
1 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0315‐27

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 ドラゴンホマレ

厩舎番号№1 ドラゴンホマレ Dragon Homare

天羽禮治牧場＝日高町清畠 ℡090（8370）6622

2014年生
（９歳）
青鹿毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

天羽禮治牧場＝日高町清畠 ℡090（8370）6622

ディープインパクト *ウインドインハーヘアトーセンホマレボシ
�
�
*ノーザンテーストエヴリウィスパー鹿 2009 *クラフティワイフ

�
�
�

�
�
*デインヒル

*ロックオブジブラルタル
Offshore Boom

*プラチナチャリス
�
�
Rainbow Quest

*シルバーチャリス黒鹿 2006 *シルバーレーン（5）

【ファインニードルを受胎（販売申込時）最終種付５月１日】

父トーセンホマレボシは安平産，３勝，京都新聞杯-G2，ダービー-G1３着。父として，ミッ
キースワロー（日経賞-G2，セントライト記念-G2，七夕賞-G3，天皇賞・春-G1３着），セグ
レドスペリオル（萩Ｓ-L３着），ハイヒール（小倉日経オープン-OP３着），ダディーズマイン
ド（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3４着），カレングロリアーレ（相模湖特別）を出す

母 *プラチナチャリス（06 *ロックオブジブラルタル）英国産，わが国で入着。産駒
ロジチャリス（牡 栗ダイワメジャー）６勝，ダービー卿チャレンジＴ-G3，メイＳ-OP，

春興Ｓ，六社特別，芙蓉Ｓ-L２着，東風Ｓ-L３着，アイビーＳ-OP３着，エ
プソムＣ-G3４着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3４着

グレイル（牡 黒鹿 ハーツクライ）２勝，京都２歳Ｓ-G3，オールカマー-G2３着，セ
ントライト記念-G2３着

グッドスカイ（牝 鹿ステイゴールド）障３勝，新潟ジャンプＳ，阪神スプリングジャン
プ２着，東京ハイジャンプ２着，東京ジャンプＳ２着

祖母 *シルバーチャリス Silver Chalice（01 Rainbow Quest）愛国産，不出走。産駒
ゴールドチャリス（牝トゥザワールド）３勝，中京２歳Ｓ-OP，函館道新スポーツ杯，カ

ンナＳ-OP３着，フェニックス賞-OP３着
スコアズビー（牝 *ロックオブジブラルタル）入着。産駒
トゥルーハート（騸 ハーツクライ）１勝，障２勝，阪神ジャンプＳ４着

ポーカー（牡リアルインパクト）１勝，�
三代母 *シルバーレーン Silver Lane（85 Silver Hawk）米国産，仏３勝，グロット賞

-G3，ラクープドメゾンラフィット-G3２着，コリダ賞-G3２着，Prix des Tou-
relles-L２着，Prix de la Pepiniere-L２着，愛入着，愛オークス-G1３着。産駒

*ブラックホーク：９勝，スプリンターズＳ-JPN1，安田記念-JPN1，スワンＳ-JPN2，ダ
ービー卿チャレンジＴ-JPN3，阪急杯-JPN3。種牡馬

ピンクカメオ：４勝，ＮＨＫマイルＣ-JPN1，中山牝馬Ｓ-G3２着
カウアイレーン：５勝，ターコイズＳ-L，クイーンＳ-G3３着。産駒
ステイフーリッシュ：２勝，京都新聞杯-G2，サウジアラビア１勝，レッドシータ

ーフＨ-G3，UAE１勝，ドバイゴールドＣ-G2
シェイクスピア Shakespeare：愛３勝，Platinum S-L，香港２勝
ミスティシルヴァー Misty Silver：不出走。産駒
*シベリアンホーク：４勝，キャピタルＳ-L，エーデルワイスＳ。種牡馬

【競走成績】中央１勝［勝ち距離1800m］［収得賞金 \7,000,000］

【繁殖成績】
2020 カズノフウゲツ（牝 *ハービンジャー）未出走
21 （牝 *バトルプラン）
22 （牡 *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 2022.12.15 14.13.46 Page 1(1)



2 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0482‐21

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 アドマイヤウイング

厩舎番号№2 アドマイヤウイング Admire Wing

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2011年生
（12歳）
鹿毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

フクオカファーム＝浦河町東栄 ℡0146（25）2309

*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

�
�
�

�
�
Summer Squall

*カリズマティック
Bali Babe

*カリズマティックゴールド カラーオブゴールド �
�
Seeking the Gold

Color of Gold栗 2003 Sulemeif（10）

【セイウンコウセイを受胎（販売申込時）最終種付３月13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），ジ
ュンライトボルト（チャンピオンズＣ-G1），クラリティスカイ（ＮＨＫマイルＣ-G1）

母 *カリズマティックゴールド Charismatic Gold（03 *カリズマティック）米国産，北米入
着。産駒

ベルライン（牝 栗ダイワメジャー）３勝，東海�５勝，秋桜賞２着，オータムＣ２
着，梅見月杯３着，名古屋記念３着，兵庫�１勝，六甲盃。産駒

ベルピット（牡 *パイロ）北海道�４勝，ブリーダーズゴールドジュニアＣ，サッポ
ロクラシックＣ，ＪＢＣ２歳優駿-JPN3２着，サンライズＣ２着，�

エンヴァール（牡 栗ダイワメジャー）４勝，須磨特別，小倉日経オープン-OP２着
アドマイヤデルタ（牡 鹿 *キンシャサノキセキ）２勝，長万部特別，南関東�２勝，

�
クラシコ（牡 鹿 *キンシャサノキセキ）３勝
ビップクロエ（牝 鹿シルバーステート）１勝，�

祖母カラーオブゴールド Color of Gold（96 Seeking the Gold）不出走。産駒
*ローブデコルテ（牝 Cozzene）３勝，オークス-JPN1，紅梅Ｓ-OP，コスモス賞-OP２

着，阪急杯-G3３着，ＮＳＴオープン-OP３着，桜花賞-JPN1４着，阪神
ジュベナイルフィリーズ-JPN1４着，京都牝馬Ｓ-G3５着

*タップゴールド Tap Gold（牝 Pleasant Tap）北米３勝，Lady's Secret S-L２着，
Long Look S２着。産駒

バイタルフォース（騸 Quality Road）４勝，松戸特別
*クリニエルドゥオル（牝 Cozzene）佐賀�入着。産駒

プエルタデルソル（牡ステイゴールド）４勝，�
三代母スレマイフ Sulemeif（80 Northern Dancer）北米３勝，スワニーリヴァーＨ

-G3，Flower Girl H。ウィズオールプロバビリティWithallprobability（ボニ
ーミスＳ-G2）の母，ジェモロジスト Gemologist（ウッドメモリアルＳ-G1），ス
ティルインラブ（最優秀３歳牝馬，牝馬三冠）の祖母

【競走成績】中央２勝，２着４回，３着８回
［勝ち距離1800m～2000m］［収得賞金 \43,850,000］

【繁殖成績】
2019 セイウンリーチ（牡ドゥラメンテ）２戦
20 ニシノウール（牡 *ダンカーク）２戦，�
21 （牡 *ニューイヤーズデイ）
22 不受胎（*シニスターミニスター）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.12.15 14.13.46 Page 2(1)



3 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0315‐25

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 ナイトフライト

厩舎番号№3 ナイトフライト Night Flight

橋元 勇氣＝愛知県名古屋市

2008年生
（15歳）
栗毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
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ゴールドアリュール

�
�
Nureyev

*ニキーヤ栗 1999 Reluctant Guest

�
�
�

フューチャーストーム �
�
Storm Cat

Future Storm
Sea Sands

*ダウンライトオールライト
�
�
Star de Naskra

*ダーケストスター栗 1999 Minnie Riperton（5）

【*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23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 *ダウンライトオールライト Downright Alright（99 Future Storm）米国産，北米１
勝。産駒

スピリアカラーズ（牡 芦 Cozzene）兵庫�１勝
カンビセカイ（牝 青 *スウェプトオーヴァーボード）１戦。産駒

パーフェクトダイヤ（牡 *シーキングザダイヤ）１勝
祖母 *ダーケストスター Darkest Star（89 Star de Naskra）米国産，北米４勝。産駒
*サウスヴィグラス（牡 *エンドスウィープ）中央・高知・東海・北海道・岩手・南関東

�16勝，ＪＢＣスプリント-JPN1，根岸Ｓ-JPN3（２回），かきつばた記念
-JPN3，北海道スプリントＣ-JPN3（２回），同２着，クラスターＣ-JPN3，黒
船賞-JPN3，霜月Ｓ-OP，京葉Ｓ-OP，橿原Ｓ，貴船Ｓ，門松Ｓ，朱竹賞，東
京盃-JPN2２着，ガーネットＳ-JPN3２着，同３着。種牡馬

チアズウイナー（牡 *フォーティナイナー）２勝，ポインセチア賞
*ダークサファイア（牝 Out of Place）１勝。産駒

ローガンサファイア（牝ダイワメジャー）４勝，マーガレットＳ-L，紫川特別
セファーラジエル（牡キズナ）２勝，白百合Ｓ-L，�
コーディエライト（牝ダイワメジャー）１勝，新潟２歳Ｓ-G3２着
サフィロス（牡 *キンシャサノキセキ）２勝，カンナＳ-OP，岩手�３勝

ディスパースアスター Disperse a Star（牝 Dispersal）北米１勝。産駒
ハートアストレイHeart Astray（牝 Gone Astray）北米５勝，OBS Sprint S

３着

【競走成績】中央２勝，南関東�入着，２着１回
［勝ち距離1000m］［収得賞金 \13,540,000］

【繁殖成績】
2015 ライナス（牡 *パイロ）２勝，東海�２勝
16 不受胎（*タートルボウル）
17 ノビルメンテ（牝 *ワークフォース）東海�９勝，若草賞５着，�
18 マクフライト（牡 *マクフィ）４戦
19 不受胎（*シニスターミニスター）
20 サンテックス（牡 *マジェスティックウォリアー）入着，�
21 不受胎（*マジェスティックウォリアー）
22 （牝 *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 2022.12.15 14.13.46 Page 3(1)



4 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0266‐47

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 クリスタ

厩舎番号№4 クリスタ Krista

橋元 勇氣＝愛知県名古屋市

2014年生
（９歳）
青鹿毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

クリスエス �
�
Roberto

谷川牧場＝浦河町西幌別 ℡0146（28）1201

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

�
�
�

�
�
*トニービンジャングルポケット *ダンスチャーマーシーディドアラバイ

�
�
*サンデーサイレンスロココスタイル青鹿 2004 サクラハゴロモ（4）
*クリアアンバー系

【イスラボニータを受胎（販売申込時）最終種付３月22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），天
皇賞�-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）

母シーディドアラバイ（04 ジャングルポケット）１勝。産駒
ロッカフラベイビー（牝 黒鹿キングカメハメハ）４勝，佐渡Ｓ，十勝岳特別，スイート

ピーＳ-L３着，フラワーＣ-G3４着
タイセイララバイ（牝 青鹿 *シンボリクリスエス）３勝，筑紫特別，秋元湖特別
ノーエクスキューズ（騸 青鹿エピファネイア）１勝，�

祖母ロココスタイル（99 *サンデーサイレンス）不出走。産駒
ジャンバティスト（騸ジャングルポケット）東海�２勝，中央２勝，苫小牧特別

三代母サクラハゴロモ（84 *ノーザンテースト）２勝。産駒
サクラバクシンオー：最優秀短距離馬，11勝，スプリンターズＳ-JPN1（２回），スワ

ンＳ-JPN2，ダービー卿チャレンジＴ-JPN3，クリスタルＣ-JPN3，キャピタル
Ｓ-OP（２回），オータムスプリントＳ-OP，菖蒲Ｓ-OP，桜草特別，マイルチャ
ンピオンシップ-JPN1２着，京王杯オータムＨ-JPN3３着。種牡馬

スプリングコート：４勝，ジャニュアリーＳ，北大路特別，奥尻特別，中山牝馬Ｓ-JPN3
３着，大阪杯-JPN2５着。産駒

フローリッドコート：入着。産駒
ミッキードリーム：５勝，朝日チャレンジＣ-G3，大文字Ｓ，三宮特別，つ

ばき賞，中京記念-G3２着（２回），毎日杯-G3２着
ラトラヴィアータ：５勝，セプテンバーＳ，苗場特別，摩耶Ｓ-OP３着。産駒

リビアーモ：６勝，オーロＣ-L，秋風Ｓ，鷹巣山特別，若潮賞，古町特別，府中
牝馬Ｓ-G3４着，京都牝馬Ｓ-G3５着

アルフォンシーヌ：１勝，フラワーＣ-JPN3３着
プリンセスカメリア：１勝。産駒

アルフレード：最優秀２歳牡馬，３勝，朝日杯フューチュリティＳ-G1，きん
もくせい特別，ＮＨＫマイルＣ-G1２着，東京新聞杯-G3２着

フィリアプーラ：２勝，フェアリーＳ-G3，ターコイズＳ-G3４着

【競走成績】中央４戦

【繁殖成績】
2019 キルステン（牝 *アメリカンペイトリオット）入着，�
20 不受胎（ビッグアーサー）
21 クリングラー（牝 *マジェスティックウォリアー）未出走
22 不受胎（*ドレフォン）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.12.15 14.13.46 Page 4(1)



5 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0671‐69

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 シアワセデス

厩舎番号№5 シアワセデス Shiawasedesu

坂東牧場＝平取町川向 ℡01456（2）1545

2013年生
（10歳）
鹿毛
浦河産

�
�
�
�

�
�
�

フェアリーキング �
�
Northern Dancer

坂東牧場＝平取町川向 ℡01456（2）1545

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

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスフジキセキ *ミルレーサーシアワセナンダッケ

�
�
*トニービンミルズウィスパー青鹿 2003 *レッツキッス（20）

【*ホークビルを受胎（販売申込時）最終種付４月１日】

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）

母シアワセナンダッケ（03フジキセキ）１勝。産駒
ドラゴンムーン（牝 黒鹿アドマイヤムーン）兵庫�２勝
シアワセノキセキ（牝 鹿カンパニー）東海�２勝

祖母ミルズウィスパー（95 *トニービン）入着。産駒
ゼンノパルテノン（牡 *アフリート）中央・南関東�８勝，東京スプリント-JPN3，すば

るＳ-L，コーラルＳ-L，雅Ｓ，與杼特別，オアシスＳ-L２着
ビアンカシェボン（牝フジキセキ）１勝。産駒

ボンディマンシュ（騸ロードカナロア）４勝，門松Ｓ，�
フローラルビアンカ（牝 *ドレフォン）２勝，�

三代母 *レッツキッス Letkiss（82 Lyphard）米国産，仏３勝，Prix Coronation-L，Prix
des Tourelles-L２着。産駒

キスミーテンダー：６勝，道頓堀Ｓ，知立特別，別府特別，京王杯スプリングＣ-G2
２着，マイラーズＣ-JPN2２着，東京新聞杯-JPN3３着

キッスパシオン：３勝，淀屋橋Ｓ，大雪Ｈ，札幌３歳Ｓ-JPN3２着。産駒
アドマイヤキッス：５勝，ローズＳ-JPN2，京都牝馬Ｓ-G3，愛知杯-JPN3，同

-G3３着，チューリップ賞-JPN3，桜花賞-JPN1２着，府中牝馬Ｓ-G3
３着，オークス-JPN1４着，安田記念-G1４着，秋華賞-JPN1４着，マ
イラーズＣ-G2４着，エリザベス女王杯-JPN1５着（２回）

パッションダンス：７勝，新潟大賞典-G3（２回），新潟記念-G3，サンタクロー
スＨ，再度山特別，中山金杯-G3４着，鳴尾記念-G3４着，中日新
聞杯-G3４着（２回），小倉大賞典-G3５着

プラズマ：５勝，東雲賞，雄国沼特別，山中湖特別，巴賞-L２着
アドマイヤシェイク：１勝，デイリー杯２歳Ｓ-JPN2３着，佐賀�１勝
レッツビギン：２勝，白菊賞，紅梅賞-OP２着，エルフィンＳ-OP３着。産駒

ジェネシス：２勝，背振山特別
ソールデスタン：２勝，小倉城特別，岩手�１勝

ウインクキラー：３勝，ムーニーバレーＲＣ賞，白百合Ｓ-OP３着

【競走成績】中央１勝，２着３回，３着３回，兵庫�１勝
［勝ち距離1400m］［収得賞金 \29,650,000］

【繁殖成績】
2022 （牝グレーターロンドン）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.12.15 14.13.46 Page 5(1)



6 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0457‐62

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 ジューンアイリス

厩舎番号№6 ジューンアイリス June Iris

ヒダカファーム＝浦河町荻伏町 ℡0146（25）2258

2016年生
（７歳）
芦毛
浦河産

�
�
�
�

�
�
�

アンブライドルズソング �
�
Unbridled

ヒダカファーム＝浦河町荻伏町 ℡0146（25）2258

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

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

*コロナドズクエスト
Laughing Lookコロナガール

�
�
フジキセキタガノブルードレス栗 2005 *スパートⅡ（9）

【*ミスチヴィアスアレックスを受胎（販売申込時）最終種付４月14日】

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

母コロナガール（05 *コロナドズクエスト）１勝。産駒
コロナプリンセス（牝 栗デュランダル）１勝，石川�１勝
リョウランプリーモ（牡 黒鹿 *バゴ）入着，南関東�２勝，岩手�２勝，高知�５勝
コトブキ（牝 黒鹿エイシンフラッシュ）入着，南関東�２勝
ヴァネロペ（牝 栗フリオーソ）南関東�３勝，�

祖母タガノブルードレス（96フジキセキ）２勝。産駒
タガノマーシャル（牡 *コマンダーインチーフ）５勝，初夢Ｓ，ＴＶｈ賞，加古川特

別，野路菊Ｓ-OP２着，兵庫�１勝
タンゴノセック（牡 *アフリート）３勝，南関東�４勝，報知オールスターＣ３着，高知

�７勝，珊瑚冠賞，二十四万石賞，黒潮スプリンターズＣ
三代母 *スパートⅡ Spurt（91 Proper Reality）米国産，不出走。産駒
タガノフォーティ：６勝，オアシスＳ-OP，ペルセウスＳ-OP，仁川Ｓ-OP，伏竜Ｓ-OP，

飛梅賞，エルムＳ-JPN3３着，東海Ｓ-JPN2４着，マーチＳ-JPN3４着
スパートル：入着。産駒
ヴィーナスアロー：石川�８勝，石川ダービー，兼六園ジュニアＣ，金沢プリンセ

スＣ，金沢ヤングチャンピオン２着，金沢シンデレラＣ３着
四代母アルヴィアル Alluvial（69 Buckpasser）不出走。産駒
スルー オー ゴールド Slew o' Gold：米３歳・古牡馬チャンピオン，北米12勝，ジョッ

キークラブゴールドカップＨ-G1（２回），マールボロカップ招待Ｈ-G1，
ウッドウォードＳ-G1（２回），ホイットニーＨ-G1，ウッドメモリアルＳ-G1，ピ
ーターパンＳ-G2，ベルモントＳ-G1２着。種牡馬

コースタル Coastal：北米８勝，ベルモントＳ-G1，モンマス招待Ｈ-G1，ドゥワイアＳ
-G2，ピーターパンＳ-G3，ウッドウォードＳ-G1２着。種牡馬

ドッキ Dokki：不出走。アプティチュード Aptitude（ジョッキークラブゴールドカッ
プＨ-G1，ハリウッドゴールドＣ-G1），スリープ イージー Sleep Easy
（ハリウッドオークス-G1）の母

【競走成績】中央３戦，入着，３着１回［収得賞金 \1,300,000］

【繁殖成績】
2020 ジューンハート（牝ミッキーアイル）１戦，�
21 （牝エイシンヒカリ）
22 （牝ゴールドドリーム）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.12.15 14.13.46 Page 6(1)



7 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0565‐08

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 ギンザボナンザ

厩舎番号№7 ギンザボナンザ Ginza Bonanza

ヤマトレーシング＝神奈川県大和市

2007年生
（16歳）
青毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

三嶋牧場＝浦河町西舎 ℡0146（28）1138

*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

�
�
�

�
�
*カンパラ

*トニービン
Severn Bridgeアルウェン

�
�
*ノーザンテーストアドラーブル栗 1999 *エコルシュ（14）

【オルフェーヴルを受胎（販売申込時）最終種付３月23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。主な産
駒（ＢＭＳ）：ディバインフォース（ステイヤーズＳ-G2），アスクワイルドモア（京都新聞杯
-G2），ゼンゼラ（ＶＲＣウェイクフルＳ-G2），ハイランドピーク（エルムＳ-G3），エキュメニ
カル（ＳＡＪＣブリーダーズＳ-G3），ポリーグレイ（ＡＴＣエポナＳ-G3）

母アルウェン（99 *トニービン）１勝。産駒
ギンザボナンザ（牝 青 ゼンノロブロイ）本馬
サンライズウェイ（牡 栗ゴールドアリュール）３勝，中ノ岳特別
レッドルシアン（牝 栗 ゼンノロブロイ）１勝。産駒

インゴットバード（牡 *ディスクリートキャット）１勝，�
レッドサイファー（牡 栗フジキセキ）１勝
カンポデフィオーリ（牝 黒鹿 ゼンノロブロイ）１勝

祖母アドラーブル（89 *ノーザンテースト）３勝，オークス-JPN1，チューリップ賞-OP，桜花
賞-JPN1２着，紅梅賞-OP２着，エリザベス女王杯-JPN1４着。産駒

エモシオン（牡 *トニービン）５勝，京都記念-JPN2，カシオペアＳ-OP，すみれＳ
-OP，つわぶき賞，日経新春杯-JPN2２着，菊花賞-JPN1３着

サリーレ（牡 *トニービン）２勝，すみれＳ-OP，京都４歳特別-JPN3４着
三代母 *エコルシュ Ecorche（82 Big Spruce）米国産，北米５勝。ノーザンレインボ

ー（中山大障害）の母，エアピエール（佐賀記念-JPN3）の祖母

【競走成績】中央５勝，２着３回，３着２回，アネモネＳ-L（芝1600ｍ），ポプラＳ（芝
2000ｍ），同２着，かもめ島特別（芝1800ｍ），ひいらぎ賞（芝1600ｍ），ターコイ
ズＳ-L２着，隅田川特別２着，ニューイヤーＳ-L３着
［勝ち距離1600m～2000m］［収得賞金 \103,622,000］

【繁殖成績】
2014 ワイルドマックス（牡 *キングズベスト）岩手�１勝
15 ゴールドギア（牡ロードカナロア）５勝，メトロポリタンＳ-L（芝2400ｍ），緑風Ｓ

（芝2400ｍ），八雲特別（芝1800ｍ），札幌日経オープン-L２着，ニュー
ジーランドＴ-G2４着，目黒記念-G2５着（２回），東京スポーツ杯２歳
Ｓ-G3５着，�

16 ココリガストン（牡 *ハービンジャー）入着，�
17 ウインドアロー（騸 *キングズベスト）２戦
18 シー（牝 *ハービンジャー）１戦，入着
19 不受胎（ルーラーシップ）
20 ブラックルージュ（牝 ルーラーシップ）１戦，�
21 ギンザターゲット（牝リオンディーズ）未出走
22 （牡 サートゥルナーリア）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.12.15 14.13.46 Page 7(1)



8 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール F0718‐16

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 グレイトフルデッド

厩舎番号№8 グレイトフルデッド Grateful Dead

市川義美ホールディングス＝大阪府大阪市

2012年生
（11歳）
青鹿毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

ノーザンファーム＝安平町早来 ℡0145（22）3737

*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

�
�
�

セーヴルローズ �
�
Caerleon

Sevres Rose
Indian Rose

*ヴィアンローズ プランサス デヴィアヌ �
�
Kaldoun

Princesse de Viane青鹿 2002 Life On The Road（7）

【クリソベリルを受胎（販売申込時）最終種付４月１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 *ヴィアンローズ Viane Rose（02 Sevres Rose）仏国産，仏４勝，ノネット賞-G3（芝
2000ｍ），Prix Finlande-L（芝1800ｍ），プシケ賞-G3２着，Prix Rose de Mai
-L２着，ヴァントー賞-G3４着。産駒

アジュールローズ（牡 青鹿ヴィクトワールピサ）３勝，プリンシパルＳ-L
シュヴァリエローズ（牡 鹿ディープインパクト）３勝，萩Ｓ-L，寿Ｓ，福島民報杯-L

２着，若葉Ｓ-L２着，小倉日経オープン-OP２着，ホープフルＳ-G1５
着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3５着，新潟２歳Ｓ-G3５着，�

ローズノーブル（牝 青ディープインパクト）４勝，ＳＴＶ賞。産駒
ジュビリーヘッド（牡ロードカナロア）４勝，船橋Ｓ，札幌スポニチ賞，函館スプリ

ントＳ-G3２着，青函Ｓ-OP２着，�
ノーブルワークス（牝 *ワークフォース）２勝，喜多方特別

ローズミラクル（牡 青鹿フジキセキ）３勝，アクアマリンＳ，福島中央テレビ杯，韋駄
天Ｓ-OP３着，アイビスサマーダッシュ-G3５着，東海�１勝

アーズローヴァー（牝 鹿 *キンシャサノキセキ）３勝，知立特別
ライレローズ（牝 黒鹿ディープブリランテ）１勝，岩手�１勝

祖母プランサス デヴィアヌ Princesse de Viane（95 Kaldoun）仏１勝。産駒
オープンイーグル Open Eagle（騸 Montjeu）仏英７勝，英愛障４勝

三代母ライフオン ザロード Life On The Road（91 Persian Heights）不出走。産駒
フィル デ ヴィアヌ Fils de Viane：仏４勝，Prix de Courcelles-L
アリクスロード Alix Road：仏３勝，コンセイユド パリ賞-G2２着，サンタラリ賞-G1

３着。サンバル Sumbal（グレフュール賞-G2）の母
ベルドフランスBelle de France：仏２勝。ファング Fang（パン賞-G3）の母

【競走成績】中央１勝［勝ち距離1600ｍ］［収得賞金 \7,000,000］

【繁殖成績】
2016 ピサノメタルシティ（牡 *ハービンジャー）岩手�入着
17 デッドヘッズ（牡 ルーラーシップ）不出走
18 （牝 *ハービンジャー）
19 ベッカー（牡モーリス）不出走
20 プレスキル（牝エピファネイア）未出走
21 （牝 *ニューイヤーズデイ）
22 （牡 *ニューイヤーズデイ）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.12.15 14.13.46 Page 8(1)



9 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0461‐24

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 エビスオール

厩舎番号№9 *エビスオール Ebisu All（USA）

恵比寿牧場＝浦河町荻伏町 ℡0146（25）2105

2005年生
（18歳）
青鹿毛
米国産

�
�
�
�

チーフシアトル �
�
�

シアトルスルー �
�
Bold Reasoning

恵比寿牧場＝浦河町荻伏町 ℡0146（25）2105

Seattle Slew
My Charmer

Chief Seattle スケイティングオンシンアイス �
�
Icecapade

Skatingonthinice黒鹿 1997 Rain Shower

オークションキャット �
�
�

ストームバード �
�
Northern Dancer

Storm Bird
South Ocean

Auction Cat アンティックオークション �
�
Geiger Counter

Antique Auction鹿 1997 *オールドスタッフ（9）

【*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】

父チーフシアトル Chief Seattle は米国産，北米１勝，ＢＣジュヴェナイル-G1２着，シ
ャンペンＳ-G1２着。主な産駒（ＢＭＳ）：ボロ（シューメイカーマイルＳ-G1），ガリアナ（ペ
ルーオークス-G1，ペルー1000ギニー-G1），イカヤ（アウグストモスタホ バレラ賞-G3）。
父として，ボールドチーフテン（サンフランシスコマイルＳ-G2）を出す

母オークションキャットAuction Cat（97 Storm Bird）不出走。産駒
キャット カトルズ Cat Quatorze（牝 Louis Quatorze）北米４勝，Likely Ex-

change S
*デスコベルタ（牝 鹿 Mr. Greeley）１勝

祖母アンティックオークション Antique Auction（90 Geiger Counter）北米４勝，ス
ターシュートＳ-CAN2，Fanfreluche S，マイディアＳ-CAN3２着。産駒

*ストーンウェア（牡 Birdstone）５勝，ノベンバーＳ，湘南Ｓ，賢島特別，御在所特
別，若駒Ｓ-L２着，福島民報杯-L３着，小倉記念-G3５着

*インディアナカーヴ（牝 A. P. Indy）５勝，蓬莱峡特別，三宮特別。エクセラントカ
ーヴ（牝ダイワメジャー：京成杯オータムＨ-G3），フローラルカーヴ（牝ア
グネスタキオン：アネモネＳ-L２着）の母

*ネットオークション（牝 Storm Bird）１勝，南関東�２勝。コレクターアイテム（牝
ハーツクライ：アルテミスＳ-L）の母

*オステアアンティカ（牝 A. P. Indy）不出走。アウトディスタンス（牡 *カーネギー：新
潟２歳Ｓ-JPN3３着）の母

*アンティックタイル（牝 Fusaichi Pegasus）中央・石川�入着，東海�６勝。メイショ
ウケイメイ（牝 *ワークフォース：紅梅Ｓ-L）の祖母

【競走成績】中央３勝，２着１回，３着２回
［勝ち距離1150m～1300m］［収得賞金 \31,780,000］

【繁殖成績】
2013 エビスリアン（牡アドマイヤムーン）３勝，東海�６勝，くろゆり賞４着，白銀争覇

５着
14 不受胎（ゴールドアリュール）
15 ノヴァ（牝アドマイヤムーン）東海�４勝
16 チャピ（牝オルフェーヴル）東海�７勝，兵庫�１勝，�
17 ヴァンドゥメール（騸 *マジェスティックウォリアー）２勝
18 ミヤコノアカリ（牝オルフェーヴル）１勝，�
19 エコロシルヴィー（牝ジャスタウェイ）入着，�
20 ゲッティン（牝 *パイロ）１戦，�
21 不受胎（*パイロ）
22 不受胎（ゴールドドリーム）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.12.15 14.13.46 Page 9(1)



10 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0083‐15

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 カカアデンカ

厩舎番号№10 カカアデンカ Kakaadenka

エムシーホールディングス＝東京都新宿区 ℡03（6671）5463

2010年生
（13歳）
栗毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

レジェンドファーム＝新冠町古岸 ℡090（5220）5522

*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

*タバスコキャット
Barbicue Sauceスパイシークラウン

�
�
Gone West

*ウエストバイノースウエスト栗 2000 Star in the North（1）

【ファインニードルを受胎（販売申込時）最終種付５月７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）

母スパイシークラウン（00 *タバスコキャット）３勝，岡崎特別（芝1200ｍ）。産駒
レオンビスティー（牡 鹿 サクラバクシンオー）４勝，クリスマスローズＳ-OP，サンライ

ズＳ，ファルコンＳ-G3２着，ＵＨＢ賞-OP２着，兵庫�１勝
ジルコニア（牝 栗 *タイキシャトル）３勝，千葉日報杯。産駒

オパールシャルム（牝ダイワメジャー）５勝，福島テレビオープン-OP，朱雀Ｓ，
高尾特別，キーンランドＣ-G3５着，南関東�入着，オーバルスプリ
ント-JPN3５着，�

サンライズアムール（牡モーリス）３勝，�
ジュエルアラモード（牝 栗ダイワメジャー）２勝
スパイスシャワー（牝 鹿フジキセキ）１勝

祖母 *ウエストバイノースウエストWest by Northwest（95 Gone West）米国産，不出
走。産駒

タイセイポラリス（牡 ハーツクライ）１勝，高知�８勝
三代母スターイン ザノース Star in the North（71 Northern Dancer）英２勝，ムシド

ラＳ-G3３着。産駒
クール Cool：仏１勝，北米５勝，マンハッタンＨ-G1，アプルトンＨ-G3，ケルソＨ

-G3２着，ユナイティドネイションズＨ-G1３着。種牡馬
マウンテンキングダム Mountain Kingdom：英４勝，ヨークシャーＣ-G2，オーモン

ドＳ-G3，Surefire S-L，英セントレジャー-G1２着，北米２勝，英障３勝
ヘヴン アンドアース Heaven and Earth：北米４勝，Wiley Post H
アラタム Allatum：英２勝。エンペラー キャット Emperor Cat（サン パウロジョッ

キークラブ大賞典-G1）の三代母

【競走成績】中央１勝［勝ち距離1600m］［収得賞金 \5,000,000］

【繁殖成績】
2016 ユメノハジマリ（牝ストロングリターン）岩手�４勝，南関東�４勝，�
17 生後直死（*カジノドライヴ）
18 エスメルーナ（牝 *カジノドライヴ）北海道�１勝，東海�２勝
19 ウォークル（牝 *マスクゾロ）入着，東海�３勝，�
20 カミナリオヤヂ（牡 *ディスクリートキャット）兵庫�入着，�
21 （牡 *バゴ）
22 不受胎（*バゴ）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.12.15 14.13.46 Page 10(1)



11 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0029‐24

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 アリアンナ

厩舎番号№11 アリアンナ Arianna

遠藤 日出樹＝東京都渋谷区 ℡090（3232）4237

2015年生
（８歳）
栗毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

Ｕ・Ｍ・Ａ＝日高町旭町 ℡090（6343）3094

ゴールドアリュール *ニキーヤスマートファルコン
�
�
*ミシシッピアンケイシュウハーブ栗 2005 キョウエイシラユキ

�
�
�

�
�
Deputy Minister

*フレンチデピュティ
Mitterandヴィスペッツァ

�
�
Seeking the Gold

*ラビットフット栗 2006 Argentario（1）

【ジョーカプチーノを受胎（販売申込時）最終種付３月21日】

父スマートファルコンは静内産，中央・石川・南関東・兵庫・佐賀・東海・北海道�23勝，
東京大賞典-G1，ＪＢＣクラシック-JPN1（２回），帝王賞-JPN1。父として，オーヴェルニュ
（東海Ｓ-G2，平安Ｓ-G3），シャマル（東京スプリント-JPN3，オーバルスプリント-JPN3，サ
マーチャンピオン-JPN3），ティーズダンク（全日本２歳優駿-JPN1３着）を出す

母ヴィスペッツァ（06 *フレンチデピュティ）５戦，入着。産駒
ダイヤモンドリリー（牝 鹿グランプリボス）入着，兵庫�４勝，�
タイムオブウォータ（牝 栗 *プリサイスエンド）佐賀�６勝，九州ジュニアチャンピオン

４着，南関東�１勝
祖母 *ラビットフット（93 Seeking the Gold）米国産，４勝，耶馬渓特別，小野特別。産駒

グレイスフルリープ（牡ゴールドアリュール）中央・佐賀・兵庫・南関東�11勝，Ｊ
ＢＣスプリント-JPN1，東京スプリント-JPN3，兵庫ゴールドＴ-JPN3，サマー
チャンピオン-JPN3，ポラリスＳ-L，グリーンチャンネルＣ-L，妙見山Ｓ，播磨
Ｓ，鶴見特別，すばるＳ-L２着（２回），霜月Ｓ-L２着，東京盃-JPN2３
着，高知�入着，黒船賞-JPN3３着，韓国１勝，Korea Sprint

リードオフマン（牡スペシャルウィーク）３勝
三代母アージェンタリオ Argentario（83 Believe It）北米６勝，Imperial Hill S-L，

Amerigo Lady S-L２着，Constitution H３着。産駒
アージェンティアスArgenteous：北米２勝。産駒

マーシナリー Mercenary：北米14勝，Steinlen H２着，ローン スター パークＨ
-G3３着，Forty-Niner H-L３着，Golden Pheasant S３着，ロバート
Ｆ.ケアリー記念Ｈ-G3４着

シフォニアスSiphoneous：北米４戦。産駒
ディスティンクティヴ ヨリー Distinctive Yolie：北米７勝，California

Wine S２着，Camilla Urso S２着
四代母アウェイ Away（66 Blue Prince）北米13勝，Twilight Tear H，同３着，メイトロ

ンＨ２着，Illinois Owners H２着。産駒
*スイートリベンジ Sweet Revenge：北米７勝，アルシバイアディーズＳ-G2，スカイ

ラヴィルＳ-G3，アディロンダックＳ-G3。ゴールド アウェイ Gold Away
（ミュゲ賞-G2），*ダンジグアウェー Danzigaway（パース賞-G3），ブラ
ッシング グリーム Blushing Gleam（カルヴァドス賞-G3）の祖母

【競走成績】南関東�１戦，入着，２着１回［収得賞金 \875,000］

【繁殖成績】
2020 シェリーベイビー（牝リオンディーズ）未出走
21 流産（*マインドユアビスケッツ）
22 （牡 *モズアスコット）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.12.15 14.13.46 Page 11(1)



12 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0499‐12

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐17 グログラン

厩舎番号№12 グログラン Gros Grain

藤澤 眞佐子＝東京都港区

2015年生
（８歳）
栗毛
浦河産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

西村牧場＝新ひだか町静内中野町 ℡0146（42）0582

*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

�
�
�

グランドスラム �
�
Gone West

Grand Slam
Bright Candles

*シンプリーディヴァイン ファッションエディター �
�
Deputy Minister

Fashion Editor栗 2004 Fashion Delight（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３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 *シンプリーディヴァイン Simply Divine（04 Grand Slam）米国産，北米２勝，Open
Mind S-L２着。産駒

バルブズエンジェル Barbs Angel（牝 Bernstein）北米４勝
フジノナデシコ（牝 鹿 *エンパイアメーカー）１勝，石川�７勝，徽軫賞２着，読売レ

ディス杯３着，南関東�１勝
シンプリーノキセキ（牝 鹿 *キンシャサノキセキ）石川�１勝

祖母ファッションエディター Fashion Editor（98 Deputy Minister）不出走。産駒
ルクセンブルグ Luxembourg（牡 *ワイルドラッシュ）北米２勝，Ziggy's Boy S２

着，ウィザーズＳ-G3３着。種牡馬
マグニフィセントレイディMagnificent Lady（牝 Cherokee Run）北米４戦。産駒

ナジャルドイグアス Najar do Iguassu（牡 Kodiak Kowboy）ブラジル２勝，
エニオブフォロ博士賞-G3３着

三代母ファッション ディライト Fashion Delight（87 Fappiano）北米４勝，Schaumb-
urg H，アルシバイアディーズＳ-G2３着，アーリントンワシントンラッシーＳ-G1
４着。産駒

マグニフィセンス Magnificience：北米３勝，サンタポーラＳ-G3，エイグリームＨ
-G2２着，Pine Tree Lane S３着。産駒

ロビラード Robillard：北米４勝，Lady Baltimore S-L２着，シープスヘッドベイ
Ｓ-G2３着

四代母チャールストン ラグ Charleston Rag（82 General Assembly）北米３勝，フリ
ゼットＳ-G1，セリマＳ-G1４着。産駒

スタイル セッター Style Setter：北米３勝，Pago Hop Breeders' Cup S３着。産
駒

カジュアル ルック Casual Look：英２勝，英オークス-G1。カジュアル スマイ
ル Casual Smile（マッチメイカーＳ-G3）の母

シャビー シック Shabby Chic：仏２勝，Prix de Liancourt-L。ファッション
ステイトメント Fashion Statement（伊オークス-G2）の母

【競走成績】中央２勝，３着２回
［勝ち距離1700m～1800m］［収得賞金 \21,300,000］

【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 2022.12.19 18.34.02 Page 1(1)
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13 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0394‐04

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐26 シゲルピンクダイヤ

厩舎番号№13 シゲルピンクダイヤ Shigeru Pink Dia

森中 啓子＝兵庫県神戸市

2016年生
（７歳）
黒鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

平岡牧場＝むかわ町宮戸 ℡090（3116）0236

*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

�
�
�

ハイシャパラル �
�
Sadler's Wells

High Chaparral
Kasoraムーンライトベイ

�
�
Sinndar

*ムーンライトダンス鹿 2006 Style of Life（8）

【モーリスを受胎（販売申込時）最終種付５月８日】

※先にエピファネイアを種付し射精にいたらなかったため、同日にモーリスを
種付しています

※付帯しているＦＲ特約はモーリスのものです
※万一、誕生した産駒の父がエピファネイアであることが判明した場合、落札
者が種付料（1,100万円）を開設者に支払う義務を負います

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），ラヴェル
（アルテミスＳ-G3），マルカラピッド（エーデルワイス賞-JPN3）

母ムーンライトベイ（06 High Chaparral）不出走。産駒
シゲルピンクルビー（牝 栗 モーリス）３勝，フィリーズレビュー-G2，鞍馬Ｓ-OP，北

九州記念-G3４着，京都牝馬Ｓ-G3４着，京阪杯-G3５着，�
シゲルピンクダイヤ（牝 黒鹿ダイワメジャー）本馬
シゲルローズマリー（牡 青鹿シルバーステート）２勝，高湯温泉特別，�

祖母 *ムーンライトダンス Moonlight Dance（02 Sinndar）愛国産，愛３勝，愛インタ
ナショナルＳ-G3。産駒

ムーンリットレイク（牡 ディープインパクト）６勝，福島テレビオープン-L，ＴＶｈ
賞，ノベンバーＳ，白井特別，犬吠埼特別，福島民報杯-L２着，プリンシパ
ルＳ-L２着，白富士Ｓ-L３着，メイＳ-OP３着

ヒュッゲ（牡 ハーツクライ）３勝，白百合Ｓ-L，エリカ賞
ストーミーバローズ（牡オルフェーヴル）３勝，豊中特別，高知�２勝，�
クラヴェジーナ（牝アグネスタキオン）入着，兵庫�１勝。産駒

ジャカランダシティ（牡 *ヨハネスブルグ）２勝，福島２歳Ｓ-OP
三代母スタイル オブライフ Style of Life（85 The Minstrel）愛２勝。グレイ スワロー

Grey Swallow（愛ダービー-G1）の母，ナイト スタイル Night Style（伊グラ
ンクリテリウム-G1），メイドオブドーキンズ Maid of Dawkins（Prix d'Auto-
mne-L），エスキモー ポイント Eskimo Point（Premio Cancelli-L）の祖母，
パートナー シフト Partner Shift（Grand Prix Anjou Bretagne-L）の三代母

【競走成績】中央１勝，２着３回，３着４回，桜花賞-G1２着，チューリップ賞-G2２着，
中日新聞杯-G3２着，同３着，秋華賞-G1３着，ターコイズＳ-G3３着，ローズ
Ｓ-G2４着，ヴィクトリアマイル-G1５着，京成杯オータムＨ-G3５着
［勝ち距離1600m］［収得賞金 \160,272,000］

【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 2022.12.28 12.21.07 Page 1(1)

追加上場馬   Supplement



14 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0314‐71

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2023‐12‐26 シゲルオトメザ

厩舎番号№14 シゲルオトメザ Shigeru Otomeza

森中 啓子＝兵庫県神戸市

2017年生
（６歳）
栗毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

ジャイアンツコーズウェイ �
�
Storm Cat

平岡牧場＝むかわ町宮戸 ℡090（3116）0236

Giant's Causeway
Mariah's Stormスズカコーズウェイ

�
�
*フレンチデピュティ

*フレンチリヴィエラ栗 2004 Actinella

�
�
�

�
�
*エンドスウィープ

*サウスヴィグラス *ダーケストスターベストヒット
�
�
*スラヴィックラストヒット栗 2010 ゲートアンドフライ（5）
*パッシングクラウド系

【モーリスを受胎（販売申込時）最終種付５月30日】

父スズカコーズウェイは静内産，６勝，京王杯スプリングＣ-G2，同５着，ニュージーラン
ドトロフィー-JPN2４着，スワンＳ-G2５着。父として，スズカコーズライン（大和Ｓ-OP，北海
道スプリントＣ-JPN3２着），プリモジョーカー（エーデルワイス賞-JPN3５着），テイエムラン
ウェイ（夙川特別），サイファーシチー（浦安特別）を出す

母ベストヒット（10 *サウスヴィグラス）北海道�２勝，中央入着。産駒
ディーエスマグナム（騸 栗スマートボーイ）石川�３勝，南関東�５勝，�

祖母ラストヒット（93 *スラヴィック）新潟�５勝，新潟ダービー２着，山形�２勝，北日本
オークス，東北優駿，中央２勝，大雪Ｈ，層雲峡特別，エルムＳ-JPN3４着，同
５着。産駒

イッシンドウタイ（牡 スズカマンボ）北海道�５勝，サンライズＣ，北海道２歳優駿
-JPN3５着，中央５勝，ポルックスＳ-OP，招福Ｓ，香取特別，伊勢佐木特
別，マーチＳ-G3２着，同４着，総武Ｓ-OP２着，ベテルギウスＳ-OP３
着，大沼Ｓ-OP３着，みやこＳ-G3４着，アンタレスＳ-G3５着，南関東�
入着，川崎記念-JPN1５着，南関東�１勝，佐賀�５勝

ダッシングハニー（牝 *アサティス）１勝。産駒
ラブミーチャン（牝 *サウスヴィグラス）ＮＡＲ年度代表馬（２回），東海・兵

庫・南関東・北海道・佐賀・岩手�17勝，全日本２歳優駿-JPN1，東
京盃-JPN2，同２着，兵庫ジュニアグランプリ-JPN2，東京スプリント
-JPN3，クラスターＣ-JPN3，同３着，習志野きらっとスプリント（３回），
オッズパークグランプリ（２回），名古屋でら馬スプリント（３回），サマ
ーチャンピオン-JPN3２着，北海道スプリントＣ-JPN3３着，兵庫ゴー
ルドＴ-JPN3３着，かきつばた記念-JPN3３着（２回），中央１勝

ダブルスター（牡 *シニスターミニスター）北海道�１勝，中央５勝，アルデバ
ランＳ-OP，北総Ｓ，猪苗代特別，ＢＳＮ賞-L３着，東海Ｓ-G2４
着，岩手�入着，マイルチャンピオンシップ南部杯-JPN1４着。種牡馬

コパシーナ（騸 *ヘニーヒューズ）３勝，寒椿賞，�
ファーストレディ（牝スマートボーイ）３戦。産駒

ストロングハート（牝 *サウスヴィグラス）北海道�３勝，エーデルワイス賞
-JPN3，リリーＣ，南関東�２勝，しらさぎ賞，マリーンＣ-JPN3４着

アップトゥユー（牝 *サウスヴィグラス）北海道�５勝，道営スプリント，エーデル
ワイス賞-JPN3２着，南関東�１勝，ローレル賞

【競走成績】中央３勝，２着１回，３着１回，大府特別２着
［勝ち距離1000～1200m］［収得賞金 \35,712,000］

【繁殖成績】
2022年より供用
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15 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0140‐23

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2023‐12‐26 シゲルゴホウサイ

厩舎番号№15 シゲルゴホウサイ Shigeru Gohosai

森中 啓子＝兵庫県神戸市

2012年生
（11歳）
鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

プルピット �
�
A. P. Indy

中央牧場＝新冠町西泊津 ℡0146（47）2335

Pulpit
Preach

*パイロ ワイルドヴィジョン �
�
Wild Again

Wild Vision黒鹿 2005 Carol's Wonder

�
�
�

�
�
Capote

*ボストンハーバー
Harbor Springsシゲルラブスカイ

�
�
*ルションスターダンサー黒鹿 2005 マーサレッド（2）
*ラダンスーズ系

【*ヘニーヒューズを受胎（販売申込時）最終種付４月30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

母シゲルラブスカイ（05 *ボストンハーバー）２戦。産駒
シゲルツルザ（牡 黒鹿 *キャプテンスティーヴ）入着，南関東�２勝
シゲルノイチゴ（牝 黒鹿 *シルバーチャーム）佐賀�１勝，岩手�３勝
シゲルゴマサバ（牝 鹿 *ファスリエフ）佐賀�１勝

祖母スターダンサー（92 *ルション）不出走。産駒
クラブブラック（牝 *ブランコ）山形�７勝，さつき賞５着，石川�５勝
ジルディーディー（牡 *ブラックホーク）南関東�10勝

三代母マーサレッド（81 *ボールドリック）最優秀２歳牝馬，４勝，京都３歳Ｓ，３歳牝馬
Ｓ，すずらん賞，函館３歳Ｓ３着。産駒

ホクトクレバー：３勝
レッドプリズム：１勝，高知�４勝

四代母タケノダンサー（71 *チャイナロック）不出走。産駒
リーゼングロス：４勝，桜花賞，４歳牝馬特別�，黒松賞，オークス２着，阪神４歳

牝馬特別２着，天皇賞�５着。産駒
リーゼンシュラーク：６勝，七夕賞-JPN3，同４着，ジューンＳ，安房特別
アインリーゼン：３勝，立春賞，オークス-JPN1３着，４歳牝馬特別�-JPN2３

着，フラワーＣ-JPN3４着
エンゲルリーゼン：３勝，北総特別。エンゲルグレーセ（エルムＳ-JPN3）の母

タケノベルベット：５勝，エリザベス女王杯-JPN1，鳴尾記念-JPN2，ひめゆりＳ，野
苺賞，阪神大賞典-JPN2２着，日経新春杯-JPN2３着

タケノコーリー：２勝，クローバー賞-OP，京都３歳Ｓ-OP２着，３歳牝馬Ｓ�-JPN3
３着。産駒

フジノバイオレット：１勝。クイーンアルタミラ（新潟２歳Ｓ-G3３着）の母
タケノパンジー：３勝。産駒

クルワザード：１勝，障３勝，三木ホースランドパークジャンプＳ，東京オータム
ジャンプ３着，中山グランドジャンプ４着

【競走成績】中央３勝，２着８回，３着６回，大須特別３着
［勝ち距離1000～1200m］［収得賞金 \66,957,000］

【繁殖成績】
2021 （牡 *ディスクリートキャット）
22 （牝 *ドレフォン）
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16 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0148‐75

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2023‐12‐26 シゲルチャグチャグ

厩舎番号№16 シゲルチャグチャグ Shigeru Chaguchagu

森中 啓子＝兵庫県神戸市

2012年生
（11歳）
鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

中央牧場＝新冠町西泊津 ℡0146（47）2335

*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

�
�
�

�
�
Capote

*ボストンハーバー
Harbor Springsオーデコロン

�
�
Machiavellian

*マキーナ黒鹿 2003 Musical Bliss（2）

【ニホンピロアワーズを受胎（販売申込時）最終種付４月24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（師走Ｓ-L３着，プリンシパルＳ-L３着）を出す

母オーデコロン（03 *ボストンハーバー）３勝。産駒
カズマペッピーノ（牡 黒鹿カネヒキリ）３勝，�
ナンゴクアイネット（牝 鹿スターリングローズ）２勝，南関東�１勝
キャメロンロード（牝 鹿デュランダル）１勝。産駒

ハクサンハーバー（牡 ハクサンムーン）２勝，�
クリノヴィンセント（牡 鹿アスカクリチャン）入着，兵庫�３勝，�

祖母 *マキーナ Maquina（92 Machiavellian）英国産，英１戦。産駒
ハウトゥーウィン（牝トウカイテイオー）１勝。産駒
コスモラヴソング（牡 *マイネルラヴ）２勝，巌流島特別

フレンドリーステラ（牝 *タバスコキャット）３勝。産駒
タイガークラウン（牡 *バゴ）４勝，南関東�１勝

三代母ミュージカル ブリス Musical Bliss（86 The Minstrel）英３勝，英1000ギニー
-G1，ロックフェルＳ-G3。産駒

マスカデル Muscadel：仏２勝，Prix de Liancourt-L
ハマースタイン Hammerstein：英３勝，ロイヤルロッジＳ-G2４着，UAE入着，Nad

Al Sheba Mile３着。種牡馬
*ミストラストMistrust：。仏入着。産駒

ニシノモレッタ：３勝，ききょうＳ-OP２着，フィリーズレビュー-G2４着。産駒
ニシノキントウン：３勝，壬生特別，あやめ賞，高知�３勝，�

四代母ボリBori（72 Quadrangle）北米入着。セイフ プレイ Safe Play（ラカナダＳ
-G1，フォールズシティＨ-G3）の母，ディフェンシヴ プレイ Defensive Play
（チャールズＨ.ストラブＳ-G1）の祖母

【競走成績】中央３勝，２着２回，３着５回，岡崎特別（芝1200ｍ，レコード），戎橋特別
２着，もみじＳ-OP３着，ききょうＳ-OP３着
［勝ち距離1200m］［収得賞金 \49,959,000］

【繁殖成績】
2018 シゲルホサヤク（牡ニホンピロアワーズ）４勝，御影Ｓ（Ｄ1400ｍ），�
19 シゲルカンガルー（牡ビッグアーサー）東海�１勝，�
20 シゲルマッシグラ（牡シゲルカガ）未出走
21 流産（シゲルカガ）
22 （牡 *シャンハイボビー）
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101 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0005‐29

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 ラヴインザダーク

厩舎番号№101 ラヴインザダーク Love in the Dark

ドリームファーム＝東京都中央区

2006年生
（17歳）
鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

パカパカファーム＝新冠町新和 ℡01456（5）6333

*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

�
�
�

ルーソヴァージュ �
�
Riverman

Loup Sauvage
Louveterie

*ラヴアンドバブルズ
�
�
Akarad

*バブルドリーム鹿 2001 *バブルプロスペクター（1）

【モーリスを種付けして不受胎（販売申込時）】

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 *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（芝1800ｍ），Grand Criterium du Languedoc-L（芝1600ｍ），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 鹿 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-G1
３着。種牡馬

ハブルバブル（牝 鹿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 鹿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 鹿ディープインパクト）２勝，城崎特別

祖母 *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（牡 Jeune Homme）伊５勝，Premio Merano-L，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。ザ
ッツザプレンティ（菊花賞-JPN1），マニックサンデー（４歳牝馬特別・東
-JPN2），ウインシュナイト（巴賞-L）の母，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），エポワス（キーンランドＣ-G3）の祖
母，ショウナンアチーヴ（ニュージーランドトロフィー-G2）の三代母

【競走成績】中央２勝，インディアＴ（芝1200ｍ），２着１回，３着１回
［勝ち距離1200m］［収得賞金 \24,321,000］

【繁殖成績】
2013 不受胎（キングカメハメハ）
14 センスオブラヴ（牝 *ストリートセンス）東海・岩手�入着
15 コログレッツォ（牡オルフェーヴル）高知�２勝，岩手�７勝
16 （牡 *ワークフォース）
17 種付せず
18 ラヴインザチャーム（牝ドゥラメンテ）東海�１勝
19 ホープインザダーク（牡モーリス）中央・東海�５戦，�
20 不受胎（モーリス）
21 不受胎（モーリス）
22 （牝モーリス）
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102 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0725‐10

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 ニシノカオリード

厩舎番号№102 ニシノカオリード Nishino Kaolead

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2018年生
（５歳）
青鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Silver Hawk

沖田牧場＝日高町富浜 ℡01456（2）0453

*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

�
�
�

�
�
Dansili

*ハービンジャー
Penang Pearlミエノプリンプリン

�
�
スペシャルウィーククラウンプリンセス黒鹿 2012 クラウンピース（23）

*クラシッククラウン系

【セイウンコウセイを種付けして不受胎（販売申込時）】

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），アートハウス（ローズＳ-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）を出す

母ミエノプリンプリン（12 *ハービンジャー）中央・東海�３戦。産駒
ルミリンナ（牝 芦 *スウェプトオーヴァーボード）入着，岩手�４勝

祖母クラウンプリンセス（04 スペシャルウィーク）７勝，ポートアイランドＳ-L，米子Ｓ-L，
ゴールデンホイップＴ，ＨＢＣ賞，御室特別，小倉記念-G3３着，デイリー杯２
歳Ｓ-JPN2４着，新潟２歳Ｓ-JPN3５着。産駒

デルマセイシ（牝エイシンフラッシュ）２勝，�
ミューラルクラウン（牝 *ホワイトマズル）１勝
マイレリーフ（牝 ルーラーシップ）１勝
クロンヌドラレーヌ（牝ロードカナロア）１勝，�

三代母クラウンピース（97 Seattle Slew）１勝。産駒
リーチザクラウン：４勝，マイラーズＣ-G2，きさらぎ賞-G3，千両賞，ダービー-JPN1

２着，神戸新聞杯-JPN2２着，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-JPN3２着，
中山記念-G2３着，京都金杯-G3４着，菊花賞-JPN1５着。種牡馬

四代母 *クラシッククラウン Classic Crown（85 Mr. Prospector）米国産，北米４
勝，フリゼットＳ-G1，ガゼルＨ-G1，ベルデイムＳ-G1２着，ラフィアンＨ-G1２
着，テストＳ-G1３着，フォールズシティＨ-G3４着。産駒

*レディダンズ Lady Danz：北米１勝。産駒
*エーシンジーライン：６勝，小倉大賞典-G3，寿Ｓ，大山崎特別，白川特別，

足立山特別，朝日チャレンジＣ-G3２着，万葉Ｓ-L３着，小倉日経オ
ープン-L３着，中山金杯-G3４着，日経賞-G2５着，小倉記念-G3５
着，東海�入着，名古屋大賞典-JPN3３着，障３勝。種牡馬

*エーシンエフダンズ：５勝，船橋Ｓ，江差特別，オーシャンＳ-G3２着，東海・
広島・兵庫�４勝，東海桜花賞，白銀争覇，いろは丸賞

エイシンパンジー：入着。産駒
ケンホファヴァルト：４勝，白川特別，京橋特別，北辰特別，障２勝，京都

ジャンプＳ，中山大障害２着，中山グランドジャンプ２着，�
五代母シックス クラウンズ Six Crowns（76 Secretariat）北米５勝，Meadow Queen

S。チーフズ クラウン Chief's Crown（ＢＣジュヴェナイル-G1）の母

【競走成績】中央入着［収得賞金 \510,000］

【繁殖成績】
2022 （牝ビッグアーサー）
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104 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0799‐17

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 ラヴィオリ

厩舎番号№104 ラヴィオリRavioli

星野 祐介＝群馬県高崎市

2011年生
（12歳）
黒鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*テスコボーイ

前野牧場＝日高町緑町 ℡090（3399）2538

サクラユタカオー アンジェリカサクラバクシンオー
�
�
*ノーザンテーストサクラハゴロモ鹿 1989 *クリアアンバー

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスマンハッタンカフェ *サトルチェンジバンビーナピノ

�
�
バンブーアトラスリトミコバンブー青鹿 2004 アラベスクバンブー（9）
*ウェットセール系

【タワーオブロンドンを種付けして不受胎（販売申込時）】

父サクラバクシンオーは早来産，最優秀短距離馬，11勝，スプリンターズＳ-JPN1（２
回）。主な産駒（ＢＭＳ）：キタサンブラック（ジャパンＣ-G1，有馬記念-G1），ハクサンムー
ン（セントウルＳ-G2），モンドキャンノ（京王杯２歳Ｓ-G2），キタサンミカヅキ（東京盃
-JPN2），ヴェルテックス（名古屋グランプリ-JPN2），ファストフォース（ＣＢＣ賞-G3）

母バンビーナピノ（04 マンハッタンカフェ）２勝。産駒
クリノタカラチャン（牝 黒鹿アドマイヤコジーン）４勝，豊栄特別，はやぶさ賞，基坂

特別
祖母リトミコバンブー（95 バンブーアトラス）３勝。産駒
バンブーマンユー（牡ソングオブウインド）１勝，高知�４勝
フクノハツヒメ（牝アドマイヤマックス）１勝
バンブーフリット（牡 サクラローレル）兵庫�14勝，南関東�１勝，高知�12勝
バンブーパト（牡アドマイヤコジーン）北海道�１勝，兵庫�５勝，岩手�２勝

三代母アラベスクバンブー（90 *リヴリア）１勝。産駒
ロッキーアロー：３勝

四代母フォローバンブー（79 *ノーザンテースト）４勝。産駒
バンブービギン：５勝，菊花賞-JPN1，京都新聞杯-JPN2，やまゆりＳ，神戸新聞杯

-JPN2２着。種牡馬
バンブーナポレオネ：２勝，たちばな賞，障１勝

五代母フィールドフブキ（72 *ダイハード）５勝。産駒
カトリーヌバンブー：２勝

六代母トヨハタグモ（63 *クレイマント）６勝，桜島特別，灘特別，高千穂特別，東山Ｓ，北
九州記念３着。産駒

トヨハタローズ：６勝，新潟�２勝。産駒
アメリカンフリオ：東海�11勝，石川�１勝。�ウットマン（全日本サラブレッド

Ｃ）の母
ハードリトヨハタ：１勝。産駒
オーゴンハードリイ：４勝，北大路特別，嵯峨野特別，ぶっぽうそう特別，北九州

記念-JPN3３着，北九州モノレール開通記念-OP３着

【競走成績】中央１勝，２着２回［勝ち距離1200m］［収得賞金 \11,700,000］

【繁殖成績】
2018 トゥルボレンツァ（牡エイシンヒカリ）不出走
19 フランセス（牝ドゥラメンテ）東海�入着，�
20 ジェムステート（牡シルバーステート）未出走
21 （牝オルフェーヴル）
22 （牝 ヤングマンパワー）
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105 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0676‐23

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 フジミ

厩舎番号№105 フジミ Fujimi

松浦牧場＝新冠町新栄 ℡090（6997）1108

2016年生
（７歳）
鹿毛
日高産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

松浦牧場＝新冠町新栄 ℡090（6997）1108

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

�
�
�

�
�
サクラユタカオーサクラバクシンオー サクラハゴロモキルシュワッサー

�
�
Seeking the Gold

*ナミビア栗 2003 Going Ashore（20）

【種付せず】

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

母キルシュワッサー（03 サクラバクシンオー）４勝，中京日経賞（芝1200ｍ），邁進特別
（芝1000ｍ），恵那特別（芝1200ｍ）。産駒

キルロード（騸 鹿ロードカナロア）６勝，パラダイスＳ-L，福島テレビオープン-OP，
みちのくＳ，京阪杯-G3２着，高松宮記念-G1３着，�

ヤマノハヤブサ（牡 黒鹿 ハーツクライ）２勝
ザアトム（牡 黒鹿ドゥラメンテ）１勝，�

祖母 *ナミビア Namibia（97 Seeking the Gold）米国産，不出走。産駒
マイネルウォルビス（牡 *オース）２勝
ローレルクラウド（牡スペシャルウィーク）２勝

三代母ゴーイング アショア Going Ashore（89 *ポリッシュネイビー）北米３勝。産駒
ヘヴンリーオイル Heavenly Oil：北米２勝。産駒
レモルカドール Remolcador：ペルー９勝，ミゲルＡ.チェカエギーグレン賞-G3

４着
四代母ブライティ Blitey（76 Riva Ridge）北米８勝，マスキットＳ-G2，テストＳ-G2，

Twilight Tear S，Imp S，Ballerina S，ラフィアンＨ-G1２着，ヘンプステッドＨ
-G2２着，デラウェアＨ-G1３着，トップフライトＨ-G1３着。産駒

ダンシング スプリー Dancing Spree：北米10勝，ＢＣスプリント-G1，サバーバン
Ｈ-G1，カーターＨ-G1，トゥルーノースＨ-G2。種牡馬

ファーロウ Furlough：北米８勝，バレリーナＨ-G1，ディスタフＢＣＨ-G2，オナラブ
ルミスＳ-G3，ラフィアンＨ-G1２着（２回）

ファンタスティック ファインド Fantastic Find：北米６勝，ヘンプステッドＨ-G1。
ファインダーズフィー Finder's Fee（エイコーンＳ-G1）の母

ダンシング オール ナイト Dancing All Night：北米４勝，ロングアイランドＨ-G2
オーワットアダンスOh What a Dance：不出走。ヘヴンリー プライズ Heavenly

Prize（フリゼットＳ-G1，アラバマＳ-G1），オー ワット ア ウインドフォー
ル Oh What a Windfall（メイトロンＳ-G1）の母

【競走成績】北海道�１勝，２着２回，３着２回
［勝ち距離1000m］［収得賞金 \476,000］

【繁殖成績】
2021 （牝ダノンバラード）
22 （牡リアルスティール）
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106 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0458‐46

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 ヴァンデグローブ

厩舎番号№106 ヴァンデグローブ Vendee Globe

村上欽哉牧場＝新冠町新栄 ℡0146（49）5113

2014年生
（９歳）
鹿毛
新冠産

�
�
�
�

�
�
�

ダンシリ �
�
*デインヒル

村上欽哉牧場＝新冠町新栄 ℡0146（49）5113

Dansili
Hasili

*ハービンジャー ペナン パール �
�
Bering

Penang Pearl鹿 2006 Guapa

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスダンスインザダーク *ダンシングキイジターナ

�
�
Marju

*マルバイユ青鹿 2006 Hambye（9）

【フィエールマンを種付けして不受胎（販売申込時）】

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）

母ジターナ（06 ダンスインザダーク）３戦。産駒
アビーム（牝 青鹿 *ノヴェリスト）４勝，フリーウェイＳ，府中特別
キングカラカウア（牡 黒鹿キングカメハメハ）３勝

祖母 *マルバイユ Marbye（00 Marju）愛国産，伊10勝，エミリオトゥラティ賞-G2，セルジ
オクマニ賞-G3，Premio Eupili-L，Premio Vittorio Crespi-L，Premio FIA
European Breeders Fund-L，Premio Pietro Bessero-L，Premio Carlo Chi-
esa-L２着，Premio Alessandro Perrone-L２着，リボー賞-G2３着，ヴィトリオ
ディカプア賞-G1４着，カルロ キエーザ賞-G3４着，仏１勝，アスタルテ賞
-G1，同-G2３着。産駒

マルセリーナ（牝ディープインパクト）４勝，桜花賞-G1，マーメイドＳ-G3，エルフィ
ンＳ-OP，阪神牝馬Ｓ-G2２着，ヴィクトリアマイル-G1３着，シンザン記念
-G3３着，オークス-G1４着，阪神Ｃ-G2４着，クイーンＳ-G3４着，府中
牝馬Ｓ-G2５着。産駒

ラストドラフト（牡 *ノヴェリスト）２勝，京成杯-G3，アルゼンチン共和国杯
-G2２着，同５着，中日新聞杯-G3２着，オクトーバーＳ-L２着，アメ
リカＪＣＣ-G2３着（２回），金鯱賞-G2５着，目黒記念-G2５着，�

ヒートオンビート（牡キングカメハメハ）４勝，美濃Ｓ，鳴滝特別，甲武特別，目
黒記念-G2２着，チャレンジＣ-G3２着，七夕賞-G3２着，大阪－ハ
ンブルクＣ-OP２着，日経賞-G2３着，アルゼンチン共和国杯-G2３
着，中山金杯-G3３着，天皇賞�-G1４着，新潟記念-G3５着，�

シュタールヴィント（牡ロードカナロア）１勝，京都２歳Ｓ-G3４着，�
グランデッツァ（牡アグネスタキオン）５勝，スプリングＳ-G2，七夕賞-G3，札幌２

歳Ｓ-G3，都大路Ｓ-L，同２着，マイルチャンピオンシップ-G1３着，ラジオ
ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-G3３着，皐月賞-G1５着。種牡馬

ギャラントウォリア（牡スクリーンヒーロー）３勝，あやめ賞，�

【競走成績】中央１戦

【繁殖成績】
2019 ハリマヤバシ（牝グランプリボス）高知�入着
20 ターニングタイド（牝 *シニスターミニスター）南関東�１戦，�
21 （牝ビッグアーサー）
22 （牝 ルヴァンスレーヴ）
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107 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0928‐17

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 ブルースガール

厩舎番号№107 ブルースガール Bruce Girl

ヤスナカファーム＝日高町緑町 ℡090（2600）1223

2014年生
（９歳）
黒鹿毛
浦河産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*トニービン

ヤスナカファーム＝日高町緑町 ℡090（2600）1223

ジャングルポケット *ダンスチャーマーオウケンブルースリ
�
�
Silver Deputy

*シルバージョイ栗 2005 Joy of Myrtlewood

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスマーベラスサンデー モミジダンサーオウケンガール

�
�
*ナスルエルアラブシスターソノ鹿 1999 ロジータ（4）
*チップトップ系

【種付せず】

父オウケンブルースリは早来産，５勝，菊花賞-JPN1，京都大賞典-G2，同２着（２回），
同３着，ジャパンＣ-G1２着，アルゼンチン共和国杯-G2２着，神戸新聞杯-JPN2３着。
父として，オウケンムーン（共同通信杯-G3，オクトーバーＳ-L３着，セントライト記念-G2５
着），ジャズブルース（奥羽Ｓ，菅名岳特別，ききょうＳ-OP３着）を出す

母オウケンガール（99 マーベラスサンデー）１勝。産駒
オウケンワールド（牡 芦 *クロフネ）６勝，名鉄杯-OP，梅田Ｓ。種牡馬
オウケンマジック（牡 鹿タニノギムレット）３勝，ユニコーンＳ-G3５着。種牡馬
オウケンイチゲキ（牡 鹿タニノギムレット）２勝，佐賀�３勝

祖母シスターソノ（91 *ナスルエルアラブ）２勝，もちの木賞，エルフィンＳ-OP２着。産駒
レギュラーメンバー（牡 *コマンダーインチーフ）中央・岩手・南関東�６勝，ＪＢ

Ｃクラシック-JPN1，ダービーグランプリ-JPN1，川崎記念-JPN1，端午Ｓ
-OP，沈丁花賞，東京大賞典-JPN1２着，エニフＳ-OP２着，マリーンＳ-OP
３着，ユニコーンＳ-JPN3５着，北海道�入着，ブリーダーズゴールドＣ
-JPN2３着。種牡馬

イブキコマンダー（牡 *コマンダーインチーフ）３勝，フリージア賞
ブライアンズソノ（牝マヤノトップガン）東海�５勝。産駒

ブラゾンドゥリス（騸 *ノボジャック）中央・高知�７勝，黒船賞-JPN3，バレンタ
インＳ-OP，桶狭間Ｓ，三浦特別，すばるＳ-L２着，栗東Ｓ-L２着，
福島民友Ｃ-L２着，ギャラクシーＳ-OP２着，師走Ｓ-OP３着，プロキ
オンＳ-G3５着，南関東�入着，かしわ記念-JPN1５着，北海道�
３勝，高知�２勝，御厨人窟賞，兵庫�入着，兵庫ゴールドＴ-JPN3
５着

三代母ロジータ（86 *ミルジョージ）南関東�10勝，東京ダービー，羽田盃，東京王冠賞，
東京大賞典，川崎記念，桜花賞，ニューイヤーＣ，京浜盃，報知オールスターＣ
２着，中央入着，オールカマー-JPN3５着。産駒

カネツフルーヴ：中央・南関東・東海�10勝，帝王賞-JPN1，川崎記念-JPN1，ダイ
オライト記念-JPN2，オグリキャップ記念-JPN2，丹沢Ｓ，洞海湾Ｓ。種牡馬

イブキガバメント：８勝，朝日チャレンジＣ-JPN3，同２着，鳴尾記念-JPN3，難波
Ｓ，天の川Ｓ，野分特別，千里山特別，京都記念-JPN2２着

【競走成績】中央４戦

【繁殖成績】
2019 ピアフ（牝 *ノボジャック）兵庫�１勝，�
20 オウケンライト（牡レインボーライン）未出走
21 （牝コパノリッキー）
22 不受胎（ゴールドドリーム）
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108 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0248‐28

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 マーキークラブ

厩舎番号№108 マーキークラブ Marquee Club

市川義美ホールディングス＝大阪府大阪市

2013年生
（10歳）
芦毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Deputy Minister

坂東牧場＝平取町川向 ℡01456（2）1545

*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ピサノグラフ

�
�
Caerleon

*シンコウラブリイ鹿 2002 *ハッピートレイルズ（4）

【*ミスチヴィアスアレックスを種付けして不受胎（販売申込時）】

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），ヴェラアズール
（ジャパンＣ-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），スタニングローズ（秋華賞-G1），ノーヴァレンダ（全日本２歳優駿-JPN1）

母ピサノグラフ（02 *サンデーサイレンス）４勝，初風特別（芝1200ｍ），ターコイズＳ-L３
着，フローラＳ-JPN2４着。産駒

ムイトオブリガード（牡 鹿 ルーラーシップ）６勝，アルゼンチン共和国杯-G2，同２
着，六社Ｓ，青嵐賞，町田特別，阪神大賞典-G2４着，目黒記念-G2５着

ジャズファンク（牡 鹿 *ハービンジャー）４勝，壇之浦特別，国東特別，若駒Ｓ-L３
着，障１勝

ペイルライダー（牝 鹿 ルーラーシップ）２勝
オールオブナイト（牝 黒鹿キングカメハメハ）１勝
ブルーファンク（牝 栗 *ノヴェリスト）１勝

祖母 *シンコウラブリイ（89 Caerleon）愛国産，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，富士Ｓ-OP，札幌日経オ
ープン-OP，福島３歳Ｓ-OP，安田記念-JPN1３着。産駒

ロードクロノス（牡 *トニービン）８勝，中京記念-JPN3，北海道新聞杯，外房Ｓ，七
夕賞-JPN3２着，大阪杯-JPN2５着

トレジャー（牡 *ブライアンズタイム）４勝，都大路Ｓ-L，日高特別，セントライト記念
-JPN2２着，目黒記念-JPN2２着，ダービー卿チャレンジＴ-JPN3２着

レディミューズ（牝 *ティンバーカントリー）３勝，千葉テレビ杯，チューリップ賞-JPN3
２着，オークス-JPN1４着。産駒

シンメイフジ（牝フジキセキ）中央・南関東�３勝，関東オークス-JPN2，新潟
２歳Ｓ-JPN3，阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1５着

フェリス（牝ジャングルポケット）１戦。ロードマイウェイ（牡ジャスタウェイ：チャ
レンジＣ-G3）の母

【競走成績】中央４戦，入着，３着１回，北海道�１戦，入着，２着１回
［収得賞金 \2,190,000］

【繁殖成績】
2018 ビシャモンテン（牡 *パイロ）入着，南関東�２勝，�
19 エスティーヴァ（牝エピファネイア）未出走
20 ラトラパンテ（牝リオンディーズ）未出走
21 （牝 *デクラレーションオブウォー）
22 （牝 *デクラレーションオブウォー）

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.12.15 14.13.46 Page 18(1)



201 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0767‐32

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 サツキマス

厩舎番号№201 サツキマス Satsukimasu

越村 哲男＝東京都千代田区

2017年生
（６歳）
鹿毛
平取産

�
�
�
�

�
�
�

モンズーン �
�
Konigsstuhl

萬牧場＝日高町幾千世 ℡090（3117）6025

Monsun
Mosella

*ノヴェリスト ナイトラグーン �
�
Lagunas

Night Lagoon黒鹿 2009 Nenuphar

�
�
�

�
�
Nureyev

*ストラヴィンスキー
Fire the Groomウォンビーロング

�
�
*サンデーサイレンスタイフウジョオー鹿 2007 ラッキーゲスト（7）
*アストニシメント系

【未供用】

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，ブレークアップ（アルゼンチン共和国杯
-G2），ラストドラフト（京成杯-G3），ウォルフ（ＭＲＣ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）を出す

母ウォンビーロング（07 *ストラヴィンスキー）３勝。産駒
レッドアネラ（牝 鹿 *カジノドライヴ）４勝，外房Ｓ，郡山特別，カペラＳ-G3４着
レッドラパルマ（牡 鹿イスラボニータ）２勝，�
アルテンベルク（牡 鹿レッドスパーダ）北海道�８勝

祖母タイフウジョオー（94 *サンデーサイレンス）４勝，鎌ヶ谷特別，赤松賞，菜の花Ｓ-OP
３着。産駒

エイシンタイガー（牡 *コロナドズクエスト）５勝，淀短距離Ｓ-L，葵Ｓ-L，京洛Ｓ
-OP，黒松賞，ＣＢＣ賞-G3２着，ききょうＳ-OP２着，橘Ｓ-OP２着，京王
杯２歳Ｓ-JPN2３着，マーガレットＳ-L３着，新潟２歳Ｓ-JPN3４着，アイ
ビスサマーダッシュ-G3５着，南関東・石川・岩手�入着，習志野きらっとス
プリント４着，オータムスプリントＣ４着，ＯＲＯカップ５着

ゼンノモナルカ（牡 *クロフネ）３勝，東海�１勝，高知�９勝
メルシーヨーク（牝 *アグネスデジタル）３勝
センノメグミ（牝キングカメハメハ）４戦。産駒
ラグラスドシエル（牝 *シニスターミニスター）２勝，�

三代母ラッキーゲスト（87 *ラッキーソブリン）不出走。産駒
カシマサキモリ：３勝，野地特別，山桜賞，芙蓉Ｓ-OP３着

四代母ハッピートウメイ（80 アローエクスプレス）２勝。産駒
ヘイセイエルザ：東海�８勝，東海クィーンＣ２着，東海ダービー３着，中央３勝，

阿武隈Ｓ，内外タイムス杯，瀬波特別，北関東�１勝
ユーワハッピー：４勝，八海山特別，障３勝
トムファイター：南関東�５勝，大井記念２着，金盃３着

五代母ハッピーセダン（72 *セダン）入着。産駒
マヤノリファーズ：３勝

六代母ウェルトーン（59 *ライジングフレーム）４勝。産駒
シュンサクオーザ：８勝，白藤賞，菩提樹特別，三田特別，伊丹特別，烏丸特別，中

距離Ｓ，オパール特別，京都記念２着
七代母タカフジ（52 シマタカ）は３戦。産駒

アストウェー：７勝，京都４歳特別，３歳優勝，３歳抽選馬特別，きさらぎ賞２着

【競走成績】中央２勝，２着３回，３着３回，南関東�入着，３着１回
［勝ち距離1000m～1200m］［収得賞金 \28,635,000］

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.12.15 14.13.46 Page 19(1)



202 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0088‐54

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 スズカロマンス

厩舎番号№202 スズカロマンス Suzuka Romance

永井商事＝三重県四日市市

2018年生
（５歳）
栗毛
浦河産

�
�
�
�

�
�
�

フォレストリー �
�
Storm Cat

辻牧場＝浦河町東幌別 ℡0146（36）2259

Forestry
Shared Interest

*ディスクリートキャット プリティディスクリート �
�
Private Account

Pretty Discreet鹿 2003 Pretty Persuasive

�
�
�

�
�
*フレンチデピュティ

*クロフネ *ブルーアヴェニュースズカローゼ
�
�
Seattle Slew

*ローマンスズカⅡ鹿 2007 *ローズオブスズカ（1）

【未供用】

父*ディスクリートキャット Discreet Cat は米国産，北米・UAE６勝，シガー マイルＨ
-G1。主な産駒（ＢＭＳ）：ディスクリートラヴァー（ジョッキー クラブ ゴールド カップＳ
-G1），ウェド（カルヴァドス賞-G2），スウィートメラニア（ジェサミンＳ-G2），テクスポート（コ
ルデイロダグラサ賞-G2），スノウバード（国際イスタンブールトロフィー-G3）

母スズカローゼ（07 *クロフネ）３勝。産駒
スズカカトレア（牝 栗スズカフェニックス）東海�４勝
スズカロココ（牝 栗スズカフェニックス）岩手�３勝，�

祖母 *ローマンスズカⅡ Roman Suzuka（97 Seattle Slew）米国産，不出走。産駒
スズカワグナー（牡 *ワイルドラッシュ）２勝，コスモス賞-OP，東京スポーツ杯２歳Ｓ

-JPN3５着
スズカスペンサー（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３着
スズカローラン（牝 *サンデーサイレンス）４勝，名鉄杯，遊楽部特別，臥牛山特別。

産駒
スズカデヴィアス（牡キングカメハメハ）６勝，新潟大賞典-G3，白富士Ｓ-L，

同２着，巴賞-OP，すみれＳ-OP，比叡Ｓ，京都記念-G2２着，福島
記念-G3２着，金鯱賞-G2３着，小倉大賞典-G3３着，オクトーバー
Ｓ-L３着，ステイヤーズＳ-G2４着，鳴尾記念-G3４着，七夕賞-G3
４着，函館記念-G3５着，障１勝

レイホーロマンス（牝 *ハービンジャー）東海�３勝，中央３勝，尾張特別，御
室特別，愛知杯-G3２着，同３着，万葉Ｓ-OP２着，中山牝馬Ｓ-G3
３着，同５着，アンドロメダＳ-L３着，小倉記念-G3４着，中日新聞
杯-G3４着，小倉大賞典-G3４着，函館記念-G3５着，福島牝馬Ｓ
-G3５着

スズカロング（牡 *ワークフォース）４勝，松前特別
ラスカルスピード（牡ラスカルスズカ）２勝，熱田特別

スズカディープ（騸 ディープインパクト）東海�３勝，中央３勝，博多Ｓ，壇之浦特
別，高知�６勝

三代母 *ローズオブスズカ（92 Fairy King）愛国産，不出走。産駒
スズカフェニックス：８勝，高松宮記念-G1，同３着，阪神Ｃ-JPN2，東京新聞杯

-G3，大原Ｓ，ＨＴＢ杯，マイルチャンピオンシップ-G1３着。種牡馬
四代母ローズオブジェリコ Rose of Jericho（84 Alleged）不出走。*ドクターデヴィア

ス Dr Devious（英ダービー-G1），*シンコウキング（高松宮杯-JPN1）の母

【競走成績】中央入着，東海�１勝，２着３回，３着１回
［勝ち距離1500m］［収得賞金 \2,444,000］

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.12.15 14.13.46 Page 20(1)



203 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0318‐45

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 ニシノルフォン

厩舎番号№203 ニシノルフォン Nishino le Fond

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2019年生
（４歳）
栗毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

メイタイファーム＝新冠町若園 ℡0146（49）5123

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

�
�
�

インティカブ �
�
Red Ransom

Intikhab
Crafty Example

*レックスレイノス ブレイジンググローリー �
�
*グロウ

Blazing Glory栃栗 2006 Salvationist（5）

【未供用】

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。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），ヴァレーデラルナ（ＪＢＣレディスクラシック-JPN1），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）を出す

母 *レックスレイノス Lexlenos（06 Intikhab）愛国産，英２勝，北米入着，アメリカン オ
ークス招待Ｓ-G1３着，ハニムーンＨ-G2３着。産駒

レッドファルダ（牡 栗 ゼンノロブロイ）１勝
パースピレーション（牡 鹿 ハーツクライ）入着，高知�７勝
ドゥラセア（牝 黒鹿マンハッタンカフェ）入着，南関東�２勝
シゲルカイチョウ（牡 栗 ハーツクライ）入着，佐賀�２勝

祖母ブレイジンググローリー Blazing Glory（89 *グロウ）愛３勝。産駒
ミス チャイルドリー Miss Childrey（牝 Dr Fong）愛２勝，Swordlestown Stud

Sprint S-L，愛1000ギニートライアルＳ-G3３着，英入着，メイヒルＳ-G2
４着。産駒

ウォータールー ブリッジ Waterloo Bridge（騸 Zoffany）愛１勝，英１勝，ノ
ーフォークＳ-G2

フォーシズ オブ ダークネス Forces of Darkness（牝 Lawman）愛１勝，仏
３勝，ミネルヴ賞-G3，サンタラリ賞-G1３着，仏オークス-G1４着，ロ
ワイヤリュー賞-G2４着，北米入着，ヒルズボローＳ-G3２着

ヴァニラゴールド Vanilla Gold（牝 No Nay Never）仏２勝，Prix des Sablo-
nnets-L３着，Prix Montenica-L３着

三代母サルヴェイショニスト Salvationist（77 Mill Reef）仏４勝。産駒
ハキキ Hakiki：英１勝，独１勝，Dortmunder Fliegerpreis-L，ゴルデネ パイチェ

-G2４着，仏入着，Prix Servanne-L２着，スカンジナヴィアチャンピオンス
プリンター，ノルウェー５勝，デンマーク２勝，スウェーデン２勝，Sydsvens-
kan Sprint，テビーオープンスプリントチャンピオンシップ-G3２着

ノーザングロウ Northern Glow：愛１勝，Orby S-L３着，南アフリカ４勝。産駒
ウエスタングロウWestern Glow：南アフリカ１勝。産駒

マディガン Madigan：ジンバブエ11勝，FBC Re Derby，Ipi Tombe S，Zi-
mbabwe Guineas，Bloodstock South Africa 2000

四代母スウィートチャリティSweet Charity（66 Javelot）英４勝。産駒
マルキドサド Marquis de Sade：英４勝，キングエドワード七世Ｓ-G2，Trafalgar

House S-L，Duke of Edinburgh S-L２着

【競走成績】北海道�１勝，３着１回
［勝ち距離1000m］［収得賞金 \488,000］

ＢＴ名簿・ＪＳ繁殖／ＪＳ繁殖・ＰＤＦ用／ブラックタイプ 2022.12.15 14.13.46 Page 21(1)



204 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0083‐41

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 ニシノアジーブ

厩舎番号№204 ニシノアジーブ Nishino Eajib

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2019年生
（４歳）
鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*グラスワンダー

メイタイファーム＝新冠町若園 ℡0146（49）5123

スクリーンヒーロー ランニングヒロインモーリス
�
�
*カーネギーメジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

�
�
�

�
�
*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モルトフェリーチェ

�
�
Cozzeneレンドフェリーチェ鹿 2009 *レンⅡ（1）

【未供用】

父モーリスは日高産，年度代表馬，中央・香港11勝，天皇賞�-G1。父として，ヒトツ（ＡＴ
Ｃダービー-G1），マズ（ＢＲＣドゥームベン10,000-G1），ピクシーナイト（スプリンターズＳ
-G1），ジェラルディーナ（エリザベス女王杯-G1），ジャックドール（札幌記念-G2），シゲル
ピンクルビー（フィリーズレビュー-G2），ノースブリッジ（エプソムＣ-G3）を出す

母モルトフェリーチェ（09 ディープインパクト）入着。産駒
ケイティクレバー（牡 鹿 *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，
�

ポルーニン（牡 鹿 *フレンチデピュティ）２勝
ロイヤルテーラー（牝 鹿 *ワークフォース）兵庫�１勝

祖母レンドフェリーチェ（00 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
ダノンアンビシャス（牡ディープインパクト）２勝
ジェンメオ（牝ディープブリランテ）１勝
ソリーソアンジェロ（牝ディープインパクト）入着。産駒

ニシノメグレス（牝リオンディーズ）１勝，�
三代母 *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

レインダンス：３勝，三面川特別，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：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

テーオーソロス：１勝，�
スズノマグマ：４勝，是政特別，岩手�入着，みちのく大賞典３着
グラスブラスト：３勝，信夫山特別，広島�２勝
アサクササイレン：３勝，共同通信杯-JPN3５着，佐賀�１勝
リズムオブザレイン：入着。産駒

レインスティック：６勝，アイルランドＴ-L，新潟日報賞，六社特別，ガーベラ賞
リズムオブザナイト：１勝，南関東�１勝，�

【競走成績】北海道�入着，３着３回［収得賞金 \252,000］
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205 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0909‐28

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 セイウンドリーミー

厩舎番号№205 セイウンドリーミー Seiun Dreamy

西山牧場＝日高町富川西 ℡01456（2）0248

2020年生
（３歳）
黒鹿毛
浦河産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

メイタイファーム＝新冠町若園 ℡0146（49）5123

キングカメハメハ *マンファスホッコータルマエ
�
�
Cherokee Runマダムチェロキー鹿 2009 *アンフォイルド

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンスダンスインザダーク *ダンシングキイマルモリバニー

�
�
*ヘクタープロテクターゴールドバニー黒鹿 2010 フロリンダ（14）

*タイランツクヰーン系

【未供用】

父ホッコータルマエは浦河産，最優秀ダートホース，中央・佐賀・東海・南関東・石川�
17勝，チャンピオンズＣ-G1，東京大賞典-G1（２回）。父として，ブリッツファング（兵庫チャ
ンピオンシップ-JPN2），ゴライコウ（ＪＢＣ２歳優駿-JPN3），レディバグ（栗東Ｓ-L），ママ
ママカロニ（南関東・ゴールドジュニア），ヒーローコール（南関東・鎌倉記念）を出す

母マルモリバニー（10 ダンスインザダーク）南関東�入着。産駒
セイウンヴィーナス（牝 青鹿カレンブラックヒル）３勝，クイーンＣ-G3３着
ウインストラグル（牡 黒鹿ショウナンカンプ）４勝，水無月Ｓ，山陽特別，大牟田特

別
ローズカラー（牝 青ローズキングダム）佐賀�４勝，九州ジュニアチャンピオン，カペ

ラ賞４着
テンポラーレ（牡 鹿トランセンド）南関東�２勝

祖母ゴールドバニー（96 *ヘクタープロテクター）３勝，相馬特別。産駒
ワールドワン（牝 サクラバクシンオー）１勝

三代母フロリンダ（87ミスターシービー）１勝。産駒
タイランツフェイム：３勝。産駒

マイネルアラバンサ：２勝，弥彦特別，青葉賞-JPN2２着，すみれＳ-OP２着，
毎日杯-JPN3３着，東海�７勝，名古屋記念，梅見月杯，ウインター
争覇，マーチＣ，名古屋大賞典-JPN3５着，岩手�１勝

シーキングフェイム：３勝，壇之浦特別，遊楽部特別，忘れな草賞-OP３着
オギノシュタイン：東海�２勝。産駒
シンボ：北海道�１勝，岩手�１勝，金杯，中央１勝，横津岳特別，�

ロッタ：１勝。産駒
カッサイ：１勝，高知�18勝，建依別賞，黒潮スプリンターズＣ

レディワンダー：不出走。産駒
ディアースパークル：兵庫�４勝，菊水賞，コウノトリ賞。産駒
ビルジキール：３勝，堺Ｓ，猪苗代特別，東海�１勝，名古屋大賞典

-JPN3５着，障１勝，�
アーバンクイーン：石川�１戦，入着。産駒
メモリアルイヤー：４勝，伏見Ｓ，うずしおＳ，はなのき賞，オパールＳ-OP３着，

熊本�１勝，霧島賞。産駒
ドウドウキリシマ：南関東�３勝，中央３勝，ＢＳイレブン賞，尾頭橋特別，

�
四代母フジタカレディ（78 *バーバー）４戦，入着。産駒
マックスビューティ：最優秀３歳牝馬，10勝，オークス-JPN1，桜花賞-JPN1

【競走成績】不出走
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206 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0065‐52

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 バトーデュシエル

厩舎番号№206 バトーデュシエル Bateau du Ciel

山口 功一郎＝東京都港区

2017年生
（６歳）
鹿毛
安平産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

萬牧場＝日高町幾千世 ℡090（3117）6025

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

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス
Wishing Wellエルダンジュ

�
�
Garde Royale

*ガゼルロワイヤル栗 2000 Beautywal（1）

【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

母エルダンジュ（00 *サンデーサイレンス）３勝。産駒
エルデュクラージュ（騸 芦 *クロフネ）７勝，ブリリアントＳ-L，スレイプニルＳ-OP，

赤富士Ｓ，八王子特別，南関東�入着，ダイオライト記念-JPN2２着，南
関東�入着，川崎記念-JPN1２着，報知オールスターＣ２着，埼玉新聞
栄冠賞３着，�

アドマイヤテンクウ（牡 鹿 キングカメハメハ）２勝，北山Ｓ，京成杯-G3２着，ラジ
オＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-JPN3５着，障１勝

アドマイヤスピカ（牡 栗キングカメハメハ）５勝，松籟Ｓ，境港特別，アザレア賞，鶴
橋特別，セントライト記念-G2３着

パルマリア（牡 鹿ロードカナロア）２勝，ジュニアＣ-L２着
カゼルタ（牝 栗 *ハービンジャー）４勝，西海賞，四国新聞杯
タイセイクルーズ（牡 栗 *クロフネ）３勝
ミルウ（牝 鹿 *ハービンジャー）１勝
エンジェルサイン（牡 黒鹿タニノギムレット）入着，南関東�２勝

祖母 *ガゼルロワイヤル Gazelle Royale（94 Garde Royale）仏国産，仏１勝，ヴェルメ
イユ賞-G1２着，ロワイヤリュー賞-G2２着，サンクルー大賞典-G1３着，サンタ
ラリ賞-G1３着，ノネット賞-G3３着，フロール賞-G3３着，レゼルヴワール賞-G3
３着，コリダ賞-G3４着，英独入着，英オークス-G1２着，ドイツ賞-G1４着。産
駒

レッドルーラー（牡キングカメハメハ）４勝，若葉Ｓ-L，境港特別，梅花賞，障１勝
グランロワイヤル（牡 *サンデーサイレンス）３勝
アドマイヤダーリン（牡 *サンデーサイレンス）２勝
パープルセイル（牝フジキセキ）２勝。産駒
ララヴァンド（牝ロードカナロア）１勝
シタン（牝エピファネイア）１勝，�
オーシャントライブ（牡 ルーラーシップ）１勝，�

マッハロッド（牡アグネスタキオン）１勝
三代母ビューティワル Beautywal（89 Magwal）仏１勝

【競走成績】中央３勝，２着３回，３着４回，函館道新スポーツ杯（芝1200ｍ），飯坂温
泉特別３着，小樽特別３着
［勝ち距離1200m］［収得賞金 \52,637,000］
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207 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0395‐22

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 エピローグ

厩舎番号№207 エピローグ Epilogue

藤田 好紀＝滋賀県大津市

2016年生
（７歳）
鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

ダンシリ �
�
*デインヒル

ウエストブックステーブル＝浦河町上向別 ℡090（7051）5985

Dansili
Hasili

*ハービンジャー ペナン パール �
�
Bering

Penang Pearl鹿 2006 Guapa

�
�
�

�
�
Devil His Due

*ロージズインメイ
Tell a Secretルイーズ

�
�
フジキセキベツレヘムスター青鹿 2008 ビワプランサー（8）

*ノーザンプランサー系

【未供用】

父*ハービンジャー Harbinger は英国産，英６勝，キング ジョージ六世＆クイーン エリ
ザベスＳ-G1。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）

母ルイーズ（08 *ロージズインメイ）３勝。産駒
ウィキャン（牝 鹿 *ハービンジャー）佐賀�８勝，�
マッチャンチャンプ（牡 鹿ジャスタウェイ）南関東�１勝，�

祖母ベツレヘムスター（03フジキセキ）４戦，入着。産駒
ペイシャスター（牝 *ロージズインメイ）入着，北海道�２勝，東海�７勝
オースミホイップ（牡マヤノトップガン）入着，兵庫�８勝
エクシードスター（牝トランセンド）岩手�３勝，�

三代母ビワプランサー（97 *ブライアンズタイム）入着。産駒
ダンディズム：５勝，陽春Ｓ，ペルセウスＳ-L３着
スパラート：３勝，寒桜賞

四代母 *ノーザンプランサー Northern Prancer（80 Northern Dancer）米国産，不出
走。産駒

タンドラジー Tandra Gee：北米３勝，Lady Angela S２着，オンタリオダムゼルＳ
-CAN3３着，Doll Ina S３着。産駒

ビルラング Biru Lang：豪３戦。ジョウク Joku（BRC Bernborough H-L），パ
ラビロ Palabiro（STC Parramatta Cup-L３着）の母

*チズム Chisme：北米入着。産駒
ミナミノアンタレス：５勝，鎌倉特別，障１勝，北関東�１勝
イニキ Iniki：北米２勝。アンテプレヌール Entepreneur（Sleepy Hollow S，ト

ゥルーノースＢＣＨ-G2２着）の母
ティジュアナタンゴ Tijuana Tango：愛６戦。産駒
ジャラマ Jarama：仏１勝。チンチョン Chinchon（ユナイティド ネイションズＳ

-G1，シンガポール航空国際Ｃ-G1，ラクープドメゾンラフィット-G3，
エクスビュリ賞-G3２回）の母

カータジェナ Cartagena：北米１勝。産駒
*カルタクリス Cartakris：不出走。ロマン ロマンス Roman Romance（Daryl

Wells Sr. Memorial S）の母，センセイショナル スラム Sensatio-
nal Slam（Clarendon S）の祖母

【競走成績】中央３勝，２着１回，３着４回，デイジー賞２着，
水無月Ｓ３着，大濠特別３着
［勝ち距離1400m～1600m］［収得賞金 \54,077,000］
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208 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0534‐36

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 グリンデルヴァルト

厩舎番号№208 グリンデルヴァルト Grindelwald

藤田 好紀＝滋賀県大津市

2017年生
（６歳）
鹿毛

新ひだか産

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ウエストブックステーブル＝浦河町上向別 ℡090（7051）5985

ディープインパクト *ウインドインハーヘアヴァンセンヌ
�
�
ニホンピロウイナーフラワーパーク鹿 2009 ノーザンフラワー

�
�
�

�
�
*フォーティナイナー

*コロナドズクエスト
Laughing Lookフィールドボニータ

�
�
Summer Squall

*ゴートゥグローリー鹿 2005 Charming Tiara（13）

【未供用】

父ヴァンセンヌは白老産，６勝，東京新聞杯-G3，安田記念-G1２着，京王杯スプリング
Ｃ-G2２着。父として，ロードベイリーフ（アイビスサマーダッシュ-G3３着），イロゴトシ（ひま
わり賞-OP），ファユエン（御在所特別），ビップエレナ（火打山特別），ハルノインパクト（高
知・高知優駿），トゥルスウィー（佐賀・九州ダービー栄城賞）を出す

母フィールドボニータ（05 *コロナドズクエスト）不出走。産駒
ポークチョップ（牝 鹿ゴールドヘイロー）２勝
ムーンビューティ（牝 鹿アドマイヤムーン）入着，岩手�６勝
ボンバーガール（牝 鹿ヴァンセンヌ）入着，佐賀�５勝
ウインヴァモス（騸 黒鹿スクリーンヒーロー）石川�入着，東海�５勝
ドナータ（牝 鹿 *フォーティナイナーズサン）岩手�６勝
メグミ（牝 黒鹿 *シンボリクリスエス）石川�１勝

祖母 *ゴートゥグローリー Go to Glory（93 Summer Squall）米国産，不出走。産駒
サマーオブキングス（騸 *キングオブキングス）２勝

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

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

レットザミステリービー Let the Mystery Be：北米入着。産駒
エディタEdyta：北米２戦。産駒

カイシャエレトロニカ Caixa Eletronica：北米23勝，チャールズタウン
クラシックＳ-G2，トゥルーノースＨ-G2，フォール ハイウェイトＨ
-G3，ウエストチェスターＳ-G3，Duck Dance S

*ザンゼ Zanze：英５戦。産駒
シルキーヴェルジェ：４戦。産駒

マイネオーチャード：５勝，クリスマスＣ，魚野川特別，エリザベス女王杯
-G1４着，マーメイドＳ-G3５着

ジョウノボレロ：１勝。産駒
リアライズキボンヌ：５勝，アレキサンドライトＳ，鹿島特別，オホーツクＨ，

北海道�入着，ブリーダーズゴールドＣ-JPN3５着
四代母マイ チャーマー My Charmer（69 Poker）北米６勝，Fair Grounds Oaks。シ

アトル スルー Seattle Slew（米年度代表馬，米三冠，マールボロカップＨ
-G1），ロモンド Lomond（英2000ギニー-G1）の母

【競走成績】中央３勝，２着１回，３着１回，横手特別２着
［勝ち距離1200m～1400m］［収得賞金 \38,306,000］
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209 2023ジェイエス冬季繁殖馬セール T0267‐13

販売者：
飼養者：

価 格： 購買者：

2022‐12‐09 エクレアサトリ

厩舎番号№209 エクレアサトリEclair Satori

李 柱坤＝千葉県市川市

2019年生
（４歳）
黒鹿毛
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ダンスインザダーク *ダンシングキイザレマ

�
�
Zafonic

*シェンク栗 2004 Buckwig（4）

【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

母ザレマ（04 ダンスインザダーク）４勝，京成杯オータムＨ-G3（芝1600ｍ），ターコイズ
Ｓ-L（芝1600ｍ），同２着，忘れな草賞-OP（芝2000ｍ），阪神牝馬Ｓ-G2２着，
京都牝馬Ｓ-G3２着，同３着（２回），クイーンＳ-G3２着，福島牝馬Ｓ-G3３
着，ヴィクトリアマイル-G1４着，中山牝馬Ｓ-G3４着，富士Ｓ-G3５着。産駒

バレッティ（騸 鹿キングカメハメハ）６勝，師走Ｓ-L，同２着，秋嶺Ｓ，オアシスＳ
-L２着，アハルテケＳ-OP２着，ラジオ日本賞-OP３着，�

ミッキーオリビエ（牡 栗キングカメハメハ）４勝，長岡京Ｓ，野分特別
グランドピルエット（牝 鹿ロードカナロア）２勝
フルメタルボディー（牡 栗 *マインドユアビスケッツ）１勝，�

祖母 *シェンク Shenck（96 Zafonic）英国産，伊３勝，伊1000ギニー-G2，Premio Ser-
egno-L，Premio Alessandro Perrone-L２着，Premio Vittorio Crespi-L３
着，仏入着，仏1000ギニー-G1４着。産駒

マルカシェンク（牡 *サンデーサイレンス）５勝，デイリー杯２歳Ｓ-JPN2，関屋記念
-G3，ニューイヤーＳ-L，京都２歳Ｓ-L，富士Ｓ-G3２着，京都金杯-G3２
着，同４着，鳴尾記念-JPN3２着，小倉大賞典-JPN3２着，ダービー-JPN1
４着，毎日王冠-G2４着，中山記念-G2４着，京都新聞杯-JPN2５着，武
蔵野Ｓ-G3５着。種牡馬

ガリバルディ（牡ディープインパクト）６勝，中京記念-G3，逆瀬川Ｓ，春日特別，京
成杯オータムＨ-G3２着，京都新聞杯-G2３着，大阪城Ｓ-L３着，マイラ
ーズＣ-G2４着，富士Ｓ-G3５着，岩手�入着，ＯＲＯカップ３着

フォーノーワン（牝 *サンデーサイレンス）４戦。産駒
ノーワンエルス（牡 *スウェプトオーヴァーボード）２勝，カンナＳ-OP

三代母バックウィッグ Buckwig（84 Buckfinder）伊10勝，ブオンタレンタ賞-G3，バグッ
タ賞-G3，同２着，Premio Allevamento-L，Premio Sergio Cumani-L２着，リ
ボー賞-G2４着，ロイヤルメアズ賞-G3４着。産駒

カーヴィス Karvis：伊４勝，Premio Alberto Zanoletti di Rozzano-L２着。産駒
ベックマン Beckmann：伊12勝，Premio d'Estate-L，伊障２勝
ペンギン ニューズ Penguin News：伊15勝，Premio 50 Anniversario Trat-

tato di Ronna-L２着
チャラント Challant：伊４勝，Premio Campobello-L３着

【競走成績】中央２戦
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