
№ 購買市場 購買日 名簿番号 税込価格 上場馬名 性 毛色 新種 父　（★：新） 母父 育成場 生産牧場

1 九州 6月21日 17 4,510,000 プリンセスゴールド2021 めす 黒鹿 ケイムホーム サンデーサイレンス 宮崎 本田　土寿

2 八戸 7月5日 17 3,960,000 ローマンクィーン2021 めす 黒鹿 ★ シュヴァルグラン Holy Roman Emperor 宮崎 （株）タイヘイ牧場

3 八戸 7月5日 20 2,420,000 ナリタメロディ2021 牡 栗 アルデバランⅡ シンボリクリスエス 宮崎 野々宮牧場

4 八戸 7月5日 28 3,850,000 エメラルドクイーン2021 めす 黒鹿 タリスマニック トワイニング 宮崎 （有）アサヒ牧場

5 八戸 7月5日 41 5,060,000 オーバーザレインボ2021 めす 黒鹿 バゴ ダンスインザダーク 宮崎 菅井　澄

6 セレクト 7月11日 41 18,700,000 コンクエストハーラネイト2021 めす 栗 ★ レイデオロ Harlan's Holiday 日高 (有)下河辺牧場

7 セレクション 7月26日 20 11,000,000 マンボビーン2021 牡 鹿 ★ カリフォルニアクローム スズカマンボ 日高 ㈲岡田牧場

8 セレクション 7月26日 35 6,600,000 アドマイヤレッド2021 めす 鹿 サトノダイヤモンド ストラヴィンスキー 日高 ㈲藤沢牧場

9 セレクション 7月26日 36 8,800,000 カシマフラワー2021 めす 鹿 デクラレーションオブウォー ヘクタープロテクター 日高 ㈲北島牧場

10 セレクション 7月26日 37 14,300,000 グーテデロワ2021 牡 黒鹿 パイロ スペシャルウィーク 日高 田中　裕之

11 セレクション 7月26日 45 6,600,000 チャームレディ2021 牡 栗 ★ アニマルキングダム アグネスタキオン 宮崎 前田牧場

12 セレクション 7月26日 88 8,800,000 エイブルインレース2021 牡 栗 ★ ニューイヤーズデイ フジキセキ 日高 荒井ファーム

13 セレクション 7月26日 121 19,800,000 オースミミズホ2021 牡 鹿 ドレフォン スペシャルウィーク 日高 鮫川　啓一

14 セレクション 7月26日 127 9,900,000 オートロンシャン2021 めす 黒鹿 ★ スワーヴリチャード クロフネ 宮崎 高橋　陵

15 セレクション 7月27日 165 14,300,000 ローザミスティカ2021 牡 栗 デクラレーションオブウォー アグネスタキオン 宮崎 ㈲矢野牧場

16 セレクション 7月27日 181 8,800,000 ハーモニックソウル2021 めす 鹿 ★ ブリックスアンドモルタル ハービンジャー 日高 ㈲猿倉牧場

17 セレクション 7月27日 198 13,750,000 ハートフル2021 牡 黒鹿 マクフィ Shamardal 日高 ㈲三石川上牧場

18 セレクション 7月27日 209 16,500,000 タムロブライト2021 牡 鹿 オルフェーヴル シルバーチャーム 宮崎 ㈱諏訪牧場

19 セレクション 7月27日 219 8,800,000 コウエイラブリー2021 牡 鹿 ★ スワーヴリチャード エンパイアメーカー 日高 佐竹　学

20 セレクション 7月27日 233 8,800,000 インヴィンシブルタッチ2021 牡 鹿 サトノダイヤモンド Invincible Spirit 宮崎 田中　裕之

21 セレクション 7月27日 241 12,100,000 スルージエアー2021 牡 栗 マインドユアビスケッツ ダンスインザダーク 宮崎 ㈲木下牧場

22 セレクション 7月27日 245 11,000,000 ディープラヴ2021 めす 鹿 タリスマニック ディープインパクト 日高 ㈲畠山牧場

23 セレクション 7月27日 285 7,700,000 カニョット2021 牡 栗 ★ シュヴァルグラン Sunray Spirit 日高 （同）カケハムポニークラブ

24 セレクション 7月27日 311 11,000,000 ピンクシャンパン2021 めす 鹿 デクラレーションオブウォー ディープインパクト 日高 ㈲富田牧場

25 サマー 8月22日 30 3,850,000 クサナギノツルギ2021 牡 栗 ケープブランコ デュランダル 日高 （有）トラストスリーファーム

26 サマー 8月22日 76 4,950,000 サクラベッシー2021 牡 鹿 ビーチパトロール サクラプレジデント 日高 （同）谷岡スタット

27 サマー 8月22日 85 9,350,000 ティノ2021 牡 栗 アジアエクスプレス キンシャサノキセキ 日高 （有）チェスナットファーム

28 サマー 8月22日 94 8,800,000 テンテマリ2021 めす 黒鹿 バゴ スズカフェニックス 日高 （有）辻牧場

29 サマー 8月22日 130 12,650,000 ブルーエクセル2021 牡 鹿 リアルスティール ロードカナロア 日高 （株）チャンピオンズファーム

30 サマー 8月22日 239 3,520,000 アットリーチェノバ2021 めす 青鹿 ★ サトノアレス ネオユニヴァース 日高 トモファーム

31 サマー 8月22日 247 8,800,000 エイドローン2021 めす 黒鹿 マジェスティックウォリアー プリサイスエンド 日高 （有）谷口牧場

32 サマー 8月22日 259 11,000,000 エリザベスムーン2021 牡 栗 ドゥラメンテ ダンスインザダーク 宮崎 （株）チャンピオンズファーム

33 サマー 8月23日 375 7,150,000 トーコーディオーネ2021 牡 黒鹿 ネオユニヴァース エンパイアメーカー 日高 ゼットステーブル

34 サマー 8月23日 377 11,000,000 ハッピーティア2021 牡 鹿 キンシャサノキセキ ホワイトマズル 日高 滝本　健二

35 サマー 8月23日 401 3,300,000 フェアブルーム2021 めす 鹿 ★ アニマルキングダム ディープインパクト 日高 （有）下河辺トレーニングセンター

36 サマー 8月23日 418 4,400,000 ミニョンレーヌ2021 めす 鹿 デクラレーションオブウォー ディープインパクト 日高 高村　伸一

37 サマー 8月23日 482 6,600,000 ロンギングエレン2021 めす 黒鹿 ★ アルアイン ロードカナロア 日高 田上　徹

38 サマー 8月23日 487 9,900,000 レーヌルネサンス2021 牡 栗 マインドユアビスケッツ ステイゴールド 日高 斉藤スタッド

39 サマー 8月24日 579 7,700,000 スプレンダー2021 牡 鹿 リアルスティール ファンタスティックライト 宮崎 奥山牧場

40 サマー 8月24日 603 4,400,000 ティンクルチャーミ2021 牡 芦 ディーマジェスティ スウェプトオーヴァーボード 日高 （有）金成吉田牧場

41 サマー 8月24日 606 13,750,000 テツムーン2021 牡 栗 ★ アニマルキングダム アドマイヤムーン 日高 櫛桁牧場

42 サマー 8月24日 617 2,200,000 ハタノエンジェル2021 めす 鹿 ワールドエース ブライアンズタイム 日高 （有）グッドラック・ファーム

43 サマー 8月24日 636 6,820,000 ハタノファベルジェ2021 めす 鹿 シルバーステート Lemon Drop Kid 宮崎 （有）グッドラック・ファーム
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44 サマー 8月24日 647 7,700,000 プレイフォーマザー2021 めす 鹿 ビッグアーサー ディープスカイ 日高 岡田　猛

45 サマー 8月24日 707 17,050,000 ラタンバスケット2021 牡 栗 デクラレーションオブウォー タイキシャトル 日高 （有）小田牧場

46 サマー 8月24日 743 5,280,000 エクディス2021 めす 栃栗 ★ スワーヴリチャード クロフネ 日高 沖田　博志

47 サマー 8月24日 761 13,200,000 エアブライス2021 めす 鹿 ホッコータルマエ ハービンジャー 宮崎 （株）グローリーファーム

48 サマー 8月25日 873 8,800,000 トスカーナ2021 めす 栗 エスポワールシチー Medicean 日高 （有）ラッキー牧場

49 サマー 8月25日 883 7,480,000 バアゼルザウバー2021 めす 鹿 シニスターミニスター シンボリクリスエス 日高 （有）市川牧場

50 サマー 8月25日 891 9,240,000 パワーフレーズ2021 めす 鹿 ドゥラメンテ クロフネ 日高 上村　清志

51 サマー 8月25日 904 4,400,000 ビーナストリック2021 牡 栗 エスポワールシチー キングヘイロー 宮崎 （有）岩見牧場

52 サマー 8月25日 1033 8,800,000 ヴェレーナ2021 めす 栗 エスケンデレヤ アルデバランⅡ 日高 ヴェルサイユファーム（株）

53 サマー 8月26日 1046 11,000,000 ガーランドワルツ2021 牡 鹿 ディスクリートキャット ハーツクライ 日高 宝寄山　拓樹

54 サマー 8月26日 1086 8,140,000 ジュエルメッセージ2021 牡 鹿 ★ アニマルキングダム ダイワメジャー 日高 （有）三石橋本牧場

55 サマー 8月26日 1183 5,500,000 フレンチトウショウ2021 牡 栗 ★ スワーヴリチャード フレンチデピュティ 日高 （有）広田牧場

56 サマー 8月26日 1185 5,940,000 プロフュージョン2021 牡 鹿 スズカコーズウェイ ジョリーズヘイロー 宮崎 （有）ＰＲＩＤＥ　ＲＯＣＫ

57 サマー 8月26日 1189 7,150,000 ペルサントクリール2021 めす 鹿 ワールドエース Point Given 日高 （善）橋本牧場

58 サマー 8月26日 1241 6,050,000 リベラルタイプ2021 牡 青鹿 ビーチパトロール ノヴェリスト 日高 （有）松田牧場

59 サマー 8月26日 1279 5,500,000 アルフィルク2021 牡 栗 オルフェーヴル アグネスタキオン 日高 （有）平野牧場

60 セプテンバー 9月20日 2 10,450,000 ナドー2021 牡 芦 ファインニードル Soave 日高 （有）藤沢牧場

61 セプテンバー 9月20日 16 6,050,000 ピュアノアール2021 めす 鹿 ダンカーク ブラックタイド 日高 （善）橋本牧場

62 セプテンバー 9月20日 40 6,050,000 バゴラグーン2021 牡 栗 ビッグアーサー バゴ 日高 （有）本桐牧場

63 セプテンバー 9月20日 66 6,050,000 ヤマシロギク2021 牡 黒鹿 レッドファルクス アフリート 日高 マルシチ牧場

64 セプテンバー 9月20日 149 4,400,000 クレーンズラヴァー2021 めす 栃栗 ★ カリフォルニアクローム ゼンノロブロイ 宮崎 （有）本桐牧場

65 セプテンバー 9月20日 150 12,100,000 クロタカ2021 めす 黒鹿 ★ ニューイヤーズデイ シーキングザダイヤ 日高 （有）槇本牧場

66 セプテンバー 9月20日 163 12,100,000 サパス2021 牡 鹿 キンシャサノキセキ Kingmambo 日高 村上　進治

67 セプテンバー 9月20日 187 8,800,000 タイヨウノコ2021 牡 黒鹿 ハービンジャー エンパイアメーカー 日高 林　孝輝

68 セプテンバー 9月21日 256 2,200,000 メイフラワー2021 めす 栗 コパノリッキー オペラハウス 日高 （有）沖田牧場

69 セプテンバー 9月21日 319 6,600,000 エイシンリオ2021 牡 青鹿 イスラボニータ ロージズインメイ 日高 元茂　修一

70 セプテンバー 9月21日 338 15,400,000 キュリオスティー2021 めす 鹿 モーリス ディープインパクト 宮崎 （有）矢野牧場

71 セプテンバー 9月22日 409 9,900,000 ハートランドスノー2021 めす 青鹿 バゴ スペシャルウィーク 日高 （有）大北牧場

72 セプテンバー 9月22日 490 15,400,000 アムールレジェンド2021 牡 黒鹿 サトノクラウン ディープインパクト 日高 （有）二風谷ファーム

73 セプテンバー 9月22日 558 11,000,000 シャラントレディ2021 めす 鹿 デクラレーションオブウォー フジキセキ 日高 （株）タガミファーム

74 セプテンバー 9月22日 576 8,800,000 セキサンキセキ2021 めす 鹿 リアルインパクト フジキセキ 宮崎 笹島　政信
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75 ホームブレッド - - - ラキュストル2021 めす 鹿 マクフィ Dansili 宮崎
日本中央競馬会
日高育成牧場

76 ホームブレッド - - - プレイフォミラクル2021 めす 栗 バゴ ヘニーヒューズ 日高
日本中央競馬会
日高育成牧場

77 ホームブレッド - - - アイハヴアジョイ2021 牡 栗 ★ アニマルキングダム アイルハヴアナザー 日高
日本中央競馬会
日高育成牧場

78 ホームブレッド - - - フーダムール2021 牡 鹿 バゴ エンパイアメーカー 宮崎
日本中央競馬会
日高育成牧場

79 ホームブレッド - - - タキオンメーカー2021 めす 鹿 ★ アニマルキングダム エンパイアメーカー 日高
日本中央競馬会
日高育成牧場

80 ホームブレッド - - - ブレシッドサイレンス2021 牡 鹿 マクフィ Siyouni 日高
日本中央競馬会
日高育成牧場

81 ホームブレッド - - - ミスミズ2021 牡 芦 ケープブランコ Mizzen Mast 日高
日本中央競馬会
日高育成牧場

82 ホームブレッド - - - ゲッカビジン2021 牡 青鹿 エスケンデレヤ ヨハネスブルグ 日高
日本中央競馬会
日高育成牧場

83 ホームブレッド - - - ユッコ2021 めす 芦 クリエイターⅡ ハーツクライ 日高
日本中央競馬会
日高育成牧場


