
1 2022ジェイエス繁殖馬セール T0074‐37

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 バシルーラ

厩舎番号№1 バシルーラ Bashirura

大滝 康晴＝新ひだか町静内目名 ℡0146（42）0287

2012年生
（10歳）
黒鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

大滝 康晴＝新ひだか町静内目名 ℡0146（42）0287

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

�
�
�

ジャイアンツコーズウェイ �
�
Storm Cat

Giant's Causeway
Mariah's Stormスズカシャンティー

�
�
Cure the Blues

*テレサザティーチャ栗 2005 Proud n' Appeal（1）

【*パイロを受胎（販売申込時）最終種付５月30日】

父ヴァーミリアンは早来産，最優秀ダートホース，中央・南関東・東海・兵庫�15勝，ジャ
パンＣダート-G1，フェブラリーＳ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ネイバーアイランド（関東オーク
ス-JPN2５着），テーオーブルベリー（兵庫・のじぎく賞，東海・ラブミーチャン記念）。父とし
て，リュウノユキナ（東京スプリント-JPN3），ノットフォーマル（フェアリーＳ-G3）を出す

母スズカシャンティー（05 Giant's Causeway）岩手�４勝，南関東�２勝。産駒
ミスズグランドオー（牡 栗 *サウスヴィグラス）４勝，安芸Ｓ，欅Ｓ-OP３着，�
シベリウス（牡 栗 *サウスヴィグラス）４勝，大倉山特別
ヴォーガ（騸 栗キャプテントゥーレ）４勝，�
シゲルルビー（牝 黒鹿 *キンシャサノキセキ）佐賀�８勝，中央１勝，南関東�２

勝，�
祖母 *テレサザティーチャ Theresa the Teacha（95 Cure the Blues）米国産，北米５

勝，アフェクショニトリーＨ-G3，Montauk H，Jack Betta Be Rite S２着。産駒
ミーソーミMesawmi（騸 Lemon Drop Kid）北米８勝，Regaey Island S-L３着，

Tri-State H３着
タッチミーワンスTouch Me Once（牝 Touch Gold）北米２勝。産駒

ゴールドミギラー Gold Megillah（騸 Purim）北米８勝，Rushaway S-L３着，
レキシントンＳ-G3４着

セトウチダイヤ（牝 *タイキシャトル）入着，東海�２勝，広島�２勝。産駒
カシノブレンド（騸キャプテントゥーレ）３勝，ＲＫＢ賞，�

三代母プラウド ン アピール Proud n' Appeal（87 Proud Appeal）北米６勝，Ticon-
deroga H，Broadway H，Schenectady H２着。産駒

スマートクーポンズ Smart Coupons：北米10勝，エクセルシオＢＣＨ-G3，Kings
Point H（３回），Empire Classic H３着，Evan Shipman H３着，Elkwo-
od S３着，Bet Twice S３着

モアザンプラウドMore Than Proud：北米３勝。産駒
ステフ ビーイング ステフ Steph Being Steph：北米２勝，Golden Gate

Debutante S，サンタイネスＳ-G2２着，Beverly J. Lewis S２着，
Anoakia S２着，ラスヴィルヘネスＳ-G2３着

ベルボトムブルーズ Bellebottom Blues：北米入着。産駒
ワンタフベル One Tough Belle：北米７勝，Lady Finger S３着
マイギャルレイラ My Gal Layla：北米２勝，Azalea S３着，LA Bred Premi-

er Night Starlet S３着

【競走成績】南関東�６勝，２着９回，３着８回［収得賞金 \13,690,000］

【繁殖成績】
2022 （牝 ヘンリーバローズ）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 1(1)



2 2022ジェイエス繁殖馬セール T0533‐64

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アリオーン

厩舎番号№2 アリオーン Arion

大滝 康晴＝新ひだか町静内目名 ℡0146（42）0287

2009年生
（13歳）
栗毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Mr. Prospector

大滝 康晴＝新ひだか町静内目名 ℡0146（42）0287

*アフリート
Polite Ladyスターリングローズ

�
�
Danzig

*コマーズ栗 1997 *ミドルマーチ

�
�
�

�
�
Nijinskyマルゼンスキー *シルヒノデモンテローザ

�
�
*キャタオラシルビアワン鹿 1996 ヒメアサヒ（13）

*タボラ系

【ヘンリーバローズを受胎（販売申込時）最終種付５月25日】

父スターリングローズは門別産，中央・岩手・南関東・兵庫�14勝，ＪＢＣスプリント
-JPN1，かしわ記念-JPN2，プロキオンＳ-JPN3（２回）。主な産駒（ＢＭＳ）：ハングリーベ
ン（兵庫ジュニアグランプリ-JPN2２着，室町Ｓ-OP３着），グットクレンジング（岩手・東北
優駿）。父として，アスカクリチャン（アルゼンチン共和国杯-G2，七夕賞-G3）を出す

母ヒノデモンテローザ（96 マルゼンスキー）東海�７勝。産駒
ソルテ（牡 鹿タイムパラドックス）ＮＡＲ年度代表馬，ＮＡＲ４歳以上最優秀馬，

ＮＡＲ最優秀馬短距離馬，南関東�15勝，さきたま杯-JPN2，マイルグラ
ンプリ，同３着，ゴールドＣ（２回），同２着，ハイセイコー記念，フジノウェー
ブ記念，同２着，サンタアニタトロフィー，ニューイヤーＣ，川崎マイラーズ，
同２着，京成盃グランドマイラーズ，同２着，かしわ記念-JPN1２着，オー
バルスプリント-JPN3２着，羽田盃２着，東京ダービー３着。種牡馬

トウケイタイガー（騸 黒鹿タイムパラドックス）３勝，兵庫�７勝，園田チャレンジ
Ｃ，園田ウインターＣ，東海�２勝，かきつばた記念-JPN3，東海桜花賞，
ゴールド争覇２着

クインオブターフ（牝 栗 スターリングローズ）兵庫�３勝，のじぎく賞２着，園田プリ
ンセスＣ３着，高知�２勝，広島�入着，福山３歳牝馬特別３着

シンカンファイター（牡 鹿スエヒロコマンダー）南関東�２勝
祖母シルビアワン（86 *キャタオラ）３勝，檜山特別，忘れな草賞-OP３着。産駒
アドマイヤガスト（牡 *コマンダーインチーフ）３勝，桜木特別，筑前特別

三代母ヒメアサヒ（74 *スノッブ）東海�11勝。産駒
ヒノデダイセツ：４勝，豊明特別，英彦山特別，障１勝
アサヒスイセイ：４勝，知多特別
アサヒマリリン：３勝，高千穂特別，障２勝
アサヒチャウス：東海�10勝，中央３勝，日向特別

【競走成績】南関東�２勝，２着２回，３着１回［収得賞金 \4,615,000］

【繁殖成績】
2014 生後直死（*サウスヴィグラス）
15 クリスエステソーロ（牡 *シンボリクリスエス）１勝，佐賀�１勝
16 カプラン（牡タイムパラドックス）石川�１勝
17 パルピト（牝タイムパラドックス）南関東�入着
18 バナナムーン（牝 *シンボリクリスエス）石川�４勝，�
19 アーリオオーリオ（牝タイムパラドックス）高知�入着，�
20 モントシャルマン（牡コパノリッキー）未出走
21 （牝ディーマジェスティ）
22 （牡ディーマジェスティ）
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3 2022ジェイエス繁殖馬セール T0393‐08

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アウリッシュ

厩舎番号№3 アウリッシュOwlish

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2018年生
（４歳）
黒鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

プルピット �
�
A. P. Indy

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

Pulpit
Preach

*パイロ ワイルドヴィジョン �
�
Wild Again

Wild Vision黒鹿 2005 Carol's Wonder

�
�
�

�
�
*デインヒル

*コマンズ
Cotehele Houseバーンアウル

�
�
*サンデーサイレンスチェルビム鹿 2011 カーリーエンジェル（8）
*パロクサイド系

【*ディスクリートキャットを受胎（販売申込時）最終種付３月29日】

父*パイロ Pyro は米国産，北米５勝，フォアゴーＳ-G1，ルイジアナダービー-G2。主な
産駒（ＢＭＳ）：コンバスチョン（ヒヤシンスＳ-L，全日本２歳優駿-JPN1２着），メズメライ
ザー（岩室温泉特別），リリコ（兵庫・園田プリンセスＣ，東海・クイーンＣ）。父として，メイシ
ョウハリオ（帝王賞-JPN1），ミューチャリー（ＪＢＣクラシック-JPN1）を出す

母バーンアウル（11 *コマンズ）１勝。産駒
サイレントスウープ（牝 黒鹿 *パイロ）１勝，兵庫�１勝，�
ノクターナリティ（牡 黒鹿 *ディスクリートキャット）１勝，�

祖母チェルビム Cherubim（01 *サンデーサイレンス）英１勝。産駒
オリバーバローズ（牡 *ファンタスティックライト）１勝
デュナミス（牝 *ストリートセンス）１勝。産駒

三代母カーリーエンジェル（90 *ジャッジアンジェルーチ）５戦，入着。産駒
オレハマッテルゼ：９勝，高松宮記念-JPN1，同５着，京王杯スプリングＣ-G2，同

２着，同３着，キャピタルＳ-L，晩春Ｓ，富嶽賞，保津峡特別，甲斐駒特
別，東京新聞杯-JPN3２着，阪急杯-JPN3３着，スワンＳ-JPN2５着。種牡
馬

エガオヲミセテ：４勝，マイラーズＣ-JPN2，阪神牝馬特別-JPN2，スイートピーＳ
-OP，府中牝馬Ｓ-JPN3２着，エリザベス女王杯-JPN1３着，マーメイドＳ
-JPN3３着（２回），秋華賞-JPN1４着，朝日チャレンジＣ-JPN3５着

フラアンジェリコ：６勝，京成杯オータムＨ-G3，五稜郭Ｓ，福島記念-G3２着
エノク：７勝，太秦Ｓ-OP（２回），同３着，渡月橋Ｓ，室町Ｓ-OP２着，カペラＳ-G3

３着，ペルセウスＳ-L３着，ＢＳＮ賞-OP３着
トゥリオンファーレ：４勝，鴨川特別，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-JPN3３着
アドマイヤハッピー：４勝，摺上特別，紫苑Ｓ-OP３着。産駒

ウォータクティクス：６勝，アンタレスＳ-G3，アルデバランＳ-OP，フェアウェル
Ｓ

キタサンアミーゴ：５勝，松籟Ｓ，睦月賞，境港特別，山吹賞，小倉記念-G3２
着，ダイヤモンドＳ-G3３着，弥生賞-JPN2４着

ハッピーモーメント：５勝，早春Ｓ，稲荷特別，目黒記念-G2３着
ルナレガーロ：４戦，入着。産駒
ムスコローソ：３勝，クロッカスＳ-L３着

四代母ダイナカール（80 *ノーザンテースト）最優秀２・３歳牝馬，５勝，オークス。エア
グルーヴ（年度代表馬，オークス-JPN1，天皇賞・秋-JPN1）の母

【競走成績】中央入着［収得賞金 \900,000］

【繁殖成績】
2022年より供用

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 3(1)



4 2022ジェイエス繁殖馬セール T0464‐01

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 イフィゲニア

厩舎番号№4 イフィゲニア Iphigenia

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2018年生
（４歳）
栗毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kris S.

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

*シンボリクリスエス
Tee Kayエピファネイア

�
�
スペシャルウィークシーザリオ鹿 2010 *キロフプリミエール

�
�
�

ダンシリ �
�
*デインヒル

Dansili
Hasili

*エヴァモア リユナイト �
�
Kingmambo

Reunite鹿 2010 Allez Les Trois（9）

【*サンダースノーを受胎（販売申込時）最終種付２月25日】

父エピファネイアは安平産，６勝，ジャパンＣ-G1，菊花賞-G1。父として，エフフォーリア
（皐月賞-G1，有馬記念-G1，天皇賞・秋-G1），デアリングタクト（オークス-G1，桜花賞
-G1，秋華賞-G1），サークルオブライフ（阪神ジュベナイルフィリーズ-G1），アリストテレス
（アメリカＪＣＣ-G2），オーソクレース（アイビーＳ-L），フォラブリューテ（紅梅Ｓ-L）を出す

母 *エヴァモア Evermore（10 Dansili）愛国産，英入着。産駒
ロワマージュ（騸 鹿エピファネイア）３勝，�
メメント（牡 栗 Dubawi）高知�５勝

祖母リユナイト Reunite（03 Kingmambo）英３勝，Virginia S-L，ウインターヒルＳ-G3
２着，Chalice S-L２着，John Musker Fillies' S-L３着。産駒

ムタファウィグ Mutafawwig（騸 Oasis Dream）英２勝，UAE入着，Business Bay
Challenge-L２着

レコードマン Recordman（騸 Dubawi）英１勝，UAE２勝，Dubai Racing Club
Classic-L３着

*トプカプパレス（牝 Golden Horn）東海�１勝，�
三代母アレ レトロワ Allez Les Trois（91 Riverman）仏３勝，フロール賞-G3，Prix

Charles Laffitte-L，北米入着，サラトガＢＣＨ-G3３着。産駒
アナバー ブルー Anabaa Blue：仏４勝，仏ダービー-G1，ノアイユ賞-G2，シャンティ

イ大賞典-G2，リュパン賞-G1２着。仏２歳チャンピオンサイアー
メジャードテンポ Measured Tempo：英２勝，Fillies' Trial S-L
アルイシュクAl Ishq：仏１勝。産駒

タマユズ Tamayuz：仏５勝，ジャックル マロワ賞-G1，ジャンプラ賞-G1，フォ
ンテンブロー賞-G3。種牡馬

ムハワラー Muhawalah：英１勝。エシャーダ Eshaada（英チャンピオンズフィリ
ーズ＆メアズＳ-G1）の母

アンジャAnja：北米１勝。産駒
アブリ Aboulie：仏３勝，ミエスク賞-G3，Prix Saraca-L

ヴィオランテ Violante：仏１勝。産駒
インパルシフ Impulsif：仏６勝，メシドール賞-G3

四代母アレグレッタ Allegretta（78 Lombard）英２勝，英オークストライアルＳ-G3２
着。アーバンシー Urban Sea（全欧古牝馬チャンピオン，凱旋門賞-G1），*キ
ングズベスト King's Best（英2000ギニー-G1）の母，ガリレオ Galileo（英ダ
ービー-G1），シー ザ スターズ Sea The Stars（凱旋門賞-G1）の祖母

【競走成績】中央入着，２着２回，３着２回［収得賞金 \7,510,000］

【繁殖成績】
2022年より供用

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 4(1)



5 2022ジェイエス繁殖馬セール T0515‐62

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ヘヴンアンドアース

厩舎番号№5 ヘヴンアンドアース Heaven and Earth

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2012年生
（10歳）
鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

*エンドスウィープ
Broom Danceアドマイヤムーン

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

�
�
�

ドバイミレニアム �
�
Seeking the Gold

Dubai Millennium
Colorado Dancer

*ミズナ トリビュレイション �
�
Danzig

Tribulation鹿 2002 Graceful Touch（12）

【タワーオブロンドンを受胎（販売申込時）最終種付２月22日】

父アドマイヤムーンは早来産，年度代表馬，中央・UAE10勝，ジャパンＣ-G1。主な産駒
（ＢＭＳ）：ノースブリッジ（エプソムＣ-G3），ニューモニュメント（ジュライＳ-L），ハギノピリナ
（オークス-G1３着），エイコーン（みやこＳ-G3３着），ロールオブサンダー（京都２歳Ｓ
-G3３着）。父として，ファインニードル（スプリンターズＳ-G1）を出す

母 *ミズナ Mizna（02 Dubai Millennium）米国産，不出走。産駒
ディサイファ（牡 鹿 ディープインパクト）９勝，札幌記念-G2，アメリカＪＣＣ-G2，

同４着，同５着，エプソムＣ-G3，同３着，中日新聞杯-G3，甲斐路Ｓ，日
高特別，奥尻特別，毎日王冠-G2２着，同４着，金鯱賞-G2２着，大阪城
Ｓ-L２着，都大路Ｓ-L２着，中山金杯-G3３着，福島記念-G3４着，日経
賞-G2５着

アドマイヤタイシ（牡 黒鹿 Singspiel）４勝，ムーンライトＨ，須磨特別，鳴尾記念
-G3２着，新潟大賞典-G3２着，中日新聞杯-G3２着，中山金杯-G3２
着，朝日チャレンジＣ-G3２着，福島記念-G3２着，障１勝

リリーファイアー（牡 鹿タニノギムレット）３勝
アンカーマン（騸 黒鹿ステイゴールド）入着，東海�７勝，オグリキャップ記念２着，

佐賀�１勝，南関東�３勝
ガイディングライト（牡 鹿 *ファンタスティックライト）入着，兵庫�３勝

祖母トリビュレイション Tribulation（90 Danzig）北米５勝，クイーン エリザベス二世チ
ャレンジカップＳ-G1，ボイリング スプリングズＨ-G3，ギャロレットＨ-G3，イエロ
ーリボン招待Ｓ-G1２着，ブラックヘレンＨ-G3３着。産駒

ボールド ホーク Bold Hawk（騸 Silver Hawk）北米３勝，ホーソーン ダービー
-G3，レッドスミスＨ-G2２着，同３着，ハリウッドダービー-G1３着

コショクトン Coshocton（牡 Silver Hawk）英２勝，Predominate S-L
三代母グレイスフル タッチ Graceful Touch（78 His Majesty）北米４勝。グレイスフ

ル ダービー Graceful Darby（クイーン エリザベス二世チャレンジカップＳ
-G3）の母，*グラスワンダー（有馬記念-G1２回，宝塚記念-G1），ワンダー
アゲイン Wonder Again（ガーデンシティＢＣＨ-G1）の祖母

【競走成績】中央４戦

【繁殖成績】
2017 ビハインドザサン（牝 *パイロ）入着
18 ヘヴンリーレイン（牝ディープブリランテ）兵庫�１勝，�
19 アースアワー（牝ディープブリランテ）岩手�１勝，�
20 ガイアメモリ（牝ディープブリランテ）未出走
21 （牝 *タリスマニック）
22 流産（*ホークビル）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 5(1)



6 2022ジェイエス繁殖馬セール T0424‐29

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 バーボネラ

厩舎番号№6 バーボネラ Bourbonella

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2014年生
（８歳）
栗毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

ダンシリ �
�
*デインヒル

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

Dansili
Hasili

*ハービンジャー ペナン パール �
�
Bering

Penang Pearl鹿 2006 Guapa

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellスティンガー

�
�
Affirmed

*レガシーオブストレングス鹿 1996 Katonka（9）

【*マインドユアビスケッツを受胎（販売申込時）最終種付２月15日】

父*ハービンジャー Harbinger は英国産，英６勝，キング ジョージ六世＆クイーン エリ
ザベスＳ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：メイケイエール（京王杯スプリングＣ-G2，チューリップ
賞-G2，シルクロードＳ-G3），バジオウ（プリンシパルＳ-L），ドゥラドーレス（毎日杯-G3３
着），ゴールドハイアー（伏竜Ｓ-OP３着），ヴェールクレール（ききょうＳ-OP３着）

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

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

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

*スコルピオンキッス（牝 栗 *フレンチデピュティ）兵庫�５勝，中央１勝。産駒
インテンスライト（牡エイシンフラッシュ）４勝，幕張Ｓ，�

*タイガーファング（牡 黒鹿 Kingmambo）兵庫�８勝，中央２勝，南関東�１勝
レッドマニッシュ（牝 鹿 *シンボリクリスエス）２勝。産駒

レッドアウレア（牡スクリーンヒーロー）１勝，�
コアコンピタンス（騸 鹿キングカメハメハ）１勝，南関東�５勝，�

祖母 *レガシーオブストレングス Legacy of Strength（82 Affirmed）米国産，北米１
勝。サイレントハピネス（牝 *サンデーサイレンス：ローズＳ-JPN2），アーバニ
ティ（牡 マンハッタンカフェ：オーシャンＳ-G3）の母，レッドファルクス（牡 *ス
ウェプトオーヴァーボード：スプリンターズＳ-G1２回），フォーエバーマーク（牝
*ファルブラヴ：キーンランドＣ-G3）の祖母

【競走成績】中央入着［収得賞金 \500,000］

【繁殖成績】
2019 スコッチキルト（牡ストロングリターン）南関東�入着，�
20 ブルネットスター（牡グランデッツァ）南関東�入着，�
21 （牝 *シャンハイボビー）
22 不受胎（*マインドユアビスケッツ）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 6(1)



7 2022ジェイエス繁殖馬セール T0089‐66

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ビキニパレード

厩舎番号№7 ビキニパレード Bikini Parade

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2018年生
（４歳）
黒鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellフレンチビキニ

�
�
Saumarez

*フェンジー鹿 2002 Belle et Chere（1）

【*ニューイヤーズデイを受胎（販売申込時）最終種付４月９日】

父キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳチャンピオン。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），ジオグリフ（皐月賞-G1），ソダシ（桜花
賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念-G1）

母フレンチビキニ（02 *サンデーサイレンス）４勝。産駒
ヴゼットジョリー（牝 黒鹿ローエングリン）３勝，新潟２歳Ｓ-G3，月岡温泉特別，

アーリントンＣ-G3４着，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1５着
ベルルミエール（牝 鹿 *スウェプトオーヴァーボード）４勝，長岡京Ｓ，久多特別，阪

神牝馬Ｓ-G2２着，ニュージーランドＴ-G2３着，北九州記念-G3３着，
同５着，ＣＢＣ賞-G3４着，同５着，ファルコンＳ-G3４着。産駒

ミエノベルル（牡エピファネイア）東海�１勝，�
ベルスール（牝 黒鹿 *スウェプトオーヴァーボード）１勝，ファンタジーＳ-G3２着
デビットバローズ（牡 鹿ロードカナロア）２勝，春日井特別，�
オレンジビキニ（牝 黒鹿タニノギムレット）入着，東海�２勝

祖母 *フェンジー Fuenji（94 Saumarez）仏国産，仏３勝，Prix Ronde de Nuit-L，サン
ドリンガム賞-G3５着。産駒

フレンチアイディア（牝 *サンデーサイレンス）３勝，日田特別，くすのき賞，忘れな草
賞-OP２着

三代母ベル エシェール Belle et Chere（85 Lyphard）仏入着。産駒
ハイメア High Mare：仏２勝，Criterium de l'Ouest-L２着，ボワ賞-G3４着

四代母マジ Madge（75 Roi Dagobert）仏１勝。産駒
マビシュ Ma Biche：英・仏２歳牝馬チャンピオン，仏英７勝，英1000ギニー-G1，

チェヴァリー パークＳ-G1，フォレ賞-G1，ロベール パパン賞-G1，Prix La
Fleche-L，Prix Imprudence-L，モルニ賞-G1３着。産駒

ブロドウェン Blodwen：英８戦。*エレクトラム Elektrum（ジョンＣ.マビーＳ
-G2）の祖母

ミスファイオア Miss Fyor：不出走。チャーミング プリンス Charming Prince
（Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles-L），ティアン シャン
Tian Shan（Heritage S-L）の祖母

ブラッシングピンクBlushing Pink：仏入着。サンデーズ ブランチ Sunday's
Brunch（グイドベラルデリ賞-G3），ブレシド ラック Blessed Luck
（ドルメーロ賞-G3）の祖母

【競走成績】中央１戦

【繁殖成績】
2022年より供用

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 7(1)



9 2022ジェイエス繁殖馬セール T0285‐65

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 デザートオブムーン

厩舎番号№9 デザートオブムーン Desert of Moon

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2011年生
（11歳）
黒鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

*サンデーサイレンス
Wishing Wellゼンノロブロイ

�
�
*マイニング

*ローミンレイチェル黒鹿 2000 One Smart Lady

�
�
�

デピュティコマンダー �
�
Deputy Minister

Deputy Commander
Anka Germania

*グラッブユアハート ケリーアンバー �
�
Highland Park

Kelly Amber鹿 2000 Pamela Kay（4）

【ゴールドドリームを受胎（販売申込時）最終種付２月15日】

父ゼンノロブロイは白老産，年度代表馬，７勝，ジャパンＣ-G1，有馬記念-JPN1，天皇賞
�-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：アスクワイルドモア（京都新聞杯-G2），ディバインフォース
（ステイヤーズＳ-G2），エキュメニカル（ＳＡＪＣブリーダーズＳ-G3），ポリーグレイ（Ａ
ＴＣエポナＳ-G3），ハイランドピーク（エルムＳ-G3），ゴールドギア（メトロポリタンＳ-L）

母 *グラッブユアハート（00 Deputy Commander）米国産，３勝，柏崎特別（Ｄ1800
ｍ），南関東・石川�５勝，白山大賞典-JPN3（Ｄ2100ｍ），同４着，ＴＣＫ女
王盃-JPN3（Ｄ1800ｍ），同２着，同５着，スパーキングレディーＣ-JPN3（Ｄ
1600ｍ），同３着，クイーン賞-JPN3（Ｄ1800ｍ），同２着，マリーンＣ-JPN3（Ｄ
1600ｍ），同２着，同３着，エンプレス杯-JPN2２着（２回），同４着，サラブレッ
ドチャレンジＣ-JPN3３着，浦和記念-JPN2４着，岩手�入着，マーキュリーＣ
-JPN3２着。産駒

グラッブユアコート（牝 鹿ゴールドアリュール）４勝
グランス（牝 鹿アグネスタキオン）２勝。産駒

スマートネクタル（牝 *サウスヴィグラス）１勝，�
プロネルクール（牝 鹿ゴールドアリュール）１勝，東海�１勝
ダイワユニティー（牝 黒鹿ディープインパクト）１勝

祖母ケリー アンバー Kelly Amber（88 Highland Park）北米４勝，Bassinet S-L，
Bassinet Prelude S，Jean Lafitte Futurity，Dixie Miss S，Martha Wash-
ington S-L２着，Cain-Tuck-Ee S２着。産駒

ウィルクレストWilcrest（騸 Houston）北米４勝，Jean Lafitte Futurity
*ドリーボンズレガシー Dreabons Legacy（牝 Proud Citizen）北米３勝，デビュータ

ントＳ-G3２着，Bassinet S-L２着
ダッツレイディディDattts Lady Di（牝 Proud Citizen）北米２勝。産駒
リンディLindy（牝 War Front）北米１勝，Astoria S３着。産駒
*ララクリュサオル（牡 Speightstown）３勝，妙高特別，�

*パイオニアバローズ（騸 Cairo Prince）１勝，�
三代母パメラ ケイ Pamela Kay（83 Hold Your Peace）北米２勝，Lady Sponsors' S

-L。*レイクサイドカップ Lakeside Cup（Ellis Park Debutante S-L）の祖母

【競走成績】中央３勝，２着１回，３着４回［収得賞金 \31,700,000］

【繁殖成績】
2018 ヴェイルオブナイト（牝 *パイロ）佐賀�１勝
19 ムーンリットナイト（牡 *マジェスティックウォリアー）１勝，�
20 （牡 *マインドユアビスケッツ）
21 （牝 *パイロ）
22 不受胎（*パイロ）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 9(1)



10 2022ジェイエス繁殖馬セール T0005‐29

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 シバノテンショウ

厩舎番号№10 シバノテンショウ Shibano Tensho

柴 一男＝長野県安曇野市

2016年生
（６歳）
栗毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

フラワーアリー �
�
Distorted Humor

パカパカファーム厚賀分場＝日高町賀張 ℡01456（5）6333

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

�
Arch

Arch's Gal Edith栗 2009 Force Five Gal

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスアグネスタキオン アグネスフローラアンキャニー

�
�
Akarad

*バブルドリーム栗 2010 *バブルプロスペクター（1）

【*アメリカンペイトリオットを受胎（販売申込時）最終種付６月６日】

父*アイルハヴアナザー I'll Have Another は米国産，米３歳牡馬チャンピオン，北米
５勝，ケンタッキーダービー-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：キタウイング（新潟２歳Ｓ-G3），オ
ンリーオピニオン（札幌２歳Ｓ-G3４着）。父として，アナザートゥルース（ダイオライト記念
-JPN2），ウインマーベル（葵Ｓ-G3），マイネルサーパス（福島民報杯-L）を出す

母アンキャニー（10 アグネスタキオン）１戦。産駒
シバノトロフェオ（牡 黒鹿キズナ）１勝，�

祖母 *バブルドリーム Bubble Dream（93 Akarad）仏国産，不出走。産駒
*ラヴアンドバブルズ Love And Bubbles（牝 Loup Sauvage）仏３勝，クロエ賞

-G3，Grand Criterium du Languedoc-L，クレオパトル賞-G3２着，Prix
des Sablonnets-L２着，プシケ賞-G3４着。産駒

ディープブリランテ（牡ディープインパクト）３勝，ダービー-G1，東京スポーツ
杯２歳Ｓ-G3，スプリングＳ-G2２着，共同通信杯-G3２着，皐月賞
-G1３着。種牡馬

ハブルバブル（牝ディープインパクト）１勝，フラワーＣ-G3２着
ゼウスバローズ（牡ディープインパクト）４勝，調布特別
ラヴアンドドラゴン（牝ディープインパクト）２勝，城崎特別
ラヴインザダーク（牝ダンスインザダーク）２勝，インディアＴ

ジュンドリーム Jeune Dream（牡 Jeune Homme）伊５勝，Premio Merano-L，
Premio Giuseppe de Montel-L２着，Premio Botticelli-L３着，ミラノ大
賞典-G1４着

ブルーリッチ（牡ダンスインザダーク）１勝，若駒Ｓ-OP３着
三代母 *バブルプロスペクター Bubble Prospector（84 Miswaki）米国産，愛１勝。産

駒
ザッツザプレンティ：３勝，菊花賞-JPN1，ラジオたんぱ杯２歳Ｓ-JPN3，ジャパンＣ

-G1２着，ダービー-JPN1３着。種牡馬
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
ウインシュナイト：５勝，巴賞-L，下鴨Ｓ，小倉大賞典-JPN3２着
*バブルウイングスBubble Wings：英４勝。ショウナンパントル（最優秀２歳牝馬，

阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1）の母，ショウナンアチーヴ（ニュージー
ランドＴ-G2）の祖母

【競走成績】中央入着，３着１回，南関東�入着，２着１回［収得賞金 \2,140,000］

【繁殖成績】
2021 （牝エイシンヒカリ）
22 （牝 *ナダル）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 10(1)



11 2022ジェイエス繁殖馬セール T0613‐25

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 レナーナ

厩舎番号№11 レナーナ Lenana

パカパカファーム＝新冠町新和 ℡01456（5）6333

2018年生
（４歳）
鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Silver Hawk

パカパカファーム厚賀分場＝日高町賀張

*グラスワンダー
Amerifloraスクリーンヒーロー

�
�
*サンデーサイレンスランニングヒロイン栗 2004 ダイナアクトレス

�
�
�

シックスティーズアイコン �
�
Galileo

Sixties Icon
Love Divine

*ナンシーフロムナイロビ マダムホイ �
�
Hawk Wing

Madame Hoi鹿 2011 Lindesberg（16）

【サトノクラウンを受胎（販売申込時）最終種付２月28日】

父スクリーンヒーローは千歳産，最優秀古牡馬，５勝，ジャパンＣ-G1。父として，モーリス
（年度代表馬，天皇賞・秋-G1，香港Ｃ-G1），ゴールドアクター（有馬記念-G1），ウインマリ
リン（日経賞-G2），クールキャット（フローラＳ-G2），ジェネラーレウーノ（セントライト記念
-G2），ウインカーネリアン（関屋記念-G3），グァンチャーレ（シンザン記念-G3）を出す

母 *ナンシーフロムナイロビ Nancy From Nairobi（11 Sixties Icon）英国産，英２
勝，Pontefract Castle S-L２着，ムシドラＳ-G3４着，北米３勝，ロイヤルヒロ
インＳ-G2（芝８Ｆ），イエローリボンＨ-G2３着。出走した産駒は２頭

祖母マダム ホイMadame Hoi（05 Hawk Wing）英１勝，Masaka S-L３着。産駒
アドインフィニトゥム Ad Infinitum（牝 Golden Horn）英１勝，Height of Fash-

ion S-L，プライドＳ-G3４着
エアフォースエイミー Air Force Amy（牝 Sixties Icon）英１勝

三代母リンデスバーグ Lindesberg（95 Doyoun）英入着。産駒
アマデウス モーツァルト Amadeus Mozart：愛入着，フィーニクスＳ-G1２着，シン

ガポール11勝
*スイートハビタット：２勝。産駒

スイートサルサ：５勝，福島牝馬Ｓ-G3，長岡Ｓ，ユートピアＳ，八ヶ岳特別，ク
イーンＣ-G3２着，府中牝馬Ｓ-G2３着，愛知杯-G3３着，フェアリー
Ｓ-G3５着。産駒

シルキーヴォイス：３勝，彦島特別，�
四代母ビー ディスクリートBe Discreet（81 *ジュニアス）仏５勝。産駒
ガセンバーグ Gothenberg：英３勝，Woodcote S-L，愛２勝，愛インタナショナルＳ

-G2，同２着，テトラークＳ-G3，伊１勝，エミリオトゥラティ賞-G2，ヴィトリオ
ディカプア賞-G1２着，リボー賞-G2２着，独１勝，ベルリンブランデンブ
ルクトロフィー-G2，エッティンゲンレンネン-G3３着，仏入着，フォレ賞-G1
２着，ポルトマヨ賞-G3３着。種牡馬

オマハシティOmaha City：英９勝，Ripon Champion S-L２着，Rose Bowl S-L２
着，ビーズウィングＳ-G3３着，独入着，モエ＆シャンドンレンネン-G2２着

サラバー Sarabah：英１勝。産駒
ユーロ ファルコン Euro Falcon：独10勝，Sandbahn Grand Prix-L，スロヴァ

キア１勝
ミスポラリスMiss Polaris：英２勝。ファシネイティング ロック Fascinating

Rock（チャンピオンＳ-G1, タタソールズゴールドＣ-G1）の母

【競走成績】中央５戦，入着［収得賞金 \1,610,000］

【繁殖成績】
2022年より供用

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 11(1)
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ニシノストーリー

厩舎番号№12 ニシノストーリー Nishino Story

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2014年生
（８歳）
黒鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

さとう＝新ひだか町三石本桐 ℡0146（37）6822

*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

�
�
�

�
�
Roberto

*ブライアンズタイム
Kelley's Dayニシノナースコール

�
�
*ノーザンテーストノーブルドノール黒鹿 2002 *プリンセスデリーデ（3）

【エポカドーロを受胎（販売申込時）最終種付４月29日】

父ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ
-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ブロウアウト（ファーストレイデ
ィＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），アンドヴァラナウト
（ローズＳ-G2），アリストテレス（アメリカＪＣＣ-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母ニシノナースコール（02 *ブライアンズタイム）中央・南関東�７勝，エンプレス杯
-JPN2（Ｄ2100ｍ），同２着，名鉄杯-OP（Ｄ1700ｍ），アイルランドＴ（芝1600
ｍ），五頭連峰特別（芝1800ｍ，芝1600ｍ）２回，ブラジルＣ-OP２着，秋華賞
-JPN1３着，スパーキングレディーＣ-JPN3３着，関越Ｓ-L３着，しらかばＳ-OP
３着。産駒

ニシノプレシャス（牝 栗ディープスカイ）１勝。産駒
ニシノガブリヨリ（牡リーチザクラウン）２勝，�

イノチノリユウ（牡 栗 ハーツクライ）１勝
セイウンハルカニ（牡 青鹿 *バゴ）１勝，�

祖母ノーブルドノール（93 *ノーザンテースト）入着。産駒
ダンツブラボー（騸 *プリサイスエンド）１勝

三代母 *プリンセスデリーデ Princesse d'Elide（81 Vaguely Noble）英国産，仏１勝，
Prix du Ranelagh-L２着，フロール賞-G3３着，Prix Charles Laffitte-L３着。
産駒

ドゥース フランス Douce France：仏５勝，Prix Occitanie-L，Prix de la Sorelli-
na-L２着

プリンセスリーベ：４勝。産駒
ナリタセンチュリー：８勝，京都大賞典-G2，京都記念-JPN2，宝塚記念-G1２

着，中京記念-JPN3２着，ジャパンＣ-G1５着。種牡馬
ヴァンドノワール：１勝。産駒

ブラックエンブレム：４勝，秋華賞-JPN1，フラワーＣ-JPN3，きんせんか賞，オ
ークス-JPN1４着。産駒

ウィクトーリア：３勝，フローラＳ-G2，ローズＳ-G2３着
ブライトエンブレム：２勝，札幌２歳Ｓ-G3，弥生賞-G2２着
アストラエンブレム：７勝，ラピスラズリＳ-L，大阪城Ｓ-L，谷川岳Ｓ-L，

紅葉Ｓ，古町特別，エプソムＣ-G3２着，新潟記念-G3２着，�

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \6,200,000］

【繁殖成績】
2020 ニシノテンカフブ（牡ラブリーデイ）未出走
21 （牡 サトノクラウン）
22 （牝 *タリスマニック）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 12(1)
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ニシノプレシャス

厩舎番号№13 ニシノプレシャス Nishino Precious

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2012年生
（10歳）
栗毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ガーベラパークスタッド＝浦河町西幌別 ℡0146（28）1150

アグネスタキオン アグネスフローラディープスカイ
�
�
Chief's Crown

*アビ栗 2005 Carmelized

�
�
�

�
�
Roberto

*ブライアンズタイム
Kelley's Dayニシノナースコール

�
�
*ノーザンテーストノーブルドノール黒鹿 2002 *プリンセスデリーデ（3）

【リーチザクラウンを受胎（販売申込時）最終種付５月23日】

父ディープスカイは浦河産，最優秀３歳牡馬，５勝，ダービー-JPN1，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：ミヤギザオウ（南関東・羽田盃），セイカメテオポリス（南関東・
戸塚記念），スーパーバンタム（石川・石川ダービー），ニューホープ（東海・岐阜金賞）。父
として，キョウエイギア（ジャパンダートダービー-JPN1）を出す

母ニシノナースコール（02 *ブライアンズタイム）中央・南関東�７勝，エンプレス杯
-JPN2（Ｄ2100ｍ），同２着，名鉄杯-OP（Ｄ1700ｍ），アイルランドＴ（芝1600
ｍ），五頭連峰特別（芝1800ｍ，芝1600ｍ）２回，ブラジルＣ-OP２着，秋華賞
-JPN1３着，スパーキングレディーＣ-JPN3３着，関越Ｓ-L３着，しらかばＳ-OP
３着。産駒

ニシノストーリー（14 牝 黒鹿ディープインパクト）１勝
イノチノリユウ（牡 栗 ハーツクライ）１勝
セイウンハルカニ（牡 青鹿 *バゴ）１勝，�

祖母ノーブルドノール（93 *ノーザンテースト）入着。産駒
ダンツブラボー（騸 *プリサイスエンド）１勝

三代母 *プリンセスデリーデ Princesse d'Elide（81 Vaguely Noble）英国産，仏１勝，
Prix du Ranelagh-L２着，フロール賞-G3３着，Prix Charles Laffitte-L３着。
産駒

ドゥース フランス Douce France：仏５勝，Prix Occitanie-L，Prix de la Sorelli-
na-L２着

プリンセスリーベ：４勝。産駒
ナリタセンチュリー：８勝，京都大賞典-G2，京都記念-JPN2，宝塚記念-G1２

着，中京記念-JPN3２着，ジャパンＣ-G1５着。種牡馬
ヴァンドノワール：１勝。産駒

ブラックエンブレム：４勝，秋華賞-JPN1，フラワーＣ-JPN3，きんせんか賞，オ
ークス-JPN1４着。産駒

ウィクトーリア：３勝，フローラＳ-G2，ローズＳ-G2３着
ブライトエンブレム：２勝，札幌２歳Ｓ-G3，弥生賞-G2２着
アストラエンブレム：７勝，ラピスラズリＳ-L，大阪城Ｓ-L，�

【競走成績】中央１勝，２着１回［収得賞金 \11,100,000］

【繁殖成績】
2018 ニシノガブリヨリ（牡リーチザクラウン）２勝，�
19 ニシノレジスタンス（牡リーチザクラウン）入着，�
20 ニシノソレガシ（牡リーチザクラウン）未出走
21 （牡 *マジェスティックウォリアー）
22 （牡リアルインパクト）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 13(1)
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 テイエムフローラ

厩舎番号№14 テイエムフローラ T M Flora

日高テイエム牧場＝日高町厚賀 ℡01456（2）5473

2017年生
（５歳）
黒鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Silver Hawk

日高テイエム牧場＝日高町厚賀 ℡01456（2）5473

*グラスワンダー
Amerifloraスクリーンヒーロー

�
�
*サンデーサイレンスランニングヒロイン栗 2004 ダイナアクトレス

�
�
�

�
�
Devil's Bag

*タイキシャトル *ウェルシュマフィンマヤノマヤ
�
�
*サンデーサイレンスナリタフローラ鹿 2006 ナリタレッドバード（7）
*アストニシメント系

【未供用】

父スクリーンヒーローは千歳産，最優秀古牡馬，５勝，ジャパンＣ-G1。父として，モーリス
（年度代表馬，天皇賞・秋-G1，香港Ｃ-G1），ゴールドアクター（有馬記念-G1），ウインマリ
リン（日経賞-G2），クールキャット（フローラＳ-G2），ジェネラーレウーノ（セントライト記念
-G2），ウインカーネリアン（関屋記念-G3），グァンチャーレ（シンザン記念-G3）を出す

母マヤノマヤ（06 *タイキシャトル）３勝。産駒
ティカル（騸 鹿 *ヘニーヒューズ）２勝，南関東�１勝
サリーバランセ（牝 栗 *ヘニーヒューズ）１勝
グッディインベスト（牡 鹿 *ワークフォース）南関東�２勝

祖母ナリタフローラ（98 *サンデーサイレンス）１勝。産駒
トーコーニーケ（牝 キングカメハメハ）ＮＡＲ３歳最優秀牝馬，兵庫�７勝，園田

金盃，のじぎく賞，園田クイーンセレクション，園田チャレンジＣ３着，東海
�２勝，若草賞，東海クイーンＣ，梅桜賞２着，南関東�入着，関東オー
クス-JPN2２着

メイショウヤマホコ（牡タニノギムレット）２勝，金山特別，アーリントンＣ-G3４着
ハッピーウィルス（牡 *タイキシャトル）２勝，高湯温泉特別
ピスハンド（牡 *ヘニーヒューズ）兵庫�10勝，菊水賞２着，兵庫若駒賞２着，兵庫

チャンピオンシップ-JPN2４着，�
三代母ナリタレッドバード（88 マルゼンスキー）１勝。産駒
ナリタプロテクター：７勝，札幌日経オープン-OP，ポートアイランドＳ-OP，谷川岳Ｓ

-OP，ストークＳ，初夢賞，堀川特別，吾妻小富士オープン-OP２着，道新
杯-OP３着，東風Ｓ-OP３着，高知�７勝，山形�３勝

ナリタグレース：１勝。産駒
ショウナンカンムリ：３勝，須磨特別，はなみずき賞

四代母ビューティマリヤ（80 *トライバルチーフ）南関東�１勝。産駒
ファイトガリバー：３勝，桜花賞-JPN1，桃花賞，オークス-JPN1２着，紅梅賞-OP２

着，アネモネＳ-OP３着，京都牝馬特別-JPN3４着
ナリタタイセイ：４勝，ＮＨＫ杯-JPN2，若駒Ｓ-OP，若菜賞，皐月賞-JPN1２着，若

葉Ｓ-OP３着
ミホグレース：不出走。産駒

イグゼキュティヴ：北海道�２勝，中央１勝，京都２歳Ｓ-L，札幌２歳Ｓ
-JPN3２着，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-JPN3５着，岩手�２勝

グレースマリヤ：不出走。コスモプラチナ（マーメイドＳ-G3），コスモフォーチ
ュン（北九州記念-JPN3）の母，マイネルウィルトス（福島民報杯-L）
の三代母

【競走成績】中央１勝，３着１回［収得賞金 \10,000,000］
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ルーチェデラヴィタ

厩舎番号№15 ルーチェデラヴィタ Luce della Vita

安原 浩司＝札幌市中央区

2017年生
（５歳）
鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 ℡090（1640）7632

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

�
�
�

�
�
シンボリルドルフトウカイテイオー トウカイナチュラルトウカイライフ

�
�
*リアルシャダイファヴォリ黒鹿 2007 ベイリーフスイータ（5）
*マギージグス系

【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。父として，ソングライ
ン（安田記念-G1），アカイイト（エリザベス女王杯-G1），ディープボンド（フォワ賞-G2），バ
スラットレオン（ゴドルフィン マイル-G2），アスクワイルドモア（京都新聞杯-G2），マルター
ズディオサ（チューリップ賞-G2），ファインルージュ（紫苑Ｓ-G3）を出す

母トウカイライフ（07トウカイテイオー）３勝，南関東�１勝。産駒
ルーチェデラヴィタ（牝 鹿キズナ）本馬
サーチュイン（牝 芦 *クロフネ）１勝，佐賀�１勝
ブラックライフ（牝 青鹿ブラックタイド）入着，兵庫�１勝，�

祖母ファヴォリ（96 *リアルシャダイ）３勝，蔵王特別。産駒
オールマイウェイ（牡 サクラバクシンオー）岩手�７勝，かきつばた賞，桂樹杯２

着，せきれい賞３着，はまなす賞３着
グラマトフィラム（牝 *クロフネ）２勝。産駒

ディーエスバズーカ（牡ドリームジャーニー）１勝
カンタカ（牝ジャングルポケット）入着，佐賀�10勝
ギオンハイクイーン（牝リンカーン）佐賀�５勝
キタノペガサス（牡アドマイヤムーン）東海�２勝

三代母ベイリーフスイータ（87 *ターゴワイス）４戦，入着。産駒
ロトキャロル：熊本�４勝，佐賀�１勝

四代母マギーサンイツ（81 *キングオブダービー）４戦。産駒
サニーサンイツ：入着，北関東�１勝

五代母 *マギージグス Maggie Jiggs（66 Gigantic）ＮＺ産，ＮＺ１勝。産駒
タケノダイヤ：４勝，京成杯３歳Ｓ，ＵＨＢ杯（２回），エリザベス女王杯２着，クイ

ーンＣ２着，東京新聞杯３着，桜花賞４着。産駒
ジョウヨウイーグル：２勝，新津特別
ユーワジュエル：不出走。産駒
ヒシマジェスティ：４勝，御堂筋Ｓ，夕月特別，ぶっぽうそう特別

ジョウシュウダイヤ：不出走。産駒
サンライズダイヤ：４勝，宇治川特別，帆柱山特別

ビューティサンイツ：３勝，白河特別
タケノミリオン：３戦，入着。産駒

ベイリーフダンサー：３勝，積丹特別
六代母マギー Maggie（54 Alpheus）ＮＺ１勝。フロリッサ Florissa（ＱＴＣクイーンズ

ランドダービー），ハイド Hyde（ＡＪＣサマーＣ）の母

【競走成績】中央２勝，２着１回，３着１回，コスモス賞-OP（芝1800ｍ），
羊ヶ丘特別２着，ライラック賞３着［収得賞金 \37,470,000］

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 15(1)
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ダンツエリーゼ

厩舎番号№16 ダンツエリーゼ Dantsu Elise

山元 哲二＝鹿児島県鹿児島市

2017年生
（５歳）
青鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 ℡0146（46）8111

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

�
�
�

�
�
Crafty Prospector

*アグネスデジタル
Chancey Squawワスレナグサ

�
�
Seeking the Gold

*ディマイング鹿 2005 Key to the Colony（16）

【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。父として，ソングライ
ン（安田記念-G1），アカイイト（エリザベス女王杯-G1），ディープボンド（フォワ賞-G2），バ
スラットレオン（ゴドルフィン マイル-G2），アスクワイルドモア（京都新聞杯-G2），マルター
ズディオサ（チューリップ賞-G2），ファインルージュ（紫苑Ｓ-G3）を出す

母ワスレナグサ（05 *アグネスデジタル）３勝。産駒
スコルピウス（騸 黒鹿 *キンシャサノキセキ）３勝，高知�入着，黒潮マイルチャンピ

オンシップ２着，だるま夕日賞３着，�
フジワンエンジェル（牝 鹿 *キンシャサノキセキ）１勝
ダンツエスプリ（牡 栗ゴールドシップ）１勝，�
ソライロノハナ（牝 黒鹿 *プリサイスエンド）南関東�２勝

祖母 *ディマイング Deming（91 Seeking the Gold）米国産，北米４勝，Turf Para-
dise Oaks。産駒

ゴールドフォイル（牝 *ラムタラ）３勝，美濃特別。産駒
ウインオリアート（牝ステイゴールド）３勝，汐留特別

三代母キートゥザコロニー Key to the Colony（85 Pleasant Colony）北米入着。産駒
エルエルズキー L L 's Key：不出走。産駒

パティズ キー Patty's Key：北米３勝，John Wayne S，同２着，Iowa Classic
Sprint S２着，Dan Johnson Memorial Sprint S３着，Gray's Lake
S３着

フレンド オー ザ デヴィル Friend O the Devil：北米10勝，Mamie Eisen-
hower S２着

ラフスタッフ Ruff Stuff：北米４勝，Iowa Breeders' Derby２着
シドリシャス Syd Licious：北米10勝，Iowa Cradle S３着

四代母キートゥザ サガ Key to the Saga（75 Key to the Mint）北米６勝，パッカー
アップＳ-G3，Boiling Springs H，オープンファイアＳ-G3２着。産駒

チェロキー ベンジ Cherokee Benji：北米10勝，Cavalier Cup S
ロベルトズキー Roberto's Key：北米２勝，ミスグリロＳ-G3２着。フェドラ ガルチ

Fedra Gulch（アルトゥーロＡ.ブリュリッヒ賞-G3）の祖母
カロリーナ サガ Carolina Saga：不出走。サー ボウフォート Sir Beaufort（サンタ

アニタＨ-G1）の母，エイシンヒカリ（イスパーン賞-G1, 香港Ｃ-G1）の祖
母，スマイルカナ（ターコイズＳ-G3）の三代母

ザ ダンスレイディThe Dance Lady：北米入着。ザ ニュー ヨーカー The New
Yorker（サイリーン賞-G2，オラバリア賞-G3）の母

【競走成績】中央３勝，２着３回，３着２回，招福Ｓ２着，白川郷Ｓ３着
［収得賞金 \44,979,000］
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 ウインクルサルーテ

厩舎番号№17 ウインクルサルーテ Winkle Salute

有能＝京都府京都市

2013年生
（９歳）
鹿毛
浦河産

�
�
�
�

�
�
�

ダンシリ �
�
*デインヒル

竹島 幸治＝日高町富川西 ℡090（3115）2833

Dansili
Hasili

*ハービンジャー ペナン パール �
�
Bering

Penang Pearl鹿 2006 Guapa

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellパッショナルダンス

�
�
*ダンシングブレーヴ

*ランバダスタイル青鹿 2002 Santa's Sister（9）

【種付せず】

父*ハービンジャー Harbinger は英国産，英６勝，キング ジョージ六世＆クイーン エリ
ザベスＳ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：メイケイエール（京王杯スプリングＣ-G2，チューリップ
賞-G2，シルクロードＳ-G3），バジオウ（プリンシパルＳ-L），ドゥラドーレス（毎日杯-G3３
着），ゴールドハイアー（伏竜Ｓ-OP３着），ヴェールクレール（ききょうＳ-OP３着）

母パッショナルダンス（02 *サンデーサイレンス）２勝，山国川特別（芝1800ｍ）。産駒
ウインクルサルーテ（牝 鹿 *ハービンジャー）本馬
オオイリ（牡 鹿 ルーラーシップ）入着，南関東�３勝
ガリャルダ（牡 鹿 *フレンチデピュティ）南関東�11勝
ナンヨーコウゼン（牡 青エイシンフラッシュ）東海�２勝，�
ミヤジレイナ（牝 黒鹿キングカメハメハ）北海道�１勝

祖母 *ランバダスタイル Lambada Style（88 *ダンシングブレーヴ）愛国産，英１勝。産
駒

アタラクシア（牡 *デインヒル）３勝，すみれＳ-OP，あすなろ賞，ダービー-JPN1３
着

トリッキーアイズ（牡 *ブラックタイアフェアー）２勝，札幌２歳Ｓ-JPN3３着
キングフィーバー（牡 *リンドシェーバー）１勝，北関東�７勝，とちぎ大賞典，ばん

阿賞，同２着，太平記記念，織姫賞３着，高知�４勝
サンフラワーガール（牝 *タイキシャトル）不出走。産駒

ダンツキッスイ（牡 *シンボリクリスエス）３勝，アーリントンＣ-JPN3，萩Ｓ-OP
２着，佐賀�入着，サマーチャンピオン-JPN3２着

ウインスペンサー（牡マンハッタンカフェ）４勝，ムーンライトＨ，若戸特別
ウインバンディエラ（牡 キングカメハメハ）３勝，袖ヶ浦特別，朝里川特別，高

知�２勝
アートフェスタ（牡 ゼンノロブロイ）３勝，雄国沼特別

三代母サンタズシスター Santa's Sister（71 Middle Brother）英４勝。マイ シスター
My Sister（マルカイＳ-G3）の母，ティプシー クリーク Tipsy Creek（テンプ
ルＳ-G2），アブナワス Abunawwas（バリコラスＳ-G3），オンテムホジーセ
ンプレ Ontemhojeesempre（マリアンヌプロコピオ賞-G3）の祖母

【競走成績】中央５勝，３着５回，寿Ｓ（芝2000ｍ），四国新聞杯（芝2000ｍ），青島特別
（芝1700ｍ），フラワーＣ-G3３着，中京２歳Ｓ-OP３着，御室特別３着，三年
坂特別３着，野分特別３着，マーメイドＳ-G3５着
［収得賞金 \103,313,000］

【繁殖成績】
2021 （牡 *サンダースノー）
22 （牝 *ブリックスアンドモルタル）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 17(1)
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ディヴィナライン

厩舎番号№18 ディヴィナライン Divina Line

Y's Horse Factory＝浦河町西舎 ℡0146（28）1696

2015年生
（７歳）
栗毛
浦河産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

信岡牧場＝浦河町杵臼 ℡0146（28）1602

ステイゴールド ゴールデンサッシュオルフェーヴル
�
�
メジロマックイーンオリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

�
�
�

ディ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

*フラライン コールミーグラニー �
�
Slew City Slew

Call Me Granny栗 2005 Granny Calling（2）

【*マジェスティックウォリアーを種付けして不受胎（販売申込時）】

父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，マルシュロレーヌ（ＢＣディスタフ-G1），エポカドーロ（皐月賞-G1），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），ショウナンナデシコ（かし
わ記念-JPN1），オーソリティ（アルゼンチン共和国杯-G2２回）を出す

母 *フラライン（05 Distorted Humor）米国産，わが国で入着。産駒
オーバーリミット（牡 鹿キングカメハメハ）東海�２勝，中央１勝，�
ピンクベリーニ（牝 鹿フジキセキ）１勝
キララアモーレ（牝 栗 *ヘニーヒューズ）１勝

祖母コールミーグラニー Call Me Granny（92 Slew City Slew）北米５勝。産駒
グラニーズグリーンアイズ Grannys Green Eyes（牝 Pollard's Vision）北米３勝

三代母グラニーコーリング Granny Calling（84 Blade）北米６勝，Windy City S３着。
産駒

グレイシャス グラニー Gracious Granny：北米10勝，Chou Croute H-L，Wilma
C. Kennedy S-L，Dahlia S，Victoria Lass H，Pan Zareta S，同３着，
Four Winds S２着，Ribbon S２着，Lazer Show S３着。産駒

ラストグラン スタンディング Last Gran Standing：北米８勝，Sun Power
S，Jim Edgar Illinois Futurity２着，Zen S２着

グラニーズ プライド Granny's Pride：北米４勝，Pan Zareta S２着
グレイシャスヒューマー Gracious Humor：北米６勝，メリーランドＢＣＨ-G3

４着
グラニースピンスター Granny Spinster：不出走。ウノ マス モデロ Uno Mas

Modelo（Bet on Sunshine S）の母
ウィーラヴグラニーWe Love Granny：北米１勝。産駒
*オリジナルスピンⅡ Original Spin：北米２勝，アーリントンワシントンＢＣラッ

シーＳ-G3，テストＳ-G1２着，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ-G1３着
ヒューマー アト ラスト Humor At Last：北米８勝，Sun Power S，Tex's

Zing S，ケンタッキーカップ スプリントＳ-G3２着
ラヴ スパン Love Spun：北米４戦。スペシャル リザーヴ Special Reserve

（フィーニクスＳ-G2，メリーランドスプリントＳ-G3）の母
ドラスティックデマンド Drastic Demand：北米入着。産駒

ラストデマンド Last Demand：北米４勝，Jim Edgar Illinois Futurity２着

【競走成績】中央入着，２着１回，東海�入着，３着１回［収得賞金 \2,043,000］

【繁殖成績】
2021 （牡 *ラニ）
22 （牝 *アメリカンペイトリオット）
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19 2022ジェイエス繁殖馬セール T1050‐55

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 ヤサシイキモチ

厩舎番号№19 ヤサシイキモチ Yasashii Kimochi

アイズスタッド＝日高町清畠 ℡01456（5）2022

2005年生
（17歳）
鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

アイズスタッド＝日高町清畠 ℡01456（5）2022

*サンデーサイレンス
Wishing Wellビッグサンデー

�
�
トウショウボーイキタノオゴジョ青鹿 1994 キタノベンチャー

�
�
�

�
�
Mr. Prospector

*アフリート
Polite Ladyビッグハッピー

�
�
マルゼンスキーモルゲンロート鹿 1997 サンライトリバー（3）
*フロリースカップ系

【*ベストウォーリアを受胎（販売申込時）最終種付５月３日】

父ビッグサンデーは浦河産，５勝，マイラーズＣ-JPN2，スプリングＳ-JPN2，東京新聞杯
-JPN3，ニューイヤーＳ-OP，マイルチャンピオンシップ-JPN1２着，エプソムＣ-JPN3２着。
主な産駒（ＢＭＳ）：オダツ（佐賀・古伊万里賞）。父として，フィリアレギス（南関東・桜花
賞），サキノリュウオー（小野川湖特別），ビッグフラワー（矢車賞）を出す

母ビッグハッピー（97 *アフリート）５勝。産駒
パワーストラグル（牡 黒鹿 *シンボリクリスエス）中央・石川�６勝，白山大賞典

-JPN3，同５着，ながつきＳ，渡島特別，大沼Ｓ-OP２着，ラジオ日本賞
-OP２着，みやこＳ-G3５着，岩手�入着，マーキュリーＣ-JPN3３着

ハッピーグラス（牝 鹿 ディープインパクト）４勝，駒場特別，あずさ賞，忘れな草賞
-OP２着，フローラＳ-G2４着

タンクティーエー（牡 鹿ブラックタイド）１勝，石川�６勝，サラブレッド大賞典，金沢
スプリングＣ３着，岩手�入着，ダービーグランプリ２着，�

ミリオンハッピー（牝 鹿アグネスタキオン）入着。産駒
ゴールデンヒーラー（牝 *タートルボウル）岩手�８勝，ひまわり賞，やまびこ

賞，あやめ賞，プリンセスＣ，知床賞，みちのく大賞典２着，�
サマーハピネス（牝 鹿アグネスタキオン）１勝，兵庫�１勝

祖母モルゲンロート（87 マルゼンスキー）入着。産駒
ビッグモンロー（牝 *トニービン）４勝，カーネーションＣ-OP，天王寺特別。産駒

ビッグウルフ（牡 *アフリート）中央・兵庫・東海・南関東�７勝，ジャパンダート
ダービー-JPN1，兵庫チャンピオンシップ-JPN3，名古屋優駿-JPN3，帝
王賞-JPN1３着，岩手�入着，ダービーグランプリ-JPN1２着，マイル
チャンピオンシップ南部杯-JPN1３着

【競走成績】中央２勝，２着５回，３着４回，桑折特別２着，堀川特別３着，十勝岳特
別３着，手稲山特別３着［収得賞金 \47,021,000］

【繁殖成績】
2013 プリンシアラッテオ（牝 *サウスヴィグラス）１勝
14 グマナスティ（牝 *サウスヴィグラス）入着，南関東�６勝，�
15 流産（エスポワールシチー）
16 プリンシアルーチェ（牝 *ヘニーヒューズ）１勝
17 セイシェルノユウヒ（牡 *クロフネ）１勝，�
18 ワカミヤクオーレ（牡 *プリサイスエンド）１勝
19 ビジョガー（牝 *ザファクター）入着，�
20 不受胎（ストロングリターン）
21 （牝ストロングリターン）
22 （牡エスポワールシチー）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 ケイティーズベスト

厩舎番号№20 ケイティーズベスト Katies Best

アイズスタッド＝日高町清畠 ℡01456（5）2022

2005年生
（17歳）
栗毛
早来産

�
�
�
�

�
�
�

フェアリーキング �
�
Northern Dancer

アイズスタッド＝日高町清畠 ℡01456（5）2022

Fairy King
Fairy Bridge

*ファルブラヴ ギフトオブ ザ ナイト �
�
Slewpy

Gift of the Night鹿 1998 Little Nana

�
�
�

クリス �
�
Sharpen Up

Kris
Doubly Sure

*ケイティーズファースト ケイティーズ �
�
*ノノアルコ

Katies鹿 1987 Mortefontaine（7）

【シュヴァルグランを種付けして不受胎（販売申込時）】

父*ファルブラヴ Falbrav は愛国産，英年度代表馬，伊・中央・英仏・香港13勝，インタナ
ショナルＳ-G1，ジャパンＣ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ハープスター（桜花賞-G1），ステル
ヴィオ（マイルチャンピオンシップ-G1），ケネドナ（ＢＲＣドゥームベンＣ-G1），ブルーベリ
ーヒル（ＢＲＣシャンペンクラシック-G2），テトラドラクマ（クイーンＣ-G3）

母 *ケイティーズファースト Katies First（87 Kris）米国産，英３勝，Remembrance
Day S-L（芝６Ｆ），仏１勝，Prix du Cercle-L（芝1000ｍ）。産駒

ゴーステディ（牡 鹿 *トニービン）６勝，日本海Ｓ，中山金杯-JPN3３着
トールハンマー（牡 鹿 *エリシオ）６勝，バレンタインＳ，ＵＨＢ杯-L２着
ケイアース（牡 鹿 *フレンチデピュティ）３勝，牡丹賞
ケイティーズジェム（牝 鹿ディープインパクト）２勝，ファンタジーＳ-G3５着
ケイティーズハート（牝 鹿 ハーツクライ）３勝。産駒

エフフォーリア（牡エピファネイア）年度代表馬，最優秀３歳牡馬，６勝，皐月
賞-G1，天皇賞�-G1，有馬記念-G1，共同通信杯-G3，�

マイケイティーズ（牝 黒鹿 *サンデーサイレンス）不出走。産駒
アドマイヤムーン（牡 *エンドスウィープ）年度代表馬，最優秀古牡馬，９勝，

ジャパンＣ-G1，UAE１勝，ドバイデューティフリー-G1。種牡馬
ファーストチェア（牝ジャングルポケット）４戦，入着。フルデプスリーダー（牡

*ヘニーヒューズ：エルムＳ-G3）の母
ケイティーズギフト（牝 栗 *フレンチデピュティ）１勝。産駒

ダディーズビビッド（牡キズナ）３勝，橘Ｓ-L，淀短距離Ｓ-L２着，�

【競走成績】中央３戦

【繁殖成績】
2010 不受胎（キングヘイロー）
11 ケイティーズスター（牝 ネオユニヴァース）入着
12 リーバーレース（牝マンハッタンカフェ）不出走
13 チュウワメジャー（牡ダイワメジャー）東海�入着，東海�５勝
14 ユアスイスイ（牝ダイワメジャー）３勝
15 ケイティーズソレル（牝 ハーツクライ）佐賀�３勝
16 グレイスアン（牝ディープブリランテ）１勝，フェアリーＳ-G3３着
17 流産（ゴールドアリュール）
18 キャルベロス（牡 *キンシャサノキセキ）４戦
19 シロン（牝キズナ）南関東�１勝，�
20 不受胎（*デクラレーションオブウォー）
21 メッツガー（牝 ユアーズトゥルーリ）未出走
22 （牝 ユアーズトゥルーリ）
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21 2022ジェイエス繁殖馬セール T0353‐23

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 カッチャウカモネ

厩舎番号№21 カッチャウカモネ Katchaukamone

アサヒ牧場＝新冠町朝日 ℡090（6871）4540

2015年生
（７歳）
鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

ダイムダイヤモンド �
�
Night Shift

アサヒ牧場＝新冠町朝日 ℡090（6871）4540

Dyhim Diamond
Happy Landing

*タートルボウル クララボウ �
�
Top Ville

Clara Bow鹿 2002 Kamiya

�
�
�

�
�
Fairy King

*ファルブラヴ
Gift of the Nightダンスフェイム

�
�
*エルコンドルパサーダンスオールナイト鹿 2010 ダンスパートナー（7）
*ダンシングキイ系

【ダノンプレミアムを種付けして不受胎（販売申込時）】

父*タートルボウル Turtle Bowl は愛国産，仏７勝，ジャンプラ賞-G1。主な産駒（ＢＭ
Ｓ）：ドラマタイズド（クイーンメアリーＳ-G2），ポールギヨーム（オカール賞-G2），アトミック
ジョーンズ（チャンピオンズ ジュヴェナイルＳ-G2）。父として，ルカヤン（仏2000ギニー
-G1），フレンチフィフティーン（クリテリウムアンテルナシオナル-G1）を出す

母ダンスフェイム（10 *ファルブラヴ）入着。産駒
イワナ（牡 鹿 ルーラーシップ）入着，�

祖母ダンスオールナイト（03 *エルコンドルパサー）５勝，初音Ｓ，中山牝馬Ｓ-G3３着。
産駒

ヨカグラ（騸 *ハービンジャー）１勝，障４勝，小倉サマージャンプ，東京ハイジャン
プ２着

ダンスアミーガ（牝 サクラバクシンオー）５勝，長岡Ｓ，仲秋Ｓ，五頭連峰特別，タ
ーコイズＳ-L２着，関屋記念-G3４着，中京記念-G3４着，京王杯スプリ
ングＣ-G2５着。産駒

ミリタリータンゴ（牡エイシンフラッシュ）１勝，�
ラウルピドゥ（牡 *ハービンジャー）１勝，�

ダンスアラウンド（牡 *ワークフォース）入着，南関東�５勝，�
三代母ダンスパートナー（92 *サンデーサイレンス）最優秀３歳牝馬，最優秀古牝

馬，４勝，オークス-JPN1，エリザベス女王杯-JPN1，同２着，京阪杯-JPN3，桜
花賞-JPN1２着，京都大賞典-JPN2２着，同４着，京都記念-JPN2２着，アメリ
カＪＣＣ-JPN2２着，阪神牝馬特別-JPN2２着，チューリップ賞-JPN3２着，エ
ルフィンＳ-OP２着，宝塚記念-JPN1３着（２回），鳴尾記念-JPN1３着，大阪
杯-JPN2４着，菊花賞-JPN1５着，仏入着，ノネット賞-G3２着。産駒

フェデラリスト：南関東・兵庫�２勝，中央５勝，中山記念-G2，中山金杯-G3，東
京ウェルカムプレミアム，鎌ヶ谷特別，大阪杯-G2２着。種牡馬

ロンギングダンサー：５勝，新潟競馬場開設50周年記念，テレ玉杯，新潟記念-G3
３着，同４着，毎日王冠-G2４着，新潟記念-G3４着，障２勝。種牡馬

ロイヤルパートナー：３勝，熱田特別，金山特別。産駒
サンライズロイヤル：障２勝，京都ハイジャンプ２着，阪神スプリングジャンプ２

着
ドリームパートナー：４勝，弥彦特別

【競走成績】中央入着，東海�入着，兵庫�入着，２着１回［収得賞金 \1,750,000］

【繁殖成績】
2020 クリスタルミリオン（牝グランプリボス）北海道�入着，�
21 （牡グランプリボス）
22 （牡 *モズアスコット）
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22 2022ジェイエス繁殖馬セール T0962‐07

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 エクセレントピーク

厩舎番号№22 エクセレントピーク Excellent Peak

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

2008年生
（14歳）
鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

*サンデーサイレンス
Wishing Wellアドマイヤジャパン

�
�
Caerleonビワハイジ栗 2002 *アグサン

�
�
�

�
�
サクラユタカオーサクラバクシンオー サクラハゴロモチョウカイクリス

�
�
*クリスタルパレスクリスタルトロフィ鹿 2003 スリードーター（12）

*ビューチフルドリーマー系

【ホッコータルマエを受胎（販売申込時）最終種付３月11日】

父アドマイヤジャパンは新冠産，２勝，京成杯-JPN3，菊花賞-JPN1２着。主な産駒（Ｂ
ＭＳ）：サークルオブライフ（最優秀２歳牝馬，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1），カレンロ
マチェンコ（昇竜Ｓ-OP），ウインモナーク（葵Ｓ-G3４着），エムワンピーコ（岩手・ひまわり
賞）。父として，ダンツキャンサー（マーガレットＳ-L，クイーンＳ-G3３着）を出す

母チョウカイクリス（03 サクラバクシンオー）２戦，入着。産駒
ダンツキャンサー（牝 黒鹿アドマイヤジャパン）４勝，マーガレットＳ-L，醍醐Ｓ，Ｓ

ＴＶ賞，安土城Ｓ-OP２着，クイーンＳ-G3３着，障２勝
ダンツゴウユウ（牡 栗 バンブーエール）７勝，大沼Ｓ-L，吾妻小富士Ｓ-OP，秋嶺

Ｓ，伊良湖特別，ＴＶＱ杯，武蔵野Ｓ-G3４着
レノカズマ（牡 鹿 *キンシャサノキセキ）２勝
テーオーアングル（牡 栗 *マジェスティックウォリアー）１勝，�

祖母クリスタルトロフィ（90 *クリスタルパレス）１戦。産駒
エアニックス（牡 サクラバクシンオー）３勝，立待岬特別，ＵＨＢ杯-L３着
ヒシバクシン（騸 サクラバクシンオー）４勝，神奈川新聞杯，錦秋特別，山藤賞
トロピカルフラワー（牝 サクラバクシンオー）１勝。産駒

ハナズリベンジ（牝 ハーツクライ）３勝。産駒
ヒストリックノヴァ（牝 *ドレフォン）１勝，北海道�入着，エーデルワイス賞

-JPN3２着，�
三代母スリードーター（82 *サンプリンス）７勝，初富士賞，岩室特別，ターコイズＳ-OP２

着，中山牝馬Ｓ-JPN3３着，牝馬東京タイムズ杯-JPN3５着。産駒
ミヤビペルセウス：４勝，相模特別，障４勝，新潟ジャンプＳ，同３着
スリーチケット：１勝。産駒

ニシノイーグル：兵庫�11勝，園田金盃，新春賞（２回）
スリーフェアリー：１勝。産駒
ガトーショコラ：２勝。ルルパンブルー（フェアリーＳ-JPN3）の母

【競走成績】中央２勝，３着３回，飯豊特別３着，福島中央テレビ杯３着
［収得賞金 \23,365,000］

【繁殖成績】
2016 不受胎（バーディバーディ）
17 グランチーノ（牝 *ワークフォース）入着
18 シーオブクラウズ（牡 *クロフネ）入着，�
19 タイセイプライム（牡リオンディーズ）２戦
20 ウラヌス（牡ミッキーアイル）未出走
21 （牡 *アジアエクスプレス）
22 流産（*アジアエクスプレス）
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23 2022ジェイエス繁殖馬セール T0138‐05

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 エリカルーチェ

厩舎番号№23 エリカルーチェ Erika Luce

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

2018年生
（４歳）
鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

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ディープインパクト *ウインドインハーヘアロイヤルヴォルト

�
�
Orientate

*レディジョアン鹿 2012 Oatsee（2）

【カレンブラックヒルを受胎（販売申込時）最終種付３月25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。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），ソウルラッシュ
（マイラーズＣ-G2），ダンビュライト（京都記念-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2），リオ
ンリオン（セントライト記念-G2），ムイトオブリガード（アルゼンチン共和国杯-G2）を出す

母ロイヤルヴォルト（12 ディープインパクト）２戦。産駒
シールドヴォルト（牡 鹿 *ダンカーク）３勝

祖母 *レディジョアン Lady Joanne（04 Orientate）米国産，北米６勝，アラバマＳ
-G1，ゴールデンロッドＳ-G2，ドッグウッドＳ-G3，Banshee Breeze S，マザー
グースＳ-G1２着，スピンスターＳ-G1２着，ポカハンタスＳ-G3３着，ＢＣディ
スタフ-G1４着。産駒

アバヴ ヘヴン Above Heaven（牝 Mr. Greeley）不出走。産駒
*アヴァンセ（騸 Uncle Mo）３勝，伊勢特別，高知�４勝，�

ダノンオブザイヤー（牡ディープインパクト）１勝
キープオンゴーイン（牝ディープインパクト）１勝

三代母オーツィー Oatsee（97 Unbridled）北米２勝，Supertrack Racing Series S３
着。産駒

シャックルフォード Shackleford：北米６勝，プリークネスＳ-G1，メトロポリタンＨ
-G1，クラークＨ-G1，チャーチルダウンズＳ-G2，ＢＣダートマイル-G1２
着，ハスキル招待Ｓ-G1２着，フロリダダービー-G1２着。種牡馬

アフリーティングレイディ Afleeting Lady：北米７勝，フォールズシティＨ-G2，タ
ーンバックジアラームＨ-G3，Lady's Secret S-L

バグダリア Baghdaria：北米６勝，インディアナＢＣオークス-G3，シルヴァーブリット
デイＳ-G3，アイオワオークス-G3。産駒

ダンシング ブレイヴ ベア Dancing Brave Bear：英２勝，ムシドラＳ-G3２着
*ディルガ：２勝，忘れな草賞-OP，南関東�入着，関東オークス-JPN2４着

ステファノーツィー Stephanoatsee：北米３勝，Barbaro S-L。種牡馬
グランドポーティージ Grand Portege：北米３勝。産駒

フロリダ ワン Florida Won：北米10勝，オンタリオダービー-G3，シーグラムカ
ップＳ-G3，Presque Isle Mile S-L，ドミニオンデイＳ-G3２着

グランドジャーニー Grand Journey：北米７勝，Mr. Steele S２着
ヘイシー Haysee：不出走。産駒

アンクルリノ Uncle Lino：北米２勝，California Chrome S。種牡馬

【競走成績】中央６戦

【繁殖成績】
2022年より供用
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24 2022ジェイエス繁殖馬セール T0628‐62

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 シャンパントパーズ

厩舎番号№24 シャンパントパーズ Champagne Topaz

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

2010年生
（12歳）
鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

ワイルドアゲイン �
�
Icecapade

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

Wild Again
Bushel-n-Peck

*ワイルドラッシュ ローズ パーク �
�
Plugged Nickle

Rose Park鹿 1994 Hardship

�
�
�

シアトルスルー �
�
Bold Reasoning

Seattle Slew
My Charmer

*ノベンバースルー ノーヴェンバースノウ �
�
Storm Cat

November Snow黒鹿 1997 Princess Alydar（16）

【ゴールドドリームを受胎（販売申込時）最終種付３月13日】

父*ワイルドラッシュWild Rush は米国産，北米８勝，メトロポリタンＨ-G1，カーターＨ
-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：オナーエーピー（サンタアニタダービー-G1），ドリーミング オ
ブジュリア（フリゼットＳ-G1），ペイシャエス（ユニコーンＳ-G3），サンレイポケット（新潟大
賞典-G3），ディオスコリダー（カペラＳ-G3），ヒラボクラターシュ（佐賀記念-JPN3）

母 *ノベンバースルー November Slew（97 Seattle Slew）米国産，北米３勝，ソレント
Ｓ-G2２着。産駒

ヒラボクワイルド（牡 青鹿 *ワイルドラッシュ）７勝，ギャラクシーＳ-L，ポラリスＳ
-L，薫風Ｓ，中京サンクスプレミアム，福島放送賞，シリウスＳ-G3５着，武
蔵野Ｓ-G3５着

タイセイワイルド（牡 鹿 *ワイルドラッシュ）３勝，野路菊Ｓ-OP３着
イーグルアイランド Eagle Island（牝 Fusaichi Pegasus）北米１勝。産駒

エズモシュ Ezmosh（騸 Tizway）北米５勝，アーリントンクラシックＳ-G3
ヒラボクテイオー（牡 黒鹿 *ワイルドラッシュ）１勝，東海�１勝
カワチノオジサン（騸 青鹿 Fusaichi Pegasus）１勝，兵庫�２勝
ココナッツスルー（牝 黒鹿 ハーツクライ）高知�２勝，中央１勝

祖母ノーヴェンバー スノウ November Snow（89 Storm Cat）北米８勝，アラバマＳ
-G1，テストＳ-G1，レアパーフュームＨ-G2，マイディアＳ-CAN3。産駒

インディアン スノウ Indian Snow（牝 A. P. Indy）不出走。モーニング ライン
Morning Line（牡 Tiznow：カーターＨ-G1）の母

アイムアフレイク I'm a Flake（牝 Mineshaft）北米４戦。エクスプレストレイン
Express Train（牡 Union Rags：サンタアニタＨ-G1）の母

アークティックドリフトArctic Drift（牝 Gone West）北米１勝。アンソニー ヴァン
ダイク Anthony Van Dyck（牡 Galileo：英ダービー-G1），バウンディン
グ Bounding（牝 Lonhro：ＡＲＣレイルウェイＨ-G1）の祖母

【競走成績】中央１戦

【繁殖成績】
2014 不受胎（*シンボリクリスエス）
15 コンゴウサファイア（牝 ハーツクライ）石川�入着，岩手�１勝
16 フーダムール（牝 *エンパイアメーカー）不出走
17 センターガーネット（牝 *ダンカーク）南関東�２勝，�
18 リリージャスパー（牝ジャスタウェイ）岩手�２勝，佐賀�４勝，�
19 サクラトップラン（牝ホッコータルマエ）入着，�
20 ウルトラシー（牡 *ダンカーク）高知�入着，�
21 （牝ワールドエース）
22 不受胎（コパノリッキー）
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25 2022ジェイエス繁殖馬セール T0635‐29

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ファルトレク

厩舎番号№25 ファルトレク Fartlek

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2016年生
（６歳）
青鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

モンズーン �
�
Konigsstuhl

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

Monsun
Mosella

*ノヴェリスト ナイトラグーン �
�
Lagunas

Night Lagoon黒鹿 2009 Nenuphar

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスアグネスタキオン アグネスフローラテクニカルラン

�
�
*ラストタイクーン

*モテック鹿 2006 Sudaka（16）

【*シャンハイボビーを受胎（販売申込時）最終種付４月８日】

父*ノヴェリストNovellist は愛国産，独伊仏英９勝，キングジョージ六世＆クイーン エリ
ザベスＳ-G1，サンクルー大賞典-G1。父として，ラストドラフト（京成杯-G3），ウォルフ（Ｍ
ＲＣクーンジーＣ-G3），ゴッドセレクション（ジャパンダートダービー-JPN1２着），ヴァルコ
ス（青葉賞-G2２着），ヴェスターヴァルト（ファルコンＳ-G3３着）を出す

母テクニカルラン（06 アグネスタキオン）３勝，南港特別（芝1600ｍ）。産駒
セイイーグル（騸 鹿ローエングリン）２勝，�
デルマアブサン（牡 鹿ローエングリン）１勝，石川�５勝
ギブンアンソート（牝 栗エピファネイア）１勝
ハットルヴァン（17 騸 黒鹿エピファネイア）入着，兵庫�１勝，�
ルガノスター（牝 鹿ジャングルポケット）石川�３勝

祖母 *モテック Moteck（95 *ラストタイクーン）仏国産，仏４勝，フロール賞-G3，Prix
Charles Laffitte-L，コリダ賞-G3３着，Prix des Tourelles-L３着。産駒

サンテミリオン（牝 ゼンノロブロイ）４勝，オークス-G1，フローラＳ-G2，若竹賞，フ
ラワーＣ-G3３着，アメリカＪＣＣ-G2４着

レコンダイト（牡 ハーツクライ）５勝，但馬Ｓ，北野特別，調布特別，目黒記念-G2２
着，同４着，同５着，大阪－ハンブルクＣ-L２着，中日新聞杯-G3３着，
京都大賞典-G2５着，エプソムＣ-G3５着

モーディッシュ（牝 Singspiel）北海道�１勝。産駒
スティンライクビー（騸 *キンシャサノキセキ）岩手�７勝，岩鷲賞２着，赤松杯

２着，栗駒賞３着，同４着，中央３勝，ＮＳＴ賞-OP２着，東海�入
着，白銀争覇２着，�

三代母シュダカ Sudaka（86 Garde Royale）仏１勝，クレオパトル賞-G3，ポモーヌ賞
-G2４着。産駒

ダルヴァDalva：仏３勝
四代母ディディアクララ Didia Clara（78 Sea Break）仏６勝，Prix des Belles Filles-L

２着，Handicap de l'Essonne-L２着，Prix des Chenettes-L２着。産駒
ラ ファヴォリタ La Favorita：仏３勝，Prix de la Calonne-L，オペラ賞-G2２着，

Prix des Tuileries-L３着，北米１勝，Ladyhawke Ranch H。産駒
マン アマング メン Man Among Men：北米４勝，Pinjara S
プレイザフェイヴァリトPlay the Favorite：北米入着。サンスクリーン Sunsc-

reen（Rio Grande Senor Thoroughbred Futurity）の祖母

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \7,000,000］

【繁殖成績】
2021 （牡ブラックタイド）
22 （牡 サトノクラウン）
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26 2022ジェイエス繁殖馬セール T0373‐11

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ステイウィズアンナ

厩舎番号№26 ステイウィズアンナ Stay with Anna

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2014年生
（８歳）
黒鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

*サンデーサイレンス
Wishing Wellステイゴールド

�
�
*ディクタスゴールデンサッシュ黒鹿 1994 ダイナサッシュ

�
�
�

モンズーン �
�
Konigsstuhl

Monsun
Mosella

*アンナモンダ アンナオブキエフ �
�
Salse

Anna of Kiev栗 2002 Anna Matrushka（7）

【*ナダルを受胎（販売申込時）最終種付４月20日】

父ステイゴールドは白老産，中央・UAE・香港７勝，香港ヴァーズ-G1，ドバイシーマク
ラシック-G2。主な産駒（ＢＭＳ）：アランバローズ（全日本２歳優駿-JPN1），ライオンボス
（アイビスサマーダッシュ-G3），クリスマス（函館２歳Ｓ-G3），ブラックバゴ（アンドロメダＳ
-L，京成杯-G3２着），ショウナンマグマ（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3２着）

母 *アンナモンダ Anna Monda（02 Monsun）独国産，独３勝，独1000ギニー-G2（芝
1600ｍ），オイロパマイレ-G2（芝1600ｍ），伊１勝，ヴィトリオディカプア賞-G1
（芝1600ｍ）。産駒

*リリエンタール（牡 鹿 Montjeu）４勝，むらさき賞，日高特別，水仙賞，札幌日経オ
ープン-L３着，青葉賞-G2５着，仏２勝

アンナミルト（牝 黒鹿マンハッタンカフェ）５勝，佐世保Ｓ，岩室温泉特別。産駒
ストレートリターン（牡ストロングリターン）１勝，�

モントリヒト（牡 栗アグネスタキオン）３勝
アンナドンナ（牝 栗 Galileo）１勝
アスクコンナモンダ（牡 栗ダイワメジャー）１勝，�

祖母アンナオブキエフ Anna of Kiev（90 Salse）仏１戦。産駒
ドクターラニ Doctor Lanni（騸 Scenic）伊13勝

三代母アンナマトルーシュカ Anna Matrushka（84 Mill Reef）不出走。産駒
アナバ Annaba：英１勝，ナッソーＳ-G2３着，仏２勝，ロワイヤリュー賞-G2，同４

着，コンセイユドパリ賞-G2
ポザリカ Pozarica：仏４勝，ユベールド ショードネイ賞-G2，ベルトゥー賞-G3，

Coupe des Trois Ans-L，UAE１勝。種牡馬
アンナ オブ サクソニー Anna of Saxony：英４勝，パークヒルＳ-G3，プリンセス

ロイヤルＳ-G3２着，セントサイモンＳ-G3２着。*アンナパラリーヴァ
Anna Palariva（オマール賞-G3）の母，*アーヴェイ Ave（フラワー ボウ
ル招待Ｓ-G1）の祖母，アダイヤー Adayar（英ダービー-G1）の三代母

アクセサリーズ Accessories：不出走。ヘルメット Helmet（ＡＴＣサイアーズ プロ
デュースＳ-G1，ＡＴＣシャンペンＳ-G1），エポレット Epaulette（ＡＴＣ
ゴールデンローズＳ-G1）の母

*アンティーケリー Antiquary：仏１勝。ガンコ（日経賞-G2）の祖母

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \5,750,000］

【繁殖成績】
2019 アンナアラジン（牝 サトノアラジン）中央・兵庫�５戦，�
20 （牝キタサンブラック）
21 不受胎（モーリス）
22 （牡 *ヘニーヒューズ）
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27 2022ジェイエス繁殖馬セール T0668‐60

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 プリマレジェンド

厩舎番号№27 プリマレジェンド Prima Legend

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2013年生
（９歳）
栗毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

ネオユニヴァース *ポインテッドパスヴィクトワールピサ
�
�
Machiavellian

*ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

�
�
�

オーサムアゲイン �
�
Deputy Minister

Awesome Again
Primal Force

*パーソナルレジェンド ハイランドレジェンド �
�
Storm Bird

Highland Legend栗 2000 Santella（20）

【*マインドユアビスケッツを受胎（販売申込時）最終種付５月13日】

父ヴィクトワールピサは千歳産，最優秀３歳・古牡馬，中央・UAE８勝，ドバイワールド
Ｃ-G1，皐月賞-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：オニャンコポン（京成杯-G3），アートハウス（忘れ
な草賞-L），ラブリイユアアイズ（クローバー賞-OP，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1２着），
クラウンドマジック（萩Ｓ-L３着）。父として，ジュエラー（桜花賞-G1）を出す

母 *パーソナルレジェンド Personal Legend（00 Awesome Again）米国産，北米６
勝，ターンバックジアラームＨ-G3（Ｄ９Ｆ），Stage Door Betty H-L（Ｄ8.5
Ｆ），De La Rose S（芝８Ｆ），パーソナル エンスンＳ-G1２着，ダリアＨ-G2
２着，エルエンシノＳ-G2２着，リグレットＳ-G3２着，ボールストンスパＢＣＨ
-G3２着，デルマーオークス-G1３着，デラウェアＨ-G2３着，サンタマルガリ
ータ招待Ｈ-G1４着，サンタマリアＨ-G1４着，ブエナヴィスタＨ-G2４着，ル
イヴィルＢＣＨ-G2４着，シクスティセイルズＨ-G3４着。産駒

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

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

グレートタイム（牡 キングカメハメハ）５勝，仁川Ｓ-L，ブラジルＣ-L，夏至
Ｓ，南関東�入着，ジャパンダートダービー-JPN1３着，�

ヒロイックテイル（牡 栗スクリーンヒーロー）５勝，ブリリアントＳ-L，晩秋Ｓ，昇仙峡
特別，仁川Ｓ-L３着，カノープスＳ-OP３着，�

アーバンレジェンド（牝 栗アグネスタキオン）４勝，蹴上特別。産駒
タイセイアゲイン（牡 *パイロ）３勝，天草特別，プラタナス賞，南関東�入着，

全日本２歳優駿-JPN1４着，�
ワセダハーツ（牡 栗 ハーツクライ）２勝，�

【競走成績】中央入着，南関東�２勝［収得賞金 \2,520,000］

【繁殖成績】
2019 ナチュラルボーン（牡 *ディスクリートキャット）北海道�１勝，南関東�２勝，�
20 不受胎（*クリエイターⅡ）
21 （牝 *パイロ）
22 （牝 *ドレフォン）
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28 2022ジェイエス繁殖馬セール T0033‐42

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 エアティアーモ

厩舎番号№28 エアティアーモ Air Ti Amo

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2007年生
（15歳）
青鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

デヴィルヒズ デュー �
�
Devil's Bag

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

Devil His Due
Plenty O'Toole

*ロージズインメイ テルアシークレット �
�
Speak John

Tell a Secret青鹿 2000 Secret Retreat

�
�
�

�
�
*スティールハートニホンピロウイナー ニホンピロエバートエアコゼット

�
�
Mr. Prospector

*ドッフ黒鹿 1999 Furling（1）

【レッドファルクスを受胎（販売申込時）最終種付４月３日】

父*ロージズインメイRoses in May は米国産，北米・UAE８勝，ドバイワールドＣ-G1，
ホイットニーＨ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ユーバーレーベン（オークス-G1），マイネルファン
ロン（新潟記念-G3），マイネルグリット（小倉２歳Ｓ-G3），マイネルウィルトス（福島民報杯
-L），マイネルフラップ（シンザン記念-G3２着），マイネルジェロディ（青函Ｓ-OP３着）

母エアコゼット（99 ニホンピロウイナー）３勝。産駒
アサクサゴールド（牡 黒鹿ステイゴールド）入着，南関東�３勝，中央障入着
チビノオリヴィア（牝 青鹿 *キンシャサノキセキ）入着，兵庫�１勝
ロワルゼル（牡 鹿ゴールドアリュール）岩手�５勝，南関東�３勝，�

祖母 *ドッフ Doff（82 Mr. Prospector）米国産，北米２勝。産駒
ブランズウィック Brunswick（牡 Private Account）北米８勝，ホイットニーＨ

-G1，Hialeah Sprint Championship H-L２着，ジョッキークラブゴールド
Ｃ-G1３着。種牡馬

ビストロドゥパリ（牝 *フレンチグローリー）１勝。産駒
ナムラマース（牡 *チーフベアハート）４勝，毎日杯 -JPN3，札幌２歳Ｓ

-JPN3，コスモス賞-OP，日経新春杯-G2２着，鳴尾記念-G3２着，き
さらぎ賞-JPN3２着，石川�４勝

サイレントベッド（牝 *ソウルオブザマター）入着。ディアセオリー（牡 サムライハ
ート：プリンシパルＳ-L３着）の母

ドレスDress（牝 Topsider）北米４勝。産駒
アンスウェプトUnswept（騸 *エンドスウィープ）北米９勝，Damon Runyon S

２着，Fred "Cappy" Capossela S-L３着
レースミストレス（牝 *サンデーサイレンス）不出走。産駒

レモンリーフ（牝 *リンドシェーバー）１勝，福島２歳Ｓ-OP３着

【競走成績】中央５勝，２着３回，３着４回，中京競馬場グランドオープン記念（Ｄ1400
ｍ），メルボルンＴ（Ｄ1200ｍ），噴火湾特別３着［収得賞金 \77,501,000］

【繁殖成績】
2014 不受胎（ディープインパクト）
15 レディーキティ（牝ディープインパクト）入着
16 ベルファーリング（牝 ハーツクライ）入着，南関東�１勝，岩手�１勝，�
17 エアダンルース（牡 *ヘニーヒューズ）１勝，�
18 エアモンナンジュ（牝 *アジアエクスプレス）入着，�
19 ハギノロックオン（牡 *マジェスティックウォリアー）１勝，�
20 トモエ（牝 *アジアエクスプレス）未出走
21 （牡 *ディスクリートキャット）
22 （牝 *マジェスティックウォリアー）
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29 2022ジェイエス繁殖馬セール T0122‐31

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ピュアウィッシーズ

厩舎番号№29 ピュアウィッシーズ Pure Wishes

奥山ファーム＝日高町正和 ℡090（7514）6442

2013年生
（９歳）
黒鹿毛
安平産

�
�
�
�

マンデュロ �
�
�

モンズーン �
�
Konigsstuhl

奥山ファーム＝日高町正和 ℡090（7514）6442

Monsun
Mosella

Manduro マンデリヒト �
�
Be My Guest

Mandellicht鹿 2002 Mandelauge

�
�
�

ダルシャーン �
�
Shirley Heights

Darshaan
Delsy

*ミリオンウィッシーズ ムーンライツボックス �
�
Nureyev

Moonlight's Box鹿 2002 Coup de Genie（2）

【フィエールマンを受胎（販売申込時）最終種付６月６日】

父マンデュロManduro は独国産，独仏英10勝，プリンスオブウェールズＳ-G1，ジャック
ルマロワ賞-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ビルズドンブルック（英1000ギニー-G1，サン チャリ
オットＳ-G1），ファニーローガン（ハードウィックＳ-G2），ニューロンドン（ゴードンＳ-G3），
トレフリュール（ポールドムサック賞-G3），イスファハニ（グイドベラルデリ賞-G3）

母 *ミリオンウィッシーズ Million Wishes（02 Darshaan）英国産，仏３勝。産駒
マカオンドール（牡 芦ゴールドシップ）４勝，万葉Ｓ-OP，江坂特別，大寒桜賞，京

都新聞杯-G2３着，京都２歳Ｓ-G3３着，白百合Ｓ-L３着，阪神大賞典
-G2４着，�

レディバランタイン（牝 鹿 サトノアラジン）２勝，�
メイラヴェル（牝 鹿ダイワメジャー）２勝
ボルサコフBorsakov（騸 Dylan Thomas）仏３勝
マシュクMashuk（牡 Pivotal）仏２勝
マグネティズムMagnetisme（騸 Medicean）仏１勝

祖母ムーンライツボックス Moonlight's Box（96 Nureyev）不出走。産駒
*バゴ Bago（牡 Nashwan）全欧３歳牡馬チャンピオン，仏８勝，凱旋門賞-G1，同３

着，パリ大賞典-G1，ガネー賞-G1，ジャンプラ賞-G1，クリテリウムアンテ
ルナシオナル-G1，シェーヌ賞-G3。種牡馬

マクシオス Maxios（牡 Monsun）仏８勝，ムーランドロンシャン賞-G1，イスパーン
賞-G1，アルクール賞-G2，トーマスブライアン賞-G3，ラクープドメゾンラ
フィット-G3，ガネー賞-G1２着，シャンティイ大賞典-G2２着。種牡馬

ベータ Beta（牝 Selkirk）仏２勝，Criterium de Vitesse-L，カブール賞-G3２着，
アランベール賞-G3３着。産駒

ビデイル Bedale（騸 Cape Cross）仏１勝，Prix de Suresnes-L２着
テス Teth（牝 Dansili）仏英入着。ウートンズ コルト Wootton's Colt（牡

Wootton Bassett：Premio Criterium Nazionale-L）の母
ザブリスキー Zabriskie（牡 Frankel）愛１勝，英入着，ダンテＳ-G2３着
*マリシューズ Malicieuse（牝 Galileo）仏１勝，Prix Six Perfections-L３着
マカニ Makani（牡 A. P. Indy）仏３勝，フォンテンブロー賞-G3４着。種牡馬

【競走成績】中央入着，３着１回［収得賞金 \3,500,000］

【繁殖成績】
2018 マクシミリアン（牡ドゥラメンテ）入着，兵庫�１勝，�
19 ダフニス（牡モーリス）２戦，�
20 ダット（牝ドゥラメンテ）未出走
21 （牝レイデオロ）
22 （牡リアルスティール）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ヴェスティージ

厩舎番号№30 ヴェスティージ Vestige

奥山ファーム＝日高町正和 ℡090（7514）6442

2015年生
（７歳）
鹿毛
日高産

�
�
�
�

レイヴンズ パス �
�
�

イルーシヴクオリティ �
�
Gone West

奥山ファーム＝日高町正和 ℡090（7514）6442

Elusive Quality
Touch of Greatness

Raven's Pass アスカットニー �
�
Lord at War

Ascutney栗 2005 Right Word

�
�
�

モンズーン �
�
Konigsstuhl

Monsun
Mosella

*エンシェントアート
�
�
Sadler's Wells

*シンコウエルメス鹿 2008 Doff the Derby（4）

【*ヴァンゴッホを受胎（販売申込時）最終種付５月６日】

父レイヴンズ パス Raven's Pass は米国産，英・北米６勝，ＢＣクラシック-G1。主な産
駒（ＢＭＳ）：ミシュリフ（仏ダービー-G1，インタナショナルＳ-G1），サフランビーチ（サン
チャリオットＳ-G1，ロートシルト賞-G1），ケサール（ミルリーフＳ-G2），ファストラージ（ジェ
ベル賞-G3），ライトオンキュー（京阪杯-G3），ディープダイバー（橘Ｓ-L）

母 *エンシェントアートAncient Art（08 Monsun）英国産，仏１勝。産駒
*ヒーリングマインド（騸 鹿タニノギムレット）３勝，札幌日刊スポーツ杯，アザレア賞，

�
*デヴィルズマーブル（牡 鹿 Raven's Pass）１勝，ファルコンＳ-G3４着，�
*プライモーディアル（牡 鹿 Shamardal）１勝，石川�３勝，�

祖母 *シンコウエルメス（93 Sadler's Wells）愛国産，わが国で１戦，入着。産駒
レイクトーヤ Lake Toya（牝 Darshaan）英仏４勝，Gillies S-L，Prix Caravelle

Haras des Granges-L，フロール賞-G3３着。産駒
ソーベツ Sobetsu（牝 Dubawi）英仏３勝，サンタラリ賞-G1，ノネット賞-G2

シックスズ センス Sixth Sense（騸 Shamardal）英２勝，Winkfield S-L
グレンイネス Glen Innes（牝 Selkirk）英１勝，ムシドラＳ-G3２着
エルノヴァ（牝 *サンデーサイレンス）５勝，ステイヤーズＳ-JPN2２着
*スノーパイン Snow Pine（牝 Dalakhani）仏２勝。産駒

タワーオブロンドン（牡 Raven's Pass）７勝，スプリンターズＳ-G1，京王杯ス
プリングＣ-G2，セントウルＳ-G2，京王杯２歳Ｓ-G2。種牡馬

*ブルーダヌーブ Blue Danube（牝 Bahri）仏１勝。産駒
オセアグレイト（牡オルフェーヴル）５勝，ステイヤーズＳ-G2，迎春Ｓ，信夫

山特別，稲城特別，ダイヤモンドＳ-G3３着，�
エルメスティアラ（牝 *ブライアンズタイム）不出走。産駒

ディーマジェスティ（牡ディープインパクト）４勝，皐月賞-G1，セントライト記念
-G2，共同通信杯-G3，ダービー-G1３着，菊花賞-G1４着。種牡馬

セイクレットレーヴ（牡アドマイヤムーン）２勝，クロッカスＳ-OP，ニュージーラン
ドトロフィー-G2２着，ＮＨＫマイルＣ-G1５着，高知�４勝

アイランドベイブ Island Babe（牝 Kingmambo）英１戦。産駒
アウェイヒーゴーズ Away He Goes（騸 Farhh）英３勝，グッドウッドカップＳ

-G1２着，UAE入着，ドバイゴールドＣ-G2３着

【競走成績】中央４戦

【繁殖成績】
2020 プロスペリダード（牝 *アメリカンペイトリオット）未出走
21 （牡ヴィクトワールピサ）
22 （牡 *シニスターミニスター）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 トゥルーストーリー

厩舎番号№31 トゥルーストーリー True Story

恵比寿興業那須野牧場＝栃木県那須郡 ℡03（3583）8025

2012年生
（10歳）
鹿毛
栃木産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

新井昭二牧場＝日高町豊郷 ℡090（8708）5922

フジキセキ *ミルレーサー
*キンシャサノキセキ

�
�
Pleasant Colony

*ケルトシャーン鹿 2003 Featherhill

�
�
�

�
�
Deputy Minister

*デヒア
Sister Dot

*デフィニット ヒロオガーデン �
�
Caerleon

Hiroo Garden鹿 1997 Sweeping（4）

【*シャンハイボビーを受胎（販売申込時）最終種付５月８日】

父*キンシャサノキセキは豪州産，最優秀短距離馬，12勝，高松宮記念-G1（２回）。主な
産駒（ＢＭＳ）：テーオーディエス（十日町特別）。父として，ガロアクリーク（スプリングＳ
-G2，皐月賞-G1３着），ルフトシュトローム（ニュージーランドＴ-G2），シュウジ（阪神Ｃ
-G2），モンドキャンノ（京王杯２歳Ｓ-G2），サクセスエナジー（東京盃-JPN2）を出す

母 *デフィニット（97 *デヒア）米国産，わが国で１勝。産駒
ボールライトニング（牡 栗ダイワメジャー）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 黒鹿フジキセキ）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-L

２着
タケノチャンス（牝 栗 *チーフベアハート）北海道�入着，石川・広島�11勝。産駒

エムエスオープン（牝 *バトルプラン）東海�６勝，中京ペガスターＣ，新春ペ
ガサスＣ，東海ダービー２着

シュアゲイト（牡 鹿キズナ）岩手�２勝，中央１勝
アブシンベル（牝 鹿 *ルールオブロー）１勝
ナスノアタック（牡 黒鹿 *スウェプトオーヴァーボード）南関東�１勝

祖母ヒロオガーデン Hiroo Garden（91 Caerleon）不出走。産駒
*キャッスルブラウン（牝 Silver Hawk）３勝，火打山特別。産駒

ニシノラッシュ（牡 サクラバクシンオー）５勝，クロッカスＳ-OP，石清水Ｓ，くる
み賞，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

グランチェイサー（騸ダイワメジャー）１勝，京王杯２歳Ｓ-G2４着，�
三代母スウィーピング Sweeping（86 *インデエアンキング）英１勝，Princess Elizabeth

S-L２着。メディア モーグル Media Mogul（ウィルロジャースＨ-G3）の祖母，
ナシュワ Nashwa（仏オークス-G1），アウザーン Awzaan（ミドル パークＳ
-G1），ムラーカバ Muraaqaba（スウィートソレラＳ-G3）の三代母

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \5,000,000］

【繁殖成績】
2017 チョウフラッシュ（牡エイシンフラッシュ）３戦
18 レモンマートル（牝 *ハービンジャー）不出走
19 イカロス（牡 *ドレフォン）１勝，�
20 不受胎（*マクフィ）
21 （牝 *マクフィ）
22 （牝 *ミスターメロディ）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ジャストザマリン

厩舎番号№32 ジャストザマリン Just the Marine

恵比寿興業那須野牧場＝栃木県那須郡 ℡03（3583）8025

2014年生
（８歳）
鹿毛
栃木産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ナスノファーム＝新冠町東泊津 ℡090（7556）0346

ディープインパクト *ウインドインハーヘアディープブリランテ
�
�
Loup Sauvage

*ラヴアンドバブルズ鹿 2009 *バブルドリーム

�
�
�

ティズナウ �
�
Cee's Tizzy

Tiznow
Cee's Song

*ラヴアズギフト
�
�
*ヘネシー

*ファストアズライト鹿 2007 Tough as Nails（2）

【*デクラレーションオブウォーを受胎（販売申込時）最終種付３月28日】

父ディープブリランテは新冠産，３勝，ダービー-G1，東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3。父とし
て，モズベッロ（日経新春杯-G2），セダブリランテス（中山金杯-G3，ラジオＮＩＫＫＥＩ
賞-G3），ラプタス（サマーチャンピオン-JPN3，かきつばた記念-JPN3２回），ミッキーブリラ
ンテ（ニューイヤーＳ-L），ナムラドノヴァン（阪神大賞典-G2３着）を出す

母 *ラヴアズギフト（07 Tiznow）米国産，わが国で６戦。産駒
ファストアズエバー（牝 芦 *スウェプトオーヴァーボード）３勝，飛翼特別，飛翔特

別，ルミエールオータムダッシュ-L３着
エフハリスト（牡 青鹿 ハーツクライ）２勝
グランマリアージュ（牝 鹿 *スウェプトオーヴァーボード）２勝

祖母 *ファストアズライト（99 *ヘネシー）米国産，５勝，壬生特別，鷹ヶ峰特別，耶馬渓特
別，九重特別。産駒

アナザースカイAnother Sky（牝 Songandaprayer）北米１勝
スーパールミナル（牝 ゼンノロブロイ）１勝
ファストアズソング（牡 Curlin）入着，南関東�３勝

三代母タフアズ ネイルズ Tough as Nails（84 Majestic Light）不出走。産駒
キャットレイル Catrail：英６勝，チャレンジＳ-G2，ダイアデムＳ-G3，Hackwood S

-L，スプリントＣ-G1２着，ジュライＣ-G1３着，コーク＆オラリーＳ-G3３
着，仏入着，モーリスドギース賞-G2２着。種牡馬

スワンリヴァー Swan River：不出走。産駒
トラックン ジャム Trac N Jam：北米３勝，Indiana Downs Distaff S-L

四代母ハードライナー Hardliner（74 Buckpasser）不出走。産駒
ジョンズ ゴールド John's Gold：北米６勝，ロングフェローＨ-G2。種牡馬
ボールドフローレスBold Flawless：英１勝。産駒

ライフ アット ザトップ Life At the Top：英３勝，キャンデラブラＳ-G3，北
米１勝。タイガー シャーク Tiger Shark（McDonogh S-L）の母，
アルパイン ガーデン Alpine Garden（ブリティッシュコロンビアＢＣ
オークス-G3）の祖母

ジェンティルオム Gentilhomme：英２勝，Zetland S-L，北米２勝
サウンドリーズニング Sound Reasoning：英１勝，北米７勝，Correction H

-L

【競走成績】中央１勝，フェアリーＳ-G3４着［収得賞金 \13,900,000］

【繁殖成績】
2020 テイケイヴィエント（牡イスラボニータ）未出走
21 （牝 *ドレフォン）
22 （牝 ルヴァンスレーヴ）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 クリスマス

厩舎番号№33 クリスマス Xmas

エンジェルレーシング＝東京都港区 ℡090（2146）2057

2011年生
（11歳）
黒鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

ナシュワン �
�
Blushing Groom

坂東牧場＝平取町川向 ℡01456（2）1545

Nashwan
Height of Fashion

*バゴ ムーンライツボックス �
�
Nureyev

Moonlight's Box黒鹿 2001 Coup de Genie

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスステイゴールド ゴールデンサッシュアラマサスナイパー

�
�
Salt Lake

*ターミナルフラワー黒鹿 2003 Positioned（5）

【ロードカナロアを受胎（販売申込時）最終種付４月22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。主な産駒
（ＢＭＳ）：ブリッツファング（兵庫チャンピオンシップ-JPN2），ショーヒデキラ（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），サニーオーシャ
ン（福島２歳Ｓ-OP２着）。父として，クロノジェネシス（有馬記念-G1）を出す

母アラマサスナイパー（03 ステイゴールド）１勝。産駒
クリスマス（牝 黒鹿 *バゴ）本馬
イシス（牝 青鹿キングヘイロー）１勝。産駒
ドゥーラ（牝ドゥラメンテ）２勝，札幌２歳Ｓ-G3，�
オシリスブレイン（牡 *バゴ）３勝，�

ティラール（牝 鹿 *ファスリエフ）入着，南関東�１勝，岩手�８勝，�
タイセイジェニー（牝 青鹿 *バゴ）入着，岩手�２勝，�
ケイズデイジー（牝 鹿 *ケープブランコ）石川�２勝，�

祖母 *ターミナルフラワー（97 Salt Lake）米国産，わが国で１勝。産駒
アラマサスチール（牝マヤノトップガン）１勝，兵庫�２勝

三代母ポジションド Positioned（81 Cannonade）北米５勝。産駒
ベリーロード Berry Road：北米５勝，Sun Seeker Farm H，ミスアメリカＨ-G3２

着，Campanile Invitational H２着，Belle of Rainier H２着，Fly to Win
Farm H２着，Carver Farm H２着，Raise Your Skirts H２着

レニ Reni：北米４勝。産駒
フリーウェイチケット Freeway Ticket：北米９勝，Tex's Zing S，Old Hick-

ory S-L３着，Sophomore Sprint Championship S-L３着
キャッスルウッド Castlewood：北米14勝，Hawthorne Juvenile S-L２着，ハン

シンカップＨ-G3３着
イルマ Irma：北米２勝。産駒

インディゴ フライヤー Indigo Flyer：北米５勝，Sophomore Turf S-L２着

【競走成績】中央５勝，２着１回，３着３回，函館２歳Ｓ-G3（芝1200ｍ），ＵＨＢ賞
-OP（芝1200ｍ），ＴＶｈ杯（芝1200ｍ），鳥羽特別（芝1200ｍ），２歳新馬（函
館・芝1200ｍ，２歳レコード），サンライズＳ２着，オーシャンＳ-G3３着，函館ス
プリントＳ-G3３着，船橋Ｓ３着，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1４着
［収得賞金 \137,954,000］

【繁殖成績】
2019 クリスブレイン（牝オルフェーヴル）未出走
20 不受胎（*ハービンジャー）
21 （牝キズナ）
22 （牝ロードカナロア）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 グッディー

厩舎番号№34 グッディー Goody

エンジェルレーシング＝東京都港区 ℡090（2146）2057

2013年生
（９歳）
鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

天羽禮治牧場＝日高町清畠 ℡090（8370）6622

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスダンスインザダーク *ダンシングキイゴッドダンシング

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

【キズナを受胎（販売申込時）最終種付４月18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，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳチャンピオン。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），ジオグリフ（皐月賞-G1），ソダシ（桜花
賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念-G1）

母ゴッドダンシング（06 ダンスインザダーク）１勝。産駒
ランドボルケーノ（牡 黒鹿 *ヘニーヒューズ）３勝，ドンカスターＣ，�
ゴッドスパロウ（騸 鹿 *シンボリクリスエス）１勝，岩手�２勝
シゲルハクチョウザ（牝 鹿 *ヘニーヒューズ）入着，南関東�３勝，�

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

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

ミューチャリー（牡 *パイロ）ＮＡＲ年度代表馬，南関東・石川�８勝，ＪＢ
Ｃクラシック-JPN1，同４着，羽田盃，大井記念，マイルグランプリ，鎌
倉記念，白山大賞典-JPN3２着，ジャパンダートダービー-JPN1３着，
ダイオライト記念-JPN2３着，東京大賞典-G1４着，同５着，帝王賞
-JPN1４着，川崎記念-JPN1４着，同５着，日本テレビ盃-JPN2４着，
�

ライジングドラゴン（牡カネヒキリ）３勝，釧路湿原特別，�
シュエット（牝ブラックタイド）兵庫�４勝，菊水賞

オメガカリビアン（牝 *フレンチデピュティ）不出走。産駒
オヤコダカ（牡 サムライハート）北海道・佐賀�19勝，ブリーダーズゴールドジュ

ニアＣ，王冠賞，瑞穂賞，旭岳賞（２回），北斗盃，星雲賞（２回），赤
レンガ記念（２回），コスモバルク記念，北海道２歳優駿-JPN3５着，
兵庫�入着，兵庫ジュニアグランプリ-JPN2２着，佐賀�２勝

三代母 *ファーガーズプロスペクト Fager's Prospect（90 Chief's Crown）米国産，北米
１勝。ヌーヴォレコルト（オークス-G1，中山記念-G2，ローズＳ-G2）の祖母

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

【繁殖成績】
2019 流産（*キンシャサノキセキ）
20 （牝マツリダゴッホ）
21 （牡エピファネイア）
22 （牡 *ハービンジャー）
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35 2022ジェイエス繁殖馬セール T0464‐01

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 リエンカウンター

厩舎番号№35 *リエンカウンター Reencounter（GB）

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2018年生
（４歳）
栗毛
英国産

�
�
�
�

ピヴォタル �
�
�

ポーラーファルコン �
�
Nureyev

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

Polar Falcon
Marie d'Argonne

Pivotal フィアレスリヴァイヴァル �
�
Cozzene

Fearless Revival栗 1993 Stufida

リユナイト �
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesque

Reunite アレレトロワ �
�
Riverman

Allez Les Trois栗 2003 Allegretta（9）

【アドマイヤムーンを受胎（販売申込時）最終種付３月21日】

父ピヴォタル Pivotal は英国産，英４勝，ナンソープＳ-G1。仏２歳チャンピオンサイア
ー。英愛ＢＭＳチャンピオン。主な産駒（ＢＭＳ）：ラヴ（英オークス-G1），クラックスマン
（チャンピオンＳ-G1２回），ナシュワ（仏オークス-G1），ハモサ（英1000ギニー-G1），マジ
カル（チャンピオンＳ-G1），ミッキーロケット（宝塚記念-G1）

母リユナイト Reunite（03 Kingmambo）英３勝，Virginia S-L（芝10Ｆ23ｙ），ウインタ
ーヒルＳ-G3２着，Chalice S-L２着，John Musker Fillies' S-L３着。産駒

ムタファウィグ Mutafawwig（騸 Oasis Dream）英２勝，UAE入着，Business Bay
Challenge-L２着

レコードマン Recordman（騸 Dubawi）英１勝，UAE２勝，Dubai Racing Club
Classic-L３着

*エヴァモア Evermore（牝 鹿 Dansili）英入着。産駒
ロワマージュ（騸エピファネイア）３勝，�

*トプカプパレス（牝 鹿 Golden Horn）東海�１勝，�
祖母アレ レ トロワ Allez Les Trois（91 Riverman）仏３勝，フロール賞-G3，Prix

Charles Laffitte-L，北米入着，サラトガＢＣＨ-G3３着。産駒
アナバー ブルー Anabaa Blue（牡 Anabaa）仏４勝，仏ダービー-G1，ノアイユ賞

-G2，シャンティイ大賞典-G2。仏２歳チャンピオンサイアー
メジャード テンポ Measured Tempo（牝 Sadler's Wells）英２勝，Fillies' Trial

S-L
アルイシュクAl Ishq（牝 Nureyev）仏１勝。産駒

タマユズ Tamayuz（牡 Nayef）仏５勝，ジャックル マロワ賞-G1，ジャンプラ
賞-G1，フォンテンブロー賞-G3。種牡馬

ムハワラー Muhawalah（牝 Nayef）英１勝。エシャーダ Eshaada（牝 Mu-
haarar：英チャンピオンズフィリーズ＆メアズＳ-G1）の母

アンジャAnja（牝 Indian Ridge）北米１勝。産駒
アブリ Aboulie（牝 Exceed And Excel）仏３勝，ミエスク賞-G3

ヴィオランテ Violante（牝 Kingmambo）仏１勝。産駒
インパルシフ Impulsif（騸 New Approach）仏６勝，メシドール賞-G3

三代母アレグレッタ Allegretta（78 Lombard）英２勝，英オークストライアルＳ-G3２
着。アーバンシー Urban Sea（全欧古牝馬チャンピオン，凱旋門賞-G1），*キ
ングズベスト King's Best（英2000ギニー-G1）の母，ガリレオ Galileo（英ダ
ービー-G1），シー ザ スターズ Sea The Stars（凱旋門賞-G1）の祖母

【競走成績】中央入着，２着１回［収得賞金 \3,610,000］

【繁殖成績】
2022年より供用
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36 2022ジェイエス繁殖馬セール T0481‐20

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 セヴンゴシック

厩舎番号№36 セヴンゴシック Seven Gothic

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2014年生
（８歳）
栗毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

*サンデーサイレンス
Wishing Wellステイゴールド

�
�
*ディクタスゴールデンサッシュ黒鹿 1994 ダイナサッシュ

�
�
�

ゴーンウエスト �
�
Mr. Prospector

Gone West
Secrettame

*ブリクセン ダニッシュ �
�
*デインヒル

Danish鹿 1998 Tea House（10）

【*アメリカンペイトリオットを受胎（販売申込時）最終種付５月24日】

父ステイゴールドは白老産，中央・UAE・香港７勝，香港ヴァーズ-G1，ドバイシーマク
ラシック-G2。主な産駒（ＢＭＳ）：アランバローズ（全日本２歳優駿-JPN1），ライオンボス
（アイビスサマーダッシュ-G3），クリスマス（函館２歳Ｓ-G3），ブラックバゴ（アンドロメダＳ
-L，京成杯-G3２着），ショウナンマグマ（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3２着）

母 *ブリクセン Blixen（98 Gone West）米国産，愛１勝，Tyros S-L３着。産駒
アフリカン ストーリー African Story（騸 Pivotal）仏２勝，ポルトマヨ賞-G3２

着，クインシー賞-G3３着，パレロワイヤル賞-G3４着，UAE６勝，ドバイ
ワールドＣ-G1，マクトゥームチャレンジラウンド３-G1，ゴドルフィン マイル
-G2，ブルジナハール-G3（２回），マクトゥームチャレンジラウンド２-G2
２着，ファイアブレイクＳ-G3３着

アフリカンゴールド（騸 栗 ステイゴールド）５勝，京都記念-G2，六社Ｓ，兵庫特
別，渥美特別，中日新聞杯-G3２着，アルゼンチン共和国杯-G2３着，日
経新春杯-G2５着，�

ストーリーブック Storybook（牝 Halling）英２勝，北米１勝，タズラＨ-G3４着。産
駒

ゲットオン ザ バス Get On the Bus（牝 Uncle Mo）北米１勝，ソレントＳ-G2
２着，デルマーデビュータントＳ-G1４着

ロミオリマ Romeo Lima（牡 Medaglia d'Oro）仏１勝，Prix Herod-L２着，ラ
ロシェト賞-G3４着，北米２勝

キャンプカレッジ Camp Courage（騸 War Front）仏２勝，Grand Criterium
de Bordeaux-L２着，Criterium de l'Ouest-L３着

シカゴ ソルジャー Chicago Soldier（牡 *デクラレーションオブウォー）愛入着，
タイロスＳ-G3４着

ロンゴノット（騸 青 *パイロ）２勝，�
イサク（牡 青鹿マンハッタンカフェ）１勝
ブレイジング（牝 黒鹿 *パイロ）４戦。産駒

ブルアモーレ（牝ジャスタウェイ）１勝，�
祖母ダニッシュ Danish（91 *デインヒル）愛１勝，北米３勝，クイーン エリザベス二世チ

ャレンジＣ-G1，サラトガＢＣＨ-G3，My Charmer H-L，仏２勝

【競走成績】中央５戦

【繁殖成績】
2019 コラムニスト（牡 *アメリカンペイトリオット）南関東�入着，�
20 ストーリーテラー（牝 *アメリカンペイトリオット）未出走
21 （牝 *パイロ）
22 （牝タワーオブロンドン）
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37 2022ジェイエス繁殖馬セール T0460‐19

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 エスニックソング

厩舎番号№37 エスニックソング Ethnic Song

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2017年生
（５歳）
黒鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

プルピット �
�
A. P. Indy

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

Pulpit
Preach

*パイロ ワイルドヴィジョン �
�
Wild Again

Wild Vision黒鹿 2005 Carol's Wonder

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスアグネスタキオン アグネスフローラアースソング

�
�
Dixieland Band

*ワールドミュージック鹿 2008 Headline（9）

【*ディスクリートキャットを受胎（販売申込時）最終種付３月17日】

父*パイロ Pyro は米国産，北米５勝，フォアゴーＳ-G1，ルイジアナダービー-G2。主な
産駒（ＢＭＳ）：コンバスチョン（ヒヤシンスＳ-L，全日本２歳優駿-JPN1２着），メズメライ
ザー（岩室温泉特別），リリコ（兵庫・園田プリンセスＣ，東海・クイーンＣ）。父として，メイシ
ョウハリオ（帝王賞-JPN1），ミューチャリー（ＪＢＣクラシック-JPN1）を出す

母アースソング（08 アグネスタキオン）１勝。産駒
ハウリング（牝 栗 *ハードスパン）１勝
サステイナビリティ（騸 鹿 *キングズベスト）石川�５勝，�
テラフォーマー（牡 鹿 *キングズベスト）石川�４勝，�

祖母 *ワールドミュージックWorld Music（02 Dixieland Band）米国産，英入着。産駒
ワールドホーリング（牡 Halling）入着，兵庫�２勝，東海�１勝，岩手�４勝
サークルオブライフ（牡ジャングルポケット）入着，兵庫�１勝，東海�１勝，高知�

１勝
三代母ヘッドライン Headline（93 Machiavellian）不出走。産駒

エインシェントワールド Ancient World：仏２勝，英２勝，ウインターヒルＳ-G3，
ジョエルＳ-G3２着，Royal Windsor S-L２着，伊１勝，ヴィトリオ ディカ
プア賞-G1

ジルバブ Jilbab：北米３勝，ＣＣＡオークス-G1，コティリオンＨ-G2３着，アラバマ
Ｓ-G1４着。産駒

カフタン Caftan：北米入着。産駒
*オーサムボス Awesome Boss：北米１勝，バーボネットオークス-G3２着
シューガーレイトゥー Shooger Ray Too：北米４勝，Birdstone S-L２着

*アバヤ Abaya：不出走。産駒
アブラ Abra：北米９勝，Gravesend H３着

ニューズリール Newsreel：北米１勝。産駒
メイルショットMailshot：英４勝，UAE４勝，National Day Cup-L３着

*ニューチャプターⅡ New Chapter：北米１戦，入着。産駒
ヴァンヌーヴォー：６勝，阿蘇Ｓ-OP，ナリタブライアンＣ，平城京Ｓ
クリーンスレイト：３勝，立川特別，ユニコーンＳ-G3５着，�

バンドゥBandeau：北米１戦。産駒
モアザン バンドゥMore Than Bandeau：北米５勝。産駒

スウィンギング マンディ Swinging Mandy：北米１勝，Victorian Que-
en S，South Ocean S３着

【競走成績】中央１勝，３着１回［収得賞金 \7,500,000］

【繁殖成績】
2022年より供用
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38 2022ジェイエス繁殖馬セール T1043‐39

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 セレブリティ

厩舎番号№38 セレブリティCelebrity

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2008年生
（14歳）
鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Roberto

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

*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

�
�
�

�
�
Riverman

*ルション *ベルドリーヌタニノシスター
�
�
トウショウボーイエナジートウショウ栗 1993 コーニストウショウ（3）
*フロリースカップ系

【*サンダースノーを受胎（販売申込時）最終種付２月19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），オーヴェルニュ（東海Ｓ-G2，平安Ｓ
-G3），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）

母タニノシスター（93 *ルション）５勝，れんげ賞（芝1200ｍ），葵Ｓ-OP３着，４歳牝馬特
別�-JPN2５着。産駒

ウオッカ（牝 鹿タニノギムレット）年度代表馬（２回），最優秀２歳牝馬，最優秀古
牝馬（２回），10勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ-G1，同３着，同４着，天皇
賞�-G1，同３着，安田記念-G1（２回），ヴィクトリアマイル-G1，同-JPN1
２着，阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1，チューリップ賞-JPN3，エルフィン
Ｓ-OP，桜花賞-JPN1２着，毎日王冠-G2２着（２回），秋華賞-JPN1３
着，UAE入着，ドバイデューティフリー-G1４着。産駒

*タニノフランケル（牡 Frankel）４勝，大原Ｓ，西部スポニチ賞，小倉大賞典
-G3２着，中山金杯-G3３着，アイビーＳ-OP３着，小倉記念-G3４
着。種牡馬

*タニノアーバンシー（牝 Sea The Stars）４勝，須磨特別，西部スポニチ賞
タニノタキシード（騸 黒鹿タニノギムレット）２勝，障２勝，小倉サマージャンプ５着
タニノエクセレント（牝 栗 *ブライアンズタイム）兵庫�７勝。産駒

テーブルスピーチ（牝 *フレンチデピュティ）３勝，鹿屋特別。産駒
タニノタビト（牡 オルフェーヴル）東海�６勝，東海ダービー，駿蹄賞，岐

阜金賞，�
ローゼンタール（牝 *ロージズインメイ）４勝

祖母エナジートウショウ（87トウショウボーイ）不出走。スリーアベニュー（牡 *アフリート：
ガーネットＳ-G3）の母

【競走成績】中央２勝，３着１回，白根特別（芝2200ｍ）［収得賞金 \18,020,000］

【繁殖成績】
2014 ブルーブラッド（牝 Dubawi）入着
15 アイコン（牡ディープインパクト）平障７戦
16 *グレイトアプローズ（牝オルフェーヴル）４戦
17 *ダンレアリー（牡 Teofilo）３戦
18 不受胎（Teofilo）
19 生後直死（Iffraaj）
20 死産（Cracksman）
21 （牝 Masar）
22 種付せず
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39 2022ジェイエス繁殖馬セール T0272‐59

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 クインオブザシーズ

厩舎番号№39 クインオブザシーズ Queen of the Seas

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

2016年生
（６歳）
鹿毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

モンズーン �
�
Konigsstuhl

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

Monsun
Mosella

*ノヴェリスト ナイトラグーン �
�
Lagunas

Night Lagoon黒鹿 2009 Nenuphar

�
�
�

�
�
Deputy Minister

*フレンチデピュティ
Mitterandレジネッタ

�
�
*サンデーサイレンスアスペンリーフ鹿 2005 *マクダヴィア（4）

【ミッキーアイルを受胎（販売申込時）最終種付３月８日】

父*ノヴェリストNovellist は愛国産，独伊仏英９勝，キングジョージ六世＆クイーン エリ
ザベスＳ-G1，サンクルー大賞典-G1。父として，ラストドラフト（京成杯-G3），ウォルフ（Ｍ
ＲＣクーンジーＣ-G3），ゴッドセレクション（ジャパンダートダービー-JPN1２着），ヴァルコ
ス（青葉賞-G2２着），ヴェスターヴァルト（ファルコンＳ-G3３着）を出す

母レジネッタ（05 *フレンチデピュティ）４勝，桜花賞-JPN1（芝1600ｍ），福島牝馬Ｓ-G3
（芝1800ｍ），クイーンＳ-JPN3２着，同-G3４着，オークス-JPN1３着，フィリー
ズレビュー-JPN2３着，ローズＳ-JPN2３着，府中牝馬Ｓ-G3３着，エルフィンＳ
-OP３着，阪神牝馬Ｓ-G2５着，中山牝馬Ｓ-G3５着。産駒

レジーナドーロ（牝 栗キングカメハメハ）３勝，ベストウィッシュＣ
アルトリウス（騸 鹿キングカメハメハ）３勝，障１勝，�
ライフレッスンズ（牡 鹿ロードカナロア）３勝，�
プレフェリータ（牝 鹿モーリス）２勝，�
レジメンタル（牡 栗 *ハービンジャー）１勝

祖母アスペンリーフ（97 *サンデーサイレンス）１勝。産駒
リヴェレンテ（牡 キングカメハメハ）５勝，新春Ｓ，洞爺湖特別，猪名川特別，利尻

特別
アエローザ（牡 *フレンチデピュティ）３勝，鳴滝特別，山吹賞，京都新聞杯-JPN2４

着
三代母 *マクダヴィア Mocdavia（92 *ブラッシングジョン）米国産，不出走。産駒
アップドラフト：５勝，博多Ｓ，舞鶴特別，滝桜賞，京成杯オータムＨ-G3２着，ポート

アイランドＳ-L２着，キャピタルＳ-L３着，門松Ｓ-OP３着
ラシルフィード：５勝，メジロラモーヌメモリアル，祇園特別，高山特別，高湯特別

四代母ノーザン アスペン Northern Aspen（82 Northern Dancer）仏英・北米５勝，
ゲイムリーＨ-G1，アスタルテ賞-G2，B. Thoughtful S，サンタバーバラＨ-G1
２着，サンタアナＨ-G1２着，クインシー賞-G3２着。産駒

サイプリアタ Cypriata：北米２勝，Penny Ridge S，Lilac H３着
ジェイドアスペン Jade Aspen：不出走。産駒

モア アスペン More Aspen：英・UAE２勝，Singspiel S-L，National Day
Cup-L２着，ケイプヴァーディ-G2３着

キャンデイスインアスペン Candace in Aspen：北米１勝。産駒
*ヒシアスペン：３勝，駒場特別。サッシカイア Sassicaia（トボガンＳ-G3）の母

【競走成績】中央４戦，入着，３着１回［収得賞金 \1,500,000］

【繁殖成績】
2021 （牝ジャスタウェイ）
22 （牝リアルスティール）
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40 2022ジェイエス繁殖馬セール T0440‐02

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 コレー

厩舎番号№40 コレー Kore

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

2017年生
（５歳）
鹿毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスディープインパクト *ウインドインハーヘアイングリッド

�
�
Wild Zone

*アンチョ鹿 2008 Ruth Ann d'Or（9）

【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，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳチャンピオン。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），ジオグリフ（皐月賞-G1），ソダシ（桜花
賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念-G1）

母イングリッド（08 ディープインパクト）３勝。産駒
キングリッド（牡 鹿キングカメハメハ）４勝，障１勝
ベルリナーレ（牡 黒鹿モーリス）岩手�入着，兵庫�１勝，�

祖母 *アンチョAncho（98 Wild Zone）加国産，不出走。産駒
*ワンダーレディアンエル Wonder Lady Anne L（牝 Real Quiet）北米３勝，ＣＣ

Ａオークス-G1，デムワーゼルＳ-G2，ボニーミスＳ-G2２着，Susan's
Girl Breeders' Cup S-L２着，ダヴォナデイルＳ-G2３着，エル エンシノ
Ｓ-G2３着，テンプティドＳ-G3３着，Astoria S-L３着，ケンタッキーオー
クス-G1４着。産駒

クラークレイン Clarke Lane（牡 Giant's Causeway）英１勝，北米入着，Aly-
dar S３着。種牡馬

トランシルヴァニア（騸オルフェーヴル）２勝，�
アンチュラス（牝ディープインパクト）２勝，ファンタジーＳ-G3２着，阪神ジュベナイ

ルフィリーズ-G1５着。産駒
アンティシペイト（牡 ルーラーシップ）５勝，福島民報杯-L，オホーツクＳ，阿

寒湖特別，七夕賞-G3３着，�
インフィニタス（牝モーリス）１勝，�

三代母ルース アンドール Ruth Ann d'Or（93 Tour d'Or）北米２勝，Bassinet S-L３
着。産駒

マター オブロー Matter of Law：北米２勝，Nandi S２着，Fanfreluche S３着，
Lady Angela S３着。産駒

ミアドクーガー Mia d'Cougar：北米３勝，Ballade S２着
デルレイビーチ Delray Beach：北米２勝。ホッピング ノット ホーピング

Hopping Not Hoping（Shady Well S）の母
レジェンダリーステイシー Legendary Stacey：北米１勝。産駒

レゼンダリー Lezendary：北米２勝，Cicada S
マーガレットレイMargaret Reay：北米１勝，ミスグリロＳ-G3２着

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2021 （牡オルフェーヴル）
22 （牝ジャスタウェイ）
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41 2022ジェイエス繁殖馬セール T0496‐53

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ディミータ

厩舎番号№41 ディミータ Demeter

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

2007年生
（15歳）
黒鹿毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

*サンデーサイレンス
Wishing Wellダンスインザダーク

�
�
Nijinsky

*ダンシングキイ鹿 1993 Key Partner

�
�
�

ストームキャット �
�
Storm Bird

Storm Cat
Terlingua

*レッドキャット レイディシャープ �
�
Sharpman

Lady Sharp栗 1995 Golondrina（11）

【*マジェスティックウォリアーを受胎（販売申込時）最終種付４月７日】

父ダンスインザダークは千歳産，最優秀３歳牡馬，５勝，菊花賞-JPN1。主な産駒（Ｂ
ＭＳ）：ラブリーデイ（天皇賞・秋-G1），ボッケリーニ（目黒記念-G2），ユーキャンスマイル
（阪神大賞典-G2），アルバート（ステイヤーズＳ-G2３回），クールキャット（フローラＳ
-G2），メイショウカンパク（京都大賞典-G2），ウェルドーン（関東オークス-JPN2）

母 *レッドキャット Red Cat（95 Storm Cat）米国産，北米５勝，Bayou Breeders' Cup
H-L（芝９Ｆ），Furl Sail H-L（芝８Ｆ），Prestonwood Distaff H-L２着，Bry-
an Station S-L２着，Pan Zareta S-L２着，Miss Woodford S-L２着，ジェニー
ワイリーＳ-G3３着，Peony S-L３着，Mint Julep H-L３着，Pago Hop S-L３
着，アシュランドマイルＨ-G3４着。産駒

ダイレクトキャッチ（牡 黒鹿スペシャルウィーク）１勝，中日新聞杯-JPN3２着，共同
通信杯-JPN3２着，京成杯-JPN3５着

ステラロッサ（牡 栗 ハーツクライ）５勝，初富士Ｓ，府中Ｓ，昇仙峡特別，白富士Ｓ
-L２着，メイＳ-OP２着，スプリングＳ-G2３着

ボンバルリーナ（牝 鹿 *シンボリクリスエス）２勝，檜原湖特別，ローズＳ-G2５着。
産駒

キタノインパクト（牡ディープインパクト）３勝，熱田特別
イルーシヴキャット（牝 栗キングカメハメハ）２勝。産駒

イルーシヴパンサー（牡 ハーツクライ）５勝，東京新聞杯-G3，ノベンバーＳ，
鷹巣山特別，スプリングＳ-G2４着，�

レッドハッピー Red Happy（牝 A. P. Indy）仏２勝。産駒
レッドラヴ Red Love（牝 Gone West）仏２勝。レッド ライン Red Line（牝

Sageburg：Prix Aymeri de Mauleon-L）の母
ミネット（牝 鹿ディープインパクト）３勝

【競走成績】中央１勝，２着１回，３着４回［収得賞金 \21,050,000］

【繁殖成績】
2013 シピ（牝 *バゴ）２戦
14 ペトロニウス（牡 *ハービンジャー）４戦
15 クナップフラウ（牝 ルーラーシップ）入着，佐賀�３勝，�
16 レヨン（牝 ルーラーシップ）１戦
17 オールドパル（牝 *タートルボウル）中央・高知�４戦
18 不受胎（エピファネイア）
19 ジュンコメタ（牡 ルーラーシップ）高知�入着，佐賀�１勝，�
20 カルツェッタ（牝ビッグアーサー）南関東�１戦，�
21 （牝 *ノヴェリスト）
22 （牝 *ダンカーク）
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42 2022ジェイエス繁殖馬セール T0446‐34

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 メイセキム

厩舎番号№42 メイセキム Meisekimu

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

2018年生
（４歳）
鹿毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kris S.

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

*シンボリクリスエス
Tee Kayエピファネイア

�
�
スペシャルウィークシーザリオ鹿 2010 *キロフプリミエール

�
�
�

�
�
*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サンレガーロ

�
�
Kingmambo

*オネストリーダーリン鹿 2008 Reluctant Guest（9）

【*ヴァンゴッホを受胎（販売申込時）最終種付５月18日】

父エピファネイアは安平産，６勝，ジャパンＣ-G1，菊花賞-G1。父として，エフフォーリア
（皐月賞-G1，有馬記念-G1，天皇賞・秋-G1），デアリングタクト（オークス-G1，桜花賞
-G1，秋華賞-G1），サークルオブライフ（阪神ジュベナイルフィリーズ-G1），アリストテレス
（アメリカＪＣＣ-G2），オーソクレース（アイビーＳ-L），フォラブリューテ（紅梅Ｓ-L）を出す

母サンレガーロ（08 ディープインパクト）３勝。産駒
プラットフォーマー（牝 鹿 *ヘニーヒューズ）入着，兵庫�２勝，石川�入着，石川�

２勝，�
祖母 *オネストリーダーリン Honestly Darling（98 Kingmambo）米国産，北米４勝，ダ

リアＨ-G2３着。産駒
ディアマイダーリン（牝 ハーツクライ）中央・南関東�３勝，クイーン賞-JPN3，赤

松賞，フローラＳ-G2２着，フラワーＣ-G3３着，ＴＣＫ女王盃-JPN3５着
イレフュタブル Irrefutable（牡 Unbridled's Song）北米４勝，エンシャントタイトル

Ｓ-G1２着，スマイルスプリントＨ-G2２着，ヴァーノンＯ.アンダーウッドＳ
-G3２着

アルアマーナ（牝ディープインパクト）２勝，都井岬特別
ダーリングマンボ Darling Mambo（牝 Broad Brush）北米１勝。産駒

ダーリング スカイ Darling Sky（牝 Sky Mesa）北米３勝，Jostle S-L２着，
Gin Talking S２着，Christiecat S２着，Coronation Cup S３着，ス
ピナウェイＳ-G1４着

三代母リラクタント ゲスト Reluctant Guest（86 Hostage）北米10勝，ビヴァリーヒル
ズＨ-G1，ウィルシャーＨ-G2，Beverly D. S-L，Louis R. Rowan H-L，Senori-
ta S-L，ラモナＨ-G1２着。産駒

ピー ティー インディ P. T. Indy：北米２勝，Pirate Cove S。種牡馬
*ニキーヤ Nikiya：仏３勝。産駒

ゴールドアリュール：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，東京大賞典-JPN1，ジャパンダートダービー-JPN1，ダー
ビーグランプリ-JPN1，アンタレスＳ-JPN3，端午Ｓ-OP。種牡馬

ゴールスキー：８勝，根岸Ｓ-G3，ペルセウスＳ-L，阿蘇Ｓ-OP。種牡馬
ニルヴァーナ：６勝，小倉日経オープン-L，石清水Ｓ，小牧特別
オリエントチャーム：４勝，木津川特別，こぶし賞，マーメイドＳ-JPN3３着。ペル

シアンナイト（マイルチャンピオンシップ-G1）の母
ラバヤデール：３勝。ソロル（マーチＳ-G3，マリーンＳ-L）の母

【競走成績】中央６戦，入着，３着２回［収得賞金 \3,870,000］

【繁殖成績】
2022年より供用
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43 2022ジェイエス繁殖馬セール T0543‐20

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 イリデッセンス

厩舎番号№43 イリデッセンス Iridescence

大狩部牧場＝新冠町大狩部 ℡090（8707）5308

2013年生
（９歳）
鹿毛
白老産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

大狩部牧場＝新冠町大狩部 ℡090（8707）5308

*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

�
�
�

�
�
Woodman

*ティンバーカントリー
Fall Aspenスペリオルパール

�
�
Northern Dancer

*パシフィカス鹿 1998 Pacific Princess（13）

【*タリスマニックを受胎（販売申込時）最終種付３月14日】

父ダイワメジャーは千歳産，最優秀短距離馬（２回），９勝，皐月賞-JPN1，天皇賞�
-JPN1。２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ショウナンナデシコ（かしわ記念
-JPN1），ナミュール（チューリップ賞-G2），グランブリッジ（関東オークス-JPN2），アルサトワ
（大阪城Ｓ-L），ストライプ（クロッカスＳ-L），ヴェスターヴァルト（ファルコンＳ-G3３着）

母スペリオルパール（98 *ティンバーカントリー）不出走。産駒
ラストインパクト（牡 青鹿 ディープインパクト）７勝，京都大賞典-G2，金鯱賞

-G2，小倉大賞典-G3，松籟Ｓ，シンガポールターフクラブ賞，大寒桜賞，ジ
ャパンＣ-G1２着，すみれＳ-OP２着，阪神大賞典-G2３着，日経賞-G2
３着，青葉賞-G2３着，新潟記念-G3３着，菊花賞-G1４着，天皇賞�
-G1４着，UAE入着，ドバイシーマクラシック-G1３着

タガノボーディング（牡 鹿 *ブライアンズタイム）３勝，摂津特別
タガノベルーガ（牝 鹿 ネオユニヴァース）２勝，忘れな草賞-OP２着
タガノサムアップ（牝 栗フジキセキ）入着。産駒

タガノトリオンフ（牝 *ワイルドラッシュ）入着，兵庫�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

スペリオルラスター（牡 栗 ハーツクライ）入着，兵庫�１勝，佐賀�４勝
ペルルフィーヌ（牝 黒鹿 *ブライアンズタイム）岩手�１勝

祖母 *パシフィカス Pacificus（81 Northern Dancer）米国産，英２勝。産駒
ナリタブライアン（牡 *ブライアンズタイム）年度代表馬，最優秀２歳牡馬，最優秀

３歳牡馬，12勝，ダービー-JPN1，皐月賞-JPN1，菊花賞-JPN1，有馬記念
-JPN1，朝日杯３歳Ｓ-JPN1，阪神大賞典-JPN2（２回）。種牡馬

ビワハヤヒデ（牡 *シャルード）年度代表馬，最優秀３歳牡馬，最優秀古牡馬，10
勝，菊花賞-JPN1，天皇賞�-JPN1，宝塚記念-JPN1，京都記念-JPN2，神
戸新聞杯-JPN2，デイリー杯３歳Ｓ-JPN2，オールカマー-JPN3。種牡馬

ビワタケヒデ（牡 *ブライアンズタイム）３勝，ラジオたんぱ賞-JPN3。種牡馬
ビワビーナス（牝 *トニービン）３勝，大倉山特別，富良野特別
ビワパシフィカス（牝 *ブライアンズタイム）４戦，入着。産駒

セイルラージ（牡アグネスタキオン）５勝，錦Ｓ，ニューイヤーＳ-L２着

【競走成績】中央入着，２着１回，３着１回［収得賞金 \4,880,000］

【繁殖成績】
2018 ヤマタケメジャー（牡 ルーラーシップ）兵庫�３勝，�
19 不受胎（*ヘニーヒューズ）
20 ナンセイスコピオン（牝 *デクラレーションオブウォー）未出走
21 （牡ゴールドシップ）
22 （牡 *ノーブルミッション）
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44 2022ジェイエス繁殖馬セール T0331‐68

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 プレミアステイタス

厩舎番号№44 プレミアステイタス Premier Status

沖田 博志＝新ひだか町三石福畑 ℡0146（33）2930

2011年生
（11歳）
黒鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Roberto

沖田 博志＝新ひだか町三石福畑 ℡0146（33）2930

*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スペシャルウィーク キャンペンガールステイトリーデイズ

�
�
*ステートリードン

*ステイトリーダンス栗 2004 Witchy Woman（5）

【トーセンラーを受胎（販売申込時）最終種付７月７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），オーヴェルニュ（東海Ｓ-G2，平安Ｓ
-G3），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）

母ステイトリーデイズ（04 スペシャルウィーク）３勝。産駒
ジュントップゴール（牡 栗 *クロフネ）南関東�６勝
カシノマイスター（牡 栗ローエングリン）佐賀�２勝，�
ステイドネス（牝 栗 *アイルハヴアナザー）東海�１勝
カシノベラドンナ（牝 栗 *アイルハヴアナザー）佐賀�１勝

祖母 *ステイトリーダンス Stately Dance（90 *ステートリードン）米国産，北米２勝。産駒
シーズ クラッシー She's Classy（牝 Boundary）北米２勝，Bustles and Bows S

-L，ハリウッドスターレットＳ-G1２着，ランダルーシＳ-G2２着，ミエスクＳ
-G3２着，Anoakia S-L２着，デルマーデビュータントＳ-G1３着，ソレント
Ｓ-G2３着，サンタイサベルＳ-G3３着。産駒

スキュラカドー Scylla Cadeaux（牝 Cadeaux Genereux）英入着。産駒
ホク Hoku（牝 Holy Roman Emperor）英１勝，ファースオブクライドＳ

-G3２着，Marygate S-L２着，ノルウェー３勝，Lanwades Stud
S（２回），ポーラーＣ-G3３着，デンマーク４勝，スウェーデン２
勝

ライブリーダンス（牝 *サンデーサイレンス）４戦。産駒
イレプレイスブル（牡キングカメハメハ）３勝，帯広特別

タタンカTatanka（牝 Lear Fan）不出走。産駒
ランブルド Rumbled（牝 Halling）英入着。産駒

バッカス Bacchus（騸 Kheleyf）英４勝，ハックウッドＳ-G3４着
三代母ウィッチーウーマン Witchy Woman（72 Strate Stuff）北米５勝，Breeze-a-Lea

S２着。産駒
ビー マイネイティヴ Be My Native：英２勝，コロネーションＣ-G1，デューハース

トＳ-G1２着，仏１勝，ラフォルス賞-G3。種牡馬

【競走成績】中央２勝，２着１回，クイーンＣ-G3４着［収得賞金 \23,450,000］

【繁殖成績】
2018 ベルベデール（牝ヴィクトワールピサ）高知�２勝，�
19 アカカゲ（牡トゥザグローリー）入着
20 オセアバトルプラン（牡 *バトルプラン）未出走
21 不受胎（ヘンリーバローズ）
22 （牝 ヘンリーバローズ）
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45 2022ジェイエス繁殖馬セール T0743‐32

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 キネオダンサー

厩舎番号№45 キネオダンサー Kineo Dancer

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2011年生
（11歳）
鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

*サンデーサイレンス
Wishing Wellディープインパクト

�
�
Alzao

*ウインドインハーヘア鹿 2002 Burghclere

�
�
�

ストリートクライ �
�
Machiavellian

Street Cry
Helen Street

*オールアイキャンセイイズワウ クラウンオブジュエルズ �
�
Half a Year

Crown of Jewels鹿 2005 Fitted Crown（A29）

【*ニューイヤーズデイを受胎（販売申込時）最終種付５月５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）：ブロウアウト（ファーストレイデ
ィＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），アンドヴァラナウト
（ローズＳ-G2），アリストテレス（アメリカＪＣＣ-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母 *オールアイキャンセイイズワウ Allicansayis Wow（05 Street Cry）米国産，愛１
勝，Salsabil S-L２着，ブルーウインドＳ-G3４着，北米２勝，デルマーマイル
Ｈ-G2２着，ミレイディＨ-G2３着。産駒

プレミアイヴェントPremier Event（騸 鹿 *エンパイアメーカー）北米３勝
ディープエクシード（牡 鹿ディープインパクト）２勝。種牡馬
ミギーフェイス（牝 鹿 *アメリカンペイトリオット）南関東�１勝，�
シェノン（牡 鹿キズナ）入着，兵庫�１勝，岩手�１勝，�

祖母クラウンオブジュエルズ Crown of Jewels（95 Half a Year）北米１勝。産駒
コミッククイーン Comic Queen（牝 Comic Strip）北米３勝，San Ramon S３着

三代母フィティドクラウン Fitted Crown（90 Chief's Crown）北米３戦。産駒
エクセレントミーティング Excellent Meeting：北米８勝，ハリウッドスターレット

Ｓ-G1，サンタアニタオークス-G1，オークリーフＳ-G1，ラスヴィルヘネス
Ｓ-G1，デル マーデビュータントＳ-G2，ファンタジーＳ-G2，プリンセスＳ
-G2，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ-G1２着，ソレントＳ-G2２着，ハリウッド
オークス-G2２着，ホーソーンＨ-G2２着，ミレイディＢＣＨ-G1３着，ヴァ
ニティＨ-G1３着，ランダルーシＳ-G2３着。産駒

クーガーキャット Cougar Cat：愛１勝，アングルシーＳ-G3２着，北米３勝，ア
リスタイズＢＣＳ-G3２着，Iowa Sprint H-L２着。種牡馬

クラウン オブ クリムズン Crown of Crimson：北米３勝，Pocahontas S-L，オー
クリーフＳ-G1４着

クラウニング ミーティング Crowning Meeting：北米14勝，Forty-Niner H-L，
San Carlos H，Seattle H，Fox Sports Network H，Emerald H-L２着

【競走成績】中央３勝，２着２回，３着４回，桑折特別（芝2000ｍ），遠刈田特別２着，
西郷特別３着［収得賞金 \40,965,000］

【繁殖成績】
2017 不受胎（ロードカナロア）
18 ジュンココロ（牝 *タートルボウル）６戦
19 アントウェルペン（牡ローエングリン）６戦，�
20 不受胎（*ハービンジャー）
21 （牝 ルーラーシップ）
22 （牝ロードカナロア）
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46 2022ジェイエス繁殖馬セール T0424‐26

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 サイレントクロップ

厩舎番号№46 サイレントクロップ Silent Clop

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2009年生
（13歳）
青鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

クリスエス �
�
Roberto

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

Kris S.
Sharp Queen

*シンボリクリスエス ティーケイ �
�
Gold Meridian

Tee Kay黒鹿 1999 Tri Argo

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellサイレントハピネス

�
�
Affirmed

*レガシーオブストレングス鹿 1992 Katonka（9）

【リアルスティールを受胎（販売申込時）最終種付５月20日】

父*シンボリクリスエスは米国産，年度代表馬（２回），８勝，有馬記念-JPN1（２回）。主
な産駒（ＢＭＳ）：レイデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），ソングライン（安田記念
-G1），アカイイト（エリザベス女王杯-G1），アルクトス（マイルチャンピオンシップ南部杯
-JPN1２回），オーソリティ（アルゼンチン共和国杯-G2２回）

母サイレントハピネス（92 *サンデーサイレンス）４勝，４歳牝馬特別�-JPN2（芝2000
ｍ），ローズＳ-JPN2（芝2000ｍ），ダービー卿チャレンジＴ-JPN3２着，中山記
念-JPN2３着，エプソムＣ-JPN3３着，中山牝馬Ｓ-JPN3４着，府中牝馬Ｓ
-JPN3４着。産駒

サイレントメロディ（牡 青 *シンボリクリスエス）７勝，マーチＳ-G3，しらかばＳ
-OP，錦秋Ｓ，羊蹄山特別，東海Ｓ-G2３着，南関東�入着，日本テレビ
盃-JPN2２着

ウルヴズグレン（牡 鹿 *ティンバーカントリー）２勝，江の島特別，吉野ヶ里特別，北
海道�３勝

サイレントフォース（騸 黒鹿 *シンボリクリスエス）３勝，いわき特別
ハッピーペインター（牝 黒鹿 *トニービン）２勝。産駒

ハギノハイブリッド（牡タニノギムレット）４勝，京都新聞杯-G2，アイルランド
Ｔ-L，新緑賞，函館記念-G3２着，大阪城Ｓ-L２着，白富士Ｓ-L３
着，大阪－ハンブルクＣ-L３着（２回）。種牡馬

パラダイスバード（牝 鹿 *エルコンドルパサー）２勝。産駒
アンズチャン（牝 *フレンチデピュティ）５勝，銀嶺Ｓ，銀蹄Ｓ，欅Ｓ-L２着，ユ

ニコーンＳ-G3４着，根岸Ｓ-G3５着
祖母 *レガシーオブストレングス Legacy of Strength（82 Affirmed）米国産，北米１

勝。スティンガー（牝 *サンデーサイレンス：阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1，京王杯ス
プリングＣ-G2），アーバニティ（牡マンハッタンカフェ：オーシャンＳ-G3）の母，
レッドファルクス（牡 *スウェプトオーヴァーボード：スプリンターズＳ-G1２回），
フォーエバーマーク（牝 *ファルブラヴ：キーンランドＣ-G3）の祖母

【競走成績】中央２勝，２着２回，３着６回，日田特別２着［収得賞金 \31,390,000］

【繁殖成績】
2016 サイレントクララ（牝 *タートルボウル）１勝
17 レッドカルム（牝 *クロフネ）１勝
18 スクリーンプロセス（騸スクリーンヒーロー）２勝，�
19 不受胎（スクリーンヒーロー）
20 ハットグットゲット（牡ヴィクトワールピサ）入着，�
21 （牝アルアイン）
22 （牝 サトノダイヤモンド）
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47 2022ジェイエス繁殖馬セール T0507‐32

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アンリミテッドバジェット

厩舎番号№47 *アンリミテッドバジェット Unlimited Budget（USA）

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2010年生
（12歳）
黒鹿毛
米国産

�
�
�
�

�
�
�

ストリートクライ �
�
Machiavellian

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

Street Cry
Helen Street

*ストリートセンス ビダズル �
�
Dixieland Band

Bedazzle鹿 2004 Majestic Legend

アンリミテッドプレジャー �
�
�

ヴァリッドアピール �
�
In Reality

Valid Appeal
Desert Trial

Unlimited Pleasure クリケットボックス �
�
Notebook

Cricket Box黒鹿 1997 Patsy's Lil Girl（12）

【*マインドユアビスケッツを受胎（販売申込時）最終種付４月26日】

父*ストリートセンス Street Sense は米国産，米２歳牡馬チャンピオン，北米６勝，ケン
タッキーダービー-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ロアリングライオン（インタナショナルＳ-G1，
エクリプスＳ-G1，愛チャンピオンＳ-G1），マッジクオンタップ（トリプル ベンドＳ-G2），ヴ
ァラーロード（ＷＡＴＣカラカッタプレート-G2），ディアスティマ（札幌日経オープン-L）

母アンリミテッドプレジャー Unlimited Pleasure（97 Valid Appeal）北米４勝，Cottage
Flower S-L２着。産駒

*アンリミテッドバジェット Unlimited Budget（牝 黒鹿 *ストリートセンス）本馬
*ジャルダンⅡ Jardin（牝 黒鹿 Montbrook）北米３勝，スカイラヴィルＳ-G3，スピ

ナウェイＳ-G1２着
ビーコン シャイン Beacon Shine（牡 Montbrook）北米２勝，フラッシュＳ-G3，

Three Chimneys Juvenile S-L３着
コンクウェストシー ヤ Conquest See Ya（騸 Adios Charlie）北米４勝，Paradise

Creek S２着
祖母クリケットボックス Cricket Box（92 Notebook）不出走。産駒

アウトオブザボックス Outofthebox（牡 Montbrook）北米５勝，スーパーダービ
ー-G1，フロリダ ダービー-G1２着，ファウンテン オブ ユースＳ-G1２着，
ワットアプレジャーＳ-G3２着，In Reality S２着，ファイエットＳ-G3３着。
種牡馬

ラフ アンドレディ Ruff and Ready（牡 More Than Ready）北米８勝，Shoti-
ntheheart S，Caesar Rodney S-L３着，Tallahassee S３着

ボックスオブジョイBox of Joy（牝 Concerto）不出走。産駒
タックルベリー Tackleberry（騸 Montbrook）北米８勝，ガルフストリーム パ

ークスプリントチャンピオンシップＳ-G2，ガルフストリーム パークＨ
-G2，フレッドＷ.フーパーＨ-G3，Sunshine Millions Classic S

【競走成績】北米４勝，２着１回，３着１回，フェアグラウンズ オークス-G2（Ｄ8.5Ｆ），
デムワーゼルＳ-G2（Ｄ９Ｆ），レイチェルアレクサンドラＳ-G3（Ｄ8.5Ｆ），ラン
パートＳ-G3２着，ケンタッキーオークス-G1３着［収得賞金 $758,837］

【繁殖成績】
2016 ビッグバジェット（牝ディープインパクト）入着，南関東�１勝，�
17 レッドミダス（牡オルフェーヴル）入着
18 ポルタフォリオ（牡 ハーツクライ）１勝，障１勝，�
19 ハローサブリナ（牝 ハーツクライ）１勝，�
20 不受胎（キズナ）
21 （牝ドゥラメンテ）
22 （牝オルフェーヴル）
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48 2022ジェイエス繁殖馬セール T0726‐06

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アスクミーホワイ

厩舎番号№48 アスクミーホワイ Ask Me Why

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2018年生
（４歳）
栗毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

キングカメハメハ *マンファスドゥラメンテ
�
�
*サンデーサイレンスアドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

�
�
�

�
�
Deputy Minister

*フレンチデピュティ
Mitterandアスクデピュティ

�
�
*サンデーサイレンスマルカコマチ栗 2004 ナショナルフラッグ（23）
*ハニードリーマー系

【イスラボニータを受胎（販売申込時）最終種付３月10日】

父ドゥラメンテは安平産，最優秀３歳牡馬，５勝，ダービー-G1，皐月賞-G1。父として，タ
イトルホルダー（菊花賞-G1，天皇賞・春-G1，宝塚記念-G1），スターズオンアース（オーク
ス-G1，桜花賞-G1），アリーヴォ（小倉大賞典-G3），ドゥーラ（札幌２歳Ｓ-G3），バーデン
ヴァイラー（マーキュリーＣ-JPN3），アスコルターレ（マーガレットＳ-L）を出す

母アスクデピュティ（04 *フレンチデピュティ）５勝，ウェルカムＳ（芝2000ｍ），白富士Ｓ-L
３着，紫苑Ｓ-L３着。産駒

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

パンズラビリンス（牝 鹿メイショウサムソン）１勝
コントゥラット（牡 鹿エピファネイア）１勝，�
アバディーン（牡 鹿 ルーラーシップ）入着，岩手�２勝，南関東�１勝

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

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

チュリティＳ-G1３着，京王杯２歳Ｓ-G2３着
セトノフラッパー（牝 *タイキシャトル）３勝，西郷特別
シルバーウエイブ（牡ジャングルポケット）２勝，水仙賞
アイノフシギ（牝 *グラスワンダー）兵庫�２勝。産駒
リンクスターツ（牡 *ディスクリートキャット）東海�６勝，新緑賞，�

チーズマヨ（牝 *シンボリクリスエス）入着，兵庫�２勝。産駒
デンコウハピネス（牝 *ヘニーヒューズ）２勝，�
ハイチーズ（牡 *タートルボウル）南関東�１勝，�

クリスエスマーチ（牝 *シンボリクリスエス）入着，兵庫�１勝。産駒
エグモント（牝 *バトルプラン）１勝，�

三代母ナショナルフラッグ（86 *ディクタス）４勝，阿寒湖特別，積丹特別，青葉城特別。
産駒

インターフラッグ：８勝，ステイヤーズＳ-JPN2，嵐山Ｓ-OP，札幌日経オープン
-OP，岩手・山形・熊本�４勝，東北サラブレッド大賞典。種牡馬

【競走成績】南関東�１勝［収得賞金 \2,065,000］

【繁殖成績】
2022年より供用
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49 2022ジェイエス繁殖馬セール T0148‐68

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ラタンバスケット

厩舎番号№49 ラタンバスケット Rattan Basket

小田牧場＝様似町緑町 ℡0146（36）3038

2006年生
（16歳）
栗毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

デヴィルズ バッグ �
�
Halo

小田牧場＝様似町緑町 ℡0146（36）3038

Devil's Bag
Ballade

*タイキシャトル
�
�
Caerleon

*ウェルシュマフィン栗 1994 Muffitys

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellサンデーピクニック

�
�
Caerleon

*アトール鹿 1996 Shirley Reef（2）

【フィエールマンを種付けして不受胎（販売申込時）】

父*タイキシャトルは米国産，年度代表馬，中央・仏11勝，ジャックル マロワ賞-G1。主な
産駒（ＢＭＳ）：ワンアンドオンリー（ダービー-G1），レーヌミノル（桜花賞-G1），ストレイトガ
ール（ヴィクトリアマイル-G1２回，スプリンターズＳ-G1），バビット（セントライト記念-G2），
クリスタルブラック（京成杯-G3），キャンディバローズ（ファンタジーＳ-G3）

母サンデーピクニック Sunday Picnic（96 *サンデーサイレンス）仏２勝，クレオパトル
賞-G3（芝2100ｍ），ペネロープ賞-G3３着，英入着，英オークス-G1４着，中央
２勝，安達太良特別（芝1800ｍ），紫野特別（芝1800ｍ），クイーンＳ-JPN3３
着，マーメイドＳ-JPN3４着。産駒

トーセンキャプテン（牡 鹿ジャングルポケット）４勝，函館記念-JPN3，アーリントン
Ｃ-JPN3，こぶし賞，京都大賞典-G2３着，大阪－ハンブルクＣ-L３着，札
幌記念-G2５着

トーセンアドミラル（牡 鹿キングカメハメハ）５勝，北総Ｓ，上越Ｓ，南九州特別，ラ
ジオ日本賞-OP３着，師走Ｓ-OP３着，マーチＳ-G3４着，南関東�７
勝，マイルグランプリ，スパーキングサマーＣ，京成盃グランドマイラーズ，
日本テレビ盃-JPN2５着，ダイオライト記念-JPN2５着

メアリーズガーデン（牝 鹿 *ファルブラヴ）１戦。産駒
カオスモス（牡 *マイネルラヴ）３勝，白秋Ｓ，千両賞，ダービー卿チャレンジＴ

-G3２着，アーリントンＣ-G3２着，オーロＣ-L２着，パラダイスＳ-OP
２着，京王杯２歳Ｓ-G2３着，洛陽Ｓ-OP３着，すずらん賞-OP３
着，シンザン記念-G3４着，デイリー杯２歳Ｓ-G2５着，中京記念
-G3５着

祖母 *アトール Atoll（87 Caerleon）愛国産，伊３歳牝馬チャンピオン，英１勝，伊２
勝，伊オークス-G1，伊1000ギニー-G2。産駒で勝馬は１頭のみ

【競走成績】中央１勝，２着１回，３着１回［収得賞金 \9,700,000］

【繁殖成績】
2013 ディゼトワール（牡メイショウサムソン）入着，南関東�３勝
14 パラディラタン（牝 *ハービンジャー）入着
15 ヒロブラッサム（牝ロードカナロア）入着，南関東�３勝
16 ロードトゥドラゴン（牡ロードカナロア）入着，北海道�２勝，南関東�５勝
17 不受胎（*タートルボウル）
18 流産（リーチザクラウン）
19 コルベイユ（牝リーチザクラウン）２勝，八雲特別（芝1800ｍ），�
20 （牡リーチザクラウン）
21 （牡 *デクラレーションオブウォー）
22 流産（*ダンカーク）
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50 2022ジェイエス繁殖馬セール T0372‐55

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 モズマッテタワ

厩舎番号№50 モズマッテタワ Mozu Mattetawa

キャピタル・システム＝大阪府大阪市 ℡090（6979）9549

2010年生
（12歳）
黒鹿毛
浦河産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

前野牧場＝日高町緑町 ℡090（3399）2538

*サンデーサイレンス
Wishing Wellオレハマッテルゼ

�
�
*ジャッジアンジェルーチカーリーエンジェル栗 2000 ダイナカール

�
�
�

�
�
Mr. Prospector

*ジェイドロバリー
Numberオレンジスペシャル

�
�
Masterclass

*オレンジジャスミン鹿 2000 La Mortola（7）

【*モズアスコットを受胎（販売申込時）最終種付４月17日】

父オレハマッテルゼは早来産，９勝，高松宮記念-JPN1，京王杯スプリングＣ-G2。主な
産駒（ＢＭＳ）：レオビヨンド（阪神スプリングジャンプ２着，中山大障害３着），クレスコジョ
ケツ（桑園特別），グリントビート（北海道・星雲賞）。父として，ハナズゴール（ＡＴＣオー
ルエイジドＳ-G1，チューリップ賞-G3），キングハート（オーシャンＳ-G3）を出す

母オレンジスペシャル（00 *ジェイドロバリー）不出走。産駒
ショウリダバンザイ（牝 鹿 *プリサイスエンド）北海道�７勝，道営記念，同２着，同

３着，コスモバルク記念，同２着（２回），ノースクイーンＣ（３回），同２
着，星雲賞３着，同４着（２回），リリーＣ３着，栄冠賞５着，南関東�３
勝，桜花賞，ロジータ記念，東京プリンセス賞２着，レディスプレリュード-L４
着，関東オークス-JPN2５着，岩手�入着，ビューチフルドリーマーＣ２着
（２回），同３着，南部駒賞４着。産駒

マカベウス（牡 ゼンノロブロイ）南関東�４勝，平和賞，ゴールドジュニア２着，
京浜盃３着，ハイセイコー記念５着，�

テイエムアピール（牝 青鹿 *パラダイスクリーク）入着，兵庫�１勝
カクメイセンシ（牡 黒鹿 *カコイーシーズ）石川�２勝

祖母 *オレンジジャスミン Orange Jasmine（94 Masterclass）愛国産，愛１勝，北米１
勝，伊入着，伊1000ギニー-G2２着。産駒

スカーレットオハラ（牝 *ブライアンズタイム）不出走。産駒
マイネルカーミン（牡オレハマッテルゼ）２勝，いちょうＳ-L３着

ミッドナイトダンス（牝ダンスインザダーク）４戦，入着。産駒
サウンドカナロア（騸ロードカナロア）２勝，豊中特別，東海�１勝，�

三代母ラモルトラ La Mortola（82 Bold Lad）不出走。産駒
ペタードエクスプレスPetard Express：仏入着。産駒

パレクサ Perrexa：仏２勝，エクリプス賞-G3
シャイニングエクスプレスShining Express：仏１勝，仏障１勝。ベスト シック

スティーン Best Sixteen（Prix des Jouvenceaux et des Jouvenc-
elles-L，ボワ賞-G3３着）の祖母

【競走成績】中央１勝，２着３回，３着４回，石川�１勝，北海道�入着，３着１回，グ
ランシャリオ門別スプリント５着［収得賞金 \31,185,000］

【繁殖成績】
2018 モズサミット（牡グランプリボス）石川�１勝，東海�１勝，�
19 モズジャックポット（牡ジャングルポケット）１勝，�
20 モズマンマミーヤ（牝グランプリボス）北海道・東海�３戦，�
21 （牝グランプリボス）
22 （牝 *モズアスコット）
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51 2022ジェイエス繁殖馬セール T0474‐37

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ジーピークロス

厩舎番号№51 ジーピークロス G P Cross

キャピタル・システム＝大阪府大阪市 ℡090（6979）9549

2009年生
（13歳）
栗毛

むかわ産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

目黒牧場＝日高町豊郷 ℡090（3393）4946

*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

�
�
�

ストームブート �
�
Storm Cat

Storm Boot
Aliata

*ベストブート ブライトティアラ �
�
Chief's Crown

Bright Tiara栗 1999 Expressive Dance（10）

【*モズアスコットを受胎（販売申込時）最終種付５月15日】

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

母 *ベストブートBest Boot（99 Storm Boot）米国産，北米１勝。産駒
クインズハリジャン（牡 黒鹿 スペシャルウィーク）１勝，京王杯２歳Ｓ-G2２着，兵

庫�２勝，高知�６勝，佐賀�１勝
モズ（牡 青 スペシャルウィーク）３勝，但馬Ｓ，ＳＴＶ杯，札幌２歳Ｓ-JPN3２着，

岩手�４勝，北上川大賞典，同２着，かきつばた賞，みちのく大賞典２
着，桐花賞２着，あすなろ賞２着，赤松杯２着

フォワードカフェ（牡 黒鹿マンハッタンカフェ）３勝，館山特別，水仙賞，札幌２歳Ｓ
-G3５着，障１勝，東京ジャンプＳ２着，�

サイトディーラー（牝 黒鹿キングカメハメハ）不出走。産駒
モズカッチャン（牝 *ハービンジャー）４勝，エリザベス女王杯-G1，フローラＳ

-G2，オークス-G1２着，エリザベス女王杯-G1３着，秋華賞-G1３
着，札幌記念-G2３着，京都記念-G2４着

ギガンティア（牝 黒鹿 Fusaichi Pegasus）入着，南関東�１勝。産駒
ラテンロック（牡 *クロフネ）５勝，播磨Ｓ，アハルテケＳ-OP２着，エニフＳ-L

３着，ファイナルＳ-OP３着，大和Ｓ-OP３着，ポラリスＳ-OP３着
オヒア（牝ブラックタイド）４勝，岡崎特別，戎橋特別

ベストティアーズ（牝 青 ハーツクライ）２勝
祖母ブライトティアラ Bright Tiara（89 Chief's Crown）北米１勝。ポエツ ヴォイス

Poet's Voice（牡 Dubawi：クイーン エリザベス二世Ｓ-G1），*ゴールドティア
ラ（牝 Seeking the Gold：マイルチャンピオンシップ南部杯-JPN1）の母

【競走成績】中央入着，２着２回，マカオジョッキークラブトロフィー２着，兵庫�２勝，２
着２回［収得賞金 \9,498,000］

【繁殖成績】
2015 オオアナカモ（牝 *モンテロッソ）南関東�１勝
16 モズクロス（牡グランプリボス）入着，兵庫�３勝，�
17 不受胎（グランプリボス）
18 不受胎（グランプリボス）
19 流産（グランプリボス）
20 モズロケット（牡ミッキーロケット）未出走
21 （牡 *ベーカバド）
22 （牝 *モズアスコット）
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52 2022ジェイエス繁殖馬セール T0052‐55

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 ヘーゼル

厩舎番号№52 ヘーゼル Hazel

キヨタケ牧場＝新ひだか町静内真歌 ℡0146（42）6777

2015年生
（７歳）
青鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

キヨタケ牧場＝新ひだか町静内真歌 ℡0146（42）6777

*サンデーサイレンス
Wishing Wellスズカマンボ

�
�
Kingmambo

*スプリングマンボ鹿 2001 *キーフライヤー

�
�
�

�
�
Known Fact

*ウォーニング
Slightly Dangerousノワゼット

�
�
*ファーディナンド

*ファーディーン鹿 2001 Conquisto（1）

【ストロングリターンを受胎（販売申込時）最終種付４月９日】

父スズカマンボは静内産，４勝，天皇賞・春-JPN1，朝日チャレンジＣ-JPN3。主な産駒
（ＢＭＳ）：ジレトール（端午Ｓ-OP２着，昇竜Ｓ-OP２着），ジェッシージェニー（東海・秋桜
賞，佐賀・佐賀ヴィーナスＣ，石川・読売レディス杯）。父として，メイショウマンボ（オークス
-G1，秋華賞-G1），サンビスタ（チャンピオンズＣ-G1）を出す

母ノワゼット（01 *ウォーニング）４戦。産駒
ミナレット（牝 鹿スズカマンボ）５勝，ターコイズＳ-L，豊栄特別，ヴィクトリアマイル

-G1３着，パラダイスＳ-OP３着，福島牝馬Ｓ-G3５着。産駒
コルニリア（牡 *モンテロッソ）２勝，�

タネホカホカ（牡 栗 *アサクサデンエン）入着，石川�１勝，南関東�３勝
バトルバーリライ（牡 栗 *バトルプラン）南関東�12勝，�
ケイティズリング（牝 栗 *ケイムホーム）南関東�３勝
ジェニーナ（牝 青鹿ジェニュイン）広島�１勝

祖母 *ファーディーン（95 *ファーディナンド）米国産，２勝，きんせんか賞。産駒
デプラータ（牡 *グラスワンダー）２勝，南関東�１勝
トロイオンス（騸 *コロナドズクエスト）２勝
ラスカーラ（牝 *オペラハウス）１勝

三代母コンキストConquisto（84 Conquistador Cielo）北米１勝。産駒
*バンフ：３勝，淡路特別，大阪－ハンブルクＣ-OP２着

四代母ゴーリGauri（78 Sir Ivor）北米４勝，High Voltage S２着。産駒
ヴィスラ Wisla：北米６勝，Honorable Miss S-L，Sarsar S-L，マスキットＳ-G1２

着。産駒
ドロー Draw：北米５勝，RRM Carpenter Jr. Memorial S-L。種牡馬
ドーム Dorm：北米３勝，Hialeah Breeders' Cup H-L３着。ドームフィーヴァ

ー Dorm Fever（Heed S，Life's Magic S-L２着）の母
リン Ryn：北米３勝。センセイション Sensation（アスタリタＳ-G3）の母
リッフル Riffle：北米１勝。サン ニコラス San Nicolas（Kingland S-L）の母
ウィンズ Winze：北米１戦。ウィンズアロットWinzalot（Great Falls S）の母
キスンメイクアップ Kiss N Make Up：不出走。ストロングコンスティチュー

ション Strongconstitution（Let It Ride S）の祖母
レヴェル Level：北米５勝，Inaugural S２着。産駒

シャンペンロージズ Champagne 'n Roses：不出走。ロサーダ Rosada（Lassie
S）の母，サングリア Sangria（Freedom of the City S）の祖母

【競走成績】兵庫�２勝，２着８回，３着１回［収得賞金 \2,276,000］

【繁殖成績】
2022年より供用
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53 2022ジェイエス繁殖馬セール T0288‐18

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 クラッチヒッター

厩舎番号№53 クラッチヒッター Clutch Hitter

キヨタケ牧場＝新ひだか町静内真歌 ℡0146（42）6777

2014年生
（８歳）
黒鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

キヨタケ牧場＝新ひだか町静内真歌 ℡0146（42）6777

*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

�
�
�

シーキング ザゴールド �
�
Mr. Prospector

Seeking the Gold
Con Game

*ラピッドガール パーソナルグローリー �
�
Danzig

Personal Glory鹿 2005 Andover Way（4）

【*カリフォルニアクロームを種付けして不受胎（販売申込時）】

父ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ
-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ブロウアウト（ファーストレイデ
ィＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），アンドヴァラナウト
（ローズＳ-G2），アリストテレス（アメリカＪＣＣ-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母 *ラピッドガール（05 Seeking the Gold）米国産，わが国で１勝，東海�１勝。産駒
ラストサマー（牝 鹿 *エンパイアメーカー）兵庫�３勝
プラウドアイ（牝 鹿ディープインパクト）兵庫�１勝

祖母パーソナルグローリー Personal Glory（87 Danzig）不出走。産駒
シュプリーモ Supremo（牡 Gone West）北米２勝，ノーフォークＳ-G2，デル マー

フューチュリティ-G2２着，バルボアＳ-G3３着。種牡馬
パーソナル ラヴ Personal Love（牝 Diesis）独４勝，Dusseldorfer BMW-Preis

-L，Silberne Peitsche-L，Kronimus-Rennen-L２着。産駒
ヘルヴェティオ Helvetio（騸 Theatrical）愛１勝，英入着，クイーンズヴァーズ

-G3３着
ウエストアメリガール West Amerigirl（牝 Gone West）不出走。産駒

メイクア パス Make a Pass（牝 Pikepass）北米５勝，Bay Meadows
Breeders' Cup Oaks-L３着，Foster City H３着

マジェスティックトレイル Majestic Trail（牝 Kris S.）不出走。産駒
タイガーウォーク Tiger Walk（騸 Tale of the Cat）北米３勝，ウィザーズＳ

-G3３着，ウッドメモリアルＳ-G1４着，ゴータムＳ-G3４着
グローリーウェイGlory Way（牝 Woodman）不出走。産駒

チェロキーシェイクCherokee Sheik（牝 Cherokee Run）北米１勝。産駒
ドゥー サムシン Do Somethin（牝 Purim）北米10勝，Primonetta S２着

三代母アンドーヴァー ウェイ Andover Way（78 His Majesty）北米９勝，トップ フライ
トＨ-G1，ネクストムーヴＨ-G3，アップル ブラッサムＨ-G1２着。ダイナフォー
マー Dynaformer（ジャージーダービー-G2）の母，オフリー ワイルド Offlee
Wild（サバーバンＨ-G1），ウォー フラッグ War Flag（フラワー ボウルＳ
-G1），ヘレン スーパー スター Helene Super Star（香港チャンピオンズ＆
チャターＣ-G1），ホームズマン Homesman（ＶＲＣオーストラリアンＣ-G1）
の祖母

【競走成績】兵庫�１勝，３着１回［収得賞金 \470,000］

【繁殖成績】
2020 セイナッシング（牝モーリス）未出走
21 不受胎（*ハービンジャー）
22 流産（*ドレフォン）
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54 2022ジェイエス繁殖馬セール T0121‐19

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 セレブレイションキャット

厩舎番号№54 *セレブレイションキャット Celebration Cat（USA）

奥山ファーム＝日高町正和 ℡090（7514）6442

2008年生
（14歳）
栗毛
米国産

�
�
�
�

ストームキャット �
�
�

ストームバード �
�
Northern Dancer

奥山ファーム＝日高町正和 ℡090（7514）6442

Storm Bird
South Ocean

Storm Cat ターリングア �
�
Secretariat

Terlingua黒鹿 1983 Crimson Saint

ロッタダンシング �
�
�

アリダー �
�
Raise a Native

Alydar
Sweet Tooth

Lotta Dancing ロトカ �
�
Danzig

Lotka鹿 1991 Kennelot（2）

【レッドファルクスを受胎（販売申込時）最終種付５月16日】

父ストームキャット Storm Cat は米国産，北米４勝，ヤング アメリカＳ-G1。北米総合・
２歳チャンピオンサイアー。北米ＢＭＳチャンピオン。主な産駒（ＢＭＳ）：キズナ（ダービ
ー-G1），ラヴズオンリーユー（オークス-G1），ロードカナロア（香港スプリント-G1），エイシン
ヒカリ（イスパーン賞-G1），アユサン（桜花賞-G1），ダノンキングリー（安田記念-G1）

母ロッタダンシング Lotta Dancing（91 Alydar）北米７勝，アフェクショニトリーＨ-G3
（Ｄ8.5Ｆ），レイディーズＨ-G2２着，ボウモントＳ-G2２着，Turnback the
Alarm H-L２着，トップフライトＨ-G1３着。産駒

ファンタスティキャット Fantasticat（牡 Storm Cat）北米３勝，スーパーダービ
ー-G2，Round Table S-L２着，Prelude S２着。種牡馬

シュートフォーザスターズ Shootforthestars（牝 Seattle Slew）不出走。産駒
セントラルインテリジェンス Centralinteligence（騸 Smarty Jones）北米４

勝，トリプル ベンドＨ-G1，ロサンジェルスＨ-G3２着（２回）
ナサ Nasa（牡 Smarty Jones）北米４勝，Pennsylvania Nursery S
ドリームズ アントールド Dreams Untold（騸 Smarty Jones）北米６勝，

Blitzen S，Washington Crossing S２着
アンテイムドパッション Untamed Passion（牝 Pulpit）北米１勝。産駒

ケイジファイター Cage Fighter（牡 Closing Argument）北米６勝，PTHA
President's Cup S-L，ディキシーＳ-G2２着。種牡馬

アズ シーン オン ティーヴィー As Seen On TV（騸 Lookin At Lucky）北
米２勝，Juvenile Sprint S，ファウンテンオブ ユースＳ-G2３着

ジャイアンツプリンセスGiant's Princess（牝 Giant's Causeway）不出走。産駒
ブルネット プリンセス Brunette Princess（牝 Bodemeister）北米２勝，

Any Limit S，Glitter Woman S３着

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2013 ディープインアドリーム Deep in a Dream（騸 Quiet American）北米５勝
14 ファーブルトン（牡 Congrats）２戦，入着
15 レッドエクシード（牡ディープインパクト）２勝
16 レッドガニアン（牡ディープインパクト）３戦
17 不受胎（スピルバーグ）
18 レッドカムイ（牡エピファネイア）１勝，�
19 生後直死（ハーツクライ）
20 シャルレーヌ（牝 ペルーサ）未出走
21 種付せず
22 （牝エピファネイア）
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55 2022ジェイエス繁殖馬セール T0648‐53

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 レッドガナドーラ

厩舎番号№55 *レッドガナドーラ Red Ganadora（USA）

奥山ファーム＝日高町正和 ℡090（7514）6442

2009年生
（13歳）
黒鹿毛
米国産

�
�
�
�

バーナーディニ �
�
�

エーピーインディ �
�
Seattle Slew

奥山ファーム＝日高町正和 ℡090（7514）6442

A. P. Indy
Weekend Surprise

Bernardini キャララファエラ �
�
Quiet American

Cara Rafaela鹿 2003 Oil Fable

ゾフィー �
�
�

�
�
Silver Hawk

*ホークスター
Strait Lane

Zophie ソデオソデオ �
�
Seattle Slew

Sodeo Sodeo黒鹿 1995 Melody Tree（19）

【レッドファルクスを種付けして不受胎（販売申込時）】

父バーナーディニ Bernardini は米国産，米３歳牡馬チャンピオン，北米６勝，プリーク
ネスＳ-G1。ＮＺチャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：セレンゲティエンプレス（ケン
タッキーオークス-G1），カトリックボーイ（トラヴァーズＳ-G1），ダンバーロード（アラバマ
Ｓ-G1），カーネルリアム（ペガサスワールドカップターフ招待Ｓ-G1２回）

母ゾフィー Zophie（95 *ホークスター）北米５勝。産駒
アピーリング ゾフィー Appealing Zophie（牝 Successful Appeal）北米３勝，ス

ピナウェイＳ-G1，シルヴァーブリットデイＳ-G3，Delta Princess S-L２着，
Mountaineer Juvenile Fillies S-L２着，ヴィクトリーライドＳ-G3３着，Ｂ
Ｃジュヴェナイルフィリーズ-G1４着。産駒

タップリット Tapwrit（牡 Tapit）北米４勝，ベルモントＳ-G1，タンパ ベイダ
ービー-G2，Pulpit S，サムＦ.デイヴィスＳ-G3２着，トラヴァーズＳ
-G1４着，ホイットニーＳ-G1４着。種牡馬

ライド ア コメット Ride a Comet（牡 Candy Ride）北米８勝，デル マーダ
ービー-G2，ケネディロードＳ-G2，トロピカル ターフＳ-G3，Charlie
Barley S，メイカーズマークマイルＳ-G1２着，ワイズダンＳ-G2３
着，競馬博物館名誉の殿堂Ｓ-G2３着

インジェクト Inject（牝 Frosted）北米３勝，Goldfinch S，ヴィクトリーライドＳ
-G3３着

ブルーアイヴィBlue Ivy（牝 Distorted Humor）不出走。産駒
キーナイボブ Kenai Bob（騸 Shackleford）北米８勝，Assault S，Star

of Texas S，Texas Horse Racing Hall of Fame S２着，Sha-
kopee Juvenile S３着，Wayne Hanks Memorial S３着

トーストオブメイフェア Toast of Mayfair（牝 Speightstown）北米１勝。産駒
ボヘミアンフロスト Bohemian Frost（牝 Frosted）北米１勝，Kentucky

Juvenile S２着

【競走成績】中央６戦，入着，２着１回，南関東�２勝［収得賞金 \3,600,000］

【繁殖成績】
2015 レッドテオドーラ（牝ディープインパクト）東海�２勝
16 不受胎（ディープインパクト）
17 フジマサヒーロー（牡スピルバーグ）入着
18 アントワーク（牝ドゥラメンテ）不出走
19 テーオーコンドル（騸エピファネイア）入着，�
20 ドライチ（牡レッドファルクス）未出走
21 （牡エスポワールシチー）
22 不受胎（*サンダースノー）
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56 2022ジェイエス繁殖馬セール T0289‐55

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 シエルブラン

厩舎番号№56 シエルブラン Ciel Blanc

金山 敏也＝福岡県福岡市 ℡092（283）1122

2014年生
（８歳）
栗毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 ℡0146（46）2600

*サンデーサイレンス
Wishing Wellゼンノロブロイ

�
�
*マイニング

*ローミンレイチェル黒鹿 2000 One Smart Lady

�
�
�

�
�
Deputy Minister

*フレンチデピュティ
Mitterandファルネーゼ

�
�
Gold Alert

*ユーキャンドゥイット栗 2005 Royal Fit（4）

【*マジェスティックウォリアーを種付けして不受胎（販売申込時）】

父ゼンノロブロイは白老産，年度代表馬，７勝，ジャパンＣ-G1，有馬記念-JPN1，天皇賞
�-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：アスクワイルドモア（京都新聞杯-G2），ディバインフォース
（ステイヤーズＳ-G2），エキュメニカル（ＳＡＪＣブリーダーズＳ-G3），ポリーグレイ（Ａ
ＴＣエポナＳ-G3），ハイランドピーク（エルムＳ-G3），ゴールドギア（メトロポリタンＳ-L）

母ファルネーゼ（05 *フレンチデピュティ）３勝。産駒
ダイワダッチェス（牝 鹿 *ワークフォース）３勝，飯豊特別，フェアリーＳ-G3３着
サンガッロ（牡 鹿キングカメハメハ）入着，南関東�11勝
パラティーノヒル（牝 栗オルフェーヴル）佐賀�２勝，中央入着，�
アーキトレーヴ（騸 栗ダイワメジャー）東海�５勝

祖母 *ユーキャンドゥイット U Can Do It（93 Gold Alert）米国産，北米14勝，ファース
トレイディＨ-G3，同２着，シャーリージョーンズＨ-G3，同４着，Princess Roo-
ney H-L，Melaleuca S-L，Desert Vixen S，Kimscountrydiamond H，Born
Famous H，Love's Exchange H，Charon H，ヴァージニアＨ -G3２着，
Susan's Girl S２着，Owners' Day Dash S２着，My Juliet S２着，バレリーナ
Ｈ-G1３着，ベドーロージズＢＣＨ-G3３着，チャポサ スプリングズＨ-G3３
着，プリンセスルーニーＨ-G3３着，Maggies Pistol H３着。産駒

ウインユニファイド（牡 *キンシャサノキセキ）６勝，ジュライＳ-L，上賀茂Ｓ，佐賀・
東海�入着，名古屋大賞典-JPN3５着，佐賀記念-JPN3５着，東海�２
勝，トリトン争覇，�

リュクスメジャー（牝ダイワメジャー）３勝，シドニーＴ。産駒
リュクスウォリアー（牡 *マジェスティックウォリアー）２勝，�

三代母ロイヤルフィットRoyal Fit（87 Native Royalty）北米１勝。産駒
ユーキャンドゥイットトゥー Ucandoittoo：北米５勝，Miss Kansas City H３着。産駒

ダビット Dubit：北米４勝，Astoria S-L２着，Orleans S２着，Permian Basin
S２着，Fair Queen S２着，Tellike S２着，Colleen S３着，Look-
out S３着

四代母ハークー Harcoo（82 Harvard Man）不出走。産駒
パルペニー Palpenny：北米７勝

五代母クール セレナーデ Cool Serenade（65 Royal Serenade）北米５戦。フォーエヴ
ァー アンバー Forever Ambar（プティソウアルス提督賞-G3），リークー
Leecoo（Broadway H）の母

【競走成績】中央２勝，２着１回，３着４回［収得賞金 \27,650,000］

【繁殖成績】
2021 （牝 *ドレフォン）
22 （牝 *ディスクリートキャット）
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57 2022ジェイエス繁殖馬セール T0476‐44

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 スターコレクション

厩舎番号№57 スターコレクション Star Collection

ケイアイファーム＝新ひだか町三石川上 ℡0146（35）3100

2008年生
（14歳）
青毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

ケイアイファーム＝新ひだか町三石川上 ℡0146（35）3100

*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

�
�
�

�
�
*カンパラ

*トニービン
Severn Bridgeシンコウエトワール

�
�
*ノーザンテーストダイナフラッグ青鹿 1994 シャダイフラッグ（10）
*ミストラクル系

【ダノンスマッシュを受胎（販売申込時）最終種付４月29日】

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

母シンコウエトワール（94 *トニービン）１勝，札幌３歳Ｓ-JPN3２着。産駒
ロードダルメシアン（牡 黒鹿 *シンコウキング）６勝，福島民報杯-OP，キーンランド

Ｃ，函館日刊スポーツ杯，五色沼特別
クールファンタジー（牝 黒鹿 *ロードアルティマ）１勝，兵庫�４勝
ゴールドバニヤン（牝 鹿 *アフリート）１勝，南関東�２勝
サダムサウンドアイ（牝 黒鹿 *タイキシャトル）１勝
スターオブバラード（牡 黒鹿ダノンバラード）１勝

祖母ダイナフラッグ（84 *ノーザンテースト）入着。産駒
ロードフラッグ（騸 *デインヒル）６勝，むらさき賞，江の島特別，いわき特別，関屋記

念-JPN3２着，カシオペアＳ-L２着，福島テレビオープン-L３着（３回），
巴賞-L３着，富士Ｓ-G3４着，障１勝

シンコウベルデ（牝 *トニービン）４勝，阿寒湖特別，富良野特別
フジダイヤ（牝 *ジェイドロバリー）入着。産駒

ダイシンブラック（牡マンハッタンカフェ）３勝，境港特別
三代母シャダイフラッグ（72 *ヒッティングアウェー）１戦。産駒
ジョーオラトリオ：４勝，中日スポーツ杯，もみじ賞，阪神３歳Ｓ２着。種牡馬
ヒッテングエイト：２勝，クロッカスＳ-OP，ヒヤシンスＳ-OP２着。種牡馬
フラッグスターフ：不出走。ユーワテイオー（ダイヤモンドＳ-JPN3３着）の母
コーナーフラッグ：３戦。テイエムサンデー（シルクロードＳ-JPN3）の三代母

【競走成績】中央３勝，２着１回，菅名岳特別（芝1800ｍ），衣笠特別２着
［収得賞金 \29,836,000］

【繁殖成績】
2014 ロードメテオール（牡 *キングズベスト）不出走
15 エトワールブリエ（牝ロードカナロア）２勝
16 ケプラー（牡ロードカナロア）３勝，大山崎特別（Ｄ1200ｍ），�
17 ブリエンツ（牡ロードカナロア）不出走
18 ロードラスター（牡リオンディーズ）１勝，�
19 ライトストリーム（牝ヴィクトワールピサ）入着，�
20 ソニックライト（牝エピファネイア）未出走
21 （牡ロードカナロア）
22 （牝ロードカナロア）
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58 2022ジェイエス繁殖馬セール T0518‐08

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ブラックナイル

厩舎番号№58 ブラックナイル Black Nile

ケイアイファーム＝新ひだか町三石川上 ℡0146（35）3100

2014年生
（８歳）
黒鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

ケイアイファーム＝新ひだか町三石川上 ℡0146（35）3100

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

�
�
�

ストームキャット �
�
Storm Bird

Storm Cat
Terlingua

*ジャズキャット バービキューソース �
�
Sauce Boat

Barbicue Sauce鹿 1997 Lady Barbizon（12）

【*カリフォルニアクロームを受胎（販売申込時）最終種付５月２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。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），ソウルラッシュ
（マイラーズＣ-G2），ダンビュライト（京都記念-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2），リオ
ンリオン（セントライト記念-G2），ムイトオブリガード（アルゼンチン共和国杯-G2）を出す

母 *ジャズキャット Jazz Cat（97 Storm Cat）米国産，北米１戦。産駒
ロードマジェスティ（牡 栗 *ブライアンズタイム）５勝，都大路Ｓ-L，ニューイヤーＳ

-L，ジュニアＣ-OP，ゴールデンホイップＴ，共同通信杯-JPN3５着，アーリ
ントンＣ-JPN3５着

ロードヴァンドール（牡 栗ダイワメジャー）４勝，寿Ｓ，メルボルンＴ，日経新春杯
-G2２着，金鯱賞-G2２着，阪神大賞典-G2３着，七夕賞-G3３着，中日
新聞杯-G3３着，日経賞-G2４着，小倉大賞典-G3４着，南関東�１勝，
岩手�入着，せきれい賞２着，ＯＲＯカップ４着

ロードヴォルケーノ（牡 鹿キングカメハメハ）３勝，大山崎特別，兵庫�２勝，佐賀
�２勝

ロードランパート（牡 鹿ディープインパクト）２勝，英彦山特別，岩手�４勝
ロードパンサー（牡 栗ダンスインザダーク）２勝，くちなし賞
エアジュリアード（牝 鹿スペシャルウィーク）２戦。産駒

アルセナーレ（牝 *クロフネ）２勝，南関東�入着，関東オークス-JPN2３着
メガキャット（牝 栗ダイワメジャー）３勝，�
ロードセッション（牡 鹿ジャスタウェイ）２勝
ロードフュージョン（牡 栗 Woodman）佐賀�１勝，中央１勝

祖母バービキューソース Barbicue Sauce（83 Sauce Boat）北米７勝，Monmouth Pa-
rk Breeders' Cup H-L２着，Convenience S２着。産駒

*タバスコキャット Tabasco Cat（牡 Storm Cat）北米８勝，プリークネスＳ-G1，ベ
ルモントＳ-G1，サンラファエルＳ-G2，エル カミノリアル ダービー-G3，
Kentucky Cup Classic S-L，ＢＣクラシック-G1２着，サンタアニタダー
ビー-G1２着，ＢＣジュヴェナイル-G1３着。種牡馬

*フラッシュストーム Flashstorm（牝 Storm Cat）北米３勝。�フィアットルクス（牡ゴ
ールドアリュール：ブリリアントＣ）の祖母

【競走成績】中央４戦

【繁殖成績】
2019 ナイルプロジェクト（牝ジャスタウェイ）入着，�
20 オルタード（牝 サトノクラウン）未出走
21 不受胎（ダイワメジャー）
22 （牡ロジャーバローズ）
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59 2022ジェイエス繁殖馬セール T0168‐22

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ルアンジュ

厩舎番号№59 ルアンジュ Le Ange

ケイアイファーム＝新ひだか町三石川上 ℡0146（35）3100

2012年生
（10歳）
青毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

ケイアイファーム＝新ひだか町三石川上 ℡0146（35）3100

*サンデーサイレンス
Wishing Wellマンハッタンカフェ

�
�
Law Society

*サトルチェンジ青鹿 1998 Santa Luciana

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesque

*サッカーマム トラヴァースシティ �
�
Halo

Traverse City鹿 2000 Cherry Jubilee（2）

【ダノンスマッシュを受胎（販売申込時）最終種付５月８日】

父マンハッタンカフェは千歳産，最優秀古牡馬，６勝，菊花賞-JPN1，有馬記念-JPN1，
天皇賞�-JPN1。チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：テーオーケインズ（チャンピオ
ンズＣ-G1，帝王賞-JPN1），メイショウハリオ（帝王賞-JPN1），ソウルラッシュ（マイラーズＣ
-G2），レッドジェニアル（京都新聞杯-G2），ショウナンラグーン（青葉賞-G2）

母 *サッカーマム Soccer Mom（00 Kingmambo）米国産，不出走。産駒
ロードゴラッソ（牡 青 ハーツクライ）中央・東海�６勝，シリウスＳ-G3，名古屋大

賞典-JPN3，伊丹Ｓ，ヤングジョッキーシリーズファイナルラウンド中山第２
戦，名古屋グランプリ-JPN2２着，大沼Ｓ-L２着，ブラジルＣ-L３着，岩
手・南関東・佐賀・石川�入着，佐賀記念-JPN3２着，同４着，浦和記念
-JPN2３着，白山大賞典-JPN3３着，マーキュリーＣ-JPN3４着，東京大賞
典-G1５着，南関東�１勝，ブリリアントＣ，報知オールスターＣ３着，�

リラコサージュ（牝 栗 *ブライアンズタイム）２勝，スイートピーＳ-L，秋華賞-G1３
着，フラワーＣ-G3３着

レディルージュ（牝 青鹿 *ブライアンズタイム）５勝，室町Ｓ-OP，なにわＳ，あじさい
Ｓ，白菊賞，京阪杯-G3２着，北九州記念-G3２着，葵Ｓ-L２着，ＢＳＮ
賞-OP２着，京洛Ｓ-OP２着，フィリーズレビュー-JPN2３着，淀短距離Ｓ-L
３着，ジャニュアリーＳ-OP３着，ききょうＳ-OP３着，カペラＳ-G3４着。産
駒

ロードラズライト（騸ロードカナロア）４勝，初風Ｓ，千葉Ｓ-OP３着，ジャニュアリ
ーＳ-OP３着，室町Ｓ-OP３着，�

ロードフォワード（牡 青鹿 ネオユニヴァース）４勝，西湖特別，中ノ岳特別，南関東�
２勝

ラパージュ（牝 青鹿ダイワメジャー）１勝
ティフォーザ（牝 鹿モーリス）１勝，�

祖母トラヴァース シティ Traverse City（90 Halo）北米10勝，インタボローＨ-G3，La
Troienne S-L，Correction H-L，Four Wind S。フラワー パーティ Flower
Party（牝 Duke of Marmalade：ヴェルツィエーレ賞-G3）の祖母

【競走成績】中央２勝，３着２回，堀川特別３着，日田特別３着
［収得賞金 \27,972,000］

【繁殖成績】
2018 ロードエルピス（騸 *マジェスティックウォリアー）１勝，�
19 ハイパーシーン（牝シルバーステート）５戦，入着
20 フィレット（牝エピファネイア）未出走
21 （牡ロードカナロア）
22 不受胎（ロードカナロア）
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60 2022ジェイエス繁殖馬セール T0663‐20

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 テンツクテン

厩舎番号№60 テンツクテン Tentsukuten

三度屋＝神奈川県川崎市

2012年生
（10歳）
鹿毛
浦河産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

辻牧場＝浦河町東幌別 ℡0146（36）2259

*サンデーサイレンス
Wishing Wellステイゴールド

�
�
*ディクタスゴールデンサッシュ黒鹿 1994 ダイナサッシュ

�
�
�

�
�
Nijinsky

*ラムタラ
Snow Brideテンイムホウ

�
�
*ジャッジアンジェルーチラッキーダイアリー鹿 2002 ダイナシュペール（19）
*カレンダーメイド系

【エイシンフラッシュを受胎（販売申込時）最終種付４月27日】

父ステイゴールドは白老産，中央・UAE・香港７勝，香港ヴァーズ-G1，ドバイシーマク
ラシック-G2。主な産駒（ＢＭＳ）：アランバローズ（全日本２歳優駿-JPN1），ライオンボス
（アイビスサマーダッシュ-G3），クリスマス（函館２歳Ｓ-G3），ブラックバゴ（アンドロメダＳ
-L，京成杯-G3２着），ショウナンマグマ（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3２着）

母テンイムホウ（02 *ラムタラ）５勝，市川Ｓ（芝1200ｍ），千葉日報杯（芝1200ｍ），河北
新報杯（芝1200ｍ），若鮎賞（芝1400ｍ），尾張Ｓ-OP３着，京都牝馬Ｓ-G3４
着，福島牝馬Ｓ-JPN3４着。産駒

イチダイ（牡 鹿 *シンボリクリスエス）北海道�１勝，岩手�１勝，寒菊賞，金杯３
着，中央２勝，潮来特別

テンテマリ（牝 黒鹿スズカフェニックス）北海道�１勝，岩手�２勝，中央２勝，白
河特別

サンシロウ（騸 鹿 ネオユニヴァース）３勝，胎内川特別，燕特別，ステイヤーズＳ
-G2５着，�

キヨラ（牝 鹿エピファネイア）岩手�３勝，オパールＣ，�
タカンナ（牝 栗スピルバーグ）岩手�２勝，中央入着

祖母ラッキーダイアリー（90 *ジャッジアンジェルーチ）２勝。産駒
ウインシンシア（牝ダンスインザダーク）３勝，有松特別，岡崎特別，チューリップ賞

-JPN3３着。産駒
ゼンノブレーメン（牡 *ハービンジャー）２勝，国東特別

スペシャルストック（牡 *ジェイドロバリー）４勝
三代母ダイナシュペール（82 *ノーザンテースト）２勝，小倉３歳Ｓ-JPN3，デイリー杯３

歳Ｓ-JPN2３着，サファイヤＳ-JPN3３着，３歳牝馬Ｓ�-JPN3３着。産駒
シュペリーヌ：１勝。産駒

ボールドエンペラー：２勝，デイリー杯３歳Ｓ-JPN2，ダービー-JPN1２着，神
戸新聞杯-JPN2２着，きさらぎ賞-JPN3２着，毎日杯-JPN3３着

コアレスドール：２勝，南関東�５勝。産駒
コアレスタイム：３勝，水上特別，南関東�２勝，船橋記念，アフター５スター

賞，東海�入着，かきつばた記念-JPN3３着

【競走成績】岩手�４勝，２着３回，３着５回，北海道�入着，２着２回，３着１回
［収得賞金 \648,000］

【繁殖成績】
2019 ジャンポール（牡 *バゴ）４戦，�
20 （牡 *ディスクリートキャット）
21 （牡エピファネイア）
22 （牝 *マインドユアビスケッツ）
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61 2022ジェイエス繁殖馬セール T0456‐41

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ジーニアスドール

厩舎番号№61 ジーニアスドール Genius Doll

ジーホース＝大阪府大阪市 ℡090（5049）9117

2012年生
（10歳）
鹿毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

目黒牧場＝日高町豊郷 ℡090（3393）4946

*サンデーサイレンス
Wishing Wellゼンノロブロイ

�
�
*マイニング

*ローミンレイチェル黒鹿 2000 One Smart Lady

�
�
�

�
�
Kingmamboキングカメハメハ *マンファスベネンシアドール

�
�
Nureyev

*フェアリードール鹿 2006 Dream Deal（9）

【*モズアスコットを種付けして不受胎（販売申込時）】

父ゼンノロブロイは白老産，年度代表馬，７勝，ジャパンＣ-G1，有馬記念-JPN1，天皇賞
�-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：アスクワイルドモア（京都新聞杯-G2），ディバインフォース
（ステイヤーズＳ-G2），エキュメニカル（ＳＡＪＣブリーダーズＳ-G3），ポリーグレイ（Ａ
ＴＣエポナＳ-G3），ハイランドピーク（エルムＳ-G3），ゴールドギア（メトロポリタンＳ-L）

母ベネンシアドール（06 キングカメハメハ）不出走。産駒
デニムアンドルビー（牝 鹿 ディープインパクト）３勝，フローラＳ-G2，ローズＳ

-G2，ジャパンＣ-G1２着，宝塚記念-G1２着，同５着，阪神大賞典-G2２
着，チャレンジＣ-G3２着，オークス-G1３着，秋華賞-G1４着，エリザベス
女王杯-G1５着，中山牝馬Ｓ-G3５着

ラーゴブルー（牝 栗 ハーツクライ）入着，南関東�９勝，マリーンＣ-JPN3，東京シ
ンデレラマイル，しらさぎ賞，ＪＢＣレディスクラシック-JPN1４着

キタノコマンドール（牡 鹿 ディープインパクト）２勝，すみれＳ-L，皐月賞-G1５
着。種牡馬

ヤマノフェアリー（牝 鹿ディープインパクト）２勝，春菜賞。産駒
アンフィニドール（牝モーリス）１勝，�

グロリアーナ（牝 鹿 ハーツクライ）２勝
ダノンギャラクシー（牡 鹿ディープインパクト）２勝，�
トウシンダイヤ（牡 栗ダイワメジャー）兵庫�３勝，兵庫�１勝，高知�３勝

祖母 *フェアリードール Fairy Doll（91 Nureyev）米国産，英１戦。産駒
トゥザヴィクトリー（牝 *サンデーサイレンス）最優秀古牝馬，６勝，エリザベス女王

杯-JPN1，阪神牝馬特別-JPN2。トゥザグローリー（牡 キングカメハメハ：
日経新春杯-G2），トゥザワールド（牡 キングカメハメハ：弥生賞-G2），ト
ーセンビクトリー（牝キングカメハメハ：中山牝馬Ｓ-G3）の母

サイレントディール（牡 *サンデーサイレンス）中央・佐賀�７勝，武蔵野Ｓ-G3，
シンザン記念-JPN3，佐賀記念-JPN3，フェブラリーＳ-JPN1２着。種牡馬

ビーポジティブ（牝 *サンデーサイレンス）２勝，南関東�１勝，クイーン賞-JPN3

【競走成績】中央４戦

【繁殖成績】
2016 レイトブルーミング（牝グランプリボス）２勝，高知�２勝，�
17 アイムクリエイター（牡グランプリボス）兵庫�４勝，�
18 ジーハーモニー（牝グランプリボス）東海�２勝，�
19 流産（グランプリボス）
20 ジーゲルマン（牝 *ノヴェリスト）未出走
21 （牝 *サンダースノー）
22 不受胎（*モズアスコット）
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62 2022ジェイエス繁殖馬セール T0133‐10

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 リスクオン

厩舎番号№62 リスクオン Risk On

稲葉牧場＝新ひだか町三石歌笛 ℡080（1978）8953

2011年生
（11歳）
栗毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

稲葉牧場＝新ひだか町三石歌笛 ℡080（1978）8953

*サンデーサイレンス
Wishing Wellマツリダゴッホ

�
�
Bel Bolide

*ペイパーレイン鹿 2003 *フローラルマジック

�
�
�

ナシュワン �
�
Blushing Groom

Nashwan
Height of Fashionアドマイヤヒラリー

�
�
Nureyev

*ダリンダ栗 2002 Daloma（2）

【*ベストウォーリアを受胎（販売申込時）最終種付５月12日】

父マツリダゴッホは静内産，10勝，有馬記念-G1，日経賞-G2。主な産駒（ＢＭＳ）：ナムラ
リコリス（函館２歳Ｓ-G3），アルーブルト（加古川Ｓ）。父として，ロードクエスト（スワンＳ
-G2），マイネルハニー（チャレンジＣ-G3），リンゴアメ（函館２歳Ｓ-G3），クールホタルビ
（ファンタジーＳ-G3），ウインマーレライ（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3）を出す

母アドマイヤヒラリー（02 Nashwan）２勝。産駒
ジュンスターホース（牡 栗キングカメハメハ）３勝，南関東�１勝，高知�２勝
イダクァイマ（牡 栗ゴールドアリュール）３勝
スターリーパレード（牡 鹿トーセンホマレボシ）１勝
ディアヒラリー（牝 栗 ネオユニヴァース）東海�１勝，東海�10勝
グリーンパキラ（牡 栗フジキセキ）入着，南関東�３勝

祖母 *ダリンダ Dalinda（93 Nureyev）米国産，仏１勝。産駒
ダンロスキン Dunloskin（牝 Selkirk）英入着，ロウザーＳ-G2３着
サヴォナローラ Savonarola（牡 Machiavellian）北米１勝，Littlebitlively S２着，

UAE１勝。種牡馬
マリアビスティー（牝 ハーツクライ）２勝，岡崎特別

三代母ダロマ Daloma（84 *ベリファ）北米５勝，エイグリームＨ-G3，Monrovia H-L，
Osunitas H２着，ゴールデンポピーＨ-G3３着，Santa Anita Breeders' Cup
H-L３着，Chicago Breeders' Cup H-L３着，Buena Vista H-L３着，仏入着，
Prix de Meudon-L２着，Prix Charles Laffitte-L３着。産駒

ミスブルーグラスMiss Blue Grass：北米１勝。産駒
ギグ ハーバー Gig Harbor：北米５勝，Alcatraz S-L，Oakland S，Harry

Henson S３着。種牡馬
アルソノ Alsono：北米９勝，KLAQ H，Governor's Cup S，Riley Allison Fu-

turity３着。種牡馬
メイクアンオファー Make an Offer：北米３戦。リッチーズ スウィートハート

Richies Sweetheart（Turf Amazon H-L，Lightning City S-L）の
母

【競走成績】中央入着，３着１回，南関東�３勝，３着２回，北海道�入着，２着２回
［収得賞金 \6,104,000］

【繁殖成績】
2018 セナッキー（牝タイムパラドックス）南関東�１勝，�
19 キタノダロマ（牡 *モンテロッソ）入着，�
20 ヴァルカン（牝 *ベストウォーリア）１戦，�
21 ビッグブロック（牡 ユアーズトゥルーリ）未出走
22 （牝 ユアーズトゥルーリ）
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63 2022ジェイエス繁殖馬セール T0050‐50

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アークロイヤル

厩舎番号№63 アークロイヤル Ark Royal

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2016年生
（６歳）
栗毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

ダンシリ �
�
*デインヒル

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

Dansili
Hasili

*ハービンジャー ペナン パール �
�
Bering

Penang Pearl鹿 2006 Guapa

�
�
�

�
�
Our Emblem

*ウォーエンブレム
Sweetest Ladyオメガエンブレム

�
�
*サンデーサイレンスオメガグレイス青 2009 *エリンバード（1）

【*ニューイヤーズデイを受胎（販売申込時）最終種付５月10日】

父*ハービンジャー Harbinger は英国産，英６勝，キング ジョージ六世＆クイーン エリ
ザベスＳ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：メイケイエール（京王杯スプリングＣ-G2，チューリップ
賞-G2，シルクロードＳ-G3），バジオウ（プリンシパルＳ-L），ドゥラドーレス（毎日杯-G3３
着），ゴールドハイアー（伏竜Ｓ-OP３着），ヴェールクレール（ききょうＳ-OP３着）

母オメガエンブレム（09 *ウォーエンブレム）３勝。産駒
エンブレムコード（牝 青鹿エピファネイア）１勝，�

祖母オメガグレイス（99 *サンデーサイレンス）５勝，若鮎賞。産駒
オメガブレイン（牡キングカメハメハ）４勝，鹿野山特別，黄梅賞，岩手�２勝
オメガラヴィサン（騸ロードカナロア）３勝，木津川特別，�
オメガラヴィータ（牝ジャングルポケット）２勝
ロンドンデリーエア（牡 *タートルボウル）２勝，�
オメガゴールドレイ（騸キングカメハメハ）１勝

三代母 *エリンバード Erin Bird（91 Bluebird）仏国産，伊４勝，伊1000ギニー-G2，
Premio Seregno-L，フェデリコテシオ賞-G3３着，英仏・北米入着，Prix Tan-
tieme-L２着，ナッソーＳ-G2３着，ＢＣディスタフ-G1４着。産駒

エリンコート：４勝，オークス-G1，忘れな草賞-OP
エールスタンス：南関東�１勝，中央２勝，飯盛山特別。産駒
ミュゼエイリアン：３勝，毎日杯-G3，東風Ｓ-L，セントライト記念-G2２着，ニュ

ーイヤーＳ-L３着，共同通信杯-G3４着，札幌２歳Ｓ-G3４着
ダイワドノヴァン：４勝，�

オメガフォーチュン：５戦，入着。産駒
オメガエクスプレス：３勝，橘Ｓ-OP，かささぎ賞
オメガファルコン：５勝，招福Ｓ，松戸特別，両国特別
スーパーマダム：１勝。産駒
ララクリスティーヌ：４勝，雲雀Ｓ，朱鷺Ｓ-L２着，紅梅Ｓ-L２着，�
アリアナティー：兵庫�３勝，園田クイーンセレクション，兵庫若駒賞５着

四代母メイドオブ エリン Maid of Erin（82 Irish River）仏１戦。産駒
スリーミステリーズ Three Mysteries：仏１勝。産駒

スリー ボディーズ Three Bodies：仏３勝，Prix Ridgway-L，ギヨームドルナ
ーノ賞-G2２着，Prix Pelleas-L２着，Prix de Boulogne-L２着

五代母ダンシング シャドウ Dancing Shadow（77 *ダンサーズイメージ）英２勝，ナッソ
ーＳ-G2３着。スペクトラム Spectrum（愛2000ギニー-G1）の祖母

【競走成績】中央入着，２着２回，３着２回［収得賞金 \14,220,000］

【繁殖成績】
2022 （牡アドマイヤマーズ）
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64 2022ジェイエス繁殖馬セール T1056‐52

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 レッドサスペンダー

厩舎番号№64 レッドサスペンダー Red Suspender

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2017年生
（５歳）
黒鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスマンハッタンカフェ *サトルチェンジレッドアゲート

�
�
*スキャンセカンドチャンス黒鹿 2005 ベップイチバン（3）
*フロリースカップ系

【*マインドユアビスケッツを受胎（販売申込時）最終種付４月11日】

父キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳチャンピオン。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），ジオグリフ（皐月賞-G1），ソダシ（桜花
賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念-G1）

母レッドアゲート（05 マンハッタンカフェ）２勝，フローラＳ-JPN2（芝2000ｍ），フラワーＣ
-JPN3２着，日経新春杯-G2３着，紫苑Ｓ-L３着，マーメイドＳ-G3５着。産駒

レッドジェニアル（騸 黒鹿 キングカメハメハ）２勝，京都新聞杯-G2，鳴尾記念
-G3３着，神戸新聞杯-G2４着，�

ノワールギャルソン（牡 黒鹿アドマイヤムーン）３勝，障４勝
ピンクアゲート（牝 鹿 *ワークフォース）１勝
スピードソルジャー（牡 栗 *ドレフォン）１勝，�
ピジョンレッド（牝 鹿 *キングズベスト）入着，東海�２勝

祖母セカンドチャンス（97 *スキャン）入着。産駒
ディアコトミ（牝 *プリサイスエンド）１勝。産駒
コンドルヒデオ（牡メイショウサムソン）３勝，高知�12勝，兵庫�５勝，園田Ｆ

Ｃスプリント４着
三代母ベップイチバン（78 *シーホーク）２勝。産駒
テイエムメガトン：中央・北海道・岩手�５勝，ダービーグランプリ-JPN1，グランシ

ャリオＣ-JPN3，大沼Ｓ，ユニコーンＳ-JPN3５着，南関東・東海�入着，川
崎記念-JPN1２着，ダイオライト記念-JPN2２着，名古屋大賞典-JPN3３
着，オグリキャップ記念-JPN2４着

リネンツバサ：３勝，３歳抽せん馬特別，毎日杯-JPN3５着，障１勝
ホクセツパープル：不出走。産駒

ホクセツキング：７勝，トパーズＳ-OP，花園Ｓ，阿蘇Ｓ，津軽海峡特別，久留
米特別

エイユーイチバン：１戦，入着。産駒
エイユーアグネス：入着。産駒
スーパーヴィグラス：南関東�５勝，東京スプリング盃２着，京浜盃３着，

東京スプリント-JPN3５着，岩手�２勝，岩鷲賞
四代母トーエイプリンセス（73 *ネヴァービート）５戦。産駒
モンテグロリー：４勝，クローバー賞

【競走成績】中央１戦，入着［収得賞金 \900,000］

【繁殖成績】
2021 不受胎（ダノンバラード）
22 （牝ロゴタイプ）
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65 2022ジェイエス繁殖馬セール T0256‐66

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 シアン

厩舎番号№65 シアン Cyan

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2014年生
（８歳）
栗毛
千歳産

�
�
�
�

スマートストライク �
�
�

ミスター プロスペクター �
�
Raise a Native

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

Mr. Prospector
Gold Digger

Smart Strike クラッシーンスマート �
�
Smarten

Classy 'n Smart鹿 1992 No Class

�
�
�

ブルーグラスキャット �
�
Storm Cat

Bluegrass Cat
She's a Winner

*カトマンブルー アバゴールド �
�
Devil's Bag

Abba Gold鹿 2008 Valiant Jewel（4）

【ルヴァンスレーヴを受胎（販売申込時）最終種付５月17日】

父スマートストライク Smart Strike は加国産，北米６勝，フィリップＨ.アイスリンＨ-G1，
サルヴェイターマイルＨ-G3。北米チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：マインザット
バード（ケンタッキーダービー-G1），リッチストライク（ケンタッキーダービー-G1），スター
ズオンアース（オークス-G1，桜花賞-G1），ストロングリターン（安田記念-G1）

母 *カトマンブルー Kathmanblu（08 Bluegrass Cat）米国産，北米５勝，ゴールデン
ロッドＳ-G2（Ｄ8.5Ｆ），レイチェル アレクサンドラＳ-G3（Ｄ8.5Ｆ），Jessamine
S-L（芝8.5Ｆ），Sweetest Chant S-L（芝８Ｆ），レイクプラシッドＳ-G2２着，
ダブルドッグデアＳ-G3２着，P. G. Johnson S２着，アシュランドＳ-G1３着，
ＢＣジュヴェナイルフィリーズターフ-G2３着，リグレットＳ-G3４着。産駒

コバルトブルー（牡 栗オルフェーヴル）２勝，�
カンティプール（牝 鹿オルフェーヴル）２勝，�
キャプティベート（騸 黒鹿 ハーツクライ）入着，南関東�２勝，�
カレイジャス（牝 鹿ジャスタウェイ）石川�２勝，�

祖母アバ ゴールド Abba Gold（98 Devil's Bag）北米４勝，Pollyanna Pixie S２着，
Regal Rumor S２着，Winning Colors S-L３着。産駒

カトバルー Kathballu（牝 Bluegrass Cat）北米８勝，Spring Fever S-L，Pan
Zareta S，Orleans S，シカゴＨ-G3２着，Pink Ribbon S２着，ヴィクトリー
ライドＳ-G3３着，Roxelana Overnight S３着

ジップトゥマイルー Ziptomylu（牝 City Zip）北米１勝。産駒
ペイントバトル Paynt Battle（牡 Paynter）北米２勝，Equine Sales Derby２

着，Super Derby Prelude S３着
三代母ヴァリアントジュエル Valiant Jewel（90 Buckley Boy）北米６勝，Nellie Mo-

rse S-L，Lady's Secret S，オンタリオ メイトロンＳ-CAN2２着，エトビコークＳ
-CAN3２着，Prismatical S２着，ベル マホーンＳ -CAN2３着，アルゴマＳ
-CAN3３着，ジャムドラヴリーＳ-CAN3３着，Algoma S３着，Personal Ensign
S３着，Castle Forbes S３着。産駒

フレンドリー ミシェル Friendly Michelle：北米５勝，プライアリスＳ-G1。ボニー
タビアンカ Bonita Bianca（Maid of the Mist S）の母

スーパーファインシティSuperfine City：北米２戦。サムプレイス エルス Somepl-
ace Else（Donna Reed S，Iowa Breeders' Oaks）の母

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \6,500,000］

【繁殖成績】
2020 死亡（牡 サトノダイヤモンド）
21 （牝ミッキーアイル）
22 （牡トーセンラー）
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66 2022ジェイエス繁殖馬セール T0668‐60

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 エターナルディーバ

厩舎番号№66 エターナルディーバ Eternal Diva

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2016年生
（６歳）
栗毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスフジキセキ *ミルレーサーミラクルレジェンド

�
�
Awesome Again

*パーソナルレジェンド栗 2007 Highland Legend（20）

【クリソベリルを受胎（販売申込時）最終種付４月18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，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳチャンピオン。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），ジオグリフ（皐月賞-G1），ソダシ（桜花
賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念-G1）

母ミラクルレジェンド（07 フジキセキ）５勝，レパードＳ-L（Ｄ1800ｍ），関越Ｓ-L（Ｄ
1800ｍ），あおぎりＳ（Ｄ1800ｍ），東海Ｓ-G2５着，南関東�７勝，エンプレス
杯-JPN2（Ｄ2100ｍ），同３着，クイーン賞-JPN3（Ｄ1800ｍ），マリーンＣ-JPN3
（Ｄ1600ｍ），ＪＢＣレディスクラシック-L（Ｄ1800ｍ・Ｄ1600ｍ）２回，レディス
プレリュード-L（Ｄ1800ｍ）２回，ＴＣＫ女王盃-JPN3２着，スパーキングレディ
ーＣ-JPN3３着，ジャパンダートダービー-JPN1４着，帝王賞-JPN1５着，岩手
�入着，マーキュリーＣ-JPN3５着。産駒

グレートタイム（牡 黒鹿 キングカメハメハ）５勝，仁川Ｓ-L，ブラジルＣ-L，同２
着，夏至Ｓ，ユニコーンＳ-G3２着，鳳雛Ｓ-L２着，カノープスＳ-OP２着，
東海Ｓ-G2５着，南関東�入着，ジャパンダートダービー-JPN1３着，�

コンプリートベスト（牝 鹿 *エンパイアメーカー）３勝
タヒチアンダンス（牝 栗キングカメハメハ）２勝，�
ラブオブマイライフ（牝 栗キングカメハメハ）１勝，南関東�２勝
サトノアレックス（騸 栗 *ヘニーヒューズ）１勝，�

祖母 *パーソナルレジェンド Personal Legend（00 Awesome Again）米国産，北米６
勝，ターンバックジアラームＨ-G3，Stage Door Betty H-L，De La Rose S，パ
ーソナル エンスンＳ-G1２着，ダリアＨ-G2２着，エル エンシノＳ-G2２着，リ
グレットＳ-G3２着，ボールストンスパＢＣＨ-G3２着，デル マーオークス-G1
３着，デラウェアＨ-G2３着，サンタマルガリータ招待Ｈ-G1４着。産駒

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

ヒロイックテイル（牡スクリーンヒーロー）５勝，ブリリアントＳ-L，晩秋Ｓ，昇仙峡特
別，仁川Ｓ-L３着，カノープスＳ-OP３着，�

アーバンレジェンド（牝アグネスタキオン）４勝，蹴上特別。産駒
タイセイアゲイン（牡 *パイロ）３勝，天草特別，プラタナス賞，南関東�入着，

全日本２歳優駿-JPN1４着，�

【競走成績】中央１勝，３着１回［収得賞金 \12,010,000］

【繁殖成績】
2022 （牡 *ノヴェリスト）
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67 2022ジェイエス繁殖馬セール T0181‐68

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 カオール

厩舎番号№67 カオール Cahors

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2011年生
（11歳）
青毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Danzig

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

*デインヒル
Razyana

*コマンズ コートヒル ハウス �
�
My Swanee

Cotehele House黒鹿 1996 Eight Carat

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンススペシャルウィーク キャンペンガールプレミアノアール

�
�
*ヘクタープロテクターヴァンドノワール栗 2004 *プリンセスデリーデ（3）

【*ディスクリートキャットを受胎（販売申込時）最終種付４月10日】

父*コマンズ Commands は豪州産，豪４勝，ＳＴＣミサイルＳ-G3。主な産駒（ＢＭＳ）：
キャプティヴァン（ＡＴＣシャンペンＳ-G1），ポライトネス（ＶＲＣマイヤー クラシック
-G1），コンテントメント（香港チャンピオンズ マイル-G1），ゴットザ グリーンライト（南アフリ
カクラシック-G1），デルマルーヴル（名古屋グランプリ-JPN2）

母プレミアノアール（04 スペシャルウィーク）岩手�１勝。産駒
プリフォンテイン（牡 鹿アドマイヤムーン）１勝
ディマンズ（騸 鹿 *コマンズ）１勝
ブラックハウス（騸 鹿 *ストーミングホーム）入着，石川�２勝
シゲルブチョウ（牝 栗 *サウスヴィグラス）佐賀�２勝
アクティブテーラー（牝 鹿 *ザファクター）北海道�１勝，�

祖母ヴァンドノワール（96 *ヘクタープロテクター）１勝。産駒
ブラックエンブレム（牝 *ウォーエンブレム）４勝，秋華賞-JPN1，フラワーＣ-JPN3，

きんせんか賞，オークス-JPN1４着。産駒
ウィクトーリア（牝ヴィクトワールピサ）３勝，フローラＳ-G2，ローズＳ-G2３

着，オークス-G1４着
ブライトエンブレム（牡 ネオユニヴァース）２勝，札幌２歳Ｓ-G3，弥生賞

-G2２着，皐月賞-G1４着
アストラエンブレム（騸ダイワメジャー）７勝，大阪城Ｓ-L，谷川岳Ｓ-L，ラピ

スラズリＳ-L，紅葉Ｓ，古町特別，フローラルウォーク賞，エプソムＣ
-G3２着，新潟記念-G3２着，東風Ｓ-L２着（２回），メイＳ-OP２
着，巴賞-OP２着，サウジアラビアロイヤルＣ-L３着，ディセンバーＳ
-L３着，洛陽Ｓ-L３着，ニュージーランドトロフィー-G2４着，京都金杯
-G3４着，シンザン記念-G3４着，キーンランドＣ-G3５着，�

テスタメント（牡ディープインパクト）３勝，高湯温泉特別
アトリビュート（牝ディープインパクト）２勝，三国特別，�

ピースエンブレム（牝 *ウォーエンブレム）４勝，舞浜特別
アドバンスクラーレ（牝 サクラバクシンオー）中央・南関東�２戦。産駒

アドマイヤデライト（牡アドマイヤムーン）２勝，伏拝特別

【競走成績】中央２勝，２着１回［収得賞金 \15,400,000］

【繁殖成績】
2018 アナマリー（牝 *パイロ）入着，南関東�１勝，�
19 不受胎（*ディスクリートキャット）
20 バスティア（牡ファインニードル）未出走
21 （牡ファインニードル）
22 （牝 *サンダースノー）
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68 2022ジェイエス繁殖馬セール T0568‐71

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 コートゴシップ

厩舎番号№68 コートゴシップ Court Gossip

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2018年生
（４歳）
芦毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

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

�
�
�

�
�
*デインヒル

*コマンズ
Cotehele Houseハッシュ

�
�
*サンデーサイレンスサイレント芦 2011 *ライール（14）

【*アメリカンペイトリオットを受胎（販売申込時）最終種付３月16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。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），ソウルラッシュ
（マイラーズＣ-G2），ダンビュライト（京都記念-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2），リオ
ンリオン（セントライト記念-G2），ムイトオブリガード（アルゼンチン共和国杯-G2）を出す

母ハッシュ（11 *コマンズ）４勝，邁進特別（芝1000ｍ），相馬特別（芝1200ｍ）。産駒
ブレスレスリー（牝 芦 *アメリカンペイトリオット）２勝，葵Ｓ-G3３着，�

祖母サイレント Silent（01 *サンデーサイレンス）仏１勝。産駒
スピークソフトリー（牝 *アルカセット）４勝，岡崎特別，マカオジョッキークラブＴ，チュ

ーリップ賞-G3５着
ユームアルミザイン Youm Al Mizayin（牝 Cape Cross）英１勝
サンライズドバイ（牡 Dubai Destination）１勝

三代母 *ライール Laiyl（96 Nureyev）愛国産，英１勝。産駒
レイマン Layman：仏２勝，カブール賞-G3，モルニ賞-G1２着，ジャンリュックラガ

ルデール賞-G1３着，英１勝，ソヴリンＳ-G3。種牡馬
ポートレイトオブアレイディPortrait of a Lady：北米１勝。産駒

クケラチャ Kukeracha：豪４勝，ＢＲＣクイーンズランドダービー-G1，BRC
Tails S-L，ＢＲＣラフハビットプレート-G3２着，HRC Rowley Mile
-L２着，ＢＲＣクイーンズランドギニー-G2３着，ＧＣＴＣ Ａ.Ｄ.ホ
リンデイルＳ-G2３着

カメオ Cameo：豪４勝，ＩＴＣイラワラマーキュリーキースＦ.ノーランクラシ
ック-G3，Scone RC Scone Cup-L，ＭＶＲＣエリザ パーク国際Ｓ
-G3２着，ＮＪＣティビーＳ-G3３着，ＢＲＣロード メイヤーズＣ
-G3３着，ＶＲＣエドワードマニフォルドＳ-G2４着

フォンダ Fonda：英１戦。産駒
ハムウッドフライヤー Hamwood Flier：愛１勝，北米１勝，Osunitas S２着

四代母アリダレス Alydaress（86 Alydar）英２勝，リブルスデイルＳ-G2，ヨークシャー
オークス-G1２着，愛３歳牝馬チャンピオン，愛１勝，愛オークス-G1，伊入着，
ジョッキークラブ大賞典-G1２着。産駒

*アルアメント Allurement：仏２勝，クレオパトル賞-G3。産駒
クイーンカアフマヌ：１戦。産駒

カナロア：４勝，石和特別，復刻ダービースタリオンズＳ，瓢湖特別
リリコイパイ：２勝，早苗賞

【競走成績】中央６戦

【繁殖成績】
2022年より供用

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 68(1)



69 2022ジェイエス繁殖馬セール T0393‐41

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アプト

厩舎番号№69 アプト Apt

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2014年生
（８歳）
黒鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

*エンドスウィープ
Broom Danceアドマイヤムーン

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

�
�
�

�
�
Kingmambo

*キングズベスト
Allegretta

*フェリシタス エンバシー �
�
Cadeaux Genereux

Embassy鹿 2003 Pass the Peace（8）

【*パイロを受胎（販売申込時）最終種付５月12日】

父アドマイヤムーンは早来産，年度代表馬，中央・UAE10勝，ジャパンＣ-G1。主な産駒
（ＢＭＳ）：ノースブリッジ（エプソムＣ-G3），ニューモニュメント（ジュライＳ-L），ハギノピリナ
（オークス-G1３着），エイコーン（みやこＳ-G3３着），ロールオブサンダー（京都２歳Ｓ
-G3３着）。父として，ファインニードル（スプリンターズＳ-G1）を出す

母 *フェリシタス Felicitous（03 *キングズベスト）英国産，英２勝。産駒
イレイション（牡 栗ディープスカイ）５勝，春興Ｓ，刈谷特別，ディセンバーＳ-L３着
ハピネス（牝 黒鹿 *コマンズ）４勝
ファスティディアスFastidious（騸 Exceed And Excel）愛５勝
ハッピーゴラッキー（牝 鹿 *パイロ）３勝
ブラックヒューマー（牝 黒鹿ブラックタイド）１勝

祖母エンバシー Embassy（95 Cadeaux Genereux）全欧２歳牝馬チャンピオン，英３
勝，チェヴァリーパークＳ-G1，プリンセスマーガレットＳ-G3，ロウザーＳ-G2２
着。産駒

ポリテスPolitesse（牝 Barathea）不出走。産駒
キングズ アポッスル King's Apostle（牡 *キングズベスト）英６勝，ダイアデ

ムＳ-G2，仏１勝，モーリスドギース賞-G1。種牡馬
*エーシンスペリアー（牝 *キングズベスト）東海�入着。産駒

エイシンスレイマン（牡ディープインパクト）３勝，秩父特別，岩手�３勝，
�

*スノーキトゥン Snow Kitten（牝 Storm Cat）不出走。産駒
ファンタスティックスノウ Fantastic Snow（牝 *ファンタスティックライト）不出走。

産駒
フライヤー Flyer（牡 Scat Daddy）チリ４勝，チリポーリャデ ポトリリョス

-G1，クリアドレス大賞典-G2，コロナシオン大賞典-G2。種牡馬
ファンタスマゴリコ Fantasmagorico（牡 Scat Daddy）チリ５勝，アルベ

ルトビアル インファンテ賞-G1，コロナシオン大賞典-G2，エル
ダービー-G1２着。種牡馬

スノウシーカー Snow Seeker（牝 Seeking the Gold）北米２勝。産駒
フレンチー ボブキャット Frenchy Bobcat（騸 Sixthirteen）北米２勝，

Cavonnier Juvenile S３着

【競走成績】中央１勝，２着２回，３着２回［収得賞金 \19,700,000］

【繁殖成績】
2020 ラケマーダ（牡 *アメリカンペイトリオット）未出走
21 （牡 *パイロ）
22 （牡 *サンダースノー）
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70 2022ジェイエス繁殖馬セール T0739‐32

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 グローバリズム

厩舎番号№70 *グローバリズム Globalism（IRE）

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2017年生
（５歳）
栗毛
愛国産

�
�
�
�

ドバウィ �
�
�

ドバイミレニアム �
�
Seeking the Gold

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

Dubai Millennium
Colorado Dancer

Dubawi ゾマラダー �
�
Deploy

Zomaradah鹿 2002 Jawaher

�
�
�

シャマーダル �
�
Giant's Causeway

Shamardal
Helsinkiゴールデングローブ

�
�
*フォーティナイナー

*ゴールドサンライズ栗 2008 Seattle Dawn（A4）

【*サンダースノーを受胎（販売申込時）最終種付４月３日】

父ドバウィDubawi は愛国産，英愛仏５勝，愛2000ギニー-G1，ジャック ル マロワ賞
-G1。仏総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：アダイヤー（英ダービー
-G1），ホームレスソングズ（愛1000ギニー-G1），ナジーフ（サンチャリオットＳ-G1），ドリー
ムキャッスル（ジェベル ハッタ-G1），ブレアハウス（ジェベル ハッタ-G1）

母ゴールデングローブ（08 Shamardal）５勝，府中Ｓ（芝2000ｍ），三面川特別（芝1800
ｍ），愛知杯-G3５着。産駒

*ベストピクチャー（牝 栗 Dubawi）５戦，入着
祖母 *ゴールドサンライズ Gold Sunrise（93 *フォーティナイナー）米国産，北米３勝，

ゴールデンロッドＳ-G3，Pocahontas S-L２着，アルシバイアディーズＳ-G2３
着。産駒

ティー エス エリオット T S Eliot（牡 Storm Cat）北米２勝，Tony Gatto Dream
Big S３着

アルヘンティナ Argentina（牝 Storm Cat）北米１勝，アスタリタＳ-G2４着。産駒
*バーナスコーニ Bernasconi（騸 Rahy）英１勝，北米１勝，Oceanside S３

着，南関東�４勝
タランパヤ Talampaya（牝 Elusive Quality）不出走。ラリオハ La Rioja（牝

Hellvelyn：ディックプールフィリーズＳ-G3）の母，リバティビーチ
Liberty Beach（牝 Cable Bay：テンプルＳ-G2，モールクームＳ-G3，
アベイユドロンシャン賞-G1３着），リズム マスター Rhythm Mas-
ter（騸 Dark Angel：モルニ賞-G1３着）の祖母

バドラーン Badraan（牝 Danzig）UAE３勝。産駒
イースタン アリア Eastern Aria（牝 Halling）英９勝，パークヒルＳ-G2，リリ

ーラングトリーフィリーズＳ-G3，Aphrodite S-L，仏１勝，Prix Joub-
ert-L，ポモーヌ賞-G2４着，北米入着，Ｅ.Ｐ.テイラーＳ-G1４着，独
入着，ゲルリンク賞-G2４着

ゴールデンスフィンクスGolden Sphinx（牝 Storm Cat）北米１勝。産駒
トライユア ラック Try Your Luck（牝 Lookin At Lucky）北米３勝，Duel-

ing Grounds Oaks，ラプレヴォワイヤントＨ-G3３着，リグレットＳ-G3
３着，パッカー アップＳ-G3３着，TaWee S３着，Tropical Park
Oaks３着

ハイクオリティHigh Quality（牝 Elusive Quality）北米４勝，Langhorne S
-L３着

【競走成績】中央入着，３着１回，南関東�３勝［収得賞金 \6,680,000］

【繁殖成績】
2022年より供用
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71 2022ジェイエス繁殖馬セール T0087‐34

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ミラグロッサ

厩舎番号№71 ミラグロッサ Milagrosa

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

2008年生
（14歳）
栃栗毛
白老産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

*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グレースランド

�
�
*ディクタスゴールデンサッシュ栗 1998 ダイナサッシュ（1）
*ロイヤルサッシュ系

【*シスキンを受胎（販売申込時）最終種付４月１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）：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），ユアソング（ＢＲＣ ＢＴＣカップ-G1），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）

母グレースランド（98 *トニービン）４戦，入着。産駒
ドリームパスポート（牡 青鹿 フジキセキ）３勝，神戸新聞杯-JPN2，きさらぎ賞

-JPN3，ジャパンＣ-G1２着，皐月賞-JPN1２着，菊花賞-JPN1２着，阪神
大賞典-G2２着，京都２歳Ｓ-L２着，萩Ｓ-OP２着，ダービー-JPN1３
着，スプリングＳ-JPN2３着，有馬記念-JPN1４着，大阪杯-G2４着，京都
記念-G2４着，アメリカＪＣＣ-JPN2５着

フロンティア（牡 栗ダイワメジャー）２勝，新潟２歳Ｓ-G3，ファルコンＳ-G3３着，
デイリー杯２歳Ｓ-G2４着，中京記念-G3４着

ラウンドワールド（牡 鹿 ディープインパクト）３勝，アンドロメダＳ-L，コスモス賞
-OP，札幌２歳Ｓ-G3２着，共同通信杯-G3４着

セイクリッドセブン（牡 栗フジキセキ）５勝，尼崎Ｓ，小豆島特別
フィーリングトーン（牝 鹿 *ワイルドラッシュ）１勝。産駒

エールヴォア（牝ヴィクトワールピサ）２勝，エリカ賞，フラワーＣ-G3２着，アル
テミスＳ-G3３着

エマージングロール（牡 ネオユニヴァース）４勝，天の川Ｓ，�
祖母ゴールデンサッシュ（88 *ディクタス）５戦，入着。ステイゴールド（牡 *サンデーサ

イレンス：香港ヴァーズ-G1），レクレドール（牝 *サンデーサイレンス：ローズＳ
-JPN2）の母，ショウナンパンドラ（牝 ディープインパクト：最優秀古牝馬，ジャ
パンＣ-G1），ベルーフ（牡 *ハービンジャー：京成杯-G3）の祖母，カラテ（牡ト
ゥザグローリー：東京新聞杯-G3），タガノパッション（牝 キングカメハメハ：スイ
ートピーＳ-L）の三代母

【競走成績】中央１勝，２着２回，３着２回，東海�２勝［収得賞金 \20,980,000］

【繁殖成績】
2015 不受胎（ルーラーシップ）
16 流産（*ノヴェリスト）
17 早期流産（*ノヴェリスト）
18 ミラキュラスサイン（牡 *ハービンジャー）石川�入着
19 ミラキュラスライト（牡エイシンフラッシュ）２勝，�
20 プリメールアモーレ（牝ミッキーアイル）未出走
21 流産（モーリス）
22 （牡モーリス）
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72 2022ジェイエス繁殖馬セール T0701‐04

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ジェネレイトヒート

厩舎番号№72 ジェネレイトヒート Generate Heat

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

2018年生
（４歳）
黒鹿毛
白老産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

*サンデーサイレンス
Wishing Wellディープインパクト

�
�
Alzao

*ウインドインハーヘア鹿 2002 Burghclere

�
�
�

ストリートクライ �
�
Machiavellian

Street Cry
Helen Street

*トータルヒート
�
�
Unusual Heat

*リーサルヒート栗 2011 Lethal Leta（22）

【ルーラーシップを受胎（販売申込時）最終種付２月26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）：ブロウアウト（ファーストレイデ
ィＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），アンドヴァラナウト
（ローズＳ-G2），アリストテレス（アメリカＪＣＣ-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母 *トータルヒート（11 Street Cry）米国産，５勝，山城Ｓ（芝1200ｍ），三鷹特別（芝
1400ｍ），ルミエールオータムダッシュ-OP２着。産駒

キャンデセント（牡 鹿ディープインパクト）１勝，�
祖母 *リーサルヒート Lethal Heat（05 Unusual Heat）米国産，北米６勝，ハリウッド

オークス-G2，サンタポーラＳ-G3，Real Good Deal S，Fleet Treat S，レイデ
ィズシークレットＳ-G1２着，パロマーＨ-G2２着，California Cup Classic H２
着，デル マーオークス-G1３着，クレメントＬ.ハーシュＳ-G1３着，デル マー
マイルＨ-G2３着，レイルバードＳ-G3３着，モンロヴィアＨ-G3３着。産駒

リーサルストライク（牡 Smart Strike）２勝
アルティマヒート（牝ステイゴールド）１勝

三代母リーサル リタ Lethal Leta（91 Synastry）北米12勝，Santa Clara H，Golden
State Lotto H，High Estimate H，Variety Baby H，Rainbow Meadows
Thoroughbreds H，Ribbonwood Farm H，Idaho Cup Juvenile Champions-
hip S，Idaho Cup Distaff Derby，Santa Clara H-L２着，Palo Alto H-L２着，
Cecilia de Mille Harper H２着，San Jose Breeders' Cup H２着，Los Altos
H２着，Tanaka Family Farm H２着，Star Ball H３着，Petite Ile H３着，
North Sider H３着，Arches of Gold H３着，Pleasanton Senorita S３着。
産駒

プリヴァレント Prevalent：北米３勝，Meafara S
リーサル ハンター Lethal Hunter：不出走。産駒

ザ ハンティド The Hunted：北米４勝，Crystal Water S
ハンツヴィル Huntsville：北米３勝，Crystal Water S２着，デル マーＨ-G2

３着
四代母チップトッパー Tiptopper（80 Shecky Greene）北米２勝。産駒
トップ バンク Top Bank：北米３勝，Eloquent S２着，Pasadena S-L３着。産駒

ザムライト Zamrite：北米４勝，Bill Thomas Memorial H３着
五代母アウトドロー Out Draw（68 Speak John）北米４勝。パドゥア Padua（スワップス

Ｓ-G1）の祖母

【競走成績】中央３戦

【繁殖成績】
2022年より供用
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73 2022ジェイエス繁殖馬セール T0658‐46

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 エクストラペトル

厩舎番号№73 エクストラペトル Extra Petal

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

2012年生
（10歳）
鹿毛
白老産

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

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

�
�
�

バーリ �
�
Riverman

Bahri
Wasnah

*ライラックレーン ライラックガーデン �
�
Roberto

Lilac Garden鹿 1997 Balletomane（19）

【サトノダイヤモンドを受胎（販売申込時）最終種付４月３日】

父キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳチャンピオン。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），ジオグリフ（皐月賞-G1），ソダシ（桜花
賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念-G1）

母 *ライラックレーン Lilac Lane（97 Bahri）米国産，不出走。産駒
フィフスペトル（牡 鹿 キングカメハメハ）５勝，京成杯オータムＨ-G3，函館２歳

Ｓ-JPN3，東風Ｓ-L，夏至Ｓ-OP，マイルチャンピオンシップ-G1２着，朝日
杯フューチュリティＳ-JPN1２着，京王杯２歳Ｓ-JPN2２着，ファイナルＳ-L
２着，スプリングＳ-JPN2３着，ダービー卿チャレンジトロフィー-G3４着，Ｎ
ＨＫマイルＣ-G1５着，マイラーズＣ-G2５着

グラン プロスペクト Gran Prospect（騸 Crafty Prospector）北米６勝，ケンタッキ
ージョッキークラブＳ-G2２着

ノーフォークパイン（牡 鹿 Crafty Prospector）３勝
ヴァルガリス（牡 黒鹿アグネスタキオン）岩手�１勝

祖母ライラックガーデン Lilac Garden（86 Roberto）北米３勝。産駒
ブラッシング ケイディー Blushing K. D.（牝 *ブラッシングジョン）北米８勝，ケ

ンタッキーオークス-G1，ファンタジーＳ-G2，モンマスＢＣオークス-G2，フ
ェアグラウンズオークス-G3，Davona Dale S-L

アンビシャス キャット Ambitious Cat（牝 Storm Cat）加芝牝馬チャンピオン，北
米５勝，ダンススマートリーＳ-G2，カナディアンＨ-G2２着。*ジャスパー
プリンス（牡 Violence：エニフＳ-L），クール シャドウズ Cool Shadows
（牝 Munnings：Princess Elizabeth S）の祖母

フェブラリー ストーム February Storm（牡 Storm Cat）北米４勝，Storm Cat S
-L，Exceller H-L３着，Woodlawn S-L３着。種牡馬

エレクトロニックユニコーン Electronic Unicorn（騸 *ハウスバスター）香港年度代
表馬，香港11勝，Stewards' Cup（２回），香港マイル-G1２着（２回）

シャレイジブロッサム Sharaiji Blossom（牝 Saint Ballado）英１勝。ドスラク クイ
ーン Dothraki Queen（牝 Pure Prize：ポカホンタスＳ-G2）の母

【競走成績】中央１勝，２着２回，３着３回，南関東�１勝，岩手�入着
［収得賞金 \19,275,000］

【繁殖成績】
2019 ロータスペトル（牡イスラボニータ）５戦，入着
20 アンスリウム（牝リアルスティール）未出走
21 （牡 *キンシャサノキセキ）
22 （牡オルフェーヴル）
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74 2022ジェイエス繁殖馬セール T0162‐11

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ティックルゴールド

厩舎番号№74 ティックルゴールド Tickle Gold

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

2011年生
（11歳）
鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

*サンデーサイレンス
Wishing Wellステイゴールド

�
�
*ディクタスゴールデンサッシュ黒鹿 1994 ダイナサッシュ

�
�
�

�
�
Deputy Minister

*フレンチデピュティ
Mitterandティックルピンク

�
�
Crafty Prospector

*ブラッシングプリンセス栗 2006 Princess Laika（2）

【*ナダルを受胎（販売申込時）最終種付４月９日】

父ステイゴールドは白老産，中央・UAE・香港７勝，香港ヴァーズ-G1，ドバイシーマク
ラシック-G2。主な産駒（ＢＭＳ）：アランバローズ（全日本２歳優駿-JPN1），ライオンボス
（アイビスサマーダッシュ-G3），クリスマス（函館２歳Ｓ-G3），ブラックバゴ（アンドロメダＳ
-L，京成杯-G3２着），ショウナンマグマ（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3２着）

母ティックルピンク（06 *フレンチデピュティ）１勝。産駒
アンジュデジール（牝 黒鹿 ディープインパクト）３勝，ＪＢＣレディスクラシック

-JPN1，チャンピオンズＣ-G1４着，エルムＳ-G3５着，南関東�３勝，エ
ンプレス杯-JPN2，マリーンＣ-JPN3，スパーキングレディーＣ-JPN3，関東
オークス-JPN2２着，クイーン賞-JPN3２着，レディスプレリュード-JPN2３
着，同４着，ＪＢＣレディスクラシック-JPN1５着

アルドーレ（牡 栗 オルフェーヴル）６勝，ブリリアントＳ-L，阿蘇Ｓ-OP，納屋橋Ｓ，
伊勢佐木特別，仁川Ｓ-L２着，ジュライＳ-L３着，アルデバランＳ-OP３
着，平安Ｓ-G3４着，アンタレスＳ-G3５着，�

アキトクレッセント（牡 鹿 *ウォーエンブレム）６勝，ギャラクシーＳ-OP，昇竜Ｓ-OP，
鎌倉Ｓ，クリスマスキャロル賞，欅Ｓ-L２着，武蔵野Ｓ-G3３着，霜月Ｓ-L
３着，エニフＳ-L３着，青竜Ｓ-OP３着，東海�１勝，東海桜花賞３着

ラヴィッスマン（牡 鹿ロードカナロア）北海道�３勝，中央入着
インスピラーレ（牝 黒鹿ドゥラメンテ）岩手�２勝
ウェルノーテッド（牝 黒鹿ドリームジャーニー）５戦，入着。産駒

スズカマジェスタ（牡 *マジェスティックウォリアー）２勝，�
祖母 *ブラッシングプリンセス Blushing Princess（96 Crafty Prospector）米国産，北

米１戦。産駒
オールブラッシュ（牡 *ウォーエンブレム）５勝，観月橋Ｓ，南関東�２勝，川崎記

念-JPN1，同３着，浦和記念-JPN2，かしわ記念-JPN1２着，南関東�１
勝，報知オールスターＣ。種牡馬

ファーストブラッシュ First Blush（牡 *フレンチデピュティ）北米７勝，スペクタキ
ュラービッドＳ-G3，ボールドルーラーＨ-G3３着

【競走成績】中央３勝，２着３回，３着３回，八ヶ岳特別２着
［収得賞金 \39,738,000］

【繁殖成績】
2018 ブラッシングリー（牝エピファネイア）石川�１勝
19 ティックタックトー（牡 *ハービンジャー）北海道・東海�９戦，�
20 ティックルハート（牝 *ドレフォン）未出走
21 （牡 *ニューイヤーズデイ）
22 （牝ジャスタウェイ）
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75 2022ジェイエス繁殖馬セール T0669‐73

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ニシノヒナマツリ

厩舎番号№75 ニシノヒナマツリNishinohinamatsuri

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2014年生
（８歳）
栗毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

さとう＝新ひだか町三石本桐 ℡0146（37）6822

*サンデーサイレンス
Wishing Wellマツリダゴッホ

�
�
Bel Bolide

*ペイパーレイン鹿 2003 *フローラルマジック

�
�
�

ラーイ �
�
Blushing Groom

Rahy
Glorious Song

*パラディナ クンバメラ �
�
Hero's Honor

Khumba Mela鹿 2002 Luth de Crystal（20）

【セイウンコウセイを受胎（販売申込時）最終種付４月17日】

父マツリダゴッホは静内産，10勝，有馬記念-G1，日経賞-G2。主な産駒（ＢＭＳ）：ナムラ
リコリス（函館２歳Ｓ-G3），アルーブルト（加古川Ｓ）。父として，ロードクエスト（スワンＳ
-G2），マイネルハニー（チャレンジＣ-G3），リンゴアメ（函館２歳Ｓ-G3），クールホタルビ
（ファンタジーＳ-G3），ウインマーレライ（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3）を出す

母 *パラディナ Paladina（02 Rahy）仏国産，仏１勝。産駒
ニシノカチヅクシ（牡 黒鹿 ゼンノロブロイ）３勝，木津川特別，コスモス賞-OP２着，

高知�５勝
ニシノウララ（牝 青鹿リーチザクラウン）２勝，京王杯２歳Ｓ-G2５着
アンジェロ（牝 青鹿マンハッタンカフェ）南関東�入着。産駒
ヴェレノ（牝 *プリサイスエンド）北海道�１勝，高知�４勝，黒潮皐月賞，高知

優駿２着，黒潮菊花賞２着，土佐春花賞２着，�
ニシノユメマクラ（牝 鹿 *アグネスデジタル）１勝，南関東�３勝
ニシノヘレンド（牝 黒鹿 Oasis Dream）５戦，入着。産駒
タイセイブレイズ（牡ワールドエース）南関東�２勝，中央１勝，�

祖母クンバ メラ Khumba Mela（95 Hero's Honor）仏３勝，クロエ賞-G3，Prix Rola-
nd de Chambure-L，Prix Amandine-L２着，アスタルテ賞-G2３着，モルニ賞
-G1４着，マルセルブサック賞-G1４着，北米２勝，ノーブル ダムゼルＨ-G3，
ダイアナＨ-G2２着，マイチャーマーＨ-G3３着。産駒

ウィルキ Wilki（牝 Oasis Dream）仏２勝，Criterium du Bequet-L，ボワ賞-G3２
着，アランベール賞-G3２着，カブール賞-G3３着

マディヤ Madhya（牝 Gone West）仏２勝，Prix Solitude-L。産駒
マドンジェMadonje（牝 Monsun）独１勝，シュヴァルツゴルトレンネン-G3４

着，仏１勝
マディアナ Madhyana（牝 Monsun）独２勝。ミシコ Mythico（牡 Adlerflug：

独2000ギニー-G2，ラティボル公爵レンネン-G3）の母
フルールドセル Fleur de Sel（牝 Linamix）不出走。産駒

ソルトレイクシティSalt Lake City（牡 Holy Roman Emperor）仏５勝，Prix
Francois Boutin-L３着

テリチャン Terrichang（牝 Dandy Man）英入着，Ripon Champion Two-
Year-Old Trophy-L３着

【競走成績】中央１勝，３着２回［収得賞金 \14,350,000］

【繁殖成績】
2020 （牝 サトノクラウン）
21 （牡ストロングリターン）
22 （牝 *モズアスコット）
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76 2022ジェイエス繁殖馬セール T0569‐06

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ニシノリコルディ

厩舎番号№76 ニシノリコルディNishino Ricordi

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2012年生
（10歳）
鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

ガーベラパークスタッド＝浦河町西幌別 ℡0146（28）1150

*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

�
�
�

�
�
*ブライアンズタイムタニノギムレット タニノクリスタルニシノブルームーン

�
�
Alzao

*カプリッチョーサ鹿 2004 Clanjingle（14）

【リーチザクラウンを受胎（販売申込時）最終種付５月14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）：エフフォーリア（皐月賞-G1，有馬記念-G1，天皇賞・
秋-G1），タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1），ケイデンスコール（マイラーズＣ
-G2），トロワゼトワル（京成杯オータムＨ-G3２回），ヴァルディゼール（シンザン記念-G3）

母ニシノブルームーン（04タニノギムレット）６勝，中山牝馬Ｓ-G3（芝1800ｍ），府中Ｓ
（芝2000ｍ），鎌ヶ谷特別（芝1800ｍ），マーメイドＳ-G3２着，同４着，ヴィクトリ
アマイル-G1３着，愛知杯-G3５着。産駒

ニシノエアレス（牝 栗ヴィクトワールピサ）１勝
ニシノバシャール（牡 鹿ナカヤマフェスタ）岩手�１勝

祖母 *カプリッチョーサ Capricciosa（88 Alzao）愛国産，愛２歳牝馬チャンピオン，愛
３勝，モイグレアスタッドＳ-G1，デビュータントＳ-G3，英１勝，チェヴァリー パ
ークＳ-G1。産駒

ブランドキャリー（牝 サクラユタカオー）４勝，萩特別
ニシノエルハーブ（牝 *エルハーブ）３勝。産駒
クルンプホルツ（牝 *シンボリクリスエス）２勝。産駒

スターストラック（牡トーセンホマレボシ）３勝，檜山特別
三代母クランジングル Clanjingle（80 Tumble Wind）愛英９戦。産駒

ポリッシュリズム Polish Rhythm：英１勝，Joel S-L３着
コールミーアリスCall Me Alice：愛６戦。産駒

コール ミービッグ Call me Big：独４勝，ベナツェトレンネン-G3，Dortmun-
der Fliegerpreis-L，Silberne Peitsche-L，同２着，Scherping-Ren-
nen-L２着，Dusseldorf-Cup-L２着，Bremer Sprint-Cup-L２着，ゴ
ルデネパイチェ-G2３着，ホルステントロフィー-G3４着。種牡馬

コールミーイーグル Call me Eagle：独２勝，Oppenheim-Rennen-L３着，ス
イス１勝

クランデスタンアフェア Clandestine Affair：英３戦。産駒
ラセルベサ La Cerveza：伊３勝，Premio Buontalenta-L２着

【競走成績】中央入着，南関東�入着［収得賞金 \2,330,000］

【繁殖成績】
2017 生後直死（*ダンカーク）
18 ニシノリコリス（牝 *ダンカーク）兵庫�入着，�
19 ニシノスピカ（牝 *ダンカーク）１勝，�
20 ニシノシャカリキ（牡 *アジアエクスプレス）未出走
21 （牝エピファネイア）
22 （牡リオンディーズ）
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77 2022ジェイエス繁殖馬セール F1458‐44

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 バーベードス

厩舎番号№77 *バーベードス Barbados（FR）

パカパカファーム＝新冠町新和 ℡01456（5）6333

2016年生
（６歳）
鹿毛
仏国産

�
�
�
�

ダラカニ �
�
�

ダルシャーン �
�
Shirley Heights

パカパカファーム厚賀分場＝日高町賀張

Darshaan
Delsy

Dalakhani ダルタワ �
�
Miswaki

Daltawa芦 2000 Damana

ベイルート �
�
�

タートルアイランド �
�
Fairy King

Turtle Island
Sisania

Beirut バジョネット �
�
Lomond

Bajonette鹿 2002 Bolivia（28）

【*モズアスコットを受胎（販売申込時）最終種付３月28日】

父ダラカニ Dalakhani は愛国産，全欧年度代表馬，仏８勝，凱旋門賞-G1，仏ダービー
-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ピナツボ（デューハーストＳ-G1），シャンティサラ（クイーン エリザ
ベス二世チャレンジカップＳ-G1），タワーオブロンドン（スプリンターズＳ-G1），トーキョー
ゴールド（伊ダービー-G2），ロイヤル パトロネイジ（ロイヤルロッジＳ-G2）

母ベイルート Beirut（02 Turtle Island）独１勝，モーリスラクロワトロフィー-G2２着。産
駒

*バーベードス Barbados（牝 鹿 Dalakhani）本馬
ベルクヴィントBergwind（騸 Wiesenpfad）独３勝，仏２勝，ベルギー１勝
ブラックバーン Blackburn（牡 Black Sam Bellamy）伊２勝

祖母バジョネット Bajonette（91 Lomond）独２勝，Fruhjahrs-Stuten-Preis-L。産駒
バルセット Barsetto（牡 Acatenango）独３勝，Jean Harzheim-Rennen-L，ウニオ

ーンレンネン-G2２着，フュルシュテンベルクレンネン-G3３着。種牡馬
ベルムンド Belmundo（牡 Monsun）独４勝，バーデンヴュルテンベルクトロフィー

-G3２着
三代母ボリヴィア Bolivia（83 Windwurf）独２勝，Sierstorpff-Rennen-L，モエ＆シャン

ドンツークンフツレンネン-G2４着。産駒
フェデガルシア ジオフリー Fedegarcia Gioffry：伊４勝，Premio Repubbliche

Marinare-L，Criterium Femminile-L，Premio Alessandro Perrone-L２
着，ドルメーロ賞-G3４着。産駒

フェデマルティナ Fedemartina：伊２勝，Premio Criterium Aretuseo-L２着
コチャバンバ Cochabamba：英２勝，Radley S-L３着

四代母ボッツィア Boccia（77 Priamos）独２勝。産駒
ビスマルク Bismarck：独９勝，Benazet-Rennen-L，Rostek & Pesch Rennen-L，

Oppenheim-Rennen-L，独2000ギニー-G2２着
ボルザト Borsato：独３勝，ヴィンターファヴォリテン賞-G3３着，スイス１勝
ボゴタ Bogota：独３勝，伊入着，フェデリコテシオ賞-G3４着

五代母ボニー Bonnie（70 Soderini）不出走。産駒
ボニト Bonito：独８勝，バーデナーマイレ-G3，ヘッセン ポカル-G3２着，エッティン

ゲンレンネン-G3３着，独障６勝。種牡馬
ボンヌシャンスBonne Chance：独２勝。産駒

ボンヴィヴァン Bonvivant：独３勝，メルセデスベンツ大賞典-G2，オイロパシ
ャンピオナート-G2３着，伊２勝。種牡馬

【競走成績】独２勝，伊入着，２着１回，ドルメーロ賞-G3２着［収得賞金 €64,390］

【繁殖成績】
2022 （牡 サクソンウォリアー Saxon Warrior）
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78 2022ジェイエス繁殖馬セール T0397‐02

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ボカイウヴァ

厩舎番号№78 *ボカイウヴァ Bocaiuva（IRE）

パカパカファーム＝新冠町新和 ℡01456（5）6333

2011年生
（11歳）
栗毛
愛国産

�
�
�
�

テオフィロ �
�
�

ガリレオ �
�
Sadler's Wells

パカパカファーム厚賀分場＝日高町賀張

Galileo
Urban Sea

Teofilo スピアビーン �
�
*デインヒル

Speirbhean鹿 2004 Saviour

ブレスオブラヴ �
�
�

ムタクディム �
�
Seeking the Gold

Mutakddim
Oscillate

Breath of Love ブレステイキング �
�
Nureyev

Breath Taking栗 2002 Cap d'Antibes（8）

【*ニューイヤーズデイを受胎（販売申込時）最終種付２月12日】

父テオフィロ Teofilo は愛国産，全欧２歳牡馬チャンピオン，愛英５戦全勝，デューハー
ストＳ-G1，愛ナショナルＳ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：コロエボス（英2000ギニー-G1，セント
ジェイムズ パレスＳ-G1），マクスウィニー（愛2000ギニー-G1），カシェ（英1000ギニー
-G1），ドリームローパー（ムーランドロンシャン賞-G1），トスカナベル（独オークス-G1）

母ブレス オブ ラヴ Breath of Love（02 Mutakddim）仏４勝，Prix du Point du Jour
-L２着，伊１勝，キウスーラ賞-G3（芝1400ｍ）。産駒

*ボカイウヴァ Bocaiuva（牝 栗 Teofilo）本馬
ビューティオブ ラヴ Beauty of Love（牝 Elusive City）仏３勝，Prix Miss Sat-

amixa-L
ブラストエコー Blast Echo（牝 Falco）仏１勝，Prix Volterra-L３着
ブレスオブファイア Breath of Fire（騸 Intello）仏５勝
アルコイAlcoy（牡 Aussie Rules）仏４勝

祖母ブレス テイキング Breath Taking（82 Nureyev）仏３勝，エクリプス賞-G3，モー
トリー賞-G3，Prix Yacowlef-L，アランベール賞-G3２着，フォレ賞-G1３着。産
駒

ボロディスルー Borodislew（牝 Seattle Slew）仏２勝，ポルトマヨ賞-G3，北米８
勝，チューラヴィスタＨ-G2，ホーソーンＨ-G2，レイディズ シークレットＨ
-G3。カナディアンフロンティア Canadian Frontier（牡 Gone West：ボ
ールドルーラーＨ-G3），シーキング スルー Seeking Slew（牡 Seek-
ing the Gold：ケントＢＣＳ-G3），スルーファウンドマネー Slewfound-
money（牝 Seeking the Gold：Dolly Jo S）の母，オーサム スルー Awe-
some Slew（牡 Awesome Again：スマーティジョーンズＳ-G3）の祖母

アラビアン スカイArabian Sky（牡 Fappiano）仏１勝，シェーヌ賞-G3３着
ビーンエリット Bene Erit（牡 Bering）仏２勝，Prix Djebel-L２着，Prix du Pont-

Neuf-L２着，北米２勝，Fair Grounds Breeders' Cup H-L３着

【競走成績】仏３勝，２着１回，Prix Charles Laffitte-L（芝2000ｍ），フロール賞-G3２
着，グロット賞-G3４着，クレオパトル賞-G3４着，北米入着，ギャロレットＨ-G3４
着［収得賞金 €92,500，$12,155］

【繁殖成績】
2017 マテンロウヒーロー（騸スクリーンヒーロー）平障10戦
18 ヴァルガス（牡モーリス）入着，北海道�２勝，�
19 マテウス（牡モーリス）入着，�
20 ミロスラヴァ（牝モーリス）未出走
21 流産（サトノダイヤモンド）
22 不受胎（サトノダイヤモンド）
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79 2022ジェイエス繁殖馬セール T0287‐59

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ベルシルエット

厩舎番号№79 ベルシルエット Belle Silhouette

今牧場＝新ひだか町静内豊畑 ℡090（7053）0268

2012年生
（10歳）
黒鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

今牧場＝新ひだか町静内豊畑 ℡090（7053）0268

*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

�
�
�

�
�
Ahonoora

*ドクターデヴィアス
Rose of Jerichoヴァイオレットラブ

�
�
Mr. Prospector

*ヴァインゴールド栗 1997 Chancy Dance（4）

【*モズアスコットを受胎（販売申込時）最終種付４月２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）：ブロウアウト（ファーストレイデ
ィＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），アンドヴァラナウト
（ローズＳ-G2），アリストテレス（アメリカＪＣＣ-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母ヴァイオレットラブ（97 *ドクターデヴィアス）７戦。産駒
コイウタ（牝 栃栗フジキセキ）最優秀古牝馬，５勝，ヴィクトリアマイル-JPN1，クイ

ーンＣ-JPN3，菜の花賞-OP，カンナＳ-OP，ダービー卿チャレンジＴ-G3２
着，オーロＣ-L２着，桜花賞-JPN1３着，京王杯２歳Ｓ-JPN2３着。産駒

ユラノト（牡 キングカメハメハ）６勝，マリーンＳ-OP，麦秋Ｓ，摩耶Ｓ，根岸Ｓ
-G3２着，ギャラクシーＳ-OP２着，フェブラリーＳ-G1３着

ミッキーラブソング（牡キングカメハメハ）７勝，タンザナイトＳ-OP，同２着，安
土城Ｓ-OP，佐世保Ｓ，六甲アイランドＳ，鞍馬Ｓ-OP２着，京都金杯
-G3３着，阪急杯-G3４着，北九州記念-G3５着

アルティメイトラブ（牝 *シンボリクリスエス）兵庫�２勝，中央１勝。ゴッドセレク
ション（牡 *ノヴェリスト：ジャパンダートダービー-JPN1２着）の母

ベールドインパクト（牡 鹿 ディープインパクト）３勝，ディセンバーＳ-L，すみれＳ
-OP，京都記念-G2２着，京都新聞杯-G2２着，きさらぎ賞-G3３着，菊花
賞-G1４着，阪神大賞典-G2４着

フナウタ（牝 栗ダイワメジャー）３勝，飯坂温泉特別
ヴァインドレッサー（牝 鹿 *エンドスウィープ）１勝。産駒

タイセイサミット（牡ダイワメジャー）５勝，メイＳ-OP，武庫川Ｓ，名古屋日刊ス
ポーツ杯，寒竹賞，米子Ｓ-L２着，谷川岳Ｓ-L２着，東風Ｓ-L２着，
毎日杯-G3３着，弥生賞-G2４着

ラヴソレイユ（牝 鹿フジキセキ）３戦。産駒
タガノグルナ（牡 ルーラーシップ）４勝，鳥取特別，早鞆特別，障１勝，小倉サ

マージャンプ５着，�
タガノファジョーロ（牡 *バゴ）３勝，天草特別，障１勝，�

【競走成績】中央４戦

【繁殖成績】
2017 プエンテデグロリア（牝エイシンフラッシュ）岩手�２勝
18 不受胎（ロードカナロア）
19 クリスタルレイ（牝 ルーラーシップ）南関東�入着，�
20 ベルストック（牡 *タリスマニック）未出走
21 （牡 *カリフォルニアクローム）
22 （牝リオンディーズ）
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80 2022ジェイエス繁殖馬セール T0543‐45

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ティンクルハート

厩舎番号№80 ティンクルハート Tinkle Heart

今牧場＝新ひだか町静内豊畑 ℡090（7053）0268

2003年生
（19歳）
青鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

ヘイロー �
�
Hail to Reason

今牧場＝新ひだか町静内豊畑 ℡090（7053）0268

Halo
Cosmah

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

Wishing Well青鹿 1986 Mountain Flower

�
�
�

�
�
Roberto

*ブライアンズタイム
Kelley's Dayファレノプシス

�
�
Storm Cat

*キャットクイル黒鹿 1995 Pacific Princess（13）

【種付せず】

父*サンデーサイレンス Sunday Silence は米国産，米年度代表馬，北米９勝，ケンタッ
キーダービー-G1。本邦総合・２歳チャンピオンサイアー。本邦ＢＭＳチャンピオン。主な
産駒（ＢＭＳ）：ドゥラメンテ（ダービー-G1），アーモンドアイ（ジャパンＣ-G1２回），ロゴタイ
プ（皐月賞-G1），メールドグラース（ＭＲＣコーフィールドＣ-G1）

母ファレノプシス（95 *ブライアンズタイム）最優秀３歳牝馬，最優秀古牝馬，７勝，桜
花賞-JPN1（芝1600ｍ），エリザベス女王杯-JPN1（芝2200ｍ），秋華賞-JPN1
（芝2000ｍ），ローズＳ-JPN2（芝2000ｍ），エルフィンＳ-OP（芝1600ｍ），さざん
か賞（芝1400ｍ），札幌記念-JPN2２着，オークス-JPN1３着，チューリップ賞
-JPN3４着，京王杯スプリングＣ-JPN2５着。産駒

ラナンキュラス（牝 青 スペシャルウィーク）２勝，りんどう賞，フィリーズレビュー-G2
２着，阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1４着，ファンタジーＳ-JPN3４着。
産駒

レザネフォール（牡キングカメハメハ）４勝，甲南Ｓ，札幌２歳Ｓ-G3４着，�
アディアフォーン（牝 黒鹿ダンスインザダーク）３勝，ファンタジーＳ-JPN3３着。産

駒
リーガルメイン（牡 *ハービンジャー）１勝，京成杯-G3５着

祖母 *キャットクイル Catequil（90 Storm Cat）加国産，英入着。キズナ（牡 ディープイン
パクト：最優秀３歳牡馬，ダービー-G1，大阪杯-G2，ニエル賞-G2）の母

【競走成績】中央入着［収得賞金 \750,000］

【繁殖成績】
2008 ハートオブロー（牝 *ルールオブロー）４戦
09 ギンザファイター（牡 *ファルブラヴ）３戦
10 エピカ（牝 *マイネルラヴ）１勝
11 クレシェンテ（牝 *ストーミングホーム）２戦
12 不受胎（*クロフネ）
13 キャノンストーム（牡 *ワークフォース）１勝
14 パティキュラー（牝 *ワークフォース）３戦
15 （牡トランセンド）
16 キャメロン（牡 *ケープブランコ）１勝
17 フローラルオーク（牝 *クロフネ）兵庫�４勝
18 グランキティ（牝 ルーラーシップ）５戦，入着
19 クールドレーヌ（牝キングカメハメハ）２戦
20 ヨシノカトリヤ（牝 *ヘニーヒューズ）未出走
21 不受胎（*パイロ）
22 （牝 *モズアスコット）
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81 2022ジェイエス繁殖馬セール T0281‐46

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 モノポリーアイズ

厩舎番号№81 モノポリーアイズ Monopoly Eyes

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2017年生
（５歳）
黒鹿毛
千歳産

�
�
�
�

ルアーヴル �
�
�

ノヴェール �
�
Rahy

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

Noverre *ダンスールファビュルー
Le Havre マリーラインベルク �

�
Surako

Marie Rheinberg鹿 2006 Marie d'Argonne

�
�
�

マウントネルソン �
�
*ロックオブジブラルタル

Mount Nelson
Independence

*エメラルドスター アレヴァリ �
�
Caerleon

Ares Vallis鹿 2011 Hoedown Honey（4）

【*マインドユアビスケッツを受胎（販売申込時）最終種付４月20日】

父ルアーヴル Le Havre は愛国産，仏４勝，仏ダービー-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：パイ
ルドライヴァー（キングジョージ六世＆クイーン エリザベスＳ-G1，コロネーションＣ-G1），
デゼル（阪神牝馬Ｓ-G2），セリフォス（デイリー杯２歳Ｓ-G2）。父として，*ラクレソニエー
ル（仏オークス-G1，仏1000ギニー-G1），*アヴニールセルタン（仏オークス-G1）を出す

母 *エメラルドスター Emerald Star（11 Mount Nelson）英国産，独１勝，シュヴァル
ツゴルトレンネン-G3３着，英１勝，チャートウェルフィリーズＳ-G3（芝７Ｆ）。
産駒

サジェス（牡 鹿オルフェーヴル）入着，石川�４勝，�
祖母アレ ヴァリ Ares Vallis（96 Caerleon）仏１勝，Prix de la Seine-L，Prix d'Anger-

ville-L２着，Prix Melisande-L２着，プシケ賞-G3３着。産駒
アレシュワ Ares Choix（牝 Choisir）英１勝，仏入着，Prix de la Vallee d'Auge-L

３着
三代母ホーダウン ハニー Hoedown Honey（88 Country Light）北米１勝。産駒
マスターアル Master Al：独３勝

四代母ノーブル チック Noble Chick（77 Vaguely Noble）北米４勝。産駒
ノーダヴァノ Nordavano：英１勝，北米３勝，Cedar Key H-L，Find H３着，Sum-

ming S３着
ノーブルヴァイスNoble Vice：北米３戦。産駒

フランジェリカ Franjelica：豪５勝，VRC Anzac Day S-L
レッドライトRed Light：不出走。産駒

スカーレティニ Scarletini：豪３勝，ＷＡＴＣウエスタン オーストラリアン
オークス-G3４着。エンジェル オブトゥルース Angel Of Tr-
uth（ＡＴＣダービー-G1，ＡＴＣタラックＳ-G2）の母

*ノーブルプライド：４戦，入着。産駒
コパノベンザイテン：入着。産駒

ハドソンホーネット：南関東・岩手�９勝，みちのく大賞典
ワットロンクン：岩手・南関東・北海道・佐賀�15勝，白嶺賞

五代母マルガレーゼン Margarethen（62 Tulyar）北米16勝，マーゲイトＨ，Beverly H
（２回）。トリリオン Trillion（ガネー賞-G1）の母，*ジェネラス Generous（英
ダービー-G1，愛ダービー-G1），イマジン Imagine（英オークス-G1），トリプテ
ィク Triptych（チャンピオンＳ-G1），サボナ Sabona（カリフォルニアンＳ
-G1），*オースミタイクーン（マイラーズＣ-JPN2）の祖母

【競走成績】中央入着，２着４回，３着２回［収得賞金 \14,300,000］

【繁殖成績】
2022年より供用
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82 2022ジェイエス繁殖馬セール T0050‐48

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ナチュラルスタンス

厩舎番号№82 ナチュラルスタンス Natural Stance

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2010年生
（12歳）
黒鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

*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

�
�
�

�
�
Kingmambo

*エルコンドルパサー *サドラーズギャルエールスタンス
�
�
Bluebird

*エリンバード黒鹿 2003 Maid of Erin（1）

【*ニューイヤーズデイを受胎（販売申込時）最終種付３月４日】

父フジキセキは千歳産，最優秀２歳牡馬，４戦全勝，朝日杯３歳Ｓ-JPN1，弥生賞
-JPN2。主な産駒（ＢＭＳ）：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），ユアソング（ＢＲＣ ＢＴＣカップ-G1），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）

母エールスタンス（03 *エルコンドルパサー）南関東�１勝，中央２勝，飯盛山特別（芝
1800ｍ）。産駒

ミュゼエイリアン（騸 鹿スクリーンヒーロー）３勝，毎日杯-G3，東風Ｓ-L，セントラ
イト記念-G2２着，ニューイヤーＳ-L３着，共同通信杯-G3４着，札幌２歳
Ｓ-G3４着

ダイワドノヴァン（騸 黒鹿ダイワメジャー）４勝，�
クロスソード（牡 鹿スウィフトカレント）入着，佐賀�３勝

祖母 *エリンバード Erin Bird（91 Bluebird）仏国産，伊４勝，伊1000ギニー-G2，Pre-
mio Seregno-L，フェデリコテシオ賞-G3３着，英仏・北米入着，Prix Tan-
tieme-L２着，ナッソーＳ-G2３着，ＢＣディスタフ-G1４着。産駒

エリンコート（牝デュランダル）４勝，オークス-G1，忘れな草賞-OP
オメガグレイス（牝 *サンデーサイレンス）５勝，若鮎賞。産駒

オメガブレイン（牡キングカメハメハ）４勝，鹿野山特別，黄梅賞，岩手�２勝
オメガラヴィサン（騸ロードカナロア）３勝，木津川特別，�

オメガフォーチュン（牝フジキセキ）５戦，入着。産駒
オメガエクスプレス（牡 サクラバクシンオー）３勝，橘Ｓ-OP，かささぎ賞
オメガファルコン（騸 サクラバクシンオー）５勝，招福Ｓ，松戸特別，両国特別
スーパーマダム（牝タニノギムレット）１勝。産駒
ララクリスティーヌ（牝ミッキーアイル）４勝，雲雀Ｓ，寺泊特別，朱鷺Ｓ-L

２着，紅梅Ｓ-L２着，�
アリアナティー（牝ローエングリン）兵庫�３勝，園田クイーンセレクション

三代母メイドオブ エリン Maid of Erin（82 Irish River）仏１戦。産駒
スリーミステリーズ Three Mysteries：仏１勝。産駒

スリー ボディーズ Three Bodies：仏３勝，Prix Ridgway-L

【競走成績】南関東�６勝，２着４回，３着７回［収得賞金 \11,015,000］

【繁殖成績】
2018 イフェスティオ（牡ジャスタウェイ）入着，�
19 ナチュラルポーズ（牝エイシンフラッシュ）３戦
20 マルカシャルマン（牝 *ノヴェリスト）未出走
21 （牡 *マインドユアビスケッツ）
22 （牝レッドファルクス）
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83 2022ジェイエス繁殖馬セール T0057‐21

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ゴーハッピーゴー

厩舎番号№83 ゴーハッピーゴー Go Happy Go

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2019年生
（３歳）
鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

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

�
�
�

ピストレ ブルー �
�
Top Ville

Pistolet Bleu
Pampa Bella

*バルドウィナ バリオカ �
�
Tourangeau

Balioka鹿 1998 Bangalore（1）

【イスラボニータを受胎（販売申込時）最終種付４月24日】

父オルフェーヴルは白老産，年度代表馬，中央・仏12勝，三冠，有馬記念-G1（２回）。父
として，マルシュロレーヌ（ＢＣディスタフ-G1），エポカドーロ（皐月賞-G1），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），ショウナンナデシコ（かし
わ記念-JPN1），オーソリティ（アルゼンチン共和国杯-G2２回）を出す

母 *バルドウィナ Baldwina（98 Pistolet Bleu）仏国産，仏３勝，ペネロープ賞-G3（芝
2100ｍ）。産駒

ジュエラー（牝 鹿ヴィクトワールピサ）２勝，桜花賞-G1，シンザン記念-G3２着，チ
ューリップ賞-G3２着，秋華賞-G1４着。産駒

ヴェールランス（牡キタサンブラック）１勝，�
ワンカラット（牝 黒鹿 *ファルブラヴ）５勝，フィリーズレビュー-JPN2，オーシャンＳ

-G3，函館スプリントＳ-G3，キーンランドＣ-G3，阪急杯-G3２着，同５着，
ファンタジーＳ-JPN3２着，京阪杯-G3３着，ＣＢＣ賞-G3３着，桜花賞
-JPN1４着，京都牝馬Ｓ-G3４着，スプリンターズＳ-G1５着。産駒

ワントゥワン（牝 ディープインパクト）５勝，雲雀Ｓ，長久手特別，宇治川特別，
富士Ｓ-G3２着，京成杯オータムＨ-G3２着，関屋記念-G3２着，紅
梅Ｓ-OP２着，エルフィンＳ-OP３着，ファンタジーＳ-G3４着

サンシャイン（牝 黒鹿 ハーツクライ）３勝，エルフィンＳ-OP，マレーシアＣ，愛知杯
-G3２着，マーメイドＳ-G3５着。産駒

アラタ（牡 キングカメハメハ）５勝，ケフェウスＳ-OP，ＳＴＶ杯，駒ヶ岳特別，
福島記念-G3３着，札幌記念-G2４着，�

バルドヴィナ Baldovina（牝 Tale of the Cat）英入着。産駒
シーリング キティ Ceiling Kitty（牝 Red Clubs）英３勝，クイーンメアリーＳ

-G2，Marygate Fillies' S-L。産駒
アーサー キット Arthur Kitt（牡 Camelot）英２勝，Chesham S-L，ソラ

リオＳ-G3２着，北米入着，ＢＣジュヴェナイルターフ-G1４着
アーサ キット Eartha Kitt（牝 Pivotal）英３勝，Boadicea S-L，Flying

Fillies' S-L２着，サマーＳ-G3３着，ノーブル スタイル No-
ble Style（牡 Kingman：ジムクラックＳ-G2）の母

*ヴァンゴーゴー Van Go Go（牝 Dutch Art）英３勝。産駒
キーダイヤ（牝 War Command）３勝，ＨＢＣ賞，�

ベアトリッツ（牝 鹿ディープインパクト）３勝
トップアート（牡 鹿ディープインパクト）２勝

【競走成績】中央２戦

【繁殖成績】
2022年より供用
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84 2022ジェイエス繁殖馬セール T0489‐10

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ビートゴーズオン

厩舎番号№84 ビートゴーズオン Beat Goes On

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2011年生
（11歳）
栗毛
白老産

�
�
�
�

カーリン �
�
�

スマートストライク �
�
Mr. Prospector

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

Smart Strike
Classy 'n Smart

Curlin シェリフズ デピュティ �
�
Deputy Minister

Sherriff's Deputy栗 2004 Barbarika

�
�
�

フェアリーキング �
�
Northern Dancer

Fairy King
Fairy Bridge

*タドウィガ ユーロミル �
�
Shirley Heights

Euromill鹿 1995 Green Lucia（11）

【ミッキーアイルを受胎（販売申込時）最終種付３月３日】

父カーリン Curlin は米国産，米年度代表馬（２回），北米・UAE11勝，ＢＣクラシック
-G1。北米２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：プロミスキーパー（ピーター パ
ンＳ-G3），ビッグインヴェイション（クイックコールＳ-G3），セカンドオブジュライ（フューチ
ュリティＳ-G3），ホワイトフロスト（スウィーテストチャントＳ-G3），サウク（ピルグリムＳ-G3）

母 *タドウィガ Tadwiga（95 Fairy King）英国産，愛２勝，メイトロンＳ-G3（芝８Ｆ），
英２勝，Masaka S-L（芝８Ｆ），ロックフェルＳ-G3２着，Sirenia S-L２着，
Golden Daffodil S-L３着。産駒

ロック ロブスター Rock Lobster（牡 Mt. Livermore）北米10勝，サラナクＳ
-G3，Woodlawn S-L，Jersey Derby-L２着，Hill Rise S-L３着

ファスウィガ Faswiga（牝 *ファスリエフ）北米２勝，Ontario Colleen H-L２着，
Flaming Page S-L２着

*スピアナート（牝 鹿 Bernstein）東海�２勝，中央２勝，喜多方特別（２回）
タキナ Tachina（牝 Spectrum）不出走。産駒

テリナ Tellina（騸 Silvano）南アフリカ４勝，ゴーテンギニー-G2，ロンドンニュ
ーズＳ-G3，南アフリカクラシック-G1２着，チャンピオンズ チャレンジ
-G1２着，ホースチェスナットＳ-G1２着，同３着，南アフリカサマー
Ｃ-G1３着，ダーバン ジュライ-G1３着，独１勝，独セントレジャー
-G3２着

タッチング Touching（牝 Querari）南アフリカ１勝，シュトレリツィアＳ-G3３着
*ストライクルート（牝 栗 Smart Strike）入着，兵庫�２勝。産駒

エーポス（牝ジャスタウェイ）３勝，フィリーズレビュー-G2，ラピスラズリＳ-L，�
カイザーミノル（牡ロードカナロア）５勝，朱鷺Ｓ-L，斑鳩Ｓ，天神橋特別，青

島特別，米子Ｓ-L２着，京王杯スプリングＣ-G2３着，マイラーズＣ
-G2３着，京都金杯-G3３着，毎日王冠-G2５着，�

アナザー Anazah（牝 Diesis）北米・愛８戦。産駒
ソレラ ベラ Sorella Bella（牝 Clodovil）英１勝，Stardom S-L３着，伊１勝，

Premio Coolmore-L，伊グラン クリテリウム-G1２着，ドルメーロ賞
-G3２着

【競走成績】中央３勝，２着１回，３着１回［収得賞金 \25,650,000］

【繁殖成績】
2018 プレリュードノート（騸ダイワメジャー）東海�５勝，�
19 ハヤブサウィッシュ（牡ダイワメジャー）１勝，�
20 （牝 ハーツクライ）
21 死亡（牡オルフェーヴル）
22 不受胎（ミッキーアイル）
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85 2022ジェイエス繁殖馬セール T0479‐08

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 レリスタット

厩舎番号№85 レリスタット Lelystad

下河辺牧場＝日高町福満 ℡01456（2）5188

2017年生
（５歳）
青鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

下河辺牧場＝日高町福満 ℡01456（2）5188

*サンデーサイレンス
Wishing Wellブラックタイド

�
�
Alzao

*ウインドインハーヘア黒鹿 2001 Burghclere

�
�
�

�
�
Roberto

*ブライアンズタイム
Kelley's Dayオールタイムベスト

�
�
Storm Cat

*ウィルダネスストーム青鹿 2005 Wilderness Song（10）

【未供用】

父ブラックタイドは早来産，３勝，スプリングＳ-JPN2。主な産駒（ＢＭＳ）：サンロアノーク
（かきつばた記念-JPN3５着），テイエムユメキュウ（ひまわり賞-OP２着），マリノアズラ（阿
寒湖特別）。父として，キタサンブラック（ジャパンＣ-G1，有馬記念-G1），タガノエスプレッ
ソ（デイリー杯２歳Ｓ-G2），テイエムイナズマ（デイリー杯２歳Ｓ-G2）を出す

母オールタイムベスト（05 *ブライアンズタイム）４勝，西日本スポーツ杯（芝1200ｍ）。産
駒

ハートフルタイム（牡 黒鹿 *エンパイアメーカー）１勝，高知�３勝
祖母 *ウィルダネスストーム Wilderness Storm（97 Storm Cat）加国産，北米２勝。産

駒
マルマー Mulmur（騸 Smart Strike）北米４勝，Ontario Jockey Club S，プレイ

ザ キングＳ-G2４着
サトノシーザー（牡 *シンボリクリスエス）２勝
モンテエベレスト（騸アグネスタキオン）１勝

三代母ウィルダネス ソング Wilderness Song（88 Wild Again）加古牝馬チャンピオ
ン，北米15勝，スピンスターＳ-G1，加プリンセスエリザベスＳ-CAN1，ベル マ
ホーンＳ-CAN1，チャーチル ダウンズＢＣＨ-G2，同２着，モリーピッチャーＨ
-G2，フュアリーＳ-CAN2，バイソンシティＳ-CAN2，モンマスパークＢＣＨ-G3，
マザリンＳ-G3，Pimlico Distaff H-L，クイーンズプレート-CAN1２着，加オーク
ス-CAN1２着。産駒

ゴートゥザ サン Go to the Sun：北米８勝，サマーＳ-G2３着。種牡馬
ソング オブザラークSong of the Lark：北米１勝。産駒

アップウィズザバーズ Up With the Birds：加年度代表馬，加３歳牡馬チャ
ンピオン，北米８勝，ジャマイカＨ-G1，加ニジンスキーＳ-G2（２回），
Marine S-L，Breeders' S，カナディアン国際Ｓ-G1２着

スパイトソング Speightsong：北米９勝，Queenston S，Colonel Power Ove-
rnight S２着，Chesapeake S３着，Achievement S３着

ディスタントロア Distant Roar：北米１勝。産駒
バタフライマックイーン Butterfly McQueen：英２勝，仏入着，Prix de la

Cochere-L２着
キングロントス King Rontos：北米２勝，Tremont S３着，パナマ２勝

ソング オブザワイルド Song of the Wild：北米２勝。産駒
ジャイアンツトゥーム Giant's Tomb：北米16勝，Display S-L２着

四代母ナリーズリズム Nalee's Rhythm（75 Nalees Man）北米６勝，Somethingro-
yal H。サラヴァ Sarava（ベルモントＳ-G1）の祖母

【競走成績】中央１勝，２着１回，３着１回［収得賞金 \10,860,000］
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86 2022ジェイエス繁殖馬セール T0704‐75

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 サザークブリッジ

厩舎番号№86 サザークブリッジ Southwark Bridge

下河辺牧場＝日高町福満 ℡01456（2）5188

2018年生
（４歳）
鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

下河辺牧場＝日高町福満 ℡01456（2）5188

ディープインパクト *ウインドインハーヘアダノンシャーク
�
�
Caerleon

*カーラパワー鹿 2008 Jabali

�
�
�

�
�
Ahonoora

*ドクターデヴィアス
Rose of Jerichoロンドンブリッジ

�
�
Danzig

*オールフォーロンドン栗 1995 Full Card（22）

【未供用】

父ダノンシャークは日高産，７勝，マイルチャンピオンシップ-G1，同３着，富士Ｓ-G3，京
都金杯-G3，同２着，マイラーズＣ-G2２着（２回），同３着，関屋記念-G3２着，京成杯
オータムＨ-G3２着，エプソムＣ-G3２着，安田記念-G1３着。父として，タイキドミニオン
（２勝），テリーヌ（２勝），シャークスポット（北海道・サンライズＣ３着）を出す

母ロンドンブリッジ（95 *ドクターデヴィアス）３勝，ファンタジーＳ-JPN3（芝1400ｍ），桜
花賞-JPN1２着，４歳牝馬特別�-JPN2４着。産駒

ダイワエルシエーロ（牝 鹿 *サンデーサイレンス）５勝，オークス-JPN1，京阪杯
-JPN3，マーメイドＳ-JPN3，クイーンＣ-JPN3，紅梅Ｓ-OP２着，阪神牝馬
Ｓ-JPN2３着

グレーターロンドン（牡 鹿ディープインパクト）７勝，中京記念-G3，東風Ｓ-L，節
分Ｓ，毎日王冠-G2３着，ディセンバーＳ-L３着，安田記念-G1４着，京
王杯スプリングＣ-G2４着，ダービー卿チャレンジＴ-G3５着。種牡馬

ビッグプラネット（牡 青 *ブライアンズタイム）３勝，京都金杯-JPN3，アーリントンＣ
-JPN3，スワンＳ-JPN2５着

ダイワディライト（牡 栗 *アフリート）７勝，ＮＳＴ賞-L，室町Ｓ-OP，初日の出Ｓ，
青梅特別，南総特別，カペラＳ-G3２着，東海・北海道�入着，かきつば
た記念-JPN3４着，北海道スプリントＣ-JPN3４着

ダイワスピリット（牝 栗ダンスインザダーク）２勝，大倉山特別。産駒
タイセイディバイン（牡 ルーラーシップ）１勝，ファルコンＳ-G3２着，アーリント

ンＣ-G3２着，朱鷺Ｓ-L３着，ユニコーンＳ-G3５着，�
ビッグカポネ（牡 鹿 *ブライアンズタイム）５勝，名古屋城Ｓ，大須特別
ブリッジオーヴァー（牝 黒鹿 *エンパイアメーカー）岩手�３勝，中央２勝，飛翼特

別
ブリッツフィナーレ（牝 鹿ディープインパクト）不出走。産駒

キセキ（牡 ルーラーシップ）４勝，菊花賞-G1，信濃川特別，ジャパンＣ-G1２
着，宝塚記念-G1２着（２回），同５着，大阪杯-G1２着，京都大賞
典-G2２着，同３着，神戸新聞杯-G2２着，天皇賞�-G1３着，同５
着，毎日王冠-G2３着，毎日杯-G3３着，すみれＳ-OP３着，有馬記
念-G1５着（２回），金鯱賞-G2５着，仏・香港入着，フォワ賞-G2３
着，香港クイーンエリザベス二世Ｃ-G1４着。種牡馬

ビッグリボン（牝 ルーラーシップ）３勝，渥美特別，栄特別，忘れな草賞-L３
着，�

サトノエカテリーナ（牝 青鹿ディープインパクト）４戦，入着。産駒
サトノファビュラス（牝ロードカナロア）４勝，ＴＵＦ杯，勝浦特別，�

【競走成績】岩手�４勝，２着３回，３着２回［収得賞金 \1,984,000］
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87 2022ジェイエス繁殖馬セール T0716‐39

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 メモリーバリケード

厩舎番号№87 メモリーバリケード Memory Barricade

シンザンクラブ＝愛知県名古屋市 ℡052（661）1512

2016年生
（６歳）
青鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

谷川牧場＝浦河町西幌別 ℡0146（28）1201

フジキセキ *ミルレーサー
*キンシャサノキセキ

�
�
Pleasant Colony

*ケルトシャーン鹿 2003 Featherhill

�
�
�

�
�
*フレンチデピュティ

*ノボジャック *フライトオブエンジェルスメモリーパフィア
�
�
*トニービンメモリーラマン黒鹿 2006 *パーカッション（22）

【未供用】

父*キンシャサノキセキは豪州産，最優秀短距離馬，12勝，高松宮記念-G1（２回）。主な
産駒（ＢＭＳ）：テーオーディエス（十日町特別）。父として，ガロアクリーク（スプリングＳ
-G2，皐月賞-G1３着），ルフトシュトローム（ニュージーランドＴ-G2），シュウジ（阪神Ｃ
-G2），モンドキャンノ（京王杯２歳Ｓ-G2），サクセスエナジー（東京盃-JPN2）を出す

母メモリーパフィア（06 *ノボジャック）３勝。産駒
メモリーコロネット（牝 黒鹿ロードカナロア）３勝，瀬戸内海特別
メモリーエフェクト（牡 鹿モーリス）３勝，天神橋特別，�
メモリーレゾン（牝 鹿オルフェーヴル）３勝，北海Ｈ，�
メモリーディディ（牝 鹿ダンスインザダーク）入着，兵庫�４勝，東海�２勝
メモリージュネス（牝 青ダイワメジャー）東海�15勝，�

祖母メモリーラマン（90 *トニービン）入着。産駒
メモリーフォーラム（牡ミホノブルボン）北関東�５勝，北関東ダービー，北関東皐

月賞
メモリーレディー（牝キングヘイロー）不出走。産駒
メモリードルマン（牝 *プリサイスエンド）東海�８勝，クイーンＣ

メモリーガリソン（牡 *ヴィクトリースピーチ）２勝
三代母 *パーカッション Percussion（76 Lyphard）仏国産，仏１勝，カルヴァドス賞-G3

４着。産駒
サードウイスキー Third Whisky：ブラジル３勝。産駒

オメガ バース Omega Birth：ブラジル７勝，コンサグラサン大賞典-G1，コウト
デ マガリャーエス将軍大賞典-G2，ジョアン サンパイオ会長賞-G3，
同２着，サン パウロ大賞典-G1２着，３月14日記念-G2４着

アイスドウイスキー Iced Whisky：ブラジル３勝，Classico Primavera-L３着。
タカシ Takashi（Classico Joao Tobias de Aguiar-L）の母

デリンケントバード Delinquent Bird：ブラジル入着。ベドゥイノド ブラジル
Beduino Do Brasil（ベントゴンサルヴェス大賞典-G1）の母

ゴールドラベル Gold Label：ブラジル３勝。ドゥナウェイ Dunaway（マルガリ
ダ ポラクララ大賞典－銀杯-G1３着），ポナマリオフ Ponamariov
（Grande Premio Estado do Rio Grande do Sul-L２着），ノブレ パ
トリオタ Nobre Patriota（Classico Presidente Joao Sampaio-L２
着）の母

四代母ロゼドサロン Rose de Saron（69 Carvin）仏３勝，モルニ賞-G1２着。ロワ ノ
ルマン Roi Normand（サンセットＨ-G1）の祖母

【競走成績】中央４戦，入着，東海�７勝，２着９回，３着14回
［収得賞金 \6,530,000］
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88 2022ジェイエス繁殖馬セール T0716‐39

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 メモリーパフィア

厩舎番号№88 メモリーパフィア Memory Pfaffia

シンザンクラブ＝愛知県名古屋市 ℡052（661）1512

2006年生
（16歳）
黒鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Deputy Minister

大北牧場＝浦河町野深 ℡080（5580）2159

*フレンチデピュティ
Mitterand

*ノボジャック
�
�
*アフリート

*フライトオブエンジェルス栗 1997 Intently

�
�
�

�
�
*カンパラ

*トニービン
Severn Bridgeメモリーラマン

�
�
Lyphard

*パーカッション鹿 1990 Rose de Saron（22）

【オルフェーヴルを種付けして不受胎（販売申込時）】

父*ノボジャックは米国産，中央・高知・北関東・北海道・岩手・南関東�11勝，ＪＢＣス
プリント-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：メモリーエフェクト（天神橋特別），メモリーレゾン（北海
Ｈ），メモリーコロネット（瀬戸内海特別）。父として，ブラゾンドゥリス（黒船賞-JPN3），ラブバ
レット（クラスターＣ-JPN3２着），キャプテンシップ（ＮＳＴ賞-L３着）を出す

母メモリーラマン（90 *トニービン）入着。産駒
メモリーフォーラム（牡 栗ミホノブルボン）北関東�５勝，北関東ダービー，北関東

皐月賞
メモリーレディー（牝 鹿キングヘイロー）不出走。産駒
メモリードルマン（牝 *プリサイスエンド）東海�８勝，クイーンＣ

メモリーガリソン（牡 鹿 *ヴィクトリースピーチ）２勝
祖母 *パーカッション Percussion（76 Lyphard）仏国産，仏１勝，カルヴァドス賞-G3４

着。産駒
サードウイスキー Third Whisky（牝 Tyrant）ブラジル３勝。産駒

オメガ バース Omega Birth（牡 Hostage）ブラジル７勝，コンサグラサン大
賞典-G1，コウトデ マガリャーエス将軍大賞典-G2，ジョアン サンパイ
オ会長賞-G3，同２着，サン パウロ大賞典-G1２着

アイスドウイスキー Iced Whisky（牝 Redattore）ブラジル３勝，Classico Pr-
imavera-L３着。タカシ Takashi（牡 Pioneering：Classico Joao To-
bias de Aguiar-L），ドゥナウェイDunaway（牝 Belo Colony：マルガリ
ダ ポラクララ大賞典－銀杯-G1３着）の母

デリンケントバード Delinquent Bird（牝 Vuarnet）ブラジル入着。ベドゥイノ
ド ブラジル Beduino Do Brasil（牡 Impression：ベントゴンサルヴ
ェス大賞典-G1，プロテトラドテュルフ賞-G3）の母

【競走成績】中央３勝，２着１回，３着１回，壬生特別３着［収得賞金 \39,631,000］

【繁殖成績】
2013 メモリージュネス（牝ダイワメジャー）東海�15勝，�
14 メモリーディディ（牝ダンスインザダーク）入着，兵庫�４勝，東海�２勝
15 メモリーコロネット（牝ロードカナロア）３勝，瀬戸内海特別（芝1400ｍ，レコード）
16 メモリーバリケード（牝 *キンシャサノキセキ）入着，東海�７勝
17 不受胎（ゼンノロブロイ）
18 メモリーエフェクト（牡モーリス）３勝，天神橋特別（芝1600ｍ），�
19 メモリーレゾン（牝オルフェーヴル）３勝，北海Ｈ（芝1800ｍ），�
20 不受胎（ブラックタイド）
21 （牝エピファネイア）
22 不受胎（サトノダイヤモンド）
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89 2022ジェイエス繁殖馬セール T0543‐45

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 フローラルオーク

厩舎番号№89 フローラルオーク Floral Oak

高橋 正雄＝神奈川県川崎市

2017年生
（５歳）
芦毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Deputy Minister

橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 ℡0146（46）2433

*フレンチデピュティ
Mitterand

*クロフネ
�
�
Classic Go Go

*ブルーアヴェニュー芦 1998 Eliza Blue

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellティンクルハート

�
�
*ブライアンズタイムファレノプシス青鹿 2003 *キャットクイル（13）

【未供用】

父*クロフネは米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート-JPN1。主な産駒（Ｂ
ＭＳ）：クロノジェネシス（有馬記念-G1，宝塚記念-G1２回，秋華賞-G1），ノームコア（香
港Ｃ-G1，ヴィクトリアマイル-G1），レイパパレ（大阪杯-G1），ノーヴァレンダ（全日本２歳
優駿-JPN1），ベンジニ（ＢＲＣブリスベンＣ-G2），プラダリア（青葉賞-G2）

母ティンクルハート（03 *サンデーサイレンス）入着。産駒
エピカ（牝 黒鹿 *マイネルラヴ）１勝
キャノンストーム（牡 黒鹿 *ワークフォース）１勝
キャメロン（牡 鹿 *ケープブランコ）１勝

祖母ファレノプシス（95 *ブライアンズタイム）最優秀３歳牝馬，最優秀古牝馬，７勝，
桜花賞-JPN1，エリザベス女王杯-JPN1，秋華賞-JPN1，ローズＳ-JPN2，エルフ
ィンＳ-OP，さざんか賞，札幌記念-JPN2２着，オークス-JPN1３着，チューリップ
賞-JPN3４着，京王杯スプリングＣ-JPN2５着。産駒

ラナンキュラス（牝 スペシャルウィーク）２勝，りんどう賞，フィリーズレビュー-G2２
着，阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1４着，ファンタジーＳ-JPN3４着。産
駒

レザネフォール（牡キングカメハメハ）４勝，甲南Ｓ，恋路ヶ浜特別，札幌２歳
Ｓ-G3４着，�

アディアフォーン（牝ダンスインザダーク）３勝，ファンタジーＳ-JPN3３着。産駒
リーガルメイン（牡 *ハービンジャー）１勝，京成杯-G3５着

ルアシェイア（牝フジキセキ）３勝。産駒
ペオース（騸 *ダンカーク）４勝，平城京Ｓ，�
ブライトムーン（牝 ルーラーシップ）４勝，西海賞，日田特別，鳥栖特別

フィーユ（牝ダンスインザダーク）１勝。産駒
フィスキオ（騸 *アイルハヴアナザー）４勝，立川特別，障１勝

スパンゴールド（牝 *サンデーサイレンス）１勝。産駒
ラバニーユ（牝 *クロフネ）兵庫�３勝，中央２勝，妙見山特別

三代母 *キャットクイル Catequil（90 Storm Cat）加国産，英入着。産駒
キズナ：最優秀３歳牡馬，６勝，ダービー-G1，大阪杯-G2，同２着，京都新聞杯

-G2，毎日杯-G3，黄菊賞，仏１勝，ニエル賞-G2。種牡馬
サンデーブレイク Sunday Break：北米４勝，ピーター パンＳ-G2，ベルモントＳ

-G1３着，ウッドメモリアルＳ-G1３着。種牡馬
アランダ：１勝。産駒

ネイキッド：５勝，大阪スポーツ杯，福島放送賞，エルムＳ-G3２着，平安Ｓ-G3
３着，同４着，石川�入着，白山大賞典-JPN3４着

【競走成績】兵庫�４勝，２着６回，３着６回［収得賞金 \4,694,000］
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90 2022ジェイエス繁殖馬セール T0430‐29

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ジオパークミューズ

厩舎番号№90 ジオパークミューズ Geopark Muse

高村 伸一＝様似町岡田 ℡0146（36）4666

2015年生
（７歳）
鹿毛
様似産

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

高村 伸一＝様似町岡田 ℡0146（36）4666

Kingmambo
Miesque

*キングズベスト アレグレッタ �
�
Lombard

Allegretta鹿 1997 Anatevka

�
�
�

アイリッシュリヴァー �
�
Riverman

Irish River
Irish Star

*キュウナス サイエダティ �
�
Shadeed

Sayyedati鹿 1999 Dubian（9）

【*デクラレーションオブウォーを受胎（販売申込時）最終種付４月15日】

父*キングズベスト King's Best は米国産，英３勝，英2000ギニー-G1。仏チャンピオン
サイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：エルヴェディヤ（仏1000ギニー-G1，コロネーションＳ-G1，ム
ーランドロンシャン賞-G1），モンオルメル（パリ大賞典-G1），クイーンズトラスト（ＢＣフ
ィリー＆メアターフ-G1），ジュリエットフォックストロット（ジェニーワイリーＳ-G1）

母 *キュウナス Cunas（99 Irish River）米国産，英１勝。産駒
サボタージュ Sabotage（騸 Halling）英１勝，Aston Park S-L２着，Chester S-L

３着，UAE１勝
ホーリングリヴァー Halling River（騸 Halling）スイス年度代表馬，スイス12勝，

Avenches Trophee des 3 Ans，Frauenfeld Fruhjahrspreis der Drei-
jahrigen，Schweizer St.Leger２着，Swiss Derby３着

トライミー Try Me（牝 Singspiel）英１勝，サウジアラビア１勝
ビシエド（牡 鹿 *タイキシャトル）南関東�１勝，�

祖母サイエダティ Sayyedati（90 Shadeed）英４勝，英1000ギニー-G1，サセックスＳ
-G1，同２着，チェヴァリー パークＳ-G1，チェリーヒントンＳ-G3，ネル グウィン
Ｓ-G3３着，愛１勝，モイグレア スタッドＳ-G1，仏１勝，ジャックル マロワ賞
-G1，同２着（２回），パレロワイヤル賞-G3２着，北米・中央入着，ＢＣマイル
-G1３着，京王杯スプリングＣ-JPN2３着。産駒

アルムシャハル Almushahar（牡 Silver Hawk）英２勝，シャンペンＳ-G2
ロンリーアヘッド Lonely Ahead（牝 Rahy）英１勝，ロウザーＳ-G2４着
*ハイパーディライト（牡 Silver Hawk）２勝，山桜賞。種牡馬
サイエダティシンフォニー Sayyedati Symphony（牝 Gone West）英入着。産駒

メーダーイー Mehdaayih（牝 Frankel）英３勝，Cheshire Oaks-L，ナッソー
Ｓ-G1２着，仏１勝，マルレ賞-G2

サイエダティストーム Sayyedati Storm（牝 Storm Cat）英３戦。産駒
スター ストーム Star Storm（牡 Sea The Stars）英３勝，カンバランドロッジ

Ｓ-G3，Buckhounds S-L２着，Floodlit S-L２着
ジェベルアムール Djebel Amour（牝 Mt. Livermore）仏２勝。産駒

スマートココ Smart Coco（牝 Smarty Jones）愛１勝，レパーズタウン愛1000
ギニートライアルＳ-G3３着。ウッドビー キング Would Be King
（騸 Lethal Force：タイロスＳ-G3３着）の祖母

【競走成績】中央２戦

【繁殖成績】
2020 （牡フェノーメノ）
21 （牝 *マクフィ）
22 （牝オーヴァルエース）
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91 2022ジェイエス繁殖馬セール T0441‐17

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 マージェリー

厩舎番号№91 マージェリー Margery

高村牧場＝浦河町上絵笛 ℡0146（22）0683

2015年生
（７歳）
栗毛
浦河産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

高村牧場＝浦河町上絵笛 ℡0146（22）0683

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

�
�
�

チェロキーラン �
�
Runaway Groom

Cherokee Run
Cherokee Dameマダムチェロキー

�
�
Unbridled

*アンフォイルド鹿 2001 Bold Foil（9）

【*モーニンを受胎（販売申込時）最終種付３月22日】

父オルフェーヴルは白老産，年度代表馬，中央・仏12勝，三冠，有馬記念-G1（２回）。父
として，マルシュロレーヌ（ＢＣディスタフ-G1），エポカドーロ（皐月賞-G1），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），ショウナンナデシコ（かし
わ記念-JPN1），オーソリティ（アルゼンチン共和国杯-G2２回）を出す

母マダムチェロキー（01 Cherokee Run）４勝。産駒
ホッコータルマエ（牡 鹿キングカメハメハ）最優秀ダートホース，中央・南関東・東

海・石川・佐賀�17勝，チャンピオンズＣ-G1，同５着，東京大賞典-G1
（２回），同２着，ＪＢＣクラシック-JPN1，同２着，同３着，帝王賞-JPN1
（２回），同４着，川崎記念-JPN1（３回），かしわ記念-JPN1，アンタレスＳ
-G3，レパードＳ-G3，佐賀記念-JPN3，名古屋大賞典-JPN3，青梅特別，フ
ェブラリーＳ-G1２着，フェアウェルＳ-OP２着，ジャパンＣダート-G1３着
（２回），東海Ｓ-G2３着，みやこＳ-G3３着，端午Ｓ-OP３着，ジャパンダ
ートダービー-JPN1５着，岩手�入着，マイルチャンピオンシップ南部杯
-JPN1２着，同３着，ＪＢＣクラシック-JPN1４着。種牡馬

マダムウルル（牝 黒鹿 ハーツクライ）１勝。産駒
ダンツトレノ（牡ラブリーデイ）２勝，角島特別

シーズガレット（牝 栗アグネスフライト）１勝。産駒
ガレットジョーカー（牝コパノリッキー）１勝，�

ベルウッドヨウサン（騸 鹿 *ヘニーヒューズ）１勝，南関東�１勝，�
アオイシチフク（牝 黒鹿ドゥラメンテ）１勝
ホッコーフウガ（牡 鹿ゴールドアリュール）入着，北海道�３勝，南関東�７勝，岩

手�４勝，�
祖母 *アンフォイルド Unfoiled（95 Unbridled）米国産，北米４勝。産駒
コスモプリズム（牝マンハッタンカフェ）入着，南関東�２勝，エンプレス杯-JPN2３

着，ＴＣＫ女王盃-JPN3３着，ロジータ記念３着
スズカフォイル（牝 *フレンチデピュティ）４勝，野路菊Ｓ-OP２着。産駒
スズカフェラリー（牝スズカフェニックス）２勝，大牟田特別，ファンタジーＳ-G3

４着，�
スズカフロンティア（牡ディープインパクト）４勝，フォーチュンＣ，加古川特別，

障２勝，�
スズカロジック（牡 *ロックオブジブラルタル）５勝，渡月橋Ｓ，八海山特別

【競走成績】中央２戦，入着，兵庫�２勝，２着１回，北海道�入着，２着２回，３着２
回［収得賞金 \1,745,000］

【繁殖成績】
2022 （牝エスポワールシチー）
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92 2022ジェイエス繁殖馬セール T0069‐12

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ブライスキャニオン

厩舎番号№92 *ブライスキャニオン Bryce Canyon（IRE）

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

2011年生
（11歳）
鹿毛
愛国産

�
�
�
�

ガリレオ �
�
�

サドラーズウェルズ �
�
Northern Dancer

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

Sadler's Wells
Fairy Bridge

Galileo アーバンシー �
�
Miswaki

Urban Sea鹿 1998 Allegretta

ブライトスカイ �
�
�

ウルフハウンド �
�
Nureyev

Wolfhound
Lassie Dear

Bright Sky ブライトムーン �
�
Alysheba

Bright Moon栗 1999 Bonshamile（1）

【ブラックタイドを受胎（販売申込時）最終種付３月15日】

父ガリレオ Galileo は愛国産，全欧３歳チャンピオン，愛英６勝，英ダービー-G1。英愛・
仏チャンピオンサイアー。英愛・仏ＢＭＳチャンピオン。主な産駒（ＢＭＳ）：ソットサス（凱
旋門賞-G1），サクソンウォリアー（英2000ギニー-G1），スノウフォール（英オークス-G1），セ
ントマークスバシリカ（仏ダービー-G1），マグナグレーシャ-G1（英2000ギニー-G1）

母ブライトスカイ Bright Sky（99 Wolfhound）仏６勝，仏オークス-G1（芝2100ｍ），オ
ペラ賞-G1（芝2000ｍ），同３着，アスタルテ賞-G2（芝1600ｍ），イスパーン賞
-G1２着，サンタラリ賞-G1２着，エクスビュリ賞-G3２着，ヴァントー賞-G3２着，
Prix Finlande-L２着，ムーランドロンシャン賞-G1３着，ヴェルメイユ賞-G1３
着，香港入着，香港Ｃ-G1４着。産駒

ベンガラ Bengala（牝 Pivotal）愛１勝，Salsabil S-L３着，北米１勝
祖母ブライトムーン Bright Moon（90 Alysheba）仏５勝，エヴリ大賞典-G2，ポモーヌ

賞-G2（２回），ミネルヴ賞-G3，ドーヴィル大賞典-G2２着，クレオパトル賞-G3
２着，ヴェルメイユ賞-G1３着，サンクルー大賞典-G1４着，ジャンドショードネ
イ賞-G2４着。産駒

ボードミーティング Board Meeting（牝 Anabaa）仏３勝，プシケ賞-G3，フロール
賞-G3，オペラ賞-G1２着，ヴェルメイユ賞-G1３着。ビッグ ブルー Big
Blue（騸 Galileo：Prix Michel Houyvet-L）の母

ビータ Beata（牝 Silver Frost）仏２勝。ベスト オブ リップス Best of Lips（牡
The Gurkha：ウニオーンレンネン-G2，ヴィンターファヴォリテン賞-G3）の
母

ボナンザクリーク Bonanza Creek（牝 Anabaa）英１勝。ストーン エイジ Stone
Age（牡 Galileo：愛ダービートライアルＳ-G3）の母

バファローダンス Buffalo Dance（牝 Sadler's Wells）仏１戦。ホエドスプルート
Hoedspruit（騸 Legislate：プレミアトロフィー-G2），レセディラ ロナ Le-
sedi la Rona（牝 Trippi：Perfect Promise Sprint-L），スワジ クイーン
Swazi Queen（牝 Legislate：East Cape Oaks-L）の祖母

【競走成績】仏３戦，入着，２着１回，３着２回［収得賞金 €7,800］

【繁殖成績】
2016 マナスルーテソーロ（牡 Invincible Spirit）北海道�１勝
17 ブライトアイズ（牝 ハーツクライ）平障入着
18 ダノンハイファイブ（牡 ハーツクライ）１勝，石川�１勝，�
19 不受胎（キズナ）
20 （牡キズナ）
21 生後直死（リアルスティール）
22 不受胎（リアルスティール）
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93 2022ジェイエス繁殖馬セール T0962‐63

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ハートオブマイン

厩舎番号№93 ハートオブマイン Heart of Mine

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

2018年生
（４歳）
鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

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ゼンノロブロイ *ローミンレイチェルラブミーテンダー

�
�
*デヒアフォーチュンワード鹿 2012 コパノオマモリ（12）

*ビューチフルドリーマー系

【ゴールドドリームを受胎（販売申込時）最終種付３月30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。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），ソウルラッシュ
（マイラーズＣ-G2），ダンビュライト（京都記念-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2），リオ
ンリオン（セントライト記念-G2），ムイトオブリガード（アルゼンチン共和国杯-G2）を出す

母ラブミーテンダー（12 ゼンノロブロイ）１勝。出走した産駒はなし
祖母フォーチュンワード（05 *デヒア）３勝，芙蓉Ｓ-OP，相模湖特別，ダリア賞-OP２着，

京王杯２歳Ｓ-JPN2４着。産駒
グレイトパール（牡 キングカメハメハ）７勝，アンタレスＳ-G3，平安Ｓ-G3，同５

着，仁川Ｓ-L，初夢Ｓ，佐賀�８勝，中島記念，同２着，九州大賞典（３
回），佐賀スプリングＣ，佐賀記念-JPN3４着（２回），東海�１勝，東海菊
花賞，�

サトノフォーチュン（牡ディープインパクト）２勝，�
三代母コパノオマモリ（00 *エリシオ）不出走。産駒
コイウラナイ：佐賀�４勝

四代母ビクトリアクラウン（79 *ファバージ）最優秀２・３歳牝馬，６勝，エリザベス女
王杯，クイーンＳ，クイーンＣ，新潟３歳Ｓ，３歳牝馬Ｓ，牝馬東京タイムズ杯
２着，有馬記念５着，アメリカＪＣＣ５着。産駒

ビューチフルロマン：６勝，関越Ｓ-OP，秋嶺Ｓ，東雲賞，根岸Ｓ-JPN3３着。産駒
ロマンスプレゼント：不出走。カチューシャ（オアシスＳ-L），アルトップラン（東

海Ｓ-G2３着）の母
ビューチフルドラマ：１勝。セイコーサンデー（目黒記念-JPN2３着），ドットコム

（ホープフルＳ-L３着）の母
ヒトメボレ：３勝，佐渡Ｓ，クイーンＳ-JPN3５着。産駒

ラブイズトゥルー：不出走。ブライトアイザック（欅Ｓ-L）の母
クラシックダンサー：５勝，白秋Ｓ，阿賀野川特別，ダイヤモンドＳ-JPN3５着
リーディングロウル：３勝，春日山特別
ミセスビクトリア：不出走。産駒

ブロンコーネ：１勝，フローラＳ-JPN2２着。グランブリッジ（関東オークス
-JPN2，ブリーダーズゴールドＣ-JPN3）の祖母

アマゾナイト：入着。トミケンユークアイ（マリーンＳ-L３着）の母
ビクトリートースト：５戦，入着。産駒
ビクトリアスズラン：入着。ブラックランナー（仁川Ｓ-L３着）の母

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2022 （牡ビッグアーサー）
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94 2022ジェイエス繁殖馬セール T0457‐73

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ティリアンパープル

厩舎番号№94 ティリアンパープル Tyrian Purple

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

2010年生
（12歳）
鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*カンパラ

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

*トニービン
Severn Bridgeジャングルポケット

�
�
Nureyev

*ダンスチャーマー鹿 1998 Skillful Joy

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellメイクヒストリー

�
�
Septieme Ciel

*シジェームサン黒鹿 2001 Samalex（9）

【ビッグアーサーを受胎（販売申込時）最終種付３月21日】

父ジャングルポケットは早来産，年度代表馬，５勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ-G1。主
な産駒（ＢＭＳ）：ミッキースワロー（日経賞-G2，セントライト記念-G2），ソルヴェイグ（フィリ
ーズレビュー-G2），サクセスエナジー（東京盃-JPN2），ディーアンドジー（ＣＪＣニュージ
ーランドＣ-G3），ロードマイウェイ（チャレンジＣ-G3），コルテジア（きさらぎ賞-G3）

母メイクヒストリー（01 *サンデーサイレンス）１勝，エルフィンＳ-OP３着。産駒
ティリアンパープル（牝 鹿ジャングルポケット）本馬
アサギリジョー（牡 鹿ジャングルポケット）１勝，京成杯-G3５着
ストロングティラノ（牡 芦 *クロフネ）１勝
ポッドヒストリー（牡 鹿ジャングルポケット）１勝
イッツアワターン（牝 黒鹿ジャングルポケット）１勝，石川�４勝，�
ニューエトワール（牝 芦 *クロフネ）岩手�３勝，南関東�６勝
メイククラウドロア（牡 鹿 *マクフィ）南関東�２勝，�

祖母 *シジェームサン Sixieme Sens（92 Septieme Ciel）米国産，仏２勝，Prix Baga-
telle-L，Criterium du Fonds Europeen de l'Elevage-L３着，北米５勝，ダリ
アＨ-G2，サンゴルゴニオＨ-G2，アシーニアＨ-G3，Hanshin H-L２着，Lady
Canterbury Breeders' Cup H-L３着。産駒

ボールドブライアン（騸 *ブライアンズタイム）５勝，東京新聞杯-JPN3，石清水Ｓ，
摩周湖特別，函館スプリントＳ-JPN3２着

セレブ（騸 Gone West）４勝，竜飛崎特別
ミルフィアタッチ（牝キングカメハメハ）３勝。産駒

ウシュバテソーロ（牡オルフェーヴル）４勝，横浜Ｓ，三陸特別，�
ルージュマジック（牝 *アフリート）入着，南関東�２勝。産駒
ヒメタチバナ（牝ナカヤマフェスタ）２勝，南相馬特別

フローレス（牝 *サンデーサイレンス）３勝，東海�１勝
三代母サマレックス Samalex（82 Ela-Mana-Mou）仏２勝，サンロマン賞-G3３着，ペネ

ロープ賞-G3３着。産駒
セプティエムアートSeptieme Art：仏11勝

【競走成績】中央入着，障２勝，２着２回，３着２回，新潟ジャンプＳ（芝3250ｍ），同３
着，中山大障害５着（２回）［収得賞金 \69,491,000］

【繁殖成績】
2018 ホーリーバジル（牡 *マクフィ）岩手�６勝，�
19 ヒーローシャガーラ（牡 *マクフィ）４戦，�
20 種付せず
21 （牝ビッグアーサー）
22 死産（ビッグアーサー）
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95 2022ジェイエス繁殖馬セール T0962‐32

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ブライダルドレス

厩舎番号№95 ブライダルドレス Bridal Dress

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

2010年生
（12歳）
芦毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Deputy Minister

千代田牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（46）2400

*フレンチデピュティ
Mitterand

*クロフネ
�
�
Classic Go Go

*ブルーアヴェニュー芦 1998 Eliza Blue

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellマサコチャン

�
�
*ラバージョンチヨダマサコ栗 1996 ミスオーハヤブサ（12）

*ビューチフルドリーマー系

【*バゴを受胎（販売申込時）最終種付４月６日】

父*クロフネは米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート-JPN1。主な産駒（Ｂ
ＭＳ）：クロノジェネシス（有馬記念-G1，宝塚記念-G1２回，秋華賞-G1），ノームコア（香
港Ｃ-G1，ヴィクトリアマイル-G1），レイパパレ（大阪杯-G1），ノーヴァレンダ（全日本２歳
優駿-JPN1），ベンジニ（ＢＲＣブリスベンＣ-G2），プラダリア（青葉賞-G2）

母マサコチャン（96 *サンデーサイレンス）不出走。産駒
ベストクルーズ（牝 芦 *クロフネ）３勝，サロマ湖特別，山陽特別，ファンタジーＳ

-JPN3２着，阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1３着，京都牝馬Ｓ-G3３着，
白百合Ｓ-OP３着，フラワーＣ-G3４着。産駒

シークルーズ（牝モーリス）２勝，春菜賞，�
マーチャンテイマー（牝 鹿 *クロフネ）５勝，釜山Ｓ，宮崎特別，北海道�入着，ブリ

ーダーズゴールドＣ-JPN3３着，南関東�入着，マリーンＣ-JPN3５着
サトノロマネ（騸 鹿 *クロフネ）２勝，黄梅賞，高知�27勝
ファンドリコンドル（牡 鹿 *エルコンドルパサー）２勝，兵庫�１勝，広島�１勝，福

山スプリントＣ，高知�16勝
エイシンフランキー（牡 芦 *クロフネ）１勝，障２勝，東京ジャンプＳ４着，高知�

４勝
アイコチャン（牝 栗 *ピルサドスキー）不出走。産駒
ロンス（牝 *スウェプトオーヴァーボード）３勝，マカオジョッキークラブＴ
ファイブイーグル（牡 *スキャン）２勝，鶴橋特別

ハロウィーン（牝 鹿 *エルコンドルパサー）入着，兵庫�１勝。産駒
レコパンハロウィー（牝タイムパラドックス）北海道�１勝，兵庫�３勝，東海�

１勝，若草賞，東海クイーンＣ２着，梅桜賞２着
祖母チヨダマサコ（77 *ラバージョン）１勝。ニッポーテイオー（牡 *リイフォー：天皇賞・

秋-JPN1），タレンティドガール（牝 *リマンド：エリザベス女王杯-JPN1）の母

【競走成績】中央入着［収得賞金 \700,000］

【繁殖成績】
2014 ララスモーキン（牡 ルーラーシップ）２戦
15 不受胎（*エンパイアメーカー）
16 プティットフィーユ（牝エイシンフラッシュ）入着
17 サトノエンプレス（牝 ルーラーシップ）東海�２勝
18 ブライダルクイーン（牝 *マクフィ）北海道�２勝，�
19 レイビル（牡ミッキーアイル）３戦，�
20 ラッキーザクラ（牝 *ビーチパトロール）未出走
21 （牡 *バゴ）
22 不受胎（*バゴ）
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96 2022ジェイエス繁殖馬セール T0257‐09

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 テイエムクイーン

厩舎番号№96 テイエムクイーン T M Queen

日高テイエム牧場＝日高町厚賀 ℡01456（2）5473

2017年生
（５歳）
鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

日高テイエム牧場＝日高町厚賀 ℡01456（2）5473

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

�
�
�

ストームキャット �
�
Storm Bird

Storm Cat
Terlingua

*クイーンオブトロイ ウォリアークイーン �
�
Quiet American

Warrior Queen鹿 2007 Call Me Fleet（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，マルシュロレーヌ（ＢＣディスタフ-G1），エポカドーロ（皐月賞-G1），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），ショウナンナデシコ（かし
わ記念-JPN1），オーソリティ（アルゼンチン共和国杯-G2２回）を出す

母 *クイーンオブトロイ Queen of Troy（07 Storm Cat）愛国産，愛２勝，愛パークＳ
-G3４着。産駒

ミスターユニヴァース Mr Universe（騸 Smart Missile）ＮＺ４勝，HBJC Power
Turf Sprint-L２着，ＡＲＣコンコルドＨ-G3４着

フライングアキレス Flying Achilles（騸 Fastnet Rock）豪２勝，サンダーストンプ
Thunder Stomp の名で香港５勝

オブデュモンド（騸 黒鹿ドゥラメンテ）２勝，�
祖母ウォリアー クイーン Warrior Queen（97 Quiet American）愛２勝，Round

Tower S-L，Rockingham H-L２着，英入着，クイーンメアリーＳ-G3３着。産
駒

エーピー ウォリアー A. P. Warrior（牡 A. P. Indy）北米４勝，サンフェリーペＳ
-G2，ラホヤＨ-G2，ノーフォークＳ-G2２着，アファームドＨ-G3２着，サン
タアニタダービー-G1３着，スワップスＢＣＳ-G2３着，オークトゥリーダ
ービー-G2３着，ハリウッドフューチュリティ-G1４着，エルカミノリアル ダ
ービー-G3４着。種牡馬

エジプシャンクイーン Egyptian Queen（牝 Storm Cat）不出走。産駒
グローバル ヴュー Global View（牡 Galileo）北米３勝，アメリカンターフＳ

-G2，ジェネラスＳ-G3，Penn Mile S２着，Harry F. Brubaker S２
着，セクレタリアトＳ-G1４着。種牡馬

ターンズマイヘッド Turns My Head（牝 Montjeu）北米２勝。産駒
キャッチ ザ アイ Catch the Eye（牝 Quality Road）北米２勝，ジョンＣ.

マビーＳ-G2３着
三代母コールミーフリートCall Me Fleet（93 *アフリート）不出走。産駒

タイガーズロック Tiger's Rock：北米４勝，Gallant Fox H，Coyote Lakes S
コールミープリティCall Me Pretty：不出走。ボーントゥロック Born to Rock

（ITC Gai Waterhouse Classic-L），プリティハッピーアバウトイット
Prettyhappyaboutit（SAJC Lightning S-L）の母

ビッグ ハリー Big Hurry：英１戦。プレルヴィル Pretreville（ベルトランデュブル
イユ賞-G3，アメジストＳ-G3）の祖母

【競走成績】中央１勝，３着２回，東海�１勝，２着１回，３着２回
［収得賞金 \11,349,000］
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97 2022ジェイエス繁殖馬セール T0515‐62

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ビハインドザサン

厩舎番号№97 ビハインドザサン Behind the Sun

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2017年生
（５歳）
鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

プルピット �
�
A. P. Indy

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

Pulpit
Preach

*パイロ ワイルドヴィジョン �
�
Wild Again

Wild Vision黒鹿 2005 Carol's Wonder

�
�
�

�
�
*エンドスウィープアドマイヤムーン マイケイティーズヘヴンアンドアース

�
�
Dubai Millennium

*ミズナ鹿 2012 Tribulation（12）

【*アメリカンペイトリオットを受胎（販売申込時）最終種付３月10日】

父*パイロ Pyro は米国産，北米５勝，フォアゴーＳ-G1，ルイジアナダービー-G2。主な
産駒（ＢＭＳ）：コンバスチョン（ヒヤシンスＳ-L，全日本２歳優駿-JPN1２着），メズメライ
ザー（岩室温泉特別），リリコ（兵庫・園田プリンセスＣ，東海・クイーンＣ）。父として，メイシ
ョウハリオ（帝王賞-JPN1），ミューチャリー（ＪＢＣクラシック-JPN1）を出す

母ヘヴンアンドアース（12 アドマイヤムーン）４戦。産駒
ヘヴンリーレイン（牝 鹿ディープブリランテ）兵庫�１勝，�
アースアワー（牝 栗ディープブリランテ）岩手�１勝，�

祖母 *ミズナ Mizna（02 Dubai Millennium）米国産，不出走。産駒
ディサイファ（牡ディープインパクト）９勝，札幌記念-G2，アメリカＪＣＣ-G2，同４

着，同５着，エプソムＣ-G3，同３着，中日新聞杯-G3，甲斐路Ｓ，日高特
別，奥尻特別，毎日王冠-G2２着，同４着，金鯱賞-G2２着，大阪城Ｓ-L
２着，都大路Ｓ-L２着，中山金杯-G3３着，福島記念-G3４着，日経賞
-G2５着

アドマイヤタイシ（牡 Singspiel）４勝，ムーンライトＨ，須磨特別，鳴尾記念-G3２
着，新潟大賞典-G3２着，中日新聞杯-G3２着，中山金杯-G3２着，朝日
チャレンジＣ-G3２着，福島記念-G3２着，障１勝

リリーファイアー（牡タニノギムレット）３勝
アンカーマン（騸 ステイゴールド）入着，東海�７勝，オグリキャップ記念２着，佐賀

�１勝，南関東�３勝
三代母トリビュレイション Tribulation（90 Danzig）北米５勝，クイーンエリザベス二世

チャレンジカップＳ-G1，ボイリング スプリングズＨ-G3，ギャロレットＨ-G3，イエ
ローリボン招待Ｓ-G1２着，ブラックヘレンＨ-G3３着。産駒

ボールド ホーク Bold Hawk：北米３勝，ホーソーンダービー-G3，レッド スミスＨ
-G2２着，同３着，ハリウッドダービー-G1３着

コショクトン Coshocton：英２勝，Predominate S-L，Autumn S-L２着
四代母グレイスフルタッチ Graceful Touch（78 His Majesty）北米４勝。産駒
グレイスフル ダービー Graceful Darby：北米８勝，クイーン エリザベス二世チャ

レンジカップＳ-G3，クイーンシャーロットＳ-G3，ニジャナＳ-G3
アメリフローラ Ameriflora：不出走。*グラスワンダー（有馬記念-G1２回，宝塚記

念-G1），ワンダー アゲイン Wonder Again（ガーデン シティＢＣＨ
-G1）の母，カーネルリアム Colonel Liam（ペガサスワールドカップタ
ーフ招待Ｓ-G1２回）の三代母

【競走成績】中央入着，２着１回，３着２回［収得賞金 \5,610,000］

【繁殖成績】
2022 不受胎（*ディスクリートキャット）
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98 2022ジェイエス繁殖馬セール T0460‐19

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ハウリング

厩舎番号№98 ハウリング Howling

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2015年生
（７歳）
栗毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

ダンチヒ �
�
Northern Dancer

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

Danzig
Pas de Nom

*ハードスパン ターキッシュトライスト �
�
Turkoman

Turkish Tryst鹿 2004 Darbyvail

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスアグネスタキオン アグネスフローラアースソング

�
�
Dixieland Band

*ワールドミュージック鹿 2008 Headline（9）

【*ディスクリートキャットを受胎（販売申込時）最終種付５月３日】

父*ハードスパン Hard Spun は米国産，北米７勝，キングズビショップＳ-G1。主な産駒
（ＢＭＳ）：グッドマジック（ＢＣジュヴェナイル-G1，ハスキル招待Ｓ-G1），アルコールフリ
ー（サセックスＳ-G1，コロネーションＳ-G1），ダノンスマッシュ（香港スプリント-G1，高松宮
記念-G1），ウェルズ バイユー（ルイジアナダービー-G2）

母アースソング（08 アグネスタキオン）１勝。産駒
エスニックソング（牝 黒鹿 *パイロ）１勝
サステイナビリティ（騸 鹿 *キングズベスト）石川�５勝，�
テラフォーマー（牡 鹿 *キングズベスト）石川�４勝，�

祖母 *ワールドミュージックWorld Music（02 Dixieland Band）米国産，英入着。産駒
ワールドホーリング（牡 Halling）入着，兵庫�２勝，東海�１勝，岩手�４勝
サークルオブライフ（牡ジャングルポケット）入着，兵庫�１勝，東海�１勝，高知�

１勝
三代母ヘッドライン Headline（93 Machiavellian）不出走。産駒

エインシェントワールド Ancient World：仏２勝，英２勝，ウインターヒルＳ-G3，
ジョエルＳ-G3２着，伊１勝，ヴィトリオディカプア賞-G1

ジルバブ Jilbab：北米３勝，ＣＣＡオークス-G1，コティリオンＨ-G2３着。産駒
カフタン Caftan：北米入着。産駒
*オーサムボス Awesome Boss：北米１勝，バーボネットオークス-G3２着
シューガーレイトゥー Shooger Ray Too：北米４勝，Birdstone S-L２着

*アバヤ Abaya：不出走。産駒
アブラ Abra：北米９勝，Gravesend H３着

ニューズリール Newsreel：北米１勝。産駒
メイルショットMailshot：英４勝，UAE４勝，National Day Cup-L３着

*ニューチャプターⅡ New Chapter：北米１戦，入着。産駒
ヴァンヌーヴォー：６勝，阿蘇Ｓ-OP，ナリタブライアンＣ，平城京Ｓ
クリーンスレイト：３勝，立川特別，ユニコーンＳ-G3５着，�

バンドゥBandeau：北米１戦。産駒
モアザン バンドゥMore Than Bandeau：北米５勝。産駒

スウィンギング マンディ Swinging Mandy：北米１勝，Victorian Que-
en S，South Ocean S３着

【競走成績】中央１勝，２着２回，３着４回，東海�入着，２着１回
［収得賞金 \18,907,000］

【繁殖成績】
2021 （牝 *サンダースノー）
22 （牡 *サンダースノー）
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99 2022ジェイエス繁殖馬セール T0393‐41

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ブラックヒューマー

厩舎番号№99 ブラックヒューマー Black Humour

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2017年生
（５歳）
黒鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

*サンデーサイレンス
Wishing Wellブラックタイド

�
�
Alzao

*ウインドインハーヘア黒鹿 2001 Burghclere

�
�
�

�
�
Kingmambo

*キングズベスト
Allegretta

*フェリシタス エンバシー �
�
Cadeaux Genereux

Embassy鹿 2003 Pass the Peace（8）

【ファインニードルを受胎（販売申込時）最終種付５月13日】

父ブラックタイドは早来産，３勝，スプリングＳ-JPN2。主な産駒（ＢＭＳ）：サンロアノーク
（かきつばた記念-JPN3５着），テイエムユメキュウ（ひまわり賞-OP２着），マリノアズラ（阿
寒湖特別）。父として，キタサンブラック（ジャパンＣ-G1，有馬記念-G1），タガノエスプレッ
ソ（デイリー杯２歳Ｓ-G2），テイエムイナズマ（デイリー杯２歳Ｓ-G2）を出す

母 *フェリシタス Felicitous（03 *キングズベスト）英国産，英２勝。産駒
イレイション（牡 栗ディープスカイ）５勝，春興Ｓ，刈谷特別，ディセンバーＳ-L３着
ハピネス（牝 黒鹿 *コマンズ）４勝
ファスティディアスFastidious（騸 Exceed And Excel）愛５勝
ハッピーゴラッキー（牝 鹿 *パイロ）３勝
アプト（牝 黒鹿アドマイヤムーン）１勝

祖母エンバシー Embassy（95 Cadeaux Genereux）全欧２歳牝馬チャンピオン，英３
勝，チェヴァリーパークＳ-G1，プリンセスマーガレットＳ-G3，ロウザーＳ-G2２
着。産駒

ポリテスPolitesse（牝 Barathea）不出走。産駒
キングズ アポッスル King's Apostle（牡 *キングズベスト）英６勝，ダイアデ

ムＳ-G2，仏１勝，モーリスドギース賞-G1。種牡馬
*エーシンスペリアー（牝 *キングズベスト）東海�入着。産駒

エイシンスレイマン（牡ディープインパクト）３勝，秩父特別，岩手�３勝，
�

*スノーキトゥン Snow Kitten（牝 Storm Cat）不出走。産駒
ファンタスティックスノウ Fantastic Snow（牝 *ファンタスティックライト）不出走。

産駒
フライヤー Flyer（牡 Scat Daddy）チリ４勝，チリポーリャデ ポトリリョス

-G1，クリアドレス大賞典-G2，コロナシオン大賞典-G2，エル ダ
ービー-G1２着，エルエンサーヨ-G1２着。種牡馬

ファンタスマゴリコ Fantasmagorico（牡 Scat Daddy）チリ５勝，アルベ
ルトビアル インファンテ賞-G1，コロナシオン大賞典-G2，エル
ダービー-G1２着，ナシオナルリカルドリヨン賞-G1２着，クリア
ドレス大賞典-G2２着，エルエンサーヨ-G1３着。種牡馬

スノウシーカー Snow Seeker（牝 Seeking the Gold）北米２勝。産駒
フレンチー ボブキャット Frenchy Bobcat（騸 Sixthirteen）北米２勝，

Cavonnier Juvenile S３着

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \6,710,000］

【繁殖成績】
2022 （牡タワーオブロンドン）
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100 2022ジェイエス繁殖馬セール T0248‐34

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ミュゼット

厩舎番号№100 ミュゼット Musette

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2015年生
（７歳）
栗毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

ダンチヒ �
�
Northern Dancer

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

Danzig
Pas de Nom

*ハードスパン ターキッシュトライスト �
�
Turkoman

Turkish Tryst鹿 2004 Darbyvail

�
�
�

�
�
Kingmambo

*アルカセット *チェサプラナサンデーミューズ
�
�
*サンデーサイレンススカルプトレス栗 2007 シンコウビューティ（4）

*ロイコン系

【*サンダースノーを受胎（販売申込時）最終種付３月10日】

父*ハードスパン Hard Spun は米国産，北米７勝，キングズビショップＳ-G1。主な産駒
（ＢＭＳ）：グッドマジック（ＢＣジュヴェナイル-G1，ハスキル招待Ｓ-G1），アルコールフリ
ー（サセックスＳ-G1，コロネーションＳ-G1），ダノンスマッシュ（香港スプリント-G1，高松宮
記念-G1），ウェルズ バイユー（ルイジアナダービー-G2）

母サンデーミューズ（07 *アルカセット）３勝。産駒
ルミネイト（牝 鹿 *アメリカンペイトリオット）２勝，早苗賞，�

祖母スカルプトレス（01 *サンデーサイレンス）不出走。産駒
ベルニーニ（牡ジャングルポケット）４勝，太宰府特別

三代母シンコウビューティ（93 Caerleon）不出走。産駒
ハッピールック：５勝，みなみ北海道Ｓ-L，札幌日経オープン-L，同-OP３着，松前

特別，アルゼンチン共和国杯-JPN2２着，同４着，ダイヤモンドＳ-JPN3２
着，コスモス賞-OP２着，日経賞-JPN2３着，ステイヤーズＳ-JPN2３着

四代母 *ハッピートレイルズ Happy Trails（84 *ポッセ）愛国産，愛入着。産駒
*シンコウラブリイ：最優秀古牝馬，10勝，マイルチャンピオンシップ-JPN1，同２着，

毎日王冠-JPN2，スワンＳ-JPN2，ニュージーランドＴ４歳Ｓ-JPN2，クイー
ンＳ-JPN3，ラジオたんぱ賞-JPN3，安田記念-JPN1３着。産駒

ロードクロノス：８勝，中京記念-JPN3，北海道新聞杯，七夕賞-JPN3２着
トレジャー：４勝，都大路Ｓ-L，日高特別，水仙賞，セントライト記念-JPN2２着
レディミューズ：３勝，チューリップ賞-JPN3２着。シンメイフジ（関東オークス

-JPN2）の母，ロードマイウェイ（チャレンジＣ-G3）の祖母
ピサノグラフ：４勝，初風特別，ターコイズＳ-L３着，フローラＳ-JPN2４着。ム

イトオブリガード（アルゼンチン共和国杯-G2）の母
*タイキマーシャル：８勝，エプソムＣ-JPN3，クリスマスＳ-OP，朱鷺Ｓ-OP
ハッピーパス：５勝，京都牝馬Ｓ-JPN3，札幌日刊スポーツ杯-L。産駒

チェッキーノ：３勝，フローラＳ-G2，アネモネＳ-L，オークス-G1２着
コディーノ：３勝，札幌２歳Ｓ-G3，東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3
パストフォリア：４勝，ユートピアＳ，山中湖特別。サブライムアンセム（フィリー

ズレビュー-G2）の母
サンタフェトレイル：５勝，福島テレビ杯，若潮賞，長万部特別。産駒

キングストレイル：４勝，セントライト記念-JPN2，京成杯オータムＨ-G3，東風
Ｓ-L，オールカマー-G2２着，京王杯２歳Ｓ-JPN2２着。種牡馬

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \8,700,000］

【繁殖成績】
2021 （牝 *ディスクリートキャット）
22 （牡 *パイロ）
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101 2022ジェイエス繁殖馬セール T0088‐72

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ワールプール

厩舎番号№101 ワールプール Whirlpool

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2018年生
（４歳）
鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

キングカメハメハ *マンファスロードカナロア
�
�
Storm Catレディブラッサム鹿 2008 *サラトガデュー

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスハーツクライ アイリッシュダンスシースプレイ

�
�
Bering

*シーリング鹿 2008 Blue River（1）

【*マインドユアビスケッツを受胎（販売申込時）最終種付４月17日】

父ロードカナロアは新ひだか産，年度代表馬，中央・香港13勝，香港スプリント-G1（２
回）。父として，アーモンドアイ（ジャパンＣ-G1２回，牝馬三冠），サートゥルナーリア（皐月
賞-G1），パンサラッサ（ドバイターフ-G1），ダノンスマッシュ（香港スプリント-G1），ダノンス
コーピオン（ＮＨＫマイルＣ-G1），タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1）を出す

母シースプレイ（08 ハーツクライ）４戦。産駒
シーズララバイ（牝 栗 *ファルブラヴ）１勝，フラワーＣ-G3２着
シーサイドロマンス（牝 鹿ショウナンカンプ）１勝
サトノノヴァ（牡 鹿 サトノアラジン）北海道�２勝，�

祖母 *シーリング Sea Ring（90 Bering）仏国産，仏２勝。産駒
トレストレラ Torrestrella（牝 Orpen）仏３勝，仏1000ギニー-G1，Prix Finlande

-L。産駒
インティラーク Intilaaq（牡 Dynaformer）英３勝，ローズ オブランカスター

Ｓ-G3，Steventon S-L
ウズール Wusool（牡 Speightstown）仏４勝，ポールドムサック賞-G3
ファーマー Farmah（牝 Speightstown）仏３勝，Prix de Bonneval-L，Prix

Sigy-L２着，伊１勝，カルロ＆フランチェスコアロイージ賞-G3
トレアルタ Torrealta（牝 In The Wings）仏１勝，Prix Scaramouche-L２着，Prix

Lord Seymour-L３着，Prix Right Royal-L３着。産駒
シール ベイ Seal Bay（牝 Hernando）仏１勝，Prix Finlande-L２着
タスデュボージュー T'As d'Beaux Yeux（牝 Red Ransom）仏２勝。アッシロ

Assiro（牡 *デクラレーションオブウォー：ミラノ大賞典-G2），ヒューリ
スティク Heuristique（牝 Shamardal：Criterium du Languedoc-L，
仏1000ギニー-G1３着）の母

アクアリング（牝 Anabaa）１勝。産駒
クイーンズリング（牝 マンハッタンカフェ）６勝，エリザベス女王杯-G1，府中

牝馬Ｓ-G2，フィリーズレビュー-G2，京都牝馬Ｓ-G3，菜の花賞，有馬
記念-G1２着，秋華賞-G1２着，米子Ｓ-L２着，桜花賞-G1４着

アクアミラビリス（牝ヴィクトワールピサ）３勝，エルフィンＳ-L，志摩Ｓ，パラ
ダイスＳ-L２着，フェアリーＳ-G3５着

サマーシー Summer Sea（牝 Bahhare）仏２戦。産駒
ディエゴ ヴァロール Diego Valor（牡 Le Havre）スペイン６勝，Gran Premio

De La Hispanidad，仏２勝，エドモンブラン賞-G3３着（２回）

【競走成績】中央入着，３着１回，南関東�入着［収得賞金 \2,320,000］

【繁殖成績】
2022年より供用
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102 2022ジェイエス繁殖馬セール T0638‐05

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アスワンサンセット

厩舎番号№102 *アスワンサンセット Aswan Sunset（USA）

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2017年生
（５歳）
鹿毛
米国産

�
�
�
�

パイオニアオブ ザ ナイル �
�
�

�
�
Unbridled

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

*エンパイアメーカー
Toussaud

Pioneerof the Nile スターオブゴーシェン �
�
Lord At War

Star of Goshen黒鹿 2006 Castle Eight

�
�
�

ノーザンアフリート �
�
*アフリート

Northern Afleet
Nuryette

*イブニングジュエル
�
�
Giant's Causeway

*ジュエルオブザナイト鹿 2007 Jeweled Lady（16）

【レッドファルクスを受胎（販売申込時）最終種付５月17日】

父パイオニアオブ ザ ナイル Pioneerof the Nile は米国産，北米５勝，サンタアニタ
ダービー-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：アモーレイ（フリゼットＳ-G1３着）。父として，アメリカ
ンフェロー（米三冠），クラシックエンパイア（ＢＣジュヴェナイル-G1），マタレヤ（エイコー
ンＳ-G1），ミッドナイトストーム（シューメイカーマイルＳ-G1）を出す

母 *イブニングジュエル Evening Jewel（07 Northern Afleet）米国産，北米７勝，ア
シュランドＳ-G1（ＡＷ8.5Ｆ），デルマーオークス-G1（芝９Ｆ），ハニムーンＨ
-G2（芝９Ｆ），サンクレメンテＨ-G2（芝８Ｆ），Sunshine Millions Distaff S
（Ｄ8.5Ｆ），California Breeders' Champion S（ＡＷ8.5Ｆ），ケンタッキーオー
クス-G1２着，ラスヴィルヘネスＳ-G1２着，サンタイサベルＳ-G3２着，Val-
entine Dancer H２着，ＢＣフィリー＆メアスプリント-G1３着，クイーン エリザ
ベス二世チャレンジカップＳ-G1３着，マディソンＳ-G1４着。産駒

バーナディーヴァ Bernadiva（牝 Bernardini）北米２勝，Riskaverse S３着
ムーンビード（牝 鹿 American Pharoah）１勝

祖母 *ジュエルオブザナイト Jewel of the Night（02 Giant's Causeway）米国産，北米
２戦。産駒

ディープジュエリー（牝ディープインパクト）４勝，スイートピーＳ-L，デイジー賞
マギーマクゴーワン Maggie McGowan（牝 Salt Lake）北米１勝。産駒

デンマンズコール Denman's Call（騸 Northern Afleet）北米５勝，トリプル
ベンドＳ-G1，San Pedro S-L２着，サンヴィセンテＳ-G2３着

トロセイTorosay（騸 Goldencents）北米２勝，グリーンフラッシュＨ-G3３着，
Siren Lure S３着

ブラックヴァレンタイン Black Valentine（牝 Cindago）不出走。産駒
ルーズ ヴァレンタイン Roo's Valentine（牝 Vronsky）北米４勝，Soviet

Problem S，Fran's Valentine S２着，Dream of Summer S２着
スウィーテストエンジェル Sweetest Angel（牝 Candy Ride）北米２勝，セニ

ョリータＳ-G3３着，Pike Place Dancer S３着
ドクタートラウトマン Dr. Troutman（騸 Vronsky）北米３勝，Snow Chief S

３着
マジェスティックジュエル Majestic Jewel（牝 Cindago）北米２勝。産駒

コンセプト Concept（牡 Gun Runner）北米１勝，Kip Deville S，Remington
Springboard Mile S-L３着

【競走成績】中央１戦

【繁殖成績】
2021 （牡ヴィクトワールピサ）
22 （牡イスラボニータ）
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103 2022ジェイエス繁殖馬セール T0540‐54

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ムニラー

厩舎番号№103 *ムニラー Munirah（USA）

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2011年生
（11歳）
鹿毛
米国産

�
�
�
�

キトゥンズジョイ �
�
�

エル プラド �
�
Sadler's Wells

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

El Prado
Lady Capulet

Kitten's Joy キトゥンズファースト �
�
Lear Fan

Kitten's First栗 2001 That's My Hon

スピードトゥバーン �
�
�

レッドランサム �
�
Roberto

Red Ransom *アラビアⅡ
Speed to Burn ヒドゥンライト �

�
Majestic Light

Hidden Light鹿 1999 Tallahto（13）

【リアルスティールを受胎（販売申込時）最終種付５月19日】

父キトゥンズジョイKitten's Joy は米国産，米芝牡馬チャンピオン，北米９勝，セクレタリ
アトＳ-G1。北米総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ファイアアットウィ
ル（ＢＣジュヴェナイルターフ-G1），チャンネルキャット（マンウォーＳ-G1），フラッフィーソ
ックス（サンズポイントＳ-G2），スニーキングアウト（グレイトレイディエムＳ-G2）

母スピードトゥバーン Speed to Burn（99 Red Ransom）北米１勝，アスタリタＳ-G2３
着。産駒

*ムニラー Munirah（牝 鹿 Kitten's Joy）本馬
デクラレイションオブスピード Declarationofspeed（騸 *デクラレーションオブウォー）

北米２勝
レイザー Laser（牡 Awesome Again）北米１勝

祖母ヒドゥン ライト Hidden Light（83 Majestic Light）北米６勝，サンタアニタオーク
ス-G1，ハリウッドオークス-G1，デル マーオークス-G2，La Habra S-L，プリン
セスＳ-G3２着。産駒

アーティシラー Artie Schiller（牡 El Prado）北米10勝，ＢＣマイル-G1，メイカー
ズマークマイルＳ-G2，同２着，ジャマイカＨ-G2，競馬博物館名誉の殿
堂Ｈ-G2，バーナード バルークＨ-G2，ヒル プリンスＳ-G3，Woodlawn S
-L，ケルソＢＣＨ-G2２着，マンハッタンＨ-G1３着。種牡馬

アワ テイブル マウンテン Our Table Mountain（牝 Fusaichi Pegasus）南アフリ
カ６勝，Olympic Duel S-L，同２着，Victress S-L２着。シルヴァー マウ
ンテン Silver Mountain（牝 Silvano：ケイプフィリーズギニー-G1），クロ
ス オブ クラウド Cloth of Cloud（牝 Captain Al：南アフリカナーサリー
-G1），ワンダラス クライマー Wonderous Climber（騸 Dynasty：Aqua-
naut H-L）の母，ワン ウェイトラフィック One Way Traffic（騸 Dynas-
ty：グレイヴィルヴォーダコム2200-G3）の母

*ヒドゥンダンス Hidden Dance（牝 Nureyev）不出走。トーホウアラン（牡ダンスイ
ンザダーク：京都大賞典-G2，京都新聞杯-JPN2，中日新聞杯-JPN3）の母

【競走成績】北米２勝，２着１回，３着１回，ボイリング スプリングズＳ-G3（芝９Ｆ）
［収得賞金 $98,295］

【繁殖成績】
2017 （牡スクリーンヒーロー）
18 （牝スクリーンヒーロー）
19 エコルフリューゲル（牝ダイワメジャー）１勝，�
20 サウンドレイラ（牝イスラボニータ）未出走
21 （牝イスラボニータ）
22 （牝 *デクラレーションオブウォー）
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104 2022ジェイエス繁殖馬セール T0221‐25

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アルティマチャーム

厩舎番号№104 アルティマチャーム Ultima Charm

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2013年生
（９歳）
鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスフジキセキ *ミルレーサーアルティマトゥーレ

�
�
*トニービンエアトゥーレ鹿 2004 *スキーパラダイス（3）

【ミッキーアイルを種付けして不受胎（販売申込時）】

父キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳチャンピオン。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），ジオグリフ（皐月賞-G1），ソダシ（桜花
賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念-G1）

母アルティマトゥーレ（04フジキセキ）７勝，セントウルＳ-G2（芝1200ｍ），シルクロード
Ｓ-G3（芝1200ｍ），テレビユー福島賞（芝1200ｍ），鈴鹿特別（芝1200ｍ），豊
橋特別（芝1200ｍ），ガーベラ賞（芝1400ｍ），アイビスサマーダッシュ-G3３着，
スプリンターズＳ-G1５着，高松宮記念-G1５着。産駒

アルティマブラッド（牝 青鹿 *シンボリクリスエス）６勝，ラピスラズリＳ-L，船橋市
市制施行80周年記念，ハッピーエンドＣ，祇園特別，春雷Ｓ-L３着

アルティマリガーレ（牝 鹿 *ハービンジャー）３勝，長久手特別
アルティマプリンス（牡 黒鹿キングカメハメハ）２勝
デリスモア（牝 鹿 *ワークフォース）２勝

祖母エアトゥーレ（97 *トニービン）６勝，阪神牝馬Ｓ-JPN2，４歳牝馬特別�-JPN2３
着，京都牝馬Ｓ-JPN3３着，同４着，キャピタルＳ-OP３着，阪急杯-JPN3４
着，仏・シンガポール入着，モーリスドギース賞-G1２着，クリスフライヤースプ
リント-G3３着。産駒

キャプテントゥーレ（牡アグネスタキオン）５勝，皐月賞-JPN1，デイリー杯２歳Ｓ
-JPN2，朝日チャレンジＣ-G3（２回），中山記念-G2２着，金鯱賞-G2２
着，朝日杯フューチュリティＳ-JPN1３着，マイラーズＣ-G2３着，野路菊Ｓ
-OP３着，マイルチャンピオンシップ-G1４着，弥生賞-JPN2４着。種牡馬

クランモンタナ（牡 ディープインパクト）６勝，小倉記念-G3，同４着，マレーシア
Ｃ，信濃川特別，新潟記念-G3２着，ディセンバーＳ-L３着，障１勝

コンテッサトゥーレ（牝ディープインパクト）２勝，紅梅Ｓ-OP，桜花賞-G1３着
シルヴァーソニック（牡オルフェーヴル）４勝，ジューンＳ，兵庫特別，国東特別，阪

神大賞典-G2３着，ステイヤーズＳ-G2３着，万葉Ｓ-OP３着，�
テラノヴァ（牝ヴィクトワールピサ）４勝，道新スポーツ賞
ナムアミダブツ（牡オルフェーヴル）２勝，燧ヶ岳特別，�

【競走成績】中央３戦

【繁殖成績】
2018 フロンタルクリス（牡 *シンボリクリスエス）入着，�
19 キアナフリューゲル（牝エピファネイア）入着，�
20 プライムトゥーレ（牡 *ノヴェリスト）１戦，�
21 （牡スワーヴリチャード）
22 不受胎（オルフェーヴル）
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105 2022ジェイエス繁殖馬セール T0232‐19

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 シガレット

厩舎番号№105 *シガレット Cigarette（IRE）

今牧場＝新ひだか町静内豊畑 ℡090（7053）0268

2012年生
（10歳）
鹿毛
愛国産

�
�
�
�

シー ザスターズ �
�
�

ケイプクロス �
�
Green Desert

今牧場＝新ひだか町静内豊畑 ℡090（7053）0268

Cape Cross
Park Appeal

Sea The Stars アーバンシー �
�
Miswaki

Urban Sea鹿 2006 Allegretta

�
�
�

フサイチ ペガサス �
�
Mr. Prospector

Fusaichi Pegasus
Angel Fever

*ピサノティファニー タップ ユアヒールズ �
�
Unbridled

Tap Your Heels芦 2006 Ruby Slippers（3）

【リアルスティールを受胎（販売申込時）最終種付４月15日】

父シー ザ スターズ Sea The Stars は愛国産，全欧年度代表馬，愛英仏８勝，英ダー
ビー-G1，凱旋門賞-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：オネスト（パリ大賞典-G1），テオレーマ（ＪＢ
Ｃレディスクラシック-JPN1），マイプロスペロ（ユジューヌアダム賞-G2），エルダーエルダ
ロフ（クイーンズヴァーズ-G2），テクニカルアナリシス（ボールストンスパＳ-G2）

母 *ピサノティファニー（06 Fusaichi Pegasus）米国産，中央・石川・北海道�入着，東
海�１勝。産駒

*モスグリーン（牝 栗 New Bay）南関東�１勝，�
祖母タップ ユアヒールズ Tap Your Heels（96 Unbridled）北米１勝，Hildene S，ア

スタリタＳ-G2４着，テンプティドＳ-G3４着。産駒
タピット Tapit（牡 Pulpit）北米３勝，ウッドメモリアルＳ-G1，ローレルフューチュリ

ティ-G3。北米総合・２歳チャンピオンサイアー
オーヴァーアンドアビューティOverandabeauty（牝 Grand Slam）北米３勝，Ohio

Valley H-L２着，Pearl City S３着。産駒
ノーブル アンドアビューティNoble and a Beauty（牝 Noble Causeway）

北米３勝，Cicada S-L，Ruthless S-L２着
*ホームフロムオズ Home From Oz（牝 Pulpit）不出走。産駒

メイドフロムラッキー Madefromlucky（牡 Lookin At Lucky）北米６勝，ウ
エストヴァージニアダービー-G2，ピーターパンＳ-G2，グリーンウッド
カップＳ-G3，Temperence Hill Invitational S-L，レベルＳ-G2２
着，エクセルシオＳ-G3２着，ディスカヴァリーＨ-G3２着，アーカンソ
ーダービー-G1４着，オークローンＨ-G2４着。種牡馬

*エーシンゴールド（牡 Medaglia d'Oro）４勝，アルデバランＳ-OP，鷹取特別，
昇竜Ｓ-OP２着，マーチＳ-G3４着，南関東�入着，ジャパンダート
ダービー-JPN1２着

シージェイオズ C J Oz（牝 Colonel John）不出走。産駒
シャンペン ポエトリー Champagne Poetry（牝 Carpe Diem）北米１勝，

Ruthless S２着

【競走成績】中央４戦

【繁殖成績】
2017 ワイルドピット（牡オルフェーヴル）石川�２勝
18 ロッソネーリ（牝ドゥラメンテ）東海�５勝
19 （牡ドゥラメンテ）
20 不受胎（*ヘニーヒューズ）
21 （牡 *カリフォルニアクローム）
22 （牝 *パイロ）
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106 2022ジェイエス繁殖馬セール T0409‐59

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ロゴマーク

厩舎番号№106 ロゴマーク Logo Mark

今牧場＝新ひだか町静内豊畑 ℡090（7053）0268

2011年生
（11歳）
青鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

スマドゥン �
�
Kaldoun

今牧場＝新ひだか町静内豊畑 ℡090（7053）0268

Smadoun
Mossma

*チチカステナンゴ
�
�
Antheus

*スマラ芦 1998 Small Partie

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellステレオタイプ

�
�
Risen Starスターバレリーナ鹿 2002 *ベリアーニ（8）

【ルーラーシップを受胎（販売申込時）最終種付４月15日】

父*チチカステナンゴ Chichicastenango は仏国産，仏４勝，パリ大賞典-G1，リュパン賞
-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ナワール（グラディアトゥール賞-G3２着），ヒュミドール（福島記
念-G3２着），モモトンボ（紫苑Ｓ-L３着），ソウルトレイン（ニュージーランドＴ-G2５着），
ファストライフ（フローラＳ-G2５着）。父として，ヴィジオンデタ（仏ダービー-G1）を出す

母ステレオタイプ（02 *サンデーサイレンス）入着，兵庫�２勝。産駒
ロゴタイプ（牡 黒鹿ローエングリン）最優秀２歳牡馬，６勝，皐月賞-G1，安田記

念-G1，同２着，朝日杯フューチュリティＳ-G1，スプリングＳ-G2，ベゴニア
賞，中山記念-G2２着，同３着（２回），中山金杯-G3２着，ダービー卿チ
ャレンジＴ-G3２着，富士Ｓ-G3３着，クローバー賞-L３着，オールカマー
-G2４着，札幌２歳Ｓ-G3４着，函館２歳Ｓ-G3４着，ダービー-G1５
着，天皇賞�-G1５着，大阪杯-G2５着，札幌記念-G2５着。種牡馬

ナイトインブラック（牡 黒鹿ローエングリン）１勝，高知�６勝
アスクチャーチル（牡 鹿ロードカナロア）東海�１勝
ステレオグラム（牝 青鹿ローエングリン）４戦。産駒
レッドソリッド（牡 *ドレフォン）１勝，�

祖母スターバレリーナ（90 Risen Star）４勝，ローズＳ-JPN2，野分特別，日田特別，高
松宮杯-JPN2２着，京阪杯-JPN3２着，セントウルＳ-JPN3２着，毎日王冠
-JPN2３着，朝日チャレンジＣ-JPN3３着，京王杯オータムＨ-JPN3４着。産駒

アンドゥオール（牡 *ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ-JPN2，マーチＳ-JPN3，師走
Ｓ-OP，雅Ｓ，北斗賞，檜山特別，美唄特別，ベテルギウスＳ-L２着

グランパドドゥ（牝フジキセキ）３勝，中日新聞杯-JPN3，同４着，忘れな草賞-OP，
オークス-JPN1５着，秋華賞-JPN1５着。パドトロワ（牡 *スウェプトオーヴ
ァーボード：函館スプリントＳ-G3，キーンランドＣ-G3）の母

フレンチウォリアー（牡 *フレンチデピュティ）北海道�１勝，北海道２歳優駿-JPN3
３着，サンライズＣ３着，中央２勝

スパルタクス（牡 *サンデーサイレンス）５勝，飯坂特別，北九州記念-JPN3４着

【競走成績】中央９戦

【繁殖成績】
2016 シゲルコハク（牡 *ノヴェリスト）２戦
17 種付せず
18 不受胎（モーリス）
19 プレミアムクイーン（牝ローエングリン）１勝
20 ジャパンガール（牝 *ディスクリートキャット）未出走
21 （牡 *ヘニーヒューズ）
22 不受胎（ホッコータルマエ）
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107 2022ジェイエス繁殖馬セール T0003‐24

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 トーホウシンバル

厩舎番号№107トーホウシンバル Toho Cymbal

竹島 幸治＝日高町富川西 ℡090（3115）2833

2007年生
（15歳）
青鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

竹島 幸治＝日高町富川西 ℡090（3115）2833

*サンデーサイレンス
Wishing Wellステイゴールド

�
�
*ディクタスゴールデンサッシュ黒鹿 1994 ダイナサッシュ

�
�
�

�
�
Storm Cat

*ヘネシー
Island Kittyトーホウローマン

�
�
Alydar

*クロケタリー黒鹿 2000 Croquis（1）

【*シャンハイボビーを受胎（販売申込時）最終種付５月３日】

父ステイゴールドは白老産，中央・UAE・香港７勝，香港ヴァーズ-G1，ドバイシーマク
ラシック-G2。主な産駒（ＢＭＳ）：アランバローズ（全日本２歳優駿-JPN1），ライオンボス
（アイビスサマーダッシュ-G3），クリスマス（函館２歳Ｓ-G3），ブラックバゴ（アンドロメダＳ
-L，京成杯-G3２着），ショウナンマグマ（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3２着）

母トーホウローマン（00 *ヘネシー）中央・山形�入着。産駒
トーホウガーデン（牝 鹿 *アルカセット）２勝
トーホウオーディン（騸 栗トーホウエンペラー）１勝
トーホウバード（牡 黒鹿ステイゴールド）入着，東海�５勝
クロコ（牝 青スクリーンヒーロー）兵庫�10勝
トーホウレオポルド（牡 青鹿スクリーンヒーロー）東海�７勝
トーホウタップ（牝 鹿 *スキャターザゴールド）岩手�１勝

祖母 *クロケタリー Croquetallie（88 Alydar）米国産，北米１勝。産駒
アワバーベットOur Barbette（牝 Boundary）北米４勝

三代母クロウキー Croquis（76 Arts and Letters）北米６勝，Busher H，デラウェアＨ
-G1２着，ガゼルＨ-G2２着，ＣＣＡオークス-G1３着。産駒

ゴールドアラート Gold Alert：北米７勝，ドミニオンデイＨ-G3，エクリプスＳ-G3，
ディスカヴァリーＨ-G3２着，Durham Cup H-L２着，Col. R. S. McLaug-
hlin H２着，クイーンズカウンティＨ-G3３着。種牡馬

キャサリンオブアラゴン Catherinofaragon：不出走。産駒
ファムセレブル Femme Celebre：不出走。産駒

オシー セレブル Aussi Celebre：仏８勝，Prix Right Royal-L，Prix Sc-
aramouche-L３着，Prix du Grand Camp-L３着

四代母ユニティホール Unity Hall（68 Cyane）北米４勝，National Stallion S，Blue
Hen S，ソロリティＳ２着。リンケイジ Linkage（ブルーグラスＳ-G1）の母

【競走成績】中央４勝，２着３回，３着３回，クリスマスキャロル賞（芝1400ｍ），新春Ｓ
２着，桂川Ｓ２着，六甲アイランドＳ３着［収得賞金 \77,305,000］

【繁殖成績】
2015 トーホウアネモス（牡ロードカナロア）入着，東海�１勝
16 トーホウロドリゲス（牡 *ハービンジャー）２戦
17 不受胎（ロードカナロア）
18 トーホウレッド（牝 *ノヴェリスト）入着，�
19 トーホウクリスタル（牝 ルーラーシップ）東海�１勝，�
20 トーホウランボ（牝 *ダンカーク）未出走
21 （牝 *タリスマニック）
22 死産（*ノーブルミッション）
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108 2022ジェイエス繁殖馬セール T0409‐19

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 プリンセスネージュ

厩舎番号№108 プリンセスネージュPrincess Neige

田畑 利彦＝兵庫県芦屋市

2007年生
（15歳）
栗毛
浦河産

�
�
�
�

�
�
�

デピュティミニスター �
�
Vice Regent

浦河日成牧場＝浦河町上杵臼 ℡0146（28）1677

Deputy Minister
Mint Copy

*フレンチデピュティ ミッテラン �
�
Hold Your Peace

Mitterand栗 1992 Laredo Lass

�
�
�

�
�
Mr. Prospector

*フォーティナイナー
File

*クールネージュ
�
�
Relaunch

*クールアライヴァル芦 1996 Irish Arrival（8）

【サトノダイヤモンドを受胎（販売申込時）最終種付５月18日】

父*フレンチデピュティFrench Deputy は米国産，北米４勝，ジェロームＨ-G2。主な産
駒（ＢＭＳ）：マルシュロレーヌ（ＢＣディスタフ-G1），マカヒキ（ダービー-G1），ショウナンパ
ンドラ（ジャパンＣ-G1），レインボーライン（天皇賞・春-G1），ゴールドドリーム（チャンピオ
ンズＣ-G1，フェブラリーＳ-G1），マイネルホウオウ（ＮＨＫマイルＣ-G1）

母 *クールネージュ（96 *フォーティナイナー）米国産，５勝，葵Ｓ-OP（芝1200ｍ），メルボ
ルンＴ（Ｄ1200ｍ），白鳥大橋特別（Ｄ1000ｍ），ＢＳＮ賞-OP２着。産駒

グランドロワ（牡 栗ダイワメジャー）５勝，大阪－ハンブルクＣ，仲春特別，安土城
Ｓ-L２着，�

クインネージュ（牝 栗フジキセキ）４戦，入着。産駒
ゴーイングパワー（牡 サクラバクシンオー）中央・兵庫�５勝，兵庫ジュニア

グランプリ-JPN2，天保山Ｓ-OP，仲冬Ｓ，ＮＳＴ賞-L２着，エニフＳ
-L２着，ジャニュアリーＳ-OP２着，同３着，太秦Ｓ-OP２着，天王山
Ｓ-OP２着，ききょうＳ-OP２着，カペラＳ-G3４着，小倉２歳Ｓ-G3
５着，北海道�入着，北海道スプリントＣ-JPN3４着

グランドボヌール（牡 *エンパイアメーカー）中央・佐賀�６勝，サマーチャン
ピオン-JPN3，トリトンＳ，中京日経賞，豊橋特別，オーシャンＳ-G3４
着，中京記念-G3５着，南関東�１勝，�

ゴーインググレート（牡 *フレンチデピュティ）５勝，シドニーＴ，エニフＳ-L２
着，大沼Ｓ-L３着，プロキオンＳ-G3４着，石川�１勝

クリスタルネージュ（牡 芦ダンスインザダーク）１勝
祖母 *クールアライヴァル Kool Arrival（86 Relaunch）米国産，北米７勝，ラスヴィ

ルヘネスＳ-G1。クラッシー キム Klassy Kim（牝 Silent Screen：エル エン
シノＳ-G2），クーリンガー（牡 *フォーティナイナー：マーチＳ-JPN3）の母，*ミ
スターメロディ（牡 Scat Daddy：高松宮記念-G1）の三代母

【競走成績】中央２勝，３着２回［収得賞金 \16,100,000］

【繁殖成績】
2014 プリンセスヨウク（牝 *エンパイアメーカー）兵庫�３勝，中央１勝
15 ロワデベット（騸 ネオユニヴァース）東海�３勝，佐賀�３勝，�
16 グランドビクトリー（牡 ハーツクライ）２勝，�
17 ピュアプリンセス（牝フサイチセブン）１勝
18 フォルティウス（牡ザサンデーフサイチ）東海�６勝，�
19 ディアマンネージュ（牝キタサンブラック）４戦，�
20 不受胎（フサイチセブン）
21 （牝リオンディーズ）
22 （牝アルアイン）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 ウインクルチェリー

厩舎番号№109 ウインクルチェリー Winkle Cherry

塚本 能交＝京都府京都市

2014年生
（８歳）
鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

バードストーン �
�
Grindstone

竹島 幸治＝日高町富川西 ℡090（3115）2833

Birdstone
Dear Birdie

*サマーバード ホンコンスコール �
�
Summer Squall

Hong Kong Squall栗 2006 Hong Kong Jade

�
�
�

�
�
Silver Hawk

*グラスワンダー
Amerifloraウインクルグラス

�
�
Bold Ruckus

*ポーサー黒鹿 2002 Pacific Princess（13）

【*アメリカンペイトリオットを受胎（販売申込時）最終種付４月20日】

父*サマーバード Summer Bird は米国産，米３歳牡馬チャンピオン，北米４勝，ベルモ
ントＳ-G1，トラヴァーズＳ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ファルコネット（アイオワオークス-G3２
着）。父として，バードアットザワイア（ラブレアＳ-G1），セカンドサマー（カリフォルニアンＳ
-G2），ディスティンタ（インサイドインフォメイションＳ-G2）を出す

母ウインクルグラス（02 *グラスワンダー）１勝。産駒
ウインクルキラリ（牝 栗ダンスインザダーク）２勝
ウインクルスーパー（牝 鹿アンクルスーパー）１勝。産駒

ウインクルシャープ（牝ミッキーアイル）１勝，�
アンクルスパート（牡 栗 ハーツクライ）東海�１勝
ウインクルジニー（牝 鹿 *クロフネ）入着，東海�３勝
ウインクルマリヒメ（牝 黒鹿アドマイヤムーン）入着，石川�２勝，東海�１勝
アークウイングラス（牝 鹿リアルインパクト）北海道�１勝，�

祖母 *ポーサー Pother（89 Bold Ruckus）加国産，北米３勝，Yearling Sales S２着。
産駒

タガノシュペリエル（騸 *ワイルドラッシュ）兵庫�５勝，中央２勝，妙高特別
テクスチュア（牝 *サンデーサイレンス）１勝

三代母パシフィック プリンセス Pacific Princess（73 Damascus）北米７勝，デラウェ
アオークス-G1，ヘンプステッドＨ-G2，メイトロンＳ-G1２着，ガゼルＨ-G2２
着，マスキットＨ-G2２着，Berlo H２着，テストＳ-G3３着。産駒

オーシャン キャット Ocean Cat：北米７勝，Table Hands S-L，Vallejo S-L
*トロピカルサウンドⅡ Tropical Sound：北米３勝，加オークス-CAN1３着。モンドイ

ンテロ（ステイヤーズＳ-G2），セダブリランテス（中山金杯-G3）の祖母
*パシフィカス Pacificus：英２勝。ナリタブライアン（年度代表馬，三冠，有馬記念

-JPN1），ビワハヤヒデ（年度代表馬，菊花賞-JPN1，天皇賞・春-JPN1），
ビワタケヒデ（ラジオたんぱ賞-JPN3）の母，ラストインパクト（京都大賞
典-G2）の祖母

*キャットクイル Catequil：英入着。キズナ（最優秀３歳牡馬，ダービー-G1），ファレノ
プシス（最優秀３歳牝馬，最優秀古牝馬，桜花賞-JPN1，エリザベス女王
杯-JPN1，秋華賞-JPN1），サンデーブレイク Sunday Break（ピーター パ
ンＳ-G2）の母

*アサーティブプリンセス Assertive Princess：不出走。シルキーラグーン（オーシャ
ンＳ-L・２回）の祖母，ゼーヴィント（七夕賞-G3）の三代母

【競走成績】中央２勝，３着１回，兵庫�入着，２着１回［収得賞金 \16,014,000］

【繁殖成績】
2022 （牝 サトノアラジン）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 109(1)



110 2022ジェイエス繁殖馬セール T0505‐47

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ゴールデンドックエー

厩舎番号№110 *ゴールデンドックエー Golden Doc A（USA）

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

2005年生
（17歳）
栗毛
米国産

�
�
�
�

アンユージュアルヒート �
�
�

ヌレエフ �
�
Northern Dancer

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

Nureyev
Special

Unusual Heat ロサード �
�
Glacial

Rossard黒鹿 1990 Peas-Blossom

ペンポント �
�
�

クレスティドウェイヴ �
�
Crozier

Crested Wave
Fading Wave

Penpont インポージング スター �
�
Imposing

Imposing Star栗 1994 Black Willow（11）

【リアルスティールを受胎（販売申込時）最終種付４月17日】

父アンユージュアルヒートUnusual Heat は米国産，愛・北米６勝，コンコルドＳ-G3２
着。主な産駒（ＢＭＳ）：マソキスティック（トリプル ベンドＳ-G1），モーフォルサ（ハリウッド
ダービー-G1），*スパニッシュクイーン（アメリカン オークス-G1），スペンダレラ（デル マー
オークス-G1），ムーチョアンユージュアル（ロデオドライヴＳ-G1）

母ペンポント Penpont（94 Crested Wave）北米１勝。産駒
*ゴールデンドックエー Golden Doc A（牝 栗 Unusual Heat）本馬
アンユージュアル サスペクト Unusual Suspect（牡 Unusual Heat）北米９勝，

ハリウッドターフカップＳ-G1，豪１勝，WRC Werribee Cup-L。種牡馬
ラッシェンヒート Rushen Heat（牝 Unusual Heat）北米３勝，California Cup Dis-

tance H２着。フランク カンヴァセイション Frank Conversation（牡
Quality Road：トワイライトダービー-G2）の母

【競走成績】北米３勝，２着６回，３着２回，ラスヴィルヘネスＳ-G1（ＡＷ８Ｆ），Ano-
akia S-L（ＡＷ６Ｆ），Generous Portion S（ＡＷ６Ｆ），サンタアニタオーク
ス-G1２着，サンタイネスＳ-G2２着，ボウモントＳ-G2２着，Blue Norther S
-L２着，Louis R. Rowan S２着，ミエスクＳ-G3３着，ランチョベルナルドＨ
-G3３着［収得賞金 $580,126］

【繁殖成績】
2011 ストライキングアイ（牝 Smart Strike）入着。産駒

グレアリングアイ（牡 ハーツクライ）２勝
12 アルバートドック（牡ディープインパクト）５勝，七夕賞-G3（芝2000ｍ），小倉大

賞典-G3（芝1800ｍ），白百合Ｓ-OP（芝1800ｍ），ゆきやなぎ賞（芝
2400ｍ），新潟記念-G3２着，京都新聞杯-G2３着，リゲルＳ-L３着，ア
ンドロメダＳ-L３着，毎日杯-G3４着，マイラーズＣ-G2５着。種牡馬

13 リライアブルエース（牡 ディープインパクト）５勝，福島テレビオープン-OP（芝
1800ｍ），晩春Ｓ（芝1400ｍ），鞍ヶ池特別（芝1600ｍ），米子Ｓ-L２着，
中京記念-G3３着，安土城Ｓ-L３着

14 不受胎（ステイゴールド）
15 シエラ（牝オルフェーヴル）３戦，入着
16 イニティウム（牡 ハーツクライ）１戦
17 リンドブラッド（牡ディープインパクト）入着
18 エイスオーシャン（牡ディープインパクト）１勝
19 ベルアヴニール（牝ディープインパクト）１戦，�
20 流産（ロードカナロア）
21 （牡レイデオロ）
22 死亡（*ナダル）
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111 2022ジェイエス繁殖馬セール T0699‐23

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ブライドピーク

厩舎番号№111 ブライドピーク Bride Peak

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

2018年生
（４歳）
栗毛
白老産

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスゴールドアリュール *ニキーヤフーラブライド

�
�
メジロマックイーンヒカルカリーナ鹿 2009 ヒカルパッション（22）
*テサロニアン系

【ミッキーアイルを受胎（販売申込時）最終種付４月19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，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳチャンピオン。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），ジオグリフ（皐月賞-G1），ソダシ（桜花
賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念-G1）

母フーラブライド（09ゴールドアリュール）６勝，中山牝馬Ｓ-G3（芝1800ｍ），愛知杯
-G3（芝2000ｍ），日経新春杯-G2２着，同３着，マーメイドＳ-G3３着，エリザ
ベス女王杯-G1４着，阪神大賞典-G2５着，京都大賞典-G2５着。産駒

ブライドグルーム（騸 鹿ロードカナロア）入着，兵庫�３勝，�
祖母ヒカルカリーナ（99 メジロマックイーン）入着，北関東�１勝。産駒
メイケイハリアー（牡ゴールドアリュール）３勝，三木特別，白百合Ｓ-L３着，�
エーティータラント（牡デュランダル）４勝，比良山特別
メイケイレジェンド（牡ステイゴールド）４勝，高雄特別
ヒカルハナミチ（牡デュランダル）２勝，石川�２勝
エーティーロゼッタ（牝ディープスカイ）２勝
メイケイゴールド（牡ステイゴールド）２勝

三代母ヒカルパッション（93 マルゼンスキー）入着。産駒
ヒカルマイステージ：３勝，本栖湖特別，新緑賞，プリンシパルＳ-L３着，セントライト

記念-JPN2５着
ヒカルアカツキ：３勝，糸魚川特別，障１勝

四代母ゴールデンローズ（82 *サーペンフロ）１勝。産駒
マヤノニチリン：３勝，岩手�２勝

五代母サンマロ（76 *ステューペンダス）１勝。産駒
ランニングフリー：７勝，日経賞-JPN2，同２着，アメリカＪＣＣ-JPN2，同２着，同

３着，福島記念-JPN3，マーチＳ-OP，津久井特別，露草賞，天皇賞�
-JPN1２着，同４着，同５着，中山記念-JPN2３着，オールカマー-JPN3３
着，同４着，有馬記念-JPN1４着（２回），毎日王冠-JPN2４着，天皇賞�
-JPN1５着（２回），東京新聞杯-JPN3５着。種牡馬

バーバレラ：２勝，相馬特別
マルブツサンレディ：１勝。産駒
ワールドサンボーイ：岩手�９勝，中央２勝，沓掛特別

六代母 *テサロニアン Thessalonian（70 Milesian）愛国産，英５戦。産駒は２頭のみ
七代母テティス Thetis（57 *ガーサント）伊５勝，フェデリコテシオ賞

【競走成績】中央４戦

【繁殖成績】
2022年より供用
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112 2022ジェイエス繁殖馬セール T0061‐28

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ファナティック

厩舎番号№112 ファナティック Fanatic

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

2016年生
（６歳）
鹿毛
白老産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

ハーツクライ アイリッシュダンスジャスタウェイ
�
�
Wild Againシビル鹿 2009 *シャロン

�
�
�

カルドゥン �
�
Caro

Kaldoun
Katana

*グレイトフィーヴァー マイグレイトホープ �
�
Simply Great

My Great Hope芦 1997 Martingale（1）

【*ナダルを受胎（販売申込時）最終種付３月３日】

父ジャスタウェイは浦河産，最優秀古牡馬，中央・UAE６勝，ドバイデューティフリー
-G1。父として，ダノンザキッド（最優秀２歳牡馬，ホープフルＳ-G1），テオレーマ（ＪＢＣ
レディスクラシック-JPN1），エーポス（フィリーズレビュー-G2），マスターフェンサー（名古屋
グランプリ-JPN2），ヴェルテックス（名古屋グランプリ-JPN2）を出す

母 *グレイトフィーヴァー Great Fever（97 Kaldoun）仏国産，仏１勝，北米４勝，ラプ
レヴォワイヤントＨ-G2３着，Carotene S-L３着，Solo Haina H３着。産駒

アーデント（牡 芦ディープインパクト）５勝，リゲルＳ-L，いちょうＳ-L，春興Ｓ，八ヶ
岳特別，弥生賞-G2３着，ニューイヤーＳ-L３着，新潟大賞典-G3４着，
京成杯-G3４着

シャルール（牝 栗 ゼンノロブロイ）４勝，初音Ｓ，北大路特別，クイーンＳ-G3２着，
福島牝馬Ｓ-G3２着，忘れな草賞-OP３着

ヒカルアモーレ（牝 芦 *クロフネ）２勝，忘れな草賞-OP３着，フィリーズレビュー
-JPN2４着。産駒

シュペルミエール（牡 ステイゴールド）５勝，オリオンＳ，サンシャインＳ，兵庫
特別，開成山特別，日経新春杯-G2３着

グランデアモーレ（牝 ネオユニヴァース）４勝，瀬戸内海特別。産駒
グランデマーレ（牡ロードカナロア）４勝，ストークＳ，天神橋特別，葉牡丹

賞，ニューイヤーＳ-L２着，関屋記念-G3５着，�
アモーレミオ（牝 ネオユニヴァース）３勝，テレビ山梨杯
アモーレエテルノ（牝 ゼンノロブロイ）入着，岩手�２勝。産駒

ヴェローナシチー（牡エピファネイア）１勝，京都新聞杯-G2２着，若葉Ｓ
-L２着，白百合Ｓ-L２着，京成杯-G3３着，すみれＳ-L３着，
�

ラフォルジュルネ（牝 鹿 スペシャルウィーク）４勝，関門橋Ｓ，筥崎特別，三萩野特
別，チューリップ賞-G3５着

ラブラバード（牡 芦スペシャルウィーク）５勝，御堂筋Ｓ，鴨川特別，二本松特別
ヒカルプリンス（騸 鹿キングカメハメハ）３勝，秋元湖特別，石川�２勝，兵庫�２

勝，佐賀�３勝，東海�入着，名港盃５着
祖母マイグレイトホープ My Great Hope（86 Simply Great）仏入着。産駒
マイグレイトスカイMy Great Sky（騸 Septieme Ciel）仏７勝

【競走成績】中央１勝，２着３回，３着１回，カーネーションＣ２着
［収得賞金 \17,524,000］

【繁殖成績】
2021 （牝オルフェーヴル）
22 （牡 サートゥルナーリア）
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113 2022ジェイエス繁殖馬セール T0384‐14

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アルスフェルト

厩舎番号№113 アルスフェルト Alsfeld

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

2013年生
（９歳）
黒鹿毛
白老産

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2136

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスダンスインザダーク *ダンシングキイアルスノヴァ

�
�
メジロマックイーンオリエンタルアート鹿 2005 エレクトロアート（8）

*グランマスティーヴンス系

【*カリフォルニアクロームを受胎（販売申込時）最終種付２月21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，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳチャンピオン。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），ジオグリフ（皐月賞-G1），ソダシ（桜花
賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念-G1）

母アルスノヴァ（05 ダンスインザダーク）２勝，エリカ賞（芝2000ｍ）。産駒
リュミエールドール（牝 鹿 ルーラーシップ）２勝
レーヌドオリエント（牝 鹿キングカメハメハ）兵庫�３勝，中央１勝
ウォーヘッド（牡 黒鹿 *ウォーエンブレム）入着，兵庫�３勝，東海�１勝
アイソリズム（牝 黒鹿リオンディーズ）中央・北海道�入着，高知�３勝，�

祖母オリエンタルアート（97 メジロマックイーン）３勝。産駒
オルフェーヴル（牡ステイゴールド）年度代表馬，最優秀３歳牡馬，最優秀古牡馬

（２回），10勝，ダービー-G1，皐月賞-G1，菊花賞-G1，有馬記念-G1（２
回），宝塚記念-G1，大阪杯-G2，神戸新聞杯-G2，スプリングＳ-G2，ジャ
パンＣ-G1２着，阪神大賞典-G2２着，シンザン記念-G3２着，芙蓉Ｓ
-OP２着，きさらぎ賞-G3３着，仏２勝，フォワ賞-G2（２回），凱旋門賞
-G1２着（２回）。種牡馬

ドリームジャーニー（牡 ステイゴールド）最優秀２歳牡馬，最優秀古牡馬，９勝，
有馬記念-G1，同４着，宝塚記念-G1，同４着，朝日杯フューチュリティＳ
-JPN1，大阪杯-G2，同３着，神戸新聞杯-JPN2，朝日チャレンジＣ-G3，小
倉記念-JPN3，芙蓉Ｓ-OP，中山記念-G2２着，オールカマー-G2２着（２
回），天皇賞�-G1３着，京都記念-G2３着，弥生賞-JPN2３着，東京スポ
ーツ杯２歳Ｓ-JPN3３着，ダービー-JPN1５着，菊花賞-JPN1５着。種牡
馬

アッシュゴールド（騸 ステイゴールド）１勝，デイリー杯２歳Ｓ-G2２着，きさらぎ賞
-G3３着

デルニエオール（牝ステイゴールド）２勝，フィリーズレビュー-G2３着
リヤンドファミユ（牡ステイゴールド）４勝，若駒Ｓ-OP，早春Ｓ，但馬Ｓ。種牡馬
グッドルッキング（牝 *クロフネ）３勝，浅口特別。産駒

グッドジュエリー（牝 ハーツクライ）３勝，勝浦特別，医王寺特別
グッドマックス（牝ジャスタウェイ）３勝，勝浦特別，�

【競走成績】中央２勝，２着４回，３着３回［収得賞金 \35,000,000］

【繁殖成績】
2020 アルスアンティカ（牡イスラボニータ）未出走
21 （牡ジャスタウェイ）
22 （牝 ルヴァンスレーヴ）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 113(1)



114 2022ジェイエス繁殖馬セール T0551‐14

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 シーサイドホーム

厩舎番号№114 *シーサイドホーム Seaside Home（USA）

辻牧場＝浦河町東幌別 ℡0146（36）2259

2006年生
（16歳）
黒鹿毛
米国産

�
�
�
�

ストームキャット �
�
�

ストームバード �
�
Northern Dancer

辻牧場＝浦河町東幌別 ℡0146（36）2259

Storm Bird
South Ocean

Storm Cat ターリングア �
�
Secretariat

Terlingua黒鹿 1983 Crimson Saint

サンドダラー �
�
�

グラインドストーン �
�
Unbridled

Grindstone
Buzz My Bell

Sand Dollar トレインロバリー �
�
Alydar

Train Robbery黒鹿 1998 Track Robbery（13）

【レッドファルクスを種付けして不受胎（販売申込時）】

父ストームキャット Storm Cat は米国産，北米４勝，ヤング アメリカＳ-G1。北米総合・
２歳チャンピオンサイアー。北米ＢＭＳチャンピオン。主な産駒（ＢＭＳ）：キズナ（ダービ
ー-G1），ラヴズオンリーユー（オークス-G1），ロードカナロア（香港スプリント-G1），エイシン
ヒカリ（イスパーン賞-G1），アユサン（桜花賞-G1），ダノンキングリー（安田記念-G1）

母サンドダラー Sand Dollar（98 Grindstone）北米入着。産駒
ラシアン グリーク Russian Greek（牡 Giant's Causeway）北米12勝，California

Derby-L，Gold Rush S-L，Carl Hanford Memorial S３着
オーシャンカレント Ocean Current（牝 Storm Cat）北米４勝，Mademoiselle S

２着
祖母トレインロバリー Train Robbery（87 Alydar）北米８勝，ハニービーＳ-G3，モン

マスパークＢＣＨ-G3，Remington Park Oaks-L，Rolling Meadows S，ジョ
ンＡ.モーリスＨ-G1２着，ゴーフォーワンドＨ-G1２着，デラウェアＨ-G2２
着，モリーピッチャーＨ-G2２着，アーリントンオークス-G3２着。産駒

キャットシーフ Cat Thief（牡 Storm Cat）北米４勝，ＢＣクラシック-G1，スワップ
スＳ-G1，ブリーダーズフューチュリティ-G2，ホイットニーＨ-G1２着，ハス
キル招待Ｈ-G1２着，ブルーグラスＳ-G1２着，ファウンテンオブ ユース
Ｓ-G1２着，サンフェルナンドＢＣＳ-G2２着，サン アントニオＨ-G2２
着，ケンタッキーダービー-G1３着，ＢＣジュヴェナイル-G1３着。種牡馬

キャッチャー Catcher（牝 Storm Cat）北米２勝，Bassinet S-L２着

【競走成績】北米１勝，３着４回［収得賞金 $24,238］

【繁殖成績】
2011 生後直死（牡 Flying Spur）
12 ビトウィーンエンパイアズ Between Empires（牝 Dylan Thomas）不出走。産駒

ダッチェスバーナデットDutchessburnedette（牝 Duke of Marmalade）南ア
フリカ２勝

13 不受胎（*スニッツェル）
14 スプリームエンペラー Supreme Emperor（騸 *スニッツェル）マカオ３戦
15 ホーンティングスピリットHaunting Spirit（騸 *スニッツェル）豪入着
16 （牝 Dissident）
17 報告なし
18 レッドアヴニール（牡ディープインパクト）北海道�１勝，岩手�１勝
19 種付せず
20 不受胎（ハーツクライ）
21 （牡 サトノダイヤモンド）
22 （牝ディーマジェスティ）
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115 2022ジェイエス繁殖馬セール T0313‐37

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ビジューブランシュ

厩舎番号№115 *ビジューブランシュBijou Blanche（USA）

手嶋 康雄＝東京都港区

2014年生
（８歳）
芦毛
米国産

�
�
�
�

ハンセン �
�
�

タピット �
�
Pulpit

新冠伊藤牧場＝新冠町大狩部 ℡090（3392）1577

Tapit
Tap Your Heels

Hansen ストーミーサンデー �
�
Sir Cat

Stormy Sunday芦 2009 Thinkin'strait

�
�
�

ブッダ �
�
Unbridled's Song

Buddha
Cahooters

*ビジューミス アバヴ ジオッズ �
�
Wild Again

Above the Odds芦 2004 Doppio Espresso（5）

【ロジャーバローズを受胎（販売申込時）最終種付５月９日】

父ハンセン Hansen は米国産，米２歳牡馬チャンピオン，北米５勝，ＢＣジュヴェナイル
-G1，ゴータムＳ-G3，アイオワダービー-G3，Kentucky Cup Juvenile S-L，ブルーグラ
スＳ-G1２着。父として，ファストアンドアキュレイト（スパイラルＳ-G3），キング アブナー
（サンアントニオＳ-G2２着），ハンセンス（ナシュアＳ-G2２着）を出す

母 *ビジューミス Bijoux Miss（04 Buddha）米国産，不出走。産駒
*リトルゲルダ（牝 芦 Closing Argument）７勝，セントウルＳ-G2，北九州記念

-G3，道頓堀Ｓ，知多特別，河北新報杯，飛翼特別，アイビスサマーダッシ
ュ-G3３着，同４着，同５着，シルクロードＳ-G3３着。産駒

グレイイングリーン（牡 ディープインパクト）４勝，新春Ｓ，豊栄特別，パラダイ
スＳ-L３着，阪急杯-G3５着，�

インプロバイザー（牡ダイワメジャー）１勝，小倉２歳Ｓ-G3５着，�
リヴェール（牝オルフェーヴル）２勝，�

バード エクスプレス Bird Express（牡 Birdstone）パナマ４勝，Premio German
Ruiz B，Premio APPUCAPA２着

アドバンスマルス（牡 鹿 Jimmy Creed）１勝
祖母アバヴ ジオッズ Above the Odds（97 Wild Again）北米３勝。産駒
サッシーシティズン Sassy Citizen（牝 Proud Citizen）北米３勝

三代母ドッピオ エスプレッソ Doppio Espresso（92 Java Gold）北米１勝，アストリアＢ
ＣＳ-G3２着。産駒

リスプレンデンシー Resplendency：北米５勝，Monrovia H-L，Pine Tree Lane
S，ブエナ ヴィスタＨ-G3２着，Harry W. Henson H-L２着，Kalookan
Queen H-L２着，Torrey Pines S２着，サンタモニカＨ-G1３着

タザリン Tazarine：北米２勝。産駒
ニッキー ザ ヴェスト Nicky the Vest：北米２勝，Gander S
マムズ チョイス Moms Choice：北米６勝，Kentucky Downs Juvenile Fillies

S２着
ピンクアンドブラックPink and Black：北米１勝。産駒

プリティインピンク Pretty in Pink：北米３勝，Curtis Sampson Oaks３着
四代母イースタンドーン Eastern Dawn（81 Damascus）仏２勝，オマール賞-G3，北

米３勝，Bay Meadows Debutante H，ヴァイオレットＨ-G3２着

【競走成績】東海�２勝，中央入着，北海道�２勝，２着３回，３着３回
［収得賞金 \3,696,000］

【繁殖成績】
2021 （牝ゴールドシップ）
22 不受胎（レッドファルクス）
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116 2022ジェイエス繁殖馬セール T0070‐33

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ハイデンガールズ

厩舎番号№116 ハイデンガールズ Hoyden Girls

飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 ℡0146（42）4070

2013年生
（９歳）
栗毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 ℡0146（42）4070

*エンドスウィープ
Broom Dance

*サウスヴィグラス
�
�
Star de Naskra

*ダーケストスター栗 1996 Minnie Riperton

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

*トワイニング
Courtly Deeチーキーガールズ

�
�
*リーファーマッドネスブルーベイブリッジ栃栗 2001 オオミリーガル（1）

*フライングシャットル系

【ロジャーバローズを受胎（販売申込時）最終種付２月25日】

父*サウスヴィグラスは米国産，中央・高知・東海・北海道・岩手・南関東�16勝，ＪＢ
Ｃスプリント-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：ヒカリオーソ（南関東・東京ダービー，川崎記念
-JPN1２着），アベニンドリーム（北海道２歳優駿-JPN3２着），ナリタミニスター（兵庫ゴー
ルドＴ-JPN3４着），プルスウルトラ（カトレアＳ-OP３着）

母チーキーガールズ（01 *トワイニング）３勝，飛竜特別（芝1000ｍ）。産駒
アイラブリリ（牝 鹿 *ストラヴィンスキー）５勝，淀短距離Ｓ-L，同３着，桂川Ｓ，西

部日刊スポーツ杯，萌黄賞，京阪杯-G3２着。産駒
ゲンパチフォルツァ（牡 *ヘニーヒューズ）３勝，青竜Ｓ-OP，�
スマートルミエール（牡ディープインパクト）１勝，�

スマートグレイス（牝 栗 ヤマニンセラフィム）４勝，戸畑特別
オリオンザリゲル（牡 鹿 サクラバクシンオー）南関東�３勝
チーキーキュート（牝 栗ローエングリン）東海�３勝，�

祖母ブルーベイブリッジ（88 *リーファーマッドネス）２勝，３歳牝馬Ｓ�-JPN3，福島３
歳Ｓ-OP３着。産駒

ブルーハイウェイ（牡 *リファーズウィッシュ）４勝，安房特別，鹿野山特別，長良川特
別

スナークグランプリ（騸 *グルームダンサー）２勝，新潟�１勝
三代母オオミリーガル（80 *ヴァイスリーガル）１勝，山形�３勝，みちのく賞３着。産駒
クレアールカイコマ：２勝

四代母 *フライングシャットル Flying Shuttle（67 Loom）米国産，北米３勝。産駒
オオミシャダイ：６勝，北九州記念，衣笠特別，祇園特別，伊良湖特別，スワンＳ４

着。産駒
フライングカラーズ：３勝，出雲崎特別。産駒

マルカキセキ：７勝，アンドロメダＳ-L，セントウルＳ-JPN3３着，淀短距離
Ｓ-L３着，スプリンターズＳ-JPN1４着，石川�３勝

オオミーアキノ：１勝。産駒
グレイスナッキー：１勝，クイーンＣ-JPN3２着
アスクローザ：３勝。フューチャサンデー（クイーンＣ-JPN3，スパーキング

レディーＣ-JPN3３着）の母
カネショウスーパー：南関東�９勝，川崎記念，帝王賞３着，ダイオライト記念３着

【競走成績】中央２勝［収得賞金 \18,050,000］

【繁殖成績】
2020 ランペイジシチー（牡ブラックタイド）未出走
21 不受胎（ヴィクトワールピサ）
22 （牝ラブリーデイ）
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117 2022ジェイエス繁殖馬セール T0050‐56

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ゴールドヴァレー

厩舎番号№117 ゴールドヴァレー Gold Valley

飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 ℡0146（42）4070

2010年生
（12歳）
鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

ロベルト �
�
Hail to Reason

飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 ℡0146（42）4070

Roberto
Bramalea

*ブライアンズタイム ケリーズ デイ �
�
Graustark

Kelley's Day黒鹿 1985 Golden Trail

�
�
�

カーリアン �
�
Nijinsky

Caerleon
Foreseer

*プレイガール ステイジストラック �
�
Sadler's Wells

Stage Struck鹿 1998 Sun Princess（1）

【*カリフォルニアクロームを受胎（販売申込時）最終種付２月24日】

父*ブライアンズタイム Brian's Time は米国産，北米５勝，フロリダダービー-G1。本邦
２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ディーマジェスティ（皐月賞-G1），ビートブ
ラック（天皇賞・春-G1），スリーロールス（菊花賞-JPN1），エスポワールシチー（ジャパンＣ
ダート-G1），タイムフライヤー（ホープフルＳ-G1），ナランフレグ（高松宮記念-G1）

母 *プレイガール Playgirl（98 Caerleon）愛国産，英３戦，入着。産駒
ノーワン（牝 鹿 ハーツクライ）２勝，フィリーズレビュー-G2，阪神Ｃ-G2５着
ゴールデンデリシャスGolden Delicious（牝 Cadeaux Genereux）英３勝
インペリアルディライトImperial Delight（騸 Royal Applause）英２勝
レッドボルテクス（騸 栗キングカメハメハ）入着，南関東�１勝

祖母ステイジストラック Stage Struck（92 Sadler's Wells）英１勝。産駒
ステイジ ギフト Stage Gift（騸 Cadeaux Genereux）英５勝，ヨークＳ-G2，ダー

レーＳ-G3，ストレンソールＳ-G3２着，仏１勝，ラクープ-G3
ドラマクラス Drama Class（牝 Caerleon）英１勝，Golden Daffodil S-L３着。産

駒
*エレアノラデュース Eleanora Duse（牝 Azamour）英２勝，Lord Weinstock

Memorial S-L，ヨークシャーオークス-G1３着，ムシドラＳ-G3３着，
ランカシャーオークス-G2４着，愛１勝，ブランドフォードＳ-G2

スコティッシュステイジ Scottish Stage（牝 Selkirk）英２勝，Swettenham
Stud Trial S-L，リブルスデイルＳ-G2２着，Oh So Sharp S-L２着，
愛入着，愛オークス-G1２着

ヴォイスコーチ Voice Coach（騸 Alhaarth）英１勝，豪３勝，ＳＴＣキングス
トンタウンＳ-G3２着，STC Premiers Cup-L２着

ムーンライトダンスーズ Moonlight Danceuse（牝 Bering）仏１勝。産駒
マデュレイMadurai（騸 Marju）独１勝，バーデンヴュルテンベルクトロフィー

-G3２着，ラティボル公爵レンネン-G3２着，仏１勝，愛障１勝

【競走成績】中央３戦

【繁殖成績】
2015 不受胎（*パイロ）
16 オトリコミチュウ（牝ブラックタイド）入着，南関東�１勝
17 ハセノガール（牝 *ワークフォース）南関東�１勝
18 ロックオンエイム（牝アドマイヤムーン）１勝
19 サンマルヴァレー（牝 ルーラーシップ）６戦，�
20 タイセイシャルム（牝 *シャンハイボビー）未出走
21 （牡スクリーンヒーロー）
22 （牝リオンディーズ）
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118 2022ジェイエス繁殖馬セール T0380‐29

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ララフォーナ

厩舎番号№118 ララフォーナ Lara Fauna

Dream Horse Limited＝香港 ℡070（4413）5946

2016年生
（６歳）
栗毛

洞爺湖産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ホースフレンドファーム＝白老町社台 ℡0144（82）2750

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

�
�
�

�
�
サッカーボーイナリタトップロード *フローラルマジックメジロフォーナ

�
�
*フレイズメジロナターシャ栗 2005 メジロチェイサー（8）

*シェリル系

【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。主な産駒（ＢＭＳ）：オニャンコポン（京成杯-G3），アートハウス（忘れ
な草賞-L），ラブリイユアアイズ（クローバー賞-OP，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1２着），
クラウンドマジック（萩Ｓ-L３着）。父として，ジュエラー（桜花賞-G1）を出す

母メジロフォーナ（05 ナリタトップロード）３勝，野島崎特別（芝1800ｍ），小樽特別（芝
1500ｍ）。産駒

ビップソリオ（牡 黒鹿 *キンシャサノキセキ）１勝，�
スーゼル（牝 栗モーリス）入着，東海�２勝，�

祖母メジロナターシャ（97 *フレイズ）入着。産駒
メジロハスラー（牡 *カーネギー）１勝，障２勝，三木ホースランドパークジャンプＳ，

中山大障害５着
ファインブーケ（牝ソングオブウインド）兵庫�４勝
メジロミラク（牝アドマイヤベガ）東海�１勝
シワクシラナミ（牝 *シルバーチャーム）北海道�１勝

三代母メジロチェイサー（77 メジロサンマン）３勝，琵琶湖特別。産駒
メジロライアン：７勝，宝塚記念-JPN1，日経賞-JPN2，弥生賞-JPN2，京都新聞杯

-JPN2，ジュニアＣ-OP，ひいらぎ賞，ダービー-JPN1２着，有馬記念-JPN1
２着，中山記念-JPN2２着，菊花賞-JPN1３着，皐月賞-JPN1３着，天皇
賞�-JPN1４着。種牡馬

メジロフルマー：６勝，日経賞-JPN2，目黒記念-JPN2，ターコイズＳ-OP，初冬特別，
ヒヤシンス賞-OP２着，アメリカＪＣＣ-JPN2３着，メトロポリタンＳ-OP３
着，４歳牝馬特別�-JPN2４着

メジロアニタ：１勝，障３勝，京都大障害，同５着，東京障害特別４着。産駒
ダイワセキト：４勝，フェアウェルＳ，清滝特別，野路菊Ｓ-OP３着，日経賞-JPN2

５着，日経新春杯-JPN2５着
ダイワゴウシュウ：３勝，インターナショナルジョッキーズ，逢坂山特別

メジロクルト：３勝，朱鷺Ｓ。産駒
アズマアビリティー：３勝，筑前特別

四代母 *シェリル Cheryl（71 *スノッブ）仏国産，仏２勝，オペラ賞-G2，マルレ賞-G3２
着，Prix de Psyche-L２着，Prix Finlande-L３着。産駒

メジロティターン：最優秀父内国産馬，７勝，天皇賞，日経賞，同３着，セントライト
記念，ＨＴＢ賞，アルゼンチン共和国杯４着，中山記念４着，毎日王冠
５着，オールカマー５着。種牡馬

【競走成績】中央９戦，入着，２着１回，岩手�１勝，２着３回，３着１回，兵庫�入
着，２着１回［収得賞金 \4,493,000］
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119 2022ジェイエス繁殖馬セール T0058‐63

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 キタイ

厩舎番号№119 キタイ Kitai

西村 憲人＝函館市湯川町

2016年生
（６歳）
鹿毛
浦河産

�
�
�
�

�
�
�

アンブライドルズソング �
�
Unbridled

目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 ℡090（1640）7632

Unbridled's Song
Trolley Song

*ダンカーク シークレットステイタス �
�
A. P. Indy

Secret Status芦 2006 Private Status

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスバブルガムフェロー *バブルカンパニーコウヨウルビー

�
�
ミナガワマンナアサヒマーキュリー鹿 2010 タニワーデン（1）

*ジェッタ系

【未供用】

父*ダンカーク Dunkirk は米国産，北米２勝，ベルモントＳ-G1２着。主な産駒（ＢＭ
Ｓ）：ケルトイ（チリグランクリテリウム-G1，オトーニョ賞-G2），ムイコンペティティバ（カルロ
スアジェンデ ナバロ賞-G3２着）。父として，ハヴァナ（シャンペンＳ-G1），レイトーン（エル
ダービー-G1，チリ2000ギニー-G1），アイスジャイアント（ＪＢＣ２歳優駿-JPN3）を出す

母コウヨウルビー（10 バブルガムフェロー）入着。産駒
ウエストンバート（牡 鹿 *マジェスティックウォリアー）３勝，八代特別，知床特別，�
トレジャード（牡 栗 *タイキシャトル）入着，南関東�１勝
ティーズプライム（騸 鹿 *パイロ）南関東�１勝
シャーマンロック（牡 黒鹿インカンテーション）北海道�１勝，�

祖母アサヒマーキュリー（91ミナガワマンナ）１勝。産駒
アサヒライジング（牝ロイヤルタッチ）４勝，クイーンＳ-JPN3，アネモネＳ-L，サフラ

ン賞，秋華賞-JPN1２着，ヴィクトリアマイル-JPN1２着，府中牝馬Ｓ-G3２
着，クイーンＣ-JPN3２着，オークス-JPN1３着，桜花賞-JPN1４着，エリザ
ベス女王杯-JPN1４着，阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1５着，北米入
着，アメリカンオークス招待Ｓ-G1２着。産駒

リインフォース（牡 *キングズベスト）１勝，�
アサヒバロン（牡 *テンビー）３勝，松島特別
コウヨウレジェンド（騸ロイヤルタッチ）３勝，白井特別
アサヒウイニング（牡 *スキャン）２勝，檜原湖特別
アサヒフォンテーヌ（牝 *カーネギー）１勝
アサヒプリンス（牡 *サンダーガルチ）１勝
アサヒヴィーナス（牝 *コマンダーインチーフ）１勝

三代母タニワーデン（78 *ボンモー）不出走。産駒
アサヒジュピター：５勝，サンシャインＳ，阿賀野川特別，信濃川特別，アルゼンチン

共和国杯-JPN2３着，同５着，ラジオたんぱ賞-JPN3４着
アサヒソルジャー：２勝，湯川特別，岩手�１勝
アサヒウィンロード：２勝，万代特別

四代母アサヒタマナー（68 *タマナー）入着。産駒
アサヒテイオー：５勝，日経賞，北関東・岩手・大分�６勝，高崎大賞典
アサヒダイオー：４勝，カブトヤマ記念，目黒記念２着，アルゼンチン共和国杯２

着，天皇賞３着，アメリカＪＣＣ３着，ステイヤーズＳ３着
アサヒエンペラー：２勝，若竹賞，天皇賞�-JPN1２着，セントライト記念-JPN3２着，

ダービー-JPN1３着，皐月賞-JPN1３着，ＮＨＫ杯-JPN2３着。種牡馬

【競走成績】中央４勝，２着３回，３着２回，長篠Ｓ（芝1200ｍ），
カンナＳ-OP３着［収得賞金 \67,320,000］
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120 2022ジェイエス繁殖馬セール T0742‐62

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 パセンジャーシップ

厩舎番号№120 パセンジャーシップ Passenger Ship

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2012年生
（10歳）
芦毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

*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

�
�
�

�
�
*フレンチデピュティ

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

*フリソデ系

【モーリスを受胎（販売申込時）最終種付３月23日】

父ダイワメジャーは千歳産，最優秀短距離馬（２回），９勝，皐月賞-JPN1，天皇賞�
-JPN1。２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ショウナンナデシコ（かしわ記念
-JPN1），ナミュール（チューリップ賞-G2），グランブリッジ（関東オークス-JPN2），アルサトワ
（大阪城Ｓ-L），ストライプ（クロッカスＳ-L），ヴェスターヴァルト（ファルコンＳ-G3３着）

母パナマックス（05 *クロフネ）１勝。産駒
バルボア（牡 芦マツリダゴッホ）１勝，兵庫�６勝，�
クレマン（牝 芦ダノンシャンティ）入着，兵庫�４勝，�
ミラフローレス（牝 黒鹿ダンスインザダーク）入着，兵庫�２勝
スーパープルーム（牝 鹿 ネオユニヴァース）北海道�２勝，南関東�４勝
ハーモニーブレイブ（牡 鹿ドリームジャーニー）北海道�２勝，南関東�３勝，�
アレックス（騸 黒鹿ファーガソン）南関東�１勝，�
カネミツエース（牡 芦 サトノクラウン）北海道�１勝，�

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

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

同５着，京都ハイジャンプ３着，同４着，阪神ジャンプＳ３着，中山大障
害４着，東京ハイジャンプ４着，阪神スプリングジャンプ４着，東京オータ
ムジャンプ４着

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

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

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

三代母ダイナセレナード（79 *エルセンタウロ）４勝，鷹取特別，愛宕特別。リキセレナー
ド（小倉３歳Ｓ-JPN3），ラッシュストリート（佐賀記念-JPN3）の祖母

【競走成績】中央２勝，２着１回，３着２回［収得賞金 \19,900,000］

【繁殖成績】
2019 レインボーミスト（牝 *ハービンジャー）３戦
20 （牝スクリーンヒーロー）
21 （牝エピファネイア）
22 （牝 *ハービンジャー）
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121 2022ジェイエス繁殖馬セール T0595‐68

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 レベニューシェア

厩舎番号№121 レベニューシェア Revenue Share

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2018年生
（４歳）
鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

*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

�
�
�

マンデュロ �
�
Monsun

Manduro
Mandellicht

*チャリティーライン ホーリームーン �
�
Hernando

Holy Moon栗 2010 Centinela（14）

【*マインドユアビスケッツを受胎（販売申込時）最終種付４月29日】

父ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ
-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ブロウアウト（ファーストレイデ
ィＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），アンドヴァラナウト
（ローズＳ-G2），アリストテレス（アメリカＪＣＣ-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母 *チャリティーライン Charity Line（10 Manduro）愛国産，伊６勝，リディアテシオ
賞-G1（芝2000ｍ），伊オークス-G2（芝2200ｍ），Premio Baggio-L（芝2000
ｍ）。産駒

ナリタエストレジャ（牡 栗オルフェーヴル）入着，兵庫�５勝，�
祖母ホーリー ムーン Holy Moon（00 Hernando）伊５勝，Premio Terme di Merano

-L，Premio Baggio-L２着，Premio Giovanni Falck-L２着。産駒
シー オブ クラス Sea of Class（牝 Sea The Stars）英３勝，ヨークシャーオークス

-G1，Fillies' Trial S-L，Abingdon S-L，愛１勝，愛オークス-G1，仏入着，
凱旋門賞-G1２着

*ファイナルスコア Final Score（牝 Dylan Thomas）伊５勝，リディア テシオ賞
-G1，伊オークス-G2。ノーブルスコア（牝 ディープインパクト：チューリップ
賞-G2３着），エカテリンブルク（牡ブラックタイド：すみれＳ-L３着）の母

*チェリーコレクト Cherry Collect（牝 Oratorio）伊８勝，伊オークス-G2，伊1000
ギニー-G3，Premio Mantovani -L，Premio Criterium Femminile -L，
Premio Repubbliche Marinare-L，リディアテシオ賞-G1２着。�ダイア
ナブライト（牝 ディープインパクト：クイーン賞-JPN3），ワーケア（牡 ハー
ツクライ：アイビーＳ-L，ホープフルＳ-G1３着），ダノングレース（牝 ディー
プインパクト：福島牝馬Ｓ-G3３着）の母

ワードレス Wordless（牝 *ロックオブジブラルタル）伊６勝，ヴェルツィエーレ賞
-G3，Premio Paolo Mezzanotte-L，Premio Terme di Merano-L２着，
Premio Archidamia-L２着，Premio Buontalenta-L２着

バックオン ボード Back On Board（牡 Nathaniel）伊２勝，伊ダービー-G2２着，
Premio Botticelli-L３着

マジックミステリー Magic Mystery（牡 Pour Moi）伊１勝，Premio Emanuele
Filiberto-L３着，仏３勝

ムーニーリッジ Mooney Ridge（牝 Indian Ridge）伊２勝。ムーニー ラヴ Mooney
Love（牡 Australia：RaceBets.de Jubilaumspreis-L），トラブルメイカー
Troublemaker（牡ヴィータローザ：伊セントレジャー-G3２着）の母

【競走成績】北海道�１勝，２着２回，兵庫�１勝，２着１回［収得賞金 \1,491,000］

【繁殖成績】
2022年より供用
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122 2022ジェイエス繁殖馬セール T0334‐11

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 スパツィアーレ

厩舎番号№122 スパツィアーレ Spaziale

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2013年生
（９歳）
黒鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

クリスエス �
�
Roberto

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

Kris S.
Sharp Queen

*シンボリクリスエス ティーケイ �
�
Gold Meridian

Tee Kay黒鹿 1999 Tri Argo

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスハーツクライ アイリッシュダンスステラプラド

�
�
Alydar

*ステラマドリッド栗 2008 My Juliet（6）

【ルーラーシップを受胎（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），ソングライン（安田記念
-G1），アカイイト（エリザベス女王杯-G1），アルクトス（マイルチャンピオンシップ南部杯
-JPN1２回），オーソリティ（アルゼンチン共和国杯-G2２回）

母ステラプラド（08 ハーツクライ）岩手�入着。産駒
ダンツクレイオー（牝 鹿 *ワークフォース）１勝
ライブインステラ（牝 青ロゴタイプ）１勝，�
フォルナシス（牡 栗 *タートルボウル）入着，南関東�７勝
アイゴットイット（牡 栗 *フレンチデピュティ）石川�４勝

祖母 *ステラマドリッド Stella Madrid（87 Alydar）米国産，北米６勝，フリゼットＳ
-G1，スピナウェイＳ-G1，エイコーンＳ-G1，メイトロンＳ-G1，Bridgework S，プ
ライアリスＳ-G2２着，Prima Donna S-L２着，ＢＣジュヴェナイル フィリーズ
-G1３着，マザーグースＳ-G1３着，スカイラヴィルＳ-G2４着。産駒

ダイヤモンドビコー（牝 *サンデーサイレンス）最優秀古牝馬，７勝，阪神牝馬Ｓ
-JPN2，ローズＳ-JPN2，府中牝馬Ｓ-JPN3，中山牝馬Ｓ-JPN3，エーデル
ワイスＳ，若鮎賞，エリザベス女王杯-JPN1２着，京都牝馬Ｓ-JPN3２着

*アイルドフランス Isle de France（牝 Nureyev）仏３勝，ミネルヴ賞-G3，Criteri-
um de l'Ouest-L，マルセルブサック賞-G1２着，北米３勝，ヒルズボロー
Ｈ-G3。ミッキーアイル（牡 ディープインパクト：マイルチャンピオンシップ
-G1，ＮＨＫマイルＣ-G1），アエロリット（牝 *クロフネ：ＮＨＫマイルＣ
-G1），オイヘン グレン Euchen Glen（騸 Authorized：セントサイモンＳ
-G3），アカリ Akari（牝 *スニッツェル：VRC Desirable S-L）の祖母

ヴィアラクテア（牝アグネスタキオン）３勝，フローラＳ-JPN2５着
リファインメントRefinement（牝 Seattle Slew）北米２戦。*ライラックスアンドレ

ース Lilacs and Lace（牝 Flower Alley：アシュランドＳ-G1）の母，ラッキ
ーライラック（牝オルフェーヴル：最優秀２歳牝馬，大阪杯-G1）の祖母

ステラマリス（牝 *サンデーサイレンス）不出走。バーナードループ（牡ロードカナロ
ア：兵庫チャンピオンシップ-JPN2）の母

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \7,450,000］

【繁殖成績】
2018 生後直死（ロードカナロア）
19 不受胎（パドトロワ）
20 グシチャンノソラ（牝ラブリーデイ）未出走
21 （牝 ルーラーシップ）
22 （牝イスラボニータ）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 122(1)



123 2022ジェイエス繁殖馬セール T0057‐21

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 シャイニングサン

厩舎番号№123 シャイニングサン Shining Sun

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2019年生
（３歳）
青鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

ブラックタイド *ウインドインハーヘアキタサンブラック
�
�
サクラバクシンオーシュガーハート鹿 2012 オトメゴコロ

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスハーツクライ アイリッシュダンスサンシャイン

�
�
Pistolet Bleu

*バルドウィナ黒鹿 2009 Balioka（1）

【ラブリーデイを種付けして不受胎（販売申込時）】

父キタサンブラックは日高産，年度代表馬（２回），12勝，菊花賞-G1，ジャパンＣ-G1，
有馬記念-G1。父として，イクイノックス（東京スポーツ杯２歳Ｓ-G2，ダービー-G1２着，
皐月賞-G1２着），ビジュノワール（フェアリーＳ-G3３着），オディロン（ＪＢＣ２歳優駿
-JPN3４着），ブラックブロッサム（京都新聞杯-G2５着）を出す

母サンシャイン（09 ハーツクライ）３勝，エルフィンＳ-OP（芝1600ｍ），マレーシアＣ（芝
2000ｍ），愛知杯-G3２着，マーメイドＳ-G3５着。産駒

アラタ（牡 鹿キングカメハメハ）５勝，ケフェウスＳ-OP，ＳＴＶ杯，駒ヶ岳特別，福
島記念-G3３着，札幌記念-G2４着，�

グッドラベリング（牝 栗エピファネイア）１勝
ジェレメジェバイト（牡 鹿 *ワークフォース）中央・岩手�入着，兵庫�１勝，�

祖母 *バルドウィナ Baldwina（98 Pistolet Bleu）仏国産，仏３勝，ペネロープ賞-G3。
産駒

ジュエラー（牝ヴィクトワールピサ）２勝，桜花賞-G1，シンザン記念-G3２着，チュ
ーリップ賞-G3２着，秋華賞-G1４着

ワンカラット（牝 *ファルブラヴ）５勝，フィリーズレビュー-JPN2，オーシャンＳ-G3，
函館スプリントＳ-G3，キーンランドＣ-G3，阪急杯-G3２着，同５着，ファン
タジーＳ-JPN3２着，京阪杯-G3３着，ＣＢＣ賞-G3３着，桜花賞-JPN1
４着，京都牝馬Ｓ-G3４着，スプリンターズＳ-G1５着，小倉２歳Ｓ
-JPN3５着。産駒

ワントゥワン（牝 ディープインパクト）５勝，雲雀Ｓ，長久手特別，宇治川特別，
富士Ｓ-G3２着，京成杯オータムＨ-G3２着，関屋記念-G3２着，紅
梅Ｓ-OP２着，エルフィンＳ-OP３着，ファンタジーＳ-G3４着

バルドヴィナ Baldovina（牝 Tale of the Cat）英入着。産駒
シーリング キティ Ceiling Kitty（牝 Red Clubs）英３勝，クイーンメアリーＳ

-G2，Marygate Fillies' S-L。産駒
アーサー キット Arthur Kitt（牡 Camelot）英２勝，Chesham S-L，ソラ

リオＳ-G3２着，北米入着，ＢＣジュヴェナイルターフ-G1４着
アーサ キット Eartha Kitt（牝 Pivotal）英３勝，Boadicea S-L，Flying

Fillies' S-L２着，サマーＳ-G3３着，ノーブル スタイル No-
ble Style（牡 Kingman：ジムクラックＳ-G2）の母

*ヴァンゴーゴー Van Go Go（牝 Dutch Art）英３勝。産駒
キーダイヤ（牝 War Command）３勝，ＨＢＣ賞，�

【競走成績】中央３戦

【繁殖成績】
2022年より供用
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124 2022ジェイエス繁殖馬セール T0372‐34

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 シードオブハピネス

厩舎番号№124 シードオブハピネス Seed of Happiness

日進牧場＝浦河町西幌別 ℡0146（28）1159

2011年生
（11歳）
黒鹿毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

日進牧場＝浦河町西幌別 ℡0146（28）1159

*サンデーサイレンス
Wishing Wellゼンノロブロイ

�
�
*マイニング

*ローミンレイチェル黒鹿 2000 One Smart Lady

�
�
�

�
�
Deputy Minister

*フレンチデピュティ
Mitterandケイティーズギフト

�
�
Kris

*ケイティーズファースト栗 2002 Katies（7）

【ダノンスマッシュを受胎（販売申込時）最終種付６月６日】

父ゼンノロブロイは白老産，年度代表馬，７勝，ジャパンＣ-G1，有馬記念-JPN1，天皇賞
�-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：アスクワイルドモア（京都新聞杯-G2），ディバインフォース
（ステイヤーズＳ-G2），エキュメニカル（ＳＡＪＣブリーダーズＳ-G3），ポリーグレイ（Ａ
ＴＣエポナＳ-G3），ハイランドピーク（エルムＳ-G3），ゴールドギア（メトロポリタンＳ-L）

母ケイティーズギフト（02 *フレンチデピュティ）１勝。産駒
ダディーズビビッド（牡 鹿キズナ）３勝，橘Ｓ-L，こうやまき賞，安土城Ｓ-L２着，

淀短距離Ｓ-L２着，鞍馬Ｓ-OP２着，野路菊Ｓ-OP２着，信越Ｓ-L３着，
朱鷺Ｓ-L３着，オーシャンＳ-G3４着，�

ケイティープライド（牡 鹿ディープインパクト）５勝，ＴＶｈ賞，山陽特別，函館記念
-G3２着，同５着，チャレンジＣ-G3３着，小倉大賞典-G3４着，福島記念
-G3５着

ダディーズマインド（牡 鹿トーセンホマレボシ）３勝，富里特別，ラジオＮＩＫＫＥ
Ｉ賞-G3４着

シャムローグ（牝 鹿ディープインパクト）５戦。産駒
パトリック（牡 *ワークフォース）４勝，美濃Ｓ，天竜川特別，都大路Ｓ-L３着，

�
ダディーズメジャー（牡 栗ダイワメジャー）東海�２勝，中央１勝

祖母 *ケイティーズファースト Katies First（87 Kris）米国産，英３勝，Remembran-
ce Day S-L，仏１勝，Prix du Cercle-L，。産駒

ゴーステディ（牡 *トニービン）６勝，日本海Ｓ，加治川特別，中山金杯-JPN3３着
トールハンマー（牡 *エリシオ）６勝，バレンタインＳ，ＵＨＢ杯-L２着
ケイティーズハート（牝 ハーツクライ）３勝。エフフォーリア（牡 エピファネイア：年度

代表馬，皐月賞-G1，天皇賞�-G1，有馬記念-G1）の母
マイケイティーズ（牝 *サンデーサイレンス）不出走。アドマイヤムーン（牡 *エンドス

ウィープ：年度代表馬，ジャパンＣ-G1，ドバイデューティフリー-G1）の母，
フルデプスリーダー（牡 *ヘニーヒューズ：エルムＳ-G3）の祖母

【競走成績】中央１勝，２着１回［収得賞金 \7,800,000］

【繁殖成績】
2016 ハピネスブルーム（牝ロードカナロア）入着
17 ソーユーフォリア（牝エピファネイア）１勝，フェアリーＳ-G3５着
18 フルオブハピネス（牝 *マクフィ）北海道�２勝，�
19 （牡リオンディーズ）
20 ダディーズウォリア（牡 *マジェスティックウォリアー）未出走
21 （牝 *ホークビル）
22 （牡 *カリフォルニアクローム）
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125 2022ジェイエス繁殖馬セール T0723‐03

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ネフェルティティ

厩舎番号№125 ネフェルティティNefertiti

ノースヒルズ＝新冠町美宇 ℡0146（47）5031

2013年生
（９歳）
芦毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

ノースヒルズ＝新冠町美宇 ℡0146（47）5031

*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

�
�
�

アンブライドルズソング �
�
Unbridled

Unbridled's Song
Trolley Song

*ラヴェリータ ゴークラシック �
�
Gone West

Go Classic芦 2006 Seattle Classic（23）

【*モズアスコットを受胎（販売申込時）最終種付３月15日】

父ゴールドアリュールは追分産，最優秀ダートホース，中央・南関東・岩手�８勝，フェブ
ラリーＳ-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：オメガパフューム（東京大賞典-G1４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），
ドリュウ（ＢＳＮ賞-L３着），ブルーセレブ（南関東・東京２歳優駿牝馬）

母 *ラヴェリータ（06 Unbridled's Song）米国産，４勝，ブリリアントＳ-L（Ｄ2100ｍ），昇
竜Ｓ-OP（Ｄ1700ｍ），ポインセチア賞（Ｄ1400ｍ，２歳レコード），シリウスＳ
-G3２着，ヒヤシンスＳ-OP３着，ジャパンＣダート-G1４着，武蔵野Ｓ-G3５
着，南関東・東海�７勝，エンプレス杯-JPN2（Ｄ2100ｍ），同２着，関東オーク
ス-JPN2（Ｄ2100ｍ），名古屋大賞典-JPN3（Ｄ1900ｍ），ＴＣＫ女王盃-JPN3
（Ｄ1800ｍ），スパーキングレディーＣ-JPN3（Ｄ1600ｍ）３回，かしわ記念
-JPN1２着，マリーンＣ-JPN3２着，ＪＢＣレディスクラシック-L２着，レディスプ
レリュード-L２着，さきたま杯-JPN2５着，兵庫�入着，兵庫ゴールドＴ-JPN3３
着。産駒

ワンフォーオール（騸 芦ディープインパクト）１勝，南関東�３勝
ロニセラ（牝 青鹿ディープインパクト）１勝
ディサイド（牡 芦ディープインパクト）１勝，�

祖母ゴークラシック Go Classic（96 Gone West）北米３勝，Glorious Song S３着。産
駒

ミスマネーペニー Miss Moneypenny（牝 Deputy Minister）北米２戦。産駒
スウィートエマローズ Sweet Emma Rose（牝 City Zip）北米３勝，Crank

It Up S，英入着，クイーンメアリーＳ-G2２着
三代母シアトルクラシック Seattle Classic（91 Seattle Slew）不出走。産駒
ハロー シアトル Hello Seattle：加２歳牝馬チャンピオン，北米２勝，マザリンＢＣ

Ｓ-G1
セイルフロム シアトル Sail From Seattle：北米４勝，Mt. Sassafras S。種牡馬
フリートオブフット Fleet of Foot：北米２勝，Ontario Damsel S２着。ヒズレース

トゥウィン His Race to Win（シーグラムカップＳ-G3）の母，エルトル
メンタ El Tormenta（加芝牡馬チャンピオン，ウッドバイン マイル-G1），
ゼロトレランス Zero Tolerance（ラスシェネガスＳ-G3）の祖母

【競走成績】中央１勝，兵庫�入着，３着１回，東海�入着［収得賞金 \6,430,000］

【繁殖成績】
2019 ソルシエール（牝トランセンド）４戦
20 インザビギニング（牡 *マジェスティックウォリアー）未出走
21 （牡 *マジェスティックウォリアー）
22 不受胎（*ナダル）
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126 2022ジェイエス繁殖馬セール T0005‐29

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 シバノモスキー

厩舎番号№126 シバノモスキー Shibano Mosky

柴 一男＝長野県安曇野市

2015年生
（７歳）
黒鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

パカパカファーム厚賀分場＝日高町賀張 ℡01456（5）6333

キングカメハメハ *マンファスロードカナロア
�
�
Storm Catレディブラッサム鹿 2008 *サラトガデュー

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスアグネスタキオン アグネスフローラアンキャニー

�
�
Akarad

*バブルドリーム栗 2010 *バブルプロスペクター（1）

【リアルスティールを受胎（販売申込時）最終種付５月18日】

父ロードカナロアは新ひだか産，年度代表馬，中央・香港13勝，香港スプリント-G1（２
回）。父として，アーモンドアイ（ジャパンＣ-G1２回，牝馬三冠），サートゥルナーリア（皐月
賞-G1），パンサラッサ（ドバイターフ-G1），ダノンスマッシュ（香港スプリント-G1），ダノンス
コーピオン（ＮＨＫマイルＣ-G1），タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1）を出す

母アンキャニー（10 アグネスタキオン）１戦。産駒
シバノトロフェオ（牡 黒鹿キズナ）１勝，�

祖母 *バブルドリーム Bubble Dream（93 Akarad）仏国産，不出走。産駒
*ラヴアンドバブルズ Love And Bubbles（牝 Loup Sauvage）仏３勝，クロエ賞

-G3，Grand Criterium du Languedoc-L，クレオパトル賞-G3２着，Prix
des Sablonnets-L２着，プシケ賞-G3４着。産駒

ディープブリランテ（牡ディープインパクト）３勝，ダービー-G1，東京スポーツ
杯２歳Ｓ-G3，スプリングＳ-G2２着，共同通信杯-G3２着，皐月賞
-G1３着。種牡馬

ハブルバブル（牝ディープインパクト）１勝，フラワーＣ-G3２着
ゼウスバローズ（牡ディープインパクト）４勝，調布特別
ラヴアンドドラゴン（牝ディープインパクト）２勝，城崎特別
ラヴインザダーク（牝ダンスインザダーク）２勝，インディアＴ

ジュンドリーム Jeune Dream（牡 Jeune Homme）伊５勝，Premio Merano-L，
Premio Giuseppe de Montel-L２着，Premio Botticelli-L３着

ブルーリッチ（牡ダンスインザダーク）１勝，若駒Ｓ-OP３着
三代母 *バブルプロスペクター Bubble Prospector（84 Miswaki）米国産，愛１勝。産

駒
ザッツザプレンティ：３勝，菊花賞-JPN1，ラジオたんぱ杯２歳Ｓ-JPN3，ジャパンＣ

-G1２着，ダービー-JPN1３着。種牡馬
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
ウインシュナイト：５勝，巴賞-L，下鴨Ｓ，小倉大賞典-JPN3２着
*バブルウイングスBubble Wings：英４勝。ショウナンパントル（最優秀２歳牝馬，

阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1）の母，ショウナンアチーヴ（ニュージー
ランドＴ-G2）の祖母

【競走成績】中央入着［収得賞金 \1,000,000］

【繁殖成績】
2020 シバノナスタチウム（牝ヴィクトワールピサ）未出走
21 不受胎（リアルスティール）
22 （牡リアルスティール）
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127 2022ジェイエス繁殖馬セール T0087‐29

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 オートルフィーユ

厩舎番号№127 オートルフィーユ Autre Fille

高橋 義浩＝新ひだか町東静内 ℡0146（44）2534

2016年生
（６歳）
栗毛
白老産

�
�
�
�

�
�
�

フラワーアリー �
�
Distorted Humor

武牧場＝新ひだか町静内田原 ℡0146（42）1587

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

�
Arch

Arch's Gal Edith栗 2009 Force Five Gal

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellプリンセスゴールド

�
�
*ディクタスゴールデンサッシュ栗 2002 ダイナサッシュ（1）
*ロイヤルサッシュ系

【ルヴァンスレーヴを受胎（販売申込時）最終種付４月１日】

父*アイルハヴアナザー I'll Have Another は米国産，米３歳牡馬チャンピオン，北米
５勝，ケンタッキーダービー-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：キタウイング（新潟２歳Ｓ-G3），オ
ンリーオピニオン（札幌２歳Ｓ-G3４着）。父として，アナザートゥルース（ダイオライト記念
-JPN2），ウインマーベル（葵Ｓ-G3），マイネルサーパス（福島民報杯-L）を出す

母プリンセスゴールド（02 *サンデーサイレンス）１勝。産駒
ゴールデンヒーロー（騸 鹿 *シンボリクリスエス）４勝，瀬波温泉特別，障１勝，新潟

ジャンプＳ５着
ジュエルタワー（牝 黒鹿 *クロフネ）１勝
クレイヴソリッシュ（牡 鹿 *シンボリクリスエス）入着，南関東�６勝，�
ベルウッドアリイ（牡 栗ローエングリン）石川�３勝，�
ゴールデンロッド（牝 栗キングカメハメハ）入着。産駒

ワカミヤプレスト（牡 *ハービンジャー）１勝，�
祖母ゴールデンサッシュ（88 *ディクタス）５戦，入着。産駒
ステイゴールド（牡 *サンデーサイレンス）ＪＲＡ特別賞，５勝，日経新春杯

-JPN2，目黒記念-JPN2，阿寒湖特別，すいれん賞，UAE・香港２勝，香港
ヴァーズ-G1，ドバイシーマクラシック-G2。種牡馬

レクレドール（牝 *サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ-JPN2，クイーンＳ-JPN3。ベ
ルーフ（牡 *ハービンジャー：京成杯-G3）の母

メルヴェイユドール（牝フジキセキ）３勝，壇之浦特別，マーメイドＳ-G3３着
キャッチザゴールド（牝 *サンデーサイレンス）４勝，淡路特別，和田岬特別。タガノ

パッション（牝キングカメハメハ：スイートピーＳ-L）の祖母
キューティゴールド（牝 *フレンチデピュティ）５戦，入着。ショウナンパンドラ（牝 デ

ィープインパクト：最優秀古牝馬，ジャパンＣ-G1，秋華賞-G1）の母
グレースランド（牝 *トニービン）４戦，入着。ドリームパスポート（牡フジキセキ：神

戸新聞杯-JPN2），フロンティア（牡ダイワメジャー：新潟２歳Ｓ-G3），ラ
ウンドワールド（牡ディープインパクト：アンドロメダＳ-L）の母

レイサッシュ（牝 *パラダイスクリーク）３勝。カラテ（牡トゥザグローリー：東京新聞杯
-G3）の祖母

ローズサッシュ（牝 *ドクターデヴィアス）入着。ダイアナヘイロー（牝キングヘイロー
：阪神Ｃ-G2，阪急杯-G3，北九州記念-G3）の三代母

【競走成績】中央３戦，東海�入着，２着１回，石川�３勝，２着１回
［収得賞金 \990,000］

【繁殖成績】
2021 （牡 *パイロ）
22 （牡 *シャンハイボビー）
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128 2022ジェイエス繁殖馬セール T0083‐40

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 プロム

厩舎番号№128 プロム Prom

高橋 義浩＝新ひだか町東静内 ℡0146（44）2534

2016年生
（６歳）
鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

山田牧場＝新ひだか町静内御園 ℡0146（46）2036

*キングズベスト
Allegretta

*ワークフォース ソヴィエトムーン �
�
Sadler's Wells

Soviet Moon鹿 2007 Eva Luna

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスダンスインザダーク *ダンシングキイレインダンス

�
�
Bob Back

*レンⅡ栗 2004 In The Rigging（1）

【*シャンハイボビーを受胎（販売申込時）最終種付５月26日】

父*ワークフォース Workforce は英国産，全欧３歳牡馬チャンピオン，英仏４勝，英ダ
ービー-G1，凱旋門賞-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ジャスティンカフェ（エプソムＣ-G3４着）。
父として，ディバインフォース（ステイヤーズＳ-G2），メイショウケイメイ（紅梅Ｓ-L），アトミッ
クフォース（新潟大賞典-G3２着），アドマイヤウイナー（青葉賞-G2３着）を出す

母レインダンス（04 ダンスインザダーク）３勝，三面川特別（芝1800ｍ），秋華賞-JPN1２
着，京都牝馬Ｓ-G3２着，ローズＳ-JPN2３着，京都金杯-G3３着，チューリッ
プ賞-JPN3３着，府中牝馬Ｓ-G3４着，エリザベス女王杯-G1５着。産駒

フリージングレイン（牡 鹿 *ハービンジャー）３勝，館山特別，ヤングジョッキーズシリ
ーズファイナルラウンド中山第１戦

レーゲンヴァルト（牡 栗ジャングルポケット）１勝
テーオーソロス（牡 青鹿 *ノヴェリスト）１勝，�
アースダンスレン（牡 黒鹿ストロングリターン）南関東�１勝，�

祖母 *レンⅡ Wren（95 Bob Back）愛国産，伊２歳牝馬チャンピオン，伊２勝，ドルメー
ロ賞-G3，仏１勝，Criterium du Bequet-L，英入着，ファルマスＳ-G2２着。産
駒

レンドフェリーチェ（牝 Cozzene）５勝，紫苑Ｓ-L，大阪スポーツ杯，オーロＣ-L３
着，マーメイドＳ-JPN3４着。産駒

リフトザウイングス（牡 ハーツクライ）１勝，東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3２着，
朝日杯フューチュリティＳ-G1５着，佐賀�１勝

アストラサンタン（牝 ハーツクライ）３勝，野島崎特別
モルトフェリーチェ（牝ディープインパクト）入着。産駒

ケイティクレバー（牡 *ハービンジャー）３勝，若駒Ｓ-L，寿Ｓ，すみれＳ
-L２着，京都２歳Ｓ-G3３着，障４勝，東京ジャンプＳ，新潟ジ
ャンプＳ３着，�

スズノマグマ（牡 *エルコンドルパサー）４勝，是政特別
グラスブラスト（牡マンハッタンカフェ）３勝，信夫山特別，広島�２勝
アサクササイレン（牡 *サンデーサイレンス）３勝，共同通信杯-JPN3５着，佐賀�

１勝，熊本�入着，九州王冠４着
リズムオブザレイン（牝 *サンデーサイレンス）５戦，入着。産駒

レインスティック（牡 サクラバクシンオー）６勝，アイルランドＴ-L，新潟日報
賞，六社特別，ガーベラ賞

【競走成績】中央入着，２着３回，３着２回［収得賞金 \9,850,000］

【繁殖成績】
2021 不受胎（リアルスティール）
22 不受胎（フィエールマン）
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129 2022ジェイエス繁殖馬セール T0622‐52

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 トラヴィアータ

厩舎番号№129トラヴィアータ Traviata

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2015年生
（７歳）
栗毛
日高産

�
�
�
�

シャマーダル �
�
�

ジャイアンツコーズウェイ �
�
Storm Cat

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

Giant's Causeway
Mariah's Storm

Shamardal ヘルシンキ �
�
Machiavellian

Helsinki鹿 2002 Helen Street

�
�
�

ケイプクロス �
�
Green Desert

Cape Cross
Park Appeal

*オペラクローク オペラコミーク �
�
Singspiel

Opera Comique鹿 2009 Grace Note（16）

【タワーオブロンドンを受胎（販売申込時）最終種付２月19日】

父シャマーダル Shamardal は米国産，全欧２歳牡馬チャンピオン，英仏６勝，仏ダービ
ー-G1，仏2000ギニー-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ラトローブ（愛ダービー-G1），オウタード
（愛2000ギニー-G1），プリティポリアンナ（モルニ賞-G1），ハロー ユームザイン（スプリント
Ｃ-G1，ダイヤモンドジュビリーＳ-G1），アルティカ（ジャストアゲイムＳ-G1）

母 *オペラクローク Opera Cloak（09 Cape Cross）愛国産，不出走。産駒
ゲイムスターター Game Starter（騸 Dubawi）英３勝，August S-L２着
アモレッタ（牝 鹿ディープインパクト）１勝
オペラムーン（牝 鹿アドマイヤムーン）入着，岩手�２勝，�

祖母オペラコミーク Opera Comique（01 Singspiel）愛１勝，愛パークＳ-G3３着。産
駒

ドビュッシー Debussy（牡 Diesis）英４勝，ハクスリーＳ-G3，Stand Cup-L，チャン
ピオンＳ-G1３着，チェスターヴァーズ-G3３着，キング ジョージ六世＆ク
イーンエリザベスＳ-G1４着，ヨークＳ-G2４着，仏１勝，ユジェーヌアダ
ム賞-G2，北米１勝，アーリントンミリオン-G1。種牡馬

*ラフアラウド Laugh Aloud（牝 Dubawi）英４勝，プリンセスエリザベスＳ-G3，
Rosemary S-L，Conqueror S-L，アタランタＳ-G3４着

エンターテインメント Entertainment（牝 Halling）英１勝，Cheshire Oaks-L２着，
リブルスデイルＳ-G2４着

*リリクLyrique（牝 Iffraaj）仏１勝。産駒
*オルトグラフ（牝 *パイロ）２勝，なでしこ賞，兵庫�入着，兵庫ジュニアグラン

プリ-JPN2２着
ザーラ Za'hara（牝 Raven's Pass）英１戦。産駒

サラセンナイト Saracen Knight（騸 Camelot）愛２勝，豪２勝，BendigoＪＣ
ベンディゴＣ-G3４着

三代母グレイスノートGrace Note（82 Top Ville）英１勝，英オークストライアルＳ-G3
２着。産駒

ベルメッツ Belmez：英５勝，キングジョージ六世＆クイーンエリザベスＳ-G1，グレ
イトヴォルティジュールＳ-G2，チェスターヴァーズ-G3。種牡馬

ダウランド Dowland：愛５勝，Ulster Harp Derby-L。種牡馬

【競走成績】中央２戦

【繁殖成績】
2019 ゲティスバーグ（牡ヴィクトワールピサ）入着，�
20 ミストラヴィアータ（牝ファインニードル）未出走
21 不受胎（ファインニードル）
22 流産（*サンダースノー）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 129(1)



130 2022ジェイエス繁殖馬セール T0122‐31

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ファイアリーラヴ

厩舎番号№130 ファイアリーラヴ Fiery Love

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2018年生
（４歳）
鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

プルピット �
�
A. P. Indy

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

Pulpit
Preach

*パイロ ワイルドヴィジョン �
�
Wild Again

Wild Vision黒鹿 2005 Carol's Wonder

�
�
�

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

*アフェクショネット ラヴィング カインドネス �
�
Seattle Slew

Loving Kindness鹿 2009 Coup de Genie（2）

【*ディスクリートキャットを受胎（販売申込時）最終種付５月９日】

父*パイロ Pyro は米国産，北米５勝，フォアゴーＳ-G1，ルイジアナダービー-G2。主な
産駒（ＢＭＳ）：コンバスチョン（ヒヤシンスＳ-L，全日本２歳優駿-JPN1２着），メズメライ
ザー（岩室温泉特別），リリコ（兵庫・園田プリンセスＣ，東海・クイーンＣ）。父として，メイシ
ョウハリオ（帝王賞-JPN1），ミューチャリー（ＪＢＣクラシック-JPN1）を出す

母 *アフェクショネットAffectionate（09 Distorted Humor）英国産，仏１勝。産駒
レシプロケイト（牡 栗ダイワメジャー）５勝，京葉Ｓ-L，安芸Ｓ，天王寺特別，エニ

フＳ-L２着，りんくうＳ-OP２着，大阪スポーツ杯-OP３着，�
ラヴネヴァーエンズ（牡 黒鹿ヴィクトワールピサ）兵庫�３勝，中央２勝

祖母ラヴィング カインドネス Loving Kindness（00 Seattle Slew）仏２勝，カブール
賞-G3，モルニ賞-G1３着。産駒

ピース キャンプ Peace Camp（牝 Storm Cat）仏３勝，Prix de Bonneval-L，Prix
du Cercle-L２着。産駒

クラウドブリッジ Cloudbridge（騸 *ハードスパン）英１勝，サイリーニアＳ-G3
２着

三代母クドジェニ Coup de Genie（91 Mr. Prospector）仏２歳牝馬チャンピオン，仏
４勝，モルニ賞-G1，サラマンドル賞-G1，カブール賞-G3。産駒

*デネボラ Denebola：仏２勝，マルセルブサック賞-G1，カブール賞-G3。産駒
ベタレオ Beta Leo：仏１勝。センガ Senga（仏オークス-G1）の母

スネイクマウンテン Snake Mountain：北米11勝，スタイヴァザントＨ-G3
グリーア Glia：仏２勝，Prix Imprudence-L，北米１勝，Pebbles H-L。産駒
スージングタッチ Soothing Touch：北米入着。イモリエント Emollient（アシ

ュランドＳ-G1，スピンスターＳ-G1）の母
*ドリームオブジェニー Dream of Genie：不出走。ファンディーナ（フラワーＣ

-G3）の母
ムーンライツボックスMoonlight's Box：不出走。産駒
*バゴ Bago：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，ジャンプラ賞-G1，ガネー賞-G1。種牡馬
マクシオス Maxios：仏８勝，イスパーン賞-G1，ムーランドロンシャン賞-G1，

アルクール賞-G2，トーマスブライアン賞-G3。種牡馬
ファウンテンオブピースFountain of Peace：不出走。産駒
*サンクイーンⅡ Sun Queen：愛１勝。ナムラクレア（函館スプリントＳ-G3，小

倉２歳Ｓ-G3，桜花賞-G1３着）の母

【競走成績】南関東�１勝，３着１回［収得賞金 \1,260,000］

【繁殖成績】
2022年より供用
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131 2022ジェイエス繁殖馬セール T0481‐13

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アリュージョン

厩舎番号№131 アリュージョン Allusion

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2011年生
（11歳）
鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

*エンドスウィープ
Broom Danceアドマイヤムーン

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

�
�
�

シーキング ザゴールド �
�
Mr. Prospector

Seeking the Gold
Con Game

*ヒントオブスプリング
�
�
*ダンシングブレーヴ

*チェロキーローズⅡ鹿 2004 Celtic Assembly（10）

【*サンダースノーを受胎（販売申込時）最終種付４月20日】

父アドマイヤムーンは早来産，年度代表馬，中央・UAE10勝，ジャパンＣ-G1。主な産駒
（ＢＭＳ）：ノースブリッジ（エプソムＣ-G3），ニューモニュメント（ジュライＳ-L），ハギノピリナ
（オークス-G1３着），エイコーン（みやこＳ-G3３着），ロールオブサンダー（京都２歳Ｓ
-G3３着）。父として，ファインニードル（スプリンターズＳ-G1）を出す

母 *ヒントオブスプリング Hint of Spring（04 Seeking the Gold）英国産，英１勝。産駒
チューリップス Tulips（牝 Pivotal）仏２勝，Prix Ceres-L，パレロワイヤル賞-G3

２着，モートリー賞-G3２着，モーリスドギース賞-G1４着。産駒
ワイルドビューティWild Beauty（牝 Frankel）英３勝，フレッドダーリンＳ

-G3，スウィートソレラＳ-G3２着，Star S-L２着，北米１勝，ナタルマ
Ｓ-G1

デザートウィズダム Desert Wisdom（騸 Dubawi）UAE２勝，ブルジナハー
ル-G3，ゴドルフィンマイル-G2２着

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

チェリーミルズ（牝 鹿 Invincible Spirit）２勝。産駒
ハリウッドヒルズ（牡スクリーンヒーロー）１勝，粟島特別，�

スプリングタイム（牝 黒鹿 *ストリートセンス）１勝
スプラウティング（牡 栗ダイワメジャー）１勝，�

祖母 *チェロキーローズⅡ Cherokee Rose（91 *ダンシングブレーヴ）愛国産，仏４
勝，モーリスドギース賞-G1，英１勝，スプリントＣ-G1。産駒

ボウマン Bowman（騸 Irish River）仏２勝，フォンテンブロー賞-G3，仏2000ギニ
ー-G1３着，英１勝，On the House S-L，UAE１勝

モイエシー Moyesii（牝 Diesis）仏１勝。マスタリー Mastery（牡 Sulamani：英セ
ントレジャー-G1，香港ヴァーズ-G1），カークリーズ Kirklees（牡 *ジェイド
ロバリー：伊グラン クリテリウム-G1）の母，ムハドラム Mukhadram（牡
Shamardal：エクリプスＳ-G1）の祖母

【競走成績】中央２勝，２着１回，３着１回，小樽特別（芝1200ｍ），摩周湖特別２着，
壬生特別３着［収得賞金 \27,795,000］

【繁殖成績】
2017 カヴァート（牡キズナ）中央・東海�入着，南関東�２勝，�
18 ディープステイト（牡ディープブリランテ）入着，南関東�１勝，�
19 ロージーグロウ（牝 *アメリカンペイトリオット）入着，�
20 フォーシャドウ（牝 *アメリカンペイトリオット）未出走
21 （牡ジャスタウェイ）
22 （牝 *サンダースノー）
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132 2022ジェイエス繁殖馬セール T0712‐26

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 コーズウェイヘッド

厩舎番号№132 *コーズウェイヘッド Causeway Head（USA）

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2018年生
（４歳）
栗毛
米国産

�
�
�
�

ジャイアンツコーズウェイ �
�
�

ストームキャット �
�
Storm Bird

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

Storm Cat
Terlingua

Giant's Causeway マリアーズストーム �
�
Rahy

Mariah's Storm栗 1997 *イメンス

ドニーズシークレット �
�
�

タイガーリッジ �
�
Storm Cat

Tiger Ridge
Weekend Surprise

Donnie's Secret レイディクルエラ �
�
Capote

Lady Cruella芦 2005 Mary's Spirit（22）

【*パイロを受胎（販売申込時）最終種付３月５日】

父ジャイアンツコーズウェイGiant's Causeway は米国産，全欧年度代表馬，愛仏英９
勝，エクリプスＳ-G1。北米２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ガンランナー
（ＢＣクラシック-G1），ビューティパーラー（仏1000ギニー-G1），*ホークビル（エクリプス
Ｓ-G1），ロードノース（プリンスオブウェールズＳ-G1），プラントゥール（ガネー賞-G1）

母ドニーズシークレットDonnie's Secret（05 Tiger Ridge）北米３勝。産駒
ソー コンフレイティド So Conflated（騸 *エスケンデレヤ）北米３勝，California

Derby-L
フォーマンザフォアマン Forman the Foreman（騸 Cool Coal Man）北米13勝
ラトルスネイクリッジ Rattlesnake Ridge（騸 Rattlesnake Bridge）北米８勝
シークレッツアットミッドナイトSecretsatmidnight（牡 Midnight Lute）北米５勝
セクレティヴレイディSecretive Lady（牝 Cool Coal Man）北米２勝
アフターユー After You（騸 Rattlesnake Bridge）北米１勝

祖母レイディクルエラ Lady Cruella（96 Capote）北米４勝。産駒
リーアズ シークレット Leah's Secret（牝 Tiger Ridge）北米９勝，レイヴン ラン

Ｓ-G2，チルッキＳ-G2，トップフライトＨ-G2，シカゴＨ-G3，Anne Arundel
S-L，アレールデュポンＢＣディスタフＨ-G2２着，ルイヴィルＳ-G2２着，
アーリントンメイトロンＨ-G3２着，マディソンＳ-G2３着，ベルデイムＳ-G1
４着，バレリーナＳ-G1４着，サンタマリアＨ-G1４着，シャーリージョーン
ズＢＣＨ-G2４着。産駒

ニコデマス Nicodemus（牡 Candy Ride）北米３勝，ウエストチェスターＳ
-G3，トボガンＳ-G3２着，トゥルーノースＳ-G2４着，ジョンＡ.ネルド
Ｓ-G2４着，エクセルシオＳ-G3４着

ベア タフ ガイ Bear Tough Guy（牡 Roar of the Tiger）北米２勝，グレイＳ-G3
コールドブラッディド Cold Blooded（牝 Tiger Ridge）不出走。産駒

アイアン ロブ Iron Rob（騸 Twirling Candy）北米16勝，San Pedro S-L，
Baffle S

タイガービーチ Tigerbeach（騸 Treasure Beach）北米11勝，Victoria S-L３
着

三代母メアリーズスピリットMary's Spirit（89 Mr. Prospector）北米１勝。産駒
*モルフェデスペクタ：４勝，バーデンバーデンＣ-OP，驀進特別，駿風Ｓ-L２着，福

島民報杯-OP２着。種牡馬
*ノボエンジェル：１勝，ファンタジーＳ-JPN3４着

【競走成績】中央入着，３着１回［収得賞金 \1,300,000］

【繁殖成績】
2022年より供用
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133 2022ジェイエス繁殖馬セール T0569‐06

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ニシノプレジール

厩舎番号№133 ニシノプレジール Nishino Plaisir

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2016年生
（６歳）
鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

さとう＝新ひだか町三石本桐 ℡0146（37）6822

ステイゴールド ゴールデンサッシュオルフェーヴル
�
�
メジロマックイーンオリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

�
�
�

�
�
*ブライアンズタイムタニノギムレット タニノクリスタルニシノブルームーン

�
�
Alzao

*カプリッチョーサ鹿 2004 Clanjingle（14）

【セイウンコウセイを受胎（販売申込時）最終種付４月20日】

父オルフェーヴルは白老産，年度代表馬，中央・仏12勝，三冠，有馬記念-G1（２回）。父
として，マルシュロレーヌ（ＢＣディスタフ-G1），エポカドーロ（皐月賞-G1），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），ショウナンナデシコ（かし
わ記念-JPN1），オーソリティ（アルゼンチン共和国杯-G2２回）を出す

母ニシノブルームーン（04タニノギムレット）６勝，中山牝馬Ｓ-G3（芝1800ｍ），府中Ｓ
（芝2000ｍ），鎌ヶ谷特別（芝1800ｍ），マーメイドＳ-G3２着，同４着，ヴィクトリ
アマイル-G1３着，愛知杯-G3５着。産駒

ニシノエアレス（牝 栗ヴィクトワールピサ）１勝
ニシノバシャール（牡 鹿ナカヤマフェスタ）岩手�１勝
ニシノリコルディ（牝 鹿 ハーツクライ）入着。産駒

ニシノスピカ（牝 *ダンカーク）１勝，�
祖母 *カプリッチョーサ Capricciosa（88 Alzao）愛国産，愛２歳牝馬チャンピオン，愛

３勝，モイグレアスタッドＳ-G1，デビュータントＳ-G3，英１勝，チェヴァリー パ
ークＳ-G1。産駒

ブランドキャリー（牝 サクラユタカオー）４勝，萩特別
ニシノエルハーブ（牝 *エルハーブ）３勝。産駒
クルンプホルツ（牝 *シンボリクリスエス）２勝。産駒

スターストラック（牡トーセンホマレボシ）３勝，檜山特別
三代母クランジングル Clanjingle（80 Tumble Wind）愛英９戦。産駒

ポリッシュリズム Polish Rhythm：英１勝，Joel S-L３着
コールミーアリスCall Me Alice：愛６戦。産駒

コール ミービッグ Call me Big：独４勝，ベナツェトレンネン-G3，Dortmun-
der Fliegerpreis-L，Silberne Peitsche-L，同２着，Scherping-Ren-
nen-L２着，Dusseldorf-Cup-L２着，Bremer Sprint-Cup-L２着，ゴ
ルデネパイチェ-G2３着，ホルステントロフィー-G3４着。種牡馬

コールミーイーグル Call me Eagle：独２勝，Oppenheim-Rennen-L３着，ス
イス１勝

クランデスタンアフェア Clandestine Affair：英３戦。産駒
ラセルベサ La Cerveza：伊３勝，Premio Buontalenta-L２着

四代母フィル シフランテ Fille Sifflante（65 Whistler）英入着。サー アーノルド Sir
Arnold（Premio Tor di Valle-L）の三代母

【競走成績】中央入着，２着１回［収得賞金 \2,900,000］

【繁殖成績】
2021 （牝 ネロ）
22 （牝ストロングリターン）
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134 2022ジェイエス繁殖馬セール T0259‐34

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ニシノアスカ

厩舎番号№134 ニシノアスカ Nishino Asuka

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2015年生
（７歳）
青鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 ℡0146（35）3643

ステイゴールド ゴールデンサッシュドリームジャーニー
�
�
メジロマックイーンオリエンタルアート鹿 2004 エレクトロアート

�
�
�

シルヴァーホーク �
�
Roberto

Silver Hawk
Gris Vitesse

*キャッスルブラウン ヒロオガーデン �
�
Caerleon

Hiroo Garden黒鹿 2000 Sweeping（4）

【セイウンコウセイを受胎（販売申込時）最終種付４月４日】

父ドリームジャーニーは白老産，最優秀２歳・古牡馬，９勝，有馬記念-G1，宝塚記念
-G1，朝日杯フューチュリティＳ-JPN1，大阪杯-G2，神戸新聞杯-JPN2。主な産駒：ヴェルト
ライゼンデ（鳴尾記念-G3，ダービー-G1３着），ミライヘノツバサ（ダイヤモンドＳ-G3），ト
ゥラヴェスーラ（淀短距離Ｓ-L），アルメリアブルーム（愛知杯-G3２着）を出す

母 *キャッスルブラウン（00 Silver Hawk）米国産，３勝，火打山特別（芝1800ｍ）。産駒
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，石清水Ｓ，くるみ

賞，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

グランチェイサー（騸 黒鹿ダイワメジャー）１勝，京王杯２歳Ｓ-G2４着，�
ニシノヘリオス（牡 青鹿アグネスタキオン）１勝
ニシノスマッシュ（牡 黒鹿キングカメハメハ）障１勝
グレートビンテージ（牡 青鹿スペシャルウィーク）岩手�３勝，中央入着
コノハチャン（牝 鹿スペシャルウィーク）入着，兵庫�１勝

祖母ヒロオガーデン Hiroo Garden（91 Caerleon）不出走。産駒
*デフィニット（牝 *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）北海道�入着，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，中京ペガスターＣ，新
春ペガサスＣ，東海ダービー２着，ゴールドウィング賞２着

三代母スウィーピング Sweeping（86 *インデエアンキング）英１勝，Princess Elizabeth
S-L２着。ウォッチング Watching（Sprint S-L）の母，メディア モーグル
Media Mogul（ウィルロジャースＨ-G3）の祖母，ナシュワ Nashwa（仏オーク
ス-G1，ナッソーＳ-G1），アウザーン Awzaan（ミドル パークＳ-G1），ムラーカ
バ Muraaqaba（スウィートソレラＳ-G3）の三代母

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \7,000,000］

【繁殖成績】
2020 ニシノギドラー（牡 サトノアラジン）１戦，�
21 （牡リーチザクラウン）
22 （牝ビッグアーサー）
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135 2022ジェイエス繁殖馬セール T0740‐27

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 トラディション

厩舎番号№135トラディション Tradition

ノースヒルズ＝新冠町美宇 ℡0146（47）5031

2011年生
（11歳）
栗毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

ノースヒルズ＝新冠町美宇 ℡0146（47）5031

*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

�
�
�

�
�
*カンパラ

*トニービン
Severn Bridgeシネマスコープ

�
�
*スリルショーブルーハワイ栗 1993 *サニースワップス（A4）

【種付せず】

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-G1４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），
ドリュウ（ＢＳＮ賞-L３着），ブルーセレブ（南関東・東京２歳優駿牝馬）

母シネマスコープ（93 *トニービン）４勝，新潟日報賞-OP（芝1200ｍ），うずしおＳ（芝
1400ｍ），ゴールデンサドルＴ（芝1600ｍ），セントウルＳ-JPN3５着，東海�１
勝。産駒

トランセンド（牡 鹿 *ワイルドラッシュ）最優秀ダートホース，10勝，ジャパンＣダート
-G1（２回），フェブラリーＳ-G1，マイルチャンピオンシップ南部杯-JPN1，
みやこＳ-G3，レパードＳ-L，アルデバランＳ-OP，麒麟山特別，東海Ｓ
-G2２着，南関東�入着，ＪＢＣクラシック-JPN1２着，同３着，日本テレ
ビ盃-JPN2２着，UAE入着，ドバイワールドＣ-G1２着。種牡馬

サンドリオン（牝 鹿 *コマンダーインチーフ）３勝，紫苑Ｓ-L。産駒
エイムハイ（牡ディープインパクト）２勝，ジュニアＣ-OP２着
シャスターデイジー（牝アグネスタキオン）２勝。産駒
ソプラドール（牝 *マジェスティックウォリアー）３勝，河北新報杯，�

レッドスレッド（牝 栗 *パントレセレブル）中央・東海�２戦。産駒
アングライフェン（牡ステイゴールド）７勝，ブリリアントＳ-L，アルデバランＳ

-OP，同２着，アメジストＳ，マレーシアＣ，北野特別，若戸大橋特別，
シリウスＳ-G3２着，巴賞-L２着，丹頂Ｓ-OP２着，ラジオ日本賞-OP
２着，仁川Ｓ-L３着，三宮Ｓ-OP３着，東海Ｓ-G2４着，函館記念
-G3４着，みやこＳ-G3４着，東海�入着，名古屋グランプリ-JPN2
２着，名古屋大賞典-JPN3２着，南関東�２勝，�

祖母ブルーハワイ（89 *スリルショー）不出走。産駒
パルスビート（牡 *トニービン）３勝，白百合Ｓ-OP，京都新聞杯-JPN2２着
ゲヴァルト（騸 *サンデーサイレンス）４勝，ラジオたんぱ杯２歳Ｓ-JPN3３着

【競走成績】中央入着，３着１回，兵庫�６勝，３着１回［収得賞金 \5,560,000］

【繁殖成績】
2016 アムルーズ（牝エイシンフラッシュ）５戦
17 ラボンダンス（牝 *タートルボウル）２勝，�
18 フージャオ（牝 *アイルハヴアナザー）兵庫�２勝，�
19 不受胎（*プリサイスエンド）
20 ツークフォーゲル（牡 *ドレフォン）未出走
21 （牡 *パイロ）
22 （牝 *ブリックスアンドモルタル）
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136 2022ジェイエス繁殖馬セール T0075‐73

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 クリーペル

厩舎番号№136 クリーペル Kliper

ハクツ牧場＝新冠町西泊津 ℡0146（47）2907

2006年生
（16歳）
鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

デヴィルズ バッグ �
�
Halo

ハクツ牧場＝新冠町西泊津 ℡0146（47）2907

Devil's Bag
Ballade

*タイキシャトル
�
�
Caerleon

*ウェルシュマフィン栗 1994 Muffitys

�
�
�

ルビアノ �
�
Fappiano

Rubiano
Ruby Slippers

*プチアノ プチェカ �
�
Tom Rolfe

Pucheca芦 1994 Regal Gleam（1）

【*トビーズコーナーを受胎（販売申込時）最終種付４月３日】

父*タイキシャトルは米国産，年度代表馬，中央・仏11勝，ジャックル マロワ賞-G1。主な
産駒（ＢＭＳ）：ワンアンドオンリー（ダービー-G1），レーヌミノル（桜花賞-G1），ストレイトガ
ール（ヴィクトリアマイル-G1２回，スプリンターズＳ-G1），バビット（セントライト記念-G2），
クリスタルブラック（京成杯-G3），キャンディバローズ（ファンタジーＳ-G3）

母 *プチアノPuchiano（94 Rubiano）米国産，北米１勝。産駒
ラストパートナー（牝 鹿 *エリシオ）１勝，岩手�３勝。産駒
ミヤコデラックス（牡タニノギムレット）障１勝，阪神ジャンプＳ３着
ヒダルマ（牡 スクリーンヒーロー）中央・南関東�入着，兵庫�13勝，摂津盃，

同２着，�
グラッドリー（牝 鹿アグネスタキオン）１勝。産駒
トモジャドット（牡 *サウスヴィグラス）３勝，有田特別，�

ボヤージ（牝 栗 *クロフネ）入着。産駒
ユメノアトサキ（牝 *サウスヴィグラス）北海道�１勝，兵庫�６勝，兵庫ダービ

ー，のじぎく賞，菊水賞，園田クイーンセレクション２着
ファニーゴールド（牝 芦 *エリシオ）中央・南関東�３戦。産駒
ミヤノオードリー（牡 ニューイングランド）佐賀�11勝，九州大賞典，同３着，ロ

ータスクラウン賞，はがくれ大賞典３着，中島記念３着
祖母プチェカ Pucheca（74 Tom Rolfe）不出走。バックビーン Buckbean（牡 Buck-

finder：Indiana S）の母，スカフルバーグ Scuffleburg（牡 Cox's Ridge：ペガ
サスＨ-G1，ガルフストリームパークＨ-G1）の祖母

【競走成績】中央４戦，岩手�入着，３着１回［収得賞金 \130,000］

【繁殖成績】
2011 ウインドキララ（牝 *ボストンハーバー）石川�入着
12 ミヤノレジェンド（牡 *サウスヴィグラス）佐賀�１勝
13 不受胎（*サウスヴィグラス）
14 リボンナイト（牡 *サウスヴィグラス）東海�11勝，中央障１勝
15 ミスターバッハ（牡 *サウスヴィグラス）北海道�２勝，イノセントＣ２着，サッポロク

ラシックＣ３着，南関東�３勝，クラウンＣ２着
16 イキザマ（牡 *サウスヴィグラス）北海道�１勝，東海�８勝，�
17 不受胎（*サウスヴィグラス）
18 コンモートフーガ（牡フリオーソ）南関東�１勝，兵庫�２勝，�
19 ヒエンディー（牡アドマイヤムーン）兵庫�入着，�
20 ミコパール（牝 *ディスクリートキャット）未出走
21 （牡 *ディスクリートキャット）
22 （牝 *ディスクリートキャット）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 136(1)



137 2022ジェイエス繁殖馬セール T0738‐09

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 ロイヤルフレア

厩舎番号№137 ロイヤルフレア Royal Flare

ハクレイファーム＝新冠町緑丘 ℡0146（47）1051

2013年生
（９歳）
鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

デピュティミニスター �
�
Vice Regent

ハクレイファーム＝新冠町緑丘 ℡0146（47）1051

Deputy Minister
Mint Copy

*フレンチデピュティ ミッテラン �
�
Hold Your Peace

Mitterand栗 1992 Laredo Lass

�
�
�

�
�
Fairy King

*ファルブラヴ
Gift of the Nightヘヴンリークルーズ

�
�
フジキセキタックスシェルター黒鹿 2005 タックスヘイブン（A1）

*タックスペイヤーズフォリー系

【*ダノンレジェンドを受胎（販売申込時）最終種付２月27日】

父*フレンチデピュティFrench Deputy は米国産，北米４勝，ジェロームＨ-G2。主な産
駒（ＢＭＳ）：マルシュロレーヌ（ＢＣディスタフ-G1），マカヒキ（ダービー-G1），ショウナンパ
ンドラ（ジャパンＣ-G1），レインボーライン（天皇賞・春-G1），ゴールドドリーム（チャンピオ
ンズＣ-G1，フェブラリーＳ-G1），マイネルホウオウ（ＮＨＫマイルＣ-G1）

母ヘヴンリークルーズ（05 *ファルブラヴ）４勝，朝日岳特別（芝1400ｍ），ターコイズＳ-L
３着。産駒

ノーチカルチャート（牡 青鹿ジャスタウェイ）２勝，安房特別，北海道�１勝，岩手�
入着，せきれい賞２着，�

パルデンス（牡 鹿ディープブリランテ）２勝，�
グットクルサマー（騸 栗キングカメハメハ）１勝，東海�４勝，高知�１勝，�
レッドファーレン（牝 青鹿 *シンボリクリスエス）１勝
ナンヨーショウエイ（牝 栗オルフェーヴル）入着，南関東�１勝
レッドヴォヤージ（牝 鹿ジャングルポケット）佐賀�４勝

祖母タックスシェルター（98フジキセキ）１勝。産駒
アトミックフォース（牡 *ワークフォース）４勝，アメジストＳ，精進湖特別，フリージア

賞，新潟大賞典-G3２着，メイＳ-OP３着，ダービー卿チャレンジＴ-G3５
着，エプソムＣ-G3５着（２回），南関東�２勝，岩手�１勝，せきれい
賞，�

アルバタックス（牡キングカメハメハ）５勝，修学院Ｓ，清滝特別，御在所特別，オ
ーロＣ-L２着（２回），東風Ｓ-L２着，信越Ｓ-OP２着，谷川岳Ｓ-L３着
（２回），関屋記念-G3５着

イーストオブザサン（牡 キングカメハメハ）４勝，加古川特別，中ノ岳特別，兵庫�
入着，兵庫チャンピオンシップ-JPN2５着

レイテッド（牝ジャングルポケット）兵庫�３勝，中央入着。産駒
ピンハイ（牝ミッキーアイル）１勝，チューリップ賞-G2２着，オークス-G1４着，

桜花賞-G1５着，�
三代母タックスヘイブン（91 Alydar）４勝，紅葉特別，クイーンＣ-JPN3３着。産駒
ヒシアトラス：10勝，平安Ｓ-JPN3，マーチＳ-JPN3，エルムＳ-JPN3
ルミナスハーバー：４勝，マーガレットＳ-L

【競走成績】中央１勝，２着１回，３着１回［収得賞金 \8,000,000］

【繁殖成績】
2019 ラインラペーシュ（牝 サトノアラジン）５戦
20 （牡シルバーステート）
21 （牡ワールドエース）
22 不受胎（*モズアスコット）
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138 2022ジェイエス繁殖馬セール T0496‐45

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 プリンセスアスタ

厩舎番号№138 *プリンセスアスタ Princess Asta（FR）

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2013年生
（９歳）
鹿毛
仏国産

�
�
�
�

キャンフォードクリフス �
�
�

タグラ �
�
Taufan

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

Tagula
Twin Island

Canford Cliffs ミセスマーシュ �
�
Marju

Mrs Marsh鹿 2007 Drei

リュヌルージュ �
�
�

アンフワイン �
�
Northern Dancer

Unfuwain
Height of Fashion

Lune Rouge ルヴィア �
�
Cure the Blues

Luvia鹿 1996 Lucaya（11）

【キタサンブラックを受胎（販売申込時）最終種付４月17日】

父キャンフォードクリフス Canford Cliffs は愛国産，英愛７勝，愛2000ギニー-G1，セン
トジェイムズ パレスＳ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：アメリアズジュエル（ＷＡＴＣカラカッタ
プレート-G2，ＷＡＴＣジムクラックＳ-G3）。父として，ペインティドクリフス（レイルウェイＳ
-G2），ジンジン（バーデナーマイレ-G2），クリスタルクリフス（ナッソーＳ-G2）を出す

母リュヌルージュ Lune Rouge（96 Unfuwain）仏１勝。産駒
*プリンセスアスタ Princess Asta（牝 鹿 Canford Cliffs）本馬
アスク フォー ザ ムーン Ask for the Moon（牝 Dr Fong）仏５勝，サンタラリ賞

-G1，ペネロープ賞-G3。産駒
アストロロジー Astrology（牡 Galileo）愛１勝，愛フューチュリティＳ-G2３

着，英１勝，ディーＳ-G3，英ダービー-G1３着，オータムＳ-G3３着，
キングエドワード七世Ｓ-G2４着。種牡馬

サンドロ ボッティチェリ Sandro Botticelli（騸 Galileo）愛１勝，英２勝，
Esher S-L，ジョンポーターＳ-G3２着

ナイトフィーヴァー Night Fever（牝 Galileo）英１戦。産駒
ナズナ Nazuna（牝 Kodiac）英１勝，ロックフェルＳ-G2２着，プリンセス

エリザベスＳ-G3２着，北米１勝
コーズウェイクイーン Causeway Queen（牝 Giant's Causeway）不出走。産駒

サーベット Surbett（騸 *ロックオブジブラルタル）英１勝，伊４勝，Premio
Criterium Nazionale-L３着

祖母ルヴィア Luvia（83 Cure the Blues）仏２勝。アルブレト Albret（牡 Cahill Road：
ペルー競走馬所有者協会賞-G2），*セリメーヌ Celimene（牝 Dr Fong：ペネ
ロープ賞-G3），ルナスカ Lunaska（牝 Ashkalani：Prix des Jouvenceaux et
des Jouvencelles-L），ラッキー リュン Lucky Lune（牝 Priolo：Prix Urban
Sea-L）の祖母，ビタル クラス Vital Class（牡 In Class：エストレラススプリント
大賞典-G1，スイパチャ大賞典-G1），ボリドドーヴィル Boris de Deauville
（牡 *ソヴィエトスター：アルクール賞-G2）の三代母

【競走成績】独４勝，２着１回，Westminster Fliegerpreis-L（芝1200ｍ），Bayerischer
Fliegerpreis-L（芝1300ｍ）２回，Bayerischer Sprint Cup-L２着，伊１勝，キ
ウスーラ賞-G3（芝1400ｍ），仏入着，２着１回，３着２回，Prix Cor de Chas-
se-L３着［収得賞金 €112,750］

【繁殖成績】
2019 アストロロギア（牝 Kendargent）未出走
20 （牝 ハーツクライ）
21 （牝 サトノダイヤモンド）
22 （牝スワーヴリチャード）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 138(1)



139 2022ジェイエス繁殖馬セール T0641‐22

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ブロークインベガス

厩舎番号№139 ブロークインベガス Broke in Vegas

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2017年生
（５歳）
鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンススペシャルウィーク キャンペンガールオメガインベガス

�
�
*コロナドズクエスト

*ベガスナイト黒鹿 2010 Words of War（17）

【*フィレンツェファイアを受胎（販売申込時）最終種付２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，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳチャンピオン。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），ジオグリフ（皐月賞-G1），ソダシ（桜花
賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念-G1）

母オメガインベガス（10 スペシャルウィーク）２勝，南関東�入着，関東オークス-JPN2２
着，南関東�１勝，報知グランプリＣ（Ｄ1800ｍ）。産駒

オメガドーヴィル（牝 青鹿キングカメハメハ）２勝
ベガスストリップ（牝 青鹿モーリス）南関東�１勝，東海�４勝，�

祖母 *ベガスナイト（00 *コロナドズクエスト）米国産，３勝，立待岬特別。産駒
アメリカズカップ（牡マンハッタンカフェ）４勝，きさらぎ賞-G3，カシオペアＳ-L，野

路菊Ｓ-OP，アンドロメダＳ-L３着，小倉記念-G3４着，函館記念-G3５
着

キングオブドラゴン（牡 ハーツクライ）４勝，湾岸Ｓ，フォーチュンＣ，鳴尾記念-G3
５着，京成杯-G3５着，�

ユッカマウンテン（牝アグネスタキオン）２勝，桑折特別。産駒
ノヘア（牝 *スウェプトオーヴァーボード）１勝，�
エコロカナワン（牡エイシンフラッシュ）１勝，�

ライブインベガス（牝マンハッタンカフェ）１勝，フラワーＣ-G3５着
三代母ワーズ オブ ウォー Words of War（89 Lord At War）北米９勝，River Downs

Breeders' Cup S-L，Rachel Jackson S-L，Mint Julep H-L，Durazna S，Dou-
ble Delta S，ホーソーンダービー-G3２着，キーンランドＢＣＳ-G3２着，ホー
ソーンＢＣＨ-G3２着，リヴァーシティーズＢＣＳ-G3３着。産駒

ノー マター ホワット No Matter What：仏２勝，Prix des Lilas-L，北米１勝，デ
ル マーオークス-G1。レインボウ ヴュー Rainbow View（全欧２歳牝
馬チャンピオン，フィリーズ マイル-G1，メイトロンＳ-G1），アトリー Utley
（ディキシーＳ-G2），ジャストアズウェル Just as Well（アーリントンＨ
-G3），ウインター ヴュー Winter View（ビウィッチＳ-G3），ウィッサヒコ
ン Wissahickon（ウインターダービー-G3）の母，スタニング スピリット
Stunning Spirit（クインシー賞-G3）の祖母

イードバイ E Dubai：北米４勝，ドゥワイアＳ-G2，サバーバンＨ-G2，トラヴァーズ
Ｓ-G1２着，スーパーダービー-G1２着，UAE１勝。種牡馬

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2021 死亡（牡ロゴタイプ）
22 （牡 ルヴァンスレーヴ）
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140 2022ジェイエス繁殖馬セール T0725‐18

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 コマンドゥールキイ

厩舎番号№140 コマンドゥールキイ Commandeur Key

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2011年生
（11歳）
鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

*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

�
�
�

�
�
Mr. Prospector

*ジェイドロバリー
Number

*ジェネロジー
�
�
Distant Relative

*キンスフォーク鹿 2004 Six Nations（23）

【*マインドユアビスケッツを受胎（販売申込時）最終種付５月８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）：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），ユアソング（ＢＲＣ ＢＴＣカップ-G1），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）

母 *ジェネロジー（04 *ジェイドロバリー）UAE産，南関東�２勝。産駒
リズムプランニング（騸 鹿ゴールドアリュール）南関東�１勝
キョウエイローザ（牝 栗フェデラリスト）南関東�１勝
メニーナドソル（牝 鹿 *ザール）岩手�１勝

祖母 *キンスフォーク Kinsfolk（97 Distant Relative）英国産，愛１戦。産駒
フォークダンス（牡 *タップダンスシチー）広島�７勝

三代母シックスネイションズ Six Nations（89 Danzig）仏１勝。産駒
フィヌアル Fionnuar：愛４勝。産駒

フライング ヴィジット Flying Visit：愛２勝，エアフィールドＳ-G3，バリサック
スＳ-G3２着，サウジアラビア１勝

ヴォーカル ネイション Vocal Nation：愛１勝。産駒
フリーダム オブ スピーチ Freedom of Speech：愛１勝，パークエクスプレス

Ｓ-G3３着
四代母シックス クラウンズ Six Crowns（76 Secretariat）北米５勝，Meadow Queen

S，Queen Charlotte H２着，レイディーズＨ-G1３着。産駒
チーフズ クラウン Chief's Crown：米２歳牡馬チャンピオン，北米12勝，ＢＣジュ

ヴェナイル-G1，トラヴァーズＳ-G1，マールボロカップＨ-G1，ノーフォーク
Ｓ-G1，ホープフルＳ-G1，カウディンＳ-G1，フラミンゴＳ-G1。種牡馬

*クラシッククラウン Classic Crown：北米４勝，フリゼットＳ-G1，ガゼルＨ-G1。リ
ーチザクラウン（マイラーズＣ-G2），*エーシンジーライン（小倉大賞
典-G3），クラウンプリンセス（米子Ｓ-L）の祖母

*ジュエルドクラウン Jeweled Crown：北米１勝。シルクフェニックス（エンプレス杯
-JPN2）の母，*ジュリアー Giulia（モンテビデオ市大賞典-G1）の祖母

【競走成績】南関東�４勝，２着３回，３着６回，優駿スプリント４着
［収得賞金 \20,456,000］

【繁殖成績】
2018 不受胎（*クロフネ）
19 不受胎（*ディスクリートキャット）
20 テンコマンドゥール（牡エイシンフラッシュ）１戦，�
21 （牝リアルスティール）
22 （牝リアルインパクト）
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141 2022ジェイエス繁殖馬セール T0400‐27

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 フィエゾン

厩舎番号№141 フィエゾン Feuillaison

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2018年生
（４歳）
青毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

フジキセキ *ミルレーサー
*キンシャサノキセキ

�
�
Pleasant Colony

*ケルトシャーン鹿 2003 Featherhill

�
�
�

�
�
*カンパラ

*トニービン
Severn Bridgeドライアッド

�
�
*リアルシャダイオークツリー栗 1997 シャダイアイバー（8）
*サワーオレンジ系

【*ニューイヤーズデイを受胎（販売申込時）最終種付４月１日】

父*キンシャサノキセキは豪州産，最優秀短距離馬，12勝，高松宮記念-G1（２回）。主な
産駒（ＢＭＳ）：テーオーディエス（十日町特別）。父として，ガロアクリーク（スプリングＳ
-G2，皐月賞-G1３着），ルフトシュトローム（ニュージーランドＴ-G2），シュウジ（阪神Ｃ
-G2），モンドキャンノ（京王杯２歳Ｓ-G2），サクセスエナジー（東京盃-JPN2）を出す

母ドライアッド（97 *トニービン）１勝。産駒
ファルカタリア（牡 栗フジキセキ）５勝，フリーウェイＳ
エバーグリーン（牡 青 ゼンノロブロイ）４勝，立春賞
スカーレル（牝 栗ゴールドアリュール）４勝。産駒
イルマタル（牝 *シンボリクリスエス）３勝
パノティア（牡ドゥラメンテ）１勝，�

オデュッセイア（牝 栗ヴィクトワールピサ）２勝
アースツリー（牝 栗デュランダル）１勝
ラウリシルヴァ（牝 栗 ネオユニヴァース）１勝
シュバルツバルト（騸 青鹿ブラックタイド）１勝

祖母オークツリー（89 *リアルシャダイ）３勝，福島記念-JPN3２着。産駒
ペインテドブラック（牡 *サンデーサイレンス）４勝，ステイヤーズＳ-JPN2，青葉賞

-JPN3，水仙賞，若草Ｓ-OP２着。種牡馬
ギミーシェルター（牝 *サンデーサイレンス）５勝，鷹巣山特別，スイートピーＳ-L２

着，アネモネＳ-L２着。産駒
カジノブギ（牝 *ワークフォース）１勝。産駒

ジャスティンカフェ（牡 エピファネイア）４勝，湘南Ｓ，小豆島特別，エプソ
ムＣ-G3４着，�

クリスマスツリー（牝 *トニービン）６勝，ターコイズＳ-OP，千倉特別。産駒
クリスマスキャロル（牝アグネスタキオン）３勝，御室特別，遊楽部特別，マーメ

イドＳ-G3２着
カリオンツリー（牡 *エルコンドルパサー）５勝，雅Ｓ，日吉特別，オアシスＳ-L

３着，マリーンＳ-L３着
ジョリーノエル（牝スペシャルウィーク）４勝，燕特別，織姫賞。産駒

ユールシンギング（騸 *シンボリクリスエス）４勝，セントライト記念-G2，新
潟大賞典-G3，中日新聞杯-G3４着

リワードカリヨン（牝 *トニービン）南関東�３勝。産駒
リワードシンバル（牡 *アフリート）１勝，共同通信杯-JPN3３着

【競走成績】中央入着，３着２回［収得賞金 \4,380,000］

【繁殖成績】
2022年より供用

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 141(1)



142 2022ジェイエス繁殖馬セール T0248‐27

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 カーネリアン

厩舎番号№142 カーネリアン Carnelian

林 正道＝東京都港区

2014年生
（８歳）
鹿毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

アスラン＝苫小牧市樽前 ℡0144（68）0441

*サンデーサイレンス
Wishing Wellゼンノロブロイ

�
�
*マイニング

*ローミンレイチェル黒鹿 2000 One Smart Lady

�
�
�

�
�
Deputy Minister

*フレンチデピュティ
Mitterandレジェンドトレイル

�
�
*ポッセ

*ハッピートレイルズ栗 2003 *ロイコン（4）

【タワーオブロンドンを受胎（販売申込時）最終種付４月28日】

父ゼンノロブロイは白老産，年度代表馬，７勝，ジャパンＣ-G1，有馬記念-JPN1，天皇賞
�-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：アスクワイルドモア（京都新聞杯-G2），ディバインフォース
（ステイヤーズＳ-G2），エキュメニカル（ＳＡＪＣブリーダーズＳ-G3），ポリーグレイ（Ａ
ＴＣエポナＳ-G3），ハイランドピーク（エルムＳ-G3），ゴールドギア（メトロポリタンＳ-L）

母レジェンドトレイル（03 *フレンチデピュティ）不出走。産駒
グランデストラーダ（牝 鹿 ハーツクライ）３勝，南関東�１勝，スパーキングレディ

ーＣ-JPN3３着，レディスプレリュード-JPN2５着，東海�１勝，秋桜賞
アドマイヤジャガー（牡 鹿 ネオユニヴァース）４勝，霞ヶ浦特別，高知�７勝
ウェルカムニュース（牡 鹿 サトノアラジン）３勝，瀬波温泉特別，�
ヴォウジラール（騸 鹿 ハーツクライ）３勝，早苗賞，�
レッドヴェイパー（牝 鹿 *キンシャサノキセキ）１勝，函館２歳Ｓ-G3５着，高知�１

勝
プリームス（牝 鹿フジキセキ）３勝。産駒

アウトウッズ（牡 *ノヴェリスト）３勝，昇竜Ｓ-OP２着，�
ピックミータッチ（騸 鹿 ゼンノロブロイ）３勝

祖母 *ハッピートレイルズ Happy Trails（84 *ポッセ）愛国産，愛５戦，入着。産駒
*シンコウラブリイ（牝 Caerleon）最優秀古牝馬，10勝，マイルチャンピオンシップ

-JPN1，毎日王冠 -JPN2。ロードクロノス（牡 *トニービン：中京記念
-JPN3），トレジャー（牡 *ブライアンズタイム：都大路Ｓ-L）の母，ムイトオ
ブリガード（牡 ルーラーシップ：アルゼンチン共和国杯-G2），シンメイフ
ジ（牝フジキセキ：関東オークス-JPN2）の祖母，ロードマイウェイ（牡ジャ
スタウェイ：チャレンジＣ-G3）の三代母

*タイキマーシャル（騸 *ダンスオブライフ）８勝，エプソムＣ-JPN3
ハッピーパス（牝 *サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ-JPN3。チェッキーノ（牝

キングカメハメハ：フローラＳ-G2），コディーノ（牡 キングカメハメハ：東京
スポーツ杯２歳Ｓ-G3，札幌２歳Ｓ-G3）の母，サブライムアンセム（牝
ロードカナロア：フィリーズレビュー-G2）の祖母

サンタフェトレイル（牝 *ノーザンテースト）５勝，福島テレビ杯。キングストレイル
（牡 *サンデーサイレンス：セントライト記念-JPN2）の母

シンコウビューティ（牝 Caerleon）不出走。ハッピールック（騸 *トニービン：札幌日経
オープン-L，アルゼンチン共和国杯-JPN2２着）の母

【競走成績】中央２勝，３着５回［収得賞金 \23,500,000］

【繁殖成績】
2021 流産（ホッコータルマエ）
22 （牝アルバート）
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143 2022ジェイエス繁殖馬セール F0742‐58

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 クィーンズロード

厩舎番号№143 *クィーンズロード Queen's Road（USA）

林 正道＝東京都港区

2014年生
（８歳）
鹿毛
米国産

�
�
�
�

クオリティロード �
�
�

イルーシヴクオリティ �
�
Gone West

西村牧場＝新ひだか町静内中野町 ℡0146（42）0582

Elusive Quality
Touch of Greatness

Quality Road コブラ �
�
Strawberry Road

Kobla鹿 2006 Winglet

ハイパーリンク �
�
�

トケット �
�
Awesome Again

Toccet
Cozzene's Angel

Hyperlink リトルキャットフィート �
�
Tale of the Cat

Little Cat Feet黒鹿 2007 Sheba's Step（8）

【サトノクラウンを受胎（販売申込時）最終種付４月７日】

父クオリティロード Quality Road は米国産，北米８勝，メトロポリタンＨ-G1。父として，コ
ーニッシュ（ＢＣジュヴェナイル-G1），ダンバーロード（アラバマＳ-G1），エイベルタスマン
（ケンタッキーオークス-G1），*カレドニアロード（ＢＣジュヴェナイルフィリーズ-G1），シテ
ィオブライト（ＢＣダートマイル-G1），ベラフィナ（サンタアニタオークス-G1）を出す

母ハイパーリンク Hyperlink（07 Toccet）北米５勝，Manatee S（Ｄ７Ｆ），Queen S
２着，Holiday Inaugural S３着，セイビンＳ-G3４着。出走した産駒は２頭

祖母リトルキャットフィート Little Cat Feet（00 Tale of the Cat）北米１勝。産駒
カスタマー ベース Customer Base（牝 Lemon Drop Kid）北米５勝，ロバートＪ.

フランケルＳ-G3，Lucie Manet S，オータムミスＳ-G3２着，Possibly
Perfect H２着，Redondo Beach S２着，Swingtime S２着，ゴルディコヴ
ァＳ-G2３着，CTT and Thoroughbred Owners of California H３着，
Great Lady M. S３着，ジョンＣ.マビーＳ-G2４着

三代母シーバズステップ Sheba's Step（92 Alysheba）不出走。産駒
アーチレベル Arch Rebel：愛６勝，Alleged S-L，Amethyst S-L，Trigo S-L，Dia-

mond S-L，キルターナンＳ-G3２着，デズモンドＳ-G3２着，バリーローン
Ｓ-G3３着，仏入着，コンセイユドパリ賞-G2２着

オン マイダイム On My Dime：北米８勝，Cotton Fitzsimmons Mile H-L
リヴィン フォー ラヴ Livin for Love：北米６勝，Plum Country H２着，Central

Iowa S-L３着，Cut the Charm H３着。産駒
リヴィンオンラヴァナダイム Livinonlovanadime：北米５勝，Tacoma H

ダウンタウンドリフター Downtown Drifter：北米２勝，バーボネットオークスＳ
-G3４着

シーバファイヴ Sheba Five：愛８戦。産駒
アマデ Amade：仏５勝，英２勝，北米１勝，ベルモントゴールドカップ招待Ｓ

-G2，豪１勝，ＭＲＣイースターＣ-G3４着
ナクティ Nakuti：英４勝，アタランタＳ-G3，Pipalong S-L，北米入着，ダンス

スマートリーＳ-G2３着
シルヴァースキャンダル Silver Scandal：不出走。産駒

ファストフライング ルーマー Fast Flying Rumor：北米６勝，Turf Dash S
-L

【競走成績】中央７戦，東海�３勝，２着１回，３着４回［収得賞金 \840,000］

【繁殖成績】
2020 ベルスオーノ（牡 *ヘニーハウンド）未出走
21 （牡ワールドエース）
22 不受胎（サトノクラウン）
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144 2022ジェイエス繁殖馬セール T0005‐29

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ケカリネイアウ

厩舎番号№144 ケカリネイアウ Ke Kali Nei Au

坂東牧場＝平取町川向 ℡01456（2）1545

2019年生
（３歳）
鹿毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

坂東牧場＝平取町川向 ℡01456（2）1545

キングカメハメハ *マンファスロードカナロア
�
�
Storm Catレディブラッサム鹿 2008 *サラトガデュー

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスディープインパクト *ウインドインハーヘアラヴアンドドラゴン

�
�
Loup Sauvage

*ラヴアンドバブルズ鹿 2013 *バブルドリーム（1）
*バブルカンパニー系

【未供用】

父ロードカナロアは新ひだか産，年度代表馬，中央・香港13勝，香港スプリント-G1（２
回）。父として，アーモンドアイ（ジャパンＣ-G1２回，牝馬三冠），サートゥルナーリア（皐月
賞-G1），パンサラッサ（ドバイターフ-G1），ダノンスマッシュ（香港スプリント-G1），ダノンス
コーピオン（ＮＨＫマイルＣ-G1），タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1）を出す

母ラヴアンドドラゴン（13 ディープインパクト）２勝，城崎特別（芝1800ｍ）。出走した産駒
は本馬１頭

祖母 *ラヴアンドバブルズ Love And Bubbles（01 Loup Sauvage）米国産，仏３勝，
クロエ賞-G3，Grand Criterium du Languedoc-L，クレオパトル賞-G3２着，
Prix des Sablonnets-L２着，プシケ賞-G3４着。産駒

ディープブリランテ（牡ディープインパクト）３勝，ダービー-G1，東京スポーツ杯２
歳Ｓ-G3，スプリングＳ-G2２着，共同通信杯-G3２着，皐月賞-G1３着。
種牡馬

ハブルバブル（牝ディープインパクト）１勝，フラワーＣ-G3２着
ゼウスバローズ（牡ディープインパクト）４勝，調布特別
ラヴインザダーク（牝ダンスインザダーク）２勝，インディアＴ

三代母 *バブルドリーム Bubble Dream（93 Akarad）仏国産，不出走。産駒
ジュンドリーム Jeune Dream：伊５勝，Premio Merano-L，Premio Giuseppe de

Montel-L２着，Premio Botticelli-L３着，ミラノ大賞典-G1４着
ブルーリッチ：１勝，若駒Ｓ-OP３着

四代母 *バブルプロスペクター Bubble Prospector（84 Miswaki）米国産，愛１勝。産
駒

ザッツザプレンティ：３勝，菊花賞-JPN1，ラジオたんぱ杯２歳Ｓ-JPN3，ジャパンＣ
-G1２着, 阪神大賞典-G2２着，ダービー-JPN1３着。種牡馬

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

ウインシュナイト：５勝，巴賞-L，下鴨Ｓ，小倉大賞典-JPN3２着
*バブルウイングスBubble Wings：英４勝。ショウナンパントル（最優秀２歳牝馬，

阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1）の母，ショウナンアチーヴ（ニュージー
ランドＴ-G2, 朝日杯フューチュリティＳ-G1２着）の祖母

フラポニー Flaponny：仏４勝。フリップフロップ Flip Flop（Prix Charles Laffitte
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

バルナバス Barnabas：不出走。*フォンタネリーチェ Fontanelice（ドルメーロ賞
-G3，プリミパッシ賞-G3）の祖母

【競走成績】中央５戦
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145 2022ジェイエス繁殖馬セール T1033‐40

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 ダブルフラワー

厩舎番号№145 ダブルフラワー Double Flower

ビッグレッドファーム＝新冠町明和 ℡0146（49）5601

2012年生
（10歳）
栗毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

ビッグレッドファーム＝新冠町明和 ℡0146（49）5601

*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

�
�
�

�
�
Green Dancer

*エイシンプレストン
Warranty Appliedアースウイザード

�
�
*ノーザリーエイシンウイザード鹿 2005 シルバーナイキ（3）
*フロリースカップ系

【*マインドユアビスケッツを受胎（販売申込時）最終種付５月13日】

父サムライハートは早来産，３勝，ドンカスターＣ。主な産駒（ＢＭＳ）：シゲルホサヤク
（御影Ｓ），スターフジサン（石川・サラブレッド大賞典）。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）を出す

母アースウイザード（05 *エイシンプレストン）３戦，入着。産駒
コスモロングソード（牡 栗 デュランダル）入着，岩手�11勝，ＯＲＯターフスプリント

２着，�
レディアントデイズ（牡 栗ニューイングランド）入着，岩手�16勝
ガーネットクロス（騸 黒鹿ジャングルポケット）東海�３勝，南関東�７勝，�
ヒカルノシンデレラ（牝 鹿タニノギムレット）東海�５勝
サイファーバトル（牡 鹿 サムライハート）佐賀�４勝
スカイマイハート（牝 鹿リンカーン）北海道�２勝

祖母エイシンウイザード（86 *ノーザリー）７勝，洛陽Ｓ-OP，武庫川Ｓ，渡月橋Ｓ，清水
Ｓ，伏見特別，阪神牝馬特別-JPN3２着（２回），中山牝馬Ｓ-JPN3２着，陽春
Ｓ-OP２着，スワンＳ-JPN2３着，牝馬東京タイムズ杯-JPN3３着，チューリップ
賞-OP３着，桜花賞-JPN1５着，京都牝馬特別-JPN3５着。産駒

エイシンウインザー（牡 *トニービン）３勝，初茜賞
三代母シルバーナイキ（78 *ドン）３戦。産駒
ワイドセイコー：東海�13勝，東海桜花賞，中央２勝，嵯峨野特別，北関東�５

勝，織姫賞２着（２回）
サクラササヤキ：３戦。産駒
トーホウドリーム：６勝，大阪杯-JPN2，福島民友Ｃ-OP，白嶺Ｓ，稲荷特別，北

九州記念-JPN3３着，京都記念-JPN2５着，中日新聞杯-JPN3５着
シルバーガーネット：１勝。産駒

サマーシャドウ：南関東�３勝，スーパーチャンピオンシップ２着，ジャパンダー
トダービー-JPN1３着，羽田盃３着

カノヤロマン：３勝。産駒
カノヤバトルクロス：４勝，中京スポーツ杯，立冬特別，マーガレットＳ-OP２着

【競走成績】中央入着，２着６回，３着７回，松浜特別２着，唐戸特別２着，日田特別
３着，臥牛山特別３着，兵庫�２勝，２着２回［収得賞金 \39,456,000］

【繁殖成績】
2019 アララギ（牡ゴールドシップ）岩手�入着，�
20 ハナノニオイ（牝ダノンバラード）未出走
21 （牝ミッキーグローリー）
22 不受胎（ダノンバラード）
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146 2022ジェイエス繁殖馬セール T0772‐41

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 ラヴリードリーム

厩舎番号№146 ラヴリードリーム Lovely Dream

ビッグレッドファーム＝新冠町明和 ℡0146（49）5601

2006年生
（16歳）
青鹿毛
静内産

�
�
�
�

�
�
�

シーキング ザゴールド �
�
Mr. Prospector

ビッグレッドファーム＝新冠町明和 ℡0146（49）5601

Seeking the Gold
Con Game

*マイネルラヴ ハートオブジョイ �
�
*リイフォー

Heart of Joy青鹿 1995 Mythographer

�
�
�

�
�
Mr. Prospector

*フォーティナイナー
Fileドリーミングバード

�
�
*リファーズスペシャルイチノトリ鹿 1999 テンモン（7）
*アストニシメント系

【フィエールマンを受胎（販売申込時）最終種付６月18日】

父*マイネルラヴは米国産，５勝，スプリンターズＳ-JPN1，セントウルＳ-JPN3。主な産駒
（ＢＭＳ）：ドリームバレンチノ（ＪＢＣスプリント-JPN1），ウインムート（さきたま杯-JPN2），ウ
インカーネリアン（関屋記念-G3），ラブカンプー（ＣＢＣ賞-G3），バイオスパーク（福島記
念-G3），キングハート（オーシャンＳ-G3），リンゴアメ（函館２歳Ｓ-G3）

母ドリーミングバード（99 *フォーティナイナー）不出走。産駒
テリオスヒメ（牝 鹿リアルインパクト）１勝，ダリア賞-OP２着，�
デザートバード（牝 栗 *デザートキング）１勝
ドリーミングラヴ（牝 黒鹿 *マイネルラヴ）１勝
サイレンスバード（牡 鹿メジロベイリー）１勝
ロージズバード（牡 黒鹿 *ロージズインメイ）１勝
ロージズキング（牡 栗 *ロージズインメイ）１勝
ブルベアアルジェン（牡 栗 *トビーズコーナー）石川�入着，東海�４勝
ラヴリーバード（牡 黒鹿 *マイネルラヴ）南関東�９勝

祖母イチノトリ（89 *リファーズスペシャル）不出走。産駒
ジュエリーバード（牝 *トニービン）３勝，仁山特別，長岡特別

三代母テンモン（78 *リマンド）最優秀２歳牝馬，最優秀３歳牝馬，５勝，オークス，朝
日杯３歳Ｓ，京成杯，白菊賞，桜花賞２着，クイーンＣ３着。産駒

マンテンパパ：２勝，山桜賞
ゴーゴーイチ：１勝。産駒

マイネルシアター：３勝，館山特別，青葉賞-JPN3２着，弥生賞-JPN2３着
サイレントホーク：岩手�３勝，中央１勝，山国川特別

四代母レデースポート（70 *ムーティエ）５勝，４歳牝馬特別�，京都牝馬特別，ジュニ
アＣ，オークス３着。サイレントハンター（大阪杯-JPN2）の三代母

【競走成績】中央３勝，２着５回，３着５回，北海道�入着，エーデルワイス賞-JPN3５
着，南関東�入着，３着１回［収得賞金 \59,627,000］

【繁殖成績】
2014 コスモミュート（牝ステイゴールド）入着
15 不受胎（ステイゴールド）
16 マイネルバッカーノ（牡ナカヤマフェスタ）岩手�１勝，佐賀�３勝，�
17 マイネルシエル（牡ゴールドシップ）入着，東海�１勝，�
18 コスモリカバリー（牡ゴールドシップ）南関東�１勝，�
19 不受胎（スクリーンヒーロー）
20 ハンモック（牡ゴールドシップ）未出走
21 （牡 *ロージズインメイ）
22 種付せず

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 146(1)



147 2022ジェイエス繁殖馬セール T0261‐74

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 ハギノダンシング

厩舎番号№147 ハギノダンシング Hagino Dancing

日隈 良江＝大阪府箕面市

2018年生
（４歳）
黒鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

ノースヒルズ＝新冠町美宇 ℡0146（47）5031

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

�
�
�

イルーシヴクオリティ �
�
Gone West

Elusive Quality
Touch of Greatness

*ロイヤルバラード ミュージカル チャイムズ �
�
In Excess

Musical Chimes黒鹿 2006 Note Musicale（4）

【未供用】

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，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳチャンピオン。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），ジオグリフ（皐月賞-G1），ソダシ（桜花
賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念-G1）

母 *ロイヤルバラード Royal Ballade（06 Elusive Quality）米国産，北米１勝。産駒
キングタイド（騸 鹿アドマイヤムーン）兵庫�２勝，南関東�５勝，岩手�１勝

祖母ミュージカル チャイムズ Musical Chimes（00 In Excess）仏２勝，仏1000ギニー
-G1，仏オークス-G1３着，北米２勝，ジョンＣ.マビーＨ-G1，オークトゥリーＢ
ＣマイルＳ-G2，イエローリボンＳ-G1２着，メイトリアークＳ-G1２着，ビヴァリ
ーディーＳ-G1４着。産駒

ミュージックフェスティヴァル Music Festival（騸 Storm Cat）英２勝
三代母ノートミュージカル Note Musicale（95 Sadler's Wells）不出走。産駒
ミュージック ノート Music Note：北米７勝，ＣＣＡオークス-G1，マザーグース

Ｓ-G1，ベルデイムＳ-G1，バレリーナＳ-G1，ガゼルＳ-G1，アラバマＳ
-G1２着，ＢＣレイディーズクラシック-G1３着（２回）。産駒

ミスティック ガイド Mystic Guide：北米３勝，ジムダンディＳ-G2，レイザー
バックＨ-G3，ジョッキークラブゴールドカップＳ-G1２着，サバーバ
ンＳ-G2２着，ピーター パンＳ-G3３着，UAE１勝，ドバイワールド
Ｃ-G1

ガーシュウィン Gershwin：北米２勝，ペン マイルＳ-G3，ドゥワイアＳ-G3４
着

ミュージックルームMusic Room：不出走。産駒
ジンゼイ Zinzay：北米２勝，ジェサミンＳ-G3２着。産駒

ムーン オーヴァー マイアミ Moon Over Miami：北米４勝，Dueling
Grounds Derby-L，パン アメリカンＳ-G2２着，マンノウォーＳ
-G1３着，マックディアーマイダＳ-G2３着

ディストーティドミュージックDistorted Music：北米３勝。産駒
シー キャント シング She Can't Sing：北米７勝，Albert M. Stall Me-

morial S-L，Tom Benson Memorial S-L
四代母イッツ イン ジ エア It's in the Air（76 Mr. Prospector）米２歳牝馬チャンピ

オン，北米16勝，ヴァニティＨ-G1（２回），ラフィアンＨ-G1，アラバマＳ-G1，デ
ラウェア オークス-G1，オークリーフＳ-G2，アーリントンワシントン ラッシーＳ
-G2。ビトー Bitooh（クリテリウムドメゾンラフィット-G2）の母，*ストーミング
ホーム Storming Home（英チャンピオンＳ-G1）の祖母

【競走成績】中央３戦
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149 2022ジェイエス繁殖馬セール T0251‐56

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 スノードリーム

厩舎番号№149 スノードリーム Snow Dream

前谷牧場＝新ひだか町静内豊畑 ℡090（5983）9711

2013年生
（９歳）
芦毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

前谷牧場＝新ひだか町静内豊畑 ℡090（5983）9711

*エンドスウィープ
Broom Dance

*スウェプトオーヴァーボード シーアアイス �
�
Cutlass

Sheer Ice芦 1997 Hey Dolly A.

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellマルカジュリエット

�
�
What Luck

*クルーピアレディー鹿 2000 Question d'Argent（4）

【*マジェスティックウォリアーを受胎（販売申込時）最終種付５月25日】

父*スウェプトオーヴァーボード Swept Overboard は米国産，北米８勝，メトロポリタン
Ｈ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：グローリーヴェイズ（香港ヴァーズ-G1，京都大賞典-G2，日経
新春杯-G2），アスカビレン（六甲Ｓ-L），ダイワドレッサー（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3２
着），トーセンシルエット（函館２歳Ｓ-G3３着），クライリング（南関東・ローレル賞）

母マルカジュリエット（00 *サンデーサイレンス）入着。産駒
ヌンジュリエット（牝 黒鹿ローエングリン）入着，兵庫�３勝
ミッキーフィーバー（牡 鹿メイショウサムソン）入着，兵庫�２勝
タイセイスキャット（騸 鹿 *ヨハネスブルグ）入着，兵庫�１勝，北海道�１勝
ユウユウレラシオン（牝 鹿インカンテーション）岩手�２勝，�
リトルジュリエット（牝 青 *ワイルドラッシュ）北海道�１勝
メイショウキスゲ（牝 黒鹿 *シンボリクリスエス）５戦，入着。産駒

メイショウアキツ（牡メイショウボーラー）１勝
祖母 *クルーピアレディー Croupier Lady（83 What Luck）米国産，北米13勝，Ruf-

fian H-L，Delta Downs Breeders' Fund S，Jefferson Downs Breeders' Cup
H，Stars and Stripes Futurity，Trevose H，Heartland H２着。産駒

ジェニュイン（牡 *サンデーサイレンス）５勝，皐月賞-JPN1，マイルチャンピオンシッ
プ-JPN1，若葉Ｓ-OP，セントポーリア賞，ダービー-JPN1２着，天皇賞�
-JPN1２着，同３着，安田記念-JPN1２着，中山記念-JPN2２着。種牡馬

クルーピアスター（牝 *サンデーサイレンス）６勝，サンタクロースＳ，飛騨Ｓ，東山特
別，雲仙特別，北九州短距離Ｓ-OP３着，阪急杯-JPN3４着。産駒

アサクサキングス（牡 *ホワイトマズル）最優秀３歳牡馬，６勝，菊花賞
-JPN1，京都記念-G2，阪神大賞典-G2，きさらぎ賞-JPN3，ダービー
-JPN1２着，天皇賞�-G1３着。種牡馬

ブラックアテナ（牝 *シンボリクリスエス）２勝。産駒
スウェアー（牡 *スウェプトオーヴァーボード）南関東�２勝，中央１勝，Ｙ

ＪＳファイナルＲ中山第１戦，�
タガノラピス（牝 *サンデーサイレンス）３勝，エルフィンＳ-OP３着。産駒
タガノヴァレオ（騸 *シンボリクリスエス）４勝，修学院Ｓ，ＨＴＢ賞

ホワットアリーズン（騸 *サンデーサイレンス）５勝，日高特別，上総特別

【競走成績】中央２勝，３着３回，ごぎょう賞３着，南関東�２勝
［収得賞金 \36,365,000］

【繁殖成績】
2020 ノベンバーステップ（牡モーリス）未出走
21 （牝ワールドエース）
22 （牝 ルヴァンスレーヴ）
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150 2022ジェイエス繁殖馬セール T0334‐15

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 カフェローレル

厩舎番号№150 カフェローレル Cafe Laurel

三石橋本牧場＝新ひだか町三石美野和 ℡0146（34）2326

2008年生
（14歳）
青鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

三石橋本牧場＝新ひだか町三石美野和 ℡0146（34）2326

*サンデーサイレンス
Wishing Wellマンハッタンカフェ

�
�
Law Society

*サトルチェンジ青鹿 1998 Santa Luciana

�
�
�

�
�
Kingmambo

*エルコンドルパサー *サドラーズギャルローレルウィッチ
�
�
*クリミナルタイプ

*マイサクセション鹿 2001 My Juliet（6）

【*アメリカンペイトリオットを受胎（販売申込時）最終種付４月30日】

父マンハッタンカフェは千歳産，最優秀古牡馬，６勝，菊花賞-JPN1，有馬記念-JPN1，
天皇賞�-JPN1。チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：テーオーケインズ（チャンピオ
ンズＣ-G1，帝王賞-JPN1），メイショウハリオ（帝王賞-JPN1），ソウルラッシュ（マイラーズＣ
-G2），レッドジェニアル（京都新聞杯-G2），ショウナンラグーン（青葉賞-G2）

母ローレルウィッチ（01 *エルコンドルパサー）東海�５勝。産駒
パラダイスモデル（牝 黒鹿 ネオユニヴァース）入着。産駒
チェリーピッカー（牡 *カフェオリンポス）岩手�19勝，青藍賞，マーキュリーＣ

-JPN3５着，南関東�２勝，�
コウジョウ（牡 栗ステイゴールド）３勝
トワノトップガン（牝 栗マヤノトップガン）１勝
ディアトゥドリーム（牡 栗 ネオユニヴァース）佐賀�１勝，石川�２勝，兵庫�２勝
ギンザジャンヌ（牝 黒鹿デュランダル）東海�６勝，岩手�３勝

祖母 *マイサクセション My Succession（92 *クリミナルタイプ）米国産，不出走。産駒
ビューティーレディ（牝 *サンデーサイレンス）入着，東海�１勝。産駒

ベルゼブブ（牡 *アグネスデジタル）１勝，南関東�５勝，戸塚記念，石川�
１勝

マイグリーン（牝 *ダンシングブレーヴ）中央・山形�入着。産駒
アーバンイェーガー（牡 *エンパイアメーカー）５勝，初春Ｓ，天王寺特別，�
メイケイグリーン（騸ダンスインザダーク）障１勝，京都ジャンプＳ５着
マイディスカバリー（牝 *フォーティナイナー）３勝。テイエムジンソク（牡 *クロ

フネ：東海Ｓ-G2，みやこＳ-G3，マリーンＳ-L）の母
マコトマンリョウ（牝 *サンデーサイレンス）１勝。産駒
マコトサダイジン（騸キングカメハメハ）３勝，秩父特別，障１勝

【競走成績】中央１勝，２着１回［収得賞金 \8,250,000］

【繁殖成績】
2013 カフェヴォランテ（牝 *カフェオリンポス）不出走
14 カフェアルカノ（牝 *カフェオリンポス）岩手�入着
15 カフェアトラス（牡 *カフェオリンポス）２勝
16 カフェシュヴァルツ（牡 *ノヴェリスト）入着
17 カフェレヨン（牝 *アイルハヴアナザー）４戦，入着
18 種付せず
19 カフェカルマ（牡 *ヘニーヒューズ）１勝，カトレアＳ-OP２着，�
20 不受胎（*ダンカーク）
21 （牝 *ダンカーク）
22 （牡 *ナダル）
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151 2022ジェイエス繁殖馬セール T1084‐53

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ハルノアシオト

厩舎番号№151 ハルノアシオト Haruno Ashioto

三村 卓也＝新冠町新栄 ℡090（3891）0019

2013年生
（９歳）
黒鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

アンブライドルド �
�
Fappiano

三村 卓也＝新冠町新栄 ℡090（3891）0019

Unbridled
Gana Facil

*エンパイアメーカー トゥーソード �
�
El Gran Senor

Toussaud黒鹿 2000 Image of Reality

�
�
�

�
�
*ロイヤルスキーワカオライデン オキワカハルワカ

�
�
ホリスキーホリワカ鹿 2003 ダスシェーネ（3）

*星若系

【ファインニードルを受胎（販売申込時）最終種付５月30日】

父*エンパイアメーカー Empire Maker は米国産，北米４勝，ベルモントＳ-G1。北米チ
ャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：マンダローン（ケンタッキーダービー-G1），シルヴ
ァーステイト（メトロポリタンＨ-G1），ロックユアワールド（サンタアニタダービー-G1），ヴ
ァリアンス（スピンスターＳ-G1），アウトワーク（ウッドメモリアルＳ-G1）

母ハルワカ（03ワカオライデン）南関東�２勝。産駒
ハルサンサン（牝 鹿 *サウスヴィグラス）南関東�５勝，ＴＣＫ女王盃-JPN3，ロジ

ータ記念２着，東京シンデレラマイル２着，同４着，戸塚記念３着，関東
オークス-JPN2４着，クイーン賞-JPN3４着，東京プリンセス賞４着，スパー
キングレディーＣ-JPN3５着，黒潮盃５着，しらさぎ賞５着。産駒

ロングジャーニー（牝モーリス）２勝，�
ナツハヨル（牝 鹿キズナ）北海道�２勝，南関東�３勝，�
ハルノメザメ（牡 黒鹿 *ヨハネスブルグ）南関東�４勝
ジョーグラフェン（牡 鹿エピファネイア）南関東�１勝
ハルロック（牝 黒鹿ヴァーミリアン）岩手�１勝

祖母ホリワカ（93 ホリスキー）岩手�２勝。産駒
キリンジ（牡ワカオライデン）佐賀�３勝，九州ジュニアチャンピオン３着，南関東�

１勝
ライデンエミリー（牝ワカオライデン）東海�２勝

三代母ダスシエーネ（85 *ボールドリック）２戦。産駒
ベルランス：新潟�７勝，新潟ジュニアＣ３着

四代母イチワカ（78 *コントライト）４戦，入着。産駒
キオイドリーム：６勝，キャピタルＳ-OP，札幌日刊スポーツ杯-OP，多摩川特別，支笏

湖特別，桃花賞，スプリンターズＳ-JPN1５着。産駒
ドリーミーオペラ：５勝，卯月Ｓ，松島特別

ワカクモライン：不出走。産駒
サンライズテースト：６勝，なにわＳ

五代母ワカクモ（63 *カバーラップ二世）11勝，桜花賞，小倉記念。テンポイント（年度
代表馬，天皇賞，有馬記念），キングスポイント（中山大障害２回）の母

【競走成績】中央６戦

【繁殖成績】
2018 ハジヲシレ（牝リオンディーズ）東海�１勝
19 ボルドサタン（牡 ゼンノロブロイ）南関東�入着，�
20 ヒロピアーナ（牡リアルインパクト）３戦，�
21 （牡レッドファルクス）
22 （牝ディープブリランテ）
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152 2022ジェイエス繁殖馬セール T0539‐33

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ベストマティーニ

厩舎番号№152 ベストマティーニ Best Martini

村上欽哉牧場＝新冠町新栄 ℡0146（49）5113

2016年生
（６歳）
鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

村上欽哉牧場＝新冠町新栄 ℡0146（49）5113

ステイゴールド ゴールデンサッシュドリームジャーニー
�
�
メジロマックイーンオリエンタルアート鹿 2004 エレクトロアート

�
�
�

�
�
Capote

*ボストンハーバー
Harbor Springsサウスオブスカイ

�
�
Sadler's Wells

*ファーストアクト鹿 2005 Arkadina（13）

【ゴールドドリームを受胎（販売申込時）最終種付２月20日】

父ドリームジャーニーは白老産，最優秀２歳・古牡馬，９勝，有馬記念-G1，宝塚記念
-G1，朝日杯フューチュリティＳ-JPN1，大阪杯-G2，神戸新聞杯-JPN2。主な産駒：ヴェルト
ライゼンデ（鳴尾記念-G3，ダービー-G1３着），ミライヘノツバサ（ダイヤモンドＳ-G3），ト
ゥラヴェスーラ（淀短距離Ｓ-L），アルメリアブルーム（愛知杯-G3２着）を出す

母サウスオブスカイ（05 *ボストンハーバー）不出走。産駒
コンセギール（牡 黒鹿ステイゴールド）４勝
スターリットナイト（牝 鹿アドマイヤムーン）入着，南関東�４勝
ソーファイン（牝 鹿 *ヘニーヒューズ）東海�５勝，�

祖母 *ファーストアクト First Act（86 Sadler's Wells）愛国産，不出走。産駒
ヘヴンリーロマンス（牝 *サンデーサイレンス）８勝，天皇賞�-JPN1，札幌記念

-JPN2，阪神牝馬Ｓ-JPN2，メイＳ，ゴールデンホイップＴ，クイーンＳ-JPN3
２着，マーメイドＳ-JPN3５着。産駒

*アウォーディー（牡ジャングルポケット）中央・東海・南関東�10勝，ＪＢＣク
ラシック-JPN1，同４着，日本テレビ盃-JPN2，シリウスＳ-G3，アンタレ
スＳ-G3，名古屋大賞典-JPN3，オークランドレーシングクラブＴ，小
牧特別，燕特別，チャンピオンズＣ-G1２着，同５着，東京大賞典
-G1２着，帝王賞-JPN1３着，川崎記念-JPN1３着，目黒記念-G2４
着，青葉賞-G2５着

*ラニ（牡 Tapit）２勝，カトレア賞，ブラジルＣ-L３着，UAE１勝，ＵＡＥダービ
ー-G2，北米入着，ベルモントＳ-G1３着。種牡馬

*アムールブリエ（牝 Smart Strike）中央・南関東・北海道・東海�10勝，名古
屋グランプリ-JPN2（２回），エンプレス杯-JPN2（２回），ブリーダーズ
ゴールドＣ-JPN3（２回），雅Ｓ，赤穂特別，川崎記念-JPN1３着，関
東オークス-JPN2３着，ＪＢＣレディスクラシック-JPN1４着，レディス
プレリュード-JPN2４着，石川�入着，白山大賞典-JPN3２着

*ミスタービッグベン（牡 Reference Point）３勝，豊明特別，胡蝶蘭賞，若草Ｓ-OP
２着，中日スポーツ賞４歳Ｓ-JPN3４着，熊本�１勝

ルポルタージュ（騸 *サンデーサイレンス）４勝，渡島特別，恵山特別
リブインラヴ（牝 *サンデーサイレンス）兵庫�３勝。産駒

タバルナ（牡 サクラバクシンオー）４勝，鷹ヶ峰特別，香春岳特別，九重特別
三代母アーカディナ Arkadina（69 Ribot）愛２勝，アサシＳ-G3，愛オークス-G1２着

【競走成績】中央２戦

【繁殖成績】
2021 不受胎（*パイロ）
22 （牝 *ダノンレジェンド）
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153 2022ジェイエス繁殖馬セール T0069‐41

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ジーズドリームス

厩舎番号№153 ジーズドリームス These Dreams

髙藤 茂＝日高町広富 ℡01456（7）2166

2011年生
（11歳）
黒鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

髙藤 茂＝日高町広富 ℡01456（7）2166

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellダイヤモンドピサ

�
�
Danzig

*ジョード黒鹿 2000 Belle de Jour（1）

【*モーニンを受胎（販売申込時）最終種付５月８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，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳチャンピオン。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），ジオグリフ（皐月賞-G1），ソダシ（桜花
賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念-G1）

母ダイヤモンドピサ（00 *サンデーサイレンス）１勝。産駒
オールザットジャズ（牝 鹿タニノギムレット）６勝，福島牝馬Ｓ-G3（２回），飛鳥

Ｓ，境港特別，巻特別，中山牝馬Ｓ-G3２着，同３着，愛知杯-G3３着，
同４着，クイーンＳ-G3３着，同５着，エリザベス女王杯-G1５着。産駒

ディモールト（牡 *ヘニーヒューズ）３勝，萌黄賞，�
アナザープラネット（牡 鹿 *ワークフォース）４勝，中京スポーツ杯，�
ピサライコネン（牡 芦 *クロフネ）３勝
ピサノベッテル（牝 黒鹿 *クロフネ）３勝
バアゼルザウバー（牝 鹿 *シンボリクリスエス）入着，南関東�２勝。産駒
ディオアステリア（牝 *ザファクター）１勝，�

祖母 *ジョード Jode（89 Danzig）米国産，英１勝，北米１勝。産駒
フーラ エンジェル Hula Angel（牝 Woodman）英２勝，ロックフェルＳ-G2，Oh So

Sharp S-L３着，愛１勝，愛1000ギニー-G1。産駒
プロミスミー Promise Me（牝 Montjeu）不出走。コルトレーン Coltrane（騸

Mastercraftsman：Marathon S-L）の母
スケジュール Schedule（牝 *ブライアンズタイム）北米５勝，Miss Liberty S，Ho-

ney Bee S，Dearly Precious S２着，Serena's Song S２着
シーキング アン エンジェル Seeking an Angel（牝 Seeking the Gold）北米４

勝，Omnibus S２着
シルクジュリエット（牝マーベラスサンデー）１勝。産駒

ジャジャウマナラシ（牡 *アサクサデンエン）ＮＡＲ２歳最優秀牡馬，南関東
�４勝，兵庫�１勝，兵庫ジュニアグランプリ-JPN2

【競走成績】中央２戦

【繁殖成績】
2016 キイロイサクランボ（牝エスポワールシチー）不出走
17 （牝エスポワールシチー）
18 アンドゥビジュー（牝エスポワールシチー）岩手�２勝，�
19 ベニヒメ（牝エスポワールシチー）南関東�１勝，�
20 マリンノヤイバ（牡エスポワールシチー）未出走
21 （牡エスポワールシチー）
22 不受胎（エスポワールシチー）
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154 2022ジェイエス繁殖馬セール T0073‐08

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ハギノアップラウゾ

厩舎番号№154 ハギノアップラウゾ Hagino Applauso

髙藤 茂＝日高町広富 ℡01456（7）2166

2008年生
（14歳）
黒鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

髙藤 茂＝日高町広富 ℡01456（7）2166

Kingmambo
Miesqueキングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

*マンファス鹿 2001 Pilot Bird

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellハギノフェリーチェ

�
�
Seeking the Gold

*フランカ黒鹿 2002 Frankova（1）

【*モーニンを受胎（販売申込時）最終種付６月28日】

父キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳチャンピオン。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），ジオグリフ（皐月賞-G1），ソダシ（桜花
賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念-G1）

母ハギノフェリーチェ（02 *サンデーサイレンス）不出走。産駒
ハギノコメント（牡 鹿 *ファルブラヴ）３勝，小倉２歳Ｓ-G3３着
ヴィンテージパール（牝 鹿アーネストリー）入着，兵庫�６勝，�

祖母 *フランカ Franca（97 Seeking the Gold）米国産，愛２戦。産駒
リフレクトタイムズ Reflect Times（牡 *フレンチデピュティ）北米５勝，ロバートＢ.ル

イスＳ-G2３着，シャムＳ-G3４着。種牡馬
ハギノルチェーレ（牝ダンスインザダーク）２勝，りんどう賞，フィリーズレビュー-JPN2

３着，エルフィンＳ-OP３着，ファンタジーＳ-JPN3４着
マジックアワー（騸 *サンデーサイレンス）３勝，愛宕特別

三代母フランコヴァFrankova（89 Nureyev）仏４戦，入着。産駒
ファーストフリート First Fleet：仏３勝，La Coupe des Pouliches-L，Prix Occi-

tanie-L２着，クロエ賞-G3４着，アンドレバボワン賞-G3４着。産駒
フレンチ ネイヴィー French Navy：仏３勝，シェーヌ賞-G3，英８勝，ダイオメ

ドＳ-G3，アール オブセフトンＳ-G3，同２着，セレクトＳ-G3。種牡馬
シーロード Sea Lord：英６勝，ソヴリンＳ-G3，愛１勝，英障７勝

スコットアゴー Scottago：北米９勝，アメリカンダービー-G2３着
レイディサックスLady Sax：北米１勝。産駒

ベッカテイラー Becca Taylor：北米９勝，グレイトレイディエムＳ-G2，デザ
ートストーマーＳ-G3，Evening Jewel S，Spring Fever S

【競走成績】中央１戦

【繁殖成績】
2013 マスタークロス（牡ドリームスプレッド）南関東�３勝
14 ソルティードラゴン（牝 *ゼンノドラゴン）石川�入着
15 ワタリエミネント（牝エスポワールシチー）南関東�１勝，岩手�４勝，�
16 不受胎（キングヘイロー）
17 不受胎（キングヘイロー）
18 不受胎（エスポワールシチー）
19 ネイチャーワン（牡 サンカルロ）南関東�入着，�
20 マリンモンシェリ（牡エスポワールシチー）高知�入着，�
21 （牡エスポワールシチー）
22 （牡エスポワールシチー）
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155 2022ジェイエス繁殖馬セール T0718‐19

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 スイートメロディー

厩舎番号№155 スイートメロディー Sweet Melody

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2013年生
（９歳）
鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

*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

�
�
�

イルーシヴクオリティ �
�
Gone West

Elusive Quality
Touch of Greatnessシンデレラロマンス

�
�
A. P. Indy

*シンディ鹿 2005 Dance Design（23）

【リーチザクラウンを受胎（販売申込時）最終種付３月30日】

父ゴールドアリュールは追分産，最優秀ダートホース，中央・南関東・岩手�８勝，フェブ
ラリーＳ-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：オメガパフューム（東京大賞典-G1４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），
ドリュウ（ＢＳＮ賞-L３着），ブルーセレブ（南関東・東京２歳優駿牝馬）

母シンデレラロマンス（05 Elusive Quality）２勝，兵庫�１勝。産駒
レッドカーラ（牝 黒鹿マンハッタンカフェ）２勝，タイランドＣ。産駒

ウィリン（牝スクリーンヒーロー）１勝，紅梅Ｓ-L３着，�
スペースファルコン（牡 鹿スマートファルコン）１勝，南関東�１勝，東海�１勝，�
エレガントヴォイス（牝 栗 ハーツクライ）入着，南関東�２勝，�

祖母 *シンディSindy（00 A. P. Indy）米国産，英１勝。産駒
モンシュシュ（牝 スペシャルウィーク）２勝，滝桜賞，南関東�入着，関東オークス

-JPN2３着
ツクバコガネオー（騸 キングカメハメハ）５勝，師走Ｓ，釧路湿原特別，フィリピン

Ｔ，ラジオ日本賞-OP２着，同３着，マリーンＳ-L３着（２回），エルムＳ
-G3４着，岩手�１勝，すずらん賞２着，青藍賞４着

三代母ダンス デザイン Dance Design（93 Sadler's Wells）愛７勝，愛オークス-G1，
プリティポリーＳ-G2（２回），タタソールズゴールドＣ-G2，Debutante S-L，
Mooresbridge S-L，愛1000ギニー-G1２着，愛チャンピオンＳ-G1２着，モイグ
レアスタッドＳ-G1４着，仏英独・北米入着，バイエリシェスツフトレンネン-G1
２着，コロネーションＳ-G1３着，ビヴァリーディーＳ-G1３着，Bryan Station S
-L３着，マルセルブサック賞-G1４着。産駒

サルサ ステップス Salsa Steps：英２勝，チャートウェルフィリーズＳ-G3４着。産駒
スパイシー ダル Spicy Dal：英１勝，Ballymacoll Stud S-L２着
ソーシースピリットSaucy Spirit：英１勝。産駒

カダモスト Cadamosto：愛１勝，Committed S-L３着，英・北米入着，Ma-
hony S-L２着，カマンウェルスＣ-G1４着

四代母エレガンス イン デザイン Elegance in Design（86 Habitat）愛２勝，Pearl
Sprint-L，Wassl S-L２着，Testimonial S-L２着。ハイバーニアン ラプソデ
ィHibernian Rhapsody（トロピカルターフＨ-G3）の母

【競走成績】中央１勝，２着１回［収得賞金 \7,800,000］

【繁殖成績】
2019 ハッピートウキョウ（牡ストロングリターン）南関東�１勝，北海道�２勝，�
20 メダルラッシュ（牝 *マインドユアビスケッツ）１戦，�
21 （牝レッドファルクス）
22 （牝リーチザクラウン）
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156 2022ジェイエス繁殖馬セール T1056‐52

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アイリスアゲート

厩舎番号№156 アイリスアゲート Iris Agate

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2018年生
（４歳）
鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

キングカメハメハ *マンファスロードカナロア
�
�
Storm Catレディブラッサム鹿 2008 *サラトガデュー

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスマンハッタンカフェ *サトルチェンジレッドアゲート

�
�
*スキャンセカンドチャンス黒鹿 2005 ベップイチバン（3）
*フロリースカップ系

【レッドファルクスを受胎（販売申込時）最終種付３月５日】

父ロードカナロアは新ひだか産，年度代表馬，中央・香港13勝，香港スプリント-G1（２
回）。父として，アーモンドアイ（ジャパンＣ-G1２回，牝馬三冠），サートゥルナーリア（皐月
賞-G1），パンサラッサ（ドバイターフ-G1），ダノンスマッシュ（香港スプリント-G1），ダノンス
コーピオン（ＮＨＫマイルＣ-G1），タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1）を出す

母レッドアゲート（05 マンハッタンカフェ）２勝，フローラＳ-JPN2（芝2000ｍ），フラワーＣ
-JPN3２着，日経新春杯-G2３着，紫苑Ｓ-L３着，マーメイドＳ-G3５着。産駒

レッドジェニアル（騸 黒鹿 キングカメハメハ）２勝，京都新聞杯-G2，鳴尾記念
-G3３着，神戸新聞杯-G2４着，�

ノワールギャルソン（牡 黒鹿アドマイヤムーン）３勝，障４勝
ピンクアゲート（牝 鹿 *ワークフォース）１勝
スピードソルジャー（牡 栗 *ドレフォン）１勝，�
ピジョンレッド（牝 鹿 *キングズベスト）入着，東海�２勝

祖母セカンドチャンス（97 *スキャン）入着。産駒
ディアコトミ（牝 *プリサイスエンド）１勝。産駒
コンドルヒデオ（牡メイショウサムソン）３勝，高知�12勝，兵庫�５勝，園田Ｆ

Ｃスプリント４着
三代母ベップイチバン（78 *シーホーク）２勝。産駒
テイエムメガトン：中央・北海道・岩手�５勝，ダービーグランプリ-JPN1，グランシ

ャリオＣ-JPN3，大沼Ｓ，ユニコーンＳ-JPN3５着，南関東・東海�入着，川
崎記念-JPN1２着，ダイオライト記念-JPN2２着，名古屋大賞典-JPN3３
着，オグリキャップ記念-JPN2４着

リネンツバサ：３勝，３歳抽せん馬特別，毎日杯-JPN3５着，障１勝
ホクセツパープル：不出走。産駒

ホクセツキング：７勝，トパーズＳ-OP，花園Ｓ，阿蘇Ｓ，津軽海峡特別，久留
米特別

エイユーイチバン：１戦，入着。産駒
エイユーアグネス：入着。産駒
スーパーヴィグラス：南関東�５勝，東京スプリング盃２着，京浜盃３着，

東京スプリント-JPN3５着，岩手�２勝，岩鷲賞
四代母トーエイプリンセス（73 *ネヴァービート）５戦。産駒
モンテグロリー：４勝，クローバー賞
シャープホーラー：３勝，揖斐川特別

【競走成績】中央４戦

【繁殖成績】
2022年より供用
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157 2022ジェイエス繁殖馬セール T0514‐31

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 オンヴェラ

厩舎番号№157 *オンヴェラ On Verra（IRE）

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2007年生
（15歳）
黒鹿毛
愛国産

�
�
�
�

スマートストライク �
�
�

ミスター プロスペクター �
�
Raise a Native

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

Mr. Prospector
Gold Digger

Smart Strike クラッシーンスマート �
�
Smarten

Classy 'n Smart鹿 1992 No Class

カルミフィラ �
�
�

オールウェイズフェア �
�
Danzig

Always Fair
Carduel

Karmifira カルミスカ �
�
Bikala

Karmiska鹿 1996 Karmisyn（12）

【パドトロワを受胎（販売申込時）最終種付５月４日】

父スマートストライク Smart Strike は加国産，北米６勝，フィリップＨ.アイスリンＨ-G1，
サルヴェイターマイルＨ-G3。北米チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：マインザット
バード（ケンタッキーダービー-G1），リッチストライク（ケンタッキーダービー-G1），スター
ズオンアース（オークス-G1，桜花賞-G1），ストロングリターン（安田記念-G1）

母カルミフィラ Karmifira（96 Always Fair）仏３勝，Prix Finlande-L（芝1600ｍ），仏
1000ギニー-G1２着。産駒

*オンヴェラ On Verra（牝 黒鹿 Smart Strike）本馬
ケラドラ Keladora（牝 Crafty Prospector）仏２勝，Grand Criterium de Bordea-

ux-L２着，Criterium du Languedoc-L３着，北米１勝
カミナリKaminari（牝 Sea The Stars）愛１勝。産駒

エンヴィアス Envious（牝 Mayson）ハンガリー２勝，Hazafi Dij
*シンボリコジーン（牡 芦 Cozzene）１勝，高知�10勝

祖母カルミスカ Karmiska（84 Bikala）仏４勝，ノネット賞-G3，Prix de Meudon-L，プシ
ケ賞-G3２着。産駒

カルト スター Kart Star（牝 *ソヴィエトスター）仏２勝，Prix Coronation-L，Prix
Amandine-L２着，Prix de la Cochere-L２着，北米２勝

カルムージル Karmousil（騸 Private Account）仏６勝，ユベールドショードネイ
賞-G2３着，Grand Prix de Parilly-L３着

カルダシナ Kardashina（牝 Darshaan）仏３勝。アヤム ザマン Ayam Zaman（牝
Montjeu：Zetland S-L）の母

【競走成績】仏１勝，２着２回，３着１回，マルセル ブサック賞-G1２着，ヴァントー賞
-G3２着，オマール賞-G3３着［収得賞金 €128,780］

【繁殖成績】
2012 ホーリーシュラウド（牝 Cape Cross）東海�２勝，中央１勝，三条特別（芝1600

ｍ）
13 アストロブレーム（牡ディープインパクト）岩手�６勝，�
14 サムデイサムウェア（騸 ネオユニヴァース）兵庫�２勝
15 モンアムール（牝ディープインパクト）入着，北海道�２勝，南関東�入着
16 エレベル（牝ディープインパクト）１勝
17 不受胎（ディープインパクト）
18 デルマアシュラ（牡ディープインパクト）１勝，�
19 ジェノバフレイバー（牡ミッキーアイル）中央・南関東�入着，�
20 種付せず
21 （牡ミッキーアイル）
22 （牡リアルスティール）
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158 2022ジェイエス繁殖馬セール T0571‐01

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ジュヌヴィエーブ

厩舎番号№158 ジュヌヴィエーブ Genevieve

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2017年生
（５歳）
青鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

*サンデーサイレンス
Wishing Wellディープインパクト

�
�
Alzao

*ウインドインハーヘア鹿 2002 Burghclere

�
�
�

ドクターフォン �
�
Kris S.

Dr Fong
Spring Flight

*プラスヴァンドーム メディーヴァル �
�
Medaaly

Mediaeval芦 2004 Domino Queen（14）

【種付せず】

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）：ブロウアウト（ファーストレイデ
ィＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），アンドヴァラナウト
（ローズＳ-G2），アリストテレス（アメリカＪＣＣ-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母 *プラスヴァンドーム Place Vendome（04 Dr Fong）仏国産，仏３勝，Prix Ronde
de Nuit-L２着，Prix Sigy-L３着。産駒

スタイル ヴァンドーム Style Vendome（牡 Anabaa）仏５勝，仏2000ギニー-G1，
ジェベル賞-G3，Prix Francois Boutin-L，Prix Montenica-L，Prix Yaco-
wlef-L２着，ジャンプラ賞-G1４着。種牡馬

プレスティージュヴァンドーム Prestige Vendome（騸 Orpen）仏９勝，Criteri-
um de Lyon-L，仏2000ギニー-G1２着，Grand Prix de Compiegne-L２
着，クリテリウムアンテルナシオナル-G1３着，ヴィシー大賞典-G3３着，
Grand Prix de la Region Grand Est-L３着，フォンテンブロー賞-G3４
着

クラースヴァンドーム Classe Vendome（牝 Kendargent）仏２勝
ヴァンドームパレスVendome Palace（牡 Barathea）仏１勝
リュクスヴァンドーム Luxe Vendome（騸 Kendargent）仏１勝
スマートヴァンドーム Smart Vendome（騸 Kendargent）仏１勝
キングヴァンドーム（牡 芦キングカメハメハ）兵庫�１勝，�

祖母メディーヴァル Mediaeval（00 Medaaly）不出走。産駒
マルーンマシーン Maroon Machine（騸 Muhtathir）仏３勝，Criterium du Fon-

ds Europeen de l'Elevage-L２着，Criterium du Languedoc-L２着
アルワガー Al Waghaa（牝 Muhtathir）仏入着。産駒

バイラガン Baylagan（騸 Toronado）仏６勝，Criterium du Bequet-L３着
三代母ドミノクイーン Domino Queen（91 Primo Dominie）英１勝。産駒
ドビー ロード Dobby Road：仏７勝，アランベール賞-G3，ボワ賞-G3２着，仏グラ

ンクリテリウム-G1３着，グロシェーヌ賞-G2３着。種牡馬
エラ Ella：英１勝，コーンウォリスＳ-G3３着，独２勝，Oppenheim-Rennen-L
ヴェンセラ Vencera：仏３勝，Prix des Lilas-L２着，北米１勝，ダリアＨ-G2２着，

Matiara S-L２着，サンゴルゴニオＨ-G2３着，Sir Beaufort S-L３着
パシフィッククイーン Pacific Queen：不出走。サビア Sabya（Prix des Reves d'Or

-L３着）の祖母

【競走成績】中央入着［収得賞金 \700,000］

【繁殖成績】
2022 生後直死（ルーラーシップ）
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159 2022ジェイエス繁殖馬セール T0190‐40

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ヴァレリカ

厩舎番号№159 *ヴァレリカ Vallericca（USA）

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2007年生
（15歳）
鹿毛
米国産

�
�
�
�

ダイナフォーマー �
�
�

ロベルト �
�
Hail to Reason

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

Roberto
Bramalea

Dynaformer アンドーヴァーウェイ �
�
His Majesty

Andover Way黒鹿 1985 On the Trail

�
�
�

アカテナンゴ �
�
Surumu

Acatenango
Aggravate

*マンデラ マンデリヒト �
�
Be My Guest

Mandellicht栗 2000 Mandelauge（3）

【アドマイヤムーンを受胎（販売申込時）最終種付４月８日】

父ダイナフォーマー Dynaformer は米国産，北米７勝，ジャージーダービー-G2。主な
産駒（ＢＭＳ）：モンゴリアングルーム（オーサムアゲインＳ-G1），ステイトリーヴィクター
（ブルーグラスＳ-G1），ハリウッドストーリー（ハリウッドスターレットＳ-G1），スプリング ア
トラスト（ドンＨ-G1），サドラーズジョイ（ソードダンサーＳ-G1）

母 *マンデラ Mandela（00 Acatenango）独国産，独２勝，Diana-Trial/Las Vegas-Sl-
enderella-Rennen-L（芝2200ｍ），独オークス-G1３着，仏入着，ポモーヌ賞
-G2３着，北米１勝，サンタバーバラＨ-G2３着，サンタアナＨ-G2４着。産
駒

ワールドプレミア（牡 黒鹿 ディープインパクト）４勝，菊花賞-G1，天皇賞�-G1，
つばき賞，若葉Ｓ-L２着，有馬記念-G1３着，同５着，日経賞-G2３着，
神戸新聞杯-G2３着，京都２歳Ｓ-G3３着。種牡馬

ワールドエース（牡 鹿ディープインパクト）４勝，マイラーズＣ-G2，きさらぎ賞-G3，
若葉Ｓ-L，皐月賞-G1２着，キャピタルＳ-L２着，若駒Ｓ-OP２着，ダービ
ー-G1４着，チャレンジＣ-G3４着，安田記念-G1５着，香港入着，香港マ
イル-G1４着。種牡馬

ヴェルトライゼンデ（牡 黒鹿ドリームジャーニー）３勝，鳴尾記念-G3，萩Ｓ-L，ホ
ープフルＳ-G1２着，アメリカＪＣＣ-G2２着，神戸新聞杯-G2２着，スプ
リングＳ-G2２着，ダービー-G1３着，�

アフリカンピアノ（牝 黒鹿ディープインパクト）不出走。産駒
グランドピアノGrand Piano（騸ロードカナロア）豪５勝，ＡＴＣカーバインク

ラブＳ-G3４着
アルモニカ（牝ロードカナロア）２勝，春菜賞

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2012 ニューマーチ Newmarch（騸 New Approach）英３勝
13 ヴァレリアヴィクトリクスValeria Victrix（牝 Dubawi）不出走
14 ヴァルドマルヌVal de Marne（牝 Invincible Spirit）仏２勝
15 ヴィヴァルダ（牝 Intello）２戦
16 エデリー（牡ディープインパクト）１勝，�
17 オムニプレゼンス（牝ディープインパクト）１勝
18 種付せず
19 ヴァレプロフォンダ（牡ディープインパクト）入着，�
20 ヴァイタリティ（牝ファインニードル）未出走
21 流産（ファインニードル）
22 （牝ファインニードル）
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160 2022ジェイエス繁殖馬セール T0317‐15

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 セントリフュージ

厩舎番号№160 セントリフュージ Centrifuge

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2015年生
（７歳）
鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

ダンチヒ �
�
Northern Dancer

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

Danzig
Pas de Nom

*ハードスパン ターキッシュトライスト �
�
Turkoman

Turkish Tryst鹿 2004 Darbyvail

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Well

*トリプルピルエット
�
�
Mr. Prospector

*シャター青鹿 2003 Savannah Dancer（5）

【*パイロを受胎（販売申込時）最終種付４月４日】

父*ハードスパン Hard Spun は米国産，北米７勝，キングズビショップＳ-G1。主な産駒
（ＢＭＳ）：グッドマジック（ＢＣジュヴェナイル-G1，ハスキル招待Ｓ-G1），アルコールフリ
ー（サセックスＳ-G1，コロネーションＳ-G1），ダノンスマッシュ（香港スプリント-G1，高松宮
記念-G1），ウェルズ バイユー（ルイジアナダービー-G2）

母 *トリプルピルエット（03 *サンデーサイレンス）米国産，南関東�１勝。産駒
*トリプルエース（騸 青鹿 Shamardal）３勝，サンタクロースＨ，小倉２歳Ｓ-G3２

着，デイリー杯２歳Ｓ-G2４着，ファルコンＳ-G3４着，アーリントンＣ-G3
５着，�

クワドループル（牡 黒鹿 *コマンズ）４勝
アイソセリーズ Isosceles（騸 ルーラーシップ）愛１勝
ヴァルナビスティー（牡 黒鹿 *デビッドジュニア）２勝
トリビューン（牡 鹿 *コマンズ）１勝
スリースピナーズ（牝 青鹿タニノギムレット）入着，南関東�７勝

祖母 *シャター Sha Tha（88 Mr. Prospector）米国産，仏２勝，Prix de la Calonne
-L，仏1000ギニー-G1２着，クロエ賞-G3２着，オマール賞-G3２着，マルセル
ブサック賞-G1３着，北米１勝，オールアロングＳ-G2。産駒

ステイト シント State Shint（騸 Pleasant Colony）仏４勝，ドラール賞-G2，プラ
ンスドランジュ賞-G3，Prix Saraca-L，Prix Pelleas-L，オカール賞-G2２
着，ユジェーヌアダム賞-G2２着，独入着，ダルマイヤー大賞典-G1３着，
UAE４勝，マクトゥームチャレンジラウンド１-G3，北米１勝

シャストゥリShastri（牝 Alleged）愛３勝，独入着，63 Buchmacher Kottkamp Sil-
bernes Band der Ruhr-L２着。産駒

アニュラ Anura（牝 Giant's Causeway）北米２勝，Omnibus S３着。産駒
ラック オブ ザ キトゥン Luck of the Kitten（牡 Kitten's Joy）北米２

勝，Zuma Beach S-L，ＢＣジュヴェナイル ターフ-G1２着，トラ
ンシルヴァニアＳ-G3２着，アメリカンターフＳ-G2４着。種牡馬

エンパイアビルダー Empire Builder（牡 Kitten's Joy）北米５勝，Na-
ked Greed S，Mambo Meister S，American Dreamer S

エピックブロマンス Epic Bromance（騸 Kitten's Joy）北米３勝，ユナイ
ティドネイションズＳ-G1２着，同３着，モンマスＳ-G3３着

【競走成績】中央３戦

【繁殖成績】
2020 ファイアネイド（牝 *パイロ）未出走
21 （牝ファインニードル）
22 （牡 *パイロ）
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161 2022ジェイエス繁殖馬セール T0248‐34

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 サンデーミューズ

厩舎番号№161 サンデーミューズ Sunday Muse

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2007年生
（15歳）
栗毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

Kingmambo
Miesque

*アルカセット
�
�
Niniski

*チェサプラナ鹿 2000 Top of the League

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellスカルプトレス

�
�
Caerleonシンコウビューティ栗 2001 *ハッピートレイルズ（4）

【タワーオブロンドンを受胎（販売申込時）最終種付３月21日】

父*アルカセットAlkaased は米国産，英仏・中央６勝，サンクルー大賞典-G1，ジャパン
Ｃ-G1，ジョッキークラブＳ-G2。主な産駒（ＢＭＳ）：サヴィ（サマーチャンピオン-JPN3，天
保山Ｓ-OP），スマートプラネット（フィリーズレビュー-G2４着，アルテミスＳ-G3５着），メス
キータ（兵庫チャンピオンシップ-JPN2５着），ライトフェアリー（キーンランドＣ-G3５着）

母スカルプトレス（01 *サンデーサイレンス）不出走。産駒
ベルニーニ（牡 鹿ジャングルポケット）４勝，太宰府特別

祖母シンコウビューティ（93 Caerleon）不出走。産駒
ハッピールック（騸 *トニービン）５勝，みなみ北海道Ｓ-L，札幌日経オープン-L，

同-OP３着，松前特別，アルゼンチン共和国杯-JPN2２着，同４着，ダイヤ
モンドＳ-JPN3２着，コスモス賞-OP２着，日経賞-JPN2３着，ステイヤーズ
Ｓ-JPN2３着

三代母 *ハッピートレイルズ Happy Trails（84 *ポッセ）愛国産，愛入着。産駒
*シンコウラブリイ：最優秀古牝馬，10勝，マイルチャンピオンシップ-JPN1，毎日王冠

-JPN2，スワンＳ -JPN2，ニュージーランドＴ４歳Ｓ -JPN2，クイーンＳ
-JPN3，ラジオたんぱ賞-JPN3。ロードクロノス（中京記念-JPN3），トレジ
ャー（都大路Ｓ-L），レディミューズ（チューリップ賞-JPN3２着）の母，ムイ
トオブリガード（アルゼンチン共和国杯-G2），シンメイフジ（関東オーク
ス-JPN2）の祖母，ロードマイウェイ（チャレンジＣ-G3）の三代母

*タイキマーシャル：８勝，エプソムＣ-JPN3，クリスマスＳ-OP，朱鷺Ｓ-OP
ハッピーパス：５勝，京都牝馬Ｓ-JPN3，札幌日刊スポーツ杯-L，阪神牝馬Ｓ-JPN2

２着。チェッキーノ（フローラＳ-G2），コディーノ（札幌２歳Ｓ-G3）の
母，サブライムアンセム（フィリーズレビュー-G2）の祖母

サンタフェトレイル：５勝，福島テレビ杯，若潮賞，長万部特別。キングストレイル（セ
ントライト記念-JPN2，京成杯オータムＨ-G3）の母

【競走成績】中央３勝，３着２回，パールＳ３着［収得賞金 \37,035,000］

【繁殖成績】
2014 センスオブエナジー（騸 *ストリートセンス）不出走
15 ミュゼット（牝 *ハードスパン）１勝
16 サンデースクール（牝 *ハービンジャー）入着
17 サンデーヒロイン（牝スクリーンヒーロー）不出走
18 不受胎（ディープブリランテ）
19 ルミネイト（牝 *アメリカンペイトリオット）２勝，早苗賞（芝1800ｍ），�
20 ツクヨミ（牡アドマイヤムーン）未出走
21 （牝 *アメリカンペイトリオット）
22 不受胎（タワーオブロンドン）
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162 2022ジェイエス繁殖馬セール T0481‐13

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 チェリーミルズ

厩舎番号№162 チェリーミルズ Cherrymills

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2010年生
（12歳）
鹿毛
日高産

�
�
�
�

インヴィンシブルスピリット �
�
�

グリーン デザート �
�
Danzig

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

Green Desert
Foreign Courier

Invincible Spirit ラーファ �
�
Kris

Rafha鹿 1997 Eljazzi

�
�
�

シーキング ザゴールド �
�
Mr. Prospector

Seeking the Gold
Con Game

*ヒントオブスプリング
�
�
*ダンシングブレーヴ

*チェロキーローズⅡ鹿 2004 Celtic Assembly（10）

【*サンダースノーを受胎（販売申込時）最終種付３月16日】

父インヴィンシブル スピリット Invincible Spirit は愛国産，英愛７勝，スプリントＣ-G1，
マクドナー＆ボランドＳ-G3。主な産駒（ＢＭＳ）：デザートエンカウンター（カナディアン国
際Ｓ-G1２回），アダモ（ユナイティドネイションズＳ-G1），*サウンドオブフリーダム（リディ
アテシオ賞-G1），マスクドクルセイダー（ＭＶＲＣウィリアムリードＳ-G1）

母 *ヒントオブスプリング Hint of Spring（04 Seeking the Gold）英国産，英１勝。産駒
チューリップス Tulips（牝 Pivotal）仏２勝，Prix Ceres-L，パレロワイヤル賞-G3

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

ワイルドビューティWild Beauty（牝 Frankel）英３勝，フレッドダーリンＳ
-G3，スウィートソレラＳ-G3２着，Star S-L２着，北米１勝，ナタルマ
Ｓ-G1

デザートウィズダム Desert Wisdom（騸 Dubawi）UAE２勝，ブルジナハー
ル-G3，ゴドルフィンマイル-G2２着

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

アリュージョン（牝 鹿アドマイヤムーン）２勝，小樽特別
スプリングタイム（牝 黒鹿 *ストリートセンス）１勝
スプラウティング（牡 栗ダイワメジャー）１勝，�

祖母 *チェロキーローズⅡ Cherokee Rose（91 *ダンシングブレーヴ）愛国産，仏４
勝，モーリスドギース賞-G1，英１勝，スプリントＣ-G1。産駒

ボウマン Bowman（騸 Irish River）仏２勝，フォンテンブロー賞-G3，仏2000ギニ
ー-G1３着，英１勝，On the House S-L，UAE１勝

モイエシー Moyesii（牝 Diesis）仏１勝。マスタリー Mastery（牡 Sulamani：英セ
ントレジャー-G1，香港ヴァーズ-G1），カークリーズ Kirklees（牡 *ジェイド
ロバリー：伊グラン クリテリウム-G1）の母，ムハドラム Mukhadram（牡
Shamardal：エクリプスＳ-G1）の祖母

【競走成績】中央２勝，２着３回，３着３回［収得賞金 \24,920,000］

【繁殖成績】
2016 チェリッシュユー（牝ヴィクトワールピサ）４戦，入着
17 ハリウッドヒルズ（牡スクリーンヒーロー）１勝，粟島特別（芝1800ｍ），�
18 ルーマーミル（騸ブラックタイド）入着，佐賀�１勝，�
19 不受胎（ブラックタイド）
20 チェリーリップス（牝 *アメリカンペイトリオット）未出走
21 （牡 *パイロ）
22 （牝 *サンダースノー）
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163 2022ジェイエス繁殖馬セール T0715‐19

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ミヤジマミー

厩舎番号№163 ミヤジマミー Miyaji Mami

村中牧場＝浦河町野深 ℡0146（27）4337

2014年生
（８歳）
黒鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

村中牧場＝浦河町野深 ℡0146（27）4337

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

�
�
�

�
�
Kingmamboキングカメハメハ *マンファス

*シャイニンオーラ
�
�
*サンデーサイレンスシャイニンルビー黒鹿 2008 シャイニンレーサー（22）
*ミルレーサー系

【クリソベリルを受胎（販売申込時）最終種付５月31日】

父ヴィクトワールピサは千歳産，最優秀３歳・古牡馬，中央・UAE８勝，ドバイワールド
Ｃ-G1，皐月賞-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：オニャンコポン（京成杯-G3），アートハウス（忘れ
な草賞-L），ラブリイユアアイズ（クローバー賞-OP，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1２着），
クラウンドマジック（萩Ｓ-L３着）。父として，ジュエラー（桜花賞-G1）を出す

母 *シャイニンオーラ（08 キングカメハメハ）米国産，わが国で入着。産駒
コトブキスフェール（牝 鹿オルフェーヴル）入着，岩手�２勝，�
シャイニンカーラ（牝 青鹿ヴィクトワールピサ）東海�入着，北海道�２勝，兵庫�

１勝，佐賀�５勝
祖母シャイニンルビー（99 *サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ-JPN3，オーロＣ-L，

下鴨Ｓ，京成杯オータムＨ-JPN3２着，エイプリルＳ-L２着，桜花賞-JPN1３
着，紫苑Ｓ-OP３着，オークス-JPN1５着，富士Ｓ-G3５着。産駒

シャイニンアーサー（牡 *シンボリクリスエス）３勝，葉山特別，八重桜賞
アトランティード（牝 Curlin）１勝。産駒

ルクルト（牡 *キングズベスト）３勝，福島中央テレビ杯，�
三代母シャイニンレーサー（91 *ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ-JPN3，関ヶ原Ｓ，

桂川Ｓ，三宮特別，箕面特別，京都牝馬特別-JPN3２着，テレビ愛知オープン
-OP２着，シクラメンＳ-OP２着，紅梅賞-OP２着，阪神牝馬特別-JPN2４着，
中山牝馬Ｓ-JPN3５着。産駒

シャイニンググラス：５勝，三面川特別，姫川特別，広瀬川特別。産駒
シャイニーフェイト：高知�15勝，高知優駿，黒潮菊花賞２着，佐賀�13勝，池

田湖賞，春望賞，長月賞，六角川賞２着，サイネリア賞２着
シトラスノキセキ：２勝，朝日岳特別
ペイデュソレイユ：３戦。産駒
テイエムソレイユ：３勝，開聞岳特別

フェラーリファイブ：２勝，八重桜賞
シャイニングアレキ：３勝。産駒

ナイトオブナイツ：６勝，巴賞-OP，同２着，難波Ｓ，藻岩山特別，恵山特別，あ
やめ賞，デイリー杯２歳Ｓ-G2４着，福島記念-G3４着，小倉大賞典
-G3４着，岩手�２勝，いしがきマイラーズ

【競走成績】中央１勝［収得賞金 \5,000,000］

【繁殖成績】
2019 流産（ミッキーアイル）
20 ミヤジミニー（牝ミッキーアイル）入着，�
21 （牡リアルスティール）
22 死亡（*ナダル）
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164 2022ジェイエス繁殖馬セール T0416‐26

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 トーコーヴィオラ

厩舎番号№164トーコーヴィオラ Toko Viola

森田 藤治＝大阪府吹田市

2010年生
（12歳）
黒鹿毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

辻牧場＝浦河町東幌別 ℡0146（36）2259

*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

�
�
�

�
�
Northern Dancer

*ノーザンテースト
Lady Victoriaキョウエイフォルテ

�
�
Crafty Prospector

*クラフティワイフ栗 1994 Wife Mistress（9）

【*バゴを受胎（販売申込時）最終種付５月25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）：ブロウアウト（ファーストレイデ
ィＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），アンドヴァラナウト
（ローズＳ-G2），アリストテレス（アメリカＪＣＣ-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母キョウエイフォルテ（94 *ノーザンテースト）６勝，貴船Ｓ（Ｄ1200ｍ），昇仙峡特別（Ｄ
1400ｍ），シリウスＳ-JPN3３着，すばるＳ-OP３着，ガーネットＳ-JPN3４着，根
岸Ｓ-JPN3５着，南関東�入着，マリーンＣ-JPN3４着。産駒

サウンドアクシス（牡 栗 *フレンチデピュティ）５勝，鎌倉Ｓ，ＮＳＴ賞-L３着，千葉
Ｓ-OP３着

フォルテピアノ（牝 栗 *フレンチデピュティ）３勝。産駒
パルティトゥーラ（牝マンハッタンカフェ）３勝，木更津特別

祖母 *クラフティワイフ Crafty Wife（85 Crafty Prospector）米国産，北米７勝，
Susan's Girl S，Desert Vixen S，Hibiscus S，Playpen S。産駒

ビッグショウリ（牡 *ノーザンテースト）７勝，マイラーズＣ-JPN2，銀嶺Ｓ-OP，コーラ
ルＳ-OP，貴船Ｓ，阪急杯-JPN3２着，山形�２勝，北関東�２勝

バトルバニヤン（牡ジャングルポケット）７勝，カシオペアＳ-L
スパイキュール（牡 *サンデーサイレンス）７勝，ベテルギウスＳ-L。種牡馬
ビッグテースト（牡 *ノーザンテースト）１勝，最優秀障害馬，障５勝，中山グランド

ジャンプ，中山新春ジャンプＳ，春麗ジャンプＳ，小倉サマージャンプ３着
ブリリアントベリー（牝 *ノーザンテースト）３勝，臥牛山特別。カンパニー（牡ミラク

ルアドマイヤ：天皇賞・秋-G1），レニングラード（牡 *トニービン：アルゼン
チン共和国杯-JPN2），ヒストリカル（牡 ディープインパクト：毎日杯-G3），
ニューベリー（牡フジキセキ：ファイナルＳ-L）の母

エヴリウィスパー（牝 *ノーザンテースト）入着。トーセンジョーダン（牡ジャングル
ポケット：天皇賞・秋-G1），トーセンホマレボシ（牡 ディープインパクト：京
都新聞杯-G2）の母，トーセンスターダム（牡 ディープインパクト：ＶＲＣ
エミレーツＳ-G1，ＭＲＣトゥーラクＨ-G1）の祖母

【競走成績】兵庫�３勝，中央１勝，２着１回，３着３回［収得賞金 \17,210,000］

【繁殖成績】
2017 ベッサラビア（騸ロードカナロア）岩手�３勝，�
18 ヘネラリーフェ（牝ドゥラメンテ）入着，岩手�２勝，�
19 ヒエラポリス（騸ドゥラメンテ）中央・岩手�２戦，�
20 種付せず
21 不受胎（スズカコーズウェイ）
22 （牝 *バゴ）
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165 2022ジェイエス繁殖馬セール T0128‐07

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ダイカグラ

厩舎番号№165 ダイカグラ Daikagura

森田 藤治＝大阪府吹田市

2017年生
（５歳）
黒鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

辻牧場＝浦河町東幌別 ℡0146（36）2259

ハーツクライ アイリッシュダンスジャスタウェイ
�
�
Wild Againシビル鹿 2009 *シャロン

�
�
�

ヴィンディケイション �
�
Seattle Slew

Vindication
Strawberry Reason

*カグラ
�
�
Key of Luck

*ミスエマ黒鹿 2008 Disregard That（2）

【サトノダイヤモンドを受胎（販売申込時）最終種付４月25日】

父ジャスタウェイは浦河産，最優秀古牡馬，中央・UAE６勝，ドバイデューティフリー
-G1。父として，ダノンザキッド（最優秀２歳牡馬，ホープフルＳ-G1），テオレーマ（ＪＢＣ
レディスクラシック-JPN1），エーポス（フィリーズレビュー-G2），マスターフェンサー（名古屋
グランプリ-JPN2），ヴェルテックス（名古屋グランプリ-JPN2）を出す

母 *カグラ Kagura（08 Vindication）米国産，仏２勝，Criterium de Vitesse-L（芝1000
ｍ）。産駒

カグラヒメ（牝 青鹿マンハッタンカフェ）２勝
カグラグレイス（牝 黒鹿 *エンパイアメーカー）１勝。産駒
トーセンサンダー（牡トーセンファントム）２勝，�

カグラマツリウタ（牝 鹿キタサンブラック）１勝，�
ジャグリング（牝 鹿エピファネイア）北海道�１勝，岩手�１勝

祖母 *ミスエマ Miss Emma（00 Key of Luck）愛国産，愛３勝，グリーンランズＳ-G3，
Woodlands S-L，バリコラスＳ-G3３着，仏２勝，セーネワーズ賞-G3（２回），
サンジョルジュ賞-G3２着，Prix du Cercle-L２着，プティクヴェール賞-G3３
着，同４着，Prix de Bonneval-L３着，リゾランジ賞-G3４着。産駒

スマートエマ Smart Emma（牝 Smart Strike）北米４勝，Kentucky Downs Pre-
view Ladies Turf S３着

*シンボリエンパイア（牡 *エンパイアメーカー）５勝，夏至Ｓ，ファイナルＳ-OP３着
クノイチ Kunoichi（牝 Vindication）仏入着。産駒

シェクベレ Cheik Bere（騸 Hold That Tiger）仏１勝，ボワ賞-G3４着
三代母ディスリガードザットDisregard That（90 Don't Forget Me）不出走。産駒
ミスセレンディピティMiss Serendipity：愛２勝，Tipperary S-L３着

四代母ペンデュリナ Pendulina（78 Prince Tenderfoot）愛３勝，Cornelscourt S-L。産
駒

セデュラス Sedulous：愛３勝，キラヴーランＳ-G3，愛パークＳ-G3３着，北米１
勝。シロッコ Shirocco（独ダービー-G1，ＢＣターフ-G1），ズビアコ Su-
biaco（ゲルリンク賞-G2）の祖母，ローマン ターボ Roman Turbo（アン
グルシーＳ-G3），サヒブズ ジョイ Sahib's Joy（フリッツヘンケル シュテ
ィフトゥンクレンネン-G3）の三代母

タポライト Tapolite：愛２勝，Tyros S-L。スピリット オブ ネルソン Spirit of
Nelson（フロール賞-G3，ヴィシー大賞典-G3），アファンデム Afandem
（アランベール賞-G3）の三代母

【競走成績】岩手�入着，２着２回，３着２回［収得賞金 \325,000］

【繁殖成績】
2022年より供用
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166 2022ジェイエス繁殖馬セール T0495‐58

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ミラグレ

厩舎番号№166 ミラグレ Milagre

門別牧場＝日高町幾千世 ℡080（2871）0269

2014年生
（８歳）
鹿毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

門別牧場＝日高町幾千世 ℡080（2871）0269

*サンデーサイレンス
Wishing Wellステイゴールド

�
�
*ディクタスゴールデンサッシュ黒鹿 1994 ダイナサッシュ

�
�
�

�
�
Danzig

*デインヒル
Razyana

*ディラローシェ シーポート �
�
Averof

Sea Port鹿 1999 Anchor（11）

【*フォーウィールドライブを受胎（販売申込時）最終種付５月11日】

父ステイゴールドは白老産，中央・UAE・香港７勝，香港ヴァーズ-G1，ドバイシーマク
ラシック-G2。主な産駒（ＢＭＳ）：アランバローズ（全日本２歳優駿-JPN1），ライオンボス
（アイビスサマーダッシュ-G3），クリスマス（函館２歳Ｓ-G3），ブラックバゴ（アンドロメダＳ
-L，京成杯-G3２着），ショウナンマグマ（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3２着）

母 *ディラローシェDe Laroche（99 *デインヒル）愛国産，愛・北米２勝。産駒
フェノーメノ（牡 青鹿ステイゴールド）７勝，天皇賞�-G1（２回），日経賞-G2，同

５着，青葉賞-G2，セントライト記念-G2，ダービー-G1２着，天皇賞�-G1
２着，宝塚記念-G1４着，ジャパンＣ-G1５着。種牡馬

ディオメデス（牡 鹿フジキセキ）２勝，あやめ賞，白百合Ｓ-OP２着
ルカ（牡 鹿キングカメハメハ）１勝
シーエンプレス（牝 鹿ダンスインザダーク）５戦，入着。産駒

エコロドリーム（牡ドリームジャーニー）３勝，成田特別，障１勝，京都ハイジャン
プ４着，�

レスタンノール（牝 鹿ステイゴールド）入着。産駒
コスモフロイデ（牡コパノリッキー）１勝，�

マイスフォルテ（牝 鹿ディープインパクト）不出走。産駒
シュテルクスト（牡 *ノヴェリスト）１勝

祖母シーポート Sea Port（80 Averof）英愛３戦。産駒
インディジェナス Indigenous（騸 Marju）愛３勝，香港年度代表馬，香港チャンピ

オンステイヤー（２回），香港12勝，香港国際ヴァーズ-G2，Hong Kong
Gold Cup（２回），Hong Kong Champions & Chater Cup（２回），The
Sha Tin Trophy，Sha Tin Futurity Trophy，Centenary Vase，香港クイ
ーンエリザベス二世Ｃ-G2２着，同-G1３着（２回），香港ヴァーズ-G1３
着，マレーシア１勝，中央・シンガポール入着，ジャパンＣ-G1２着，シンガ
ポール航空国際Ｃ-G1３着

シーオブダイヤモンズ Sea of Diamonds（牝 Glenstal）不出走。産駒
モアダイヤモンズ More Diamonds（牝 Straight Strike）豪２勝。産駒

ジェシカビール Jessicabeel（牝 Zabeel）豪５勝，ＡＪＣシドニーＣ
-G1，ＡＪＣチェアマンズＨ-G2

【競走成績】中央４戦，入着，２着１回，東海�入着［収得賞金 \2,008,000］

【繁殖成績】
2019 ペガール（牝 *ドレフォン）石川�入着，�
20 ファゼドール（牝 *キンシャサノキセキ）北海道�２戦，�
21 （牝ミッキーアイル）
22 （牡 *ダノンレジェンド）
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167 2022ジェイエス繁殖馬セール T0456‐52

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ビキニスタイル

厩舎番号№167 ビキニスタイル Bikini Style

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

2011年生
（11歳）
黒鹿毛
白老産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

*サンデーサイレンス
Wishing Wellディープインパクト

�
�
Alzao

*ウインドインハーヘア鹿 2002 Burghclere

�
�
�

�
�
*カンパラ

*トニービン
Severn Bridgeフィバリッシュ

�
�
Nureyev

*ヘバ鹿 2000 Likely Exchange（9）

【*ナダルを受胎（販売申込時）最終種付２月23日】

父ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ
-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：ブロウアウト（ファーストレイデ
ィＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），アンドヴァラナウト
（ローズＳ-G2），アリストテレス（アメリカＪＣＣ-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母フィバリッシュ（00 *トニービン）入着。産駒
ネオザウイナー（牡 青鹿フジキセキ）４勝，ファイナルＳ，矢作川特別，清洲特別，

東海�１勝
タガノレヴェントン（牝 鹿キングカメハメハ）３戦。産駒

タガノエスプレッソ（牡ブラックタイド）４勝，デイリー杯２歳Ｓ-G2，ファイナ
ルＳ-OP，豊明Ｓ，マリーンＳ-L２着，ポラリスＳ-OP２着，弥生賞-G2
３着，障５勝，京都ハイジャンプ，同３着，京都ジャンプＳ，同２着，
阪神ジャンプＳ，三木ホースランドパークジャンプＳ，中山グランドジ
ャンプ３着，中山大障害３着，阪神スプリングジャンプ５着

タガノトネール（騸 *ケイムホーム）７勝，武蔵野Ｓ-G3，同２着，天保山Ｓ
-OP，河原町Ｓ，岩室温泉特別，根岸Ｓ-G3４着，プロキオンＳ-G3
４着，佐賀�１勝，サマーチャンピオン-JPN3，同３着，南関東・岩
手・東海�入着，マイルチャンピオンシップ南部杯-JPN1２着，オーバ
ルスプリント-JPN3３着，かきつばた記念-JPN3４着

タガノディアマンテ（牡 オルフェーヴル）２勝，万葉Ｓ-OP，京都記念-G2２
着，ステイヤーズＳ-G2２着，きさらぎ賞-G3２着，スプリングＳ-G2
４着，中山金杯-G3４着，京都新聞杯-G2５着，�

タガノヴェローナ（牝 *クロフネ）４勝，ＴＶＱ杯，南関東�入着，クイーン賞
-JPN3４着

マシラ（牝 鹿フジキセキ）１勝
祖母 *ヘバ Hebba（87 Nureyev）米国産，英１勝。産駒
ヘッドライナー（騸 サクラバクシンオー）８勝，ＣＢＣ賞-G3，同２着，テレビ愛知

オープン-L，同２着，尾張Ｓ-OP，斑鳩Ｓ，壬生特別
*ダルーゼットDarrouzett（牝 Darshaan）愛２勝，Vision S-L３着

【競走成績】中央２勝，３着３回，熱田特別３着［収得賞金 \22,683,000］

【繁殖成績】
2018 ブライテストダーク（牡 *ノヴェリスト）入着，岩手�１勝，�
19 リュミエールノワル（牡ロードカナロア）１勝，�
20 （牝 *ハービンジャー）
21 不受胎（サトノクラウン）
22 （牝 *ナダル）
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168 2022ジェイエス繁殖馬セール T0135‐01

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ニンフⅡ

厩舎番号№168 *ニンフⅡ Nymph（IRE）

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

2010年生
（12歳）
鹿毛
愛国産

�
�
�
�

ガリレオ �
�
�

サドラーズウェルズ �
�
Northern Dancer

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

Sadler's Wells
Fairy Bridge

Galileo アーバンシー �
�
Miswaki

Urban Sea鹿 1998 Allegretta

ミス �
�
�

�
�
Damascus

*オジジアン
Gonfalon

Myth ヤーン �
�
Mr. Prospector

Yarn鹿 1993 Narrate（2）

【オルフェーヴルを受胎（販売申込時）最終種付４月18日】

父ガリレオ Galileo は愛国産，全欧３歳チャンピオン，愛英６勝，英ダービー-G1。英愛・
仏チャンピオンサイアー。英愛・仏ＢＭＳチャンピオン。主な産駒（ＢＭＳ）：ソットサス（凱
旋門賞-G1），サクソンウォリアー（英2000ギニー-G1），スノウフォール（英オークス-G1），セ
ントマークスバシリカ（仏ダービー-G1），マグナグレーシャ-G1（英2000ギニー-G1）

母ミス Myth（93 *オジジアン）北米１勝。産駒
*ヨハネスブルグ Johannesburg（牡 鹿 *ヘネシー）全欧２歳牡馬チャンピオン，英

愛仏６勝，ミドル パークＳ-G1，モルニ賞-G1，フィーニクスＳ-G1，ノーフォ
ークＳ-G3，アングルシーＳ-G3，グラッドネスＳ-G3２着，米２歳牡馬チャ
ンピオン，北米１勝，ＢＣジュヴェナイル-G1。種牡馬

グランドアドミラル Grand Admiral（牡 Giant's Causeway）愛２勝，ロイヤルウィッ
プＳ-G2３着，愛インタナショナルＳ-G3３着

*フェアレストケープ Fairest Cape（牝 鹿 Storm Cat）北米２勝。産駒
サクセスシルエット（牝ディープインパクト）２勝，カーネーションＣ。ハッピーア

ワー（牡 *ハービンジャー：ファルコンＳ-G3）の母
サクセスフェイト（牡ディープインパクト）３勝，クリスマスキャロル賞

ショウミーザロージズ Show Me the Roses（牝 Storm Cat）英愛入着。産駒
ロージーヒューマー Rosy Humor（牝 Distorted Humor）北米３戦。スタンフ

ォード Stanford（牡 Malibu Moon：チャールズタウン クラシックＳ
-G2，ハーランズホリデイＳ-G3），ヘッジ ファンド Hedge Fund（牡
Super Saver：Essex H-L）の母，ビッグ ソーン Big Thorn（騸 The
Big Beast：Juvenile Turf S）の祖母

キャットミスCat Myth（牝 *ヘネシー）北米２戦。産駒
ティズアトランティス Tiz Atlantis（牝 Tiznow）不出走。ユーアー ザ コーズ

You're the Cause（騸 Creative Cause：Muckleshoot Derby）の母
*ジークエンブレム（牡 黒鹿 Storm Cat）１勝。種牡馬

【競走成績】愛４戦［収得賞金 €320］

【繁殖成績】
2015 バヌーシーノキボウ（牡 Mastercraftsman）不出走
16 ヴィルデフラウ（牝ジャスタウェイ）１戦
17 ウォルフライエ（牡ディープインパクト）石川�入着
18 ミッキーファンド（牡ディープインパクト）兵庫�２勝，�
19 ミティエラ（牝ドゥラメンテ）入着，�
20 ホンマモン（牝ロードカナロア）１戦，�
21 生後直死（*ドレフォン）
22 流産（オルフェーヴル）
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169 2022ジェイエス繁殖馬セール T0448‐04

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 リリカルホイッスル

厩舎番号№169 リリカルホイッスル Lyrical Whistle

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

2011年生
（11歳）
黒鹿毛
白老産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

*サンデーサイレンス
Wishing Wellゼンノロブロイ

�
�
*マイニング

*ローミンレイチェル黒鹿 2000 One Smart Lady

�
�
�

�
�
Roberto

*ブライアンズタイム
Kelley's Dayストームホイッスル

�
�
Silver Deputy

*ラークホイッスル黒鹿 2004 Find Happiness（9）

【*マテラスカイを種付けして不受胎（販売申込時）】

父ゼンノロブロイは白老産，年度代表馬，７勝，ジャパンＣ-G1，有馬記念-JPN1，天皇賞
�-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：アスクワイルドモア（京都新聞杯-G2），ディバインフォース
（ステイヤーズＳ-G2），エキュメニカル（ＳＡＪＣブリーダーズＳ-G3），ポリーグレイ（Ａ
ＴＣエポナＳ-G3），ハイランドピーク（エルムＳ-G3），ゴールドギア（メトロポリタンＳ-L）

母ストームホイッスル（04 *ブライアンズタイム）２戦。産駒
メイケイペガスター（牡 青フジキセキ）３勝，共同通信杯-G3，ＢＳイレブン賞，

キャピタルＳ-L３着，若駒Ｓ-OP３着，京王杯スプリングＣ-G2４着
ドラゴンストーム（騸 青鹿 ハーツクライ）１勝，障１勝

祖母 *ラークホイッスル Larkwhistle（94 Silver Deputy）加国産，加２歳牝馬チャン
ピオン，北米２勝，シェイディウェルＳ-CAN3，加プリンセスエリザベスＳ-CAN1
２着，アディロンダックＳ-G2３着，マイディアＳ-CAN2３着。産駒

モエレソーブラッズ（牡 *サンデーサイレンス）ＮＡＲサラ２歳最優秀馬，北海道
�５勝，星雲賞３着，中央入着，クローバー賞-L３着，兵庫�１勝，兵庫
ジュニアグランプリ-JPN3，南関東�１勝，全日本２歳優駿-JPN1３着

アップルビー ガーデンズ Appleby Gardens（牝 A. P. Indy）北米２勝，Shady
Well S，フリゼットＳ-G1３着，メイプルリーフＳ-G3４着

ペニーホイッスル（牝 *サンデーサイレンス）３勝，札幌日刊スポーツ杯-L，アネモ
ネＳ-L，フェアリーＳ-JPN3２着，オーロＣ-L２着。産駒

カヴァル（牡エイシンフラッシュ）４勝，マレーシアＣ
ファドーグ（騸 *シンボリクリスエス）４勝，初茜賞，高知�５勝
プーカ（牝キングカメハメハ）入着。�エメリミット（牡 *シンボリクリスエス：ＮＡ

Ｒ３歳最優秀牡馬，東京ダービー）の母
タブアキャットTab a Cat（牝 *タバスコキャット）不出走。産駒
ミスターソウル Mr. Soul（騸 Aptitude）北米５勝，Jim Rasmussen Memor-

ial H２着

【競走成績】中央入着，３着２回，岩手�入着，２着３回，３着１回
［収得賞金 \2,937,000］

【繁殖成績】
2016 ホイッスルベルン（牝キングヘイロー）北海道・兵庫・佐賀�入着
17 ホイッスルヴォイス（牝 *キンシャサノキセキ）入着，兵庫�３勝，�
18 エコロマリン（牝リオンディーズ）入着，兵庫�２勝，石川�１勝，�
19 生後直死（牝オルフェーヴル）
20 生後直死（牝 *ヘニーヒューズ）
21 （牝 ルーラーシップ）
22 死産（*マインドユアビスケッツ）
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170 2022ジェイエス繁殖馬セール T0639‐12

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 インクレセント

厩舎番号№170 インクレセント Increscent

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

2009年生
（13歳）
青鹿毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

追分ファーム＝安平町追分向陽 ℡0145（25）3655

*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

�
�
�

ゴーンウエスト �
�
Mr. Prospector

Gone West
Secrettameインコグニート

�
�
*デインヒル

*デインスカヤ青鹿 1999 Boubskaia（16）

【ホッコータルマエを受胎（販売申込時）最終種付２月22日】

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

母インコグニート（99 Gone West）３勝。産駒
カグニザント（騸 黒鹿 ネオユニヴァース）３勝，汐留特別，岩手�５勝
キュールエサクラ（牝 青鹿マンハッタンカフェ）３勝，山陽特別
リビーリング（騸 鹿ヴィクトワールピサ）１勝，弥生賞-G2５着
プレゼンス（騸 黒鹿ヴィクトワールピサ）２勝，南関東�１勝，石川�５勝
ティーガー（牡 鹿 サクラバクシンオー）１勝
コグノセンティ（牝 鹿ゴールドアリュール）１勝
エイカイファントム（牡 青キズナ）１勝，�

祖母 *デインスカヤ Daneskaya（93 *デインヒル）英国産，仏３勝，アスタルテ賞-G2，
Prix de Lieurey-L２着，ムーランドロンシャン賞-G1４着。産駒

シックスセンス（牡 *サンデーサイレンス）２勝，京都記念-JPN2，皐月賞-JPN1２
着，神戸新聞杯-JPN2２着，京成杯-JPN3２着，ダービー-JPN1３着，京都
２歳Ｓ-L３着，菊花賞-JPN1４着，きさらぎ賞-JPN3４着，ラジオたんぱ杯
２歳Ｓ-JPN3４着，香港入着，香港ヴァーズ-G1２着。種牡馬

デルフォイ（牡 スペシャルウィーク）４勝，魚沼Ｓ，明石特別，ムーニーバレーＲＣ
賞，京都新聞杯-G2２着，中山金杯-G3４着

スペルバインド（牝ゴールドアリュール）４勝，新春Ｓ，ゴールデンブーツＴ，スイート
ピーＳ-L２着，チューリップ賞-JPN3４着。産駒

デインティハート（牝エピファネイア）１勝，フラワーＣ-G3５着，�
三代母ブブスカイア Boubskaia（87 Niniski）仏１勝，Prix Occitanie-L３着。*シルヴ

ァースカヤ Silverskaya（ロワイヨモン賞-G3，ミネルヴ賞-G3）の母

【競走成績】中央２勝，２着３回［収得賞金 \22,390,000］

【繁殖成績】
2015 ベイスン（牡 *ヘニーヒューズ）入着
16 セレニテス（牡 ルーラーシップ）不出走
17 ルナエクリプス（騸 *エスケンデレヤ）２勝
18 死亡（牝ローエングリン）
19 カスターニャルーナ（牝 *ハービンジャー）入着，石川�１勝，�
20 不受胎（*ハービンジャー）
21 （牡 *ノヴェリスト）
22 （牝 *シスキン）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 スノーレガーロ

厩舎番号№171 スノーレガーロ Snow Regalo

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2009年生
（13歳）
鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

*サンデーサイレンス
Wishing Wellネオユニヴァース

�
�
Kris

*ポインテッドパス鹿 2000 Silken Way

�
�
�

カポウティ �
�
Seattle Slew

Capote
Too Bald

*ドリータルボ ロクリン �
�
Screen King

Lochlin黒鹿 1996 Dorothy Kay（18）

【レッドファルクスを受胎（販売申込時）最終種付５月８日】

父ネオユニヴァースは千歳産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1，皐月賞-JPN1。
主な産駒（ＢＭＳ）：アエロリット（ＮＨＫマイルＣ-G1），ルヴァンスレーヴ（チャンピオンズ
Ｃ-G1，ジャパンダートダービー-JPN1），ビーアストニッシド（スプリングＳ-G2），ビリーバー
（アイビスサマーダッシュ-G3），ジョーカナチャン（アイビスサマーダッシュ-G3）

母 *ドリータルボ Dolly Talbo（96 Capote）米国産，北米２勝。産駒
*フェラーリピサ（牡 鹿 Touch Gold）中央・兵庫�７勝，兵庫チャンピオンシップ

-JPN2，根岸Ｓ-G3，エルムＳ-JPN3，欅Ｓ-L，大沼Ｓ-OP，ヒヤシンスＳ
-OP，ユニコーンＳ-JPN3２着，コーラルＳ-L２着，マリーンＳ-L２着，師走
Ｓ-OP２着，フェブラリーＳ-G1５着，岩手・高知・南関東�入着，日本テレ
ビ盃-JPN2２着，クラスターＣ-JPN3２着，黒船賞-JPN3２着，かしわ記念
-JPN1３着

モガマー Mogaamer（騸 Dixieland Band）英１勝，UAE１勝，Jebel Ali Mile-L
*スイレン（牝 鹿 Roman Ruler）南関東�２勝，中央２勝，初春賞。産駒

モネ（牝エスポワールシチー）１勝，�
ドリーボヌール（牝 鹿ディープインパクト）４戦，入着。産駒

アンタエウス（牡 *ヨハネスブルグ）東海�10勝，スプリングＣ，新春ペガサス
Ｃ，ぎふ清流Ｃ２着，名古屋記念３着，駿蹄賞３着，マイル争覇４
着，兵庫�１勝，楠賞４着，�

ヴォートルエロー（牡スクリーンヒーロー）２勝，�
マダムシュシュ（牝スクリーンヒーロー）１勝，�

コーンドリー（牝 黒鹿 Indian Charlie）１勝。産駒
エリモグリッター（騸ゴールドアリュール）２勝，�

*スマートスパイダー（牡 鹿 Grand Slam）１勝
祖母ロクリン Lochlin（87 Screen King）北米３勝，マザリンＳ-G3３着。ワイルド ジャ

ズ Wild Jazz（牡 Wild Again：Migrating Moon S）の母

【競走成績】中央２勝，２着２回，３着１回，天王寺特別２着
［収得賞金 \24,110,000］

【繁殖成績】
2016 タウンジー（牡 *カジノドライヴ）不出走
17 生後直死（*サウスヴィグラス）
18 不受胎（*サウスヴィグラス）
19 パラディネーヴェ（牝ロゴタイプ）中央・北海道�３戦
20 スノーフェス（牝レッドファルクス）未出走
21 死産（牡 *ハービンジャー）
22 （牝 *パイロ）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ゴートゥートラベル

厩舎番号№172 ゴートゥートラベル Go to Travel

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2018年生
（４歳）
青鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

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

�
�
�

ピストレ ブルー �
�
Top Ville

Pistolet Bleu
Pampa Bella

*バルドウィナ バリオカ �
�
Tourangeau

Balioka鹿 1998 Bangalore（1）

【ロゴタイプを受胎（販売申込時）最終種付２月20日】

父ヴィクトワールピサは千歳産，最優秀３歳・古牡馬，中央・UAE８勝，ドバイワールド
Ｃ-G1，皐月賞-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：オニャンコポン（京成杯-G3），アートハウス（忘れ
な草賞-L），ラブリイユアアイズ（クローバー賞-OP，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1２着），
クラウンドマジック（萩Ｓ-L３着）。父として，ジュエラー（桜花賞-G1）を出す

母 *バルドウィナ Baldwina（98 Pistolet Bleu）仏国産，仏３勝，ペネロープ賞-G3（芝
2100ｍ）。産駒

ジュエラー（牝 鹿ヴィクトワールピサ）２勝，桜花賞-G1，シンザン記念-G3２着，チ
ューリップ賞-G3２着，秋華賞-G1４着。産駒

ヴェールランス（牡キタサンブラック）１勝，�
ワンカラット（牝 黒鹿 *ファルブラヴ）５勝，フィリーズレビュー-JPN2，オーシャンＳ

-G3，函館スプリントＳ-G3，キーンランドＣ-G3，阪急杯-G3２着，同５着，
ファンタジーＳ-JPN3２着，京阪杯-G3３着，ＣＢＣ賞-G3３着，桜花賞
-JPN1４着，京都牝馬Ｓ-G3４着，スプリンターズＳ-G1５着。産駒

ワントゥワン（牝 ディープインパクト）５勝，雲雀Ｓ，長久手特別，宇治川特別，
富士Ｓ-G3２着，京成杯オータムＨ-G3２着，関屋記念-G3２着，紅
梅Ｓ-OP２着，エルフィンＳ-OP３着，ファンタジーＳ-G3４着

サンシャイン（牝 黒鹿 ハーツクライ）３勝，エルフィンＳ-OP，マレーシアＣ，愛知杯
-G3２着，マーメイドＳ-G3５着。産駒

アラタ（牡 キングカメハメハ）５勝，ケフェウスＳ-OP，ＳＴＶ杯，駒ヶ岳特別，
福島記念-G3３着，札幌記念-G2４着，�

バルドヴィナ Baldovina（牝 Tale of the Cat）英入着。産駒
シーリング キティ Ceiling Kitty（牝 Red Clubs）英３勝，クイーンメアリーＳ

-G2，Marygate Fillies' S-L。産駒
アーサー キット Arthur Kitt（牡 Camelot）英２勝，Chesham S-L，ソラ

リオＳ-G3２着，北米入着，ＢＣジュヴェナイルターフ-G1４着
アーサ キット Eartha Kitt（牝 Pivotal）英３勝，Boadicea S-L，Flying

Fillies' S-L２着，サマーＳ-G3３着，ノーブル スタイル No-
ble Style（牡 Kingman：ジムクラックＳ-G2）の母

*ヴァンゴーゴー Van Go Go（牝 Dutch Art）英３勝。産駒
キーダイヤ（牝 War Command）３勝，ＨＢＣ賞，�

ベアトリッツ（牝 鹿ディープインパクト）３勝
トップアート（牡 鹿ディープインパクト）２勝

【競走成績】中央５戦，入着，３着１回［収得賞金 \1,300,000］

【繁殖成績】
2022年より供用
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 クロースフレンド

厩舎番号№173 クロースフレンド Close Friend

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2013年生
（９歳）
黒鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

*エンドスウィープ
Broom Dance

*サウスヴィグラス
�
�
Star de Naskra

*ダーケストスター栗 1996 Minnie Riperton

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellマルカフレンドリー

�
�
Stalwart

*フレンドリービューティ鹿 2002 Fredaq（A13）

【ダノンキングリーを受胎（販売申込時）最終種付４月９日】

父*サウスヴィグラスは米国産，中央・高知・東海・北海道・岩手・南関東�16勝，ＪＢ
Ｃスプリント-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：ヒカリオーソ（南関東・東京ダービー，川崎記念
-JPN1２着），アベニンドリーム（北海道２歳優駿-JPN3２着），ナリタミニスター（兵庫ゴー
ルドＴ-JPN3４着），プルスウルトラ（カトレアＳ-OP３着）

母マルカフレンドリー（02 *サンデーサイレンス）１勝。産駒
トークフレンドリー（牡 芦 *クロフネ）２勝，南関東�１勝，�
サトノバセロン（騸 青鹿 *シンボリクリスエス）２勝
リッチフロー（牡 栗 *フレンチデピュティ）１勝
ミスワイキキ（牝 栗 *フレンチデピュティ）入着，南関東�６勝
フレンドゾーン（牝 青鹿 *サウスヴィグラス）南関東�３勝，岩手�４勝
アヴァンタージュ（牝 鹿 *ファルブラヴ）南関東�３勝

祖母 *フレンドリービューティ Friendly Beauty（92 Stalwart）米国産，北米３勝，
Maid of the Mist S，アラバマＳ-G1２着，New York Oaks２着，Sagamore
Hill S３着，East View S３着。産駒

フレンドシップ（牡 *フレンチデピュティ）中央・南関東�４勝，ジャパンダートダービ
ー-JPN1，伏竜Ｓ-OP，兵庫�入着，兵庫チャンピオンシップ-JPN2２着

フレンドリーマナー（牝 *サンデーサイレンス）北海道�１勝，南関東�３勝。産駒
ノットオーソリティ（牝 *スウェプトオーヴァーボード）北海道�３勝，栄冠賞，フロ

ーラルＣ，エーデルワイス賞-JPN3４着，南関東�５勝，ロジータ記
念，東京シンデレラマイル，しらさぎ賞，ユングフラウ賞，東京プリンセ
ス賞２着，クイーン賞-JPN3３着，同５着

三代母フレダク Fredaq（86 Raise a Native）北米３戦。産駒
ユア ゴージャス Your Gorgeous：北米４勝，Iroquois H，Montauk H３着，Sche-

nectady H３着。産駒
ブレイジング イクスプロイト Blazing Exploit：北米８勝，Delta Beau S
ウェイプリティWay Pretty：北米１戦。イフイットワズントフォー テキサス

Ifitwasntfor Texas（Reappeal S）の母
サッチスタイル Such Style：北米６戦。産駒
ドゥイットフォードン Do It for Don：北米５勝，Oh Say S

【競走成績】中央１勝，３着１回，東海�１勝［収得賞金 \12,470,000］

【繁殖成績】
2019 ライクアビー（牝 *キンシャサノキセキ）南関東�入着
20 （牝 *ドレフォン）
21 （牡 *マインドユアビスケッツ）
22 （牝 *ドレフォン）
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174 2022ジェイエス繁殖馬セール T0156‐26

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ブライトホーン

厩舎番号№174 ブライトホーン Bright Horn

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2016年生
（６歳）
青鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

*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

�
�
�

ドバイデスティネイション �
�
Kingmambo

Dubai Destination
Mysterial

*エヴァディングタンペット レイトサマー �
�
Gone West

Late Summer鹿 2007 Sun and Shade（2）

【ダノンキングリーを種付けして不受胎（販売申込時）】

父ハーツクライは千歳産，最優秀古牡馬，中央・UAE５勝，ドバイシーマクラシック-G1，
有馬記念-JPN1。主な産駒（ＢＭＳ）：エフフォーリア（皐月賞-G1，有馬記念-G1，天皇賞・
秋-G1），タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1），ケイデンスコール（マイラーズＣ
-G2），トロワゼトワル（京成杯オータムＨ-G3２回），ヴァルディゼール（シンザン記念-G3）

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

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

アジャストザルート（牡 鹿ジャスタウェイ）３勝，�
オールモストゼア（牝 鹿ディープインパクト）入着，兵庫�１勝
エヴァンジェリン（牝 鹿ダイワメジャー）南関東�入着，南関東�３勝
ショコラドボンボン（牝 青鹿 ハーツクライ）南関東�１勝，�

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

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

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

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

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

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

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

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

着，ガーデンシティＳ-G1３着，レイクプラシッドＳ-G2４着

【競走成績】中央５戦

【繁殖成績】
2021 （牝レッドファルクス）
22 （牝 *キンシャサノキセキ）
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175 2022ジェイエス繁殖馬セール T0715‐26

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 レッドシェダル

厩舎番号№175 レッドシェダル Red Schedar

高橋 義浩＝新ひだか町東静内 ℡0146（44）2534

2012年生
（10歳）
黒鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*カンパラ

高橋 義浩＝新ひだか町東静内 ℡0146（44）2534

*トニービン
Severn Bridgeジャングルポケット

�
�
Nureyev

*ダンスチャーマー鹿 1998 Skillful Joy

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellスターリーロマンス

�
�
Le Fabuleux

*ミルレーサー栗 1998 Marston's Mill（22）

【*ディスクリートキャットを受胎（販売申込時）最終種付５月６日】

父ジャングルポケットは早来産，年度代表馬，５勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ-G1。主
な産駒（ＢＭＳ）：ミッキースワロー（日経賞-G2，セントライト記念-G2），ソルヴェイグ（フィリ
ーズレビュー-G2），サクセスエナジー（東京盃-JPN2），ディーアンドジー（ＣＪＣニュージ
ーランドＣ-G3），ロードマイウェイ（チャレンジＣ-G3），コルテジア（きさらぎ賞-G3）

母スターリーロマンス（98 *サンデーサイレンス）４勝。産駒
ノボリディアーナ（牝 栃栗 *フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ-G2，白百合Ｓ

-OP，垂水Ｓ，西海賞，小倉日経オープン-L２着，ターコイズＳ-L２着
ダノンミル（騸 栗ジャングルポケット）３勝，若葉Ｓ-L，千葉テレビ杯，東海�１勝，

佐賀�４勝，如月賞３着，仙酔峡賞３着，御船山賞３着
ファイブスター（牝 芦 *クロフネ）３勝。産駒

ダノングリスター（騸ロードカナロア）４勝，夏至Ｓ，矢作川特別，�
スマートシャヒーン（牡 *タイキシャトル）２勝，マカオジョッキークラブＴ

クリスティロマンス（牝 黒鹿 *シンボリクリスエス）３勝
シュバルツリッター（騸 青鹿 *ノヴェリスト）１勝，�
スターズストリーク（牡 鹿 *ハービンジャー）高知�８勝

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

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

シャイニンレーサー（牝 *ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ-JPN3，桂川Ｓ。シャ
イニンルビー（牝 *サンデーサイレンス：クイーンＣ-JPN3）の母

アグネススペシャル（牡 *サンデーサイレンス）５勝，富嶽賞，北洋特別，オールカ
マー-JPN2２着，新潟記念-JPN3２着。種牡馬

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

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

【競走成績】中央５戦

【繁殖成績】
2017 ジョートレミー（牝 *クロフネ）中央・佐賀�４戦
18 ラベンダーテソーロ（牝エピファネイア）５戦
19 （牡エピファネイア）
20 フォルシェルル（牝 サトノクラウン）南関東�入着，�
21 （牝 *パイロ）
22 （牡 ルヴァンスレーヴ）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 175(1)



176 2022ジェイエス繁殖馬セール T0190‐40

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 レッドジュディス

厩舎番号№176 レッドジュディス Red Judith

高橋 義浩＝新ひだか町東静内 ℡0146（44）2534

2013年生
（９歳）
栗毛
安平産

�
�
�
�

ニューアプローチ �
�
�

ガリレオ �
�
Sadler's Wells

高橋 義浩＝新ひだか町東静内 ℡0146（44）2534

Galileo
Urban Sea

New Approach パークイクスプレス �
�
Ahonoora

Park Express栗 2005 Matcher

�
�
�

デインヒルダンサー �
�
*デインヒル

Danehill Dancer
Mira Adonde

*マンドゥラ マンデリヒト �
�
Be My Guest

Mandellicht青鹿 2007 Mandelauge（3）

【ディーマジェスティを種付けして不受胎（販売申込時）】

父ニュー アプローチ New Approach は愛国産，全欧２・３歳牡馬チャンピオン，愛英
８勝，英ダービー-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：モダンゲイムズ（仏2000ギニー-G1，ＢＣジュ
ヴェナイルターフ-G1），アースライト（ミドル パークＳ-G1，モルニ賞-G1），バスラットレオ
ン（ゴドルフィンマイル-G2），*デュープロセス（兵庫ゴールドＴ-JPN3）

母 *マンドゥラMandura（07 Danehill Dancer）独国産，独１勝。産駒
ブーザー（牡 青鹿マンハッタンカフェ）２勝
マレル Marelle（牝 Raven's Pass）仏１勝
ブラウシュヴァルツ（騸 青ブラックタイド）１勝，�
マンドローネ（牝 青鹿 ハーツクライ）１勝，�

祖母マンデリヒトMandellicht（94 Be My Guest）独１勝，Idee-Festa-Rennen-L３着，
Dusseldorfer Stutenpreis-L３着。産駒

マンデュロ Manduro（牡 Monsun）独仏英10勝，プリンスオブウェールズＳ-G1，
同３着，ジャックルマロワ賞-G1，同２着，イスパーン賞-G1，同２着，フォ
ワ賞-G2，アルクール賞-G2，アール オブ セフトンＳ-G3，ヴィンターファヴ
ォリテン賞-G3，ドイツ統一賞-G3，Grosser Bavaria Preis-L，ドラール賞
-G2２着，ガネー賞-G1３着，ムーランドロンシャン賞-G1３着。種牡馬

*マンデラ Mandela（牝 Acatenango）独２勝，Diana-Trial/Las Vegas-Slenderella
-Rennen-L，独オークス-G1３着，仏入着，ポモーヌ賞-G2３着，北米１
勝，サンタバーバラＨ-G2３着，サンタアナＨ-G2４着。産駒

ワールドプレミア（牡ディープインパクト）４勝，菊花賞-G1，天皇賞�-G1，つ
ばき賞，若葉Ｓ-L２着，有馬記念-G1３着，同５着，日経賞-G2３
着，神戸新聞杯-G2３着，京都２歳Ｓ-G3３着。種牡馬

ワールドエース（牡 ディープインパクト）４勝，マイラーズＣ-G2，きさらぎ賞
-G3，若葉Ｓ-L，皐月賞-G1２着，キャピタルＳ-L２着，ダービー-G1
４着，香港入着，香港マイル-G1４着。種牡馬

ヴェルトライゼンデ（牡ドリームジャーニー）３勝，鳴尾記念-G3，萩Ｓ-L，ホー
プフルＳ-G1２着，アメリカＪＣＣ-G2２着，神戸新聞杯-G2２着，ス
プリングＳ-G2２着，ダービー-G1３着，�

【競走成績】中央５戦

【繁殖成績】
2018 パイルドライバー（牡ダイワメジャー）平障３戦
19 テンクウハン（牡 *マクフィ）２戦
20 シマノダイヤモンド（牡ディーマジェスティ）北海道�入着，�
21 不受胎（キズナ）
22 （牡リアルスティール）
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177 2022ジェイエス繁殖馬セール T0650‐32

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ブルーモントレー

厩舎番号№177 *ブルーモントレー Blue Monterey（USA）

恵比寿興業那須野牧場＝栃木県那須郡 ℡03（3583）8025

2010年生
（12歳）
栗毛
米国産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Storm Cat

新井昭二牧場＝日高町豊郷 ℡090（8708）5922

*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

エンプティポートレイト �
�
�

�
�
*フォーティナイナー

*コロナドズクエスト
Laughing Look

Empty Portrait イレリア �
�
Stop the Music

Illeria栗 2001 Baldski's Holiday（19）

【イスラボニータを受胎（販売申込時）最終種付３月20日】

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。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），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）を出す

母エンプティポートレイトEmpty Portrait（01 *コロナドズクエスト）北米３戦。産駒
シェイキットシュガリー Shakitsugaree（牝 Southern Image）北米４勝
ファーバー Ferber（騸 Tale of the Cat）北米３勝
クナビチェCunaviche（騸 Bluegrass Cat）北米３勝

祖母イレリア Illeria（87 Stop the Music）北米10勝，ブラウン＆ウィリアムソンＨ-G3，オ
ンタリオファッションＨ-CAN3，Fanfreluche S，ファーストレイディＨ-G3２着，
Heather H-L２着，Glorious Song S２着，Royal North Breeders' Cup H２
着，同３着，Office Queen S２着，シーウェイＳ -CAN2３着，エトビコークＳ
-CAN3３着。産駒

インクルード Include（牡 Broad Brush）北米10勝，ピムリコスペシャルＨ-G1，ニュ
ー オーリンズＨ-G2，マサチューセッツＨ-G2，Whirlaway H-L，Vincent
A. Moscatelli Memorial S-L，Jennings H（２回）。種牡馬

マジック ブロード Magic Broad（牝 Broad Brush）北米５勝，セリマＳ-G3，
Cleveland Oaks-L。ザダル（牡トーセンラー：京都金杯-G3，エプソムＣ
-G3，プリンシパルＳ-L），サミュエルドシャンプラン Samuel Decham-
plain（騸 Henrythenavigator：Charlie Barley S），トリッキー ハット Tr-
icky Hat（騸 ハットトリック：Laurel Turf Cup S）の祖母

エンコースティック Encaustic（牡 Broad Brush）北米12勝，Mountainer Mile H
-L，Golden Bear S-L，Labor Day S-L。種牡馬

ブロード ルール Broad Rule（牡 Dixie Union）北米８勝，Fire Plug S（２回），
Uncle Mo S２着，ジェネラルジョージＨ-G3３着。種牡馬

マジカル ブロード Magical Broad（牝 Broad Brush）北米４勝，Squan Song S。
カンディダ エイチ Candida H.（牝 Lemon Drop Kid：Conniver S）の母

【競走成績】中央２勝，２着１回，３着１回［収得賞金 \16,600,000］

【繁殖成績】
2017 キングバーグ（牡スピルバーグ）石川�２勝，南関東�６勝，�
18 モントレージャック（騸 *アイルハヴアナザー）佐賀�２勝，�
19 ダイヴトゥブルー（牡ディープブリランテ）入着，�
20 シナノブロード（牡 *シャンハイボビー）南関東�入着，�
21 （牝オルフェーヴル）
22 不受胎（*ベストウォーリア）
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178 2022ジェイエス繁殖馬セール T0758‐28

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 モズソフィ

厩舎番号№178 モズソフィMozu Sophy

キャピタル・システム＝大阪府大阪市 ℡090（6979）9549

2011年生
（11歳）
黒鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

谷川牧場＝浦河町西幌別 ℡0146（28）1201

*サンデーサイレンス
Wishing Wellマンハッタンカフェ

�
�
Law Society

*サトルチェンジ青鹿 1998 Santa Luciana

�
�
�

�
�
Mr. Prospector

*アフリート
Polite Ladyペルファヴォーレ

�
�
*アサティスコンアモール栃栗 1997 ブロケード（7）
*アストニシメント系

【*ダノンレジェンドを受胎（販売申込時）最終種付６月11日】

父マンハッタンカフェは千歳産，最優秀古牡馬，６勝，菊花賞-JPN1，有馬記念-JPN1，
天皇賞�-JPN1。チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：テーオーケインズ（チャンピオ
ンズＣ-G1，帝王賞-JPN1），メイショウハリオ（帝王賞-JPN1），ソウルラッシュ（マイラーズＣ
-G2），レッドジェニアル（京都新聞杯-G2），ショウナンラグーン（青葉賞-G2）

母ペルファヴォーレ（97 *アフリート）入着。産駒
サチノスイーティー（牝 鹿カリスタグローリ）５勝，アイビスサマーダッシュ-JPN3，

同５着，京葉Ｓ-OP，白河特別，桜草特別，オーシャンＳ-JPN3２着，エニ
フＳ-L２着，尾張Ｓ-OP３着，ガーネットＳ-G3５着，シルクロードＳ-G3５
着，東海�入着，かきつばた記念-JPN3２着，熊本�１勝。産駒

コンカラー（牡 ネオユニヴァース）４勝，梅田Ｓ，川西特別，佐賀�２勝，九州
大賞典３着，�

ナニハトモアレ（牡 黒鹿 *ブラックホーク）４勝，東京ウインタープレミアム，マーチＳ
-G3２着，アンタレスＳ-G3２着，ペルセウスＳ-L２着，霜月Ｓ-L２着，関
越Ｓ-L３着，祇園Ｓ-OP３着

ビューティーモズ（牝 黒鹿 ネオユニヴァース）４勝，瀬波温泉特別
シンメイジョアー（牝 鹿カリスタグローリ）東海�８勝，東海クイーンＣ，若草賞，サ

ラ・クイーンＣ，駿蹄賞２着，新春ペガサスＣ２着，東海ダービー３着
モズカタクラ（牡 栗 *キングズベスト）１勝，障１勝
ビッグローズ（牝 鹿 *アジュディケーティング）１勝，兵庫�１勝，東海�１勝，東海

�２勝
カネマサデューク（牡 黒鹿 *ソウルオブザマター）入着，北海道�１勝，南関東�５

勝，東海�１勝
ペルチャン（牝 栗 *サウスヴィグラス）北海道�１勝，兵庫�８勝，�
モズファヴォリート（牡 黒鹿グランプリボス）兵庫�７勝，�
モズペルファ（牝 鹿 サクラバクシンオー）兵庫�６勝
シンメイヴォーレ（牝 黒鹿 *ソウルオブザマター）東海�２勝

【競走成績】中央１戦，兵庫�１戦

【繁殖成績】
2016 モズカプリッチョ（牡グランプリボス）１勝
17 モズアスカ（牡グランプリボス）兵庫�６勝
18 モズサムライ（牡グランプリボス）不出走
19 モズニキタイ（牡グランプリボス）４戦
20 モズロックンロール（牡 *ビーチパトロール）未出走
21 （牝グランプリボス）
22 （牡 *モズアスコット）
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179 2022ジェイエス繁殖馬セール T0128‐07

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ジャグリング

厩舎番号№179 ジャグリング Juggling

ケイアイファーム＝新ひだか町三石川上 ℡0146（35）3100

2018年生
（４歳）
鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kris S.

ケイアイファーム＝新ひだか町三石川上 ℡0146（35）3100

*シンボリクリスエス
Tee Kayエピファネイア

�
�
スペシャルウィークシーザリオ鹿 2010 *キロフプリミエール

�
�
�

ヴィンディケイション �
�
Seattle Slew

Vindication
Strawberry Reason

*カグラ
�
�
Key of Luck

*ミスエマ黒鹿 2008 Disregard That（2）

【*カリフォルニアクロームを受胎（販売申込時）最終種付５月８日】

父エピファネイアは安平産，６勝，ジャパンＣ-G1，菊花賞-G1。父として，エフフォーリア
（皐月賞-G1，有馬記念-G1，天皇賞・秋-G1），デアリングタクト（オークス-G1，桜花賞
-G1，秋華賞-G1），サークルオブライフ（阪神ジュベナイルフィリーズ-G1），アリストテレス
（アメリカＪＣＣ-G2），オーソクレース（アイビーＳ-L），フォラブリューテ（紅梅Ｓ-L）を出す

母 *カグラ Kagura（08 Vindication）米国産，仏２勝，Criterium de Vitesse-L（芝1000
ｍ）。産駒

カグラヒメ（牝 青鹿マンハッタンカフェ）２勝
カグラグレイス（牝 黒鹿 *エンパイアメーカー）１勝。産駒
トーセンサンダー（牡トーセンファントム）２勝，�

カグラマツリウタ（牝 鹿キタサンブラック）１勝，�
祖母 *ミスエマ Miss Emma（00 Key of Luck）愛国産，愛３勝，グリーンランズＳ-G3，

Woodlands S-L，バリコラスＳ-G3３着，仏２勝，セーネワーズ賞-G3（２回），
サンジョルジュ賞-G3２着，Prix du Cercle-L２着，プティクヴェール賞-G3３
着，同４着，Prix de Bonneval-L３着，リゾランジ賞-G3４着。産駒

スマートエマ Smart Emma（牝 Smart Strike）北米４勝，Kentucky Downs Pre-
view Ladies Turf S３着

*シンボリエンパイア（牡 *エンパイアメーカー）５勝，夏至Ｓ，ファイナルＳ-OP３着
クノイチ Kunoichi（牝 Vindication）仏入着。産駒

シェクベレ Cheik Bere（騸 Hold That Tiger）仏１勝，ボワ賞-G3４着
三代母ディスリガードザットDisregard That（90 Don't Forget Me）不出走。産駒
ミスセレンディピティMiss Serendipity：愛２勝，Tipperary S-L３着

四代母ペンデュリナ Pendulina（78 Prince Tenderfoot）愛３勝，Cornelscourt S-L。産
駒

セデュラス Sedulous：愛３勝，キラヴーランＳ-G3，愛パークＳ-G3３着，北米１
勝。シロッコ Shirocco（独ダービー-G1，ＢＣターフ-G1，コロネーションＣ
-G1，伊ジョッキークラブ大賞典-G1），ズビアコ Subiaco（ゲルリンク賞
-G2，独ダービー-G1２着）の祖母，ローマン ターボ Roman Turbo（ア
ングルシーＳ-G3），サヒブズ ジョイ Sahib's Joy（フリッツヘンケル シュ
ティフトゥンクレンネン-G3）の三代母

タポライト Tapolite：愛２勝，Tyros S-L。スピリット オブ ネルソン Spirit of
Nelson（フロール賞-G3，ヴィシー大賞典-G3），アファンデム Afandem
（アランベール賞-G3）の三代母

【競走成績】北海道�１勝，２着２回，３着１回，岩手�１勝［収得賞金 \821,000］

【繁殖成績】
2022年より供用
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180 2022ジェイエス繁殖馬セール T0334‐11

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 エルテアトロ

厩舎番号№180 エルテアトロ El Teatro

ケイアイファーム＝新ひだか町三石川上 ℡0146（35）3100

2007年生
（15歳）
鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

ケイアイファーム＝新ひだか町三石川上 ℡0146（35）3100

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

�
�
�

アリダー �
�
Raise a Native

Alydar
Sweet Tooth

*ステラマドリッド マイジュリエット �
�
Gallant Romeo

My Juliet鹿 1987 My Bupers（6）

【ダノンプレミアムを種付けして不受胎（販売申込時）】

父キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳチャンピオン。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），ジオグリフ（皐月賞-G1），ソダシ（桜花
賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念-G1）

母 *ステラマドリッド Stella Madrid（87 Alydar）米国産，北米６勝，フリゼットＳ-G1
（Ｄ８Ｆ），スピナウェイＳ-G1（Ｄ６Ｆ），エイコーンＳ-G1（Ｄ８Ｆ），メイトロン
Ｓ-G1（Ｄ７Ｆ），Bridgework S（Ｄ７Ｆ），プライアリスＳ-G2２着。産駒

ダイヤモンドビコー（牝 鹿 *サンデーサイレンス）最優秀古牝馬，７勝，阪神牝馬
Ｓ-JPN2，ローズＳ-JPN2，府中牝馬Ｓ-JPN3，中山牝馬Ｓ-JPN3，エーデ
ルワイスＳ，エリザベス女王杯-JPN1２着，京都牝馬Ｓ-JPN3２着

*アイルドフランス Isle de France（牝 鹿 Nureyev）仏３勝，ミネルヴ賞-G3，Cri-
terium de l'Ouest-L，北米３勝，ヒルズボローＨ-G3。ミッキーアイル（牡
ディープインパクト：マイルチャンピオンシップ-G1，ＮＨＫマイルＣ-G1），ア
エロリット（牝 *クロフネ：ＮＨＫマイルＣ-G1，毎日王冠-G2），オイヘン
グレン Euchen Glen（騸 Authorized：セントサイモンＳ-G3）の祖母

リファインメントRefinement（牝 Seattle Slew）北米２戦。*ライラックスアンドレ
ース Lilacs and Lace（牝 Flower Alley：アシュランドＳ-G1）の母，ラッキ
ーライラック（牝オルフェーヴル：最優秀２歳牝馬，大阪杯-G1）の祖母

ステラマリス（牝 鹿 *サンデーサイレンス）不出走。バーナードループ（牡ロードカナ
ロア：兵庫チャンピオンシップ-JPN2）の母

【競走成績】中央１戦

【繁殖成績】
2012 ロードアルティスタ（牡ダイワメジャー）入着，兵庫�３勝
13 ロードレシタール（牡 *ワークフォース）佐賀�入着
14 ロードバリスタ（騸マンハッタンカフェ）入着，南関東�３勝
15 ダノンテアトロ（牡オルフェーヴル）１勝
16 ロードリバーサル（牡 ハーツクライ）４勝，甲州街道Ｓ（Ｄ1600ｍ），天白川特別

（Ｄ1900ｍ），１勝クラス（中京・Ｄ1900ｍ，レコード），総武Ｓ-OP３着，
�

17 ロードソリッド（牡キズナ）１戦，入着
18 （牡ジャスタウェイ）
19 ウェルメイド（牝 *キンシャサノキセキ）入着
20 ロードトラスト（牡キズナ）未出走
21 （牝リアルスティール）
22 流産（*マジェスティックウォリアー）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 180(1)



181 2022ジェイエス繁殖馬セール T0027‐38

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ピオニール

厩舎番号№181 ピオニール Pionier

下河辺牧場＝日高町福満 ℡01456（2）5188

2019年生
（３歳）
黒鹿毛
日高産

�
�
�
�

パイオニアオブ ザ ナイル �
�
�

�
�
Unbridled

下河辺牧場＝日高町福満 ℡01456（2）5188

*エンパイアメーカー
Toussaud

Pioneerof the Nile スターオブゴーシェン �
�
Lord At War

Star of Goshen黒鹿 2006 Castle Eight

�
�
�

ストロール �
�
Pulpit

Stroll
Maid for Walking

*スカイランダーガール ヘリオトロープ �
�
Northern Score

Heliotrope鹿 2011 Keadeen（1）

【未供用】

父パイオニアオブ ザ ナイル Pioneerof the Nile は米国産，北米５勝，サンタアニタ
ダービー-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：アモーレイ（フリゼットＳ-G1３着）。父として，アメリカ
ンフェロー（米三冠），クラシックエンパイア（ＢＣジュヴェナイル-G1），マタレヤ（エイコー
ンＳ-G1），ミッドナイトストーム（シューメイカーマイルＳ-G1）を出す

母 *スカイランダーガール Skylander Girl（11 Stroll）加国産，北米６勝，ヘンドリー
Ｓ-G3（ＡＷ6.5Ｆ），同３着，My Dear S-L（ＡＷ５Ｆ），Ontario Debutante
S-L（ＡＷ６Ｆ），Zadracarta S（芝７Ｆ），ウィムジカルＳ-G3２着，同３着，マ
ーシュアズリヴァーＳ-G3２着，Wonder Where S２着，Ontario Damsel S２
着，Algoma S２着，同３着，オンタリオメイトロンＳ-G3３着，Fanfreluche S３
着，Jammed Lovely S３着，オンタリオファッションＳ-G3４着。出走した産駒
は１頭

祖母ヘリオトロープ Heliotrope（95 Northern Score）加芝牝馬チャンピオン，北米10
勝，ナッソーＳ-G3，同２着，オンタリオコリーンＳ-CAN3，プレイザ キングＨ
-G3２着，ロイヤルノースＨ-G3２着，カナディアンＳ-CAN1３着，ダンススマ
ートリーＨ-G3３着，ニアークティックＨ-G2４着。産駒

スーパーチュニア Supertunia（牝 War Chant）北米４勝
シックスガンシェリフSix Gun Sheriff（騸 Posse）北米４勝
ノーガスノーグローリー No Gus No Glory（騸 More Than Ready）北米２勝

三代母ケイディーン Keadeen（87 Highland Park）北米３勝。産駒
スレコSreko：北米２勝

四代母トゥワイスアマンス Twice a Month（73 Jammed Lucky）北米２勝。産駒
カナックプリンス Canuck Prince：北米２勝，Yearling Sales S３着
アレトライスAletrice：北米入着。産駒

ザフェド The Fed：北米４勝，ドミニオンデイＨ-G3，エクリプスＨ-G2２着，香
港ジョッキークラブトロフィーＳ-G2４着。種牡馬

五代母トゥワイス シャイ Twice Shy（59 Double Eclipse）北米４勝，Whimsical S。産
駒

ノットトゥー シャイ Not Too Shy：加３歳牝馬チャンピオン，北米23勝，ワンダー
ウェアＳ，シーウェイＳ（２回），メイプルリーフＳ（２回）。ラッキー カーネ
ル エス Lucky Colonel S.（マリンＳ-CAN3）の母

トゥワイス ラッキー Twice Lucky：北米17勝，オータムＨ（２回）
ベッドシャイ Bed Shy：北米９勝，シーウェイＳ，ベルマホーンＳ
フォーティバイトゥー Forty Bye Two：北米10勝，Kingarvie S，Hopeful S，Ky.

Quill H，Carleton S。種牡馬

【競走成績】中央４戦
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182 2022ジェイエス繁殖馬セール T0628‐37

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ノーブルルビー

厩舎番号№182 ノーブルルビー Noble Ruby

飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 ℡0146（42）4070

2017年生
（５歳）
鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 ℡0146（42）4070

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

�
�
�

�
�
Roberto

*ブライアンズタイム
Kelley's Dayピサノルビー

�
�
Seeking the Gold

*ペルヴィア黒鹿 2006 Valthea（16）

【*カリフォルニアクロームを受胎（販売申込時）最終種付３月16日】

父キズナは新冠産，最優秀３歳牡馬，中央・仏７勝，ダービー-G1。父として，ソングライ
ン（安田記念-G1），アカイイト（エリザベス女王杯-G1），ディープボンド（フォワ賞-G2），バ
スラットレオン（ゴドルフィン マイル-G2），アスクワイルドモア（京都新聞杯-G2），マルター
ズディオサ（チューリップ賞-G2），ファインルージュ（紫苑Ｓ-G3）を出す

母ピサノルビー（06 *ブライアンズタイム）３勝。産駒
ノーブルアース（牝 黒鹿 ハーツクライ）３勝，オーストラリアＴ，寺泊特別，アネモネ

Ｓ-L３着，�
ノーブルスノー（牝 芦 *クロフネ）３勝
スマートモリガン（牝 青鹿 *サウスヴィグラス）２勝
ノーブルキャニオン（牡 鹿ブラックタイド）１勝，�

祖母 *ペルヴィア Peruvia（00 Seeking the Gold）米国産，仏１戦。産駒
スマートルシファー（牡 *ブライアンズタイム）２勝
スマートアエロ（牝スマートロビン）北海道�２勝，中央１勝

三代母ヴァルシア Valthea（89 Antheus）仏１勝。産駒
ヴェール ヴァル Vert Val：仏５勝，Prix du Pin-L。産駒
ラシアン ヴァラー Russian Valour：英３勝，ノーフォークＳ-G3，National S

-L。種牡馬
プロスペクセアス Prospectheus：仏１勝，ラロシェト賞-G3４着，北米４勝
*グリーンインディGreen Indy：仏入着。産駒

ナリタシルクロード：６勝，ブリリアントＳ-L，同３着，白川郷Ｓ，マリーンＳ-L２
着，ジュライＳ-OP３着

ダイナミックグロウ：５勝，阿蘇Ｓ-OP，同２着，ゴールデンスパーＴ，灘Ｓ，東
海�１勝，石川�入着，白山大賞典-JPN3５着，兵庫�７勝，摂津
盃，姫山菊花賞

ジアリーナ Thearena：不出走。産駒
セレブラ Celebra：仏１勝，ヴァントー賞-G3２着

シエルブルー Ciel Bleu：英２戦，愛１戦。産駒
ラカレーシ La Khaleesi：仏１勝，Prix Roland de Chambure-L３着，カルヴァ

ドス賞-G3４着
四代母グリーンヴァリー Green Valley（67 Val de Loir）不出走。グリーン ダンサー

Green Dancer（仏2000ギニー-G1）の母

【競走成績】東海�５勝，２着３回，３着２回，北海道�入着，２着３回，３着１回
［収得賞金 \2,658,000］

【繁殖成績】
2022年より供用
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183 2022ジェイエス繁殖馬セール T0651‐47

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 シルバージェニー

厩舎番号№183 *シルバージェニー Silver Jenny（USA）

林 正道＝東京都港区

2012年生
（10歳）
芦毛
米国産

�
�
�
�

ランタナモブ �
�
�

ポッセ �
�
Silver Deputy

藤本ファーム＝日高町美原 ℡090（8908）2903

Posse
Raska

Lantana Mob ランタナ �
�
Copelan

Lantana鹿 2005 Sea Art

ジェニーリーズ �
�
�

ゴールドケイス �
�
*フォーティナイナー

Gold Case
Silent Account

Jennierees ネイティヴ ハンナ �
�
Our Native

Native Hanna芦 2002 Hard Hearted Hanna（19）

【コパノリッキーを受胎（販売申込時）最終種付３月31日】

父ランタナモブ Lantana Mob は米国産，北米６勝，サプリングＳ-G3，ハーシュジェイ
コブズＳ-G3，Tyro S，Bachelor S，キャリー バックＳ-G2３着。父として，オペレイション
スティーヴィー（Gus Grissom S２回），ダディジャスティス（Hillsdale S），シュプリームジ
ャスティス（Crown Ambassador S），*アヴェーヌモン（３勝）を出す

母ジェニーリーズ Jennierees（02 Gold Case）北米１戦。産駒
タップジェン Tapjen（牝 Tidal Volume）北米５勝
スパニッシュジェニー Spanish Jenney（牝 Spanish Steps）北米４勝

祖母ネイティヴ ハンナ Native Hanna（87 Our Native）北米２勝。産駒
ストーミン ハンナ Stormin Hanna（牝 Storm Boot）北米６勝，Ellis Park Deb-

utante S-L，Wishing Well S-L，Hoosier Debutante S-L２着，Magnolia
S-L２着，Bassinet S-L３着，Kentucky Cup Juvenile Fillies S-L３着，
Gowell S-L３着

ロイヤル セニョリータ Royal Senorita（牝 Wavering Monarch）北米３勝，All
West Fillies Futurity３着

フローラアンドフォーナ Flora and Fauna（牝 Grand Reward）不出走。産駒
ダン ザ ゴートゥ マン Dan the Go to Man（牡 Smoke Glacken）北米７

勝，Jeffrey A. Hawk Memorial S，Evangeline Mile S３着
ローディングドックディービー Loading Dock D. B.（牝 Hatchet Man）不出走。産

駒
ケイシーズ ジェット Casey's Jet（牝 Five Star Day）北米６勝，J. William

"Bill" Petro Memorial S，同２着，Scarlet and Gray H２着
ハローキティキティHello Kitty Kitty（牝 Tale of the Cat）不出走。産駒
コール ザキティCall the Kitty（牝 Langfuhr）北米４勝，アーリントンワシント

ンＢＣラッシーＳ-G3３着。シーズアキティShesakitty（牝 Tapit：デ
ビュータントＳ-G3３着）の母

ベアズキティキティBear's Kitty Kitty（牝 Rockport Harbor）北米６勝。フ
ォレストサヴァイヴァー Forest Survivor（牡 Old Forester：Lake
Huron S）の母

【競走成績】中央１勝，３着１回，北海道�１勝，南関東�１勝，２着１回，３着１回
［収得賞金 \11,580,000］

【繁殖成績】
2019 ジェニーグロウ（牝シルバーステート）２戦，入着
20 シルバーレイズ（牝シルバーステート）入着，�
21 （牝ワールドエース）
22 （牡アルバート）
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184 2022ジェイエス繁殖馬セール T0372‐43

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 バージニアストック

厩舎番号№184 バージニアストック Virginia Stock

林 正道＝東京都港区

2017年生
（５歳）
鹿毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

アスラン＝苫小牧市樽前 ℡0144（68）0441

ディープインパクト *ウインドインハーヘアディープブリランテ
�
�
Loup Sauvage

*ラヴアンドバブルズ鹿 2009 *バブルドリーム

�
�
�

�
�
Kris S.

*シンボリクリスエス
Tee Kayアマルフィターナ

�
�
Nureyev

*ホワットケイティーディド黒鹿 2007 Katies（7）

【アルバートを種付けして早期流産】

父ディープブリランテは新冠産，３勝，ダービー-G1，東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3。父とし
て，モズベッロ（日経新春杯-G2），セダブリランテス（中山金杯-G3，ラジオＮＩＫＫＥＩ
賞-G3），ラプタス（サマーチャンピオン-JPN3，かきつばた記念-JPN3２回），ミッキーブリラ
ンテ（ニューイヤーＳ-L），ナムラドノヴァン（阪神大賞典-G2３着）を出す

母アマルフィターナ（07 *シンボリクリスエス）１勝。産駒
ガゼボ（牡 青ダイワメジャー）４勝，ファイナルＳ，祇園特別，洛陽Ｓ-L２着
ティレニア（牝 栗ジャスタウェイ）入着，兵庫�１勝

祖母 *ホワットケイティーディド What Katy Did（89 Nureyev）米国産，英２勝，仏１
勝，Prix Tantieme-L，Prix Lovelace-L３着，Prix du Point du Jour-L３着，
独入着，Preis von Koln-L２着。産駒

スリープレスナイト（牝 *クロフネ）最優秀短距離馬，９勝，スプリンターズＳ-G1，
ＣＢＣ賞-G3，北九州記念-JPN3，栗東Ｓ-L，京葉Ｓ-OP，越後Ｓ，高松宮
記念-G1２着，セントウルＳ-G2２着，ギャラクシーＳ-L２着。産駒

ブロンシェダーム（牝ディープインパクト）１勝。産駒
セラフィナイト（牡 ルーラーシップ）１勝，シンザン記念-G3５着，�

ベビーグランド（牝 *トニービン）３勝，矢作川特別。産駒
バウンシングライト（牡アグネスタキオン）２勝，背振山特別

トゥルーライズ（牡 *トニービン）４勝，青嵐賞，火打山特別
セヴンスバード（牡 *トニービン）３勝，弥生賞-JPN2４着，毎日杯-JPN3４着
スクワドロン（牡 *クロフネ）２勝，高知�４勝，黒潮スプリンターズＣ，黒船賞-JPN3

５着
アドマイヤライト（牝 Kris S.）３勝。産駒

ベルーガ（牝 *キンシャサノキセキ）２勝，ファンタジーＳ-G3，信越Ｓ-L３着
アドミラルシップ（牡 ゼンノロブロイ）１勝，若駒Ｓ-L３着
ヴィヴィッドカラー（牝ダンスインザダーク）３勝，三面川特別。産駒

チュウワフライヤー（牝 *ヘニーヒューズ）２勝，フェニックス賞-OP２着，東
海�１勝，�

プロフェッショナル（牡フジキセキ）４勝，響灘特別
アレキサンドリア（牝 *サンデーサイレンス）１戦，入着。産駒
イスタンブール（牝キングカメハメハ）１戦。イェッツト（牡カンパニー：京成

杯-G3３着，プリンシパルＳ-L３着）の母

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2021 （牡 *マインドユアビスケッツ）
22 （牝アルバート）
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185 2022ジェイエス繁殖馬セール T0638‐55

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 サマーソルスティス

厩舎番号№185 サマーソルスティス Summer Solstice

パカパカファーム＝新冠町新和 ℡01456（5）6333

2014年生
（８歳）
栗毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

バードストーン �
�
Grindstone

パカパカファーム厚賀分場＝日高町賀張

Birdstone
Dear Birdie

*サマーバード ホンコンスコール �
�
Summer Squall

Hong Kong Squall栗 2006 Hong Kong Jade

�
�
�

�
�
*ブライアンズタイムマヤノトップガン *アルプミープリーズチアズヒカリ

�
�
Saratoga Six

*サラトガシャドーズ鹿 2000 Dream Team（16）

【ファインニードルを受胎（販売申込時）最終種付５月23日】

父*サマーバード Summer Bird は米国産，米３歳牡馬チャンピオン，北米４勝，ベルモ
ントＳ-G1，トラヴァーズＳ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ファルコネット（アイオワオークス-G3２
着）。父として，バードアットザワイア（ラブレアＳ-G1），セカンドサマー（カリフォルニアンＳ
-G2），ディスティンタ（インサイドインフォメイションＳ-G2）を出す

母チアズヒカリ（00 マヤノトップガン）兵庫�１勝，中央４勝，鶴ヶ城特別（Ｄ1150ｍ，Ｊ
ＲＡレコード），北陸Ｓ-L３着。産駒

レーザーインパクト（牡 鹿ディープインパクト）２勝，障１勝
コトブキハウンド（牡 鹿 *ハードスパン）１勝，東海�８勝，�
ユイマール（騸 鹿 ネオユニヴァース）１勝，南関東�４勝
エコロブラスト（牡 鹿ディープブリランテ）兵庫�３勝，中央入着，�

祖母 *サラトガシャドーズ Saratoga Shadows（90 Saratoga Six）米国産，北米３勝。産
駒で勝馬は１頭のみ

三代母ドリーム チーム Dream Team（85 Cox's Ridge）北米３勝，オークリーフＳ
-G1，アノアキアＳ-G3，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ-G1３着。産駒

オリエンテイト Orientate：米チャンピオンスプリンター，北米10勝，ＢＣスプリント
-G1，フォアゴーＨ-G1，カマンウェルスＢＣＳ-G2，アルフレッドＧ.ヴァンダ
ービルトＨ-G2，アリスタイズＨ-G3，Smile Sprint H-L，Indiana Derby-L，
Sir Beaufort S-L，サンフェルナンドＢＣＳ-G2２着，シューメイカーＢＣ
マイル-G1４着。種牡馬

ストルワートリー Stalwartly：北米３勝，Nevill/Kyocera S。種牡馬
オリンピックキャットOlympic Cat：北米４勝，スポートペイジＨ-G3２着

四代母ライクリー ダブル Likely Double（73 Nodouble）北米５勝，リトル シルヴァー
Ｈ-G3，Miss Tropical H３着。産駒

グリーニック Glienicke：仏２勝，Prix Matchem-L２着，ギシュ賞-G3３着，Prix de
la Ville de Trouville-L３着

五代母ライクリー ラーク Likely Lark（67 T. V. Lark）北米４勝，Las Madrinas H，
デルマーオークス２着，Regret S２着，San Clemente S２着，CTBA Mari-
an S２着，Osunitas S３着。産駒

リーラークLeelark：北米１勝。産駒
コートラーク Court Lark：北米12勝，Medieval Man H

【競走成績】南関東�４勝，２着１回［収得賞金 \5,650,000］

【繁殖成績】
2020 リスレツィオ（牝 *ディスクリートキャット）北海道�１戦，�
21 （牝 *タリスマニック）
22 （牝レッドファルクス）
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186 2022ジェイエス繁殖馬セール T0214‐19

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 デザートオブライフ

厩舎番号№186 *デザートオブライフ Dessertoflife（IRE）

パカパカファーム＝新冠町新和 ℡01456（5）6333

2013年生
（９歳）
芦毛
愛国産

�
�
�
�

マスタークラフツマン �
�
�

デインヒルダンサー �
�
*デインヒル

パカパカファーム厚賀分場＝日高町賀張

Danehill Dancer
Mira Adonde

Mastercraftsman スターライトドリームズ �
�
*ブラックタイアフェアー

Starlight Dreams芦 2006 Reves Celestes

クランキースパンキー �
�
�

スペクトラム �
�
Rainbow Quest

Spectrum
River Dancer

Cranky Spanky アルメニア �
�
*アラジ

Armenia栗 2003 Atlantic Flyer（3）

【*アメリカンペイトリオットを受胎（販売申込時）最終種付６月５日】

父マスタークラフツマン Mastercraftsman は愛国産，全欧２歳牡馬チャンピオン，愛
英７勝，愛2000ギニー-G1，セントジェイムズ パレスＳ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ラヴィン
グギャビー（ＭＶＲＣマニカトＳ-G1，ＭＶＲＣウィリアムリードＳ-G1），アッティモフッジ
ェンテ（共和国大統領賞-G2），ベラトリックスブラック（ＡＲＣサンラインヴァーズ-G3）

母クランキー スパンキー Cranky Spanky（03 Spectrum）伊４勝，Premio Royal
Mares-L（芝1600ｍ），Premio Patrizio Galli-L２着。産駒

*デザートオブライフ Dessertoflife（牝 芦 Mastercraftsman）本馬
ポテンザ Potenza（騸 Born To Sea）英６勝
ホットキスHotkiss（騸 Footstepsinthesand）伊３勝

祖母アルメニア Armenia（97 *アラジ）英１勝。産駒
ペッパー ポッパー Pepper Popper（牡 Indian Haven）伊１勝，Premio Natale di

Roma-L２着，Premio Signorino-L３着
三代母アトランティックフライヤー Atlantic Flyer（88 Storm Bird）英１勝，フィリーズ

マイル-G1３着，チェリーヒントンＳ-G3３着，プレスティジＳ-G3３着。産駒
ファングルプ Van Gurp：英４勝，ジャージー４勝

四代母エウフロシュネ Euphrosyne（76 *ジャッジャー）北米10勝，ロング アイランドＨ
-G2，ニッカボッカーＨ-G3，White Rose S，シープスヘッドベイＨ-G2２着，Ｗ.
Ｌ.マクナイトＨ-G2２着，フラワーボウルＨ-G2３着（２回），ダイアナＨ-G2３
着，シープスヘッドベイＨ-G2４着，ニューヨークＨ-G3４着。産駒

マイロードMy Lord：英２勝，豪入着，ＶＡＴＣハーバートパワーＨ-G2４着
*ハルカゼ：５勝，秋嶺Ｓ，茨城新聞杯。マイネルサージュ（福島民報杯-L，七夕賞

-G3２着，白富士Ｓ-L３着）の祖母
レクシーズレイディLexy's Lady：北米３戦。ロード マルコス Lord Marcos（ブラ

ジル大賞典-G1，ＡＢＣＰＰＣマティアスマクリーン大賞典-G1，フロンテ
ィン博士賞-G2２回，マルケスデタマンダレー提督賞-G2，フレデリコルン
グレン賞-G3），ミスターリズンノース Mr. Risennorth（ジョゼセルキ
ーニョアスンプサン会長賞-G3，サン パウロ市長賞-G3）の祖母

【競走成績】英１勝，２着２回，Star S-L２着，Washington Singer S-L２着，独１勝，ツ
ークンフツレンネン-G3（芝1400ｍ）［収得賞金 £26,459，€32,000］

【繁殖成績】
2018 ブレスオブライフ（牡ディープブリランテ）入着
19 エスタス（牡 *アメリカンペイトリオット）南関東�入着
20 種付せず
21 （牡 サトノアラジン）
22 （牝 *アメリカンペイトリオット）
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187 2022ジェイエス繁殖馬セール T0134‐34

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ツキノサバク

厩舎番号№187 ツキノサバク Tsukino Sabaku

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2016年生
（６歳）
鹿毛
千歳産

�
�
�
�

オアシスドリーム �
�
�

グリーン デザート �
�
Danzig

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

Green Desert
Foreign Courier

Oasis Dream ホープ �
�
*ダンシングブレーヴ

Hope鹿 2000 Bahamian

�
�
�

ドバイデスティネイション �
�
Kingmambo

Dubai Destination
Mysterial

*ダンサーデスティネイション マーラダンサー �
�
Shareef Dancer

Mara Dancer鹿 2010 Cu Na Mara（2）

【アドマイヤマーズを受胎（販売申込時）最終種付３月10日】

父オアシスドリーム Oasis Dream は英国産，全欧チャンピオンスプリンター，英４勝，ジ
ュライＣ-G1，ナンソープＳ-G1。英愛２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：*シ
スキン（愛2000ギニー-G1，フィーニクスＳ-G1），スーネイション（フィーニクスＳ-G1），トー
キート（サンタラリ賞-G1），ネイションズプライド（サラトガダービー招待Ｓ-G1）

母 *ダンサーデスティネイション Dancer Destination（10 Dubai Destination）英国
産，伊２勝，伊1000ギニー-G3（芝1600ｍ），伊オークス-G2２着。産駒

ダンサー クロス Dancer Cross（牝 Cape Cross）伊２勝，Premio Luciano Man-
tovani-L，Premio Coolmore-L２着，ドルメーロ賞-G3３着，Premio Ser-
egno-L３着

サトノペルセウス（騸 黒鹿ディープインパクト）北海道�２勝，中央１勝，�
祖母マーラダンサー Mara Dancer（96 Shareef Dancer）伊３勝，Premio Carlo Chi-

esa-L２着，Premio Verziere-L２着，Premio Royal Mares H-L３着。産駒
マーラ スペクトラム Mara Spectrum（牝 Spectrum）伊５勝，Premio Pietro

Bessero-L，Premio Alberto Zanoletti di Rozzano-L２着，Premio Ba-
ggio-L２着，パオロメッツァノッテ賞-G3４着。産駒

メットスペクトラム Met Spectrum（騸 Helmet）伊４勝，Premio Giuseppe
de Montel-L，Premio Vittorio Riva-L，Premio Gardone-L，伊2000
ギニー-G3２着，豪入着，MRC Testa Rossa S-L３着

ホーリング スペクトラム Halling Spectrum（騸 Halling）伊３勝，Premio Ca-
mpobello-L２着，伊障１勝

ローマン スペクトラム Roman Spectrum（騸 Holy Roman Emperor）伊９
勝，Premio Mse Ippolito Fassati di Balzol-L３着

ネイフ ダンサー Nayef Dancer（牡 Nayef）伊３勝，Premio Mauro Sbarigia-L，
カタール２勝

ダンサー キャット Dancer Cat（騸 One Cool Cat）伊４勝，Criterium Varesino-L
２着，Premio Giuseppe de Montel-L３着，伊障３勝

三代母クナマーラ Cu Na Mara（89 Never So Bold）愛２勝，Debutante S-L２着，愛
パークＳ-G3４着，伊５勝。産駒

ターチウスTirchious：伊３勝
四代母サウンドオブ ザ シー Sound of The Sea（79 Windjammer）英６勝。バハミア

ン バンディト Bahamian Bandit（Thoroughbred S-L２着）の母

【競走成績】中央入着，３着１回［収得賞金 \3,000,000］

【繁殖成績】
2021 不受胎（ロゴタイプ）
22 （牡ダノンバラード）
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188 2022ジェイエス繁殖馬セール F1374‐38

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ディオベルタ

厩舎番号№188 ディオベルタ Dio Belta

社台ブラッドメア＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2009年生
（13歳）
栃栗毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

*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

�
�
�

テハノラン �
�
Tejano

Tejano Run
Royal Run

*ディオニージア エッシーズメイド �
�
Linkage

Essie's Maid黒鹿 2003 Essie Bs Venture（22）

【リアルインパクトを受胎（販売申込時）最終種付３月８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）：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），ユアソング（ＢＲＣ ＢＴＣカップ-G1），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）

母 *ディオニージア Dionisia（03 Tejano Run）米国産，伊９勝，伊オークス-G1（芝
2200ｍ），マリオインチーザ賞-G3（芝2000ｍ），Premio Repubbliche Mari-
nare-L（芝1500ｍ），Premio Coolmore-L（芝1500ｍ），Premio Vittorio Cre-
spi-L（芝1200ｍ），Premio Criterium Femminile-L（芝1500ｍ），Premio Tor-
ricola-L（芝1600ｍ），伊グランクリテリウム-G1２着。産駒

モンテディオ（牡 鹿ジャスタウェイ）２勝，ルスツ特別，神戸新聞杯-G2３着，すみ
れＳ-L３着，�

ブリシンガメン（牝 栗ステイゴールド）１勝
ブリーズドゥメール（牝 青鹿ヴィクトワールピサ）兵庫�２勝

祖母エッシーズメイド Essie's Maid（88 Linkage）北米５勝。産駒
ディオクレチアーノ Diocleziano（牡 Barkerville）伊12勝，Premio WWF-L，Crit-

erium Partenopeo-L２着，Premio Signorino-L２着，仏１勝
フォーチュニア Fortunia（牝 Leroidesanimaux）北米２勝，ウィジャボードディスタ

フＨ-G3２着，Sandy Blue H-L３着
サラダーリン Sarah Darling（牝 Wavering Monarch）不出走。マイ ベイビー ベ

イビー My Baby Baby（牝 Bernstein：ミントジュレップＨ-G3，Pleasant
Temper S，Fairway Fun S）の母，*ホールハーテッド Wholehearted
（牝 Awesome Again：Wilma Mankiller S）の祖母

エッシーズリンク Essie's Link（牝 Cherokee Colony）北米５勝。セニア Ksenia
（牝 Tejano Run：Premio Torricola-L２着）の母

【競走成績】中央２勝，２着５回，３着１回，ホンコンジョッキークラブＴ２着，秩父特別
３着［収得賞金 \31,533,000］

【繁殖成績】
2015 カレンヒップスター（牡ショウナンカンプ）入着，高知�４勝，佐賀�２勝
16 ヴァイオエルソル（牡 *ハービンジャー）東海�入着
17 不受胎（*ノヴェリスト）
18 ミトグラフィア（牝ロードカナロア）１勝，�
19 生後直死（ルーラーシップ）
20 ポワンキュルミナン（牡ロゴタイプ）未出走
21 （牡 ルーラーシップ）
22 不受胎（ミッキーアイル）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 キラークイーン

厩舎番号№189 キラークイーン Killer Queen

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

2017年生
（５歳）
鹿毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

エーピーインディ �
�
Seattle Slew

社台ファーム＝千歳市東丘 ℡0123（21）2311

A. P. Indy
Weekend Surprise

*マジェスティックウォリアー ドリームシュプリーム �
�
Seeking the Gold

Dream Supreme鹿 2005 Spinning Round

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスアグネスタキオン アグネスフローラノンコ

�
�
*クリミナルタイプレディータイクーン栗 2003 *ビューパーダンス（6）

【ジャスタウェイを種付けして不受胎（販売申込時）】

父*マジェスティックウォリアー Majestic Warrior は米国産，北米２勝，ホープフルＳ
-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：エリイタス（ペルー2000ギニー-G1２着）。主な産駒：*プリンセス
オブシルマー（ケンタッキーオークス-G1，アラバマＳ-G1），*ベストウォーリア（マイルチャ
ンピオンシップ南部杯-JPN1２回），*エアアルマス（東海Ｓ-G2）を出す

母ノンコ（03 アグネスタキオン）３勝。産駒
ノンコノユメ（騸 栃栗 *トワイニング）７勝，フェブラリーＳ-G1，同２着，根岸Ｓ

-G3，武蔵野Ｓ-G3，同４着，ユニコーンＳ-G3，青竜Ｓ-OP，チャンピオン
ズＣ-G1２着，ＪＢＣクラシック-JPN1４着，南関東�１勝，ジャパンダー
トダービー-JPN1，帝王賞-JPN1２着，東京大賞典-G1４着，ＪＢＣクラシ
ック-JPN1４着，かしわ記念-JPN1４着（２回），岩手�入着，マイルチャン
ピオンシップ南部杯-JPN1４着，南関東�１勝，サンタアニタトロフィー，東
京大賞典-G1２着，帝王賞-JPN1２着，同３着，同５着，大井記念２着，
勝島王冠２着（２回），ブリリアントＣ２着，同３着，日本テレビ盃-JPN2３
着，同５着，マイルグランプリ３着

マイネノンノ（牝 栗 *タイキシャトル）２勝，タイランドＣ。産駒
マイネルワルツ（騸 *アイルハヴアナザー）２勝，高知�１勝，�

祖母レディータイクーン（94 *クリミナルタイプ）４勝，桐花賞。産駒
サトノエクスプレス（牡フジキセキ）４勝，立春賞，古町特別
バトルエンプレス（牝 *トニービン）１勝。産駒
マルカプレジオ（牡ゴールドアリュール）７勝，仁川Ｓ-L，同３着，ベテルギウ

スＳ-OP，雅Ｓ，北國新聞杯，城崎特別，アルデバランＳ-OP２着（２
回）

ウキヨエ（牝アグネスタキオン）不出走。産駒
ウタマロ（牡 *アイルハヴアナザー）南関東�５勝，クラウンＣ，戸塚記念３

着，北海道�２勝，�
三代母 *ビューパーダンス Buper Dance（83 Lyphard）米国産，不出走。産駒

アイリッシュダンス：９勝，新潟大賞典-JPN3，新潟記念-JPN3，ニューイヤーＳ
-OP，ノベンバーＳ，オールカマー-JPN2２着。ハーツクライ（最優秀古牡
馬，有馬記念-JPN1）の母，オメガハートランド（フラワーＣ-G3），オメガ
ハートロック（フェアリーＳ-G3），ナムラアン（都大路Ｓ-L）の祖母

スピードアイリス：７勝，東海Ｓ-OP，アレキサンドライトＳ，アンタレスＳ-JPN3２着
シスタータイクーン：２勝，野路菊Ｓ-OP，デイリー杯３歳Ｓ-JPN2３着

【競走成績】中央６戦

【繁殖成績】
2022 （牝 サトノクラウン）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ミラノリッチ

厩舎番号№190 ミラノリッチ Milano Rich

新生ファーム＝日高町富川東 ℡01456（2）4457

2011年生
（11歳）
鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

新生ファーム＝日高町富川東 ℡01456（2）4457

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

�
�
�

ホースチェスナット �
�
Fort Wood

Horse Chestnut
London Wall

*ファイヤーチェリー ムスコカコマンド �
�
Top Command

Muskoka Command鹿 2002 Victory Songster（3）

【グレーターロンドンを受胎（販売申込時）最終種付５月11日】

父キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳチャンピオン。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），ジオグリフ（皐月賞-G1），ソダシ（桜花
賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念-G1）

母 *ファイヤーチェリー Fire Cherry（02 Horse Chestnut）加国産，不出走。産駒
ヴイゼロワン（牡 栗ダイタクリーヴァ）北海道�１勝，岩手�２勝，岩手ダービーダ

イヤモンドＣ
ベッティング（牝 栗 *カジノドライヴ）北海道�３勝，フローラルＣ４着。産駒
ブルースウェード（牝 ストロングリターン）入着，北海道�２勝，フルールＣ５

着，東海�４勝，スプリングＣ３着，�
祖母ムスコカコマンド Muskoka Command（87 Top Command）北米１勝。産駒
バハミアン ナイト Bahamian Knight（牡 Ascot Knight）英１勝，Newmarket S

-L２着，Chesham S-L３着，伊１勝，伊ダービー-G1。種牡馬
フライングコマンダー Flying Commander（騸 *タバスコキャット）北米４勝，Harry

Jeffrey S２着
レイディムスコカLady Muskoka（牝 Regal Classic）北米６勝。産駒

ジュエル オブ ザノース Jewel of the North（牝 Polish Numbers）北米１
勝，Maryland Juvenile Filly Championship S３着

三代母ヴィクトリーソングスター Victory Songster（68 Stratus）北米２戦。ゴールデン
アンサー Golden Answer（Junior Miss H），リージェンツリズム Regents
Rhythm（Jammed Lovely S）の母，キング ミダス King Midas（ウィニペグ
フューチュリティ-CAN2）の祖母

【競走成績】岩手�入着［収得賞金 \105,000］

【繁殖成績】
2015 ロイヤルティー（牡トーセンホマレボシ）東海�１勝
16 アイオブザタイガー（牡 スマートファルコン）北海道�１勝，石川�３勝，金沢ヤ

ングチャンピオン（Ｄ1700ｍ），兼六園ジュニアＣ（Ｄ1500ｍ），兵庫�３
勝，高知�入着，高知優駿２着

17 エネルギヤ（牡 スマートファルコン）南関東�１勝，岩手�入着，スプリングＣ４
着

18 プランナイン（牝アッミラーレ）高知�２勝，�
19 （牡 *パイロ）
20 （牡フリオーソ）
21 （牡 *トビーズコーナー）
22 （牡ニシケンモノノフ）
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191 2022ジェイエス繁殖馬セール T0324‐05

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐08‐25 テイエムサンビカ

厩舎番号№191 テイエムサンビカ T M Sambika

日高テイエム牧場＝日高町厚賀 ℡01456（2）5473

2011年生
（11歳）
青鹿毛
浦河産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

日高テイエム牧場＝日高町厚賀 ℡01456（2）5473

*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

�
�
�

カーリアン �
�
Nijinsky

Caerleon
Foreseer

*オルビタル アスタロイドフィールド �
�
Forli

Asteroid Field黒鹿 1995 Star Strewn（5）

【種付せず】

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）：エフフォーリア（皐月賞-G1，有馬記念-G1，天皇賞・
秋-G1），タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1），ケイデンスコール（マイラーズＣ
-G2），トロワゼトワル（京成杯オータムＨ-G3２回），ヴァルディゼール（シンザン記念-G3）

母 *オルビタル Orbital（95 Caerleon）英国産，不出走。産駒
サウンドアリュール（牝 青鹿マンハッタンカフェ）中央・南関東�５戦。産駒

サマーサプライズ（牡 *サマーバード）３勝，蹴上特別，�
ナムラオルフェ（牡 黒鹿 *タバスコキャット）２勝
オルビタルサウンド（牡 鹿 *カーネギー）１勝
ドリームクレド（牡 栗 *ストラヴィンスキー）１勝
ショウサンメグレス（牡 芦 *クロフネ）入着，兵庫�９勝
マイミカプリンセス（牝 栗 *コロナドズクエスト）入着，東海�３勝
ビルトアゲン（牡 黒鹿 *エンパイアメーカー）入着，東海�３勝
ビーサエッタ（牝 黒鹿エイシンフラッシュ）岩手�５勝，�

祖母アスタロイドフィールド Asteroid Field（83 Forli）英５勝，チャレンジＳ-G2，シュ
プリームＳ-G3，キャンデラブラＳ-G3，Sceptre S-L，フレッドダーリンＳ-G3２
着，ナッソーＳ-G2３着，キヴトン パークＳ-G3３着，北米１勝，メイトリアーク招
待Ｓ-G1，愛仏入着，愛1000ギニー-G1３着，アスタルテ賞-G2３着。産駒

コンプトンダイナモ Compton Dynamo（騸 Wolfhound）英３勝
三代母スターストルーン Star Strewn（68 Native Dancer）不出走。産駒
トレバーズチョイスTrebor's Choice：北米１勝。産駒

フィッツ Fitz：北米９勝，Kentucky Cup Starter H，Garden State S。種牡馬
スターオブアラビー Star of Araby：北米２勝。産駒

スターオブザノースStar of the North：北米入着。カレシタ Calesita（ペル
ーオークス-G1）の祖母

オーヴァーキャストスカイOvercast Sky：北米３勝。産駒
アーデントグロス Ardent Gloss：北米６勝。ラヴ ディストリック Love This

Trick（Indiana Stallion S，Governors' S）の祖母

【競走成績】中央１勝，２着１回，東海�６勝，２着１回［収得賞金 \10,003,000］

【繁殖成績】
2018 （牡テイエムオペラオー）
19 テイエムボーラー（騸メイショウボーラー）５戦
20 不受胎（テイエムジンソク）
21 （牡オーシャンブルー）
22 （牡テイエムジンソク）
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192 2022ジェイエス繁殖馬セール F0681‐27

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 エテ

厩舎番号№192 *エテ Ete（USA）

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2013年生
（９歳）
鹿毛
米国産

�
�
�
�

コングラツ �
�
�

エーピーインディ �
�
Seattle Slew

メイタイファーム＝新冠町若園 ℡0146（49）5123

A. P. Indy
Weekend Surprise

Congrats プレイズ �
�
Mr. Prospector

Praise鹿 2000 Wild Applause

フォレスティアー �
�
�

フォレストリー �
�
Storm Cat

Forestry
Shared Interest

Forestier ドユーヴィル ナース �
�
Dr. Blum

D'Youville Nurse鹿 2001 Field Point Road（6）

【セイウンコウセイを受胎（販売申込時）最終種付３月26日】

父コングラツ Congrats は米国産，北米７勝，サン パスカルＨ-G2。主な産駒（ＢＭＳ）：
シーデアズザデヴィル（ケンタッキーオークス-G1，ラトロワンヌＳ-G1），ハートレー（ホー
プフルＳ-G2），スパニッシュステップス（バリーローンＳ-G3），ジェレインジャーニー（フラ
ンクＪ.ドフランシス記念ダッシュＳ-G3），カラヴェル（カレスＳ-G3）

母フォレスティアー Forestier（01 Forestry）北米５勝，Classy Mirage S（Ｄ６Ｆ），
Jameela S２着，Marshua S２着，Skipat S３着，Our Dear Peggy S３着，ミ
スプリークネスＳ-G3４着。産駒

ドントブレイムミー Don't Blame Me（牝 Blame）北米１勝，ジミードゥランテＳ
-G3３着

アサーテイン Ascertain（牝 Blame）北米３勝
アスクフォーボード Ask for Bode（騸 Bodemeister）北米３勝
オールドフォー Old Pho（牝 American Pharoah）北米１勝
ヒドゥンコーラスHidden Chorus（牡 Unbridled's Song）北米１勝

祖母ドユーヴィル ナース D'Youville Nurse（84 Dr. Blum）北米７勝，Contessa H，
Francis Scott Key S２着。産駒

アンブライドルドホープ Unbridled Hope（牝 Unbridled）北米６勝，レイディーズ
Ｈ-G3，ピムリコディスタフＨ-G3３着，デラウェアＨ-G3３着。産駒

*アナバシュドチャーム Unabashed Charm（牝 Silver Deputy）北米３勝。産駒
アンドリエッテ（牝 ディープインパクト）４勝，マーメイドＳ-G3，チューリッ

プ賞-G3２着，秋華賞-G1４着，オークス-G1５着
インスージアスティカリー Enthusiastically（牝 Distorted Humor）不出走。産

駒
*シュガーショック Sugar Shock（牝 Candy Ride）北米５勝，ファンタジー

Ｓ-G3，American Beauty S，Panthers S，ハニービーＳ-G3２
着。ラーゴム（牡オルフェーヴル：きさらぎ賞-G3）の母

ソングンシルクSong 'n Silk（牝 Unbridled's Song）不出走。産駒
ベアーパス Bearpath（騸 Dynaformer）北米４勝，パン アメリカンＳ-G3，ソ

ードダンサー招待Ｓ-G1２着，ルイヴィルＨ-G3２着（２回）

【競走成績】中央入着，２着１回，北海道�１勝，東海�１勝，２着１回，兵庫�入着
［収得賞金 \4,440,000］

【繁殖成績】
2019 セイウンフィーバー（牡エイシンヒカリ）入着，�
20 ニシノオールマイト（牡ヴィクトワールピサ）２戦，�
21 （牡リーチザクラウン）
22 （牡 サトノクラウン）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ニシノテキーラ

厩舎番号№193 ニシノテキーラ Nishino Tequila

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2008年生
（14歳）
鹿毛

むかわ産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

村上欽哉牧場＝新冠町新栄 ℡0146（49）5113

*サンデーサイレンス
Wishing Wellマンハッタンカフェ

�
�
Law Society

*サトルチェンジ青鹿 1998 Santa Luciana

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

Kingmambo
Miesque

*リーヴザマーク
�
�
Caerleon

*ザケアテーカー栗 1997 Go Feather Go（2）

【セイウンコウセイを受胎（販売申込時）最終種付５月15日】

父マンハッタンカフェは千歳産，最優秀古牡馬，６勝，菊花賞-JPN1，有馬記念-JPN1，
天皇賞�-JPN1。チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：テーオーケインズ（チャンピオ
ンズＣ-G1，帝王賞-JPN1），メイショウハリオ（帝王賞-JPN1），ソウルラッシュ（マイラーズＣ
-G2），レッドジェニアル（京都新聞杯-G2），ショウナンラグーン（青葉賞-G2）

母 *リーヴザマーク Leave the Mark（97 Kingmambo）米国産，仏４戦。産駒
*ゴールドルパン（牡 栗 Singspiel）２勝，牡丹賞

祖母 *ザケアテーカー The Caretaker（87 Caerleon）愛国産，愛４勝，Derrinstown
Stud 1000 Guineas Trial S-L，Silver Flash S-L，Knockaire S-L，Cartier
Million S-L，Smurfit Italia S-L２着，Garnet S-L２着，愛1000ギニー-G1４
着，北米入着，ビウィッチＳ-G3３着，Jenny Wiley S-L３着。産駒

*ムタファーウエク Mutafaweq（牡 Silver Hawk）英５勝，英セントレジャー-G1，コ
ロネーションＣ-G1，キング エドワード七世Ｓ-G2，ハードウィックＳ-G2３
着，グレイトヴォルティジュールＳ-G2４着，独１勝，ドイツ賞-G1，北米１
勝，カナディアン国際Ｓ-G1，愛入着，愛セントレジャー-G1３着，タタソール
ズゴールドＣ-G1３着。種牡馬

ディミトロヴァ Dimitrova（牝 Swain）愛２勝，Leopardstown 1000 Guineas
Trial S-L，愛1000ギニー-G1３着，北米２勝，フラワー ボウル招待Ｈ
-G1，American Oaks Invitational-L，ガーデンシティＢＣＨ-G1２着，ゲ
イムリーＢＣＨ-G1４着，ジョンＣ.マビーＨ-G1４着，デル マーＨ-G2４
着，ギャラクシーＳ-G2４着，ウイルシャーＨ-G3４着

ハーオウンカインド Her Own Kind（牝 Dubai Millennium）英１勝。産駒
ザラーイエンジェル The Rahy Angel（牝 Rahy）北米２勝。産駒

エヴァー デインジャラス Ever Dangerous（騸 Kitten's Joy）北米３
勝，Bryan Station S，アプルトンＳ-G3３着

【競走成績】中央３勝，２着７回，３着２回，富里特別２着，トキノミノルＣ２着，秩父特
別２着，鎌ヶ谷特別２着，大宰府特別２着，堀川特別３着，八雲特別３着
［収得賞金 \80,150,000］

【繁殖成績】
2016 ニシノバモス（牡 *ノヴェリスト）入着
17 ニシノヴァリアント（牡 *ケープブランコ）２戦
18 不受胎（*ノヴェリスト）
19 ニシノコニャック（牡 *ディスクリートキャット）１勝，�
20 不受胎（*ケープブランコ）
21 流産（*アニマルキングダム）
22 （牝 *ノーブルミッション）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ウィンターパレス

厩舎番号№194 ウィンターパレス Winter Palace

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2015年生
（７歳）
青鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

プルピット �
�
A. P. Indy

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

Pulpit
Preach

*パイロ ワイルドヴィジョン �
�
Wild Again

Wild Vision黒鹿 2005 Carol's Wonder

�
�
�

ドバイミレニアム �
�
Seeking the Gold

Dubai Millennium
Colorado Dancer

*ラシアンレヴォリューション ラシアンスノウズ �
�
Sadler's Wells

Russian Snows鹿 2002 Arctique Royale（23）

【*サンダースノーを受胎（販売申込時）最終種付４月７日】

父*パイロ Pyro は米国産，北米５勝，フォアゴーＳ-G1，ルイジアナダービー-G2。主な
産駒（ＢＭＳ）：コンバスチョン（ヒヤシンスＳ-L，全日本２歳優駿-JPN1２着），メズメライ
ザー（岩室温泉特別），リリコ（兵庫・園田プリンセスＣ，東海・クイーンＣ）。父として，メイシ
ョウハリオ（帝王賞-JPN1），ミューチャリー（ＪＢＣクラシック-JPN1）を出す

母 *ラシアンレヴォリューション Russian Revolution（02 Dubai Millennium）英国産，英
１勝。産駒

アップライジング（牝 鹿 *コマンズ）不出走。産駒
スマイルウィ（牡エスポワールシチー）南関東�11勝，京成盃グランドマイラー

ズ，マイルグランプリ２着，スパーキングサマーＣ２着，�
ソシアルリアリズム Social Realism（牝 Pivotal）仏１勝，英障３勝
アノシュカ（牝 黒鹿 *コマンズ）東海�４勝

祖母ラシアン スノウズ Russian Snows（92 Sadler's Wells）愛２勝，Oyster S-L，愛
オークス-G1２着，プリティポリーＳ-G2２着，ロイヤルウィップＳ-G3２着，仏
１勝，ロワイヤリュー賞-G2，英１勝，Harvest S-L３着。産駒

バックウィート Buckwheat（騸 Manduro）仏１勝，Prix Ridgway-L，英障２勝
プラシアン Prussian（牝 Dubai Destination）英５勝，UAE入着，バランシーン-G2

２着
ムルマンスクMurmansk（牝 Dalakhani）ブラジル２勝，ジョゼ パウリノノゲイラ賞

-G3２着
ラシアンソサイアティRussian Society（牝 Darshaan）英１勝，Gillies Fillies' S

-L２着
ディープ ウインター Deep Winter（牝 Pivotal）英４勝，独入着，Grosser Preis

von Hannover Hannoverscher Stutenpreis-L３着。産駒
オールウェイズアンドフォーエヴァー Alwaysandforever（牝 Teofilo）英２

勝，Pontefract Castle S-L２着，Chalice S-L２着
三代母アークティク ロワイヤル Arctique Royale（78 Royal and Regal）愛３勝，愛

1000ギニー-G1，モイグレアスタッドＳ-G2，プリティポリーＳ-G2２着。産駒
モディシュModhish：仏３勝，ドーヴィル大賞典-G2。種牡馬
トゥルーリー スペシャル Truly Special：仏２勝，ロワイヨモン賞-G3。ムーンスト

ーン Moonstone（愛オークス-G1），セルリアン スカイ Cerulean Sky
（サンタラリ賞-G1）の祖母

【競走成績】中央１勝，２着１回［収得賞金 \9,700,000］

【繁殖成績】
2021 （牝 *ディスクリートキャット）
22 （牝 *サンダースノー）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 オーシャンウェイ

厩舎番号№195 *オーシャンウェイ Oceanway（USA）

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2008年生
（14歳）
鹿毛
米国産

�
�
�
�

ストリートクライ �
�
�

マキアヴェリアン �
�
Mr. Prospector

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

Machiavellian
Coup de Folie

Street Cry ヘレンストリート �
�
Troy

Helen Street黒鹿 1998 Waterway

シーギフト �
�
�

エーピーインディ �
�
Seattle Slew

A. P. Indy
Weekend Surprise

Sea Gift オーシャンクイーン �
�
Zilzal

Ocean Queen栗 2002 River Jig（2）

【*ノーブルミッションを受胎（販売申込時）最終種付４月６日】

父ストリートクライ Street Cry は愛国産，北米・UAE５勝，ドバイワールドＣ-G1，スティ
ーヴンフォスターＨ-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ヴィノロッソ（ＢＣクラシック-G1），スキッター
スキャッター（モイグレアスタッドＳ-G1），レベルズロマンス（ベルリン大賞典-G1），ダイヴ
ァーシファイ（ホイットニーＳ-G1），*ストリートバンド（コティリオンＳ-G1）

母シーギフト Sea Gift（02 A. P. Indy）英１勝。産駒
チートゥ Chitu（牡 *ヘニーヒューズ）北米４勝，サンランドダービー-G3，Damas-

cus S，ロバートＢ.ルイスＳ-G2２着，マリブＳ-G1３着。種牡馬
ビューティフル ギフト Beautiful Gift（牝 Medaglia d'Oro）北米２勝，サンタイサ

ベルＳ-G3，サンタアニタオークス-G2２着
祖母オーシャン クイーン Ocean Queen（93 Zilzal）北米４勝，ベイメドウズＢＣダー

ビー-G3，Blooming Hills Ranch S。産駒
チェリー ベイビー Cherry Baby（牝 Aragorn）ペルー４勝，サントーリン賞-G3２

着，ミゲルＡ.チェカエギーグレン賞-G3３着
*バイコースタル Bicoastal（牝 Gone West）英１勝，プレスティジＳ-G3２着，北米

１勝
*スマートオーシャン（牝 Mr. Greeley）１勝。産駒

スマートダンディー（牡 *エンパイアメーカー）10勝，コーラルＳ-L（２回），ギャ
ラクシーＳ-OP，ポラリスＳ-OP，千葉Ｓ-OP，銀蹄Ｓ，三河Ｓ，すばる
Ｓ-L２着，北海道�入着，北海道スプリントＣ-JPN3２着，�

スマートセラヴィー（牡 *ヘニーヒューズ）５勝，オータムリーフＳ-OP，薩摩Ｓ，
大通公園特別，福島民友Ｃ-L２着，阿蘇Ｓ-OP２着

スマートリアン（牝キズナ）４勝，難波Ｓ，清滝特別，米子Ｓ-L２着，谷川岳Ｓ
-L２着，スイートピーＳ-L２着，エルフィンＳ-L３着，�

【競走成績】英４勝，２着２回，３着２回，愛入着，３着１回
［収得賞金 £46,327，€875］

【繁殖成績】
2014 ノーティカルマイル（牡 Cape Cross）４戦，入着
15 シールート（騸 *ハードスパン）１勝，岩手�２勝
16 スパニッシュレディ（牝 ハーツクライ）３戦
17 オーシャノグラフィ（牝ブラックタイド）不出走
18 シーニックウェイ（牝 ハーツクライ）２勝，�
19 パンパシフィック（牡キズナ）２戦
20 種付せず
21 （牡アドマイヤムーン）
22 （牝 *ディスクリートキャット）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ネイキッドロマンス

厩舎番号№196 *ネイキッドロマンス Naked Romance（IRE）

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2018年生
（４歳）
青鹿毛
愛国産

�
�
�
�

ベラルド �
�
�

ロペ デヴェガ �
�
Shamardal

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

Lope de Vega
Lady Vettori

Belardo ダナスカヤ �
�
*デインヒル

Danaskaya鹿 2012 Majinskaya

�
�
�

�
�
*ウォーニング

*ディクタット *アルヴォラ
*リージェンシーロマンス クリケット �

�
Shirley Heights

Criquette青鹿 2008 Ghislaine（1）

【*タリスマニックを受胎（販売申込時）最終種付２月25日】

父ベラルド Belardo は愛国産，英５勝，デューハーストＳ-G1，ロッキンジＳ-G1。父とし
て，イザベラジャイルズ（ロックフェルＳ-G2），ゴールドフェニックス（デル マーＨ-G2），ベ
ラベル（サンクレメンテＳ-G2），ララバイムーン（ミエスク賞-G3），エリジウム（愛パークＳ
-G3），ヴェロナ（ＡＴＣフランクパッカープレート-G3）を出す

母 *リージェンシーロマンス Regency Romance（08 *ディクタット）英国産，仏１勝。産駒
アガトニア Agathonia（牝 Street Cry）独１勝，Hoppegartener Steherpreis-L，

ハノーヴァー秋季牝馬賞-G3２着，Grosser Preis der BMW Niederlas-
sung Hannover-L２着，仏１勝，Prix Belle de Nuit-L３着，英１勝

*ターキッシュパレス（牡 青鹿 Golden Horn）３勝，信濃川特別，神戸新聞杯-G2５
着，�

*エンタングルメント（牝 鹿 Shamardal）１勝，�
オースオブオフィス（牡 黒鹿 Street Cry）入着，南関東�３勝

祖母クリケット Criquette（90 Shirley Heights）英１勝，Radley S-L，UAE１勝。産駒
フライング クラウド Flying Cloud（牝 *ストーミングホーム）英１勝，リブルスデイ

ルＳ-G2，仏２勝，クレオパトル賞-G3，愛入着，プリティポリーＳ-G1２着
キャプテン ウェブ Captain Webb（牡 *ストーミングホーム）英４勝，Glasgow S-L
オープンオファー Open Offer（牝 Cadeaux Genereux）仏４勝，Prix de la Pepi-

niere-L３着，Prix Tantieme-L３着，クインシー賞-G3４着。産駒
レイディメイダン Lady Meydan（牝 American Post）仏３勝，Prix Ceres-L

スカイソング Sky Song（牝 Sadler's Wells）仏入着。産駒
レイヴロック Laverock（牡 Octagonal）仏４勝，イスパーン賞-G1，フォンテン

ブロー賞-G3，アンドレ バボワン賞-G3，伊１勝，ジョッキークラブ大
賞典-G1，独入着，ダルマイヤー大賞典-G1２着。種牡馬

ミスライトノートMiss Right Note（牝 Daylami）仏１勝，豪１勝。ピエロ Pie-
rro（牡 Lonhro：ＡＴＣゴールデンスリッパーＳ-G1）の母

ヘスティア Hestia（牝 Machiavellian）愛１勝。産駒
ナイツ ツアー Knight's Tour（牡 Reset）ＮＺ３勝，ＡＲＣグレイトノーザン

ギニー-G2。種牡馬
シワSiwa（牝 Green Desert）英入着。産駒

シワレイディ Siwa Lady（牝 Gonski）豪７勝，ObkRC Oakbank S-L
オアシス ガール Oasis Girl（牝 Redoute's Choice）豪５勝，SAJC Centaur-

ea S-L

【競走成績】中央４戦，入着，南関東�１戦［収得賞金 \510,000］

【繁殖成績】
2022年より供用
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197 2022ジェイエス繁殖馬セール T0223‐34

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 エピックポエトリー

厩舎番号№197 エピックポエトリー Epic Poetry

ダーレー・ジャパン＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

2018年生
（４歳）
鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

ダーレー・ジャパン・ファーム＝日高町富川東 ℡01456（3）1166

*サンデーサイレンス
Wishing Wellハーツクライ

�
�
*トニービンアイリッシュダンス鹿 2001 *ビューパーダンス

�
�
�

ストリートクライ �
�
Machiavellian

Street Cry
Helen Street

*シルヴァンソング フォレストエアレス �
�
Forest Wildcat

Forest Heiress黒鹿 2009 Penniless Heiress（3）

【*アメリカンペイトリオットを受胎（販売申込時）最終種付３月４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）：エフフォーリア（皐月賞-G1，有馬記念-G1，天皇賞・
秋-G1），タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1），ケイデンスコール（マイラーズＣ
-G2），トロワゼトワル（京成杯オータムＨ-G3２回），ヴァルディゼール（シンザン記念-G3）

母 *シルヴァンソング Sylvan Song（09 Street Cry）米国産，仏２勝。産駒
チームミーティング Team Meeting（騸 Exceed And Excel）英２勝
ハーシェル（牡 黒鹿 ハーツクライ）１勝，南関東�１勝，�
シルヴァーヌス（牡 青鹿 Bernardini）佐賀�４勝
マウンテンホーク（牡 黒鹿 ハーツクライ）南関東�１勝

祖母フォレスト エアレス Forest Heiress（99 Forest Wildcat）北米８勝，ソロリティＳ
-G3，ヴァリー ストリームＳ-G3，The Very One S-L，Colleen S-L，Sober Jig
H，アスタリタＳ-G2２着，Old Hat S-L２着，My Juliet S２着，シカダＳ-G3３
着，シャーリージョーンズＨ-G3４着，フローラル パークＨ-G3４着。産駒

クロスボウ Crossbow（牡 Bernardini）北米４勝，Hunch S２着，ジェイムズ マーヴ
ィンＳ-G3３着。種牡馬

フォレストプリンス Forest Prince（牡 Mineshaft）北米９勝，Richmond Derby
Trial H２着

ウッドランドパークWoodland Park（牝 Bernardini）不出走。産駒
リアルトーク Real Talk（牡 Gemologist）北米４勝，Jersey Shore S，Carry

Back S-L２着，ギャラントボブＳ-G2３着
ロンタノ Lontano（騸 Street Boss）北米４勝，King Corrie S２着

ミーアンドミスジョーンズ Me and Miss Jones（牝 Smarty Jones）不出走。産駒
テイクミーウィズ ユー Take Me With You（牝 Scat Daddy）英１勝，アルバ

ニーＳ-G3３着
ジャストエイントライト Just Ain't Right（牝 Yes It's True）北米２勝，Mel-

ody of Colors S３着，Liza Jane S３着
イズイットトゥルーマーム Is It True Ma'am（牝 Yes It's True）北米１勝。チ

ャチャリアル スムーズ Chacha Real Smooth（騸 Palace：Iowa
Cradle S）の母

三代母ペニレスエアレス Penniless Heiress（92 Pentelicus）北米２勝。産駒
ワイルドキャット エア Wildcat Heir：北米６勝，フランクＪ.ドフランシス記念ダッ

シュＳ-G1，Teddy Drone S-L，Icecapade S。種牡馬

【競走成績】不出走

【繁殖成績】
2022年より供用
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 フォルラーヌ

厩舎番号№198 フォルラーヌ Forlane

高橋 義浩＝新ひだか町東静内 ℡0146（44）2534

2012年生
（10歳）
栗毛
千歳産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*カンパラ

山田牧場＝新ひだか町静内御園 ℡0146（46）2036

*トニービン
Severn Bridgeジャングルポケット

�
�
Nureyev

*ダンスチャーマー鹿 1998 Skillful Joy

�
�
�

�
�
Kingmambo

*エルコンドルパサー *サドラーズギャルダンスオールナイト
�
�
*サンデーサイレンスダンスパートナー鹿 2003 *ダンシングキイ（7）

【エポカドーロを受胎（販売申込時）最終種付４月８日】

父ジャングルポケットは早来産，年度代表馬，５勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ-G1。主
な産駒（ＢＭＳ）：ミッキースワロー（日経賞-G2，セントライト記念-G2），ソルヴェイグ（フィリ
ーズレビュー-G2），サクセスエナジー（東京盃-JPN2），ディーアンドジー（ＣＪＣニュージ
ーランドＣ-G3），ロードマイウェイ（チャレンジＣ-G3），コルテジア（きさらぎ賞-G3）

母ダンスオールナイト（03 *エルコンドルパサー）５勝，初音Ｓ（芝1600ｍ），中山牝馬Ｓ
-G3３着。産駒

ヨカグラ（騸 栗 *ハービンジャー）１勝，障４勝，小倉サマージャンプ，東京ハイジャ
ンプ２着

ダンスアミーガ（牝 栗 サクラバクシンオー）５勝，長岡Ｓ，仲秋Ｓ，五頭連峰特別，
ターコイズＳ-L２着，関屋記念-G3４着，中京記念-G3４着，京王杯スプ
リングＣ-G2５着。産駒

ミリタリータンゴ（牡エイシンフラッシュ）１勝，�
ラウルピドゥ（牡 *ハービンジャー）１勝，�

ダンスアラウンド（牡 鹿 *ワークフォース）入着，南関東�５勝，�
祖母ダンスパートナー（92 *サンデーサイレンス）最優秀３歳牝馬，最優秀古牝馬，４

勝，オークス-JPN1，エリザベス女王杯-JPN1，同２着，京阪杯-JPN3，桜花賞
-JPN1２着，京都大賞典-JPN2２着，京都記念-JPN2２着，アメリカＪＣＣ
-JPN2２着，阪神牝馬特別-JPN2２着，チューリップ賞-JPN3２着，宝塚記念
-JPN1３着（２回），菊花賞-JPN1５着，仏入着，ノネット賞-G3２着。産駒

フェデラリスト（牡 *エンパイアメーカー）南関東・兵庫�２勝，中央５勝，中山記
念-G2，中山金杯-G3，大阪杯-G2２着。種牡馬

ロンギングダンサー（牡 *シンボリクリスエス）５勝，新潟競馬場開設50周年記念，
テレ玉杯，新潟記念-G3３着，毎日王冠-G2４着，障２勝。種牡馬

ロイヤルパートナー（牝 *エリシオ）３勝，熱田特別，金山特別。産駒
サンライズロイヤル（牡 *クロフネ）障２勝，京都ハイジャンプ２着，阪神スプリ

ングジャンプ２着
ドリームパートナー（騸 *エリシオ）４勝，弥彦特別

【競走成績】中央１戦

【繁殖成績】
2017 グランバル（牡エピファネイア）石川�２勝
18 不受胎（キズナ）
19 不受胎（モーリス）
20 生後直死（ファインニードル）
21 （牝オルフェーヴル）
22 種付せず
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 マジックキー

厩舎番号№199 マジックキー Magic Key

高橋 義浩＝新ひだか町東静内 ℡0146（44）2534

2013年生
（９歳）
栗毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

ワイルドアゲイン �
�
Icecapade

高橋 義浩＝新ひだか町東静内 ℡0146（44）2534

Wild Again
Bushel-n-Peck

*ワイルドラッシュ ローズ パーク �
�
Plugged Nickle

Rose Park鹿 1994 Hardship

�
�
�

�
�
Devil's Bag

*タイキシャトル *ウェルシュマフィンシークレットルーム
�
�
*デインヒル

*リボーズシークレット栗 2001 Glim（1）

【種付せず】

父*ワイルドラッシュWild Rush は米国産，北米８勝，メトロポリタンＨ-G1，カーターＨ
-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：オナーエーピー（サンタアニタダービー-G1），ドリーミング オ
ブジュリア（フリゼットＳ-G1），ペイシャエス（ユニコーンＳ-G3），サンレイポケット（新潟大
賞典-G3），ディオスコリダー（カペラＳ-G3），ヒラボクラターシュ（佐賀記念-JPN3）

母シークレットルーム（01 *タイキシャトル）２勝。産駒
クラーベセクレタ（牝 鹿 *ワイルドラッシュ）ＮＡＲ３歳最優秀牝馬，北海道�３

勝，栄冠賞，フローラルＣ，エーデルワイス賞-JPN3４着，南関東�９勝，
クイーン賞-JPN3，同２着，同５着，東京ダービー，羽田盃，京浜盃，スパー
キングサマーＣ，しらさぎ賞，ロジータ記念，ユングフラウ賞，東京２歳優駿
牝馬，スパーキングレディーＣ-JPN3２着，マリーンＣ-JPN3２着，ＪＢＣレ
ディスクラシック-L２着，川崎マイラーズ３着，エンプレス杯-JPN2４着，レ
ディスプレリュード-JPN2４着，同-L５着。産駒

クラーベドラド（牡 *キンシャサノキセキ）１勝，�
アルマセグレート（牝 栗ゴールドアリュール）１勝
アナザードア（牝 鹿ヴァーミリアン）北海道�１勝，兵庫�１勝，南関東�２勝

祖母 *リボーズシークレット Ribot's Secret（93 *デインヒル）愛国産，愛１勝，レイルウェ
イＳ-G3３着，愛パークＳ-G3４着，英入着，プリンセスマーガレットＳ-G3２
着，アングルシーＳ-G3４着，北米１勝，セニョリータＳ-G3３着。産駒

テオフィルス（牡 *サンデーサイレンス）２勝，八重桜賞，南関東�１勝
アフレイタス（牝 *サンデーサイレンス）５戦。産駒

エトピリカ（牝キングカメハメハ）４勝，医王寺特別。産駒
ヒバリ（牝エピファネイア）２勝，筑紫特別

ミラクル（牝エイシンフラッシュ）２勝，�
フサイチクリヨン（牡アグネスタキオン）１勝，南関東�２勝，広島�１勝

三代母グリム Glim（84 Damascus）北米７戦。産駒
インアツインクリング In A Twinkling：愛入着，レイルウェイＳ-G3４着

四代母グリスク Glisk（72 Buckpasser）北米３勝。*グロウ Glow（サラナクＳ-G2，アー
リントンクラシック-G1２着），ラストラ Lustra（Thanksgiving H-L）の母，レラ
ト デル ガト Relato Del Gato（Phoenix Gold Cup H-L），イクスペンシヴ
スルー Expensive Slew（American Beauty S）の祖母，グリーミング スカ
イ Gleaming Sky（ジオークス-G2），ミスラー Misraah（Sprint S-L，ジュライ
Ｃ-G1３着）の三代母

【競走成績】南関東�９勝，２着６回，３着３回［収得賞金 \20,960,000］

【繁殖成績】
2022 （牡コパノリッキー）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 シーキングオアシス

厩舎番号№200 *シーキングオアシス Seeking Oasis（USA）

大典牧場＝新ひだか町静内神森 ℡0146（42）7666

2005年生
（17歳）
栗毛
米国産

�
�
�
�

シーキング ザゴールド �
�
�

ミスター プロスペクター �
�
Raise a Native

大典牧場＝新ひだか町静内神森 ℡0146（42）7666

Mr. Prospector
Gold Digger

Seeking the Gold コン ゲイム �
�
Buckpasser

Con Game鹿 1985 Broadway

キャットベイビー �
�
�

エーピーインディ �
�
Seattle Slew

A. P. Indy
Weekend Surprise

Catbaby キャットインカ �
�
Storm Cat

Catinca黒鹿 2001 Inca Legacy（A1）

【ビッグアーサーを受胎（販売申込時）最終種付４月７日】

父シーキング ザゴールド Seeking the Gold は米国産，北米８勝，ドゥワイアＳ-G1。北
米２歳チャンピオンサイアー。北米ＢＭＳチャンピオン。主な産駒（ＢＭＳ）：ブレイム（Ｂ
Ｃクラシック-G1，ホイットニーＨ-G1），*ローブデコルテ（オークス-JPN1），ゴルトブリッツ
（帝王賞-JPN1），グレイスフルリープ（ＪＢＣスプリント-JPN1）

母キャットベイビー Catbaby（01 A. P. Indy）北米２戦。産駒
*リアライズナマステ（牡 栗 Speightstown）１勝，ホープフルジョッキーズ，南関東・

岩手�２勝
ラウシェンバーグ Rauschenberg（騸 Grand Slam）北米４勝
アルキャラヴァン Alcaravan（騸 Birdstone）北米３勝
アイスクリームマン Ice Cream Man（騸 Elusive Quality）北米２勝

祖母キャットインカ Catinca（95 Storm Cat）北米９勝，ラフィアンＨ-G1，ファーストフラ
イトＨ-G2，トップフライトＨ-G2，シュヴィーＨ-G2，ギャラントブルームＨ-G3，ベ
ドーロージズＢＣＨ-G3，テストＳ-G1３着，ヘンプステッドＨ-G1３着，バレリ
ーナＨ-G1３着，ベルデイムＳ-G1３着。産駒

マネイジド アカウント Managed Account（騸 Malibu Moon）北米７勝，Toccet
S-L，Governor's Cup H，John B.Campbell H２着

三代母インカレガシー Inca Legacy（87 Saratoga Six）北米３勝，ＣＣＡオークス-G1
４着。インカ キング Inca King（ジェファースンカップＳ-G2），ハードレガ
シー Hard Legacy（リグレットＳ-G3）の三代母

四代母インカ クイーン Inca Queen（68 Hail to Reason）北米８勝，コロンビアナＨ

【競走成績】中央入着，２着１回［収得賞金 \2,500,000］

【繁殖成績】
2011 流産（フジキセキ）
12 リュウワンラララ（牝 ネオユニヴァース）東海�４勝
13 ワカチナ（牝 ゼンノロブロイ）南関東�３勝
14 リープスプラウト（牡ゴールドアリュール）東海�３勝，中央入着，南関東�３勝，

高知�２勝
15 ヒロノゴールド（牡ゴールドアリュール）４戦
16 クレドール（牝 *エンパイアメーカー）北海道�入着
17 流産（*マジェスティックウォリアー）
18 インカインリー（牝 *マジェスティックウォリアー）不出走
19 種付せず
20 不受胎（トーセンラー）
21 （牡トゥザワールド）
22 不受胎（エイシンフラッシュ）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アポロノカンザシ

厩舎番号№201 *アポロノカンザシ Apollono Kanzashi（USA）

アポロサラブレッドクラブ＝東京都目黒区

2008年生
（14歳）
栗毛
米国産

�
�
�
�

ゴーストザッパー �
�
�

オーサムアゲイン �
�
Deputy Minister

天羽禮治牧場＝日高町清畠 ℡090（8370）6622

Awesome Again
Primal Force

Ghostzapper ベイビージップ �
�
Relaunch

Baby Zip鹿 2000 Thirty Zip

シークンファインド �
�
�

ジャイアンツコーズウェイ �
�
Storm Cat

Giant's Causeway
Mariah's Storm

Seeknfind
�
�
Seeking the Gold

*シーキングザパール鹿 2003 *ページプルーフ（17）

【*アポロケンタッキーを受胎（販売申込時）最終種付５月３日】

父ゴーストザッパー Ghostzapper は米国産，米年度代表馬，北米９勝，ＢＣクラシック
-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ジャスティファイ（米三冠，サンタアニタダービー-G1），*ドレフォ
ン（ＢＣスプリント-G1，フォアゴーＳ-G1），アメリカン ギャル（テストＳ-G1，ヒュマナディス
タフＳ-G1），サイレントポエト（ハイランダーＳ-G1），ギベオン（金鯱賞-G2）

母シークンファインド Seeknfind（03 Giant's Causeway）北米１勝。産駒
ルッキングレディLooking Ready（騸 More Than Ready）北米１勝，Awad S３

着，ピルグリムＳ-G3４着
シークンザジャイアントパール Seeknthegiantpearl（牝 ハットトリック）北米６勝
アーテンパスArtempus（騸 Unbridled's Song）北米２勝

祖母 *シーキングザパール（94 Seeking the Gold）米国産，７勝，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1，ニュージーランドＴ４歳Ｓ-JPN2，デイリー杯３歳Ｓ-JPN2，シルクロード
Ｓ-JPN3，シンザン記念-JPN3，フラワーＣ-JPN3，スプリンターズＳ-JPN1２着，
高松宮記念-JPN1２着，同４着，安田記念-JPN1３着，ローズＳ-JPN2３着，新
潟３歳Ｓ-JPN3３着，阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1４着，仏１勝，モーリスドギース
賞-G1，北米入着，サンタモニカＨ-G1４着。産駒

*シーキングザダイヤ（牡 Storm Cat）中央・南関東・兵庫�７勝，ニュージーランド
Ｔ-JPN2，日本テレビ盃-JPN2，浦和記念-JPN2，アーリントンＣ-JPN3，兵庫
ゴールドＴ-JPN3，クロッカスＳ-OP，ジャパンＣダート-JPN1２着（２回），フ
ェブラリーＳ-JPN1２着（２回），ＪＢＣクラシック-JPN1２着，東京大賞典
-JPN1２着，川崎記念-JPN1２着（２回），岩手�入着，マイルチャンピオ
ンシップ南部杯-JPN1２着。チリチャンピオンサイアー

ダイヴ Dive（牝 Storm Cat）北米１勝。コースタル ブリーズ Coastal Breeze（騸
*エンパイアメーカー：Mystic Lake Derby２着）の母

【競走成績】中央３勝，２着６回，３着１回，飛翼特別（芝1000ｍ），稲光特別（芝1000
ｍ），稲妻特別２着，さくらんぼ特別２着，駿風Ｓ３着
［収得賞金 \59,632,000］

【繁殖成績】
2015 死産（*アポロキングダム）
16 アポロノワキザシ（牝 *アポロキングダム）石川�４勝，佐賀�３勝，�
17 アポロティアモ（牡ヴィクトワールピサ）３勝，�
18 アポロドリーム（牝ドゥラメンテ）中央・兵庫�入着，石川�１勝
19 アポロプラネット（牡リオンディーズ）１勝，�
20 不受胎（*アポロキングダム）
21 （牝 *アポロソニック）
22 不受胎（*アポロケンタッキー）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アンジュデトワール

厩舎番号№202 アンジュデトワール Ange d'Etoile

アポロサラブレッドクラブ＝東京都目黒区

2012年生
（10歳）
鹿毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 ℡0146（46）2280

*サンデーサイレンス
Wishing Wellスペシャルウィーク

�
�
マルゼンスキーキャンペンガール黒鹿 1995 レディーシラオキ

�
�
�

�
�
Cozzene

*スターオブコジーン
Star Gemエンゼルカロ

�
�
*ノーザリーヤマフノーザリー鹿 1997 テスコエンゼル（1）
*キーンドラー系

【*アポロケンタッキーを受胎（販売申込時）最終種付５月17日】

父スペシャルウィークは門別産，10勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ-G1。主な産駒（ＢＭ
Ｓ）：エピファネイア（ジャパンＣ-G1，菊花賞-G1），ディアドラ（ナッソーＳ-G1，秋華賞
-G1），サートゥルナーリア（皐月賞-G1），リオンディーズ（朝日杯フューチュリティＳ-G1），ク
ラリティスカイ（ＮＨＫマイルＣ-G1），タイセイビジョン（京王杯２歳Ｓ-G2）

母エンゼルカロ（97 *スターオブコジーン）北海道�２勝，栄冠賞（Ｄ1000ｍ），中央２
勝，函館３歳Ｓ-JPN3（芝1200ｍ），ラベンダー賞-OP（芝1200ｍ），札幌３歳Ｓ
-JPN3３着，ファンタジーＳ-JPN3３着，淀短距離Ｓ-OP３着。産駒

コスモスペシャリー（牡 鹿スペシャルウィーク）３勝，栗子特別
ロングビクトリア（牝 鹿タニノギムレット）不出走。産駒

タケルオウジ（牡 *スウェプトオーヴァーボード）北海道�３勝，サンライズＣ，
南関東�１勝，黒潮盃２着，戸塚記念４着

モウカッテル（牡アンライバルド）１勝，北海道�２勝，�
アナンジュパス（牝 鹿ディープインパクト）３勝。産駒

ベデザンジュ（牝エピファネイア）３勝，�
アドマイヤカロ（牡 栗ゴールドアリュール）２勝

祖母ヤマフノーザリー（86 *ノーザリー）２勝。産駒
ヤマフディノス（牝 *ヘクタープロテクター）不出走。産駒

デンコウミサイル（牡ステイゴールド）４勝，千里山特別
三代母テスコエンゼル（77 *テスコボーイ）不出走。産駒
イワタケテスコ：岩手�14勝，桂樹杯，北上川大賞典２着
モガミフォード：南関東�７勝，大分�４勝，中津記念

四代母キタノリュウ（65 *モンタヴァル）１勝。産駒
テスコガビー：最優秀２歳牝馬，最優秀３歳牝馬，７勝，桜花賞，オークス，京成

杯，阪神４歳牝馬特別，京成杯３歳Ｓ，３歳Ｓ，東京４歳Ｓ２着
トドロキヒリュウ：南関東�10勝，東京大賞典，東京盃（２回），黒潮盃，中央入着
シャンティロード：５戦。トレードマーク（ダイヤモンドＳ-JPN3）の母

【競走成績】中央入着，２着１回，３着２回，北海道�１勝，２着１回，３着１回，南関
東�入着［収得賞金 \7,639,000］

【繁殖成績】
2017 不受胎（タイムパラドックス）
18 （牡 *アポロソニック）
19 アポロルタ（牝 *アポロキングダム）１勝，�
20 アポロサンデス（牡 *アポロソニック）未出走
21 （牝 *アポロキングダム）
22 （牡 *アポロケンタッキー）
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203 2022ジェイエス繁殖馬セール T0435‐02

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 オープンマインド

厩舎番号№203 オープンマインド Open Mind

アポロサラブレッドクラブ＝東京都目黒区

2015年生
（７歳）
鹿毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

藤川ファーム＝新ひだか町静内豊畑 ℡0146（46）2307

キングカメハメハ *マンファスロードカナロア
�
�
Storm Catレディブラッサム鹿 2008 *サラトガデュー

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスアグネスタキオン アグネスフローラレッドベルフィーユ

�
�
Lahib

*マンダララ栗 2010 Madiriya（9）

【*アポロケンタッキーを受胎（販売申込時）最終種付５月23日】

父ロードカナロアは新ひだか産，年度代表馬，中央・香港13勝，香港スプリント-G1（２
回）。父として，アーモンドアイ（ジャパンＣ-G1２回，牝馬三冠），サートゥルナーリア（皐月
賞-G1），パンサラッサ（ドバイターフ-G1），ダノンスマッシュ（香港スプリント-G1），ダノンス
コーピオン（ＮＨＫマイルＣ-G1），タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1）を出す

母レッドベルフィーユ（10 アグネスタキオン）４戦，入着。産駒
レッドサイオン（騸 鹿ロードカナロア）４勝，春興Ｓ，ｔｖｋ賞，�
ミニョン（牝 黒鹿ホッコータルマエ）入着，南関東�１勝，�

祖母 *マンダララMandalara（97 Lahib）愛国産，仏１勝。産駒
マンデシャ Mandesha（牝 Desert Style）全欧３歳牝馬チャンピオン，仏６勝，ア

スタルテ賞-G1，ヴェルメイユ賞-G1，オペラ賞-G1，コリダ賞-G2，Prix Ur-
ban Sea-L，サンクルー大賞典-G1２着，フォワ賞-G2２着，英入着，ナッソ
ーＳ-G1２着。産駒

マンドゥール Mandour（牡 Smart Strike）仏２勝，ドラール賞-G2２着，イス
パーン賞-G1３着，ギシュ賞-G3３着，ゴントービロン賞-G3４着，英
１勝，Gala S-L。種牡馬

マンダリMandali（騸 Sinndar）仏２勝，Prix de la Porte de Madrid-L３着，仏障
６勝

レッドシェリール（牝 ゼンノロブロイ）２勝。産駒
レッドアルマーダ（騸ロードカナロア）３勝，ＨＴＢ賞，二王子特別，国分寺特

別
レッドラマンシュ（牡ロードカナロア）１勝，�

レッドマジュール（牝ディープインパクト）３勝
三代母マディリヤ Madiriya（87 Diesis）英４勝，Galtres S-L。産駒
マンダー Manndar：英２勝，Fairway S-L，北米２勝，ウッドフォードリザーヴターフ

クラシックＳ-G1，マンハッタンＨ-G1，ハリウッドダービー-G1２着，アーリン
トンミリオン-G1２着，サン ガブリエルＨ-G2２着，同３着，ニッカボッカー
Ｈ-G2２着，仏入着，ユジェーヌアダム賞-G2３着。種牡馬

マンディラク Mandilak：英１勝，伊７勝，Premio di Lombardia-L，Premio Am-
brosiano-L，エリントン賞-G2３着，フェデリコテシオ賞-G3４着

マナニイア Mananiyya：英１勝，ムシドラＳ-G3４着

【競走成績】中央１戦

【繁殖成績】
2020 マサハヤラヴォー（牡ヴィクトワールピサ）未出走
21 流産（*アポロケンタッキー）
22 （牡 *アポロケンタッキー）
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204 2022ジェイエス繁殖馬セール T0420‐23

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 ポエティックターン

厩舎番号№204 ポエティックターン Poetic Turn

アポロサラブレッドクラブ＝東京都目黒区

2010年生
（12歳）
鹿毛
日高産

�
�
�
�

ピヴォタル �
�
�

ポーラーファルコン �
�
Nureyev

タニグチ牧場＝新冠町高江 ℡0146（47）3088

Polar Falcon
Marie d'Argonne

Pivotal フィアレスリヴァイヴァル �
�
Cozzene

Fearless Revival栗 1993 Stufida

�
�
�

シーキング ザゴールド �
�
Mr. Prospector

Seeking the Gold
Con Game

*リメレンス ニジンスキーズラヴァー �
�
Nijinsky

Nijinsky's Lover鹿 2004 Luv Luvin'（9）

【*アポロケンタッキーを受胎（販売申込時）最終種付５月５日】

父ピヴォタル Pivotal は英国産，英４勝，ナンソープＳ-G1。仏２歳チャンピオンサイア
ー。英愛ＢＭＳチャンピオン。主な産駒（ＢＭＳ）：ラヴ（英オークス-G1），クラックスマン
（チャンピオンＳ-G1２回），ナシュワ（仏オークス-G1），ハモサ（英1000ギニー-G1），マジ
カル（チャンピオンＳ-G1），ミッキーロケット（宝塚記念-G1）

母 *リメレンス Limerence（04 Seeking the Gold）米国産，仏１勝，Prix de la Cali-
fornie-L２着，Prix Aymeri de Mauleon-L３着。産駒

レッドレビン（騸 鹿キズナ）２勝，�
ノヴィア（牝 鹿 *ハードスパン）１勝。産駒

シナジーエフェクト（牡 *パイロ）１勝，�
エンチャンター（牡 鹿 *コマンズ）高知�６勝
スカイフック（牡 鹿ディープスカイ）石川�５勝

祖母ニジンスキーズ ラヴァー Nijinsky's Lover（87 Nijinsky）北米４勝，San Cleme-
nte H-L，Moonglow S，Providencia S３着。産駒

ダンス マスター Dance Master（牡 Gone West）北米４勝，バシュフォード マナ
ーＳ-G2，Anderson Fowler S２着，Gilded Time S-L３着。種牡馬

ナニンジャ Naninja（騸 Alysheba）仏２勝，Prix La Fleche-L２着，北米７勝，サ
ンシメオンＨ-G3，Live the Dream H-L，アメリカンＨ-G2２着

ファンタジー ロワイヤル Fantasy Royale（牝 Pleasant Colony）愛１勝，Chal-
lenge S-L３着。インペラドール Imperador（牡 Treasure Beach：亜
2000ギニー大賞典-G1，ミゲルＡ.マルチネスデ オス大賞典-G1）の祖母

カプチーノクイーン Cappucino Queen（牝 Java Gold）北米１戦。ゴースト クイー
ン Ghost Queen（牝 Silver Ghost：Hoosier Debutante S-L），モカ クイ
ーン Mocha Queen（牝 Cozzene：Zenobia Empress H）の母

【競走成績】中央４戦，入着［収得賞金 \500,000］

【繁殖成績】
2014 アポロセシル（牝フリオーソ）兵庫�３勝
15 生後直死（*アポロキングダム）
16 アポロチーター（牡 *アポロキングダム）２勝
17 アポロファルコン（牝 ベルシャザール）入着，兵庫�４勝，�
18 アポロスマイル（牝 *アポロキングダム）入着，石川�２勝，加賀友禅賞４着，徽

軫賞５着，�
19 アポロリップ（牝 *アポロキングダム）入着，�
20 アポロホーパス（牝 *キンシャサノキセキ）未出走
21 （牡 *アポロキングダム）
22 不受胎（*アポロキングダム）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.09.13 16.24.42 Page 204(1)



205 2022ジェイエス繁殖馬セール T0383‐29

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アポロレイア

厩舎番号№205 アポロレイア Apollo Leia

アポロサラブレッドクラブ＝東京都目黒区

2015年生
（７歳）
鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

レモンドロップキッド �
�
Kingmambo

天羽禮治牧場＝日高町清畠 ℡090（8370）6622

Lemon Drop Kid
Charming Lassie

*アポロキングダム ベラガット �
�
Storm Cat

Bella Gatto栗 2003 Winter Sparkle

�
�
�

セイントリアム �
�
Saint Ballado

Saint Liam
Quiet Dance

*アポロジャスミン バーンスタインズ ベイブ �
�
Bernstein

Bernstein's Babe鹿 2007 The Babe（8）

【*アポロケンタッキーを受胎（販売申込時）最終種付３月12日】

父*アポロキングダムは米国産，２勝。父として，アポロマーベリック（最優秀障害馬，中山
グランドジャンプ，中山大障害），アポロビビ（ジャニュアリーＳ-OP，千葉Ｓ-OP，京葉Ｓ-L
２着），アポロスターズ（カンナＳ-OP），アポロユッキー（関東オークス-JPN2４着），パキラ
パワー（エーデルワイス賞-JPN3４着），シャインカメリア（ダリア賞-OP２着）を出す

母 *アポロジャスミン（07 Saint Liam）米国産，入着，東海�２勝。産駒
アポロノシンザン（騸 鹿 サクラバクシンオー）７勝，京葉Ｓ-L，信越Ｓ-OP，新潟

日報賞，山陽特別，庄内川特別，クロッカスＳ-OP３着，京王杯２歳Ｓ-G2
５着

アポロノホウリン（牡 鹿 *キンシャサノキセキ）兵庫�２勝，中央１勝，岩手�５勝
アポロミッション（牡 鹿 *アポロキングダム）１勝
アポロリヤム（牡 青 *キンシャサノキセキ）１勝，�
アポロリリー（牝 黒鹿ディープブリランテ）入着，石川�２勝，�

祖母バーンスタインズ ベイブ Bernstein's Babe（02 Bernstein）北米２勝，Barretts
Debutante S２着。産駒

シチズン バーンスタイン Citizen Bernstein（牝 Proud Citizen）北米３勝。産駒
スマイリング アンジェロ Smiling Angelo（騸 Smiling Tiger）北米５勝，

Thor's Echo S３着
パージスタイン Purgestein（騸 Purge）北米２勝
ミスティファイミー Mystify Me（牝 Dialed In）北米１勝

三代母ザ ベイブ The Babe（80 Fleet Mel）英１勝，北米４勝。産駒
サトルトラブル Subtle Trouble：北米13勝，Sunny Slope S-L，Governor's Cup

H-L，Valiant Pete H，Debonaire Junior S，同３着，I'm Smokin' S，San
Miguel S-L２着，J. O. Tobin S-L２着，Mr. Prime Minister S２着，サ
ンカルロスＨ-G2３着，ペイロスヴァーデスＨ-G3３着，El Conejo H-L３
着，Bedside Promise H-L３着，Reb's Policy H-L３着，Bolsa Chica S
３着，Graduation S３着，Crystal Water H３着，Atherton S３着

四代母ベイブズウインド Babe's Wind（75 Windy Sands）北米入着。産駒
ジェントルブリーズ Gentle Breeze：北米２勝

五代母バルコニーズ ベイブ Balcony's Babe（68 First Balcony）北米15勝，Wilshire
H，Santa Ysabel S，Vallejo H，Tropicana H，Gateway to Glory S，ロングビ
ーチＨ２着，ミレイディＨ２着

【競走成績】中央２勝，２着２回，３着２回，岩手�１勝［収得賞金 \24,700,000］

【繁殖成績】
2021 （牡 *アポロケンタッキー）
22 不受胎（*アポロケンタッキー）
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206 2022ジェイエス繁殖馬セール T0841‐18

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アポロマーキュリー

厩舎番号№206 アポロマーキュリー Apollo Mercury

アポロサラブレッドクラブ＝東京都目黒区

2014年生
（８歳）
栗毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

レモンドロップキッド �
�
Kingmambo

賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 ℡080（8626）2763

Lemon Drop Kid
Charming Lassie

*アポロキングダム ベラガット �
�
Storm Cat

Bella Gatto栗 2003 Winter Sparkle

�
�
�

�
�
Nijinsky

*グランドオペラ
Glorious Songキタノオペラ

�
�
*ブレイヴェストローマンデーエスローマン栗 2001 ヒノデガール（11）

*クレイグダーロッチ系

【*アポロケンタッキーを受胎（販売申込時）最終種付５月９日】

父*アポロキングダムは米国産，２勝。父として，アポロマーベリック（最優秀障害馬，中山
グランドジャンプ，中山大障害），アポロビビ（ジャニュアリーＳ-OP，千葉Ｓ-OP，京葉Ｓ-L
２着），アポロスターズ（カンナＳ-OP），アポロユッキー（関東オークス-JPN2４着），パキラ
パワー（エーデルワイス賞-JPN3４着），シャインカメリア（ダリア賞-OP２着）を出す

母キタノオペラ（01 *グランドオペラ）石川�15勝，サラブレッドヤングチャンピオン（Ｄ
1700ｍ），サラブレッドフレッシュＣ（Ｄ1500ｍ），百万石賞２着，サラブレッド大
賞典２着，オータムスプリントＣ３着，読売レディス杯４着。産駒

アポロダッシュ（牡 栗 *アポロキングダム）２勝
アポロアベリア（牡 栗 *アポロソニック）２勝
ブルベアブロンゾ（牡 栗 *アポロキングダム）中央・佐賀�入着，南関東�３勝
アポロパトリック（騸 栗 *ロッコウオロシ）佐賀�４勝，兵庫�１勝
サーブルレーヌ（牝 栗 *カジノドライヴ）石川�３勝
ルビン（牝 鹿 *ホワイトマズル）南関東�１勝
シャインリターン（牝 芦 *スウェプトオーヴァーボード）佐賀�１勝

祖母デーエスローマン（92 *ブレイヴェストローマン）５戦，入着。産駒
コスモマドリード（牡 *エブロス）２勝，日向特別，東海�１勝
アフロテンユウ（牝 *オジジアン）３勝

三代母ヒノデガール（81 *イエローゴッド）南関東�４勝。産駒
マイネピクシー：１勝，阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1２着。産駒

エスパシオ：３勝，山吹賞，青葉賞-JPN3３着
四代母ルウーナ（65 *テューダーペリオッド）５勝。産駒
ラブリーユー：２勝

五代母ボストホマレ（58 ボストニアン）５勝。産駒
アサボシ：南関東�４勝，東海�７勝，東海桜花賞
ミスアリシドン：５勝，メイＳ，紅梅賞，４歳牝馬特別�２着，オークス４着。産駒

ダイワタイヨー：６勝，府中Ｓ，おけさ特別，京王杯オータムＨ-JPN3２着
テューダークイン：３勝，大原特別，障１勝。産駒
テューダーベンチ：１勝。コウエイスパート（神戸新聞杯-JPN2２着），コウエイ

ダッシュ（京都大賞典-JPN2３着）の祖母
ハマノルーフ：２勝。産駒
コーセイ：最優秀２歳牝馬，６勝，中山記念-JPN2，４歳牝馬特別�-JPN2，七

夕賞-JPN3，３歳牝馬Ｓ�-JPN3，桜花賞-JPN1２着

【競走成績】中央２勝，２着２回，３着３回［収得賞金 \30,400,000］

【繁殖成績】
2022 （牝 *アポロケンタッキー）
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207 2022ジェイエス繁殖馬セール T0314‐36

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アポロユッキー

厩舎番号№207 アポロユッキー Apollo Yukki

アポロサラブレッドクラブ＝東京都目黒区

2014年生
（８歳）
鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

レモンドロップキッド �
�
Kingmambo

春木ファーム＝日高町清畠 ℡090（8895）9805

Lemon Drop Kid
Charming Lassie

*アポロキングダム ベラガット �
�
Storm Cat

Bella Gatto栗 2003 Winter Sparkle

�
�
�

�
�
Gulch

*ワレンダー
So Gladワレンダークイン

�
�
*カコイーシーズマルゼンソロン黒鹿 2005 モガミソロン（5）

*シル系

【*アポロケンタッキーを受胎（販売申込時）最終種付５月12日】

父*アポロキングダムは米国産，２勝。父として，アポロマーベリック（最優秀障害馬，中山
グランドジャンプ，中山大障害），アポロビビ（ジャニュアリーＳ-OP，千葉Ｓ-OP，京葉Ｓ-L
２着），アポロスターズ（カンナＳ-OP），アポロユッキー（関東オークス-JPN2４着），パキラ
パワー（エーデルワイス賞-JPN3４着），シャインカメリア（ダリア賞-OP２着）を出す

母ワレンダークイン（05 *ワレンダー）東海�１戦，入着。産駒
グッドグラッド（牡 黒鹿ソングオブウインド）北海道�15勝，星雲賞，コスモバルク記

念２着，赤レンガ記念２着，ステイヤーズＣ３着，瑞穂賞３着（２回），南
関東�４勝

祖母マルゼンソロン（92 *カコイーシーズ）南関東�１戦。産駒
サダムチンゼイ（牡マルゼンスキー）入着，佐賀�５勝
ブループライド（牡 *レオンプライド）南関東�３勝
ヤマイチワールド（牡 *レオンプライド）北海道�１勝

三代母モガミソロン（83 *パーソロン）２勝。産駒
アプレシェ：不出走。産駒

マルノマンハッタン：南関東�４勝，桜花賞
ロードスウェアー：２勝，米山特別
ローレルオードリー：１勝，兵庫�５勝。産駒

ペルセウスシチー：４勝，鈴鹿Ｓ，鋸山特別，�
マルゼンキャロル：南関東�２勝。産駒

ネイビータッチ：北海道�１勝。産駒
パレスエベレスト：３勝，函館日刊スポーツ杯，基坂特別

クリスタルキャロル：北海道�２勝。産駒
トミノダンディ：東海・石川�13勝，オータムＣ，イヌワシ賞，兵庫�入着，兵

庫チャンピオンシップ-JPN2４着
四代母 *シル Shill（70 Buckpasser）米国産，不出走。産駒
マルゼンスキー：最優秀２歳牡馬，８勝，朝日杯３歳Ｓ，日本短波賞，短距離Ｓ，

府中３歳Ｓ，いちょう特別。２歳チャンピオンサイアー
マルゼンキール：１勝。�ブルーラッド（浦和記念-JPN2），レッツゴーキリシマ（関

屋記念-G3），ゴウゴウキリシマ（シンザン記念-JPN3），ゴールドキリシ
マ（京都２歳Ｓ-L）の祖母

【競走成績】中央３勝，３着１回，南関東�１勝，関東オークス-JPN2４着
［収得賞金 \38,040,000］

【繁殖成績】
2021 （牡 *アポロソニック）
22 死産（*アポロケンタッキー）
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208 2022ジェイエス繁殖馬セール T0281‐08

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アポロアミ

厩舎番号№208 アポロアミ Apollo Ami

アポロサラブレッドクラブ＝東京都目黒区

2015年生
（７歳）
鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 ℡0146（46）2280

ディープインパクト *ウインドインハーヘアディープブリランテ
�
�
Loup Sauvage

*ラヴアンドバブルズ鹿 2009 *バブルドリーム

�
�
�

�
�
Roberto

*ブライアンズタイム
Kelley's Dayスイートピグレット

�
�
Caerleon

*クロカミ栗 2004 *ミルド（4）

【*アポロケンタッキーを種付けして不受胎（販売申込時）】

父ディープブリランテは新冠産，３勝，ダービー-G1，東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3。父とし
て，モズベッロ（日経新春杯-G2），セダブリランテス（中山金杯-G3，ラジオＮＩＫＫＥＩ
賞-G3），ラプタス（サマーチャンピオン-JPN3，かきつばた記念-JPN3２回），ミッキーブリラ
ンテ（ニューイヤーＳ-L），ナムラドノヴァン（阪神大賞典-G2３着）を出す

母スイートピグレット（04 *ブライアンズタイム）南関東�１勝。産駒
ヒーローメーカー（牡 黒鹿 *エンパイアメーカー）１勝
ゴロウマルウィン（牡 芦 *クロフネ）岩手�７勝
ファルキート（騸 黒鹿リーチザクラウン）南関東�１勝，岩手�４勝，�
ミリミリMilimili（牝 栗リアルインパクト）シンガポール２勝

祖母 *クロカミ（93 Caerleon）愛国産，７勝，京王杯オータムＨ-JPN3，府中牝馬Ｓ
-JPN3，ターコイズＳ-OP，韓国馬事会杯-OP，牡丹賞，谷川岳Ｓ-OP２着，ＵＨ
Ｂ杯-OP２着，吾妻小富士オープン-OP２着，東京新聞杯-JPN3３着，中山牝
馬Ｓ-JPN3３着（２回），ニューイヤーＳ-OP３着。産駒

クロウキャニオン（牝 *フレンチデピュティ）１勝，兵庫�入着，兵庫ジュニアグランプ
リ-JPN3３着。産駒

ヨーホーレイク（牡ディープインパクト）３勝，日経新春杯-G2，紫菊賞，きさら
ぎ賞-G3２着，ホープフルＳ-G1３着，皐月賞-G1５着，�

カミノタサハラ（牡 ディープインパクト）３勝，弥生賞-G2，ホープフルＳ-L３
着，皐月賞-G1４着

ボレアス（牡 ディープインパクト）３勝，レパードＳ-G3，樅の木賞，いぶき賞
-OP２着，ユニコーンＳ-G3３着，阿蘇Ｓ-OP３着，南関東・東海�入
着，ジャパンダートダービー-JPN1２着，浦和記念-JPN2３着，名古屋
大賞典-JPN3４着

ベルキャニオン（牡ディープインパクト）３勝，プリンシパルＳ-L，湘南Ｓ，共同
通信杯-G3２着，ホープフルＳ-L２着，キャピタルＳ-L３着

マウントシャスタ（牡ディープインパクト）４勝，白百合Ｓ-OP，武庫川Ｓ，アルメ
リア賞，毎日杯-G3２着，大阪城Ｓ-L２着，リゲルＳ-OP２着，神戸新
聞杯-G2３着，宝塚記念-G1５着

ストーンリッジ（牡ディープインパクト）２勝，水無月Ｓ，きさらぎ賞-G3２着，�
ダンテスヴュー（牡キングカメハメハ）１勝，きさらぎ賞-G3２着，�
ラベンダーヴァレイ（牝ディープインパクト）４勝，チューリップ賞-G3３着

チトニア（牝 *フレンチデピュティ）４勝，神奈川新聞杯，マカオジョッキークラブＴ

【競走成績】中央１勝，２着４回，３着６回［収得賞金 \29,000,000］

【繁殖成績】
2022 （牝 *アポロケンタッキー）
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209 2022ジェイエス繁殖馬セール T0369‐49

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アポロプリンセス

厩舎番号№209 アポロプリンセス Apollo Princess

アポロサラブレッドクラブ＝東京都目黒区

2015年生
（７歳）
栗毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

スウィングフィールド牧場＝日高町富川東 ℡090（7515）2171

フジキセキ *ミルレーサーカネヒキリ
�
�
Deputy Minister

*ライフアウトゼア栗 2002 Silver Valley

�
�
�

�
�
Mr. Prospector

*フォーティナイナー
Fileイットービコー

�
�
モガミチャンピオンキープイットアップ鹿 1999 イットー（7）

*マイリー系

【*アポロケンタッキーを受胎（販売申込時）最終種付５月19日】

父カネヒキリは早来産，最優秀ダートホース（２回），中央・岩手・南関東�12勝，ジャパン
Ｃダート-G1，同-JPN1，フェブラリーＳ-JPN1，東京大賞典-JPN1，川崎記念-JPN1。父とし
て，ミツバ（川崎記念-JPN1），テーオーエナジー（兵庫チャンピオンシップ-JPN2），ディオス
コリダー（カペラＳ-G3），ロンドンタウン（エルムＳ-G3），アルタイル（オアシスＳ-L）を出す

母イットービコー（99 *フォーティナイナー）１勝，南関東�４勝。産駒
イットーオジョウ（牝 鹿ウインラディウス）入着，南関東�８勝
ビコーズオブラヴ（牝 青鹿 *マイネルラヴ）北海道�１勝，岩手�４勝
コパノマックレーン（牝 鹿ヴァーミリアン）石川�１勝，佐賀�２勝
ケンワイルド（牡 鹿 *ワイルドラッシュ）南関東�２勝
クローズユアアイズ（牝 鹿 サニーブライアン）岩手�２勝
イットーエンプレス（牝 黒鹿 *エンパイアメーカー）不出走。産駒

キープイットシンポ（牝 *エスケンデレヤ）２勝，�
フローラルドレス（牝 *ヨハネスブルグ）兵庫�５勝，中央１勝，�

祖母キープイットアップ（94 モガミチャンピオン）２戦。産駒
マイネトップレディ（牝 *ムタファーウエク）２勝，カーネーションＣ，芙蓉Ｓ-OP３着

三代母イットー（71 *ヴェンチア）最優秀２歳・古牝馬，７勝，高松宮杯，スワンＳ，サファ
イヤＳ，紅梅賞，白菊賞，阪神３歳Ｓ２着，マイラーズＣ２着。産駒

ハギノトップレディ：最優秀３歳牝馬，７勝，桜花賞，エリザベス女王杯，高松宮
杯，京都牝馬特別，巴賞，宝塚記念４着。産駒

ダイイチルビー：最優秀古牝馬，最優秀スプリンター，６勝，安田記念-JPN1，
スプリンターズＳ-JPN1，京王杯スプリングＣ-JPN2

ドリームドリーム：４勝，初冬特別，稲荷特別，勿来特別。ドリームサンデー（オ
ーストラリアＴ-L）の祖母

ウメノアスコット：１勝。マイネルセレクト（ＪＢＣスプリント-JPN1）の母
ハギノカムイオー：８勝，宝塚記念，高松宮杯，スワンＳ，スプリングＳ，神戸新聞

杯，京都新聞杯，桜草特別。種牡馬
カムイイットー：２勝，初雛賞，シンザン記念-JPN3３着。産駒

ステラアクトレス：入着，石川�２勝。アイオライト（ベテルギウスＳ-L，大沼Ｓ
-L，全日本２歳優駿-JPN1２着）の母

アイランドオリーブ：南関東�１勝。産駒
オギトゥインクル：１勝。ブルーショットガン（阪急杯-JPN3）の祖母

【競走成績】中央１勝，３着５回［収得賞金 \18,000,000］

【繁殖成績】
2021 （牡 *アポロキングダム）
22 （牡 *アポロケンタッキー）
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210 2022ジェイエス繁殖馬セール T0383‐29

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アポロジャスミン

厩舎番号№210 *アポロジャスミン Apollo Jasmine（USA）

アポロサラブレッドクラブ＝東京都目黒区

2007年生
（15歳）
鹿毛
米国産

�
�
�
�

セイントリアム �
�
�

セイントバラード �
�
Halo

天羽禮治牧場＝日高町清畠 ℡090（8370）6622

Saint Ballado
Ballade

Saint Liam クワイエットダンス �
�
Quiet American

Quiet Dance鹿 2000 Misty Dancer

バーンスタインズ ベイブ �
�
�

バーンスタイン �
�
Storm Cat

Bernstein
La Affirmed

Bernstein's Babe ザ ベイブ �
�
Fleet Mel

The Babe黒鹿 2002 Babe's Wind（8）

【*アポロキングダムを種付けして不受胎（販売申込時）】

父セイントリアム Saint Liam は米国産，米年度代表馬，北米９勝，ＢＣクラシック-G1。
主な産駒（ＢＭＳ）：シャープアステカ（シガーマイルＨ-G1），*アーチョコレート（フォール
ズシティＨ-G2），グレイスフル プリンセス（モリーピッチャーＳ-G3），フールズゴールド
（ワヤＳ-G3），カリフォルニアワン（ラコーパ-G3），アポロノシンザン（京葉Ｓ-L）

母バーンスタインズ ベイブ Bernstein's Babe（02 Bernstein）北米２勝，Barretts
Debutante S２着。産駒

シチズン バーンスタイン Citizen Bernstein（牝 Proud Citizen）北米３勝。産駒
スマイリング アンジェロ Smiling Angelo（騸 Smiling Tiger）北米５勝，

Thor's Echo S３着
パージスタイン Purgestein（騸 Purge）北米２勝
ミスティファイミー Mystify Me（牝 Dialed In）北米１勝
ラバーナ Rabhaana（牝 Any Given Saturday）サウジアラビア１勝

祖母ザ ベイブ The Babe（80 Fleet Mel）英１勝，北米４勝。産駒
サトルトラブル Subtle Trouble（騸 Native Prospector）北米13勝，Sunny Slo-

pe S-L，Governor's Cup H-L，Valiant Pete H，Debonaire Junior S，同
３着，I'm Smokin' S，San Miguel S-L２着，J. O. Tobin S-L２着，Mr.
Prime Minister S２着，サンカルロスＨ-G2３着，ペイロスヴァーデスＨ
-G3３着，El Conejo H-L３着，Bedside Promise H-L３着，Reb's Policy
H-L３着，Bolsa Chica S３着，Graduation S３着，Crystal Water H３
着，Atherton S３着，ハリウッドプレヴューＢＣＳ-G3４着

【競走成績】中央入着，２着２回，３着３回，東海�２勝［収得賞金 \10,370,000］

【繁殖成績】
2012 アポロノシンザン（騸 サクラバクシンオー）７勝，京葉Ｓ-L（Ｄ1200ｍ），信越Ｓ

-OP（芝1400ｍ），新潟日報賞（芝1400ｍ），山陽特別（芝1400ｍ），庄内
川特別（芝1400ｍ），クロッカスＳ-OP３着，京王杯２歳Ｓ-G2５着

13 アポロノホウリン（牡 *キンシャサノキセキ）兵庫�２勝，中央１勝，岩手�５勝
14 アポロミッション（牡 *アポロキングダム）１勝
15 アポロレイア（牝 *アポロキングダム）２勝，岩手�１勝
16 種付せず
17 アポロリリー（牝ディープブリランテ）入着，石川�２勝，�
18 フロントオブゲート（牝ミッキーアイル）不出走
19 アポロリヤム（牡 *キンシャサノキセキ）１勝，�
20 アポロノハガネ（牡ダイワメジャー）未出走
21 不受胎（*アポロケンタッキー）
22 （牡 *アポロケンタッキー）
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211 2022ジェイエス繁殖馬セール T0050‐39

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 マカリカ

厩舎番号№211 マカリカ Makalika

アポロサラブレッドクラブ＝東京都目黒区

2016年生
（６歳）
鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

奥山ファーム＝日高町正和 ℡090（7514）6442

キングカメハメハ *マンファスロードカナロア
�
�
Storm Catレディブラッサム鹿 2008 *サラトガデュー

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスディープインパクト *ウインドインハーヘアフィラデルフィア

�
�
*トニービンレディパステル黒鹿 2011 *ピンクタートル（1）

【*アポロケンタッキーを受胎（販売申込時）最終種付６月12日】

父ロードカナロアは新ひだか産，年度代表馬，中央・香港13勝，香港スプリント-G1（２
回）。父として，アーモンドアイ（ジャパンＣ-G1２回，牝馬三冠），サートゥルナーリア（皐月
賞-G1），パンサラッサ（ドバイターフ-G1），ダノンスマッシュ（香港スプリント-G1），ダノンス
コーピオン（ＮＨＫマイルＣ-G1），タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1）を出す

母フィラデルフィア（11 ディープインパクト）３戦。出走した産駒は１頭
祖母レディパステル（98 *トニービン）６勝，オークス-JPN1，府中牝馬Ｓ-JPN3，同３着，

中山牝馬Ｓ-JPN3，同３着，紫苑Ｓ-OP，ミモザ賞，目黒記念-JPN2２着，同４
着，フローラＳ-JPN2２着，東京競馬場リニューアル記念-L２着，メトロポリタン
Ｓ-OP２着，エリザベス女王杯-JPN1３着，同４着（２回），秋華賞-JPN1３着，
クイーンＳ-JPN3５着。産駒

ロードアクレイム（牡ディープインパクト）２勝，夏木立賞，神戸新聞杯-G2２着
*ロードロックスター（牡 *ロックオブジブラルタル）４勝，はなみずき賞，京都新聞杯

-G2３着
*ロードバロック（牡 *ロックオブジブラルタル）３勝，河北新報杯，岩手�１勝
パルテノン（牝キングカメハメハ）入着，兵庫�１勝。産駒
マテンロウオリオン（牡ダイワメジャー）２勝，シンザン記念-G3，万両賞，Ｎ

ＨＫマイルＣ-G1２着，ニュージーランドトロフィー-G2２着，�
ロードインファイト（牡 *キンシャサノキセキ）北海道�２勝，中央２勝，横手特

別，�
レディハピネス（牝 Montjeu）６戦。産駒

マテンロウハピネス（牡ダイワメジャー）４勝，橘Ｓ-OP，国立特別，フローラル
ウォーク賞，アーリントンＣ-G3３着，障２勝，東京ジャンプＳ４着

三代母 *ピンクタートル Pink Turtle（88 Blushing Groom）米国産，仏３勝，Prix
Madame Jean Couturie-L，ヴェルメイユ賞-G1２着，北米１勝。産駒

ポップアイコン：３勝。産駒
アルサトワ：５勝，大阪城Ｓ-L，但馬Ｓ，�

*ピノシェットPinochet：北米１勝。産駒
カフェピノコ：１勝。タマノブリュネット（レディスプレリュード-JPN2）の母，テーオ

ーケインズ（最優秀ダートホース，チャンピオンズＣ-G1，帝王賞
-JPN1）の祖母

【競走成績】中央入着，３着２回，北海道�入着，２着１回，３着１回
［収得賞金 \2,803,000］

【繁殖成績】
2021 生後直死（*アポロケンタッキー）
22 生後直死（*アポロケンタッキー）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 エイミーフレイバー

厩舎番号№212 エイミーフレイバー Amy Flavor

アポロサラブレッドクラブ＝東京都目黒区

2013年生
（９歳）
黒鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

キングマンボ �
�
Mr. Prospector

藤川ファーム＝新ひだか町静内豊畑 ℡0146（46）2307

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

�
�
�

�
�
Devil's Bag

*タイキシャトル *ウェルシュマフィンマイルストーン
�
�
Be My Guest

*インヴァイト栗 2007 Burghclere（2）

【*アポロケンタッキーを受胎（販売申込時）最終種付４月23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，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳチャンピオン。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），ジオグリフ（皐月賞-G1），ソダシ（桜花
賞-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念-G1）

母マイルストーン（07 *タイキシャトル）入着。産駒
ティーティーエイト（牝 芦 *スウェプトオーヴァーボード）兵庫�３勝，�
ドリームレイ（牝 栗 *カジノドライヴ）東海�２勝

祖母 *インヴァイト Invite（86 Be My Guest）愛国産，英２勝。産駒
ウインクリューガー（牡 *タイキシャトル）４勝，ＮＨＫマイルＣ-JPN1，アーリントン

Ｃ-JPN3，スワンＳ-JPN2３着，阪急杯-JPN3３着，障１勝。種牡馬
タニノハイクレア（牝 *クロフネ）４勝，トリトンＳ，周防灘特別。産駒
ウインシャトレーヌ（牝ダイワメジャー）５勝，ＴＶｈ賞，葉山特別，石狩特別
エーデルメイシュ（牝ヴィクトワールピサ）３勝，赤倉特別

リザーブシート（牝 *クリエイター）入着。産駒
ソリッドプラチナム（牝ステイゴールド）３勝，マーメイドＳ-JPN3，同-G3３着

（２回），白百合Ｓ-OP２着，愛知杯-JPN3３着
アロンザモナ（牝 *ストリートセンス）２勝，紅梅Ｓ-OP
スマートリバティー（牡ステイゴールド）４勝，小牧特別，積丹特別，障２勝
ハーマジェスティ（牝 *ラムタラ）３勝，蔵王特別
アスクレピアス（牝 *ヘクタープロテクター）入着。ヘイジームーン（牝アドマイヤ

ムーン：スイートピーＳ-L３着）の母，タイソウ（牡 モーリス：プリンシパ
ルＳ-L３着）の祖母

タイムオブトラブル Time of Trouble（牝 *ウォーニング）英仏・UAE３勝。産駒
マアドール Ma Adour（牡 In The Wings）仏２勝，伊入着，Premio del Cir-

co Massimo-L３着
アレグリアス（牝 *フォーティナイナー）１勝。産駒

スフィンクス（牝リンカーン）３勝，岩手�２勝，栗駒賞
三代母バーグクレア Burghclere（77 Busted）英１勝，リブルスデイルＳ-G2４着。産駒
*ウインドインハーヘア Wind In Her Hair：英独３勝，アラル ポカル-G1。ディープ

インパクト（年度代表馬２回，三冠，ジャパンＣ-G1）の母

【競走成績】南関東�１勝，２着５回，３着３回［収得賞金 \5,727,000］

【繁殖成績】
2020 アポロパドメ（牝 *ダンカーク）未出走
21 （牝 *アポロケンタッキー）
22 （牝 *アポロソニック）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アポロオスカー

厩舎番号№213 アポロオスカー Apollo Oscar

アポロサラブレッドクラブ＝東京都目黒区

2013年生
（９歳）
鹿毛
浦河産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

タニグチ牧場＝新冠町高江 ℡0146（47）3088

*サンデーサイレンス
Wishing Wellスペシャルウィーク

�
�
マルゼンスキーキャンペンガール黒鹿 1995 レディーシラオキ

�
�
�

�
�
*カンパラ

*トニービン
Severn Bridgeペリーヌ

�
�
Caerleon

*ケイシー鹿 1997 Kiss（1）

【*アポロケンタッキーを受胎（販売申込時）最終種付５月21日】

父スペシャルウィークは門別産，10勝，ダービー-JPN1，ジャパンＣ-G1。主な産駒（ＢＭ
Ｓ）：エピファネイア（ジャパンＣ-G1，菊花賞-G1），ディアドラ（ナッソーＳ-G1，秋華賞
-G1），サートゥルナーリア（皐月賞-G1），リオンディーズ（朝日杯フューチュリティＳ-G1），ク
ラリティスカイ（ＮＨＫマイルＣ-G1），タイセイビジョン（京王杯２歳Ｓ-G2）

母ペリーヌ（97 *トニービン）不出走。産駒
テイエムオーロラ（牝 青鹿マンハッタンカフェ）６勝，府中牝馬Ｓ-G3，パールＳ，

西宮Ｓ，マーメイドＳ-G3３着
レジェンドロック（牡 黒鹿 マンハッタンカフェ）岩手�４勝，せきれい賞，サファイア

賞，はまなす賞，ＯＲＯカップ２着，オパールＣ３着
プリンシプルレディ（牝 鹿 *アグネスデジタル）１勝。産駒

クロスウィンド（牝ヴァーミリアン）北海道�４勝，王冠賞，ブロッサムＣ，北海優
駿２着，南関東�２勝，ロジータ記念

ビゴロッソ（牡 鹿 *ヘクタープロテクター）東海�１勝，高知�４勝
メリメントピクシー（牝 鹿 *オース）南関東�２勝
ザッツグレート（牡 鹿 *ワイルドラッシュ）南関東�２勝

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

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

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

デルサルト Delsarte（牡 Theatrical）英２勝，Newmarket S-L
レジーナムンディRegina Mundi（牝 Montjeu）伊３勝，Premio Paolo Mez-

zanotte-L３着。*ロック Rocques（牝 Lawman：オマール賞-G3）の
母

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

サイレントクルーズ（牡 *サンデーサイレンス）５勝，仲春特別，皆生特別，九重特別

【競走成績】中央１勝，２着２回，３着３回［収得賞金 \17,600,000］

【繁殖成績】
2019 カチガラス（牡 *アポロソニック）兵庫�入着
20 不受胎（*アポロソニック）
21 （牝 *アポロケンタッキー）
22 （牝 *アポロケンタッキー）
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販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 エクスポジション

厩舎番号№214 エクスポジション Exposition

アポロサラブレッドクラブ＝東京都目黒区

2015年生
（７歳）
鹿毛
日高産

�
�
�
�

エクシードアンドエクセル �
�
�

�
�
Danzig

へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 ℡0146（46）2280

*デインヒル
Razyana

Exceed And Excel パトローナ �
�
Lomond

Patrona鹿 2000 Gladiolus

�
�
�

ストリートクライ �
�
Machiavellian

Street Cry
Helen Street

*エクスプレスリー エクスプレスウェイ �
�
Ahmad

Express Way栗 2010 Escaline（6）

【*アポロキングダムを受胎（販売申込時）最終種付４月４日】

父エクシードアンドエクセル Exceed And Excel は豪州産，豪７勝，ＶＲＣニューマ
ーケットＨ-G1。豪総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒（ＢＭＳ）：アンソニーヴァン
ダイク（英ダービー-G1），テンソヴリンズ（ジュライＣ-G1），ローズ オブインディシー（ジャ
ンプラ賞-G1），*マジックアティテュード（ベルモントオークス招待Ｓ-G1）

母 *エクスプレスリー Expressly（10 Street Cry）愛国産，英１勝。産駒
ボルスター Bolster（牡 Incurable Optimist）亜２勝

祖母エクスプレスウェイExpress Way（93 Ahmad）亜入着。産駒
リオ デ ラ プラタ Rio de La Plata（牡 Rahy）英５勝，ヴィンティジＳ-G2，ストレン

ソールＳ-G3，サセックスＳ-G1３着，仏１勝，ジャンリュックラガルデール
賞-G1，仏2000ギニー-G1２着，ムーランドロンシャン賞-G1２着（２回），
ジャン プラ賞-G1３着，伊２勝，ヴィトリオ ディカプア賞-G1，ローマ賞
-G1，同２着，愛入着，愛ナショナルＳ-G1２着。種牡馬

エル エスプレシボ El Expresivo（牡 Candy Stripes）亜７勝，Ｒ.シェヴァリエ夫
妻大賞典-G1。種牡馬

エプシロン Epsilon（牡 Acceptable）亜２勝，ブエノスアイレス州賞-G2２着。種牡
馬

アラビアンビューティArabian Beauty（牝 Shamardal）英２勝。産駒
ドバイアイコン Dubai Icon（騸 New Approach）英４勝，UAE１勝，Curlin S

-L２着
エルフィElfy（牝 Equalize）亜１勝。産駒

エレクタ Elekta（牝 Violence）亜２勝，Premio Espirita-L３着
三代母エスカリン Escaline（87 Hawk）不出走。産駒
エクスプレスタイム Express Time：亜入着。産駒

エラゴン Eragon：亜10勝，ホアキンＳ.デ アンチョレナ大賞典-G1，パレルモ競
馬場大賞典-G1，エストレラスマイル大賞典-G1，エクアドル賞-G2

エル アトランティコ El Atlantico：亜７勝，インバソール賞-G2，ホアキンＳ.
デ アンチョレナ大賞典-G1２着，亜グランクリテリウム-G1３着

エスカリナタEscalinata：亜２勝。産駒
ブラックオーキッド Black Orchid：北米１勝。エディトリアル コメント Edito-

rial Comment（サンティアゴルーロ賞-G2）の祖母

【競走成績】中央３戦，入着，東海�入着，３着１回［収得賞金 \540,000］

【繁殖成績】
2020 アポロパシュート（騸 *タリスマニック）１戦，�
21 （牡 *アポロケンタッキー）
22 （牝 *アポロケンタッキー）
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215 2022ジェイエス繁殖馬セール T0643‐41

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐09‐07 アポロドリーム

厩舎番号№215 アポロドリーム Apollo Dream

アポロサラブレッドクラブ＝東京都目黒区

2018年生
（４歳）
鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

天羽禮治牧場＝日高町清畠 ℡090（8370）6622

キングカメハメハ *マンファスドゥラメンテ
�
�
*サンデーサイレンスアドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

�
�
�

ゴーストザッパー �
�
Awesome Again

Ghostzapper
Baby Zip

*アポロノカンザシ シークンファインド �
�
Giant's Causeway

Seeknfind栗 2008 *シーキングザパール（17）

【*アポロケンタッキーを受胎（販売申込時）最終種付３月10日】

父ドゥラメンテは安平産，最優秀３歳牡馬，５勝，ダービー-G1，皐月賞-G1。父として，タ
イトルホルダー（菊花賞-G1，天皇賞・春-G1，宝塚記念-G1），スターズオンアース（オーク
ス-G1，桜花賞-G1），アリーヴォ（小倉大賞典-G3），ドゥーラ（札幌２歳Ｓ-G3），バーデン
ヴァイラー（マーキュリーＣ-JPN3），アスコルターレ（マーガレットＳ-L）を出す

母 *アポロノカンザシ（08 Ghostzapper）米国産，３勝，飛翼特別（芝1000ｍ），稲光特別
（芝1000ｍ）。産駒

アポロティアモ（牡 栗ヴィクトワールピサ）３勝，�
アポロプラネット（牡 青鹿リオンディーズ）１勝，�
アポロノワキザシ（牝 栗 *アポロキングダム）石川�４勝，佐賀�３勝，�

祖母シークンファインド Seeknfind（03 Giant's Causeway）北米１勝。産駒
ルッキングレディLooking Ready（騸 More Than Ready）北米１勝，Awad S３

着，ピルグリムＳ-G3４着
シークンザジャイアントパール Seeknthegiantpearl（牝 ハットトリック）北米６勝
アーテンパスArtempus（騸 Unbridled's Song）北米２勝
ドーロトゥモロー D'oro Tomorrow（牝 Medaglia d'Oro）北米１勝

三代母 *シーキングザパール（94 Seeking the Gold）米国産，７勝，ＮＨＫマイルＣ
-JPN1，ニュージーランドＴ４歳Ｓ-JPN2，デイリー杯３歳Ｓ-JPN2，シルクロード
Ｓ-JPN3，シンザン記念-JPN3，フラワーＣ-JPN3，スプリンターズＳ-JPN1２着，
高松宮記念-JPN1２着，同４着，安田記念-JPN1３着，ローズＳ-JPN2３着，新
潟３歳Ｓ-JPN3３着，阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1４着，仏１勝，モーリスドギース
賞-G1，北米入着，サンタモニカＨ-G1４着。産駒

*シーキングザダイヤ：中央・南関東・兵庫�７勝，ニュージーランドＴ-JPN2，日本
テレビ盃-JPN2，浦和記念-JPN2，アーリントンＣ-JPN3，兵庫ゴールドＴ
-JPN3，クロッカスＳ-OP，ジャパンＣダート-JPN1２着（２回），フェブラリー
Ｓ-JPN1２着（２回），ＪＢＣクラシック-JPN1２着，東京大賞典-JPN1２
着，同３着，川崎記念-JPN1２着（２回），帝王賞-JPN1５着，北関東・岩
手�入着，マイルチャンピオンシップ南部杯-JPN1２着，同４着，とちぎマ
ロニエＣ-JPN3３着。チリチャンピオンサイアー

ダイヴ Dive：北米１勝。産駒
コースタル ブリーズ Coastal Breeze：北米４勝，Mystic Lake Derby２着

四代母 *ページプルーフ Page Proof（88 Seattle Slew）米国産，北米１勝。テトラドラ
クマ（クイーンＣ-G3，オーロＣ-L）の三代母

【競走成績】中央・兵庫�入着，石川�１勝，３着１回［収得賞金 \1,092,000］

【繁殖成績】
2022年より供用
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