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1 オキザリスの２０１７ 牡・栗 ３／ ５

＊ダノンゴーゴー
栗 2005

オキザリス
青鹿 2007

＊アルデバラン

Potrinner
ポトリネール

デュランダル

＊マハーブ

Mr. Prospector
Chimes of Freedom
Potrillazo
Chaldee

＊サンデーサイレンス
サワヤカプリンセス
Nureyev
Personal Business

体高

胸囲

管囲

（Somethingroyal ～ Imperatrice） 2 s
Raise a Native S 4×S 5 Private Account S 4×M 4 Northern Dancer M 4×M 5

価格： 購買者：
母 オキザリス（07 青鹿 デュランダル）入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
セルヌア（12 牝 黒鹿 ＊ダノンゴーゴー） １勝
ストームクルーズ（14 牡 栗 ＊ダノンゴーゴー） ４勝
シェナキラキラ（15 牝 黒鹿 ＊ダノンゴーゴー） ３勝

２代母 ＊マハーブ（95 USA黒鹿 Nureyev）英・仏１勝
マレーシアMalaysia（01 牝 Quiet American）米２勝

バルマー Balmat（11 牡 Kitten's Joy） 仏２勝，リジウエイ賞 ３着
マハーバリプラム（05 牝 フジキセキ）６勝，室町Ｓ ，ＢＳＮ賞 ，岩室温泉特別，円山

特別，千葉Ｓ ３着
コロマンデル（12 牡 キングカメハメハ）５勝，神無月Ｓ，日吉特別

デイトユアドリーム（06 牝 ＊トワイニング）４勝，苗場特別，プラタナス賞

３代母 パーソナルビジネス Personal Business（86 USA鹿 Private Account）米５勝，ジョ
ンＡモリスＨ ，ラフィアンＨ ２着，アフェクショニトリーＨ ３着，マムズコマ
ンドＳ ２着
インコンフェレンス In Conference（92 牝 Dayjur）米４勝，ヒューマナディスタフＨ ，

オナラブルミスＳ ３着
クランデスティンリーClandestinely（93 牝 ＊フォーティナイナー）米１勝

エニーリミット Any Limit（03 牝 Limit Out）米９勝，オノラブルミスＨ ，ファー
ストフライトＨ ，ハリケインバーティＳ ，ファーストレイディＨ ，ハリ
ケインバーティＨ ，インサイドインフォメイションＳ ２着，シャーリー
ジョーンズＢＣＨ ２着，ファーストレイディＳ ２着，ヴェイグランシー
Ｈ ３着，アッパーヌーシュＳ ３着

ディサーニングDiscerning（04 牝 Langfuhr）米出走
クラシックポイント Classic Point（09 牝 Flatter）米８勝，インサイドインフォ
メイションＳ ，ゴーフォーワンドＨ ，オノラブルミスＨ ２着

アンガルリームAngalreem（98 牝 Mr. Prospector）仏１勝
ウィストフルWistful（09 牝 Tiger Hill）豪４勝，ＢＲＣロードメイアーズＣ ２着，

ホークスベリーＧＣ ２着，ＭＲＣサモンドＳ ３着

販売申込者： ㈱ストームファームコーポレーション＝熊本県菊池郡大津町 090-5988-3884
所 有 者： ㈱ストームファームコーポレーション
生 産 牧 場： ㈱ストームファームコーポレーション
飼 養 者： ジャパンレーシングホースケア＝熊本県菊池郡大津町 090-3986-1019

展示品評会出陳予定馬

九州産
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2 コチョウサンの２０１７ 牡・黒鹿 ３／２９

＊ケイムホーム
黒鹿 1999

コチョウサン
芦 2011

Gone West
ゴーンウェスト

Nice Assay
ナイスアセイ

＊クロフネ

ファインセイコー

Mr. Prospector
Secrettame
Clever Trick

＊インフルヴユー
＊フレンチデピュティ
＊ブルーアヴェニュー
＊サンデーサイレンス
＊スコールイ

体高

胸囲

管囲

（Nokka ～ Loika） 5 j
Mr. Prospector S 3×M 5 Icecapade S 4×M 5

価格： 購買者：
母 コチョウサン（11 芦 ＊クロフネ）不出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ファインセイコー（01 青鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
セイコーライコウ（07 牡 ＊クロフネ）７勝，アイビスサマーダッシュ ，シルクロー

ドＳ ３着，韋駄天Ｓ ，船橋Ｓ，ラピスラズリＳ ３着，etc.
ミエノサンキュー（12 キングカメハメハ） ４勝
ブギーサムソン（13 牡 メイショウサムソン） １勝
テイエムイキオイ（14 牡 ＊タイキシャトル） １勝
ファインブギー（15 牡 ＊ヨハネスブルグ） １勝

３代母 ＊スコールイ（93 USA青鹿 Seeking the Gold）３勝
セイコーアカデミー（99 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，共同通信杯 ３着，五稜郭特

別，東雲賞
クイックセイコー（02 牝 ＊エルコンドルパサー）３勝

スピーディユウマ（10 牝 ディープインパクト）１勝
チーキーデヴィル（12 牝 ハーツクライ） ３勝
ラッキーペニー（13 牝 ダイワメジャー）１勝

エフセイコー（03 牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，若竹賞，ホープフルＳ ２着
セイコースペシャル（04 スペシャルウィーク）３勝
スピーディセイコー（05 牡 サクラバクシンオー）２勝
プリティウイッチ（10 牝 ＊クロフネ）１勝
ウップスアデイジイ（12 牡 ＊ファルブラヴ）１勝， ６勝

４代母 プレミアプレイメイト Premier Playmate（86 USA黒鹿 Pass Catcher）米２勝，アデ
ィロンダックＳ ３着，コリーンＳ ２着

５代母 ベッドタイムトーイBedtime Toy（76 USA鹿 Night Invader）米２勝
［子］ ストレスバスター Stress Buster（89 Lines of Power）米３勝，ピルグリムＳ

２着，パームビーチＳ ３着
シンフリーデリシャス Sinfully Delicious（83 牝 Jet Diplomacy）米３勝，ミラ
マーＳ

販売申込者： 本田 土寿＝熊本県熊本市 096-380-8324
所 有 者： 本田 土寿
生 産 牧 場： 本田 土寿
飼 養 者： 本田 土寿＝熊本県熊本市 096-380-8324

展示品評会出陳予定馬

九州産
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3 プルメリアチャームの２０１７ 牡・芦 ３／３１

＊プリサイスエンド
黒鹿 1997

プルメリアチャーム
芦 2007

＊エンドスウィープ

Precisely
プリサイスリー

キングカメハメハ

シルバーネックレス

＊フォーティナイナー
Broom Dance
Summing
Crisp 'n Clear
Kingmambo

＊マンファス
＊サンデーサイレンス
＊シルバードシルク

体高

胸囲

管囲

（ ～ Liz F.） 8 c
Mr. Prospector S 4×M 4 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 プルメリアチャーム（07 芦 キングカメハメハ） 入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
シグラップジュエル（12 牝 芦 タニノギムレット） ４勝
シグラップラテ（14 牝 芦 ＊ストーミングホーム） １勝
ブラックチャーム（16 牝 黒鹿 ＊ロージズインメイ） 地方不出走

２代母 シルバーネックレス（96 芦 ＊サンデーサイレンス）２勝，野苺賞
シルバーブレイズ（04 牡 タニノギムレット）５勝，ジューンＳ，鳴滝特別，尾頭橋特別，

障害１勝
ロイヤルネックレス（06 牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，三田特別

３代母 ＊シルバードシルク（80 USA芦 Fire Dancer）米１２勝，アーリントンメイトロンＨ
３着，メドーブルックファームＨ ，ヴィスカヤＨ ２着，コラルゲイブルズＨ ３
着，フロリダスタリオンＳ ３着

＊シルヴアード（87牝 Halo）米８勝，ファンタジーＳ ，ゴールデンハーヴェストＨ ，カウ
ンテスファーガーＨ ２着，ゲイムリーＨ ３着，ラプレヴォワイヤントＨ ３着，etc.
シルキーヒロイン（95 牝 ＊スターリフト）２勝
シルクネクサス（02 牡 ＊グラスワンダー）７勝，オールカマー ２着，中京
記念 ２着，ＡＪＣＣ ３着，小倉大賞典 ３着，大阪―ハンブ
ルクＣ ，etc.

ブライダルスイート（95 牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，スイートピーＳ ３着
インセンティブガイ（01 牡 ＊エンドスウィープ）６勝，京王杯スプリングＣ ２着，

東京新聞杯 ３着，関屋記念 ３着，東風Ｓ ，谷川岳Ｓ ２着，etc.
ボランタス（04 牡 ＊ティンバーカントリー）５勝，東海Ｓ ３着，etc.， ４

勝，浦和記念 ，浦和記念 ２着，川崎記念 ３着，名古屋ＧＰ
３着，etc.

４代母 プリンセスヤング Princess Young（71 USA芦 Young Emperor）米１勝
［曾孫］ ファイアーキング Fire King（93 牡 Fast Play）米１７勝，クイーンズカウンティ

Ｈ ，スタイミーＨ ２着，スタイヴァサントＨ ３着，フォーティナイ
ナーＳ ，種牡馬

販売申込者： シグラップ・マネジメント㈱＝東京都三鷹市 090-1796-2929
所 有 者： シグラップ・マネジメント㈱
生 産 牧 場： 服部 文明
飼 養 者： 長谷川牧場＝鹿児島県鹿屋市 0994-85-1790

九州産

展示品評会出陳予定馬
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4 ペニーレーンの２０１７ 牡・青鹿 ３／３１

ミスキャスト
鹿 1998

ペニーレーン
黒鹿 2006

＊サンデーサイレンス

ノースフライト

＊シンボリクリスエス

エターナルシャイン

Halo
Wishing Well

＊トニービン
シヤダイフライト
Kris S.
Tee Kay

＊ノーザンテースト
マークプロミス

体高

胸囲

管囲

（イコマエイカン～ ＊ヘザーランズ） 1 l
Hail to Reason S 4×M 5

価格： 購買者：
母 ペニーレーン（06 黒鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
モズハナニカゼ（11 牡 黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着， １勝
インヘリットライン（12 牝 黒鹿 ヴァーミリアン） ２勝
インベストウッド（15 牡 鹿 ＊パイロ） 地方不出走

２代母 エターナルシャイン（99 栗 ＊ノーザンテースト）出走
シュウボンバー（05 牡 スペシャルウィーク）２勝，高田城特別

３代母 マークプロミス（92 栗 トウシヨウボーイ）２勝，桃花賞
マークターミー（97 牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，オーロラ特別， １勝
プロミストーク（98 牝 ＊ジェイドロバリー）不出走

セイウンニムカウ（02 牡 ＊カーネギー）２勝，アーリントンＣ ２着，京王杯２歳
Ｓ ３着，ＮＨＫマイルＣ ５着，朝日杯フューチュリティＳ ５着，くるみ
賞，コスモス賞 ３着

デンコウブルー（06 牝 キングカメハメハ）出走
ウインヴォルケーノ（13 牡 ＊ロージズインメイ） １４勝，仙酔峡賞２着，錦
江湾賞２着，すみれ賞３着

リヴァプール（02 牝 ダンスインザダーク）５勝，ファンタジーＳ ３着，グリーンＳ，
金峰山特別，金山特別，サフラン賞
アースザスリー（10 牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，石打特別

ツルマルヤマト（07 牡 ダンスインザダーク）入着６回， ３勝，北上川大賞典２着

４代母 ヤングサリー（79 栗 ＊リマンド）１勝
［曾孫］ サクラハート（04 牡 ヤマニンゼファー） ８勝，ヤングヒーロー３着

５代母 イコマエイカン（67 鹿 Sallymount）１勝
［子］ アグネスレデイー（76 牝 ＊リマンド）５勝，オークス，京都記念（春），朝日Ｃ

ｈＣ，エリザベス女王杯２着，サンスポ４歳牝馬特別２着，日経新春杯３
着，阪神４歳牝馬特別３着，神戸新聞杯３着，白菊賞，優３牝

［曾孫］ アグネスタキオン（98 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，皐月賞 ，弥生賞 ，
Ｒたんぱ杯３歳Ｓ ，種牡馬

販売申込者： 本田 土寿＝熊本県熊本市 096-380-8324
所 有 者： 本田 土寿
生 産 牧 場： 本田 土寿
飼 養 者： 本田 土寿＝熊本県熊本市 096-380-8324

九州産

展示品評会出陳予定馬
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5 エイシンボルトの２０１７ 牡・栗 ５／ ４

ディープスカイ
栗 2005

＊エイシンボルト
芦 2011

アグネスタキオン

＊アビ

Zensational
ゼンセイショナル

Alozaina
アロサイナ

＊サンデーサイレンス
アグネスフローラ
Chief's Crown
Carmelized
Unbridled's Song
Joke

＊ペルジノ
Latching

体高

胸囲

管囲

（Crepe Myrtle ～Myrtlewood） 13 c
Danzig S 4×M 4

価格： 購買者：
母 ＊エイシンボルト（11 USA芦 Zensational）出走
初仔

２代母 アロサイナ Alozaina（99 IRE 栗 ＊ペルジノ）米・仏４勝，デルマーオークス ３
着，オータムリーブズＨ ，アンジェルヴィル賞 ２着，デラーント賞 ２着，アメリ
カンオークス ３着，ファンランド賞 ３着，ローズドゥメ賞 ３着
イントレピッドアレックス Intrepid Alex（12 牝 Afleet Alex） 米４勝

３代母 ラッチング Latching（92 IRE 栗 Thatching）英２勝

４代母 キーパーズロックKeepers Lock（88 USA黒鹿 Sunny's Halo）不出走
［子］ キーパーズドーン Keepers Dawn（93 牝 Alzao）英１勝，フレッドダーリング

Ｓ ２着

５代母 キーパーズチャームKeeper's Charm（73 USA鹿 Poker）米２勝
［曾孫］ ボーガスドリームズ Bogus Dreams（97 Lahib）英４勝，プリドミネイトＳ

３着，シルヴァータンカードＳ ３着，愛・英・障害５勝

６代母 フェアチャーマーFair Charmer（59 USA栗 Jet Action）米１勝
［孫］ シアトルスルー Seattle Slew（74 牡 Bold Reasoning）米１４勝，ケンタッキーダ

ービー ，ベルモントＳ ，プリークネスＳ ，ウッドメモリアルＳ ，
フラミンゴＳ ，etc.，年代表，種牡馬

ローモンド Lomond（80 牡 Northern Dancer）愛・英３勝，英２０００ギニー ，愛
２０００ギニー ２着，愛ナショナルＳ ３着，グラッドネスＳ ，種牡馬

＊シアトルダンサー （84 牡 Nijinsky）愛・仏２勝，ガリニュールＳ ，愛ダー
ビートライアルＳ ，パリ大賞 ２着，種牡馬

［曾孫］ デザートシークレット Desert Secret（90 牡 Sadler's Wells）米・英１勝，ロイヤ
ルロッジＳ ，種牡馬

＊ビンヤー（89 牝 Sadler's Wells）愛・英１勝，ヨークシャーオークス ２着
ディーズノットワーズ Deeds Not Words（94 牡 Rubiano）米２勝，キーンラン
ドレキシントンＳ ３着，ベストパルＳ ３着

販売申込者： ISSA STABLE＝熊本県熊本市 080-8571-1727
所 有 者： ISSA STABLE
生 産 牧 場： ISSA STABLE
飼 養 者： 石黒競走馬トレーニングセンター＝宮崎県都城市 0986-64-3925

九州産

展示品評会出陳予定馬
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6 メイクミーシャインの２０１７ 牡・栗 ５／ ７

アドマイヤムーン
鹿 2003

メイクミーシャイン
黒鹿 2008

＊エンドスウィープ

マイケイティーズ

＊アグネスデジタル

メイクヒストリー

＊フォーティナイナー
Broom Dance

＊サンデーサイレンス
＊ケイティーズファースト
Crafty Prospector
Chancey Squaw

＊サンデーサイレンス
＊シジェームサン

体高

胸囲

管囲

（Bayou ～ Bourtai） 9 f
サンデーサイレンス S 3×M 3 Mr. Prospector S 4×M 4

価格： 購買者：
母 メイクミーシャイン（08 黒鹿 ＊アグネスデジタル） 入着６回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
テイエムダイバリキ（13 牡 青鹿 ＊ロージズインメイ）入着， ３勝
マーシアサルト（14 牡 栗 ＊キングズベスト） １勝
サンディー（15 牝 黒鹿 ジャングルポケット） 出走
クイーンズサエ（16 牝 黒鹿 パドトロワ） 地方不出走

２代母 メイクヒストリー（01 黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，エルフィンＳ ３着
ティリアンパープル（10 牝 ジャングルポケット）障害２勝，新潟ジャンプＳ

３代母 ＊シジェームサン（92 USA黒鹿 Septieme Ciel）米・仏７勝，サンゴルゴニオＨ ，
ダリアＨ ，アシーニアＨ ，バガテル賞 ，ハンシンＨ ２着，etc.
セレブ（98 Gone West）４勝，竜飛崎特別
ボールドブライアン（99 ＊ブライアンズタイム）５勝，東京新聞杯 ，函館スプリン

トＳ ２着，石清水Ｓ，摩周湖特別
ルージュマジック（08 牝 ＊アフリート） ２勝

ヒメタチバナ（13 牝 ナカヤマフェスタ） ２勝，南相馬特別

４代母 サマレクス Samalex（82 GB鹿 Ela-Mana-Mou）仏２勝，ペネロープ賞 ３着，サン
ロマン賞 ３着

５代母 パンパスミス Pampas Miss（74 USA栗 Pronto）英・仏出走
［孫］ ムドゥドゥMdudu（91 牡 Mtoto）西・仏１０勝，サンセバスティアン金杯

６代母 バイユー Bayou（54 USA栗 Hill Prince）米７勝，エイコーンＳ，デラウェアオーク
ス，マスケットＨ，ガゼルＨ，ＣＣＡオークス２着
［孫］ コースタル Coastal（76 牡 Majestic Prince）米８勝，ベルモントＳ ，モンマス

招待Ｈ ，ドゥワイアＳ ，ピーターパンＳ ，ジョッキークラブゴール
ドＣ ３着，etc.，種牡馬

スルーオゴールド Slew o' Gold（80 牡 Seattle Slew）米１２勝，ジョッキークラ
ブゴールドＣ （２回），ウッドメモリアルＳ ，ホイットニーＨ ，ウッ
ドワードＳ ，etc.，種牡馬

販売申込者： 片山 建治＝熊本県荒尾市 0968-68-3329
所 有 者： 片山 建治
生 産 牧 場： 片山 建治
飼 養 者： 片山 建治＝熊本県荒尾市 0968-68-3329

九州産

展示品評会出陳予定馬
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7 フォンティーンの２０１７ ・栗 ２／ ７

＊ダノンゴーゴー
栗 2005

フォンティーン
鹿 2003

＊アルデバラン

Potrinner
ポトリネール

＊エンドスウィープ

＊サドラーズメイド

Mr. Prospector
Chimes of Freedom
Potrillazo
Chaldee

＊フォーティナイナー
Broom Dance
Sadler's Wells
Amazer

体高

胸囲

管囲

（Hasty Girl ～ Admiration） 14 b
Mr. Prospector S 3×M 4 Raise a Native S 4×S 5×M 5 Northern Dancer M 4×M 5

価格： 購買者：
母 フォンティーン（03 鹿 ＊エンドスウィープ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（６）〕
ダンツレパード（10 牡 鹿 ＊ディクタット）１勝
ダブルポイント（12 牡 鹿 ＊ダノンゴーゴー） １勝
ファイヤーレディ（13 牝 鹿 ＊ホワイトマズル） ４勝
コウユーヌレエフ（14 牡 黒鹿 ＊ロージズインメイ） 入着， １勝

２代母 ＊サドラーズメイド（91 IRE 鹿 Sadler's Wells）独２勝
ロードマーシャル（01 牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，福寿草特別
トーセンギャラリー（09 牡 フジキセキ）３勝，長良川特別

３代母 アメイザー Amazer（75 USA栗 Vaguely Noble）米・仏４勝，ロワイヤリュー賞 ，
ミネルヴ賞 ２着，ポモーヌ賞 ２着，ヴェルメイユ賞 ３着，カナディアンインタ
ーナショナル ３着，etc.
ディライター Delighter（85 牝 ＊リイフオー）米・仏４勝，イエローリボンＳ ，ロスマン

ズ国際Ｓ ３着，ティベールヴィル賞 ，トゥーレル賞 ２着，ジュベール賞 ３着
＊オークミード （90 牝 Lomond）愛・米・英・仏２勝，英オークス ３着，愛オークス

３着，ポモーヌ賞 ３着，リングフィールドオークストライアルＳ
レイクヴィクトリア Lake Victoria（97 牝 Lake Coniston）愛入着３回，コークＳ ２着

ヴィクトリアロッジVictoria Lodge（03 牝 Grand Lodge）不出走
コリンシアナイト Corinthia Knight（15 牡 Society Rock） 米・英・仏７勝，サ
イレニアＳ ２着，モンテニカ賞

アスコットグローリーAscot Glory（07 牝 Kheleyf）仏３勝，クリテリヨムドメゾン
ラフィット ２着，ラフレーシュ賞 ３着

４代母 セイルデイ Sale Day（65 USA鹿 To Market）米１２勝，スピンスターＳ，フォールズ
シティＨ，デラウェアオークス２着，スピンスターＳ３着
［子］ スポーティングヤンキー Sporting Yankee（74 牡 Vaguely Noble）英・仏３勝，

英フュチュリティＳ ，ジェフリーフリアＳ ２着，クレイヴァンＳ
２着，ジョンポーターＳ ３着，種牡馬

［孫］ ビッグサー Big Sur（89 牡 Alydar）米４勝，サプリングＳ ，ウィザーズＳ ２着，
コリンＳ ３着，サウスウエストＳ ，サニースロープＳ ３着，種牡馬

販売申込者： ㈱ストームファームコーポレーション＝熊本県菊池郡大津町 090-5988-3884
所 有 者： ㈱ストームファームコーポレーション
生 産 牧 場： ㈱ストームファームコーポレーション
飼 養 者： ジャパンレーシングホースケア＝熊本県菊池郡大津町 090-3986-1019

展示品評会出陳予定馬

九州産
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8 テラノイロハの２０１７ ・栗 ２／１０

カンパニー
鹿 2001

テラノイロハ
青鹿 2009

ミラクルアドマイヤ

ブリリアントベリー

ゼンノロブロイ

＊ティエッチグリーン

＊トニービン
＊バレークイーン
＊ノーザンテースト
＊クラフテイワイフ
＊サンデーサイレンス
＊ローミンレイチェル
Kingmambo

＊コンファームドダンサー

体高

胸囲

管囲

（Scarlet Ribbon ～ Native Gal） 23 b
Northern Dancer S 4×S 5 Mr. Prospector M 4×S 5×M 5

価格： 購買者：
母 テラノイロハ（09 青鹿 ゼンノロブロイ）２勝
初仔

２代母 ＊ティエッチグリーン（96 USA鹿 Kingmambo）３勝
ヴァンフレーシュ（10 牝 サクラバクシンオー）２勝，カンナＳ

３代母 ＊コンファームドダンサー（86 USA青鹿 Green Dancer）米６勝，アーリントンオー
クス ，アーリントンメイトロンＨ ３着，マジョレットＨ ３着

＊ティエッチゴア（93 牡 Easy Goer）３勝，相模湖特別，松川浦特別
＊ティエッチグレース（97 牝 Capote）７勝，アイビスサマーダッシュ ２着，バーデンバ

ーデンＣ ，ＢＳＮ賞 ，初春賞，初風特別，etc.
＊カミノウエスト（99 牝 Quiet American）出走

シービスティー（08 牡 トーセンダンス） ３勝，鎌倉記念２着
サンエイリシャール（14 牡 フサイチリシャール） ５勝，スプリングＣ，若

駒賞，ビギナーズＣ，やまびこ賞２着，金杯２着，etc.
クォリティシーズン（08 牝 ＊トワイニング）３勝

テンザワールド（14 牡 ダイワメジャー） ３勝，濃尾特別

４代母 コンファームConfirm（77 USA黒鹿 Proudest Roman）米１勝
［子］ オータムグリッター Autumn Glitter（83 牝 Exceller）愛・米６勝，ラスパルマ

スＨ ，ラプレヴォワイヤントＨ ２着，ゴールデンハーヴェストＨ
２着，ローレンスアーマーＨ ２着，モデスティＳ ３着，etc.

ホリークーム Hollycombe（94 牡 Capote）米５勝，デルマーＢＣＳ ，ポトレ
ログランデＨ ２着，種牡馬

サラトガシズル Saratoga Sizzle（87 牝 Saratoga Six）米４勝，スピナウェイＳ
３着，アディロンダックＳ ３着

ロンボン Ron Bon（85 牡 Halo）米７勝，ポトレログランデＨ ２着，ダブルラ
ブＨ ３着，種牡馬

ヨランダ Yolanda（81 牝 Exclusive Native）米４勝，ジュニアミスＳ ，バーロ
Ｈ ２着

［孫］ ティペラリーメロディ Tipperary Melody（95 牝 Rahy）米１勝，ソロリティＳ
２着

販売申込者： 本田 土寿＝熊本県熊本市 096-380-8324
所 有 者： 本田 土寿
生 産 牧 場： 本田 土寿
飼 養 者： 本田 土寿＝熊本県熊本市 096-380-8324

九州産

展示品評会出陳予定馬
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9 マネーゲームの２０１７ ・栗 ３／１４

スマートファルコン
栗 2005

マネーゲーム
鹿 2008

ゴールドアリュール

ケイシュウハーブ

キングカメハメハ

＊インディマネー

＊サンデーサイレンス
＊ニキーヤ
＊ミシシツピアン
キヨウエイシラユキ
Kingmambo

＊マンファス
A.P. Indy
Northern Glance

体高

胸囲

管囲

（Mumtaz ～Minima） 13 b
Nureyev S 4×M 5 Northern Dancer S 5×M 5 Raise a Native S 5×M 5

価格： 購買者：
母 マネーゲーム（08 鹿 キングカメハメハ） ９勝
初仔

２代母 ＊インディマネー（96 USA鹿 A.P. Indy）米２勝
マヤノバルトーク（04 牡 ＊タイキシャトル）３勝， ６勝

３代母 ノーザングランスNorthern Glance（87 USA栗 Nijinsky）米２勝
タラフマラTarahumara（93 牝 ＊ブラックタイアフェアー）不出走

リジーズタウンシップ Lizzy's Township（03 牝 Delaware Township）米３勝，マウン
テニアージュヴェナイルフィリーズＳ

ホッジ Hodge（09 City Place）米２勝，ハリウッドプレヴューＳ ３着

４代母 パスアグランス Pass a Glance（71 USA鹿 Buckpasser）米・英８勝，デラウェアＨ
２着，レイディーズＨ ２着，ヘムステッドＨ ２着，ベルダムＳ ３着，メイトロ
ンＨ ３着，etc.
［孫］ ワキリリックWhakilyric（84 牝 Miswaki）仏３勝，カルヴァドス賞 ，アラン

ベール賞 ２着，フォレ賞 ３着，サラマンドル賞 ３着，パレロワイヤ
ル賞 ３着，etc.

ブリカサ－ル Bricassar（85 牡 Irish River）仏２勝，ダフニス賞 ，ラフォルス
賞 ３着，種牡馬

ゴールデンソナタ Golden Sonata（99 牝 Mr. Prospector）米・英６勝，オークロ
ーンＳ

［曾孫］ エルナンド Hernando（90 牡 Niniski）愛・米・仏７勝，仏ダービー ，リュパ
ン賞 ，ニエル賞 ，愛ダービー ２着，凱旋門賞 ２着，etc.，種牡馬

ヨハンクアッツ Johann Quatz（89 牡 Sadler's Wells）米・仏６勝，リュパン賞
，カーネルＦＷケスターＨ ，ＢＣマイル ２着，アーリントンミリオ
ンＳ ３着，エディリードＨ ３着，etc.，種牡馬

クラウディウス Claudius（92 牡 Majestic Light）米９勝，ランプライターＨ ，
ジャージーダービー ２着，ブーゲンヴィリアＨ ３着，トロピカルパ
ークダービー ３着，ジェネラスＳ ３着，種牡馬

ローマンダイナスティ Roman Dynasty（03 牡 Theatrical）米３勝，ディスカヴ
ァリーＨ

販売申込者： ㈱ストームファームコーポレーション＝熊本県菊池郡大津町 090-5988-3884
所 有 者： ㈱ストームファームコーポレーション
生 産 牧 場： ㈱ストームファームコーポレーション
飼 養 者： ジャパンレーシングホースケア＝熊本県菊池郡大津町 090-3986-1019

九州産

展示品評会出陳予定馬
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10 ビューティフルアイの２０１７ ・黒鹿 ３／２２

ヴァンセンヌ
鹿 2009

ビューティフルアイ
黒鹿 2000

ディープインパクト

フラワーパーク

フサイチコンコルド

ミスアミーゴ

＊サンデーサイレンス
＊ウインドインハーヘア
ニホンピロウイナー
ノーザンフラワー
Caerleon

＊バレークイーン
＊ゲイメセン
モリユウエル

体高

胸囲

管囲

（ ～ ＊ゲイプレテエ） 16 h
Northern Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：
母 ビューティフルアイ（00 黒鹿 フサイチコンコルド）４勝，大雪Ｈ（Ｄ１７００）
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
サクラチャン（10 牝 黒鹿 ＊ワイルドラッシュ） ２勝
トモノサーブル（12 牝 鹿 タニノギムレット） １勝
カスタムポーラ（13 牝 青鹿 マツリダゴッホ） ３勝
ブラックチーカ（15 牝 青 ブラックタイド） 出走

２代母 ミスアミーゴ（90 黒鹿 ＊ゲイメセン）４勝，洞爺湖特別
ジーティーフレンズ（97 牝 ＊シャンハイ）２勝
ジーティーライダー（03 牡 ＊ワレンダー） １勝

３代母 モリユウエル（82 鹿 ＊カウアイキング）入着２回， ６勝
グランドフォンテン（91 牡 ホリスキー）１勝
ファイブブルボン（93 牡 ＊マジックマイルズ）２勝， ７勝
エビスライデン（94 牡 ワカオライデン） ６勝，東京湾Ｃ３着
ムテキジョオー（96 牝 ヤエノムテキ） ４勝

ロードグリン（05 牡 トーホウエンペラー） ２５勝，新春盃，新春盃３着，スプリ
ングＣ３着

バルトフォンテン（01 牡 ＊ダンツシアトル）３勝，障害２勝

４代母 キヨベスト（75 鹿 ＊ドン）不出走
［子］ ジムニマサル（81 牡 ＊ジムフレンチ） ９勝，若草賞３着

５代母 キヨボシ（66 黒鹿 ＊セダン）出走

６代母 ＊ゲイプレテエ（61 GB栗 Sunny Boy）不出走
［子］ プリーズターフ（67 牝 ＊ガーサント）４勝，サンスポ四歳牝馬特別，オークス

３着，クイーンＳ３着，クイーンＣ３着，樽前特別，etc.
［孫］ ミスターブランディ（82 牡 ＊デイクタス）９勝，福島記念 （２回），関屋記念

，オールカマー ２着，有馬記念 ５着，etc.
［曾孫］ モアレコード（77 牝 ＊エルセンタウロ） １２勝，サラブレッド大賞典，開設

１０周年記念２着，開設９周年記念２着，サガ・クイーン賞２着，栄城賞３着

販売申込者： ㈲宮村牧場＝熊本県阿蘇郡西原村 090-3322-5574
所 有 者： ㈲宮村牧場
生 産 牧 場： ㈲宮村牧場
飼 養 者： 石黒競走馬トレーニングセンター＝宮崎県都城市 0986-64-3925

九州産

展示品評会出陳予定馬
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11 サキノザザの２０１７ ・黒鹿 ３／２７

イシノナイト
青 1996

サキノザザ
栗 2009

＊サンデーサイレンス

マキバノレディ

タイムパラドックス

サキノローレル

Halo
Wishing Well

＊ラツキーソブリン
ハギノトツプレデイ

＊ブライアンズタイム
＊ジョリーザザ
サクラローレル
サキノサンサン

体高

胸囲

管囲

（ ～ ＊ジユテイフア） 20 a
Hail to Reason S 4×M 5 Bold LadyM 4×M 5

価格： 購買者：
母 サキノザザ（09 栗 タイムパラドックス） 入着
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 サキノローレル（04 鹿 サクラローレル）出走
サキノブライアン（12 牡 タイムパラドックス） ４勝
ナックトゥーレ（14 牡 キャプテントゥーレ） ２勝

３代母 サキノサンサン（95 鹿 ギヤロツプダイナ）出走
サキノキング（01 牡 サマーサスピション） ３勝
サキノリュウオー（02 牡 ビッグサンデー）２勝，小野川湖特別， ２勝
サキノダイオー（06 牡 アグネスゴールド） １勝

４代母 フアイブホープ（75 鹿 ＊エイトラツクス）３勝，オークス，サンスポ４歳牝馬特別
３着，３歳抽せん馬特別
［子］ サキノサラスト（89 牡 ＊タツプオンウツド）４勝，初春賞

バンダルオー（82 牡 ＊シーホーク）２勝，富里特別
［孫］ サキノテンリュウ（99 牡 ＊クリミナルタイプ） ４勝，王冠賞

５代母 ＊ジユテイフア（69 FR鹿 White Label）仏１勝
［子］ ナカハマチカラ（81 ＊ノーザンディクテイター）３勝， ８勝，珊瑚冠賞，

二十四万石賞２着，建依別賞３着，さつき賞３着

販売申込者： 徳重 正幸＝鹿児島県姶良市 0995-65-2820
所 有 者： 徳重 正幸
生 産 牧 場： 徳重 正幸
飼 養 者：（農）姶良農事組合＝鹿児島県姶良市 0995-66-4664

九州産

展示品評会出陳予定馬
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12 チャーミングベル ・鹿 ３／３１

ベルシャザール
青鹿 2008

チャーミングギャル
栗 2004

キングカメハメハ

マルカキャンディ

＊タバスコキャット

コートリーギャル

Kingmambo
＊マンファス
＊サンデーサイレンス
＊ジーナロマンティカ
Storm Cat
Barbicue Sauce

＊ジェネラス
＊メイディー

体高

胸囲

管囲

（Judy-Rae ～ Betty Derr） A 4
Hail to Reason S 5×M 5 Northern Dancer S 5×M 5

価格： 購買者：
母 チャーミングギャル（04 栗 ＊タバスコキャット） ５勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
レオノンストップ（12 牡 栗 ヤマニンセラフィム） １勝
サヤカローレル（15 牝 鹿 アドマイヤマックス） １勝

２代母 コートリーギャル（97 青鹿 ＊ジェネラス）２勝，金山特別

３代母 ＊メイディー（84 USA黒鹿 Roberto）米１勝
ディファクトー Defacto（93 牡 Diesis）米５勝，ヤングアメリカＢＣＳ ，ペガサスＨ

３着，サラナクＳ ３着，トランシルヴァニアＳ ２着，種牡馬

４代母 コートリーディーCourtly Dee（68 USA黒鹿 Never Bend）米４勝
［子］ アルシーア Althea（81 牝 Alydar）米８勝，ハリウッドスターレットＳ ，サン

タスサーナＳ ，アーカンソーダービー ，ハリウッドジュヴェナイル
Ｃｈ． ，デルマーデビュタントＳ ，etc.

［孫］ ＊ヤマニンパラダイス（92 牝 Danzig）４勝，阪神３歳牝馬Ｓ ，京都牝馬特別
２着，京王杯スプリングＣ ３着，マイラーズＣ ３着，ポートアイラ
ンドＳ ，etc.，優２牝

グリーンデザート Green Desert（83 牡 Danzig）愛・米・英・仏５勝，ジュラ
イＣ ，ヘイドックスプリントＣ ，フライイングチルダーズＳ ，ジュ
ライＳ ，英２０００ギニー ２着，etc.，種牡馬

アッザーム Azzaam（87 牡 Chief's Crown）英・伊・豪・仏９勝，シドニーＣ ，
ニューカースルＣ ，ＮＥマニオンＣ ，ザメトロポリタン ２着，シ
ドニーＣ ３着，etc.，種牡馬

［曾孫］ ノーリーズン（99 牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，皐月賞 ，神戸新聞杯 ２
着，こぶし賞，種牡馬

バイエルン Bayern（11 牡 Offlee Wild）米６勝，ＢＣクラシック ，ハスケル
招待Ｓ ，ウッディスティーヴンズＳ ，ペンシルヴァニアダービー ，
ダービートライアルＳ ２着，オーサムアゲインＳ ３着，アーカンソ
ーダービー ３着，サンディエゴＨ ３着，種牡馬

アコマAcoma（05 牝 ＊エンパイアメーカー）米９勝，スピンスターＳ ，ミセズ
リヴィアＳ ，アゼリＳ ，ミントジュレップＨ ，カーディナルＨ ，etc.

販売申込者： 坂本 晴美＝浦河町向別 0146-22-0603
所 有 者： 坂本 晴美
生 産 牧 場： 坂本 晴美
飼 養 者： 長谷川牧場＝鹿児島県鹿屋市 0994-85-1790

展示品評会出陳予定馬
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13 プラチナアリュールの２０１７ ・栗 ４／ ８

フリオーソ
栗 2004

プラチナアリュール
栗 2008

＊ブライアンズタイム

＊ファーザ

ゴールドアリュール

ドリームクロス

Roberto
Kelley's Day
Mr. Prospector
Baya

＊サンデーサイレンス
＊ニキーヤ
＊トニービン
カムイイットー

体高

胸囲

管囲

（キユーピツト～ ＊マイリー） 7 e
Hail to Reason S 4×M 5 Nureyev S 4×M 4 Nashua S 5×S 5

価格： 購買者：
母 プラチナアリュール（08 栗 ゴールドアリュール）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
ニンキモノ（13 牡 栗 ＊ジャイアントレッカー） １勝
エヌティゴールド（14 牡 鹿 ＊パーソナルラッシュ） ２勝
ステラライト（15 牡 栗 フリオーソ） １勝
オーソーラヴリー（16 牝 栗 フリオーソ） 地方不出走

２代母 ドリームクロス（94 鹿 ＊トニービン）出走
ヘキレキ（01 ダンスインザダーク）３勝， １０勝，珊瑚冠賞３着
エイムアットビップ（05 牝 ＊アグネスデジタル）２勝，ファンタジーＳ ２着，阪

神ジュベナイルフィリーズ ３着，りんどう賞

３代母 カムイイットー（86 黒鹿 ＊ラツキーソブリン）２勝，シンザン記念 ３着，初雛賞
キスキスキス（95 牝 シンボリルドルフ）出走

ミトノコウモンダ（05 牡 ＊ストローズクリーク） １１勝，荒尾ダービー
ペルフェット（00 牡 ＊エリシオ）５勝，成田特別，甲斐路特別，沈丁花賞，春待月Ｓ ３

着，障害１勝

４代母 イツトー（71 黒鹿 ＊ヴエンチア）７勝，高松宮杯，スワンＳ，阪神３歳Ｓ２着，マイ
ラーズＣ２着，朝日ＣｈＣ２着，etc.，優２牝，優古牝
［子］ ハギノトツプレデイ（77 牝 ＊サンシー）７勝，桜花賞，エリザベス女王杯，高

松宮杯，京都牝馬特別，宝塚記念４着，etc.，優３牝
ハギノカムイオー（79 牡 ＊テスコボーイ）８勝，宝塚記念，高松宮杯，スワン
Ｓ，京都新聞杯，スプリングＳ，etc.，日本レコ－ド（２２００），種牡馬

［孫］ ダイイチルビー（87 牝 トウシヨウボーイ）６勝，安田記念 ，スプリンター
ズＳ ，京王杯スプリングＣ ，京都牝馬特別 ，マイルＣｈＳ ２着，etc.，
優古牝，優短距

［曾孫］ マイネルセレクト（99 牡 ＊フォーティナイナー）７勝，ガーネットＳ ，シリ
ウスＳ ，etc.， ３勝，ＪＢＣスプリント ，東京盃 ，黒船賞 ，etc.，
種牡馬

ダイイチシガー（94 牝 ＊トニービン）２勝，サンスポ４歳牝馬特別 ２着，オ
ークス ３着，クイーンＣ ３着，白菊賞，忘れな草賞 ２着

販売申込者： 田上 勝雄＝宮崎県小林市 0984-23-2542
所 有 者： 田上 勝雄
生 産 牧 場： 田上 勝雄
飼 養 者： 田上 勝雄＝宮崎県小林市 0984-23-2542

九州産

展示品評会出陳予定馬
石黒競走馬トレーニングセンター＝宮崎県都城市 0986-64-3925
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14 ハニーダンサーの２０１７ ・栗 ４／１５

トゥザグローリー
鹿 2007

ハニーダンサー
栗 2004

キングカメハメハ

トゥザヴィクトリー

Danehill Dancer
デインヒルダンサー

＊ハニーバン

Kingmambo
＊マンファス
＊サンデーサイレンス
＊フェアリードール
＊デインヒル
Mira Adonde
Unfuwain
Cocotte

体高

胸囲

管囲

（Cocotte ～ Gentle Play） 11
Nureyev S 4×S 5 Sharpen Up M 4×S 5 Northern Dancer M 4×S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ハニーダンサー（04 栗 Danehill Dancer）入着４回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（１２）〕
ブループルチェッラ（09 牝 黒鹿 ＊ファンタスティックライト）１勝
グンシン（10 牡 鹿 ＊シンボリクリスエス）入着， ５勝
ハーベストブルー（12 牝 鹿 ステイゴールド） ７勝
シンライエトワール（15 牡 黒鹿 ＊バトルプラン） 入着２回

２代母 ＊ハニーバン（91 GB鹿 Unfuwain）英入着
＊プラウドビューティー（00 牝 ＊デインヒル）愛・米・英４勝

レッドキングダム（09 牡 ディープインパクト）入着２回，障害５勝，中山大障害 ，
２勝

３代母 ココット Cocotte（83 GB鹿 Troy）英・仏１勝，プシシェ賞 ２着，スイートソレ
ラＳ ２着
グローイングアーダー Glowing Ardour（88 牝 ＊ダンシングブレーヴ）愛・米・英３勝，

シルケングライダーＳ
ガットアクラッシュGot a Crush（93 牝 Allen's Prospect）米５勝

パルミラ Palmilla（03 牝 Crowd Pleaser）米４勝，ロバートＧディックメモリア
ルＨ ，グレンズフォールズＨ ２着，ダウイジャーＳ ２着，ジョンＷル
ーニーメモリアルＳ ２着

＊アニマ （89 牝 Ajdal）英入着
サディマ Sadima（98 牝 Sadler's Wells）愛１勝

ユームザイン Youmzain（03 牡 Sinndar）首・愛・英・独・仏・香６勝，サンク
ルー大賞 ，オイロパ賞 ，グレイトヴォルティジュールＳ ，凱旋門賞
２着（２回），etc.，種牡馬

クラッハドール Creachadoir（04 牡 ＊キングズベスト）首・愛・英・仏・香４
勝，ロッキンジＳ ，ジョーエルＳ ，レパーズタウン２０００ギニーＴＲ ，
仏２０００ギニー ２着，愛２０００ギニー ２着，etc.，種牡馬

＊ピルサドスキー（92牡 Polish Precedent）愛・米・英・独・仏９勝，ＢＣターフ ，英チャ
ンピオンＳ ，エクリプスＳ ，バーデン大賞 ，etc.，１勝，ジャパンＣ ，種牡馬

＊ファインモーション（99 牝 ＊デインヒル）８勝，秋華賞 ，エリザベス女王杯 ，札幌記
念 ，阪神牝馬Ｓ ，ローズＳ ，etc.，優３牝

販売申込者： 本田 土寿＝熊本県熊本市 096-380-8324
所 有 者： 本田 土寿
生 産 牧 場： 本田 土寿
飼 養 者： 本田 土寿＝熊本県熊本市 096-380-8324

展示品評会出陳予定馬

九州産
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15 ネオカーニバルの２０１７ ・鹿 ４／２６

メイショウサムソン
鹿 2003

ネオカーニバル
青鹿 2006

＊オペラハウス

マイヴィヴィアン

ネオユニヴァース

チェリーフラワー

Sadler's Wells
Colorspin

＊ダンシングブレーヴ
ウイルプリンセス

＊サンデーサイレンス
＊ポインテッドパス
＊アフリート
デーエスソロン

体高

胸囲

管囲

（月丘～ ＊星若） 3
Northern Dancer S 4×S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ネオカーニバル（06 青鹿 ネオユニヴァース）入着， ６勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ネオブラヴ（14 牡 鹿 ＊ファルブラヴ） ４勝

２代母 チェリーフラワー（97 鹿 ＊アフリート）１勝
チェリーロビン（03 牡 ＊ピルサドスキー）３勝
リキアイタイリン（07 牝 ジャングルポケット） ７勝

３代母 デーエスソロン（89 鹿 ＊ノーザンテースト）３勝，赤穂特別，長篠特別
タヤスレイア（95 牝 ニホンピロウイナー）１勝，クロッカスＳ ３着
チェリーツートップ（98 牡 ＊トニービン）４勝，姫路特別，タイランドＣ，胎内川特別
リキアフリート（99 牡 ＊アフリート）２勝，若戸特別
パラダイスチェリー（01 牝 ＊フォーティナイナー）１勝

フリュクティドール（11 牝 ブラックタイド）１勝， １勝
チェリーエンジェル（02 牝 フジキセキ）入着２回
デジタルハーツ（09 牡 ＊アグネスデジタル）２勝
ドルメロ（12 牡 ＊エンパイアメーカー）１勝，中京２歳Ｓ ２着， ２勝
マテラレックス（14 牡 ルーラーシップ） １勝

グレートエンジェル（10 牝 ＊プリサイスエンド）１勝

４代母 ダイアナソロン（81 鹿 ＊パーソロン）５勝，桜花賞 ，サファイヤＳ ，オークス
２着，エリザベス女王杯 ３着，マイラーズＣ ３着，etc.，優３牝

［子］ チェリーテースト（91 牝 ＊ノーザンテースト）３勝，エーデルワイスＳ，八重桜賞
クエストフォベスト（90 牡 トウシヨウボーイ）２勝，春菜賞，種牡馬

５代母 ベゴニヤ（72 鹿 ヒカルタカイ）２勝

６代母 オカクモ（65 鹿 ＊ライジングフレーム）４勝，阪神牝馬特別２着，毎日杯２着，牝
馬特別 ，４歳牝馬特別
［曾孫］ リジョウクラウン（08 牝 ＊チーフベアハート） ７勝，若草賞，園

田プリンセスＣ，兵庫サマークイーン賞３着（２回），園田クイーンセレ
クション３着，etc.

販売申込者： 土屋牧場＝宮崎県都城市 0986-33-1204
所 有 者： 土屋牧場
生 産 牧 場： 土屋牧場
飼 養 者： 石黒競走馬トレーニングセンター＝宮崎県都城市 0986-64-3925

九州産

展示品評会出陳予定馬
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16 リタターフスキー ・鹿 ５／１３

ストロングリターン
鹿 2006

ブレーヴスキー
鹿 2008

＊シンボリクリスエス

＊コートアウト

＊ストラヴィンスキー

コートリーブレーヴ

Kris S.
Tee Kay
Smart Strike

＊アザール
Nureyev
Fire the Groom

＊ダンシングブレーヴ
＊メイディー

体高

胸囲

管囲

（Judy-Rae ～ Betty Derr） A 4
Roberto S 4×M 4 Mr. Prospector S 4×M 5 Northern Dancer M 4×S 5×M 5

価格： 購買者：
母 ブレーヴスキー（08 鹿 ＊ストラヴィンスキー） ６勝
初仔

２代母 コートリーブレーヴ（98 鹿 ＊ダンシングブレーヴ）出走
オオシマオジョー（03 牝 ＊アフリート）出走

オリオンザスター（10 牡 オリオンザサンクス）２勝

３代母 ＊メイディー（84 USA黒鹿 Roberto）米１勝
ディファクトー Defacto（93 牡 Diesis）米５勝，ヤングアメリカＢＣＳ ，ペガサスＨ

３着，サラナクＳ ３着，トランシルヴァニアＳ ２着，種牡馬

４代母 コートリーディーCourtly Dee（68 USA黒鹿 Never Bend）米４勝
［子］ アルシーア Althea（81 牝 Alydar）米８勝，ハリウッドスターレットＳ ，サン

タスサーナＳ ，アーカンソーダービー ，ハリウッドジュヴェナイル
Ｃｈ． ，デルマーデビュタントＳ ，etc.

［孫］ ＊ヤマニンパラダイス（92 牝 Danzig）４勝，阪神３歳牝馬Ｓ ，京都牝馬特別
２着，京王杯スプリングＣ ３着，マイラーズＣ ３着，ポートアイラ
ンドＳ ，etc.，優２牝

グリーンデザート Green Desert（83 牡 Danzig）愛・米・英・仏５勝，ジュラ
イＣ ，ヘイドックスプリントＣ ，フライイングチルダーズＳ ，ジュ
ライＳ ，英２０００ギニー ２着，etc.，種牡馬

アッザーム Azzaam（87 牡 Chief's Crown）英・伊・豪・仏９勝，シドニーＣ ，
ニューカースルＣ ，ＮＥマニオンＣ ，ザメトロポリタン ２着，シ
ドニーＣ ３着，etc.，種牡馬

［曾孫］ ノーリーズン（99 牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，皐月賞 ，神戸新聞杯 ２
着，こぶし賞，種牡馬

バイエルン Bayern（11 牡 Offlee Wild）米６勝，ＢＣクラシック ，ハスケル
招待Ｓ ，ウッディスティーヴンズＳ ，ペンシルヴァニアダービー ，
ダービートライアルＳ ２着，オーサムアゲインＳ ３着，アーカンソ
ーダービー ３着，サンディエゴＨ ３着，種牡馬

アコマAcoma（05 牝 ＊エンパイアメーカー）米９勝，スピンスターＳ ，ミセズ
リヴィアＳ ，アゼリＳ ，ミントジュレップＨ ，カーディナルＨ ，etc.

販売申込者： 坂本 晴美＝浦河町向別 0146-22-0603
所 有 者： 坂本 晴美
生 産 牧 場： 坂本 晴美
飼 養 者： 長谷川牧場＝鹿児島県鹿屋市 0994-85-1790

展示品評会出陳予定馬

九州産
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17 マイネアペリオの２０１７ ・黒鹿 ５／１８

＊ストラヴィンスキー
鹿 1996

マイネアペリオ
黒鹿 2009

Nureyev
ヌレーエフ

Fire the Groom
ファイアザグル－ム

＊シンボリクリスエス

エイシンオープン

Northern Dancer
Special
Blushing Groom
Prospector's Fire
Kris S.
Tee Kay

＊サンデーサイレンス
エイシンジユエリー

体高

胸囲

管囲

（サンキスト～ ＊フロリースカツプ） 3 l
Native Dancer S 5×S 5 Hail to Reason M 5×M 5

価格： 購買者：
母 マイネアペリオ（09 黒鹿 ＊シンボリクリスエス） ２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 エイシンオープン（95 黒鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
エイシンヘーベ（01 牝 ＊エイシンワシントン）６勝，小倉２歳Ｓ ３着，福島民友Ｃ ，

大濠特別，八幡特別，壬生特別，福島民友Ｃ ２着
エーシンヒットマン（08 牡 キングカメハメハ）５勝，水無月Ｓ，彦根Ｓ，かささぎ賞
エイシンノーティス（11 牝 キングカメハメハ）２勝，湯浜特別

ライトグランデュア（04 牡 ＊グラスワンダー）３勝，丹波特別

３代母 エイシンジユエリー（84 鹿 ＊パーソロン）４勝，別府特別
エイシンセリーヌ（91 牝 ＊ノーザンテースト）不出走

ヒラカツローレル（00 牝 サクラローレル） ６勝，園田金盃２着

４代母 アラシガオカ（70 鹿 ウイルデイール）１勝
［子］ エイシンコメツト（82 牝 ＊フアバージ）３勝，摂津特別
［孫］ エイシンピンキー（93 牝 ＊ワツスルタツチ）３勝，胎内川特別

５代母 第四サンキストの弐（62 鹿 ＊パールダイヴアー）７勝，ＣＢＣ賞，金鯱賞３着，阪
神牝馬特別３着，名古屋特別，ウインターＨ，祇園特別，さざんか賞
［孫］ マルブツスピーリア（86 牡 ＊ブレイヴエストローマン）５勝，ウインターＳ

，小倉ＲＣ６０周年記念 ，新涼特別，雅Ｓ ３着，栗東Ｓ ３着，
６勝，ゴールド争覇，名古屋大賞典３着，東海ゴールドＣ３着，全日本
サラブレッドＣ３着，サマーＣ３着，三重ＴＶ賞マイル争覇３着，種牡馬

［曾孫］ スギノコダイオー（92 牡 ＊ダイヤモンドショール）入着４回， ５勝，北國王冠
イブキハイスピード（89 牡 ＊グリーンマウント）１勝， １４勝，迎春賞，
豊栄記念，日本海ＣｈＳ２着，朱鷺大賞典２着，新潟記念３着

イシノトップラン（96 牡 ＊セレスティアルストーム） ６勝，かもしか賞

６代母 第四サンキスト（56 鹿 トサミドリ）３勝
［子］ ダテテンリユウ（67 牡 ウイルデイール）６勝，菊花賞，毎日杯，日本ダービー

２着，マイラーズＣ２着，有馬記念３着，etc.，種牡馬

販売申込者： 土屋牧場＝宮崎県都城市 0986-33-1204
所 有 者： 土屋牧場
生 産 牧 場： 土屋牧場
飼 養 者： 石黒競走馬トレーニングセンター＝宮崎県都城市 0986-64-3925

九州産

展示品評会出陳予定馬
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18 サプライズフォースの２０１７ ・青鹿 ５／２７

ロードバリオス
青 2005

サプライズフォース
鹿 2007

＊ブライアンズタイム

レディブラッサム

＊フレンチデピュティ

＊シュガーダディガール

Roberto
Kelley's Day
Storm Cat

＊サラトガデュー
Deputy Minister
Mitterand
Spend a Buck
Jedina

体高

胸囲

管囲

（Cequillo ～ Boldness） 16 a
Northern Dancer S 5×M 5 Speak John M 5×M 5 Bold Ruler M 5×M 5

価格： 購買者：
母 サプライズフォース（07 鹿 ＊フレンチデピュティ） 出走
〔産駒馬名登録数：２〕
カチコサプライズ（15 牝 鹿 ＊ブラックホーク） 出走

２代母 ＊シュガーダディガール（89 USA鹿 Spend a Buck）米３勝
トップゼアル（96 牝 ＊ホワイトマズル） １２勝，中島記念
オンユアマーク（98 牡 ＊ホワイトマズル） ８勝，佐賀記念 ３着，東京記念，

はがくれ大賞典，九州大賞典（２回），etc.

３代母 ジェディナ Jedina（76 USA黒鹿 What a Pleasure）米６勝，ファーストフライトＨ
２着

＊ノーベンバーローズ（82 牝 Caro）米１勝
エリザベスローズ（89 牝 ＊ノーザンテースト）５勝，セントウルＳ ，ＮｚＴ４歳

Ｓ ３着，コーラルＳ ，葵Ｓ ，アネモネＳ ２着，etc.
フサイチゼノン（97 牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，弥生賞 ，こぶし賞，種牡馬
アグネスゴールド（98 牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，スプリングＳ ，きさ
らぎ賞 ，鳴尾記念 ３着，若駒Ｓ ，種牡馬

リミットレスビッド（99 牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，根岸Ｓ ，ガーネッ
トＳ ，etc.， ６勝，東京盃 ，東京盃 ，さきたま杯

，etc.，種牡馬
クラバーガール Clabber Girl（83 牝 Alydar）米８勝，トップフライトＨ ，チューラヴィ

スタＨ ，ランチョベルナルドＨ ，ＢＣディスタフ ２着，サンタマルガリータ
Ｈ ３着，etc.

フィネサFineza（85 牝 ＊リイフオー）米４勝
ゴールデンギア Golden Gear（91 牡 Gulch）米１２勝，コモンウェルスＢＣＳ ，エク

ワポイズマイル ，エセックスＨ ３着，シルヴァーブレットセンテニアル
Ｈ （２回），etc.，種牡馬

キーパーヒル Keeper Hill（95 牝 Deputy Minister）米４勝，ケンタッキーオークス ，
スピンスターＳ ，ラスヴィルヘネスＳ ，マザーグースＳ ２着，ＢＣデ
ィスタフ ３着，etc.
キープアップ Keep Up（07 牡 Unbridled's Song）米７勝，リヴァーシティＨ ，
種牡馬

販売申込者： 本田 土寿＝熊本県熊本市 096-380-8324
所 有 者： 本田 土寿
生 産 牧 場： 本田 土寿
飼 養 者： 本田 土寿＝熊本県熊本市 096-380-8324

九州産

展示品評会出陳予定馬



19 ウネントリッヒの２０１７ ・鹿 ５／２２

＊ストラヴィンスキー
鹿 1996

ウネントリッヒ
栗 2007

Nureyev
ヌレーエフ

Fire the Groom
ファイアザグル－ム

＊アグネスデジタル

タケイチイチホース

Northern Dancer
Special
Blushing Groom
Prospector's Fire
Crafty Prospector
Chancey Squaw
フジキセキ
シヤダイビシヨツプ

体高

胸囲

管囲

（ ～ ＊クリード）
Northern Dancer S 3×M 5 Runaway Bride S 4×M 5 Mr. Prospector S 4×M 4
Native Dancer S 5×S 5
価格： 購買者：

母 ウネントリッヒ（07 栗 ＊アグネスデジタル）３勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 タケイチイチホース（98 栗 フジキセキ）４勝，フェアリーＳ ３着，うずしおＳ，
ゆうすげＳ，れんげ賞
タケイチゼット（04 牝 ＊タバスコキャット）３勝

トーセンラーク（12 牝 ＊アルデバラン ）２勝，アルテミスＳ ３着，クローバ
ー賞 ， 入着，兵庫ジュニアＧＰ ３着

ヴェゼール（13 牡 ＊パイロ） ３勝，端午Ｓ ３着

３代母 シヤダイビシヨツプ（79 鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
サクラフジオー（86 牡 ＊ブレイヴエストローマン）４勝，卯月Ｓ
アーネストローマン（90 牡 ＊ブレイヴエストローマン）２勝，菜の花Ｓ ３着
ビショップリング（91 牝 ＊トニービン）３勝，ガーベラ賞
エイティグロー（92 牡 ＊トニービン）２勝，セントウルＳ ２着，阪急杯 ２着，中日スポ

４歳Ｓ ２着，ＮＨＫ杯 ３着，はなのき賞，卯月Ｓ ２着，オパールＳ ２着，北九
州短距離Ｓ ３着，シリウスＳ ３着，ギャラクシーＳ ３着，葵Ｓ ３着， １勝

マヤノカプリース（93 牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，フェニックス賞
レディカプチーノ（98 牝 ＊トニービン）２勝
ロードラテアート（06 牡 スペシャルウィーク）３勝，江坂特別，萬代橋特別

タケイチケントウ（95 牡 ＊ドクターデヴィアス）２勝，小倉３歳Ｓ ，菩提樹Ｓ ２着，
葵Ｓ ２着，北九州短距離Ｓ ３着

４代母 ＊クリード（70 USA鹿 T.V. Lark）不出走
［子］ シヤダイラーク（81 牝 ＊ハンターコム）５勝，牝馬東タイ杯 ２着，駒ヶ岳特

別，駒場特別，金峰山特別
リードシヤダイ（75 牡 ＊ボールドアンドエイブル）２勝， １７勝，東海大賞
典，東海大賞典３着

［孫］ ナイスラーク（88 牡 ＊ナイスダンサー）５勝，羅生門Ｓ，アクアマリンＳ，シ
リウスＳ ２着，すばるＳ ３着，etc.， ６勝，建依別賞３着

ドクトリン（95 牡 ＊ドクターデヴィアス）４勝，大濠特別，いわき特別，菩提
樹Ｓ ３着，マーガレットＳ ３着

販売申込者： 新保牧場＝鹿児島県鹿屋市 0994-62-3457
所 有 者： 新保牧場
生 産 牧 場： 新保牧場
飼 養 者： 新保牧場＝鹿児島県鹿屋市 0994-62-3457

九州産

展示品評会出陳予定馬



20 キープイットリアルの２０１７ ・栗 ４／ ８

スズカフェニックス
栗 2002

キープイットリアル
栗 2011

＊サンデーサイレンス

＊ローズオブスズカ

＊グラスワンダー

＊スプリンターキャット

Halo
Wishing Well
Fairy King
Rose of Jericho
Silver Hawk
Ameriflora
Storm Cat
My Cherie Amour

体高

胸囲

管囲

（Relict ～ Fakhry）
Hail to Reason S 4×M 5 Northern Dancer S 4×S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：
母 キープイットリアル（11 栗 ＊グラスワンダー）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
イチムジン（16 牝 黒鹿 ブラックタイド） 地方不出走

２代母 ＊スプリンターキャット（92 USA栗 Storm Cat）英１勝
テンザンデザート（98 牝 Green Desert）３勝，ファンタジーＳ ２着，フィリーズレビュ

ー ３着，菜の花賞 ，ラベンダー賞 ，ＵＨＢ杯 ２着，アイビーＳ ３着
タガノラフレシア（00 牝 ＊エリシオ）３勝，アイビーＳ ，マリーゴールド賞 ，カンナ

Ｓ ２着，ダリア賞 ２着
スマートブレード（01 牡 ＊エリシオ）４勝，川中島Ｓ，ＮＳＴ賞 ２着， ２勝，

マイル争覇，オッズパークＧＰ２着，名古屋記念２着
ワイルドキャット（04 牡 ＊マリエンバード）１勝， ６勝，岩鷲賞３着，みちのく大

賞典３着
オッキオディガット（06 牡 キングカメハメハ）３勝，大雪Ｈ
メジャーアスリート（09 牡 ダイワメジャー）３勝，斑鳩Ｓ，橘Ｓ ２着， 入着

９回，全日本２歳優駿 ２着

３代母 マイシェリアムールMy Cherie Amour（85 USA黒鹿 Sham）米・仏４勝
オーシラ Aucilla（91 牝 Relaunch）米９勝，ギャロレットＨ ，ボーゲイＨ ３着，ドラ

ムトップＳ ，サフォークＨ ３着
パッシングショット Passing Shot（99 牝 A.P. Indy）米６勝，パーソナルエンサイン

Ｈ ，ベッドオーロージズＨ ，シュヴィーＨ ２着，ラフィアンＨ ３着，
オグデンフィップスＨ ３着，ファーストフライトＨ ３着
ゲイムフェアー Game Fair（09 牝 Quiet American）米３勝，ドクタージェイム
ズペニーメモリアルＨ ２着

４代母 タナパTanapa（79 FR鹿 Luthier）伊・仏１勝
［曾孫］ フォレストレインジャー Forest Ranger（14 Lawman） 英４勝，ハクスレ

ーＳ ，アールオヴセフトンＳ ，ストレンソールＳ ２着，グッドウッ
ドサラブレッドＳ ３着，サーヘンリーセシルＳ ２着，シルヴァータ
ンカードＳ ３着

販売申込者： ㈲吉永ファーム＝鹿児島県鹿屋市 0994-62-2167
所 有 者： ㈲吉永ファーム
生 産 牧 場： ㈲吉永ファーム
飼 養 者： ㈲吉永ファーム＝鹿児島県鹿屋市 0994-62-2167

九州産

展示品評会出陳予定馬
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