
（上場番号順）
№ ⾺　　名 性 ⽑⾊ ⽣⽉⽇ ⽗ ⺟ 申込者名 ⽣産者名
3 ダイワストリーム20220 牡 ⻘⿅⽑ 1/26 リオンディーズ ダイワストリーム （有）グッドラックF （有）グッドラックF

11 チューベローズ20220 牝 栗⽑ 2/10 デクラレーションオブウォー(USA) チューベローズ ⻫藤スタッド ⻫藤スタッド

23 ドメーヌ20220 牡 ⿅⽑ 2/19 キンシャサノキセキ(AUS) ドメーヌ(CHI) シグラップファーム シグラップファーム

47 ハタノリュウール20220 牝 芦⽑ 2/5 レッドファルクス ハタノリュウール （有）グッドラックF （有）グッドラックF

63 ビアンカリボン20220 牝 栗⽑ 4/8 ケープブランコ(IRE) ビアンカリボン ⻫藤スタッド ⻫藤スタッド

80 ベストフューチャー20220 牝 ⿊⿅⽑ 3/8 ヘニーヒューズ(USA) ベストフューチャー （有）佐藤牧場 （有）佐藤牧場

112 メイカ20220 牡 ⿅⽑ 5/8 エスケンデレヤ(USA) メイカ ⻫藤スタッド ⻫藤スタッド

124 ライカート20220 牝 ⿅⽑ 4/18 グランデッツァ ライカート ⻫藤スタッド ⻫藤スタッド

140 ハタノメドゥーサ20220 牡 芦⽑ 3/15 ダンカーク(USA) ハタノメドゥーサ （有）グッドラックF （有）グッドラックF

178 アイルゴーバック20220 牝 栗⽑ 2/19 ハタノヴァンクール アイルゴーバック （有）グッドラックF （有）グッドラックF

200 エヴァ20220 牡 ⿅⽑ 5/6 クリエイターⅡ(USA) エヴァ ⻫藤スタッド ⻫藤スタッド

208 キャッツ20220 牝 栗⽑ 3/25 エスポワールシチー キャッツ （有）佐藤牧場 （有）佐藤牧場

217 エイシンサンタフェ20220 牡 栗⽑ 3/17 ハタノヴァンクール エイシンサンタフェ(USA) （有）グッドラックF （有）グッドラックF

227 ギガンティア20220 牝 ⻘⿅⽑ 4/18 シャンハイボビー(USA) ギガンティア ⻫藤スタッド ⻫藤スタッド

246 スノーキトゥン20220 牝 ⿅⽑ 4/19 ベストウォーリア(USA) スノーキトゥン(GB) （有）佐藤牧場 （有）佐藤牧場

289 スパイクラベンダー20220 牝 ⿅⽑ 3/14 リアルスティール スパイクラベンダー （有）佐藤牧場 （有）佐藤牧場

308 デューイガール20220 牡 ⿊⿅⽑ 4/24 レーヴミストラル デューイガール 海⾺沢　明 海⾺沢　明

315 ドゥマイモンシェリ20220 牝 ⿅⽑ 3/26 ラニ(USA) ドゥマイモンシェリ （有）キヨタケ牧場 （有）キヨタケ牧場

341 トウバレリーナ20220 牡 ⻘⿅⽑ 4/17 ネロ トウバレリーナ 海⾺沢　明 海⾺沢　明

440 ワイルドゲッツ20220 牝 ⿅⽑ 4/30 ストロングリターン ワイルドゲッツ （有）キヨタケ牧場 （有）キヨタケ牧場

471 ワンダーサークル20220 牡 ⿅⽑ 4/23 ダノンバラード ワンダーサークル 海⾺沢　明 海⾺沢　明

586 ダイナルシャトー20220 牡 ⿅⽑ 5/11 アジアエクスプレス(USA) ダイナルシャトー （有）ヤマタケ牧場 （有）ヤマタケ牧場

604 トスカーナ20220 牝 栗⽑ 3/25 カレンブラックヒル トスカーナ （有）ラッキー牧場 （有）ラッキー牧場

607 トップチョイス20220 牡 ⻘⿅⽑ 5/17 イスラボニータ トップチョイス(USA) ワールドファーム ワールドファーム

614 ドラゴンラッシュ20220 牝 ⿅⽑ 4/2 ゴールドアクター ドラゴンラッシュ （有）⽯⽥牧場 （有）⽯⽥牧場

628 パイライトパワー20220 牝 栗⽑ 4/11 シニスターミニスター(USA) パイライトパワー （有）ラッキー牧場 （有）ラッキー牧場

639 ニシノバニーガール20220 牡 ⿅⽑ 4/21 トゥザワールド ニシノバニーガール （有）ヤマタケ牧場 （有）ヤマタケ牧場

652 ピュアゴシップ20220 牡 ⿅⽑ 3/5 ルーラーシップ ピュアゴシップ(USA) 森永牧場 森永牧場

670 ハヤブサショコラ20220 牡 ⿅⽑ 3/9 アジアエクスプレス(USA) ハヤブサショコラ （有）ラッキー牧場 （有）ラッキー牧場

680 マジックポーションⅡ20220 牝 ⿅⽑ 4/14 ミッキーアイル マジックポーションⅡ(IRE) （有）秋⽥牧場 （有）秋⽥牧場

704 ラインダール20220 牡 栗⽑ 5/5 マジェスティックウォリアー(USA) ラインダール （有）秋⽥牧場 （有）秋⽥牧場

728 レイナカスターニャ20220 牡 ⿅⽑ 3/3 サトノクラウン レイナカスターニャ （有）秋⽥牧場 （有）秋⽥牧場

745 ガーリッシュハート20220 牡 ⿊⿅⽑ 3/13 バゴ(FR) ガーリッシュハート （有）村⽥牧場 （有）村本牧場

767 オグリピンキー20220 牡 ⿅⽑ 3/30 ゴールドアクター オグリピンキー （有）ヤマタケ牧場 （有）ヤマタケ牧場

784 オメガカリビアン20220 牡 芦⽑ 4/18 シルバーステート オメガカリビアン 森永　聡 森永　聡

794 クラシックス20220 牡 ⿊⿅⽑ 1/27 アジアエクスプレス(USA) クラシックス （有）村⽥牧場 （有）村⽥牧場

807 グロリエッテ20220 牡 ⿅⽑ 4/20 ヘニーヒューズ(USA) グロリエッテ 森永牧場 森永牧場

817 キタサンユキ20220 牡 ⿊⿅⽑ 4/12 ダノンレジェンド(USA) キタサンユキ （有）⽶⽥牧場 （有）⽶⽥牧場

830 ゴールドマリキヤ20220 牝 芦⽑ 4/3 クリエイターⅡ(USA) ゴールドマリキヤ ワールドファーム ワールドファーム

841 サンキンレター20220 牝 ⿊⿅⽑ 3/8 ミッキーロケット サンキンレター （有）⽶⽥牧場 （有）⽶⽥牧場

847 シルクアピール20220 牡 栗⽑ 4/18 グレーターロンドン シルクアピール （有）⽯⽥牧場 （有）⽯⽥牧場

857 スターリットスカイ20220 牡 ⿅⽑ 3/15 トゥザワールド スターリットスカイ 森永牧場 森永牧場

889 ダイヤインザラフ20220 牡 ⿅⽑ 2/20 アジアエクスプレス(USA) ダイヤインザラフ 樋渡　志尚 樋渡　志尚

909 バラッドレディ20220 牡 ⿅⽑ 2/22 レインボーライン バラッドレディ （有）ヒカル牧場 （有）ヒカル牧場

945 ヒカリヴィグラス20220 牡 ⿅⽑ 4/18 ミッキーロケット ヒカリヴィグラス （有）ヒカル牧場 （有）ヒカル牧場

981 マリナーズコンパス20220 牝 ⿅⽑ 3/13 エイシンフラッシュ マリナーズコンパス ⻄村牧場 ⻄村牧場

1057 オウシュウフリート20220 牡 ⿅⽑ 4/14 ビーチパトロール(USA) オウシュウフリート （有）ヒカル牧場 （有）ヒカル牧場

1071 キタサンテンニョ20220 牝 ⿊⿅⽑ 3/16 レインボーライン キタサンテンニョ 樋渡　志尚 樋渡　志尚

1092 クリスタルキャノン20220 牝 芦⽑ 1/24 ブラックタイド クリスタルキャノン （有）浜本牧場 （有）浜本牧場

1107 コンフォータブル20220 牡 ⿅⽑ 2/26 カレンブラックヒル コンフォータブル 樋渡　志尚 樋渡　志尚

1118 サマーコード20220 牡 ⻘⿅⽑ 3/29 シルバーステート サマーコード 樋渡　志尚 樋渡　志尚

1186 ビバエルフ20220 牝 ⿊⿅⽑ 4/27 キズナ ビバエルフ （有）⾼瀬牧場 （有）⾼瀬牧場

1202 ビューティーリヨ20220 牝 ⿅⽑ 4/1 ベルシャザール ビューティーリヨ ナカハシファーム 中橋　正

1212 ファイアクリスタル20220 牡 ⿅⽑ 4/8 ホッコータルマエ ファイアクリスタル 対⾺　正 対⾺　正

1232 プリティタヤス20220 牡 栗⽑ 3/4 ヤマカツエース プリティタヤス 対⾺　正 対⾺　正

1247 マルトクビクトリー20220 牡 ⿅⽑ 4/4 ヴィクトワールピサ マルトクビクトリー ⽵中牧場 ⽵中牧場

1267 ヤマノボンディール20220 牝 ⿅⽑ 4/23 ドレフォン(USA) ヤマノボンディール （有）⾼瀬牧場 （有）⾼瀬牧場

1310 アルボランシー20220 牝 ⿅⽑ 5/11 ホッコータルマエ アルボランシー （有）⾼瀬牧場 （有）⾼瀬牧場

1357 シアヌークビル20220 牡 ⿊⿅⽑ 3/21 コパノリチャード シアヌークビル （有）⼤栄牧場 （有）⼤栄牧場

1368 ケアリイカイ20220 牝 ⿊⿅⽑ 4/24 ベーカバド(FR) ケアリイカイ （有）⾼瀬牧場 （有）⾼瀬牧場

1384 ジャムトウショウ20220 牝 ⿅⽑ 4/9 カレンブラックヒル ジャムトウショウ つつみ牧場 つつみ牧場

1396 シルクヴェルサイユ20220 牡 ⿊⿅⽑ 3/26 バゴ(FR) シルクヴェルサイユ （有）中本牧場 （有）中本牧場

1409 セイウンクレナイ20220 牡 ⿊⿅⽑ 4/25 ベルシャザール セイウンクレナイ ナカハシファーム 中橋　正

2021 サマーセール上場⾺(予定)⼀覧　⽇⾼軽種⾺共同育成公社


