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新冠軽種馬振興会.com 2019 HBA

セレクションセール
                   上場予定馬



●開催日 ：2016年7月11日(一歳）
                    2016年7月12日（当歳）
●対象馬　：　一歳・当歳
●セール会場 
　　　　 ノーザンホースパーク
●主催
　　　一般社団法人日本競走馬協会

2019HBAセレクションセール開催概要

●開催日 ：2016年7月11日(一歳）
                    2016年7月12日（当歳）
●対象馬　：　一歳・当歳
●セール会場 
　　　　 ノーザンホースパーク
●主催
　　　一般社団法人日本競走馬協会

新冠産駒2019HBAセレクションセール上場馬

●No.18　 アリー２０１８　　　　　　　厩舎 5号

●No.54　 キャッツ２０１８　　　　　　厩舎13号

●No.63　 エメラルドチャーム２０１８　厩舎24号

●No.69　 ウェスタリーズ２０１８　　　厩舎12号

●No.73　 アメージングムーン２０１８　厩舎13号

●No.98　 フサイチエアデール２０１８　厩舎24号

●No.159　サトノネネ２０１８　　　　　厩舎 6号

●No.167　オーシャンフリート２０１８　厩舎13号

●No.170　シルクヴィーナス２０１８　　厩舎12号

●No.207　リオグランデ２０１８　　　　厩舎24号

●No.210　イイデサンドラ２０１８　　　厩舎 8号

●No.219　スペシャルウィッチ２０１８　厩舎12号

●No.221　イリデッセンス２０１８　　　厩舎24号

●No.227　セラフィックロンプ２０１８　厩舎11号

●No.234　ベルモントエルメス２０１８　厩舎13号

アリー２０１８ 

生年月日：2018/2/26 性別：牡 メス：栗毛 販売申込者：㈱松浦牧場

NO.

18

キャッツ２０１８

生年月日：2018/4/9 性別：牡 毛色：栗毛 販売申込者：㈲佐藤牧場

NO.

54

●開催日 ： 2019年7月16日(火) 

●時間 　： セール開始：10時(開場8時)

　　　　　　※前日展示：7/15(月)-10時～17時

●場所： 北海道市場(住所：新ひだか町静内神森175-2）

●主催： HBA日高軽種馬農業協同組合

　　　　(電話：0146-45-2133)

新冠産駒のお問い合わせはこちら新冠産駒のお問い合わせはこちら

新冠町農業協同組合
営農部   営農課
新冠町軽種馬生産振興会

新冠町農業協同組合
営農部   営農課
新冠町軽種馬生産振興会
〒059-2401 北海道新冠郡新冠町字本町59番地の1
℡ 0146-47-3111　FAX 0146-47-2809
〒059-2401 北海道新冠郡新冠町字本町59番地の1
℡ 0146-47-3111　FAX 0146-47-2809

18 アリー２０１８ ・栗 ２／２６

ダイワメジャー
栗 2001

＊アリー
栗 2004

＊サンデーサイレンス

スカーレットブーケ

Deputy Minister
デピュティミニスタ－

Secret Partner
シークレットパートナー

Halo
Wishing Well

＊ノーザンテースト
＊スカーレツトインク
Vice Regent
Mint Copy
Rahy
Farewell Partner

体高

胸囲

管囲

（Native Partner ～ Dinner Partner） 7
Halo S 3×M 5 Northern Dancer S 4×M 4×M 4

価格： 購買者：
母 ＊アリー（04 USA栗 Deputy Minister）米入着２回
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（７）〕
テイエムプリンセス（10 牝 黒鹿 ネオユニヴァース）入着， ３勝
サンナイト（14 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ） ２勝
ドッペルゲンガー（15 牝 栗 タイムパラドックス） ２勝
ジュランビル（16 牝 黒鹿 ＊キンシャサノキセキ） ２勝，橘Ｓ （１４００）２着，フィリーズレ

ビュー ３着，ファンタジーＳ ３着，万両賞（１４００），ききょうＳ （１４００）３着
キョウエイゴー（17 牡 黒鹿 キズナ） 不出走

２代母 シークレットパートナー Secret Partner（96 USA栗 Rahy）米３勝，リリックＨ ，ラ
セニョリータＳ ，エッジウッドＳ ２着，デバルトーロメモーリアルオークス ３着
リブライドルドシークレットRebridled Secret（01 牝 Unbridled）米出走

トリッピズシークレット Trippi's Secret（09 Trippi）米５勝，ダンシングカウント
Ｓ ２着，ロバートヒルトンメモリアルＳ ３着

３代母 フェアウェルパートナーFarewell Partner（85 USA栗 Northern Dancer）不出走
レイクショアロード Lakeshore Road（93 牡 Alleged）米６勝，スターズ＆ストライプス

ターフＨ ，デバートロメモリアルＨ ３着，シカモアＳ ３着，種牡馬

４代母 ネイティヴパートナー Native Partner（66 USA鹿 Raise a Native）米１１勝，マスケッ
トＨ，ダイアナＨ３着，ヴェイグランシーＨ３着
［曾孫］ ダンスパートナー（92 牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，オークス ，エリザベ

ス女王杯 ，京阪杯 ，桜花賞 ２着，宝塚記念 ３着，etc.，優３牝，優古牝
ダンスインザダーク（93 牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，菊花賞 ，京都新聞杯

，弥生賞 ，日本ダービー ２着，きさらぎ賞 ２着，etc.，優３牡，種牡馬
ダンスインザムード（01 牝 ＊サンデーサイレンス）米・香１勝，５勝，桜花賞

，ヴィクトリアマイル ，フラワーＣ ，天皇賞（秋） ２着，天皇賞
（秋） ３着，etc.，優３牝，優古牝

＊アラジ（89 牡 Blushing Groom）米・英・仏９勝，ＢＣジュヴェナイル ，仏グ
ランクリテリヨム ，モルニー賞 ，サラマンドル賞 ，ロンポワン賞 ，etc.，
年代表，種牡馬

販売申込者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 0146-49-5108
所 有 者： ㈱松浦牧場
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 0146-28-7777

54 キャッツ２０１８ 牡・栗 ４／ ９

＊サウスヴィグラス
栗 1996

＊キャッツ
栗 2006

＊エンドスウィープ

＊ダーケストスター

Storm Cat
ストームキャット

Blissful
ブリスフル

＊フォーティナイナー
Broom Dance
Star de Naskra
Minnie Riperton
Storm Bird
Terlingua
Mr. Prospector
Angel Fever

体高

胸囲

管囲

（Bold Irish ～ Erin） 8 c
Mr. Prospector M 3×S 4 Northern Dancer M 4×S 5×M 5 Bold Ruler S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ＊キャッツ（06 USA栗 Storm Cat）米１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（１１）〕
スパイクラベンダー（10 牝 鹿 Henrythenavigator） ４勝
ケセラストーン（11 牡 鹿 ディープインパクト） ３勝
ヒットマン（13 牡 栗 ネオユニヴァース）入着， ３勝
スウェルドリーム（14 牝 栗 ＊アイルハヴアナザー） １勝
ダイシンインディー（16 牡 栗 ゴールドアリュール） ２勝

２代母 ブリスフルBlissful（96 USA鹿 Mr. Prospector）米出走
ダッチェスモージョーDutchess Mojo（01 牝 Deputy Minister）不出走

スイートナッシングズ Sweet Nothings（09 牝 Street Cry）米３勝，カリフォルニアオ
ークス ２着，コルテマデラＳ ２着，ゴールデンポピーＳ ３着

ホエアーズザットタイガーWhere's That Tiger（03 牡 Storm Cat）首・愛・英１勝，ＵＡ
Ｅ２０００ギニー ２着，種牡馬

ワングレイトキャット One Great Cat（05 牡 Storm Cat）愛・英・仏２勝，ニジンスキー
Ｓ ２着，リッチモンドＳ ３着，英シャンペインＳ ３着，種牡馬

マカリオスMakarios（14 牡 Giant's Causeway） 米２勝，トランシルヴァニアＳ ３着

３代母 エインジエルフィーヴァAngel Fever（90 USA鹿 Danzig）米１勝，コリーンＳ ２着
フォーティナイナーフィーヴァFortyniner Fever（95 牝 ＊フォーティナイナー）不出走

ボールドエインジェルBold Angel（04 牝 Cat Thief）米・加２勝
ストリートファンシー Street Fancy（13 牝 ＊ストリートセンス）米２勝，スタ
ーレットＳ ，デジアルナズＳ ３着

テクサスフィーヴァ Texas Fever（05 牡 Victory Gallop）米２勝，ケンタッキーＣジ
ュヴェナイルＳ ，種牡馬

フサイチペガサス Fusaichi Pegasus（97 牡 Mr. Prospector）米６勝，ケンタッキーダービ
ー ，ウッドメモリアルＳ ，ジェロームＨ ，サンフェリペＳ ，プリークネス
Ｓ ２着，種牡馬

ブレスBless（99 牝 Mr. Prospector）不出走
ブレイヴティンソールジャー Brave Tin Soldier（04 牡 Storm Cat）首・愛・米・英・

仏４勝，クリフハンガーＳ ，ブレニムＳ ，ニッカボッカーＳ ３着，種牡馬

販売申込者： ㈲佐藤牧場＝新冠町東川 0146-47-6768
所 有 者： ㈲佐藤牧場
生 産 牧 場： ㈲佐藤牧場
飼 養 者： ㈲佐藤牧場＝新冠町東川 0146-47-6768



エメラルドチャーム２０１８

生年月日：2018/4/7 性別：牡 毛色：黒鹿毛 販売申込者：㈲新冠橋本牧場

NO.

63

ウェスタリーズ２０１８

生年月日：2018/3/28 性別：牡 毛色：黒鹿毛 販売申込者：㈲ムラカミファーム

NO.

69

アメージングムーン２０１８

生年月日：2018/1/24 性別：牡 毛色：鹿毛 販売申込者：㈲村田牧場

NO.

73

フサイチエアデール２０１８

生年月日：2018/4/24 性別：牡 毛色：鹿毛 販売申込者：㈲長浜牧場

NO.

98

63 エメラルドチャーム２０１８ 牡・黒鹿 ４／ ７

アドマイヤムーン
鹿 2003

エメラルドチャーム
鹿 2009

＊エンドスウィープ

マイケイティーズ

フジキセキ

＊グリーンポーラ

＊フォーティナイナー
Broom Dance

＊サンデーサイレンス
＊ケイティーズファースト
＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Nijinsky
Irish Valley

体高

胸囲

管囲

（Ampola ～ Blue Denim） 16 c
サンデーサイレンス S 3×M 3 Northern Dancer M 4×S 5

価格： 購買者：
母 エメラルドチャーム（09 鹿 フジキセキ） 入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
ダイヤモンドホース（14 牡 鹿 カンパニー） ３勝
チャームリング（15 牝 青鹿 ＊ヨハネスブルグ）入着， １勝
トキノブルース（16 牡 芦 ＊ダンカーク） ３勝

２代母 ＊グリーンポーラ（88 USA鹿 Nijinsky）仏２勝，カルヴァドス賞
ケープリズバーン（95 牝 Bering）４勝，オリオンＳ，鳴滝特別， １勝，ＴＣＫ女王盃
ヴェルデマーレ（98 牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，和田岬特別， １勝
ジェダイト（02 牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，忘れな草賞 ，赤松賞，エルフィンＳ ２着

アドマイヤメテオ（11 キングカメハメハ）２勝，湯川特別， 入着
ブライトバローズ（12牡 キングカメハメハ）５勝，六社Ｓ，奥の細道特別，皿倉山特別
オージャイト（13 牝 キングカメハメハ）３勝， 入着，ブリーダーズＧＣ ３着

レーヌヴェルト（03 牝 ＊フレンチデピュティ）入着
ガイヤースヴェルト（10 牡 ダイワメジャー）１勝，毎日杯 ２着，ＮＨＫマイル

Ｃ ５着
ドレスデングリーン（04 牝 アグネスタキオン）１勝

ジェードグリーン（14 カンパニー） １勝，萩Ｓ ３着
レッドシャガーラ（06 牡 ネオユニヴァース）３勝，知床特別

３代母 アイリッシュヴァリー Irish Valley（82 USA栗 Irish River）仏出走
アルハールスAlhaarth（93 牡 Unfuwain）愛・英・仏８勝，デューハーストＳ ，愛インター

ナショナルＳ ，ドラール賞 ，ロンポワン賞 ，英シャンペインＳ ，ソラリオＳ ，
ヴィンテージＳ ，プリンスオヴウェイルズＳ ２着，クレイヴァンＳ ２着，サセ
ックスＳ ３着，愛チャンピオンＳ ３着，セレブレイションマイル ３着，種牡馬

＊ダライール（95 牝 Sadler's Wells）不出走
アカリーム Aqaleem（04 牡 Sinndar）英・豪２勝，リングフィールドダービートラ

イアルＳ ，ゴードンＳ ２着，英ダービー ３着
デラールDhelaal（02 牝 Green Desert）不出走

＊マクフィ（07 牡 Dubawi）英・仏４勝，英２０００ギニー ，ジャックルマロワ賞 ，ジ
ェベル賞 ，種牡馬

販売申込者： ㈲新冠橋本牧場＝新冠町東泊津 0146-47-3972
所 有 者： ㈲新冠橋本牧場
生 産 牧 場： ㈲新冠橋本牧場
飼 養 者： ㈲新冠橋本牧場＝新冠町東泊津 0146-47-3972

69 ウェスタリーズ２０１８ 牡・黒鹿 ３／２８

＊クリエイター
芦 2013

ウェスタリーズ
青鹿 2005

Tapit
タピット

Morena
モレーナ

フジキセキ

＊ウェスタースケルド

Pulpit
Tap Your Heels
Privately Held
Charytin

＊サンデーサイレンス
＊ミルレーサー
Gone West
Danish

体高

胸囲

管囲

（Agar's Plough ～ Charmione） 10 c
Mr. Prospector M 4×S 5

価格： 購買者：
母 ウェスタリーズ（05 青鹿 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４）〕
ジャッカスバーク（11 黒鹿 ＊シンボリクリスエス） ４勝，立春賞（Ｄ２１００），障害１勝
ヴァンフォール（16 牡 栗 ＊サウスヴィグラス） 入着

２代母 ＊ウェスタースケルド（97 USA鹿 Gone West）仏１勝
タガノプルミエール（04 牝 アグネスタキオン）４勝，ゴールデンブーツＴ，西海賞，対

馬特別

３代母 デイニシュ Danish（91 IRE 鹿 ＊デインヒル）愛・米・伊・仏６勝，Ｑエリザベス
二世チャレンジＣ ，サラトガＢＣＨ ，フラワーボ－ルＨ ２着，ニューヨークＨ
２着，フラワーボ－ルＨ ３着，etc.

＊ブリクセン（98 牝 Gone West）愛・英１勝，タイロスＳ ３着
ストーリーブック Storybook（04 牝 Halling）米・英３勝

ロメオリーマ Romeo Lima（12 牡 Medaglia d'Oro） 米・仏３勝，ヘロド賞 ２着
カンクラージュ Camp Courage（13 War Front） 米・仏２勝，グランクリテ
リヨムドボルドー ２着，クリテリヨムドルエスト ３着

アフリカンストーリー African Story（07 Pivotal）首・仏・香８勝，ドバイワール
ドＣ ，アルマクトゥームチャレンジＲ３ ，ゴドルフィンマイル ，ブルジ
ナハール （２回），アルマクトゥームチャレンジＲ２ ２着，ポルトマイヨ
賞 ２着，ファイアーブレイクＳ ３着，クインシー賞 ３着

アフリカンブルー（11 ディープスカイ） １８勝，カンナ賞３着

４代母 ティーハウス Tea House（80 IRE栗 Sassafras）愛・米・仏４勝，コーネルスコート
Ｓ
［子］ エイス Ace（01 牡 ＊デインヒル）首・愛・米・英・仏３勝，デズモンドＳ ，

ＢＣターフ ２着，プリンスオヴウェイルズＳ ２着，ガネー賞 ３着，
ターフクラシック招待Ｓ ３着，etc.，種牡馬

ホークアイ Hawkeye（98 牡 ＊デインヒル）星・愛・米・英・伊・仏・香３勝，
デズモンドＳ ，サンダウンガラＳ ２着，クイーンエリザベス二世Ｓ
３着，ムーランドロンシャン賞 ３着，ミラノ大賞 ３着，種牡馬

［曾孫］ コンテンポラリー Contemporary（99 牝 Alzao）伊・仏２勝，ミエスク賞

販売申込者： ㈲ムラカミファーム＝新冠町朝日 0146-47-2502
所 有 者： ㈲ムラカミファーム
生 産 牧 場： ㈲ムラカミファーム
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 090-8009-9209

73 アメージングムーン２０１８ 牡・鹿 １／２４

モーリス
鹿 2011

アメージングムーン
鹿 2010

スクリーンヒーロー

メジロフランシス

アドマイヤムーン

ビッグテンビー

＊グラスワンダー
ランニングヒロイン

＊カーネギー
メジロモントレー

＊エンドスウィープ
マイケイティーズ

＊テンビー
モガミヒメ

体高

胸囲

管囲

（ ～ ＊セレタ） 1 b
サンデーサイレンス S 4×M 4

価格： 購買者：
母 アメージングムーン（10 鹿 アドマイヤムーン）１勝，ファンタジーＳ ３着
〔産駒馬名登録数：１〕
アメージングサン（17 牡 鹿 ロードカナロア） 不出走

２代母 ビッグテンビー（98 黒鹿 ＊テンビー）１勝
ローレルゲレイロ（04 牡 キングヘイロー）５勝，スプリンターズＳ ，高松宮記念 ，

阪急杯 ，東京新聞杯 ，ＮＨＫマイルＣ ２着，etc.，最優秀短距離馬，種牡
馬

トキノヤマトボシ（06 メジロライアン）３勝，積丹特別
リキサンマックス（08 牡 キングヘイロー）１勝，きさらぎ賞 ２着
キタサンラブコール（11 牡 キングヘイロー）４勝，中京日経賞，ハッピーエンドＣ

３代母 モガミヒメ（92 黒鹿 ＊カコイーシーズ） ３勝，東京３歳優駿牝馬２着
ラヴァーズレーン（00 牝 メジロライアン）５勝，由布院特別，桜島特別

トキノフウジン（07 牡 キングヘイロー）５勝，ＴＶ静岡賞，美唄特別，障害１勝
スルターナ（12 牝 キングヘイロー）４勝，天の川賞，はこべら賞
プライムコード（14 牡 ステイゴールド） １勝，三陸特別， ３勝

ローレルウェルシュ（03 牡 ＊テンビー）４勝，秋保特別， ２勝
キタサンイナズマ（10 牡 キングヘイロー）３勝，タケホープＣ

４代母 モガミポイント（85 鹿 マルゼンスキー）３勝，弥彦特別
［子］ ウィンシュール（00 牡 ＊シャンハイ）入着， ２勝，全日本２歳優駿 ４

着，イノセントＣ
サンポイント（99 牝 モガミチャンピオン）入着３回， ３勝，フロイラ
インＣ２着，北海優駿３着

［曾孫］ オジョーノキセキ（15 牝 ＊キンシャサノキセキ） ２勝，若菜賞，マーガレッ
トＳ ２着，カンナＳ ３着

５代母 ポイントメーカー（80 栗 ＊ボールドラツド）不出走

６代母 クリヒデ（58 栗 クリノハナ）５勝，天皇賞（秋），目黒記念（秋）２着，東京牝馬特別
２着，クイーンＳ２着，金杯３着，etc.，優古牝

販売申込者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 0146-47-2743
所 有 者： ㈲村田牧場
生 産 牧 場： ㈲村田牧場
飼 養 者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 0146-47-2743

98 フサイチエアデール２０１８ 牡・鹿 ４／２４

エイシンフラッシュ
黒鹿 2007

フサイチエアデール
黒鹿 1996

＊キングズベスト

＊ムーンレディ

＊サンデーサイレンス

＊ラスティックベル

Kingmambo
Allegretta
Platini
Midnight Fever
Halo
Wishing Well
Mr. Prospector
Ragtime Girl

体高

胸囲

管囲

（Camelina ～ Princess Camelia） 20 a
Mr. Prospector M 3×S 4 Raise a Native M 4×S 5×M 5

価格： 購買者：
母 フサイチエアデール（96 黒鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，報知４歳牝馬特別 ，マ
ーメイドＳ ，ダービー卿ＣｈＴ ，シンザン記念 ，桜花賞 ２着，etc.

〔産駒馬名登録数：１４，勝馬（勝鞍）数：中央－８（２５），地方－４（１２）〕
ライラプス（02 牝 栗 ＊フレンチデピュティ）３勝，クイーンＣ ，デイリー杯２歳Ｓ

２着，福島牝馬Ｓ ２着，ローズＳ ３着，etc.， 入着，マリーンＣ ３着
フサイチリシャール（03 牡 芦 ＊クロフネ）５勝，朝日杯フューチュリティＳ ，阪神Ｃ

，東スポ杯２歳Ｓ ，スワンＳ ２着，スプリングＳ ２着，etc.，優２牡，種牡馬
グリッターカーラ（05 牝 栗 ＊フレンチデピュティ） ２勝
サイオン（06 牡 芦 ＊クロフネ）５勝，高瀬川Ｓ（Ｄ１４００）， １勝，川崎記念 ５

着，フジノウェーブ記念（１４００）３着，ゴールドＣ（１５００）３着，アフター５スター賞
（１２００）３着

ゼンノルジェロ（08 牡 青 ＊シンボリクリスエス）４勝，カウントダウンＳ（２０００），葉山
特別（１６００）

マラムデール（11 牝 栗 ＊フレンチデピュティ）３勝，六波羅特別（１６００），紅梅Ｓ
（１４００）２着

コスモエルタニン（12 牡 鹿 ＊クロフネ） ５勝
ヘキサゴン（13 牡 黒鹿 ＊ハービンジャー） ４勝
インヘリットデール（14 牝 鹿 ルーラーシップ） ３勝，ジングルベル賞（２０００）
アドマイヤデジタル（15 牡 青鹿 ＊ノヴェリスト） １勝
ビーチサンバ（16 牝 黒鹿 ＊クロフネ） １勝，クイーンＣ ２着，アルテミスＳ

２着，阪神ジュベナイルフィリーズ ３着，桜花賞 ５着

２代母 ＊ラスティックベル（90 USA鹿 Mr. Prospector）仏１勝
インディスユニゾン（97 牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

クロノロジスト（03 牝 ＊クロフネ）１勝
ノームコア（15 牝 ＊ハービンジャー） ４勝，ヴィクトリアマイル ，紫苑
Ｓ ，愛知杯 ２着，フローラＳ ３着，フラワーＣ ３着，etc.

３代母 ラグタイムガ－ルRagtime Girl（73 USA栗 Francis S.）米４勝
エンタイトルドトゥ－Entitled To（82 牡 Golden Act）米１５勝，パターソンＨ ，ノリスタウ

ンＨ ，エセックスＨ ２着，ワイドナーＨ ３着，レッドスミスＨ ３着，etc.，種牡
馬

販売申込者： ㈲長浜牧場＝新冠町朝日 0146-47-2682
所 有 者： ㈲長浜牧場
生 産 牧 場： ㈲長浜牧場
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 0146-28-1700



サトノネネ２０１８

生年月日：2018/3/12 性別：牡 毛色：鹿毛 販売申込者：㈱松浦牧場

NO.

159

オーシャンフリート２０１８

生年月日：2018/3/16 性別：牡 毛色：黒鹿毛 販売申込者：㈲村田牧場

NO.

167

シルクヴィーナス２０１８

生年月日：2018/3/30 性別：メス 毛色：黒鹿毛 販売申込者：㈲須崎牧場

NO.

170

リオグランデ２０１８

生年月日：2018/5/4 性別：牡 毛色：鹿毛 販売申込者：㈲新冠橋本牧場

NO.

207

159サトノネネ２０１８ 牡・鹿 ３／１２

モーリス
鹿 2011

サトノネネ
鹿 2010

スクリーンヒーロー

メジロフランシス

ディープインパクト

＊フローリオット

＊グラスワンダー
ランニングヒロイン

＊カーネギー
メジロモントレー

＊サンデーサイレンス
＊ウインドインハーヘア
Monsun
Fureau

体高

胸囲

管囲

（ ～ Destiny Bay） 5 i
サンデーサイレンスM 3×S 4 Lyphard S 5×M 5

価格： 購買者：
母 サトノネネ（10 鹿 ディープインパクト）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊フローリオット（02 IRE 栗 Monsun）伊・独８勝，リディアテシオ賞 ，メラーノ
温泉賞 ，バッジオ賞 ，ジュゼッペヴァリアニ賞 ，パオロメザノッテ賞 ２着，etc.
アンクレット（08 牝 Footstepsinthesand）１勝

ネコハーバー（13 牡 ヴィクトワールピサ） ７勝
レッドベリンダ（12 牝 ハーツクライ）１勝，湯浜特別， ２勝
レッドルドラ（14 牡 ヴィクトワールピサ） ３勝，瀬戸内海特別

３代母 フローFureau（95 GER栗 ＊ファーディナンド）独・仏３勝
ファンタズマティクFantasmatic（01 牝 Lomitas）伊・独２勝
ファラデイFaraday（03 Montjeu）英・伊・独２勝
フローランスFlorance（05 牝 Orpen）不出走

レクシス Lexis（09 Gentlewave）伊２勝
ファウンデイションフィリー Foundation Filly（07 牝 Lando）仏３勝，クープデトロワザ

ン ３着
ローマンプリンセスRoman Princess（13 牝 Holy Roman Emperor） 那・典５勝

フィルマン Phil Man（09 Manduro）仏１勝

４代母 フルーイドダンサーFluid Dancer（87 USA鹿 Irish River）米９勝
［孫］ ファンマック Fun Mac（11 Shirocco） 英・仏５勝，カルーゼル賞 ，グッ

ドウッドマーチＳ ２着，カドラン賞 ３着，カルーゼル賞 ３着，ジョ
ッキークラブローズボール ３着

５代母 デスティニーズダンサーDestiny's Dancer（79 USA鹿 Gallant Romeo）米２勝

６代母 ダンサーズカウンテス Dancers Countess（72 USA鹿 Northern Dancer）米１０勝，マ
ッチメイカーＳ ，サスケハナＨ ，シェリダンＨ ２着，ファンタジーＳ ３着
［子］ パリプリンス Paris Prince（80 牡 Exclusive Native）米１０勝，カリフォルニアダ

ービー ，スーパーボウルＨ ，サンガブリエルＨ ２着，サンフェルナ
ンドＳ ３着，シエラネヴァダＨ ３着，etc.，種牡馬

販売申込者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 0146-49-5108
所 有 者： ㈱松浦牧場
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 0146-28-7777

167オーシャンフリート２０１８ 牡・黒鹿 ３／１６

＊パイロ
黒鹿 2005

オーシャンフリート
栗 2008

Pulpit
プルピット

Wild Vision
ワイルドヴィジョン

＊アフリート

ウインクパール

A.P. Indy
Preach
Wild Again
Carol's Wonder
Mr. Prospector
Polite Lady

＊トニービン
＊キソティック

体高

胸囲

管囲

（Where You Lead ～ Noblesse） 14 f
Mr. Prospector M 3×S 4

価格： 購買者：
母 オーシャンフリート（08 栗 ＊アフリート）５勝，河原町Ｓ（Ｄ１４００）
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
ヒルノアルゲーロ（15 牡 栗 ＊ヘニーヒューズ） 出走， ２勝
ベルキューズ（16 牝 栗 ＊ヘニーヒューズ） １勝

２代母 ウインクパール（96 鹿 ＊トニービン）出走
オーシャンクルーズ（04 牡 ＊アフリート）２勝

３代母 ＊キソティック（87 FR鹿 Caerleon）仏入着４回
アクティブリード（92 牝 ＊シエイデイハイツ）不出走
ブルーレインボウ（98 牝 マルゼンスキー）不出走
サンダラス（11 牡 スウィフトカレント）２勝，野路菊Ｓ

４代母 アイディリック Idyllic（82 USA黒鹿 Foolish Pleasure）不出走
［子］ シーニック Scenic（86 牡 Sadler's Wells）愛・米・英４勝，デューハーストＳ

，スコテイッシュクラシック ，ブリガディアジェラルドＳ ２着，セ
ントジェイムズパレスＳ ３着，種牡馬

サイレントウォリア Silent Warrior（92 牡 Nashwan）仏３勝，ダフニス賞 ，ギ
ヨームドルナーノ賞 ３着，種牡馬

イタキ Ithaki（94 牡 Sadler's Wells）米・仏１勝，パリ大賞 ２着，オカール賞
３着，種牡馬

［孫］ ウィズアウトコネクションWithout Connexion（99 牡 Rainbow Quest）伊・仏
６勝，フェデリコテシオ賞 ，ローマ賞 ２着，パリ大賞 ３着，リュパ
ン賞 ３着，グレフュール賞 ３着，etc.，種牡馬

エンドレスサマー Endless Summer（97 牡 Zafonic）愛・米・英・仏５勝，モル
ニー賞 ２着，種牡馬

［曾孫］ イエローアガト Yellow Agate（14 牝 Gemologist） 米・加２勝，フリゼットＳ
テストステローン Testosterone（08 牝 Dansili）愛・英・仏４勝，マルレ賞 ，
ロワイヨモン賞 ，ファーザーフライトＳ ，ヴェルメイユ賞 ２着，セ
ーヌ賞 ３着

ショットブレス Shot Bless（04 牝 Daggers Drawn）伊４勝，マリオインチーザ
賞 ，ツァノレッティ賞

販売申込者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 0146-47-2743
所 有 者： ㈲村田牧場
生 産 牧 場： ㈲村田牧場
飼 養 者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 0146-47-2743

170シルクヴィーナス２０１８ ・黒鹿 ３／３０

カレンブラックヒル
黒鹿 2009

シルクヴィーナス
青鹿 2006

ダイワメジャー

＊チャールストンハーバー

＊ティンバーカントリー

＊シルクフレアー

＊サンデーサイレンス
スカーレットブーケ
Grindstone
Penny's Valentine
Woodman
Fall Aspen
Danzig
Jet Route

体高

胸囲

管囲

（Peaceful Light ～ Head Note） 7 f
Northern Dancer M 4×S 5 Raise a Native M 5×M 5

価格： 購買者：
母 シルクヴィーナス（06 青鹿 ＊ティンバーカントリー）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－１（２）〕
プレイアンドリアル（11 牡 鹿 デュランダル）１勝，京成杯 ，東スポ杯２歳Ｓ

２着， ２勝，ジュニアＧＰ（Ｔ１６００），ＮＡＲ優ターフ（２回）
デイドリーム（12 牝 栗 アドマイヤムーン）１勝
テンプルツリー（13 牝 鹿 ブラックタイド） １勝

２代母 ＊シルクフレアー（95 USA鹿 Danzig）不出走
シルクヴェルリッツ（02 牡 アドマイヤベガ）４勝，飛騨Ｓ，大日岳特別
シルクヴェルサイユ（08 牝 スペシャルウィーク）不出走

ブルベアバブーン（14 ＊プリサイスエンド）２勝，もちの木賞，端午Ｓ ２着
ウインバーニング（13 牡 ディープスカイ）入着２回， ５勝，不来方賞２着

３代母 ジェットルート Jet Route（88 USA鹿 Alydar）米３勝，クイーンＢＣＳ ２着，ジ
ューンダーリンＨ ３着

＊クイックコマンド（03 牝 Gold Legend）米３勝
リーサルウェポン（11 牝 ディープインパクト）４勝，愛知杯 ２着，浦佐特別

４代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）愛・英４勝，愛１０００ギニー ，コ
ロネイションＳ ，クイーンエリザベス二世Ｓ ２着，チャイルドＳ ２着，プリン
セスエリザベスＳ ３着
［子］ ＊ヒシアマゾン（91 牝 Theatrical）１０勝，エリザベス女王杯 ，阪神３歳牝馬Ｓ ，

京都大賞典 ，オールカマー ，ローズＳ ，etc.，優２牝，優３牝，優古牝
＊ヒシピナクル（96 牝 Theatrical）４勝，ローズＳ ，秋華賞 ３着，不知火特別，

梅花賞，紅梅Ｓ ２着
［孫］ スリープレスナイト（04 牝 ＊クロフネ）９勝，スプリンターズＳ ，北九州

記念 ，ＣＢＣ賞 ，高松宮記念 ２着，セントウルＳ ２着，etc.，
最優秀短距離馬

［曾孫］ アドマイヤムーン（03 牡 ＊エンドスウィープ）首・香１勝，ドバイデューテ
ィフリー ，etc.，９勝，ジャパンＣ ，宝塚記念 ，京都記念 ，札
幌記念 ，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

販売申込者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 0146-47-6110
所 有 者： ㈲須崎牧場
生 産 牧 場： ㈲森牧場
飼 養 者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 0146-47-6110

207リオグランデ２０１８ 牡・鹿 ５／ ４

ロードカナロア
鹿 2008

リオグランデ
鹿 2010

キングカメハメハ

レディブラッサム

ディープインパクト

＊シーズライクリオ

Kingmambo
＊マンファス
Storm Cat

＊サラトガデュー
＊サンデーサイレンス
＊ウインドインハーヘア
Boundary
Leading Rhyme

体高

胸囲

管囲

（Bramble Bug ～ Rose Leaves） 9 f
Northern Dancer S 5×M 5 Hail to Reason M 5×M 5

価格： 購買者：
母 リオグランデ（10 鹿 ディープインパクト）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊シーズライクリオ（96 USA鹿 Boundary）米２勝
シーサイドリトリート Seaside Retreat（03 King Cugat）米・加７勝，ニジンスキーＳ ，

チャーリーバーリーＳ ，ディスプレイＳ ，スカイクラシックＳ ２着，レイン
ズエンドＳ ２着，ヴァージニアダービー ２着，オープニングヴァースＨ ２着，
ノーザンダンサーターフＳ ３着，キングエドワードＨ ３着，グレイＳ ３着

アドマイヤカグラ（07 牝 スペシャルウィーク）入着
アドマイヤナイト（12 牝 アドマイヤムーン）４勝，千葉日報杯，別府特別

サダムグランジュテ（08 牝 キングカメハメハ）５勝，初日の出Ｓ，鶴見特別

３代母 リーディングライム Leading Rhyme（90 USA黒鹿 Mr. Leader）不出走
アドヴァンスノーティスAdvance Notice（98 牝 Known Fact）不出走

セルナズゴールド Serna's Gold（03 牝 Banker's Gold）米１１勝

４代母 ゲイソネットGay Sonnet（69 USA黒鹿 Sailor）米２勝
［子］ スイーテストチャント Sweetest Chant（78 牝 Mr. Leader）米１２勝，オーキッド

Ｈ ，アーリントンメイトロンＨ ，スワニーリヴァーＨ ２着，ラプレ
ヴォワイヤントＨ ２着，フォールズシティＨ ２着，etc.

［孫］ ネヴァーリトリート Never Retreat（05 牝 Smart Strike）米・加１１勝，ファース
トレイディＳ ，ジェニーワイリーＳ ，ダンススマートリーＳ ，カナ
ディアンＳ ，ハニーフォクスＳ ，etc.

カサレリア Cassaleria（79 牡 Pretense）米５勝，エルカミノレアルＳ ，ロング
エイカーズダービー ，シルヴァースクリーンＨ ２着，スワップスＳ
３着，サンフェリペＨ ３着，etc.，種牡馬

ダンジグズビューティ Danzig's Beauty（87 牝 Danzig）米３勝，ガーデニアＳ
，エイコーンＳ ２着

［曾孫］ ディストーティドヒューマー Distorted Humor（93 牡 ＊フォーティナイナー）
米８勝，コモンウェルスＢＣＳ ，チャーチルダウンズＨ ，アクアクＨ
，サルヴェイターマイル ，シガーマイル ３着，etc.，種牡馬

販売申込者： ㈲新冠橋本牧場＝新冠町東泊津 0146-47-3972
所 有 者： ㈲新冠橋本牧場
生 産 牧 場： ㈲新冠橋本牧場
飼 養 者： ㈲新冠橋本牧場＝新冠町東泊津 0146-47-3972



イイデサンドラ２０１８

生年月日：2018/4/24 性別：牡 毛色：栗毛 販売申込者：山岡ファーム

NO.

210

スペシャルウィッチ２０１８

生年月日：2018/3/30 性別：牡 毛色：青鹿毛 販売申込者：村上牧場
情

NO.

219

イリデッセンス２０１８

生年月日：2018/5/5 性別：牡 毛色：鹿毛 販売申込者：㈲大狩部牧場

NO.

221

セラフィックロンプ２０１８

生年月日：2018/3/10 性別：牡 毛色：鹿毛 販売申込者：守矢牧場

NO.

227

210イイデサンドラ２０１８ 牡・栗 ４／２４

＊サウスヴィグラス
栗 1996

イイデサンドラ
芦 2007

＊エンドスウィープ

＊ダーケストスター

サクラプレジデント

ロマンスレディー

＊フォーティナイナー
Broom Dance
Star de Naskra
Minnie Riperton

＊サンデーサイレンス
セダンフオーエバー
Caro

＊シユジンスキー

体高

胸囲

管囲

（Levee ～ Bourtai） 9 f
Nijinsky M 4×M 5 Tom Rolfe S 5×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 イイデサンドラ（07 芦 サクラプレジデント）２勝，菜の花賞（１６００）
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（６）〕
イイデシロ（13 牝 芦 ＊ファルブラヴ） ３勝
イイデファイナル（14 牡 芦 ＊サウスヴィグラス） ２勝
サンドラフラッシュ（15 牝 芦 エイシンフラッシュ） ３勝
サンタコマ（16 牡 鹿 ジャングルポケット） 出走

２代母 ロマンスレディー（89 芦 Caro）不出走
ブイヤマト（99 牡 ＊ウォーニング）６勝，栗東Ｓ ，秋吉台特別

３代母 ＊シユジンスキー（80 USA栗 Nijinsky）不出走
ワンダリングレイスWandering Lace（84 牝 Private Account）米１勝

ドリナ Drina（88 牝 Regal and Royal）米１１勝，ヴィスカヤＨ ，ミストロピカルＨ
２着，アスピディストラＨ ２着
スペイン Spain（97 牝 ＊サンダーガルチ）米９勝，ＢＣディスタフ ，ラブレア
Ｓ ，フルールデリスＨ ，ルイヴィルＢＣＨ ，ラカニャーダＳ ，etc.

プエルトバヌス Puerto Banus（99 牡 Supremo）米５勝，サンルイスオビスポＨ
，サンセットＨ ，種牡馬

ファンタスティックスペイン Fantastic Spain（00 牡 Fantastic Fellow）米５勝，
ゴールデンゲイトフィールズＢＣＳ ，ベイメドーズＢＣＨ ２着，スタ
ンフォードＢＣＨ ３着，種牡馬

ステルチェラ Stelluchella（94 牝 Honor Grades）米１勝
アルフォンシナ Alfonsina（02 牝 Grand Slam）米２勝，オールドハットＳ ２
着，ヴァリーストリームＳ ２着，シカーダＳ ３着

トップブリリアンス（95 牝 ＊クリミナルタイプ）不出走
パッションマリー（01 牝 ＊ティンバーカントリー） ６勝，サラブレッドＣ

４代母 シュフルール Shufleur（74 USA鹿 Tom Rolfe）米３勝，ヴィレジャーＳ ３着
［子］ マンゾッティManzotti（83 牡 Nijinsky）米・英・仏８勝，カンタベリーＣ ，

ジョンＢキャンベルＨ ，トレントンＨ ，ミシガンマイルアンドワン
エイスＨ ２着，ニューオーリンズＨ ３着，etc.，種牡馬

販売申込者： 山岡ファーム＝新冠町西泊津 090-2698-9011
所 有 者： 山岡ファーム
生 産 牧 場： 山岡ファーム
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 0146-42-8771

219スペシャルウィッチ２０１８ 牡・青鹿 ３／３０

カレンブラックヒル
黒鹿 2009

スペシャルウィッチ
黒鹿 2004

ダイワメジャー

＊チャールストンハーバー

スペシャルウィーク

＊ウィッチフルシンキング

＊サンデーサイレンス
スカーレットブーケ
Grindstone
Penny's Valentine

＊サンデーサイレンス
キャンペンガール
Lord Avie
Halloween Joy

体高

胸囲

管囲

（ ～ Distinction） 2 b
サンデーサイレンス S 3×M 3

価格： 購買者：
母 スペシャルウィッチ（04 黒鹿 スペシャルウィーク）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ドラムメジャー（11 牡 青 ＊シンボリクリスエス）入着７回， １勝
ジョースパーク（13 牝 鹿 ディープスカイ） １勝
バロンエール（15 牝 黒鹿 ブラックタイド） 入着４回

２代母 ＊ウィッチフルシンキング（94 USA鹿 Lord Avie）米１２勝，パカラップＳ ，ジャス
トアゲイムＨ ，イーゴンマイルＳ ，ニジャナＳ ，ファーストレイディＳ ，アパ
ラチアンＳ ，ナショナルＪＣオークス ，ボールストンスパＨ ２着，リヴァーダ
ウンズＢＣＨ ２着，ヒアカムズザブライドＳ ２着，オールドハットＳ ３着
マンティスハント（01 牝 Deputy Minister）入着３回

ゴーハンティング（08 フジキセキ）４勝，飯豊特別，葉山特別，石狩特別
クロスボウ（10 牡 ゴールドアリュール）４勝，初茜賞，障害１勝
サングレーザー（14 牡 ディープインパクト） ７勝，札幌記念 ，マイラーズＣ

，スワンＳ ，天皇賞（秋） ２着，マイルＣｈＳ ３着，阪神Ｃ
３着，デイリー杯２歳Ｓ ３着，安田記念 ５着，仲秋Ｓ，道新スポーツ賞

ロフティーエイム（02 牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ ，函館記念
２着，檜原湖特別
エイムアンドエンド（15 牡 エイシンフラッシュ） ２勝，共同通信杯 ３着

カレンマーガレット（07 牝 ネオユニヴァース）出走
パンプキンズ（16 牡 スターリングローズ） ４勝，寒菊賞，やまびこ賞２着

メーデイア（08 牝 キングヘイロー）４勝， ６勝，ＪＢＣＬクラシック ，Ｌ
プレリュード ，ＴＣＫ女王盃 （２回），スパーキングＬＣ ，マリ
ーンＣ

３代母 ハロウィーンジョイHalloween Joy（87 USA鹿 Exuberant）米９勝
アロウィーンAloween（96 Alydeed）米１１勝

４代母 ハロウィーンHalloween（79 USA黒鹿 Wardlaw）米１勝
［子］ ホブゴブリン Hobgoblin（92 牡 Exuberant）米７勝，トーマスＰスコットＳ

２着，シカゴジュヴェナイルＳ ２着，バシュフォードマナーＳ ３着，
プレーリーバイユーＳ ３着，米・障害１勝

販売申込者： 村上牧場＝新冠町朝日 0146-47-4220
所 有 者： 村上牧場
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 090-8009-9209

221イリデッセンス２０１８ 牡・鹿 ５／ ５

ルーラーシップ
鹿 2007

イリデッセンス
鹿 2013

キングカメハメハ

エアグルーヴ

ダイワメジャー

スペリオルパール

Kingmambo
＊マンファス
＊トニービン
ダイナカール

＊サンデーサイレンス
スカーレットブーケ

＊ティンバーカントリー
＊パシフィカス

体高

胸囲

管囲

（ ～ Fiji） 13 a
Mr. Prospector S 4×M 5 ノーザンテースト S 4×M 4
Northern Dancer M 4×S 5×M 5
価格： 購買者：

母 イリデッセンス（13 鹿 ダイワメジャー）入着２回
初仔

２代母 スペリオルパール（98 鹿 ＊ティンバーカントリー）不出走
タガノボーディング（03 牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，摂津特別
タガノサムアップ（07 牝 フジキセキ）入着３回

タガノトリオンフ（12 牝 ＊ワイルドラッシュ）入着４回， １３勝，兵庫クイーン
Ｃ（２回），新春賞２着，摂津盃３着，兵庫サマークイーン賞３着

ラストインパクト（10 牡 ディープインパクト）首入着，ドバイシーマクラシック ３着，７
勝，金鯱賞 ，京都大賞典 ，小倉大賞典 ，ジャパンＣ ２着，阪神大賞典
３着，日経賞 ３着，青葉賞 ３着，新潟記念 ３着，菊花賞 ４着，天

皇賞（春） ４着，松籟Ｓ，シンガポールターフクラブ賞，大寒桜賞，すみれＳ ２着
タガノベルーガ（11 牝 ネオユニヴァース）２勝，忘れな草賞 ２着

３代母 ＊パシフィカス（81 USA鹿 Northern Dancer）英２勝
ビワハヤヒデ（90 牡 ＊シャルード）１０勝，菊花賞 ，天皇賞（春） ，宝塚記念 ，京都記

念 ，神戸新聞杯 ，etc.，日本レコ－ド（２２００），年代表，優３牡，優古牡，種牡馬
ナリタブライアン（91 牡 ＊ブライアンズタイム）１２勝，日本ダービー ，有馬記念 ，皐

月賞 ，菊花賞 ，朝日杯３歳Ｓ ，etc.，優２牡，年代表，優３牡，種牡馬
ビワタケヒデ（95 牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，Ｒたんぱ賞 ，小倉記念 ３着，かき

つばた賞，若葉Ｓ ３着，種牡馬

４代母 パシフィックプリンセス Pacific Princess（73 USA鹿 Damascus）米７勝，デラウェ
アオークス ，ヘムステッドＨ ，メイトロンＳ ２着，マスケットＨ ２着，ガゼル
Ｈ ２着，etc.
［孫］ ファレノプシス（95 牝 ＊ブライアンズタイム）７勝，桜花賞 ，秋華賞 ，エ

リザベス女王杯 ，ローズＳ ，オークス ３着，etc.，優３牝，優古牝
キズナ（10 牡 ディープインパクト）仏１勝，ニエル賞 ，６勝，日本ダービー

，産経大阪杯 ，京都新聞杯 ，毎日杯 ，etc.，優３牡，種牡馬
サンデーブレイク（99 牡 ＊フォーティナイナー）米４勝，ピーターパンＳ ，
ベルモントＳ ３着，ウッドメモリアルＳ ３着，アルカディアＨ ３
着，種牡馬

販売申込者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 090-8707-5308
所 有 者： ㈲大狩部牧場
生 産 牧 場： ㈲大狩部牧場
飼 養 者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 0146-47-6022

227セラフィックロンプ２０１８ 牡・鹿 ３／１０

ルーラーシップ
鹿 2007

セラフィックロンプ
青鹿 2004

キングカメハメハ

エアグルーヴ

マンハッタンカフェ

エルソル

Kingmambo
＊マンファス
＊トニービン
ダイナカール

＊サンデーサイレンス
＊サトルチェンジ
＊ロイヤルスキー
アズマローマン

体高

胸囲

管囲

（ ～ ＊ハイタニア） 4 r
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 セラフィックロンプ（04 青鹿 マンハッタンカフェ）５勝，愛知杯 （２回），府中牝
馬Ｓ ２着，マーメイドＳ ２着，糺の森特別（２０００）

〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ミカタ（13 黒鹿 アドマイヤムーン） ２勝
ヴィーヴァザキング（15 牡 鹿 ＊キングズベスト） ３勝

２代母 エルソル（89 鹿 ＊ロイヤルスキー）入着
シュア（98 ＊ソヴィエトスター）３勝

３代母 アズマローマン（79 青鹿 ＊ラデイガ）１勝， ４勝
アズマフアンシー（86 牝 アズマハンター） 入着

ショウブパワー（90 牡 ブラツクスキー） ６勝，ゴールドＣ，しらさぎ賞，戸塚
記念２着

ダイヤッコ（87 牝 アズマハンター） ６勝，トゥインクルレディ賞２着
メルクーリオ（93 牡 ＊メンデス）１勝，ききょうＳ ３着
ユニコーン（94 牝 マルゼンスキー）出走

モエレスペクタクル（08 牡 ＊マジックマイルズ） １１勝，ジュニアクラウン２着

４代母 ＊ハイタニア（71 USA鹿 Buckpasser）不出走
［子］ バンパサー（75 牝 ＊ラデイガ）４勝，クイーンＳ，佐渡Ｓ

マルサスMalthus（92 牡 Temperence Hill）巴・米４勝，ジムダンディＳ ２着，
トラヴァーズＳ ３着，厩務員賞，共和国大統領賞２着，種牡馬

［曾孫］ アズマイースト（87 牡 ＊サウスアトランテイツク）３勝，スプリングＳ ，デ
ィセンバーＳ ，種牡馬

シエテデオーロス Siete de Oros（10 A. P. Warrior）米７勝，ジェロームＳ
２着，イリノイダービー ３着，ウィザーズＳ ３着

カリスマテルコ（97 牝 ＊アフリート）１勝， ８勝，新世紀盃３着

５代母 ヒルブルックHillbrook（57 USA鹿 I Will）米５勝
［曾孫］ デインジャーズアワー Danger's Hour（82 牡 Coastal）米９勝，マンハッタンＨ

，ベルモントレキシントンＳ ，ロレンスリアリゼイションＳ ，ラト
ガーズＨ ，ペンシルヴァニアガヴァナーズＣ ，etc.，種牡馬

販売申込者： 守矢牧場＝新冠町朝日 0146-47-2872
所 有 者： 守矢牧場
生 産 牧 場： 守矢牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 090-3748-5832



ベルモントエルメス２０１８

生年月日：2018/3/8 性別：メス 毛色：鹿毛 販売申込者：㈲アサヒ牧場

NO.

234

〒059-2401 北海道新冠郡新冠町字本町59番地の1
℡ 0146-47-3111　FAX 0146-47-2809
〒059-2401 北海道新冠郡新冠町字本町59番地の1
℡ 0146-47-3111　FAX 0146-47-2809

Memo.

Memo.

234ベルモントエルメス２０１８ ・鹿 ３／ ８

ラブリーデイ
黒鹿 2010

ベルモントエルメス
鹿 2006

キングカメハメハ

ポップコーンジャズ

＊ティンバーカントリー

＊ミスダンジグ

Kingmambo
＊マンファス
ダンスインザダーク
グレイスルーマー
Woodman
Fall Aspen
Danzig
Egyptian Rose

体高

胸囲

管囲

（Rose Coral ～ Electric Rose） 26
Mr. Prospector S 4×M 4

価格： 購買者：
母 ベルモントエルメス（06 鹿 ＊ティンバーカントリー）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（２）〕
オンザロックス（13 牡 鹿 サムライハート） ２勝，鞍ケ池特別（１６００）， １勝
スーパーマーズ（14 牝 栗 ＊ロージズインメイ） １勝
ドゥエルメス（16 牝 黒鹿 スマートファルコン） １勝

２代母 ＊ミスダンジグ（92 USA鹿 Danzig）１勝
ベルモントサンダー（01 牡 ＊アフリート）４勝， ３勝，東京盃 ３着，スパーキ

ングサマーＣ，アフター５スター賞，京成盃グランドマイラーズ２着

３代母 イジプシャンローズEgyptian Rose（79 USA鹿 Sir Ivor）不出走
コックスウォールド Coxwold（88 牝 Cox's Ridge）米・仏３勝，ベルダムＳ ３着

４代母 ロゼッタストーンRosetta Stone（64 USA鹿 Round Table）米３勝
［子］ アッパーナイル Upper Nile（74 牡 Nijinsky）米６勝，サバーバンＨ ，ナッソ

ーカウンティＨ ，ユナイテドネイションズＨ ２着，バーナードバル
ークＨ ３着，種牡馬

ドラローズ De la Rose（78 牝 Nijinsky）米１１勝，ハリウッドダービー ，ダイ
アナＨ ，サラナクＳ ，ＥＰテイラーＳ ，ロングブランチＳ ，アシ
ーニアＨ ，ラムチョップＨ ，イヴニングアウトＳ ，ケンタッキーオ
ークス ２着，フラワーボ－ルＨ ２着，レキシントンＨ ２着，デムワ
ゼルＳ ２着，コロンビアナＨ ２着，ミスグリジョＳ ２着

ライロー Lie Low（71 牝 Dr. Fager）米８勝，フィレンツェＨ （２回），オープ
ンファイアＳ ，ロングアイランドＨ ，ポストデブＳ ３着

［孫］ コンキスタローズ Conquistarose（84 牡 Conquistador Cielo）米４勝，ヤングア
メリカＳ ，アーリントンＷフュチュリティ ２着，サイテイションＳ
２着，フォアラナーＳ ３着，種牡馬

［曾孫］ スパルタクス Spartacus（00 牡 ＊デインヒル）愛・英・伊・仏３勝，フィーニ
クスＳ ，伊グランクリテリウム ，アングルシーＳ ２着，種牡馬

ヨハンクライフ Johan Cruyff（94 牡 ＊デインヒル）愛・香６勝，ガリニュール
Ｓ ，ベレスフォードＳ ，香港国際Ｃ ２着，Ｑエリザベス二世Ｃ ３
着，香港クラシックトライアル，etc.，種牡馬

販売申込者： ㈲アサヒ牧場＝新冠町朝日 0146-47-2775
所 有 者： ㈲アサヒ牧場
生 産 牧 場： ㈲アサヒ牧場
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 090-3395-6198


