８００ｍ　良

川島牧場
オーバーディリバー マンハッタンカフェ(JPN) キングカメハメハ(JPN) 2019.6.23 サラ系３歳　未勝利

牡　３　黒鹿 ウインクリアビュー(JPN) エシュクアルバー(USA) 東京　１Ｒ    ダ１６００ｍ　重

樋渡　志尚
ハングリーベン ベーカバド(FR) スターリングローズ(JPN) 2019.6.23 花のみちＳ　１６００万下

牡　５　鹿 サマーコード(JPN) スーパーラヴァー(JPN) 阪神　１０Ｒ    ダ１２００ｍ　良

村上牧場
ロフティネス スクリーンヒーロー(JPN) クロフネ(USA) 2019.6.23 サラ系３歳上　５００万下

牡　３　鹿 フジヤマサクラ(JPN) カツラドライバー(JPN) 阪神　６Ｒ    ダ１８００ｍ　良

川島牧場
ゼセル ダイワメジャー(JPN) キンググローリアス(USA) 2019.6.22 鶴橋特別　５００万下

牡　５　鹿 セクシーディナー(JPN) スロクルージュ(JPN) 阪神　９Ｒ   芝１４００ｍ　良

タニグチ牧場
スリリングドリーム フェノーメノ(JPN) ロージズインメイ(USA) 2019.6.22 サラ系２歳　未勝利

牝　２　青 ドリームレディ(JPN) ボストンタイム(JPN) 阪神　１Ｒ    芝１６００ｍ　良

株式会社　ノースヒルズ
リアンヴェリテ ゴールドアリュール(JPN) Cozzene 2019.6.22 大沼Ｓ　オープン

牡　５　鹿 ルミエールヴェリテ(USA) Play School 函館　１１Ｒ ダ１７００ｍ　稍重

ヒカル牧場
シングンマイケル シングンオペラ(JPN) トウカイテイオー(JPN) 2019.6.22 東京ジャンプＳ　ＪＧ３

せん　５　鹿 ジェヴォーナ(JPN) タケノデュムカ(JPN) 東京　８Ｒ 障３１１０ｍ　稍重

森永　聡
ゴッドバンブルビー ヘニーヒューズ(USA) アグネスタキオン(JPN) 2019.6.22 サラ系３歳上　５００万下

牝　３　栗 ゴッドフローラ(JPN) ゴッドインチーフ(JPN) 阪神　１２Ｒ ダ１２００ｍ　良

スカイビーチステーブル
ホーリーライン エイシンフラッシュ(JPN) サンデーサイレンス(USA) 2019.6.22 サラ系３歳　未勝利

牝　３　青鹿 レイライン(JPN) エルレイナ(JPN) 東京　３Ｒ 芝１４００ｍ　良

オリエント牧場
ロジヒューズ ヘニーヒューズ(USA) ネオユニヴァース(JPN) 2019.6.16 サラ系３歳上　５００万下

牝　４　鹿 ロジヒット(JPN) ヒットザボード(USA) 東京　７Ｒ    ダ１６００ｍ　重

カミイスタット
ニシノゴウウン リーチザクラウン(JPN) ジャングルポケット(JPN) 2019.6.16 サラ系３歳　未勝利

せん　３　青鹿 ヒシクリッパー(JPN) ヒシバラード(USA) 函館　３Ｒ    ダ１０００ｍ　重

小泉牧場
カモンスプリング ヘニーヒューズ(USA) スエヒロコマンダー(JPN) 2019.6.16 サラ系３歳上　５００万下

牡　３　鹿 イナズマアマリリス(JPN) イナズマラム(JPN) 阪神　７Ｒ  ダ１２００ｍ　重

小泉牧場
タマモキャペリン ダンカーク(USA) キャプテンスティーヴ(USA) 2019.6.16 サラ系３歳　未勝利

牝　３　鹿 チャームキャップ(JPN) ラブソーリー(GB) 東京　３Ｒ    ダ１３００ｍ　不良

新冠橋本牧場
メガディスカバリー ワークフォース(GB) フレンチデピュティ(USA) 2019.6.15 サラ系３歳　未勝利

せん　３　鹿 ギンザクイーンビー(JPN) アーネストデザイア(JPN) 函館　４Ｒ    芝２０００ｍ　良

新冠橋本牧場
レジェーロ キズナ(JPN) ロックオブジブラルタル(IRE) 2019.6.15 サラ系２歳　未勝利

牝　２　黒鹿 ロックフェアレディ(JPN) タイムフェアレディ(JPN) 阪神　１Ｒ   芝１４００ｍ　稍重

ハシモトフアーム
ファンタスティック オルフェーヴル(JPN) クロフネ(USA) 2019.6.15 サラ系３歳　未勝利

牡　３　栗 ルヴェソンヴェール(JPN) フェートデュヴァン(JPN) 函館　２Ｒ    ダ１７００ｍ　良

ムラカミファーム
ショウナンアオゾラ ルーラーシップ(JPN) タイキシャトル(USA) 2019.6.15 サラ系３歳　未勝利

牡　３　黒鹿 ショウナンマハ(JPN) フェアノータム(JPN) 東京　７Ｒ    芝１６００ｍ　不良

芳住　鉄兵
リネンリボン キンシャサノキセキ(AUS) Pivotal 2019.6.15 サラ系３歳　未勝利

牝　３　鹿 ヴィアレッタ(JPN) ヴァレッタ(GB) 阪神　２Ｒ    ダ１２００ｍ　稍重

小泉牧場
ヤサカリベルテ サウンドボルケーノ(USA) アドマイヤジャパン(JPN) 2019.6.8 サラ系３歳　未勝利

牡　３　栗 ヤサカシャイニー(JPN) ウィーレジスタンス(JPN) 東京　３Ｒ    ダ１６００ｍ　不良

村上　欽哉
グランチェイサー ダイワメジャー(JPN) Silver Hawk 2019.6.8 サラ系２歳　新馬

牡　２　黒鹿 キャッスルブラウン(USA) Hiroo Garden 東京　５Ｒ    芝１４００ｍ　稍重

五丸農場
ジョウショームード ローズキングダム(JPN) リンカーン(JPN) 2019.6.2 城崎特別　５００万下

牡　３　黒鹿 ジョウショーコトミ(JPN) ジョウショーツリー(JPN) 阪神　９Ｒ    芝２０００ｍ　良

パカパカファーム
シセイタイガ ジャングルポケット(JPN) バゴ(FR) 2019.6.2 サラ系３歳上　５００万下

牡　３　青鹿 シセイカナタ(JPN) シセイハルカ(JPN) 東京　８Ｒ    芝１４００ｍ　良

新冠橋本牧場
クインズチャパラ ロードカナロア(JPN) クロフネ(USA) 2019.6.1 サラ系３歳上　５００万下

牝　４　鹿 ネネグース(JPN) サンスプリング(ARG) 阪神　８Ｒ    芝１２００ｍ　良

有限会社新冠タガノファーム
ダイシンバルカン サクラバクシンオー(JPN) マイネルラヴ(USA) 2019.5.26 御池特別　１０００万下

牡　７　鹿 ダイシンモード(JPN) ダイシンシルビア(USA) 京都　９Ｒ    芝１２００ｍ　良

須崎牧場
アルクトス アドマイヤオーラ(JPN) シンボリクリスエス(USA) 2019.5.25 欅Ｓ　オープン

牡　４　鹿 ホシニイノリヲ(JPN) コンキスタドレス(USA) 東京　１１Ｒ    ダ１４００ｍ　良

細川農場
ラクローチェ ハービンジャー(GB) ダンスインザダーク(JPN) 2019.5.25 サラ系３歳　５００万下

牡　３　鹿 ウインデンファーレ(JPN) リーガルジョイ(USA) 東京　６Ｒ    芝２４００ｍ　良

対馬　正
ライオンボス バトルプラン(USA) ステイゴールド(JPN) 2019.5.19 韋駄天Ｓ　オープン

牡　４　栗 ウーマンインレッド(JPN) ミスカスウェル(USA) 新潟　１１Ｒ    芝１０００ｍ　良

中本牧場
ウインスラーヴァ スクリーンヒーロー(JPN) エイシンサンディ(JPN) 2019.5.19 サラ系４歳上　５００万下

牡　４　鹿 グローリサンディ(JPN) ダイヤターン(JPN) 東京　７Ｒ    芝２０００ｍ　良

新冠伊藤牧場
フィリーズラン バトルプラン(USA) キングヘイロー(JPN) 2019.5.19 サラ系３歳　未勝利

牝　３　鹿 チュロ(JPN) オールマイティ(JPN) 東京　１Ｒ    ダ１４００ｍ　良

株式会社　ノースヒルズ
トゥルボー オルフェーヴル(JPN) Street Cry 2019.5.19 サラ系３歳　未勝利

牡　３　栗 フェアエレン(USA) Palais Versailles 新潟　３Ｒ  ダ１８００ｍ　良

株式会社　ノースヒルズ
マッスルビーチ メイショウサムソン(JPN) アグネスタキオン(JPN) 2019.5.19 サラ系３歳　５００万下

牡　３　黒鹿 クロンヌドール(JPN) ハンターズマーク(USA) 東京　６Ｒ    ダ１６００ｍ　良

パカパカファーム
カラクプア キングカメハメハ(JPN) Grindstone 2019.5.19 丹沢Ｓ　１６００万下

せん　６　黒鹿 リリウオカラニ(USA) Tropico Cielo 東京　１２Ｒ    ダ２１００ｍ　良

村上　欽哉
ゼンノワスレガタミ キングカメハメハ(JPN) サンデーサイレンス(USA) 2019.5.19 サラ系４歳上　１０００万下

牡　５　鹿 ダイヤモンドビコー(JPN) ステラマドリッド(USA) 京都　１２Ｒ    ダ１８００ｍ　良

八木牧場
タガノゴマチャン スウェプトオーヴァーボード(USA) スペシャルウィーク(JPN) 2019.5.19 サラ系３歳　未勝利

牡　３　芦 アレキパ(JPN) パイタ(GB) 京都　１Ｒ   ダ１４００ｍ　良

ラツキー牧場
ペイシャドリーム ディープブリランテ(JPN) コマンダーインチーフ(GB) 2019.5.19 サラ系３歳　未勝利

牝　３　鹿 ドリームプレイ(JPN) シネマライフ(JPN) 新潟　１Ｒ   芝１２００ｍ　良

石郷岡　雅樹
マイネルセリオン ジャスタウェイ(JPN) アフリート(CAN) 2019.5.18 サラ系３歳　未勝利

牡　３　栗 アイアイプリンセス(JPN) ユーワジョイナー(JPN) 新潟　６Ｒ    芝１８００ｍ　良

イワミ牧場
エクレアスピード メイショウボーラー(JPN) オペラハウス(GB) 2019.5.18 サラ系３歳　未勝利

牡　３　鹿 フジドリーム(JPN) コスモハイクラス(JPN) 京都　４Ｒ    芝１２００ｍ　良

オリエント牧場
アレグレモエティー エスポワールシチー(JPN) Silver Deputy 2019.5.18 サラ系３歳　未勝利

牝　３　芦 ローズカーニバル(USA) ミンデンローズ(USA) 新潟　２Ｒ    ダ１８００ｍ　良

協和牧場
キョウワヒラリー ダイワメジャー(JPN) Sadler's Wells 2019.5.18 飛竜特別　５００万下

牝　５　鹿 キョウワプラチナ(JPN) グレンビーサマー(IRE) 新潟　１２Ｒ    芝１０００ｍ　良

高瀬牧場
トイガー ヘニーヒューズ(USA) フォーティナイナー(USA) 2019.5.18 サラ系３歳　５００万下

牡　３　黒鹿 アクイレジア(JPN) ロジータ(JPN) 東京　６Ｒ    ダ２１００ｍ　良

株式会社　ノースヒルズ
イグナーツ ディープインパクト(JPN) タイキシャトル(USA) 2019.5.18 サラ系３歳　未勝利

牡　３　鹿 ラフアウェイ(JPN) シェリーズスマイル(USA) 京都　２Ｒ    ダ１９００ｍ　良

スカイビーチステーブル
ベターハーフ ケイムホーム(USA) シンボリクリスエス(USA) 2019.5.18 サラ系３歳　未勝利

牝　３　青鹿 ツヨイキモチ(JPN) サンデーエイコーン(JPN) 東京　１Ｒ    ダ１４００ｍ　良

石田牧場
ローレルヴィクター バトルプラン(USA) スピニングワールド(USA) 2019.5.12 サラ系障害４歳上　未勝利

牡　５　鹿 シルクアワード(JPN) イクスプロアー(USA) 新潟　４Ｒ    障２８９０ｍ　良

タニグチ牧場
メイショウハート メイショウボーラー(JPN) ダンスインザダーク(JPN) 2019.5.12 サラ系３歳　未勝利

牡　３　鹿 デビルインマインド(JPN) シーキングロイヤル(USA) 京都　１Ｒ    ダ１４００ｍ　良

新冠橋本牧場
ザダル トーセンラー(JPN) Lemon Drop Kid 2019.5.12 プリンシパルＳ　オープン

牡　３　栗 シーザシー(USA) Magic Broad 東京　１０Ｒ    芝２０００ｍ　良

錦岡牧場
ヤマニンリュシオル キャプテントゥーレ(JPN) トウカイテイオー(JPN) 2019.5.12 サラ系４歳上　５００万下

牝　４　芦 ヤマニンマドレーヌ(JPN) ヤマニンジュエリー(JPN) 東京　６Ｒ    ダ１３００ｍ　良

株式会社　ノースヒルズ
ブリッツシュラーク ヴィクトワールピサ(JPN) クロフネ(USA) 2019.5.12 サラ系４歳上　５００万下

牡　５　芦 ケープジャスミン(JPN) シェイクハンド(USA) 京都　８Ｒ    ダ１８００ｍ　良

村上　欽哉
トラストシンゲン ジャスタウェイ(JPN) フレンチデピュティ(USA) 2019.5.12 サラ系３歳　未勝利

牡　３　栗 ウインルナ(JPN) ウインディアナ(JPN) 新潟　６Ｒ    ダ１８００ｍ　良

岩見牧場
コウユークロガヨカ キングヘイロー(JPN) フジキセキ(JPN) 2019.5.11 サラ系３歳　未勝利

牡　３　黒鹿 アイティアビー(JPN) トウキュウアビー(JPN) 東京　３Ｒ    ダ１３００ｍ　良

新冠橋本牧場
ヒルノダカール ヴィクトワールピサ(JPN) メジロマックイーン(JPN) 2019.5.11 サラ系３歳　５００万下

牡　３　青鹿 タイムフェアレディ(JPN) トキファイター(JPN) 京都　６Ｒ   芝２０００ｍ　良

株式会社　ノースヒルズ
クラヴィーア ジャスタウェイ(JPN) Street Cry 2019.5.11 サラ系３歳　未勝利

牝　３　栗 ハーモニー(JPN) スウィートウィン(USA) 新潟　４Ｒ    芝１８００ｍ　良

村上　雅規
カセノウィナー エスポワールシチー(JPN) Fusaichi Pegasus 2019.5.11 サラ系３歳　未勝利

牡　３　栗 マルティプライ(JPN) マイティーダンサー(GER) 新潟　３Ｒ   ダ１８００ｍ　良

守矢牧場
タマモサンシーロ アッミラーレ(JPN) フレンチデピュティ(USA) 2019.5.11 サラ系３歳　未勝利

牡　３　鹿 チャームドリーム(JPN) ドリーミーアイ(JPN) 京都　５Ｒ    ダ１８００ｍ　良

株式会社　ノースヒルズ
アングライフェン ステイゴールド(JPN) パントレセレブル(USA) 2019.5.5 ブリリアントＳ　オープン

牡　７　鹿 レッドスレッド(JPN) シネマスコープ(JPN) 東京　１０Ｒ    ダ２１００ｍ　重

平山牧場
ディープダイバー ブラックタイド(JPN) Raven's Pass 2019.5.5 橘Ｓ　オープン

牡　３　黒鹿 シアージュ(USA) Dancesowell 京都　１０Ｒ   芝１４００ｍ　良

平山牧場
フィスキオ アイルハヴアナザー(USA) ダンスインザダーク(JPN) 2019.5.5 立川特別　１０００万下

牡　５　栗 フィーユ(JPN) ファレノプシス(JPN) 東京　１２Ｒ    ダ１６００ｍ　重

守矢牧場
ヴァリアント スクリーンヒーロー(JPN) ダンスインザダーク(JPN) 2019.5.5 サラ系３歳　未勝利

牡　３　青鹿 メロークーミス(JPN) ジョーンズギフト(GB) 京都　２Ｒ    ダ１４００ｍ　良

芳住　鉄兵
カラリエーヴァ ブラックタイド(JPN) アグネスデジタル(USA) 2019.5.5 サラ系４歳上　５００万下

牝　４　鹿 マスターギラティナ(JPN) イシノスター(JPN) 新潟　７Ｒ    ダ１８００ｍ　良

芳住　鉄兵
サンチェサピーク ヴァーミリアン(JPN) アグネスデジタル(USA) 2019.5.5 サラ系４歳上　５００万下

牡　５　黒鹿 マスターギラティナ(JPN) イシノスター(JPN) 東京　７Ｒ    ダ１６００ｍ　重

対馬　正
ライオンボス バトルプラン(USA) ステイゴールド(JPN) 2019.5.4 邁進特別　１０００万下

牡　４　栗 ウーマンインレッド(JPN) ミスカスウェル(USA) 新潟　１１Ｒ    芝１０００ｍ　良

新冠橋本牧場
ミトノマルーン ロードカナロア(JPN) ヘクタープロテクター(USA) 2019.5.4 サラ系３歳　５００万下

牡　３　黒鹿 プロモーション(JPN) アサーション(GB) 京都　６Ｒ    芝１６００ｍ　良

株式会社　ノースヒルズ
スカーレットカラー ヴィクトワールピサ(JPN) ウォーエンブレム(USA) 2019.5.4 パールＳ　１６００万下

牝　４　鹿 ヴェントス(JPN) ブラッシングブライド(GB) 京都　１０Ｒ   芝１８００ｍ　良

森永　聡
ゴッドバンブルビー ヘニーヒューズ(USA) アグネスタキオン(JPN) 2019.5.4 サラ系３歳　未勝利

牝　３　栗 ゴッドフローラ(JPN) ゴッドインチーフ(JPN) 京都　１Ｒ    ダ１２００ｍ　稍重

有限会社新冠タガノファーム
タガノアスワド ネオユニヴァース(JPN) スピニングワールド(USA) 2019.4.29 サラ系４歳上　５００万下

牝　５　黒鹿 エイシンミュー(JPN) エイシンブライドル(USA) 京都　８Ｒ    芝１６００ｍ　良

芳住　鉄兵
ザディファレンス アドマイヤムーン(JPN) Deputy Commander 2019.4.28 サラ系３歳　５００万下

牡　３　栗 ムカラファ(USA) Courtroom Antics 東京　６Ｒ    ダ１４００ｍ　良

大栄牧場
エリンアクトレス スクリーンヒーロー(JPN) ネオユニヴァース(JPN) 2019.4.27 サラ系３歳　未勝利

牝　３　栗 エリンズハープ(JPN) エリンバード(FR) 新潟　３Ｒ    ダ１２００ｍ　不良

対馬　正
タマモメイトウ エイシンフラッシュ(JPN) メジロライアン(JPN) 2019.4.27 ゆきつばき賞　５００万下

牡　３　黒鹿 チャームアンサー(JPN) アンサーミー(JPN) 新潟　９Ｒ    芝１２００ｍ　重

有限会社新冠タガノファーム
タガノエスプレッソ ブラックタイド(JPN) キングカメハメハ(JPN) 2019.4.27 サラ系障害４歳上　未勝利

牡　７　鹿 タガノレヴェントン(JPN) フィバリッシュ(JPN) 新潟　４Ｒ    障２８９０ｍ　重

ハクツ牧場
ブルーコーラル サウスヴィグラス(USA) タニノギムレット(JPN) 2019.4.27 サラ系３歳　未勝利

牝　３　栗 カクテルラウンジ(JPN) ランニングヒロイン(JPN) 東京　１Ｒ    ダ１６００ｍ　稍重

三村　卓也
ジョーカナチャン ロードカナロア(JPN) ネオユニヴァース(JPN) 2019.4.27 駿風Ｓ　１６００万下

牝　４　鹿 ラッキーダイス(JPN) ミスベガス(IRE) 新潟　１１Ｒ    芝１０００ｍ　重

村上　欽哉
トラストケンシン ハーツクライ(JPN) エルコンドルパサー(USA) 2019.4.27 秩父特別　１０００万下

牡　４　鹿 アフェランドラ(JPN) グレートキャティ(JPN) 東京　９Ｒ    芝１６００ｍ　稍重

武田　寛治
カネトシブレス ダノンシャンティ(JPN) ジャングルポケット(JPN) 2019.4.21 福島中央ＴＶ杯　１０００万下

牝　６　鹿 カネトシレジアス(JPN) アフタヌーンブレス(JPN) 福島　１１Ｒ    芝１２００ｍ　良

岩見牧場
ラスティユース エスポワールシチー(JPN) タイキシャトル(USA) 2019.4.20 サラ系４歳上　５００万下

牡　４　栗 ボーンザスカイ(JPN) クイーンゴーラン(GB) 東京　８Ｒ    ダ１６００ｍ　良

須崎牧場
アルクトス アドマイヤオーラ(JPN) シンボリクリスエス(USA) 2019.4.20 オアシスＳ　オープン

牡　４　鹿 ホシニイノリヲ(JPN) コンキスタドレス(USA) 東京　１１Ｒ    ダ１６００ｍ　良

須崎牧場
ロジペルレスト ロジユニヴァース(JPN) アルデバラン２(USA) 2019.4.20 花見山特別　１０００万下

牡　４　栗 ペルレストラーダ(JPN) ドーニングストーム(USA) 福島　１２Ｒ    ダ１７００ｍ　良

細川農場
ラクローチェ ハービンジャー(GB) ダンスインザダーク(JPN) 2019.4.20 サラ系３歳　未勝利

牡　３　鹿 ウインデンファーレ(JPN) リーガルジョイ(USA) 京都　５Ｒ   芝２０００ｍ　良

村上牧場
ワンダーヴァレッタ グラスワンダー(USA) スペシャルウィーク(JPN) 2019.4.20 サラ系３歳　未勝利

牡　３　栗 イムディーナ(JPN) マルターズヒート(USA) 東京　２Ｒ    ダ２１００ｍ　良

大狩部牧場
ブラッドストーン ローズキングダム(JPN) ファンタスティックライト(USA) 2019.4.14 サラ系３歳　未勝利

牡　３　黒鹿 マレンカヤ(JPN) アナステーシア(JPN) 中山　４Ｒ    芝２２００ｍ　良

川島牧場
カナシバリ プリサイスエンド(USA) フジキセキ(JPN) 2019.4.14 サラ系３歳　５００万下

牝　３　鹿 ミラクルクロス(JPN) ロイヤルクロス(JPN) 中山　５Ｒ    ダ１８００ｍ　良

小泉牧場
シーライオン ファスリエフ(USA) アドマイヤベガ(JPN) 2019.4.14 サラ系障害４歳上　未勝利

牡　５　黒鹿 アドマイヤジュエル(JPN) スエヒロジョウオー(JPN) 福島　４Ｒ    障２７５０ｍ　良

三村　卓也
マイネルパラディ スクリーンヒーロー(JPN) Green Desert 2019.4.14 千種川特別　１０００万下

せん　５　芦 ロワージ(GB) Pamela Peach 阪神　９Ｒ    芝１２００ｍ　稍重

守矢牧場
タカノオージャ パイロ(USA) アグネスタキオン(JPN) 2019.4.14 サラ系３歳　未勝利

牡　３　鹿 ヒカルエガオ(JPN) ヒカルパルテール(JPN) 福島　１Ｒ    ダ１１５０ｍ　稍重

平山牧場
ディープダイバー ブラックタイド(JPN) Raven's Pass 2019.4.13 サラ系３歳　５００万下

牡　３　黒鹿 シアージュ(USA) Dancesowell 阪神　６Ｒ    芝１２００ｍ　良

隆栄牧場
クインズヌーサ ゴールドアリュール(JPN) タイキシャトル(USA) 2019.4.7 米沢特別　１０００万下　良

牝　５　鹿 クィーンオブキネマ(JPN) シネマライフ(JPN) 福島　１１Ｒ    ダ１７００ｍ　良

対馬　正
ラニカイサンデー ジャングルポケット(JPN) マーベラスサンデー(JPN) 2019.4.7 喜多方特別　５００万下

牡　５　鹿 プリティタヤス(JPN) ライトシップ(USA) 福島　１２Ｒ    芝１２００ｍ　良

株式会社　ノースヒルズ
プリカジュール アーネストリー(JPN) Victory Gallop 2019.4.7 サラ系３歳　未勝利

牝　３　鹿 シャインリザルト(USA) Princess Patti 福島　１Ｒ   ダ１７００ｍ　良

村田牧場
サピアウォーフ クロフネ(USA) ジャングルポケット(JPN) 2019.4.7 サラ系３歳　未勝利

牝　３　鹿 ファーストチェア(JPN) マイケイティーズ(JPN) 福島　３Ｒ    ダ１７００ｍ　良

秋田牧場
ディヴァイン ハーツクライ(JPN) Danehill Dancer 2019.4.6 サラ系３歳　未勝利

牡　３　栗 マジックポーション２(IRE) Russian Ballet 中山　５Ｒ    芝２０００ｍ　良

隆栄牧場
ケイアイパープル パイロ(USA) Seeking the Gold 2019.4.6 サラ系３歳　未勝利

牡　３　鹿 アルヴェナ(CAN) Willow Bunch 阪神　３Ｒ    ダ１８００ｍ　良

株式会社　ノースヒルズ
エフルラージュ ゴールドアリュール(JPN) Medaglia d'Oro 2019.4.6 サラ系３歳　未勝利

牝　３　栗 ジャルダンスクレ(USA) Go Classic 中山　４Ｒ    ダ１８００ｍ　良

地　方

生産者名
馬名 父馬名 母の父 開催年月日 競走名略称

性別・年齢・毛色 母馬名 母の母 開催場名 距離　・　馬上

中央牧場
シゲルクジャクザ ニホンピロアワーズ(JPN) プリサイスエンド(USA) 2019.6.29 ２歳－２組新馬

牝　２　鹿 シゲルナガト(JPN) モエレプット(JPN) 佐賀　１Ｒ    ダ９００ｍ　不良

アサヒ牧場
インザフューチャー ノーザンリバー(JPN) スニッツェル(AUS) 2019.6.28 ２歳新馬

牡　２　鹿 タカヒロスニッツ(JPN) キョウエイペルレ(JPN) 名古屋　３Ｒ ダ８００ｍ　不良

つつみ牧場
スターズテソーロ スターリングローズ(JPN) タヤスツヨシ(JPN) 2019.6.26 明日から浦和×大井リレー賞　Ｂ３三

牡　４　鹿 カナザワノハナ(JPN) ローレルワルツ(JPN) 大井　１２Ｒ    ダ１４００ｍ　重

ハクツ牧場
サノマル サウスヴィグラス(USA) クロフネ(USA) 2019.6.25 ムーンビーチ賞　Ａ２Ｂ１一

牡　６　栗 ボヤージ(JPN) プチアノ(USA) 大井　１２Ｒ    ダ１６００ｍ　重

有限会社新冠タガノファーム
タガノカピート ケイムホーム(USA) ダンスインザダーク(JPN) 2019.6.20 園田ＦＣスプリント

牝　５　栗 タガノアルデバラン(JPN) バラファミー(IRE) 園田　１１Ｒ    ダ８２０ｍ　良

川上牧場
リンゾウチャネル モンテロッソ(GB) タヤスツヨシ(JPN) 2019.6.19 北海優駿

牡　３　黒鹿 ワールドレデー(JPN) アルカディア(JPN) 門別　１２Ｒ    ダ２０００ｍ　良

有限会社新冠タガノファーム
タガノゴールド ゴールドアリュール(JPN) ブライアンズタイム(USA) 2019.6.14 六甲盃

牡　８　栗 アンテヴォルテ(JPN) ビワビーナス(JPN) 園田　１１Ｒ    ダ２４００ｍ　稍重

石郷岡　雅樹
アカリン スピルバーグ(JPN) タイキシャトル(USA) 2019.6.12 初出走

牝　２　鹿 シュガーアート(JPN) パレイシャルアフェア(USA) 園田　２Ｒ    ダ８２０ｍ　良

長浜　忠
ユーセイシューター オーシャンブルー(JPN) ルールオブロー(USA) 2019.6.11 スーパー新馬戦

牡　２　鹿 ステラシスネ(JPN) キョウワアゲハ(JPN) 名古屋　８Ｒ  ダ８００ｍ　重

株式会社　ノースヒルズ
ローレライ ゴールドアリュール(JPN) クロフネ(USA) 2019.6.7 東スポ賞　Ｂ１二

牝　５　鹿 アルデュイナ(JPN) アクイレジア(JPN) 大井　１１Ｒ    ダ１４００ｍ　重

サンローゼン
ヘブンリーキス スターリングローズ(JPN) パーソナルラッシュ(USA) 2019.6.7 サラ系２歳　新馬

牡　２　栗 センターアリーナ(JPN) クランベリー(JPN) 大井　３Ｒ    ダ１４００ｍ　良

村田牧場
ミントフレイバー ヘニーヒューズ(USA) フレンチデピュティ(USA) 2019.6.6 ジュピター賞　Ｂ２三Ｂ３一

牝　４　栗 メリュジーヌ(JPN) メジェール(JPN) 大井　１０Ｒ    ダ１０００ｍ　良

樋渡　志尚
イッキカセイ プリサイスエンド(USA) マーベラスサンデー(JPN) 2019.6.6 フレッシュＣｈ（中央認定）

牡　２　鹿 シルキーフレンド(JPN) ルミネッセンス(JPN) 門別　５Ｒ    ダ１０００ｍ　稍重

森田　芳男
モリデンナイス エスポワールシチー(JPN) ディアブロ(USA) 2019.6.6 フレッシュＣｈ（中央認定）

牝　２　栗 ナイスクラップ(JPN) コマケン(JPN) 門別　４Ｒ    ダ１２００ｍ　稍重

大狩部牧場
シルバーサークル ジョーカプチーノ(JPN) タニノギムレット(JPN) 2019.6.6 アタックＣｈ（中央認定）

牡　２　芦 エルフィンパーク(JPN) エルフィンフェザー(JPN) 門別　２Ｒ    ダ１７００ｍ　稍重

ムラカミファーム
ミリミリ サンカルロ(JPN) ジョリーズヘイロー(USA) 2019.6.6 アタックＣｈ（中央認定）

牝　２　鹿 ハルエサン(JPN) サヨナラローズ(NZ) 門別　１Ｒ    ダ１２００ｍ　稍重

ヒカル牧場
ヒカリオーソ フリオーソ(JPN) サウスヴィグラス(USA) 2019.6.5 東京ダービー

牡　３　栗 ヒカリヴィグラス(JPN) マイムーン(JPN) 大井　１１Ｒ   ダ２０００ｍ　良

サンローゼン
チョウライリン トゥザワールド(JPN) コロニアルアッフェアー(USA) 2019.5.31 ドリームＣｈ

牡　２　青 コロニアルディーバ(JPN) ハクバマーチ(JPN) 浦和　１Ｒ    ダ８００ｍ　良

川上牧場
リンゾウチャネル モンテロッソ(GB) タヤスツヨシ(JPN) 2019.5.30 北斗盃

牡　３　黒鹿 ワールドレデー(JPN) アルカディア(JPN) 門別　１２Ｒ    ダ１６００ｍ　良

アラキフアーム
グランディスカーペ エイシンフラッシュ(JPN) Seeking the Gold 2019.5.28 プリムローズ賞　Ｂ１二Ｂ２一

牡　４　黒鹿 スプリングシティ(FR) シアトルスペシャル(USA) 浦和　１１Ｒ    ダ１６００ｍ　良

川上牧場
キャプテンハウテン ヨハネスブルグ(USA) Holy Bull 2019.5.24 スポーツ報知賞　Ｂ１三Ｂ２一

牡　５　鹿 エーシンレベルハイ(USA) レディダンズ(USA) 大井１１Ｒ    ダ１２００ｍ　稍重

武田牧場
ロイヤルビクトリー タイムパラドックス(JPN) フレンチデピュティ(USA) 2019.5.23 優駿スプリントＴｒ

牝　３　栗 ロイヤルエイボン(JPN) エイボン(JPN) 大井　５Ｒ    ダ１２００ｍ　重

村上　雅規
アザワク カレンブラックヒル(JPN) アグネスデジタル(USA) 2019.5.21 フレッシュＣｈ（中央認定）

牝　２　青鹿 ヒバリエクスプレス(JPN) コスモグローリ(JPN) 門別　６Ｒ ダ１０００ｍ　不良

ヒカル牧場
ボルドーヴェルチュ トゥザワールド(JPN) シーキングザダイヤ(USA) 2019.5.21 アタックＣｈ（中央認定）

牝　２　黒鹿 プロハンター(JPN) トーハルミツル(JPN) 門別　３Ｒ    ダ１０００ｍ　不良

前川　隆範
ヴァケーション エスポワールシチー(JPN) サツカーボーイ(JPN) 2019.5.17 スパーキングデビュー新馬　１イ

牡　２　栗 テンノベニバラ(JPN) フエートグリン(JPN) 川崎　３Ｒ   ダ９００ｍ　良

北星村田牧場
ダリル カレンブラックヒル(JPN) デインヒル(USA) 2019.5.16 フレッシュＣｈ（中央認定）

牡　２　黒鹿 ロイヤルリネージ(AUS) Royalivor 門別　６Ｒ   ダ１２００ｍ　良

シンユウフアーム
クロスワールド トゥザワールド(JPN) ファスリエフ(USA) 2019.5.15 フレッシュＣｈ（中央認定）

牝　２　栗 ブルーライトクロス(JPN) セイカドミノ(JPN) 門別　７Ｒ    ダ１０００ｍ　良

大栄牧場
ロマンコスモ ファルブラヴ(IRE) エンドスウィープ(USA) 2019.5.9 閃光スプリント　Ａ２Ｂ１

せん　６　栗 エクストラニュース(JPN) スケアヘッドライン(JPN) 船橋　１１Ｒ    ダ１２００ｍ　良

ハシモトフアーム
トーケンマコット マジンプロスパー(JPN) シンボリクリスエス(USA) 2019.5.9 アタックＣｈ（中央認定）

牝　２　黒鹿 コヴェンティナ(JPN) ライクリーティナ(JPN) 門別　４Ｒ   ダ１０００ｍ　稍重

株式会社　ノースヒルズ
ワンフォーオール ディープインパクト(JPN) Unbridled's Song 2019.5.8 ファンシーステッキ特別（中央交流）

せん　５　芦 ラヴェリータ(USA) Go Classic 船橋　１０Ｒ    ダ１８００ｍ　良

大林ファーム
サンダーマックス アドマイヤマックス(JPN) アグネスデジタル(USA) 2019.4.26 春宵賞　Ａ２二Ｂ１一

牡　４　青鹿 プモ(JPN) フラワーパフューム(JPN) 大井　１１Ｒ    ダ１２００ｍ　稍重

川上牧場
キャプテンハウテン ヨハネスブルグ(USA) Holy Bull 2019.4.25 デネボラ賞　Ｂ１二Ｂ２一

牡　５　鹿 エーシンレベルハイ(USA) レディダンズ(USA) 大井　１２Ｒ    ダ１４００ｍ　稍重

芳住　鉄兵
ミューチャリー パイロ(USA) ブライアンズタイム(USA) 2019.4.24 羽田盃

牡　３　芦 ゴッドビラブドミー(JPN) ゴッドインチーフ(JPN) 大井　１１Ｒ    ダ１８００ｍ　良

堤　牧場
メイショウシャルク メイショウボーラー(JPN) アドマイヤベガ(JPN) 2019.4.23 スピカ賞　Ｂ３五

牡　５　鹿 シルクアクエリアス(JPN) カッティングウェイ(USA) 大井　１２Ｒ    ダ１２００ｍ　良

村田牧場
ミントフレイバー ヘニーヒューズ(USA) フレンチデピュティ(USA) 2019.4.22 晩春賞　Ｂ２四Ｂ３一

牝　４　栗 メリュジーヌ(JPN) メジェール(JPN) 大井　１２Ｒ    ダ１０００ｍ　良

森永　聡
ヨハネスボーイ ヨハネスブルグ(USA) キングカメハメハ(JPN) 2019.4.17 スーパーフレッシュＣｈ１（中央認定）

牡　２　栗 レッドアンコール(JPN) サイキョウザクラ(JPN) 門別　９Ｒ    ダ１２００ｍ　良

松浦牧場
カンゲキ ヨハネスブルグ(USA) ネオユニヴァース(JPN) 2019.4.16 若潮スプリント

牡　３　栗 ランデブー(JPN) モーニングタイド(USA) 船橋　１０Ｒ    ダ１０００ｍ　稍重

株式会社　ノースヒルズ
スターリットナイト アドマイヤムーン(JPN) ボストンハーバー(USA) 2019.4.12 ＴＣＫ笑金賞　Ｃ１一

牝　６　鹿 サウスオブスカイ(JPN) ファーストアクト(IRE) 大井　９Ｒ    ダ１８００ｍ　重

松浦牧場
ジンギ ロードカナロア(JPN) ディープインパクト(JPN) 2019.4.11 菊水賞

牡　３　鹿 ロイヤルインパクト(JPN) シーキングロイヤル(USA) 園田　１１Ｒ    ダ１７００ｍ　重

大栄牧場
プリサイスキング プリサイスエンド(USA) エルハーブ(USA) 2019.4.11 ポインタース賞　Ａ２二Ｂ１二

牡　７　青鹿 ジョセフィーヌ(JPN) タケノフアルコン(JPN) 大井　１０Ｒ    ダ１４００ｍ　重

パカパカファーム
ヒロイックサーガ パイロ(USA) Opening Verse 2019.4.10 アーバンステージ卯月賞（中央交流）

せん　６　黒鹿 デアリングヴァース(USA) Power Bidder 大井　９Ｒ    ダ１８００ｍ　不良

渋谷　一郎
アポロユッキー アポロキングダム(USA) ワレンダー(USA) 2019.4.2 スパーキングナイトＣｈ（中央交流）

牝　５　栗 ワレンダークイン(JPN) マルゼンソロン(JPN) 川崎　１１Ｒ    ダ１６００ｍ　良


