
母 レディバゴ（13鹿 ＊バゴ）入着３回
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ビリーヴザミラクル（02栗 フジキセキ）２勝
カレンミラコーリ（10牡 マヤノトップガン）�２勝�
エンジェルフォース（11牝 ジャングルポケット）��１勝
エドノジョウオー（15牝 ヴァーミリアン）��１勝
マイネルアルケミー（16牡 ＊ダンカーク）�２勝，クリスマスローズＳ‐OP ３着，福

島２歳Ｓ‐OP ３着，鶴ヶ城特別２着，花見山特別２着，雪うさぎ賞２着，etc.

３代母 ＊アズウィロー（91 CAN鹿 Alwasmi）USA４勝
アズイクスペクテド As Expected（99� Valid Expectations）USA・CAN９勝，

コノートＣ‐G3 ２着
カレンママ（01牝 ＊エンドスウィープ）３勝

カレンジェニオ（08牡 スペシャルウィーク）４勝，木古内特別３着，わらび賞
３着，�６勝��入着

カレンタントミール（10牝 ＊シェルゲーム）出走
カレングロリアーレ（16牡 トーセンホマレボシ）�３勝，相模湖特別，新
春Ｓ２着

カレンステイシー（11牝 アドマイヤジャパン）３勝，乙訓特別３着，摩周湖特
別３着

カレンガリアード（15牡 トーセンホマレボシ）３勝，香嵐渓特別，���入着

４代母 ウィローフライトWillow Flight（79 CAN栗 Lend Lease）USA８勝，T
attling H‐L ２着，Ontario Matron H‐L ２着，Whimsical S‐L ２着，
Maple Leaf S‐LR ２着，Bison City S‐LR ２着，etc.
［子］ ヴィクタークーリー Victor Cooley（93� Cool Victor）USA13 勝，ヴォ

スバーグＳ‐G1，コモンウェルスＢＣＳ‐G2，Pelleteri H‐L，etc.

５代母 キャリコフライト Calico Flight（69 CAN黒鹿 Major Flight）USA５勝，
JohnW.Sifton Memorial S２着，Manitoba S３着
［孫］ クラッシーダニエラ Classy Daniela（98 牝 Regal Classic）USA６勝，

Eternal Search S‐R ３着

生産牧場 日本中央競馬会日高育成牧場

購買市場 ＪＲＡホームブレッド
育 成 場 宮崎育成牧場

2 レディバゴ２０１９ 牡・鹿 ３／２５

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormエスケンデレヤ アルデバランライト Seattle Slew

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxレディバゴ フジキセキ

��
��
�ビリーヴザミラクル鹿 2013 ＊アズウィロー
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母 マイネアンティーク（09黒鹿 サクラバクシンオー）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３）〕
サンキューユウガ（16牡青鹿 ロードカナロア）�２勝，芦屋川特別（芝 1200）２着，

皆生特別（芝 1200）２着，桑名特別（芝 1200）２着
メイメイ（17牝鹿 ＊キングズベスト）��入着４回
ミヤジオシャラク（18牝鹿 モーリス）�１勝

２代母 スターアルファ（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，播磨特別，木古内特別，
ドンカスターＳ２着，八雲特別３着，湯浜特別３着
ローカス（98牝 ＊トニービン）３勝，北摂特別３着

アドマイヤツバサ（07牡 ＊ロージズインメイ）３勝，西日本スポーツ杯，釧路湿原
特別２着，障害２勝，�１勝，雲仙岳賞，尾鈴山賞３着，九州大賞典３着

サーモピレー（11牡 ＊クロフネ）�２勝��２勝，全日本２歳優駿‐Jpn1 ３着，
東京湾Ｃ，クラウンＣ２着，習志野きらっとスプリント３着，東京ダー
ビー３着，etc.

ジュラナスリング（00牡 ＊トニービン）３勝，富嶽賞２着，初霜特別２着，障害１勝
タガノレグルス（12牡 ＊チチカステナンゴ）１勝，若戸大橋特別３着

３代母 ＊アンテイツクヴアリユー（79 USA鹿 Northern Dancer）不出走
ベガ（90牝 ＊トニービン）４勝，オークス‐Jpn1，桜花賞‐Jpn1，エリザベス女王

杯‐Jpn1 ３着，etc.，優３牝
アドマイヤベガ（96牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー‐Jpn1，京都

新聞杯‐Jpn2，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
アドマイヤドン（99牡 ＊ティンバーカントリー）５勝，朝日杯フューチュリティＳ

‐Jpn1，フェブラリーＳ‐Jpn1，etc.，�２勝��３勝，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1（３回），etc.，優２牡，優ダート（2回），ＤＧ優秀（2回），種牡馬

ヒストリックスター（05牝 ＊ファルブラヴ）不出走
ハープスター（11牝 ディープインパクト）５勝，桜花賞‐G1，札幌記念
‐G2，チューリップ賞‐G3，etc.，優３牝

マックロウ（97牡 ＊トニービン）３勝，京都記念‐Jpn2，目黒記念‐Jpn2 ２着，天
皇賞（春）‐Jpn1 ４着，etc.，種牡馬

生産牧場 北海道新ひだか町静内豊畑
今 牧場

購買市場 北海道セレクションセール １４，３００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

9 マイネアンティーク２０１９ �・黒鹿 ３／２８
Kingmambo

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� 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 サクラハゴロモマイネアンティーク ＊サンデーサイレンス

��
��
�スターアルファ黒鹿 2009 ＊アンテイツクヴアリユー
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母 ＊エアレモネード（07 USA栗 Afleet Alex）１勝，�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（６）〕
イスタナ（14牝栗 ヴィクトワールピサ）��５勝�１勝�，ライデンリーダー記念
（Ｄ1600），新緑賞（Ｄ1600）２着，ラブミーチャン記念（Ｄ1600）３着

エアコンヴィーナ（15牝黒鹿 ヴァーミリアン）�３勝，銀嶺Ｓ（Ｄ1400）２着

２代母 シェラファムChez La Femme（99 USA鹿 Afternoon Deelites）USA１勝
＊エアインシャラー（06牡 Dixie Union）３勝，�１勝�
＊エアハリファ（09牡 ＊ディスクリートキャット）８勝，根岸Ｓ‐G3，コーラルＳ‐L，

オアシスＳ‐L，武蔵野Ｓ‐G3 ２着，アハルテケＳ‐OP，etc.
＊エアサラディン（10牡 ＊ディスクリートキャット）�２勝�
＊エアルーヴル（11牝 Fusaichi Pegasus）１勝
＊プリンセスプリンセス（13牝 ＊ディスクリートキャット）USA・CAN２勝，ラスシ

エネガスＨ‐G3 ３着
＊エアシャマール（14牡 Giant's Causeway）��１勝�３勝
トレンチタウンキャット Trenchtown Cat（16 牝 ＊ディスクリートキャット）�US

A３勝，Sanibel Island S‐L，プリンセスルーニーＳ‐G2 ２着

３代母 シーズエクスタティック She's Ecstatic（81 USA鹿 Sauce Boat）USA４勝，
Charles L. Triplett S，Lieutenant Governor Of Kentucky S２着，Mar
igold S２着
デッドヒートDead Heat（87 牝 Private Account）USA６勝，Miesque S‐LR，

Matinee S‐R，Amanda S‐R
ハイウェイマン Highwayman（88� Artichoke）USA22 勝，Independence H

‐L，Tenacious H，Blue Skies H，etc.
ホットマニー Hot Money（96牡 ＊ミシエロ）USA６勝，Northern Spur S３着
エクスタティックガールズEcstatic Girls（00 牝 Mr. Greeley）USA２勝

アルティメトクラスUltimate Class（07 牝 During）USA７勝，Riskaverse S
２着，Memories Of Silver S２着，St.George S２着，etc.

４代母 シーズアームド She's Armed（74 USA黒鹿 Truxton King）USA入着２回
［孫］ ルパインレディ Lupine Lady（89牝 Wolf Power）SAF４勝，ヘンリー

イートウェルメモリアルＨ‐G3

生産牧場 北海道様似町田代
猿倉牧場

購買市場 北海道サマーセール １１，５５０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

中山厩舎－１号

16 エアレモネード２０１９ 牡・鹿 ４／ ５

＊

ウォーフロント Danzig

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerザファクター グレイシャスネス Miswaki

��
��
�GreyciousnessUSA 芦 2008 Skatingonthinice

＊

アフリートアレックス Northern Afleet

�
�
�
�
�

��
��

�Afleet Alex Maggy Hawkエアレモネード シェラファム Afternoon Deelites

��
��
�Chez La Femme栗USA 2007 She's Ecstatic

3c
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母 コウユーココロザシ（12鹿 ショウナンカンプ）１勝，飛竜特別（芝 1000）２着，�１勝
初仔

２代母 キセキノメガミ（01鹿 フジキセキ）入着２回，�１勝
シゲルホシガキ（09� アドマイヤドン）�１勝
クイックメガミ（10牝 ＊マイネルラヴ）��１勝
ミラクルワーカー（14牡 ＊パイロ）��１勝
カシノアンビション（16� ＊パイロ）��４勝

３代母 ＊ミスワキジャパン（93 USA鹿 Phone Trick）３勝，下総特別
ヤマサカントリー（99牝 ＊ティンバーカントリー）�	１勝�７勝

シンキングタイム（15牝 ヴァーミリアン）���入着２回
１勝�入着，園田
プリンセスＣ２着

マイネルイェーガー（00牡 マヤノトップガン）３勝，スプリングＳ‐Jpn2 ３着，黄梅賞
シルクドラグーン（03牡 スペシャルウィーク）４勝，ラベンダー賞‐OP ２着，ゴー

ルデンサドルＴ，五色沼特別，etc.，�２勝�入着�
ミルクトーレル（04牝 ダンスインザダーク）３勝，セレブレイション賞，播磨特別

２着，摂津特別２着，etc.
ミルクデール（11牝 キングカメハメハ）不出走
ユナチャン（18牝 ＊マクフィ）��２勝，兵庫クイーンセレクション３着

ロイヤルダリア（06牡 スペシャルウィーク）２勝，奥の細道特別２着，呼子特別３
着，葉牡丹賞３着

ピュアアイズ（10牝 ネオユニヴァース）２勝，
３勝

４代母 オフィスポリティクスOffice Politics（87 USA鹿 Secretariat）不出走
［子］ プレイリージャンクション Prairie Junction（94牡 Mt. Livermore）US

A２勝，バシュフォードマナーＳ‐G3 ２着，Kentucky Breeders' C
up S‐L ２着

５代母 ティルイターニティTill Eternity（82 USA鹿 Nijinsky）不出走
［子］ フォートチャフィー Fort Chaffee（90 牡 Mr. Prospector）USA７勝，

Governor'S H‐L，Marfa H‐L ２着，Don Bernhardt S‐L
３着，etc.，種牡馬

生産牧場 北海道浦河町上絵笛
絵笛牧場

購買市場 北海道サマーセール ６，６００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

52 コウユーココロザシ２０１９ ・黒鹿 ４／ ８

＊

プルピット A.P. Indy

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Preachパイロ ワイルドヴィジョン Wild Again

��
��
�Wild VisionUSA 黒鹿 2005 Carol's Wonder

サクラバクシンオー

�
�
�
�
�

��
��

�ショウナンカンプ ショウナングレイスコウユーココロザシ フジキセキ

��
��
�キセキノメガミ鹿 2012 ＊ミスワキジャパン

16g
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母 テーオーティアラ（06鹿 スペシャルウィーク）３勝，五頭連峰特別（芝 1800）
〔産駒馬名登録数：３〕

２代母 ＊デローベ（93 NZ鹿 Pompeii Court）AUS５勝，ＳＡＪＣサウスオーストラリ
アンオークス‐G1，VRC Let'S Elope S‐L，MRC Tranquil Star S‐L，ＭＲＣ１００
０ギニー‐G1 ２着，ＳＡＪＣオーストラレシアンオークス‐G1 ３着，etc.
デボラ（99牝 ＊ジェイドロバリー）３勝
ショートローブス（00牡 ＊コマンダーインチーフ）４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，

九十九里特別，浄土平特別，米沢特別，館山特別２着，etc.
デュヴァル（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，ｔｖｋ賞２着，千葉ＴＶ杯３着，ド

ンカスターＣ３着，�１勝�４勝����
デビュタントローブ（02牝 アドマイヤベガ）不出走

ボンデイガー Bondeiger（11 牡 War Pass）AUS７勝，ＳＡＪＣロードレイムズ
Ｓ‐G3，TTCランセストンＣ‐G3，ＶＲＣヴィクトリアダービー‐G1 ２着

デュカス（03牡 ＊フレンチデピュティ）２勝
ダノンシーガルズ（05牡 ＊ウォーエンブレム）１勝
ローランズソング（10牡 デュランダル）入着，�４勝

３代母 プティットヴォルーズPetite Voleuse（82 NZ鹿 Brigand）AUS１勝
ウェストウィズナイトWestWith Night（91 牝 Pompeii Court）AUS出走

ポンペイルーラー Pompeii Ruler（02� ジェニュイン）SIN・UAE・AUS８
勝，ＡＴＣクイーンエリザベスＳ‐G1，ＶＲＣオーストラリアンＣ‐G1，
ＭＲＣセントジョージＳ‐G2，etc.

４代母 バンカバンカBanka Banka（68 NZ黒鹿 ＊テストケイス）AUS２勝
［子］ デカンカDecanka（78牝 Decies）NZ12 勝，ギャラクシーＳ‐G3，ノー

ブルハイツＳ‐G3，Avondale West End S‐L，etc.
［孫］ レディトゥイクスプロード Ready to Explode（88牡 ＊パレスミュージック）

AUS６勝，ＭＲＣトゥーラクＨ‐G1，ＭＶＲＣムーニーヴァリーＳ
‐G2，ＶＲＣヴィクトリアダービー‐G1 ３着，etc.

［曾孫］ リメリック Limerick（94 牝 Grosvenor）AUS・NZ５勝，サンテーヌＳ
‐G3，Wairarapa Thoroughbred Breeders' S‐L，ＮＺチャンピ
オンシップＳ‐G2 ３着，etc.

生産牧場 北海道新ひだか町三石美野和
森 政巳

購買市場 北海道セプテンバーセール ５，３９０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

55 テーオーティアラ２０１９ �・鹿 ４／１８

＊

フラワーアリー Distorted Humor

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� 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 EdithUSA 栗 2009 Force Five Gal

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールテーオーティアラ
＊ Pompeii Court

��
��
�デローベ鹿 2006 Petite Voleuse

2b
Mr. Prospector S5×S5 Danzig S5×S5



母 セトノミッシー（10鹿 ゴールドアリュール）３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
アーサードライブ（17牡栗 ＊カジノドライヴ）１勝
キャンユーキッス（18牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�入着２回

２代母 フレンチミステリー（03鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝
デアユニバース（09牝 ネオユニヴァース）��１勝
メイショウアズミノ（11牝 ハーツクライ）３勝，ＨＢＣ賞２着，ＳＴＶ杯３着，道

新スポーツ杯３着
ハードルソング（13牡 オレハマッテルゼ）�18 勝���
キャラメルフレンチ（14牝 ＊タイキシャトル）１勝
カスミ（17牝 トゥザグローリー）��出走�１勝

３代母 ミスティックアイズ（92鹿 Eastern Echo）２勝，えりも特別２着，ＮＳＴ賞３着
ピュアウィンク（99牝 ＊トニービン）不出走

ジャコスキー（06牡 キングカメハメハ）３勝，アプローズ賞，京都ゴールデン
プレミアム２着，難波Ｓ３着，etc.

パンプルムース（12牝 マンハッタンカフェ）１勝，閃光特別３着
ジャコマル（14牡 ダノンシャンティ）�５勝，グレイトフルＳ，唐戸特別，小

倉城特別２着，etc.
ミスティックエイジ（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，京都２歳Ｓ‐L，京都新聞杯

‐Jpn2 ３着，Ｒたんぱ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
サダムブルーアイズ（02牝 ＊エルコンドルパサー）入着

グロッタアズーラ（07牝 フジキセキ）入着２回
ドンフォルティス（15牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，伏竜Ｓ‐OP，etc.，�１
勝��入着�，北海道２歳優駿‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

４代母 ＊スキム（85 USA鹿 Nijinsky）USA１勝
［子］ タガノスキム（98牡 ＊フォーティナイナー）２勝，山科特別３着，�２勝

�１勝�	入着２回��

［孫］ ステイジン Stagyn（97牝 Stagecraft）CHI５勝，カルロスＡナバロ賞‐G2，

パドック賞‐G3，P.Gregorio Amunategui Jordan‐L，etc.

生産牧場 北海道日高町庫富
滝本 健二

購買市場 北海道サマーセール ８，３６０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

56 セトノミッシー２０１９ �・栗 ４／２５

＊

＊
＊ヘネシー

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤセトノミッシー ＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチミステリー鹿 2010 ミスティックアイズ

＊スキム 13b
Deputy Minister M4×S5 Hold Your Peace S5×M5



母 ハルノヒダマリ（14鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
初仔

２代母 カワカミプリンセス（03鹿 キングヘイロー）５勝，オークス‐Jpn1，秋華賞
‐Jpn1，スイートピーＳ‐L，エリザベス女王杯‐G1 ２着，産経大阪杯‐G2 ３着，etc.，
優３牝，優父内
ミンナノプリンセス（12牝 ＊コマンズ）２勝
ミュゲプリンセス（13牝 ＊エンパイアメーカー）入着２回，�１勝
カズアピアーニ（15� ＊ヘニーヒューズ）��４勝�１勝�１勝�２勝
グランプリアルザン（17牡 ＊ヘニーヒューズ）��１勝

３代母 ＊タカノセクレタリー（96 USA鹿 Seattle Slew）出走
メイショウホンマル（07牡 キングヘイロー）１勝，京都２歳Ｓ‐L ２着

４代母 サマーセクレタリー Summer Secretary（85 USA栗 Secretariat）USA11 勝，
ボーゲイＨ‐G3（２回），Atlantic City H‐L，マッチメイカーＳ‐G2 ３着，
バックラムオークＨ‐G3 ２着，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着，etc.
［子］ デイジョブDayjob（94� Dayjur）USA９勝，Iowa Sprint H‐L，

Bob Feller S‐L，Omaha H‐L ２着，etc.
［孫］ アイテマイズ Itemise（00 牝 Kris S.）GB・AUS２勝，ATCWinter C

‐L，ＡＴＣメトロポリタンＨ‐G1 ２着，Wyong Gold Cup‐L ３
着，etc.

マイスイートヴァラーMy Sweet Valor（05 牝 Vindication）USA３勝，
Ponca City S，Prima Donna S２着，La Fiesta H３着

ファミリービジネス Family Business（01 牝 Saint Ballado）USA３勝，
Truly Bound H２着，アンアランデルＳ‐G3 ３着

［曾孫］ タリー Tally（12� Street Cry）AUS10 勝，ＭＲＣコールフィールドオー
タムクラシック‐G2，ＭＶＲＣアリスタークラークＳ‐G2，ＭＲＣエ
クリプスＳ‐G3，etc.

トルーパー Trooper（15牡 Gemologist）�USA１勝，Mine That Bird
Derby３着

ミスアンブライドルドキャットMiss Unbridled Cat（16 牝 Broken Vow）
�USA１勝，Our Dear Peggy S３着

生産牧場 北海道新ひだか町三石川上
三石川上牧場

購買市場 北海道サマーセール ４，４００，０００円
育 成 場 日高育成牧場

58 ハルノヒダマリ２０１９ �・鹿 １／３０

＊

＊ Storm Cat

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudハルノヒダマリ キングヘイロー

��
��
�カワカミプリンセス鹿 2014 ＊タカノセクレタリー

4m
Northern Dancer S5×M5 Secretariat S5×M5



母 プモ（07黒鹿 ＊アグネスデジタル）�出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－６（25）〕
ルンタアグサン（11牡鹿 カンパニー）��３勝�４勝
ビナキャロル（12牝鹿 ＊アサクサデンエン）�１勝��１勝�２勝�入着
ルンタウポポ（13牡鹿 ＊ベーカバド）��入着３回�２勝�１勝
シゲルインパラ（14牝鹿 カンパニー）入着，��１勝�１勝
サンダーマックス（15牡青鹿 アドマイヤマックス）��２勝��	１勝・５勝
シェナホープ（17牡芦 キャプテントゥーレ）���１勝

２代母 フラワーパフューム（00青 マーベラスサンデー）��出走
ルンタツー（08牝 ソングオブウインド）�２勝�入着
ルンタノチュー（09牡 ＊アグネスデジタル）�１勝�
ヴァリリア（17牡 タニノギムレット）���１勝

３代母 ＊アグサン（85 IRE 青 Lord Gayle）GB入着３回
＊ジョーンズギフト（90牝 ＊デュラブ）GB出走

トモリ Tomori（99 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）ITY・GER１勝，独ダービー
‐G1 ３着，ヘンケルレネン‐G2 ２着，リディアテシオ賞‐G2 ３着，etc.

ビワハイジ（93牝 Caerleon）４勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，京都牝馬特別‐Jpn3，
札幌３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優２牝
アドマイヤジャパン（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京成杯‐Jpn3，菊花賞

‐Jpn1 ２着，皐月賞‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬
アドマイヤオーラ（04牡 アグネスタキオン）４勝，京都記念‐G2，弥生賞

‐Jpn2，シンザン記念‐Jpn3，etc.，種牡馬
ブエナビスタ（06牝 スペシャルウィーク）９勝，ジャパンＣ‐G1，天皇賞（秋）

‐G1，ヴィクトリアマイル‐G1，etc.，UAE入着，優２牝，優３牝，年代表，
優古牝（2回）

トーセンレーヴ（08牡 ディープインパクト）８勝，エプソムＣ‐G3，ディセン
バーＳ‐L，アンドロメダＳ‐L，etc.，種牡馬

ジョワドヴィーヴル（09牝 ディープインパクト）２勝，阪神ジュベナイルフィリー
ズ‐G1，チューリップ賞‐G3 ３着，ヴィクトリアマイル‐G1 ４着，優２牝

サングレアル（11牝 ゼンノロブロイ）２勝，フローラＳ‐G2，秋華賞‐G1 ５着

生産牧場 北海道浦河町上絵笛
高村牧場

購買市場 北海道セプテンバーセール ５，１７０，０００円
育 成 場 日高育成牧場

72 プモ２０１９ 牡・青鹿 ４／２５
＊サンデーサイレンス

２ハロン：
１ハロン：
馬 体 重：

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawプモ マーベラスサンデー

��
��
�フラワーパフューム黒鹿 2007 ＊アグサン

16c
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5


