
馬名 性 毛色 母名 母の父 祖母の父 ３代母の父 良血度 配合評価 所属 調教師 馬主・落札者 落札or募集額 産地 生産者 誕生日 クロス 血統

馬名未登録 牝 鹿毛 アーティストチョイス Giant's Causeway Lear Fan Nureyev C C ジャパンアクセスコーポレーション 落864 浦河 ヒダカフアーム 212 兄アンヴァルト（4勝） Storm Cat3×3、Northern Dancer5×5･5、Roberto4×5(母系)、Nureyev5×4

シネマトグラフ 牝 芦毛 アイランドファッション Petionville A Native Danzig Bold Tropic A B 美浦 奥村武 江馬由将 落6480 安平 ノーザンF 202 母はアラバマSなど米G1･3勝 Mr. Prospector4×4、Raise a Native5×5･5、Northern Dancer5×5

馬名未登録 牝 鹿毛 アクロスザライト ネオユニヴァース Mr. Prospector Nureyev C B 中西憲治 落1674 新ひだか 田中裕之 429 伯母アイアムネオ（フェアリーS-G3･2着）、兄デルマウオッカ Mr. Prospector4×3、Nureyev5×4、His Majesty=Graustark5×5、Northern Dancer5×5

アイガーテソーロ 牡 鹿毛 アポロティアラ パラダイスクリーク Topsider Known Fact B C 美浦 武井亮 了徳寺健二ホールディングス 落4428 新ひだか 山際牧場 225 母はフェアリーS-G3勝ち馬 Northern Dancer5×4・5、In Reality5×5

アメージングサン 牡 鹿毛 アメージングムーン アドマイヤムーン テンビー カコイーシーズ B C 美浦 奥村武 ローレルレーシング 募2000 新冠 村田牧場 205 母はファンタジーS-G3･3着。伯父ローレルゲレイロ Mr. Prospector4×5

馬名未登録 牡 鹿毛 アルギュロス マンハッタンカフェ Silver Hawk Niniski B B 安平 ノーザンF 402 伯父Seville（ザ・メトロポリタン-豪G1） Hail to Reason5×5（母系）

馬名未登録 牝 鹿毛 アルコセニョーラ ステイゴールド モガンボ Caerleon B B 新ひだか 畠山牧場 406 母は福島記念-G3など重賞2勝 Mr. Prospector4×4

馬名未登録 牝 鹿毛 アルテミスハート ハーツクライ プラティニ Sure Blade B B 千歳 社台F 207 伯父エイシンフラッシュ（日本ダービー-G1） なし

クロミナンス 牡 鹿毛 イリュミナンス マンハッタンカフェ トニービン Nureyev C A 美浦 尾関知人 サンデーレーシング 募5000 白老 社台Co.白老F 214 母はクイーンC-G3･3着。伯父フラガラッハ（中京記念-G3） Nureyev5×4、Northern Dancer5×5

馬名未登録 牡 鹿毛 インディアナギャル Intikhab デインヒル Double Form A B 新ひだか ケイアイF 306 兄ダノンプレミアム（朝日杯フューチュリティS-G1） Mr. Prospector4×5、Danzig4×5（母系）、His Majesty5×5、Northern Dancer5×5

アージオン 牝 鹿毛 インナーアージ ディープインパクト Gold Away Procida B A 栗東 安田隆行 サンデーレーシング 募3000 安平 ノーザンF 321 叔母ミッキークイーン（オークス） Mr. Prospector4×5、Nureyev5×5

ラヴィンツァラ 牝 鹿毛 ヴィアラクテア アグネスタキオン Alydar Gallant Romeo B B 栗東 梅田智之 サラブレッドクラブ・ラフィアン 募1600 新ひだか ブルースターズF 505 近親ミッキーアイル、アエロリット、ラッキーライラック Raise a Native5×4

馬名未登録 牝 鹿毛 ヴィラ ディープインパクト Grand Lodge Shirley Heights C B 安平 ノーザンF 303 祖母サミットヴィル（メイヒルS-英G3） Nureyev5×5

エイシンアヴァロン 牡 鹿毛 エイシンオルドス フジキセキ Mr. Greeley Slew o'Gold C C 浦河 栄進牧場 325 母は4勝 Mr. Prospector4×5、Northern Dancer5×5、In Reality5×5

馬名未登録 牝 鹿毛 エーシンマダムジー Giant's Causeway Deputy Minister Secretariat C C 本田恒雄 落972 浦河 栄進牧場 314 母は3勝 Storm Cat3×3、Secretariat5×5･5、Northern Dancer5×5･5、Mr. Prospector4×5

ファストーゾ 牝 鹿毛 エーソングフォー More Than Ready パレスミュージック Mr. Cockatoo B C 日高 天羽禮治 415 姉ミッシングリンク（TCK女王盃-Jpn3） Northern Dancer5×5･5、Mr. Prospector4×5

カドーダンジュ 牝 鹿毛 エクレールアンジュ ゼンノロブロイ エンドスウィープ ノーザンテースト B C 美浦 久保田貴士 キャロットファーム 募2600 安平 ノーザンF 314 伯父トーセンスターダム（MRCトゥーラクH-豪G1） Mr. Prospector4×5･5、Northern Dancer5×5

アイオーン 牡 鹿毛 エターナルビート Pentelicus Sir Wiggle Nodouble B C 栗東 鮫島一歩 Ｇ１レーシング 募3200 安平 追分F 505 姉フォーエバーモア（クイーンC-G3） Mr. Prospector4×4、In Reality5×4

フォーテ 牡 黒鹿 エノラ Noverre Niniski Surumu A C 安平 ノーザンF 411 母は独オークス-独G1勝ち馬 Northern Dancer5×4・5

馬名未登録 牝 鹿毛 エミーズスマイル アグネスタキオン ホワイトマズル トニービン C B 小笹芳央 落5400 千歳 社台F 520 伯父ディラクエ（北海道2歳優駿-Jpn3） なし

バトーデュシエル 牝 鹿毛 エルダンジュ サンデーサイレンス Garde Royale Magwal C C 栗東 安田翔伍 山口功一郎 落5616 安平 ノーザンF 123 兄アドマイヤテンクウ、アドマイヤスピカ なし

リーガルマナー 牡 鹿毛 エレガントマナー シンボリクリスエス サンデーサイレンス Sadler's Wells B A 栗東 中内田充正 社台OC 募4000 安平 ノーザンF 213 祖母の兄弟にフサイチコンコルド、アンライバルド Hail to Reason5×5（母系）、Northern Dancer5×5

ロードライトニング 牡 鹿毛 エンジェリックレイ ダイワメジャー Unbridled Halo B B 栗東 安田翔伍 ロードホースクラブ 募2592 新ひだか ケイアイF 128 伯父ダノンバラード（アメリカJCC-G2） Halo4×4（母系）、Mr. Prospector4×5、Northern Dancer5×5

馬名未登録 牡 鹿毛 オーシュペール ダイワメジャー Fusaichi Pegasus Sadler's Wells C B 新ひだか ケイアイF 328 母は3勝 Mr. Prospector4×4、Northern Dancer5×5･5

馬名未登録 牝 芦毛 カフェドマーニ マンハッタンカフェ ストラヴィンスキー Caro C B 新ひだか 三石橋本牧場 305 叔父カフェブリッツ（ダイヤモンドS-G3･3着） Nureyev5×4、Northern Dancer5×5

エヴァジョーネ 牝 黒鹿 ギミーシェルター サンデーサイレンス リアルシャダイ ノーザンテースト B C 栗東 安田翔伍 社台レースホース 募3000 千歳 社台F 509 伯父ペインテドブラック（ステイヤーズS-G2） Hail to Reason4×5、Northern Dancer5×5、In Reality5×５

ロードアルビオン 牡 鹿毛 キャサリンオブアラゴン Holy Roman Emperor Mr. Prospector Nureyev B B 栗東 藤原英昭 ロードホースクラブ 募4536 新ひだか ケイアイF 315 いとこリアルスティール（ドバイターフ-首G1） Kingmambo＝Monevassia3×2、Northern Dancer5×5･5・5、Secretariat5×4、His Majesty5×5

馬名未登録 牡 鹿毛 キャレモンショコラ サクラバクシンオー ジョリーズヘイロー Lyphard C C 金子真人HD(株) 落7344 安平 ノーザンF 228 母は4勝 Northern Dancer＝Arctic Dancer5×5･5･5、Secretariat5×5

馬名未登録 牡 鹿毛 キョウワジャンヌ ハーツクライ Seeking the Gold Nijinsky B B 新冠 協和牧場 407 母は秋華賞-G1･2着 Mr. Prospector4×4、Buckpasser5×5、Northern Dancer5×5

ラストダンス 牡 鹿毛 クイーンオリーブ マンハッタンカフェ Machiavellian Theatrical C A 美浦 根本康広 福島徳佑 落1674 浦河 杵臼牧場 424 母は4勝 Mr. Prospector4×4、Halo4×5（母系）、Nureyev5×5

馬名未登録 牡 鹿毛 グインネヴィア スペシャルウィーク Caerleon Bold Forbes B B 白老 社台Co.白老F 521 いとこソルヴェイグ（フィリーズレビュー-G2） Nijinsky5×4（母系）、Northern Dancer5×4

馬名未登録 牡 鹿毛 グラナダ Galileo Holy Roman Emperor Mr. Prospector B B 新ひだか ケイアイF 222 3代母の兄Kingmambo（仏2000ギニー-仏G1） Kingmambo＝Monevassia3×3、Mr. Prospector4×5･4、Northern Dancer5×4、Secretariat5×5

グランデマーレ 牡 芦毛 グランデアモーレ ネオユニヴァース クロフネ Kaldoun C C 栗東 藤岡健一 キャロットファーム 募4400 白老 社台Co.白老F 207 伯父シュペルミエール（日経新春杯-G2･3着） なし

クレイス 牡 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 B B 栗東 藤岡健一 Ｇ１レーシング 募5000 白老 社台Co.白老F 126 祖母フラワーパーク（スプリンターズS-G1） Northern Dancer5×5･5、His Majesty5×5

イルミナル 牝 鹿毛 クルミナル ディープインパクト Candy Stripes Ahmad B B 美浦 奥村武 キャロットファーム 募3000 安平 ノーザンF 331 母は桜花賞-G1･2着、オークス-G1･3着 Lyphard5×5（母系）

馬名未登録 牝 黒鹿 グレイスフラワー ダイワメジャー カーネギー Sexton Blake C C 新ひだか 荒木貴宏 404 母は3勝、地方2勝 Northern Dancer5×5･5、Blakeney5×5

馬名未登録 牡 鹿毛 ケンタッキーミント ゼンノロブロイ Unbridled's Song Silver Ghost C C 日高 ケイズ 505 伯母サイレントソニック（北九州短距離S-OP） Mr. Prospector4×5･5

エイリアス 牡 鹿毛 コードネーム サンデーサイレンス Lost Code Damascus B C 栗東 浅見秀一 サンデーレーシング 募3000 白老 社台Co.白老F 417 叔父ハットトリック（香港マイル-港G1） なし

ロードドミニオン 牡 鹿毛 サウンドオブハート アグネスタキオン Caerleon Woodman B B 栗東 西浦勝一 ロードホースクラブ 募4320 新ひだか タイヘイ牧場 316 母は阪神牝馬S-G2勝ち馬 Mr. Prospector4×5、Northern Dancer5×5

サトノファビュラス 牝 鹿毛 サトノエカテリーナ ディープインパクト ドクターデヴィアス Danzig B A 日高 下河辺牧場 426 いとこキセキ（菊花賞-G1） Northern Dancer5×5

サトノヴィーナス 牝 鹿毛 サトノユリア ディープインパクト フレンチデピュティ トニービン B B 安平 ノーザンF 412 3代母エアグルーヴ（オークス-G1） なし

サングノーブル 牡 鹿毛 サングレアル ゼンノロブロイ Caerleon Lord Gayle A B 栗東 池添学 サンデーレーシング 募5000 安平 ノーザンF 326 母はフローラS-G2勝ち馬。伯母ブエナビスタ Mr. Prospector4×5、Northern Dancer5×5

馬名未登録 牡 青鹿 サンコロネット スペシャルウィーク Woodman ゲイメセン C B 浦河 笠松牧場 304 母は3勝 Mr. Prospector4×4

馬名未登録 牡 鹿毛 サンドミエシュ マンハッタンカフェ Monsun Polish Precedent D C 栗東 西園正都 シルクレーシング 募3500 白老 社台Co.白老F 128 3代母の孫にSorrent（ヴィンターケーニギン賞-独G3） なし

ジルジェンティ 牝 鹿毛 シシリアンブリーズ ゼンノロブロイ Classic Go Go Icecapade B C 栗東 橋田満 キャロットファーム 募3000 安平 ノーザンF 224 伯父クロフネ（NHKマイルC-G1） Mr. Prospector4×5

テーオーエリザベス 牝 鹿毛 シニスタークイーン シニスターミニスター サンデーサイレンス Sadler's Wells C C 小笹公也 落1620 浦河 宮内牧場 422 母は3勝 Northern Dancer5×5

馬名未登録 牝 鹿毛 シャイニンバイパー Smart Strike サンデーサイレンス ノーザンテースト C B 新冠 新冠タガノF 401 祖母シャイニンレーサー（クイーンC-G3） Mr. Prospector4×3、Northern Dancer5×5

馬名未登録 牡 鹿毛 シャドウストリーム サンデーサイレンス ラストタイクーン Auction Ring C C Krit Chittaseni 落3456 千歳 社台F 211 祖母ケイウーマン（京都4歳特別-G3） ラストタイクーン4×3、Northern Dancer5×5

馬名未登録 牝 鹿毛 シャトーブランシュ キングヘイロー トニービン Alleged B B 栗東 高橋義忠 シルクレーシング 募3500 安平 ノーザンF 215 母はマーメイドS-G3勝ち馬 Northern Dancer5×5、Nureyev5×5

サトノシャローム 牡 鹿毛 シャムロッカー O'Reilly Blues Traveller Icelandic A A 里見治 落19440 安平 ノーザンF 207 母は豪3歳牝馬チャンピオン ラストタイクーン4×3、Storm Bird4×5、Northern Dancer5×5

馬名未登録 牝 鹿毛 シャルマンスタイル タイキシャトル Chief's Crown Key to the Mint B B 浦河 笠松牧場 513 伯父ディープスカイ(日本ダービー-G1) His Majesty＝Graustark5×5、Northern Dancer5×5、Secretariat5×5

アッタヴァンティ 牝 鹿毛 シュプリームギフト ディープインパクト Souvenir Copy Alleged B A 美浦 中川公成 サンデーレーシング 募3200 安平 ノーザンF 310 母は函館スプリントC-G3勝ち馬。叔母デアレガーロ Mr. Prospector4×4、Nureyev5×5

馬名未登録 牡 鹿毛 ショウナンタレント アグネスタキオン Great Commotion Brigadier Gerard B B 寺田千代乃 落2160 浦河 桑田牧場 330 母はフラワーC-G3勝ち馬 Nureyev5×4、Northern Dancer5×5、Blakeney5×5

ジョークー 牡 黒鹿 ジョーアカリン タニノギムレット マーベラスサンデー ノーザンテースト C C 新ひだか 平野牧場 407 母は2勝 His Majesty＝Graustark5×5、Northern Dancer5×5

ロードヴィクトリー 牡 黒鹿 シンメイフジ フジキセキ ティンバーカントリー Caerleon B B 美浦 斎藤誠 ロードホースクラブ 募3780 新ひだか ケイアイF 328 母は関東オークス-Jpn2勝ち馬 Mr. Prospector4×5、In Reality5×5

ヴァーユ 牡 鹿毛 スカーレットダンス ダンスインザダーク ノーザンテースト Crimson Satan B C 栗東 森秀行 野嶋祥二 新冠 新冠橋本牧場 224 いとこヴァーミリアン（ジャパンCダート-G1） Northern Dancer5×5･4

馬名未登録 牡 鹿毛 スターコレクション アグネスタキオン トニービン ノーザンテースト C C 新ひだか ケイアイF 312 祖母シンコウエトワール（札幌3歳S-G3･2着） Northern Dancer5×5

スターズプレミア 牡 鹿毛 スターズインハーアイズ Woodman Alzao Busted B B 栗東 池江泰寿 ＤＭＭドリームクラブ 募23780 新ひだか 矢野牧場 402 叔父ディープインパクト（クラシック三冠） Mr. Prospector4×3、Northern Dancer5×5

トラストマイスター 牡 鹿毛 ステラスターライト ディープインパクト Monsun Dashing Blade C B 山田弘 落5400 千歳 社台F 212 伯母ノーブルジュエリー（京都牝馬S-G3･3着） なし

バーナードループ 牡 黒鹿 ステラマリス サンデーサイレンス Alydar Gallant Romeo B B 美浦 高木登 社台レースホース 募4000 千歳 社台F 517 近親ミッキーアイル、アエロリット、ラッキーライラック Raise a Native5×4

エストロ 牝 鹿毛 スピードリッパー ファルブラヴ サンデーサイレンス Secretariat C B 美浦 萩原清 サンデーレーシング 募2800 安平 ノーザンF 123 母はフィリーズレビュー-G2･2着 Northern Dancer5×4、Secretariat5×4

ロードシャムロック 牡 鹿毛 スピニングワイルドキャット ハードスパン Kris S. Mr. Prospector B B 美浦 中内田充正 ロードホースクラブ 募5400 新ひだか ケイアイF 302 全兄ダノンスマッシュ（シルクロードS-G3） Mr. Prospector4×4、Northern Dancer5×4、Roberto5×4（母系）

マカロンパフェ 牝 鹿毛 スペシャルフロート スペシャルウィーク リアルシャダイ Affirmed C C 栗東 河内洋 社台レースホース 募3000 千歳 社台F 211 叔父フローテーション（菊花賞-G1･2着） Hail to Reason5×5、In Reality5×5
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