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オーケーブロッサム 牝 青毛 Cherokee Storm Cat Vanlandingham Fappiano ？ ？ 米国 Orpendale & Chelston 220 Northern Dancer5×4 母はラウンドタワーS-愛G3勝ち馬

サトノラディウス 牡 鹿毛 アーヴェイ Danehill Dancer In The Wings Ela-Mana-Mou ？ ？ 千歳 社台F 321 Northern Dancer5×5･5 母はフラワーボウル招待S-米G1勝ち馬

ゲンティアナ 牝 鹿毛 アゼリ ジェイドハンター Ahonoora トライマイベスト ？ ？ 安平 ノーザンF 419 Lyphard4×5、Northern Dancer5×5 母は米年度代表馬

デイアフターデイ 牝 鹿毛 アドマイヤアモーレ Fusaichi Pegasus Storm Cat Seattle Slew ？ ？ 栗東 中内田充正 ヒダカBU 募5000万 新ひだか グランド牧場 221 Halo3×5、Northern Dancer5×5･5、Raise a Native4×5（母系） 母の姉Escena（BCディスタフなど米G1･4勝）

馬名未登録 牝 鹿毛 アマーニ Pivotal Woodman Nureyev ？ ？ 英国へ輸出 安平 ノーザンF 126 Nureyev4×4（母系）、Northern Dancer5×5･5 いとこKarakontie（BCマイル-米G1）

ベルヴォワ 牝 鹿毛 アルーリングボイス フレンチデピュティ エンドスウィープ Fappiano ？ ？ 栗東 矢作芳人 G1レーシング 募5000万 白老 社台Co.白老F 112 Hail to Reason4×5、Northern Dancer5×5、Mr. Prospector5×5（母系） 母は小倉2歳S-G3など重賞2勝

馬名未登録 牡 鹿毛 アンスポークンチョイス Giant's Causeway Canny Lad Nijinsky ？ ？ 英国へ輸出 安平 ノーザンF 224 Northern Dancer5×5･5、Sir Ivor5×5 伯父Redoute's Choice（コーフィールドギニーズ-豪G1）

馬名未登録 牝 鹿毛 アンリミテッドバジェット ストリートセンス Valid Appeal Notebook ？ ？ 千歳 社台F 131 Northern Dancer5×5 母はフェアグラウンズオークス-米G2勝ち馬

サトノソロモン 牡 鹿毛 イルーシヴウェーヴ Elusive City Rainbow Quest Niniski ？ ？ 里見治 落30240万 安平 ノーザンF 118 なし 母は仏1000ギニー-仏G1勝ち馬

馬名未登録 牡 鹿毛 イルーシヴスパークル Elusive Quality Dixieland Band His Majesty ？ ？ 英国へ輸出 新冠 パカパカF 801 Northern Dancer5×4･5、Sir Ivor5×5 伯父ストリートセンス（ケンタッキーダービー-米G1）

馬名未登録 牡 鹿毛 インランジェリー エンパイアメーカー Storm Cat Phone Trick ？ ？ 千歳 社台F 216 Northern Dancer5×5･5 母はスピンスターS-米G1勝ち馬

馬名未登録 牡 鹿毛 ヴァレリカ Dynaformer Acatenango Be My Guest ？ ？ 日高 ダーレー・ジャパン・F 509 Hail to Reason4×4、Northern Dancer5×5 母の弟ワールドエース（マイラーズC-G2）

ウーリリ 牡 鹿毛 ウィキウィキ フレンチデピュティ Rainbow Corner サザンヘイロー ？ ？ 安平 ノーザンF 405 Halo3×5、Northern Dancer5×5 全兄マカヒキ（日本ダービー-G1）

ルモンド 牡 鹿毛 ウィステリアアーチ キングカメハメハ Storm Cat Bates Motel ？ ？ 日高 下河辺牧場 506 Northern Dancer5×5、Sir Ivor5×5 伯父レッドスパーダ（京王杯スプリングC-G2）

レースガーデン 牝 芦毛 ウィンターコスモス キングカメハメハ Mr. Greeley Classic Go Go ？ ？ 安平 ノーザンF 511 Mr. Prospector4×5（母系） 叔父マウントロブソン（スプリングS-G2）、全兄グリュイエール

ルベリエ 牝 鹿毛 ヴェルダ Observatory Mark of Esteem Ashmore ？ ？ 栗東 角居勝彦 社台RH 募4000万 千歳 社台F 323 Hail to Reason4×5、Northern Dancer5×5 姉Vorda（ロベールパパン賞-仏G2）

ウルクラフト 牝 黒鹿 ウミラージ Monsun Goofalik Star Appeal ？ ？ 栗東 吉村圭司 サンデーTC 募4400万 白老 社台Co.白老F 226 Lyphard4×4 母はフェールホファー牝馬賞-独G3･3着

イルヴェントドーロ 牝 鹿毛 エーシンメンフィス Medaglia d'Oro Pine Bluff Java Gold ？ ？ 栗東 池添学 兼松康太 落8424万 浦河 栄進牧場 405 Halo3×5、Northern Dancer5×5･5、Sir Ivor5×5 母は愛知杯-G3勝ち馬

馬名未登録 牝 鹿毛 エールスタンス エルコンドルパサー Bluebird Irish River ？ ？ 千歳 社台F 128 Northern Dancer5×5･5、Sir Ivor5×5 兄ミュゼエイリアン（毎日杯-G3）

ゲバラ 牡 鹿毛 エリモハルカ サッカーボーイ ロドリゴデトリアーノ テスコボーイ ？ ？ 新ひだか チャンピオンズF 528 Northern Dancer5×5 祖母の姉エリモシック（エリザベス女王杯-G1）

ディーイストワール 牡 鹿毛 エレクトラレーン Dubawi Imperial Ballet Kefaah ？ ？ 嶋田一成 落9720万 千歳 社台F 327 Northern Dancer5×5 母は独2000ギニー-独G2勝ち馬

エフェクトオン 牡 黒鹿 オヴァンボクイーン Kalatos Lagunas Ashmore ？ ？ 美浦 久保田貴士 社台RH 募7000万 千歳 社台F 409 なし 母はハンザ賞-独G2勝ち馬

オーサムウインド 牝 鹿毛 オーサムフェザー Awesome of Course Gone West Vaguely Noble ？ ？ 栗東 友道康夫 サンデーTC 募7000万 安平 ノーザンF 121 Lyphard4×4 母はBCジュヴェナイルフィリーズ-米G1勝ち馬

馬名未登録 牝 鹿毛 オペラクローク Cape Cross Singspiel Top Ville ？ ？ 日高 ダーレー・ジャパン・F 411 Halo3×5、Northern Dancer5×5、Sir Ivor5×5 伯父Debussy（アーリントンミリオン-米G1）

アップライトスピン 牝 黒鹿 オリジナルスピン2 Distorted Humor Home At Last Blade ？ ？ 美浦 池上昌和 キャロットF 募5000万 白老 社台Co.白老F 506 Northern Dancer5×5 母はアーリントンワシントンBCラッシーS-米G3勝ち馬

エレベル 牝 鹿毛 オンヴェラ Smart Strike Always Fair Bikala ？ ？ 千歳 社台F 327 Northern Dancer5×5 母はマルセルブサック賞-仏G1･2着

サトノルミナス 牝 黒鹿 カトマンドゥ Country Reel Loup Solitaire Kaldoun ？ ？ 里見治 落8640万 安平 ノーザンF 123 Northern Dancer4×5 3代母の弟Kaldounevees（エドモンブラン賞-仏G3）

ディスモーメント 牡 黒鹿 カホマックス クロフネ トニービン Al Nasr ？ ？ 浦河 杵臼牧場 502 Halo3×5、Lyphard4×5 母は4勝

トーセンカンビーナ 牡 鹿毛 カンビーナ Hawk Wing パントレセレブル Glenstal ？ ？ 島川隆哉 落24840万 千歳 社台F 207 Northern Dancer5×5･5 母はアメリカンオークス-米G1勝ち馬

ルヴォルグ 牡 黒鹿 キトゥンカブードル Kitten's Joy Grand Slam Easy Goer ？ ？ 美浦 藤沢和雄 フクキタル 募7000万 新冠 パカパカF 224 Northern Dancer5×5、Sir Ivor5×5 母はジェサミンS-米G3勝ち馬

ボニーゴールド 牝 鹿毛 キューティゴールド フレンチデピュティ ディクタス ノーザンテースト ？ ？ 栗東 高野友和 シルクレーシング 募6000万 白老 社台Co.白老F 409 Northern Dancer5×5･5 全姉ショウナンパンドラ（ジャパンC-G1）

ダンサリーノ 牝 鹿毛 グッドウッドマーチ Foxhound Nashwan Luthier ？ ？ 浦河 三嶋牧場 209 Highclere4×5、Northern Dancer5×4、Tom Fool5×5（母系） 兄Gold-Fun（香港マイル-香G1･2着）

クロランサス 牝 鹿毛 クリアンサス Redoute's Choice ニホンピロウイナー ノーザンテースト ？ ？ 栗東 松永幹夫 社台RH 白老 社台Co.白老F 204 Northern Dancer5×5･5 祖母フラワーパーク（最優秀短距離馬）

クルミネイト 牝 鹿毛 クルソラ Candy Stripes Ahmad Pepenador ？ ？ 美浦 堀宣行 キャロットF 募5600万 安平 ノーザンF 518 Lyphard4×4 母は亜G1馬。全姉クルミナル（桜花賞-G1･2着）

クールウォーター 牝 鹿毛 クロウキャニオン フレンチデピュティ Caerleon Desert Wine ？ ？ 安平 ノーザンF 227 Northern Dancer5×5･5 全兄カミノタサハラ（弥生賞-G2）

ディーブラッド 牝 鹿毛 グローリーブラッド Gone West Baldski Run Dusty Run ？ ？ 栗東 松永幹夫 ノースヒルズ 新冠 ノースヒルズ 409 Northern Dancer5×5 祖母Ski Dancer（サンシメオンH-米G3）

馬名未登録 牡 黒鹿 コージーロージー Pleasantly Perfect Golden Fleece Exclusive Native ？ ？ 高橋文男 落7560万 千歳 社台F 531 Exclusive Native5×4（母系）。Lyphard4×5、Northern Dancer5×5 母はブエナヴィスタH-米G2勝ち馬

リャスナ 牝 鹿毛 ココシュニック クロフネ Seeking the Gold Chief's Crown ？ ？ 栗東 高野友和 キャロットF 募5600万 安平 ノーザンF 511 なし 全兄ステファノス（富士S-G3、天皇賞・秋-G1･2着）

馬名未登録 牡 黒鹿 コンテスティッド Ghostzapper Arch Seeking the Gold ？ ？ 千歳 社台F 217 なし 母はテストS-米G1、エイコーンS-米G1勝ち馬

馬名未登録 牝 青鹿 サイレンズソング Azamour Lure Alleged ？ ？ 豪州へ輸出 新冠 パカパカF 822 Northern Dancer5×4･5 伯父Centennial（グレイトヴォルティジュールS-英G2）

プライドランド 牡 芦毛 ザズー Tapit Mr. Greeley Pleasant Colony ？ ？ 栗東 高野友和 サンデーTC 募10000万 安平 ノーザンF 131 Mr. Prospector5×5、Nijinsky5×5 母はラスヴィルヘネスS-米G1勝ち馬

ガラチコ 牡 黒鹿 サファリミス Not For Sale Sonus Fain ？ ？ 安平 ノーザンF 319 Northern Dancer5×5 母は亜1000ギニー-亜G1勝ち馬

ダノンチェイサー 牡 鹿毛 サミター ロックオブジブラルタル Rainbow Quest Green Desert ？ ？ ダノックス 落27000万 安平 ノーザンF 206 Danzig4×5（母系）、Northern Dancer5×5･5 母は愛1000ギニー-愛G1勝ち馬

馬名未登録 牡 鹿毛 サラフィナ Refuse to Bend Darshaan Top Ville ？ ？ 千歳 社台F 222 Northern Dancer5×4 母は仏オークス-仏G1勝ち馬

サラミス 牡 鹿毛 サロミナ Lomitas Tiger Hill Alkalde ？ ？ 栗東 池添学 シルクレーシング 募10000万 安平 ノーザンF 124 Northern Dancer5×5 母は独オークス-独G1勝ち馬

ティグラーシャ 牝 黒鹿 シーズアタイガー Tale of the Cat Cahill Road Great Above ？ ？ 栗東 池添学 サンデーTC 募7000万 安平 ノーザンF 228 Mr. Prospector4×5（母系）、Northern Dancer5×5 母はデルマーデビュータントS-米G1勝ち馬

ショウナンバビアナ 牝 青鹿 シェイクズセレナーデ Unbridled's Song Storm Cat Damascus ？ ？ 日高 下河辺牧場 505 Northern Dancer5×5 祖母Desert Stormer（BCスプリント-米G1）

エピックガール 牝 鹿毛 ジェラスガール Petionville Cozzene Crafty Prospector ？ ？ 浦河 三嶋牧場 326 Mr. Prospector4×5（母系） 叔父イスラボニータ（皐月賞-G1）

オーキッドテソーロ 牝 鹿毛 シスタリーラヴ Bellamy Road Dixieland Band Sham ？ ？ 栗東 矢作芳人 了徳寺健二HD 落9936万 新ひだか 矢野牧場 228 Northern Dancer5×4 母はダブルドッグデアS-米G3勝ち馬

馬名未登録 牡 青鹿 シャンパンドーロ Medaglia d'Oro Saratoga Six L'Enjoleur ？ ？ インゼル 落21060万 千歳 社台F 514 Northern Dancer5×5、Sir Ivor5×5 母はエイコーンS-米G1勝ち馬

サターン 牡 鹿毛 シャンロッサ Galileo ラストタイクーン Bikala ？ ？ 栗東 角居勝彦 石川達絵 浦河 三嶋牧場 324 Northern Dancer5×4･5 全姉カンタービレ（フラワーC-G3）

メッシーナ 牝 鹿毛 シユーマ Medicean デインヒル Conquistador Cielo ？ ？ 美浦 萩原清 サンデーTC 募5000万 安平 ノーザンF 402 Halo3×5、Northern Dancer5×5･5、Mr. Prospector4×5 母はサンチャリオットS-英G1勝ち馬

シークレットアイズ 牡 黒鹿 ジョリージョコンド Marju Rossini Vettori ？ ？ 美浦 藤沢和雄 安平 ノーザンF 305 Northern Dancer5×5 兄ファストアプローチ、叔父サトノクラウン

馬名未登録 牡 鹿毛 シリアスアティテュード Mtoto Cape Cross The Noble Player ？ ？ 栗東 音無秀孝 社台RH・募集中止 募8000万 千歳 社台F 501 Busted4×3（母系） 母はチェヴァリーパークS-英G1勝ち馬。全姉サプルマインド

リスト 牡 青鹿 シルヴァースカヤ Silver Hawk Niniski Tyrant ？ ？ キーファーズ 落28080万 安平 ノーザンF 308 Hail to Reason4×4、Northern Dancer5×5 全兄シルバーステート、兄Sevilleは豪G1馬

パラダイスリーフ 牡 黒鹿 シルキーラグーン ブライアンズタイム Dayjur Assert ？ ？ 美浦 木村哲也 シルクレーシング 募7000万 白老 社台Co.白老F 528 Hail to Reason4×4、Northern Dancer5×5 全兄ゼーヴィント（ラジオNIKKEI賞-G3）

ブリッツアウェイ 牝 黒鹿 スウィフトテンパー Giant's Causeway Seeking the Gold Slew o'Gold ？ ？ 栗東 音無秀孝 千歳 社台F 302 Northern Dancer5×5 母はラフィアンH-米G1勝ち馬

スピッツァー 牡 鹿毛 スカイディーバ Sky Mesa Unbridled General Assembly ？ ？ 栗東 藤原英昭 キャロットF 募10000万 安平 ノーザンF 208 Mr. Prospector5×5（母系） 母はフリゼットS-米G1勝ち馬

ヴァンドギャルド 牡 鹿毛 スキア Motivator Quest for Fame デインヒル ？ ？ 栗東 藤原英昭 社台RH 募8000万 千歳 社台F 220 Northern Dancer5×5 母はフィユドレール賞-仏G3勝ち馬

トーセングラン 牡 鹿毛 スタイルアンドクラス Galileo Pips Pride Green Desert ？ ？ 美浦 田村康仁 島川隆哉 日高 エスティF 402 Northern Dancer5×4 祖母Pipalong（スプリントC-英G1）

シェーングランツ 牝 青鹿 スタセリタ Monsun Dashing Blade Fioravanti ？ ？ 美浦 藤沢和雄 社台RH 募8000万 千歳 社台F 129 Northern Dancer5×5 姉ソウルスターリング（オークス-G1）

馬名未登録 牝 鹿毛 スノースタイル ホワイトマズル グルームダンサー Spectacular Bid ？ ？ 新ひだか 岡田スタツド 203 Lyphard4×4･5 全姉スマートレイアー（京都大賞典-G2）
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