
セレクトセール（１歳）の頃からあか抜けた馬体をしていましたが、鍛え
られてさらに見栄えが良くなりました。十分な乗り込み量もあって地力
が蓄えられており、走りにはスピード感があります。 ［498㌔］

３月18日生　牡　黒鹿毛　千歳・社台ファーム生産
母は洛陽Ｓ（ＯＰ）などＪＲＡ６勝　兄レイオブウォーターはＪＲＡ３勝 

ノーブルジュエリーの20 
父ハーツクライ　母ノーブルジュエリー（父Smarty Jones）001 栗東入厩予定

冬期間にじっくりと運動を行ってきたことで、体つきが大人になり、騎
乗スタッフも動きの中に成長を感じ取っています。それに伴って、気持
ちの前向きさも出てきました。 ［474㌔］

５月２日生　牡　黒鹿毛　千歳・社台ファーム生産
母はＪＲＡ４勝　兄マードレヴォイスはＪＲＡ１勝

アームブランシュ
父キズナ　母ソウルフルヴォイス（父キングカメハメハ）002 美浦・竹内正洋厩舎

遅生まれの幼さが残る体でも乗り込みは順調で、競走馬らしいフォルム
へと着実に成長しています。潜在能力の高さを評価する声も多く、鍛錬
を積んで、その走りに磨きをかけていきます。 ［476㌔］

５月11日生　牡　鹿毛　千歳・社台ファーム生産　母はＪＲＡ５勝　
祖母アンナモンダはヴィットリオディカプア賞（伊Ｇ１）など独、伊４勝

アンナミルトの20 
父ロードカナロア　母アンナミルト（父マンハッタンカフェ）003 未定

父の産駒らしい筋肉を身にまといながら、母譲りと言えるすらっとした
ボディーラインも映し出されています。調教では旺盛な前進気勢だけで
なく、力強さも印象に残ります。 ［491㌔］

２月７日生　牡　鹿毛　千歳・社台ファーム生産
母はＪＲＡ２勝　初仔

トゥールエッフェルの20 
父マインドユアビスケッツ　母トゥールエッフェル（父フレンチデピュティ）005 栗東入厩予定

幼い頃からアスリート体形をしていましたが、順調に乗り込まれながら、
さらに競走馬らしく体が引き締まってきました。躍動感あるフットワー
クにはパワーも感じられます。 ［469㌔］

２月11日生　牡　栗毛　千歳・社台ファーム生産
母はＪＲＡ１勝　初仔

デルマコイウタの20 
父エピファネイア　母デルマコイウタ（父ディープブリランテ）004 美浦入厩予定

社台ファーム

これまでの主な育成馬たち

北海道 千歳市

日本の生産界を牽引する生産・育成牧場。
毎年ビッグレースに多数の生産馬を送っている。
今年の桜花賞馬スターズオンアースなど、

多くのクラシックホース、活躍馬を送り出している。

※コメントは青田力也氏

馬　名 主な勝ち鞍

ダイワスカーレット 07桜花賞（JpnⅠ）など

ヴィクトワールピサ 10皐月賞（ＧⅠ）など

エイシンフラッシュ 10日本ダービー（ＧⅠ）など

ソウルスターリング 17オークス（ＧⅠ）など
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当歳時からボリューム感のある馬でしたが、その印象通りの成長を遂げ
ており、どの段階で見ても安心感を覚えています。今後は調教を重ねる
につれ、父譲りのスピード能力が目立ってきそうです。 ［494㌔］

３月19日生　牝　栗毛　千歳・社台ファーム生産
母はボイリングスプリングズＳ（米Ｇ３）など米２勝

ムニラーの20 
父イスラボニータ　母ムニラー（父Kitten's Joy）011 栗東入厩予定

前向きさに加えて、十分な体力も備えており、調教でも最後までしっか
り走っています。強い負荷の調教でも苦しい素振りを見せません。デビ
ューに向けての青写真も少しずつ描けてきました。 ［493㌔］

４月21日生　牡　鹿毛　千歳・社台ファーム生産
母は米１勝　姉Tapicatはフロリダオークス（米Ｇ３）など米４勝

ゼラスキャットの20 
父イスラボニータ　母ゼラスキャット（父Storm Cat）009 美浦入厩予定

馬体の見た目を裏切らない大きな走りを見せており、力強さも申し分あ
りません。強い負荷をかけていることで、体力も備わってきました。早
めの入厩も視野に入ってきました。 ［483㌔］

１月14日生　牝　黒鹿毛　千歳・社台ファーム生産
母は不出走　祖母デインドリームは凱旋門賞（仏Ｇ１）など独、伊、仏、英８勝

ナッシングバットドリームズの20 
父エピファネイア　母ナッシングバットドリームズ（父Frankel）010 栗東入厩予定

元々フレームの大きな馬でしたが、調教を重ねながら馬体が膨らんでき
て、さらに目を引く馬になりました。力強さが出てきた走りには、ダー
ト適性の高さを感じます。 ［506㌔］

４月16日生　牡　鹿毛　白老・㈲ 社台コーポレーション白老ファーム生産
母は未勝利　姉クロフネミッションはＪＲＡ２勝 

トリプルミッションの20 
父シニスターミニスター　母トリプルミッション（父ハービンジャー）008 栗東入厩予定

父を彷彿とさせるような前向きさがありながら、母系の影響も出ている
のか、脚長の体形をしています。調教量も豊富で、十分な体力も備えて
います。小気味のいい動きをする馬です。 ［512㌔］

２月７日生　牡　芦毛　千歳・社台ファーム生産　　
母は未勝利　初仔

ピンポイントドロー
父レッドファルクス　母ピリカクル（父オルフェーヴル）006 美浦・宗像義忠厩舎

幼少時から逞しさが出てくると期待していましたが、その通りのスケー
ルアップを果たしてくれています。ピリッとした性格は、父の産駒が得
意とする短距離向きと言えます。 ［490㌔］

４月10日生　牡　黒鹿毛　千歳・社台ファーム生産
母はサンタアナＨ（米Ｇ２）など米、伊８勝　兄ルッジェーロはＪＲＡ４勝 

シルヴァーカップの20 
父キンシャサノキセキ　母シルヴァーカップ（父Almutawakel）007 栗東入厩予定
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線の細さこそありますが、競走馬として必要な箇所には柔軟な筋肉がつ
いています。前向きな性格で、２歳戦向きと言える仕上がりの良さも感
じられます。心身ともにさらに成長してくれそうです。 ［466㌔］

４月９日生　牡　栗毛　安平・ノーザンファーム生産　母はアシュランドＳ（米Ｇ１）
など米３勝　姉ラッキーライラックはエリザベス女王杯（ＧⅠ）などＪＲＡ７勝

ライラックスアンドレースの20 
父オルフェーヴル　母ライラックスアンドレース（父Flower Alley）012 栗東入厩予定

この時期の兄（ステラヴェローチェ）より馬体はコンパクトにまとまって
いますが、走りのバランスが良く、気性も兄より落ち着いています。操
縦性も高く、クラシックでの活躍を期待したくなります。 ［446㌔］

３月20日生　牡　鹿毛　安平・ノーザンファーム生産　　
母は未勝利　兄ステラヴェローチェは神戸新聞杯（ＧⅡ）などＪＲＡ３勝  

オーマイベイビーの20 
父バゴ　母オーマイベイビー（父ディープインパクト）013 栗東入厩予定

昨年末にリフレッシュさせた効果もあるのか、ここにきて馬体、動きと
もに目を引いています。オンとオフの切り替えもできる馬で、長くいい
脚を使えそうな走りをします。６月中の移動を予定しています。 ［492㌔］

４月３日生　牡　鹿毛　安平・ノーザンファーム生産　母は伊オークス（Ｇ２）など
伊８勝　姉ダイアナブライトはＪＲＡ４勝、クイーン賞（JpnⅢ）

チェリーコレクトの20 
父サトノダイヤモンド　母チェリーコレクト（父Oratorio）014 栗東入厩予定

筋肉質の逞しい馬体をしており、乗り味も古馬のような安定感がありま
す。まだ精神面で幼さは残っていますが、最近の調教では我慢もできる
ようになってきました。心身ともにさらなる良化が見込めます。 ［540㌔］

２月18日生　牡　鹿毛　安平・ノーザンファーム生産　　
母はＪＲＡ３勝　兄スペシャルドラマはＪＲＡ２勝  

アドマイヤキュートの20 
父モーリス　母アドマイヤキュート（父キングカメハメハ）016 美浦入厩予定

トモのボリュームにも表れているように、年明けからの良化が目覚まし
い馬です。仕掛けた時の反応の良さなど、現時点でも合格点と言える動
きを見せていますが、まだまだ良くなりそうです。 ［495㌔］

２月５日生　牡　鹿毛　安平・ノーザンファーム生産　　
母はブリーダーズＣフィリー＆メアスプリント（米Ｇ１）など米５勝

リプレゼント
父ロードカナロア　母ファイネストシティ（父City Zip）015 栗東・中内田充正厩舎

ノーザンファーム

これまでの主な育成馬たち

北海道 安平町

生産から育成を行う、日本を代表する牧場のひとつ。
ディープインパクトやドゥラメンテを筆頭に、
数多くのクラシックホースを送り出している。
ＧⅠ９勝馬アーモンドアイも生産・育成馬。

※コメントは小笠原博厩舎長（012）、木村浩崇厩舎長（013、014）、桑田裕規厩舎
長（015、016）、山内大輔厩舎長（017）、野崎孝仁厩舎長（018）、山根健太郎厩舎
長（019）、村上隆博厩舎長（020）、大谷渡厩舎長（021）、佐藤洋輔厩舎長（022）

馬　名 主な勝ち鞍

ディープインパクト 05クラシック三冠など

ドゥラメンテ 15日本ダービー（ＧⅠ）など

アーモンドアイ 18牝馬三冠など

ラヴズオンリーユー 21ＢＣフィリー＆メアターフ（米Ｇ１）など
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速い時計の調教を始めてから、動きに加えて、見栄えも良くなりました。
スピード能力が高く、騎乗したスタッフの誰もが乗り味の良さを絶賛し
ています。気性の難しさは見られず距離の融通も利きそうです。 ［451㌔］

３月16日生　牝　鹿毛　安平・ノーザンファーム生産　　
母は未勝利　姉プラソンはＪＲＡ１勝 

アンリーロード
父リアルスティール　母カシシ（父ジャングルポケット）022 栗東・茶木太樹厩舎

成長につれて体高が伸びてきて、それに見合って体に幅も出てくるよう
になりました。父の産駒らしいスピード感も出てきていますし、跳びの
大きな走りからすると、適性距離も広がっていきそうです。 ［473㌔］

３月24日生　牝　鹿毛　安平・ノーザンファーム生産　母はクイーンエリザベスⅡ
世チャレンジＣ（米Ｇ１）など米６勝　兄エタリオウはＪＲＡ１勝、菊花賞（GⅠ）２着

リアリーホット
父ロードカナロア　母ホットチャチャ（父Cactus Ridge）020 栗東・斉藤崇史厩舎

年が明けてから一気に調教ペースを上げてきました。今では坂路も軽々
と駆け上がってきます。トモや肩回りの筋肉量に恵まれた馬で、その見
た目通りに良い走りをし、学習能力の高さもあります。 ［476㌔］

３月８日生　牝　鹿毛　安平・ノーザンファーム生産　　
母はＪＲＡ４勝　姉エターナルピースはＪＲＡ１勝 

ピースエンブレムの20 
父サトノダイヤモンド　母ピースエンブレム（父ウォーエンブレム）021 栗東入厩予定

重厚感がある筋肉量が豊富な馬体で、スピード能力に秀でており、気持
ちに前向きさが見られます。２歳戦向きの印象ながら、競走馬としての
奥深さを感じます。早期のデビューも視野に入っています。 ［460㌔］

１月23日生　牝　栗毛　安平・ノーザンファーム生産　　
母はセニョリータＳ（米Ｇ３）など米、愛４勝　初仔

スカイラー
父Saxon Warrior　母トレジャリング（父Havana Gold）019 美浦・国枝栄厩舎

スリムに映る馬体はバランスが取れていて、体も走りも綺麗な馬という
印象です。短距離で活躍した母譲りとでもいうのか、スピード能力の高
さと、芝向きと言える軽さのある走りをしています。 ［463㌔］

２月15日生　牡　黒鹿毛　安平・ノーザンファーム生産　　
母はジュライＣ（英Ｇ１）など英５勝　兄ミッキースピリットはＪＲＡ４勝

フリーティングスピリットの20 
父キタサンブラック　母フリーティングスピリット（父Invincible Spirit）017 美浦入厩予定

雄大な馬格通りと言える、ダイナミックなフットワークをしています。
そのスケール感のわりには心身ともにまだ幼さも残っていますが、じっ
くりと進めてきたことで、トモなどに逞しさも出てきました。 ［520㌔］

１月29日生　牡　黒鹿毛　安平・ノーザンファーム生産　母は京都牝馬Ｓ（ＧⅢ）な
どＪＲＡ４勝　兄ホウオウアマゾンはアーリントンＣ（ＧⅢ）などＪＲＡ３勝  

ヒカルアマランサスの20 
父エピファネイア　母ヒカルアマランサス（父アグネスタキオン）018 美浦入厩予定
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父の産駒にしては骨格が良く、乗り出した頃は重厚感もありましたが、
運動が進むにつれシャープさも出てきました。この父に共通する背中の
良さがあり、脚元も丈夫なので順調に調教を進められています。 ［514㌔］

１月25日生　牡　鹿毛　安平・ノーザンファーム生産
母はブラックアイドスーザンＳ（米Ｇ２）など米３勝

オープンファイア
父ディープインパクト　母ゴーマギーゴー（父Ghostzapper）023 栗東・斉藤崇史厩舎

ブラストワンピースの育成も手掛けましたが、イヤリングから来た時点
で、同時期の兄よりも馬体に恵まれていました。十分な体力も備わって
おり、走りにも兄と共通する力強さと柔軟さが感じられます。 ［558㌔］

３月15日生　牡　鹿毛　安平・ノーザンファーム生産
母はＪＲＡ３勝　兄ブラストワンピースは有馬記念（ＧⅠ）などＪＲＡ７勝

ブラストウェーブ
父ハービンジャー　母ツルマルワンピース（父キングカメハメハ）024 美浦・大竹正博厩舎

現時点で、調教を手掛けた兄のグローリーヴェイズよりしっかりしてい
ます。跳びが大きく、走りにはキレもあり、操作性も優秀と文句のつけ
どころがありません。早期デビューも視野に入っています。 ［470㌔］

１月30日生　牡　黒鹿毛　洞爺湖・レイクヴィラファーム生産　母はＪＲＡ４勝　
兄グローリーヴェイズは香港ヴァーズ（Ｇ１）などＪＲＡ、香６勝 

エゾダイモン
父ハーツクライ　母メジロツボネ（父スウェプトオーヴァーボード）025 栗東・武幸四郎厩舎

入厩時は小柄でコロンとしていましたが、馬体の成長が著しく別の馬に
なった印象を受けます。体幹のいい馬で、走りのバランスも秀でていま
す。前進気勢もあり、マイル戦を中心に活躍できそうです。 ［482㌔］

４月17日生　牡　青鹿毛　安平・ノーザンファーム生産　母はＪＲＡ２勝、桜花賞（Ｇ
Ⅰ）２着　祖母クルソラはエンリケアセバル大賞（亜Ｇ１）などアルゼンチン、米４勝

クルミナルの20 
父エピファネイア　母クルミナル（父ディープインパクト）027 栗東入厩予定

乗り出した頃からメリハリのあった好馬体が、調教を重ねてさらに良化
してきた印象です。兄と共通するダート適性の高さを感じさせながらも、
走りには柔軟さも出てきました。気性面も落ち着きがあります。 ［473㌔］

２月３日生　牡　鹿毛　白老・㈲社台コーポレーション白老ファーム生産
母はＪＲＡ４勝　兄ルヴァンスレーヴはチャンピオンズC（ＧⅠ）などＪＲＡ４勝

マエストラーレの20 
父ロードカナロア　母マエストラーレ（父ネオユニヴァース）026 美浦入厩予定

ノーザンファーム
空港

これまでの主な育成馬たち

北海道 苫小牧市

500㌶の広大な敷地を有する育成・調教専門の牧場。
屋内外の坂路、周回コースなどを備え、

三冠馬オルフェーヴルなどの活躍馬を送り出している。
昨年の皐月賞馬、ダービー馬はともに同場の育成馬。

※コメントは佐々木淳吏厩舎長（023、024）、高見優也厩舎長（025、026）、木村
純一厩舎長（027）、中川晃征厩舎長（028、029、030）、菅原洸厩舎長（031）、橋
口敦史厩舎長（032）、林寛明厩舎長（033）

馬　名 主な勝ち鞍

オルフェーヴル 11クラシック三冠など

ジェンティルドンナ 12牝馬三冠など

エフフォーリア 21皐月賞（ＧⅠ）など

シャフリヤール 21日本ダービー（ＧⅠ）など
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線の細さが解消されるに従ってバネの良さが目立ってきました。綺麗な
フォームでゆったり走れる馬で、気性面も落ち着いています。良化の兆
しも見えているだけに、ここからガラッと変わってきそうです。 ［432㌔］

２月26日生　牝　鹿毛　安平・ノーザンファーム生産　母はオークストライアル（独
Ｌ）など独、米３勝　兄ワールドプレミアは菊花賞（ＧⅠ）などＪＲＡ４勝

マンデラの20 
父リアルスティール　母マンデラ（父Acatenango）033 栗東入厩予定

イヤリングのスタッフが「スーパーホースです」と言っていたほどの見
栄えの良さがあります。今年に入ってからの良化が目覚ましく、可動域
の広さや、フットワークの力強さなどに相当の能力を感じます。 ［465㌔］

２月24日生　牝　鹿毛　安平・ノーザンファーム生産　母は関屋記念（ＧⅢ）などＪ
ＲＡ５勝　祖母ドナブリーニはチェヴァリーパークＳ（英Ｇ１）など英４勝

ドナウブルーの20 
父エピファネイア　母ドナウブルー（父ディープインパクト）031 栗東入厩予定

フォルムの良さが目を引きます。乗り出してからは体高が伸びてきて、
馬体に幅も出てきました。柔軟な筋肉をしており、それは肩の可動域の
広さや、トモの踏み込みの強さとしても表れています。 ［450㌔］

３月12日生　牝　鹿毛　安平・ノーザンファーム生産
母はＪＲＡ１勝

ウォークロニクルの20 
父サトノダイヤモンド　母ウォークロニクル（父ウォーエンブレム）032 美浦入厩予定

バランスの良さと馬っぷりの良さを兼ね備えています。ゆっくりめの調
教ながらも、最近の成長は著しいです。それにつれて動きの質も上がっ
てきました。走る馬に共通する跨った時の伸縮性があります。 ［483㌔］

４月12日生　牝　鹿毛　安平・ノーザンファーム生産　母はギャラントブルームＨ（米
G２）など米６勝　兄ドウデュースは朝日杯フューチュリティS（GⅠ）などＪＲＡ３勝 

ダストアンドダイヤモンズの20 
父ロードカナロア　母ダストアンドダイヤモンズ（父Vindication）030 美浦入厩予定

姉のアカイトリノムスメとはタイプが違い、妹の方が母を彷彿とさせま
す。馬体だけでなく、成長のバランスも取れていて、現時点で姉よりも
完成度は高いです。気性面は姉や母よりもどっしりしています。 ［449㌔］

３月24日生　牝　黒鹿毛　安平・ノーザンファーム生産　母は牝馬三冠などＪＲ
Ａ７勝　姉アカイトリノムスメは秋華賞（ＧⅠ）などＪＲＡ４勝 

アパパネの20 
父ブラックタイド　母アパパネ（父キングカメハメハ）028 美浦入厩予定

母も姉も育成しましたが、この牝系と言うよりも父のモーリスが強く出
ています。背中の良さは母や姉と共通しており、乗り込み量に比例する
かのように、見栄えのする馬体に変わってきました。 ［468㌔］

４月18日生　牝　鹿毛　安平・ノーザンファーム生産　母は府中牝馬Ｓ（ＧⅢ）など
ＪＲＡ３勝　兄ユーキャンスマイルは阪神大賞典（ＧⅡ）などＪＲＡ６勝 

ムードインディゴの20 
父モーリス　母ムードインディゴ（父ダンスインザダーク）029 美浦入厩予定
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乗り出した時期は遅かったものの、今では厩舎の育成馬の中でもトップ
クラスの動きを見せています。勝気な一面があり、テンのスピードも速
い馬ながら、父の産駒らしく距離はあった方が良さそうです。 ［479㌔］

４月27日生　牡　鹿毛　安平・追分ファーム生産
母はロングアイランドＨ（米Ｇ３）など米、仏８勝

ゴールディーエスポニーの20 
父ハーツクライ　母ゴールディーエスポニー（父Vespone）034 栗東入厩予定

この血統ならではと言える、スピード能力の高さが走りにも表れていま
す。まだ幼さこそ残っていますが、調教メニューはしっかり消化してお
り、自らハミを取っていくような前向きさも感じられます。 ［475㌔］

４月17日生　牡　栗毛　白老・㈲社台コーポレーション白老ファーム生産
母はローズＳ（ＧⅡ）などＪＲＡ４勝　兄ベルーフは京成杯（ＧⅢ）などＪＲＡ３勝

レクレドールの20 
父モーリス　母レクレドール（父サンデーサイレンス）035 栗東入厩予定

地面を捉えた走りができており、操縦性の高さも感じられます。気持ち
の強い馬で調教を進めてもへこたれることがなく、距離適正の幅も感じ
られます。いつ入厩の声がかかってもいい状態まで来ています。 ［492㌔］

２月22日生　牡　鹿毛　安平・追分ファーム生産　　
母はＪＲＡ２勝

ウィズアミッションの20 
父ドゥラメンテ　母ウィズアミッション（父Danehill Dancer）036 栗東入厩予定

血統的にはダート向きなのでしょうが、すらりとした体形や軽い走りか
らも、芝適性の高さが感じられます。折り合い面の不安も感じられませ
ん。早ければゴールデンウィーク頃の移動となりそうです。 ［473㌔］

３月22日生　牡　栗毛　安平・追分ファーム生産
母はジャージーガールＳ（米Ｌ）など米４勝　初仔

ソワーの20 
父Curlin　母ソワー（父Flatter）038 栗東入厩予定

この時期の父の産駒としては動きがしっかりとしており、特に体幹の強
さが感じられ、騎乗したスタッフからも乗り味の良さが絶賛されていま
す。現時点での完成度も高いですがさらなる成長も見込めます。 ［489㌔］

３月31日生　牡　栗毛　白老・㈲社台コーポレーション白老ファーム生産
母はＪＲＡ３勝　兄セルヴァンはＪＲＡ１勝◯現

メルヴェイユドールの20 
父ハービンジャー　母メルヴェイユドール（父フジキセキ）037 栗東入厩予定

追分ファーム
リリーバレー

これまでの主な育成馬たち

北海道 安平町

ゴールドアリュール、ハットトリックなど、
多くの活躍馬を送り出してきた追分ファームが、

2011年に開場した大規模な調教施設を備える牧場。
昨年２歳重賞戦線で活躍したセリフォスも同牧場出身。

※コメントは河野義大厩舎長（034、037、038）、平沼敏幸厩舎長（035、036）、
明石圭介厩舎長（039、043、044）、加地洋太厩舎長（040、041、042）

馬　名 主な勝ち鞍

ペルシアンナイト 17マイルチャンピオンシップ（ＧⅠ）など

ジュールポレール 18ヴィクトリアマイル（ＧⅠ）

ルヴァンスレーヴ 18チャンピオンズＣ（ＧⅠ）など

セリフォス　 21デイリー杯2歳Ｓ（ＧⅡ）など
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昨年末頃から馬体が良化してくるにつれ、精神面もしっかりとしてきま
した。身体を柔軟に使った走りができており、距離はあった方が良さそ
うですが、２歳戦向きの素軽さと反応の良さも感じられます。 ［425㌔］

３月16日生　牝　鹿毛　安平・追分ファーム生産
母はＪＲＡ未勝利　兄ダノンフェアリーはＪＲＡ４勝

サザンフェアリーの20 
父キタサンブラック　母サザンフェアリー（父Southern Halo）044 栗東入厩予定

父や牝系譲りとも言えるスピードが感じられます。体幹がしっかりして
いるだけでなく、走りには柔軟性があり、操縦性も申し分ありません。
早期デビューから２歳重賞を沸かせてもらいたいです。 ［480㌔］

４月10日生　牝　栗毛　安平・追分ファーム生産
母はフォンテーヌブロー賞（仏L）など仏、独３勝　姉メリトクラシーはJRA１勝◯現

メリオーラの20 
父ダイワメジャー　母メリオーラ（父Starspangledbanner）042 美浦入厩予定

日に日に体力も付き、調教も順調に進められるようになりました。バラ
ンスに秀でた馬体をしっかりと使いながらスピードに乗っていくような
乗り味をしています。距離はあった方が持ち味が出そうです。 ［466㌔］

４月６日生　牝　鹿毛　安平・追分ファーム生産
母はマッチメイカーＳ（米Ｇ３）など米４勝

イッツオンリーアクティングダットの20
父ハーツクライ　母イッツオンリーアクティングダット（父Giant's Causeway）043 美浦入厩予定

馬格のある馬で十分な体力も備え、跳びが大きくダイナミックな走りを
しています。普段は扱いやすくも、騎乗すると前進気勢を見せてくれま
す。長くいい脚を使えるので距離があっても良さそうです。 ［502㌔］

３月25日生　牝　鹿毛　白老・㈲社台コーポレーション白老ファーム生産
母はＪＲＡ未勝利

シーオークの20 
父サトノダイヤモンド　母シーオーク（父キングカメハメハ）041 美浦入厩予定

年明けから走りに集中力が出てきました。この血統らしいスピード能力
の高さがあり、２歳戦からも対応できそうですが、騎乗した印象や母系
の傾向からも成長を重ねながらさらに良化してくれそうです。 ［421㌔］

２月10日生　牝　鹿毛　白老・㈲社台コーポレーション白老ファーム生産
母はヴィクトリアマイル（ＧⅠ）などＪＲＡ６勝　初仔

ジュールポレールの20 
父ロードカナロア　母ジュールポレール（父ディープインパクト）039 栗東入厩予定

父の産駒らしいスピード能力の高さと、きょうだいと共通する力強さが
感じられ、ダートと芝、双方での活躍を期待したくなります。成長力の
ある血統ながら、今の動きなら早めに移動できそうです。 ［463㌔］

２月24日生　牝　鹿毛　安平・追分ファーム生産
母は桜花賞（JpnⅠ）などＪＲＡ４勝　兄アルトリウスはＪＲＡ４勝◯現

レジネッタの20 
父ロードカナロア　母レジネッタ（父フレンチデピュティ）040 美浦入厩予定
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同時期のユーバーレーベンとの比較では完成度こそ劣りますが、走りの
センスが良く、背中の感触やフットワークは遜色ありません。成長につ
れて良くなる血統なので、無理をせずに進めていきます。 ［440㌔］

３月13日生　牡　黒鹿毛　新冠・ビッグレッドファーム生産　　
母はＪＲＡ１勝　姉ユーバーレーベンはオークス（ＧⅠ）などＪＲＡ２勝 

マイネルエンペラー
父ゴールドシップ　母マイネテレジア（父ロージズインメイ）045 栗東・清水久詞厩舎

順調に来ており、調教量も豊富です。力強さがありながらも手先は軽く、
柔らかみのあるフットワークを見せています。気性面でもピリッとした
ところがあり、早い時期からの活躍も期待できそうです。 ［476㌔］

４月28日生　牡　鹿毛　新冠・ビッグレッドファーム生産　　
母はガヴェアディアナ大賞（伯Ｇ１）などブラジル６勝　初仔

マイネルカーライル
父Bayern　母サイレンスイズゴールド（父Agnes Gold）046 栗東・西園正都厩舎

ここまで緩めることなく調教を進められており、調教の動きはこの世代
でもトップクラスです。走りはパワフルで、いかにもダート向きの印象
です。６月開催でのデビューを目標にしています。 ［470㌔］

４月５日生　牡　鹿毛　新ひだか・千代田牧場生産
母はＪＲＡ１勝

マイネルフォーコン
父アジアエクスプレス　母マジックシアター（父ネオユニヴァース）047 栗東・五十嵐忠男厩舎

まだ力が付き切っておらず、走りには物足りなさも残っていますが、非
常にいい背中をしています。馬体の成長とともに動きに力がついてくれ
ば、上のクラスで戦える馬になると思っています。 ［420㌔］

５月11日生　牡　鹿毛　新冠・ビッグレッドファーム生産　　
母はＪＲＡ６勝　兄ニシノメイゲツは芙蓉Ｓ（ＯＰ）などＪＲＡ５勝

コスモメイゲツ
父ダノンバラード　母ニシノムーンライト（父Diesis）049 美浦・中野栄治厩舎

乗り込むにつれて時計が詰まってくるなど、良化が著しい馬です。馬格
があって、それを持て余すことなく動かせる筋力も有しています。体形
的には短い距離から結果を出せそうです。 ［480㌔］

５月７日生　牡　栗毛　新冠・株式会社ブルースターズファーム生産　　
母はＪＲＡ３勝

マイネルフォルツァ 
父ゴールドシップ　母ラッフォルツァート（父グラスワンダー）048 美浦・金成貴史厩舎

ビッグレッド
ファーム

これまでの主な育成馬たち

北海道  新冠町・新ひだか町

生産、育成、種馬場の全てを担う総合的な牧場。
ビッグレッドファーム明和、真歌トレーニングパークに加え、

2021年に開場したビッグレッドファーム泊津の
３カ所で育成を行っている。

※コメントはビッグレッドファーム明和・榎並健史調教主任（045～049、057～
060、真歌トレーニングパーク・九鬼勝己場長（050～053、061～065）、ビッグレッ
ドファーム泊津・出口宰史場長（054～056、066、067）

馬　名 主な勝ち鞍

マイネルラヴ 98スプリンターズＳ（ＧⅠ）など

マイネルセレクト 04ＪＢＣスプリント（ＧⅠ）など

マイネルキッツ 09天皇賞（春）（ＧⅠ）など

ユーバーレーベン 21オークス（ＧⅠ）
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当初は目立った存在ではありませんでしたが、日に日に頭角を現してき
て、今では上位クラスの動きをしています。軽いフットワークとスピー
ド能力の高さは、芝の中長距離に適性を見出せそうです。 ［428㌔］

４月26日生　牡　芦毛　新冠・ビッグレッドファーム生産　　
母はＪＲＡ４勝、フラワーＣ（ＧⅢ）２着　初仔

マイネルモーント
父ゴールドシップ　母ゲッカコウ（父ロージズインメイ）055 美浦・高木登厩舎

来た頃は細身に映った馬体も、成長につれて幅が出てくるようになり、
走りも力強くなりました。背中の良さは乗り役からも高い評価を受けて
おり、芝、ダート双方での活躍を期待したくなります。 ［476㌔］

４月12日生　牡　鹿毛　新冠・ビッグレッドファーム生産　母は米２勝、オーキッドＳ
（米Ｇ３）２着　祖母Catchascatchcanはヨークシャーオークス（英Ｇ１）など英４勝

マイネルビジョン 
父Oscar Performance　母ソングオブアイスアンドファイア（父Dynaformer）053 美浦・高木登厩舎

コンパクトな馬体ながらも、順調な成長過程を歩んでいます。追い出し
てから弾けるような走りは、母の良さが出ているのでしょう。並ばれて
からもうひと伸びする勝負根性も持ち合わせています。 ［418㌔］

３月１日生　牡　鹿毛　新冠・ビッグレッドファーム生産　　
母は福島牝馬Ｓ（ＧⅢ）などＪＲＡ４勝 　兄マイネルズイーガーはＪＲＡ４勝

マイネルケレリウス
父ルーラーシップ　母マイネカンナ（父アグネスタキオン）054 美浦・奥村武厩舎

気性面でまだ幼さが残っており、時として引っかかるようなこともあり
ますが、それでもバネの利いたフットワークから、スピード感溢れる走
りができています。さらなる馬体の成長も見込めそうです。 ［435㌔］

４月10日生　牡　青鹿毛　新冠・シンカンファーム生産　　
母はＪＲＡ１勝　兄マイネルエンカントはＪＲＡ１勝  

マイネルズーメン
父ダノンバラード　母マイネチャーム（父アグネスタキオン）052 美浦・和田勇介厩舎

父の産駒の中でも馬格に恵まれており、調教でもスピードとパワーを兼
ね備えた走りをしています。性格も穏やかで、扱いやすいだけでなく、
乗り役の指示に従う賢さも兼ね備えています。 ［475㌔］

５月13日生　牡　鹿毛　日高・荒井ファーム生産
母は未勝利　姉オンリーオピニオンはＪＲＡ１勝 

コスモオピニオン
父ダノンバラード　母オピニオン（父アイルハヴアナザー）050 美浦・黒岩陽一厩舎

ストライドが大きくて、回転の利いた走りができています。キレのある
動きも申し分ありません。適度に気合が乗っていながらも、折り合いの
心配はなく、クラシックでの活躍を期待したくなります。 ［490㌔］

４月７日生　牡　黒鹿毛　新ひだか・岡田スタッド生産　母は紅梅Ｓ（ＯＰ）など
ＪＲＡ２勝　姉ミッシングリンクはＪＲＡ４勝、TCK女王盃（JpnⅢ）

コスモサガルマータ
父ヴィクトワールピサ　母エーソングフォー（父More Than Ready）051 栗東・梅田智之厩舎
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牝馬としては馬格に恵まれており、精神的にもどっしりとしています。
バランスの良いフットワークには、パワフルさも兼ね備えています。良
化も著しく、夏開催でのデビューを目指します。 ［474㌔］

４月25日生　牝　芦毛　新冠・ビッグレッドファーム生産　　
母はマイチャーマーＨ（米Ｇ3）など米、加５勝　兄マイネルアストリアはＪＲＡ１勝

ゴールデンハインド
父ゴールドシップ　母オレゴンレディ（父Shamardal）057 美浦・武市康男厩舎

背中のいい馬で、ここにきての良化も目立っています。ゆっくりとした
成長曲線ですが、一番進んでいる馬たちと遜色ない走りができています。
追ってからのアクションも良くなってきました。 ［460㌔］

２月24日生　牝　鹿毛　安平・ノーザンファーム生産　　
母は不出走　兄ホウオウライジンはＪＲＡ３勝 

コスモフランメ
父エピファネイア　母ガールオンファイア（父アグネスタキオン）058 栗東・宮徹厩舎

緩さは残っていますが、手先が軽く、バランスの良いフットワークをし
ています。坂路で速い時計を出しても余裕が感じられるほどです。姉や
兄が取れなかったクラシックの夢を託したくなります。 ［456㌔］

３月18日生　牝　芦毛　新冠・ビッグレッドファーム生産　　
母は未勝利　姉マイネグレヴィルはＪＲＡ３勝、フラワーＣ（ＧⅢ）２着

フェアエールング
父ゴールドシップ　母マイネポリーヌ（父スペシャルウィーク）059 美浦・和田正一郎厩舎

スピード能力に長けており、特に加速していく姿には目を見張るものが
あります。全身を使ったアクションができる上に、仕掛けた時の反応も
良く、瞬発力を活かしたレースを見せてくれそうです。 ［428㌔］

４月23日生　牡　鹿毛　新冠・海馬沢明氏生産　　
母は不出走

コスモリボルブ
父ダノンバラード　母ワンダーサークル（父グラスワンダー）056 美浦・和田雄二厩舎

姉（リンゴアメ）は気性が勝った馬と聞いていますが、この馬は性格も穏
やかで、扱いやすい印象を受けます。ただ、調教コースに入ると気合乗
りもよく、スピードに乗った走りを見せています。 ［448㌔］

５月29日生　牝　鹿毛　新冠・ビッグレッドファーム生産　母はカンナＳ（ＯＰ）な
どＪＲＡ２勝　姉リンゴアメは函館２歳Ｓ（GⅢ）などＪＲＡ２勝 

アントルメグラッセ
父ダノンバラード　母マイネデセール（父マイネルラヴ）061 美浦・土田稔厩舎

小柄で頼りなさも見受けられましたが、背中の感触の良さが、走りの良
さに表れてきました。まだ幼さは残っていますが、乗り込むたびに成長
が感じられます。デビューも早くなるかもしれません。 ［424㌔］

５月９日生　牝　黒鹿毛　新冠・ビッグレッドファーム生産　　
母はＪＲＡ４勝　姉ガトーフレーズはＪＲＡ１勝 

マルメラーダ
父スクリーンヒーロー　母マイネサヴァラン（父マンハッタンカフェ）060 美浦・高橋裕厩舎
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小柄ながらも仕上がりの良さが目立っており、気性的にも２歳戦向きと
思える馬です。スピードだけでなく、母の父ヘニーヒューズ譲りと言え
るパワーも受け継いでおり、ダートもこなしてくれそうです。 ［405㌔］

３月５日生　牝　鹿毛　浦河・小林正仁氏生産　　
母は未勝利　初仔

コスモレンブランサ
父ダノンバラード　母イアハート（父ヘニーヒューズ）067 美浦・武藤善則厩舎

十分な運動量をこなしているにもかかわらず、どんどん馬体が大きくな
っているような印象を受けます。放牧地ではボス的な存在でしたが、そ
れが調教時における闘争心としても表れてきました。 ［498㌔］

２月11日生　牝　芦毛　新冠・ビッグレッドファーム生産　　
母は未勝利

レアリーズレーヴ
父ゴールドシップ　母クードヴァン（父ディープインパクト）065 美浦・和田雄二厩舎

スピード感溢れる走りは、この世代の牝馬でもトップクラスと言えます。
体幹も強く、斜度がきつい坂路でも、頂上までブレなく駆け上がってい
ます。夏開催でのデビューを目指していきます。 ［418㌔］

２月22日生　牝　芦毛　新冠・ビッグレッドファーム生産　　
母はＪＲＡ２勝

コスモアメジスト
父スクリーンヒーロー　母リアンドジュエリー（父クロフネ）066 美浦・加藤士津八厩舎

牝馬らしいピリッとした気性が、反応の良さにもつながっているようで
あり、調教でも瞬発力に秀でた走りを見せています。距離を延ばしてい
いタイプに見えますし、馬体もまだ良くなりそうです。 ［460㌔］

３月31日生　牝　鹿毛　安平・ノーザンファーム生産　　
母は英２勝

コスモシャングリラ
父ハーツクライ　母ファディラー（父Monsun）064 美浦・水野貴広厩舎

きょうだいと共通する気性の強さはありますが、飲み込みが早く、調教
は順調に進められています。スピード能力も高く、しまいを重視した調
教でも、キレのある末脚を使ってくれます。 ［455㌔］

４月22日生　牝　鹿毛　新冠・ビッグレッドファーム生産　　
母はローズＳ（JpnⅡ）などＪＲＡ４勝　兄マイネルネーベルはＪＲＡ５勝

アンノウンレディ
父ルーラーシップ　母マイネレーツェル（父ステイゴールド）062 栗東・五十嵐忠男厩舎

父の産駒らしい緩さは残っていながらも、走りには粘りがあり、力強さ
も感じられます。血統的にも成長しながら良くなってくるタイプであり、
ここでしっかりとさせてから入厩を目指したいです。 ［516㌔］

１月25日生　牝　青鹿毛　新冠・ビッグレッドファーム生産　　
母はフラワーＣ（ＧⅢ）などＪＲＡ３勝　兄マイネルクラースはＪＲＡ５勝

ヴァイルマティ
父ゴールドシップ　母マイネヌーヴェル（父ブライアンズタイム）063 美浦・鹿戸雄一厩舎
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血統的にも期待の大きな馬ですが、跨ってみても体幹の強さが伝わって
きます。恵まれたスピードと前向きな気性も相まって、調教も進んでい
ます。早い時期のデビューを予定しています。 ［450㌔］

５月11日生　牡　黒鹿毛　新冠・コスモヴューファーム生産
母はクイーンＳ（ＧⅢ）などＪＲＡ５勝　兄ピースフルサンデーはＪＲＡ１勝

ピエナビーナスの20 
父エピファネイア　母ピエナビーナス（父フジキセキ）068 美浦入厩予定

坂路で乗り出した頃は頼りなさもありましたが、日に日にしっかりとし
てきて、今では世代一番のパワーを有しています。スピード能力にも秀
でており、芝、ダートの双方で活躍が見込めます。 ［462㌔］

５月29日生　牡　青鹿毛　新ひだか・桜井牧場生産　　
母はＪＲＡ１勝

アステュートの20 
父リオンディーズ　母アステュート（父アグネスタキオン）069 栗東入厩予定

完成度の高さだけでなく、フットワークの良さや馬体のバランスの良さ
も含めて、育成を手掛けている父の産駒の中でも最も期待をしている馬
です。６月の東京開催でのデビューを目指していきます。 ［450㌔］

３月26日生　牡　黒鹿毛　新冠・コスモヴューファーム生産
母はＪＲＡ１勝　姉グロリユーノワールはＪＲＡ２勝

サマーラグーンの20 
父ゴールドシップ　母サマーラグーン（父ボストンハーバー）070 美浦入厩予定

父の産駒には数多く携わってきましたが、活躍馬たちと共通する背中の
良さが感じられます。坂路もフットワーク良く駆け上がっており、芝の
中距離から確実に成績を残してくれるはずです。 ［460㌔］

３月２日生　牡　栗毛　新ひだか・前田ファーム生産
母は未勝利

ライラックラブの20 
父スクリーンヒーロー　母ライラックラブ（父アグネスタキオン）072 栗東入厩予定

調教では長くいい脚を使えており、動きには力強さに加えて、柔軟さも
感じられます。気性の良さも相まって、芝の中長距離に適性がありそう
です。馬体も含めてさらなる成長が望めそうです。 ［436㌔］

３月23日生　牡　芦毛　新冠・コスモヴューファーム生産
母はＪＲＡ１勝　兄ウインマイルートはＪＲＡ１勝 

コスモマイルールの20 
父ゴールドシップ　母コスモマイルール（父ルールオブロー）071 栗東入厩予定

コスモヴュー
ファーム

これまでの主な育成馬たち

北海道 新冠町

2021年より新たな育成本拠地として
「エルフ分場」が始動。

最大斜度18％の新坂路コースをメインに、
『丈夫な馬作り』を基本とした育成を行っている。

※コメントは川口祐一調教主任

馬　名 主な勝ち鞍

ウインブライト 19香港カップ（Ｇ１）など

ウインムート 19さきたま杯（JpnⅡ）など

ウインマリリン 21オールカマー（ＧⅡ）など

ウインキートス 21目黒記念（ＧⅡ）
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父譲りと言える馬格の良さがあり、見た目通りの力強さで、坂路も一気
に駆け上がっています。緩さも残っており、完成はまだ先ながら、大跳
びの走りもまた、スケールの大きさを感じさせます。 ［480㌔］

３月19日生　牝　芦毛　新冠・コスモヴューファーム生産
母はＪＲＡ３勝　兄ウインアキレウスはＪＲＡ２勝 

ウインアキレアの20 
父ゴールドシップ　母ウインアキレア（父コンデュイット）078 栗東入厩予定

乗り出した頃は体力のなさも見受けられましたが、現時点では牝馬No.１
と言える調教の動きを見せています。追い出してからのスピードも素晴
らしく、ＧⅠタイトルを狙える馬だと思っています。 ［470㌔］

４月18日生　牝　青鹿毛　新ひだか・斉藤スタッド生産
母はＪＲＡ未勝利　兄ラテンロックはＪＲＡ５勝

ギガンティアの20 
父シャンハイボビー　母ギガンティア（父Fusaichi Pegasus）076 栗東入厩予定

初めて跨った頃からいい馬だと感じました。フットワークの良さに加え
て、体幹も強いのか、ブレのない走りができています。高いポテンシャ
ルを感じるだけに、クラシックを沸かせてほしいです。 ［450㌔］

２月29日生　牝　青毛　新冠・コスモヴューファーム生産
母はＪＲＡ４勝　兄ウインカーネリアンはＪＲＡ４勝 

コスモクリスタルの20 
父スクリーンヒーロー　母コスモクリスタル（父マイネルラヴ）077 美浦入厩予定

小柄ながらも、育成を手掛けた母の産駒の中では一番と言える力強さを
有しています。馴致は遅い組ながらも、今では先に乗り込んでいた馬た
ちに追いつけるほどの動きができるようになりました。 ［436㌔］

３月20日生　牝　青鹿毛　新冠・コスモヴューファーム生産
母はマーメイドＳ（ＧⅢ）などＪＲＡ６勝　姉ウインラナキラはＪＲＡ２勝

コスモプラチナの20 
父リオンディーズ　母コスモプラチナ（父ステイゴールド）075 栗東入厩予定

遅生まれで身体が小さいですが、姉（ウインキートス）と同様の成長力が
感じられます。手先の柔らかさや背中の良さも姉と共通していますし、
運動神経も良く、坂路をすいすいと登っていきます。 ［400㌔］

６月３日生　牝　栗毛　新冠・コスモヴューファーム生産　 母はクイーンＣ（JpnⅢ）
などＪＲＡ３勝　姉ウインキートスは目黒記念（ＧⅡ）などＪＲＡ５勝 

イクスキューズの20 
父ゴールドシップ　母イクスキューズ（父ボストンハーバー）073 美浦入厩予定

見た目以上に動かして良い馬との印象を受けます。坂路調教でも動きの
良さが目立っていますし、距離があっていいタイプかと思います。馬体
の成長とともに、走りも良くなっていきそうです。 ［410㌔］

３月29日生　牝　芦毛　新冠・コスモヴューファーム生産
母は新潟記念（ＧⅢ）などＪＲＡ３勝　兄ウインバグースはＪＲＡ１勝 

コスモネモシンの20 
父ゴールドシップ　母コスモネモシン（父ゼンノロブロイ）074 美浦入厩予定
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手脚が長く無駄な筋肉がない研ぎ澄まされたような馬体は、生まれた時
から目立っていました。ゆったりとしたキャンターからは芝の中距離向
きという印象を受けますし、さらに良くなる雰囲気を感じます。 ［471㌔］

３月26日生　牡　黒鹿毛　新冠・株式会社ノースヒルズ生産
母は未勝利　兄コントレイルはクラシック三冠などＪＲＡ８勝

ロードクロサイトの20 
父ハーツクライ　母ロードクロサイト（父Unbridled's Song）079 栗東入厩予定

母と同じくしっかりした馬体をしています。一方、前進気勢に優れてい
るのは父の影響でしょう。しっかりハミを取って走り、体も仕上がって
きました。パワフルな走りで距離の融通も利きそうです。 ［504㌔］

３月10日生　牡　芦毛　新冠・株式会社ノースヒルズ生産
母はＪＲＡ４勝、エンプレス杯（JpnⅡ）　兄ディサイドはＪＲＡ１勝  

メジェド
父キズナ　母ラヴェリータ（父Unbridled's Song）080 栗東・佐々木晶三厩舎

父の産駒らしい気の強さがありますが、最近はコントロールしやすくな
り、前向きさがいいスピードにつながっています。スピードに乗った時
のダイナミックなフットワークはとても見栄えがします。 ［482㌔］

４月10日生　牡　芦毛　米国産
母は米１勝　兄AiroforceはケンタッキージョッキークラブS（米G２）など米３勝

Chocolate Popの20 
父American Pharoah　母Chocolate Pop（父Cuvee）081 栗東入厩予定

気性が前向きでいいスピードを持っています。楽な手応えのまま３W40
秒を切るくらいで坂路を駆け上がっています。動きに重さがなく日本の
芝向きと言えますし、早期からいいレースができそうです。 ［448㌔］

５月２日生　牡　黒鹿毛　愛国産　母は未勝利　祖母Dream of Summerはアッ
プルブロッサムH（米Ｇ１）など米10勝　初仔

ティニア
父Frankel　母Follow a Dream（父Giant's Causeway）083 栗東・池江泰寿厩舎

ビリーヴの系統らしく筋肉量が豊富で見栄えがします。ピッチ走法で小
脚が利き、いかにもスピードで押し切ってくれるスプリンターというタ
イプです。ゆっくり秋に備えており、もっと良くなりそうです。 ［478㌔］

１月28日生　牡　鹿毛　米国産　母は春雷Ｓ（OP）などＪＲＡ７勝　祖母ビリーヴ
はスプリンターズＳ（GⅠ）などＪＲＡ10勝

フィドゥーシアの20 
父Uncle Mo　母フィドゥーシア（父Medaglia d'Oro）082 栗東入厩予定

大山ヒルズ

これまでの主な育成馬たち

鳥取県 伯耆町

鳥取県西部の避暑地としても有名な大山の麓にある、
ノースヒルズの前線基地。2003年春にオープン以来、
若駒の育成や、現役馬の調整を行っている。

三冠馬コントレイルなど３頭のダービー馬を送る。

※コメントは齋藤慎ディレクター 

馬　名 主な勝ち鞍

ヘヴンリーロマンス 05天皇賞（秋）（ＧⅠ）など

キズナ 13日本ダービー（ＧⅠ）など

ワンアンドオンリー 14日本ダービー（ＧⅠ）など

コントレイル 20クラシック三冠など
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初仔とは思えないしっかりした好馬体を持ち、牝馬の中では特にスピー
ドがあり、動きも柔らかくて目立っています。滞空時間の長いゆったり
としたキャンターからもポテンシャルの高さを感じます。 ［440㌔］

４月29日生　牝　芦毛　英国産
母はキーンランドＣ（ＧⅢ）などＪＲＡ３勝　初仔

アヘッド
父Frankel　母ブランボヌール（父ディープインパクト）089 栗東・中竹和也厩舎

ビリーヴの系統らしいスピードタイプです。脚の回転が速いピッチ走法
ですが、ストライドには伸びがありますし、従順で大人しい性格をして
いるので、距離の融通も利くのではと思っています。 ［446㌔］

２月12日生　牝　鹿毛　米国産
母はＪＲＡ４勝　祖母ビリーヴはスプリンターズＳ（ＧⅠ）などＪＲＡ10勝　初仔

エイムインライフ
父Kitten's Joy　母エリシェヴァ（父Smart Strike）087 栗東・角田晃一厩舎

促すといくらでも伸びそうなスタミナを感じます。併せ馬で遅れそうに
なっても、エンジンがかかるとすばらしい動きです。距離が延びて良さ
が出る血統ですから、芝の中長距離での活躍を期待しています。 ［445㌔］

２月９日生　牝　鹿毛　英国産
母はＪＲＡ４勝、名古屋グランプリ（JpnⅡ）　姉ルーチェットはＪＲＡ２勝  

アムールブリエの20 
父Dubawi　母アムールブリエ（父Smart Strike）088 栗東入厩予定

前進気勢が強く、馬体に重さを感じないですし、早めにデビューできそ
うです。きょうだいはダートで活躍しましたが、やはり天皇賞馬の仔で
すから芝でも期待しています。血統的に長い距離も大丈夫です。 ［444㌔］

２月10日生　牝　芦毛　米国産　母は天皇賞（秋）（ＧⅠ）などＪＲＡ８勝　兄アウォ
ーディーはＪＲＡ７勝、ＪＢＣクラシック（JpnⅠ）

カウピリ
父Frosted　母ヘヴンリーロマンス（父サンデーサイレンス）086 栗東・松永幹夫厩舎

メリハリのある柔らかい筋肉があって、馬体の良さが目立っています。
この時期のディープボンドに似ていて、芝の中距離で走れそうな雰囲気
があります。秋くらいを目指しピッチを上げていきます。 ［476㌔］

２月20日生　牡　青毛　新冠・株式会社ノースヒルズ生産
母は忘れな草賞（ＯＰ）などＪＲＡ２勝　姉ドリームアゲインはＪＲＡ１勝  

ディルガの20 
父キズナ　母ディルガ（父Curlin）084 栗東入厩予定

背中が長くて脾腹が薄い馬体、速いタイムを出すとストライドが伸びて
くるところはこの血統の共通点です。いいスピードを持っており、２歳
重賞を勝った兄と姉のように早い時期から活躍できそうです。 ［472㌔］

２月24日生　牝　芦毛　新冠・株式会社ノースヒルズ生産　母はすずらん賞（ＯＰ）
などＪＲＡ３勝　兄ビアンフェは函館スプリントＳ（ＧⅢ）などＪＲＡ４勝  

エメイヴェイモン
父ハーツクライ　母ルシュクル（父サクラバクシンオー）085 栗東・中竹和也厩舎
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きょうだいの中でも仕上がりの早さが目立っています。回転の利いた綺
麗な走りをしており、自分からハミを取っていくあたりにも、集中力の
高さが感じられます。重賞を狙える馬だと思います。 ［498㌔］

２月21日生　牡　鹿毛　日高・下河辺牧場生産　
母は桜花賞（ＧⅠ）などＪＲＡ２勝　姉アップストリームはＪＲＡ２勝 

ドルチェモア
父ルーラーシップ　母アユサン（父ディープインパクト）090 栗東・須貝尚介厩舎

年明けから一気に馬体が大きくなりました。動きも大きくなり、坂路で
はスピード感溢れる走りを見せています。５月生まれでさらなる成長が
見込めるだけに、じっくりと乗り込んでいきたいです。 ［509㌔］

５月２日生　牡　鹿毛　日高・下河辺牧場生産
母は米１勝　兄サンライズラポールはＪＲＡ４勝 

カラズマッチポイントの20 
父ロードカナロア　母カラズマッチポイント（父Curlin）091 栗東入厩予定

リズミカルな走りで、坂路を軽快に駆け上がっています。元々体幹の強
い馬でしたが、さらにしっかりとしてきました。きょうだいの成長過程
からしても、まだまだ馬体は大きくなりそうです。 ［472㌔］

４月13日生　牡　鹿毛　日高・下河辺牧場生産
母は未勝利　祖母SmugglerはＣＣＡオークス（米Ｇ１）など米５勝

イージスバローズ
父ジャスタウェイ　母シークレットアセット（父Awesome Again）092 栗東・中内田充正厩舎

恵まれた馬体をしていながら、柔軟さも兼ね備えています。手前を替え
るのが上手なように、器用な馬といった印象を受けます。きょうだいの
活躍と同様に、ダートで大成してくれそうです。 ［515㌔］

３月15日生　牡　栗毛　日高・下河辺牧場生産
母はＪＲＡ３勝　兄ドライスタウトはＪＲＡ２勝、全日本２歳優駿（JpnⅠ） 

マストバイアイテムの20 
父ドレフォン　母マストバイアイテム（父アフリート）094 栗東入厩予定

背中や腰のラインが父を彷彿とさせます。動きも柔らかさがあり、高い
芝適性を感じさせます。折り合い面の不安もなく、タメの利いた走りが
できそうです。今後もしばらくは牧場で調整を続けていきます。 ［476㌔］

３月17日生　牡　黒鹿毛　日高・下河辺牧場生産
母は未勝利　初仔

スナップドラゴンの20 
父サトノクラウン　母スナップドラゴン（父ゼンノロブロイ）093 美浦入厩予定

下河辺牧場

これまでの主な育成馬たち

北海道 日高町

創業から80年以上を数える日高地方を代表する牧場。
生産から育成まで一貫したシステムを構築している。
昨年から屋内コースの路盤をウッドチップに変更し、

調教メニューや飼い葉の見直しを行った。

※コメントは谷口勇介育成主任

馬　名 主な勝ち鞍

スティルインラブ 03牝馬三冠

ダイワエルシエーロ 04オークス（ＧⅠ）など

アユサン 13桜花賞（ＧⅠ）

キセキ 17菊花賞（ＧⅠ）
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前向きな気性をしており、調教でもテンからスピードに乗れるようなダ
ッシュ力があります。血統的にはダート色が強いですが、軽さのあるフ
ットワークをしており、芝で走っている姿も見たくなります。 ［507㌔］

２月21日生　牝　栗毛　日高・下河辺牧場生産
母はＪＲＡ１勝

ララエクレリゼの20 
父マジェスティックウォリアー　母ララエクレリゼ（父スペシャルウィーク）100 栗東入厩予定

馬体のサイズからは想像できないような、力強い走りで坂路を駆け上が
っています。気性も前向きで、完成度の高さからしても２歳戦向きと言
えるでしょう。芝のマイル戦での適性を感じさせます。 ［458㌔］

３月４日生　牝　鹿毛　日高・下河辺牧場生産
母はヘンドリーＳ（加Ｇ３）など加６勝

スカイランダーガールの20 
父サトノダイヤモンド　母スカイランダーガール（父Stroll）098 栗東入厩予定

恵まれた馬体をしていることもあり、調教も攻め込んでいけます。きょ
うだいはダートで活躍していますが、この馬もスピードよりパワーに秀
でており、力のいる条件を苦にすることはなさそうです。 ［512㌔］

３月17日生　牝　黒鹿毛　日高・下河辺牧場生産
母は米３勝　兄ホリデーモードはＪＲＡ３勝

スキーホリデーの20 
父ルーラーシップ　母スキーホリデー（父Harlan's Holiday）099 栗東入厩予定

最も調教の進んだ組で、順調に乗り込まれています。背中の使い方が上
手で、騎乗したスタッフからも能力を絶賛されています。クラシックを
沸かせられるだけの素質を持った馬だと思います。 ［481㌔］

１月24日生　牝　鹿毛　日高・下河辺牧場生産　母はターコイズＳ（ＯＰ）など
ＪＲＡ５勝　姉インターミッションはアネモネＳ（Ｌ）などＪＲＡ３勝 

シンリョクカ
父サトノダイヤモンド　母レイカーラ（父キングカメハメハ）097 美浦・竹内正洋厩舎

まだ緩さは残っていますが、跳びの大きな走りをしており、大柄な馬体
と相まっていつ見てもパワフルに映ります。時計も出ていますが、急が
せずに競走馬としての土台作りをしていきたいです。 ［534㌔］

４月１日生　牡　鹿毛　日高・下河辺牧場生産
母は米３勝　祖母Gourmet GirlはアップルブロッサムＨ（米Ｇ１）など米９勝

エンブレム
父シニスターミニスター　母ラグジャリークラス（父Gone West）095 栗東・寺島良厩舎

前向きさとスピードに秀でた走りが目を引きます。フットワークには軽
さがあり、芝向きの馬といった印象を受けます。まだ線が細いので、夏
開催のデビューを目指して鍛え上げていきます。 ［481㌔］

４月16日生　牝　栗毛　日高・下河辺牧場生産
母は米２勝　初仔　祖母Maryfi eldはバレリーナＳ（米Ｇ１）など米、加で９勝

アンジュフィールド
父Justify　母ノットナウキャロライン（父Tapit）096 栗東・矢作芳人厩舎
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育成を手掛けたきょうだいと同様に、入ってきた時から馬体の良さが目
を引く馬でした。動きもしっかりとしており、調教では涼しい顔で坂路
を駆け上がっています。まだまだ伸びしろも感じさせます。 ［460㌔］

４月29日生　牡　栗毛　新冠・オリエント牧場生産
母はＪＲＡ３勝　兄プラダリアはＪＲＡ１勝 

シャッセロールの20 
父エピファネイア　母シャッセロール（父クロフネ）101 栗東入厩予定

筋肉の柔らかさに加えて、関節部の可動域の広さがありながら、動きに
は力強さも感じられます。フットワークも良く、折り合い面の不安はあ
りません。クラシック戦線で活躍してもらいたいです。 ［460㌔］

５月17日生　牡　鹿毛　白老・社台牧場生産　母はアルゼンチン１勝、ホルヘデ
アトゥーチャ大賞（亜Ｇ１）２着　兄レッドロワはＪＲＡ２勝 

プラヤデシエルタの20 
父エピファネイア　母プラヤデシエルタ（父Orpen）102 栗東入厩予定

早い時期から乗り込まれていて仕上がりが早く、体質も強い馬です。こ
のサイズにしてはスムーズな動きで、走りに安定感もあります。スタミ
ナがあり折り合いも付くだけに、距離はこなせそうです。 ［495㌔］

２月25日生　牡　鹿毛　新ひだか・片山牧場生産
母はＪＲＡ１勝　兄ドルフィンキックはＪＲＡ１勝

ピアノボレロの20 
父ドレフォン　母ピアノボレロ（父ダンスインザダーク）103 美浦入厩予定

見た目通りに走りはシャープで、フットワークの良さも目立ちます。調
教ペースが上がっても、余裕に溢れた走りを見せています。馬体に逞し
さが増してくれば、さらに楽しみな存在となりそうです。 ［411㌔］

５月２日生　牡　青鹿毛　浦河・杵臼牧場生産
母はＪＲＡ３勝

レッドマジュールの20 
父リオンディーズ　母レッドマジュール（父ディープインパクト）105 美浦入厩予定

まだうまく走り切れておらず馬体の緩さは残っていながらも、高いポテ
ンシャルを随所に感じさせており、スタッフも「乗っていて気持ちのい
い馬」と話しています。血統的にも完成した姿が楽しみです。 ［474㌔］

４月16日生　牡　鹿毛　平取・坂東牧場生産
母はＪＲＡ１勝　兄ラブリーデイは天皇賞（秋）（ＧⅠ）などＪＲＡ９勝

ポップコーンジャズの20 
父モーリス　母ポップコーンジャズ（父ダンスインザダーク）104 栗東入厩予定

坂東牧場

これまでの主な育成馬たち

北海道 平取町

日高地区での育成牧場の草分け的存在で、生産から馴致、
トレーニングまで一貫したシステムをベースに、
充実した施設で育成調教を行っている。
オジュウチョウサンも同牧場の出身。

※コメントは岡本渉マネージャー

馬　名 主な勝ち鞍

オジュウチョウサン 16～20中山グランドジャンプ（Ｊ･ＧⅠ）など

デルマルーヴル 19名古屋グランプリ（JpnⅡ）など

カジノフォンテン 21川崎記念（JpnⅠ）など

ウォーターナビレラ 21ファンタジーＳ（ＧⅢ）
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走りに集中力が出てから頭角を現してきました。小柄な馬ですが、馬体
からは想像できないような良いフットワークを見せます。早めの移動を
予定していますが、馬体も含めてまだまだ良化しそうです。 ［410㌔］

３月25日生　牝　鹿毛　日高・リョーケンファーム株式会社生産
母はＪＲＡ１勝　姉ミエノサクシードはポートアイランドＳ（Ｌ）などＪＲＡ６勝

ミシシッピテソーロ
父ダノンバラード　母ハピネスフォーユー（父A.P.Indy）111 美浦・畠山吉宏厩舎

きょうだいに共通する気の強さがあり、心身ともに幼さは残っています
が、動きを見ているとこの血統ならではの確実性が表れてきました。逞
しさが増してくることで、さらに力強さも出てきそうです。 ［435㌔］

４月19日生　牝　栗毛　新冠・隆栄牧場生産
母はＪＲＡ１勝　兄ショームはバレンタインＳ（ＯＰ）などＪＲＡ５勝 

パイクーニャンの20 
父ヘニーヒューズ　母パイクーニャン（父フレンチデピュティ）109 美浦入厩予定

表情も含めてまだ幼さは残っていますが未知の魅力に溢れており、全身
を使った走りは、牡馬のような迫力さえ感じさせます。柔軟な筋肉を身
にまとっているため、敏捷な動きも可能となっています。 ［454㌔］

４月30日生　牝　青鹿毛　平取・株式会社 ASK STUD生産
母はＪＲＡ３勝

サンキューアスクの20 
父キタサンブラック　母サンキューアスク（父シンボリクリスエス）110 栗東入厩予定

コンパクトにまとまった馬体からは想像できないほどの力強さがありま
す。トップスピードに上がるのが早い馬で、血統的にダート向きながら
も完成度が高いだけに、デビュー時期も早くなりそうです。 ［426㌔］

５月20日生　牡　黒鹿毛　新冠・芳住鉄兵氏生産
母はＪＲＡ未勝利　兄ミューチャリー、ＪＢＣクラシック（JpnⅠ）

ゴッドビラブドミーの20 
父パイロ　母ゴッドビラブドミー（父ブライアンズタイム）108 栗東入厩予定

ダートで活躍しているきょうだいと共通する骨量の豊かさと力強さを感
じますが、芝もこなせそうな柔軟性と走りのスマートさも感じます。４
月中の入厩を予定しており、さらに変わり身を見せそうです。 ［465㌔］

４月７日生　牡　栗毛　日高・アイズスタッド株式会社生産　　
母は未勝利　兄ドンフォルティスはＪＲＡ３勝、北海道２歳優駿（JpnⅢ）

グロッタアズーラの20 
父ビッグアーサー　母グロッタアズーラ（父フジキセキ）106 栗東入厩予定

全兄（デルマルーヴル）の同時期より馬体、動きともしっかりしており、
エンジンの良さも兄と引けを取りません。高いダート適性を持ち合わせ
ていますが、回転の速い脚捌きでスピードの乗りがいいです。 ［466㌔］

３月18日生　牡　鹿毛　平取・坂東牧場生産
母は未勝利　兄デルマルーヴルはＪＲＡ２勝、兵庫ジュニアグランプリ（JpnⅡ） 

カリビアンロマンスの20 
父パイロ　母カリビアンロマンス（父コマンズ）107 栗東入厩予定
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検疫明けの姿を見た時から、素晴らしい馬だと思いました。馴致からこ
こまで順調に来ていて、母譲りと言える前向きさが走りに表れています。
クラシックを目指したいと思えるほどの素質馬です。 ［473㌔］

４月６日生　牡　黒鹿毛　英国産　　
母はフローラＳ（ＧⅡ）などＪＲＡ３勝　姉サマートゥリストはＪＲＡ３勝 

ミッドサマーフェアの20 
父Frankel　母ミッドサマーフェア（父タニノギムレット）112 栗東入厩予定

父の産駒らしい仕上がりの早さがあり、騎乗スタッフは背中の良さを絶
賛しています。パワーよりもスピードタイプで、伸びのある馬体からし
ても、マイル以上の距離で真価を発揮しそうです。 ［504㌔］

２月５日生　牡　鹿毛　愛国産
母はチャートウェルフィリーズＳ（英Ｇ３）など英、愛、UAE10勝

Lily's Angelの20 
父Frankel　母Lily's Angel（父Dark Angel）113 栗東入厩予定

仕上がりの早い血統背景の通りに、調教も進んでいます。体幹がしっか
りとしていて、フットワークも雄大です。早い時期のデビューを予定し
ていて、適性は芝のマイル近辺となりそうです。 ［483㌔］

５月16日生　牡　鹿毛　愛国産
母は未勝利　兄ロンロネオはＪＲＡ１勝

Caterwaulの20 
父Dawn Approach　母Caterwaul（父Street Cry）114 美浦入厩予定

コロンとした体形は父を彷彿とさせ、その父と共通するスピード能力の
高さが感じられます。扱いやすい馬で、操縦性にも秀でています。今後
のさらなる成長が楽しみな馬です。 ［453㌔］

２月１日生　牡　鹿毛　日高・ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社生産
母はＪＲＡ１勝　姉スカーレットスカイはＪＲＡ３勝 

レッドフェザーの20 
父タリスマニック　母レッドフェザー（父ディープスカイ）116 栗東入厩予定

一番進んでいる組で調教が行われています。十分な体力があるだけでな
く、併せ馬ではグッとハミを取る闘争心も持ち合わせています。ダート
に適性がありそうですが、芝もこなせそうです。 ［471㌔］

３月12日生　牡　黒鹿毛　米国産
母は不出走

Texas Twirlの20 
父Frosted　母Texas Twirl（父Hard Spun）115 美浦入厩予定

ダーレー・ジャパン

これまでの主な育成馬たち

北海道 日高町

シェイク・モハメドによって設立された
世界に展開する競走馬の生産組織の日本拠点。
ファインニードル、タワーオブロンドンと
短距離ＧⅠ勝ち馬を送り出している。

※コメントは増田悠弥レーシングオフィス アドミニストレーター

馬　名 主な勝ち鞍

サマリーズ 12全日本２歳優駿（JpnⅠ）など

ファインニードル 18スプリンターズＳ（ＧⅠ）など

タワーオブロンドン 19スプリンターズＳ（ＧⅠ）など

ファッショニスタ 20JBCレディスクラシック（JpnⅠ）など
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ダートもこなす父の産駒ですが、柔軟なフットワークを見ると、母の父
（ディープインパクト）の影響も出ているように思えます。動きには俊敏
さもあり、折り合いの不安も感じさせません。 ［447㌔］

４月18日生　牝　青鹿毛　日高・ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社生産
母は未勝利　兄スペイスフォースはＪＲＡ１勝 

スターライトの20 
父アメリカンペイトリオット　母スターライト（父ディープインパクト）122 美浦入厩予定

短距離向きのファミリーに、父が配合されたことで、芝向きのスピード
能力に加えて、前向きな気性も感じられます。調教では速い時計をコン
スタントに出しており、デビューも早くなりそうです。 ［478㌔］

２月15日生　牝　鹿毛　日高・ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社生産
母はＪＲＡ１勝　初仔

プリンセスケイトの20 
父ファインニードル　母プリンセスケイト（父ハードスパン）120 美浦入厩予定

スピード能力の高さは父譲りと言えるでしょう。短距離を得意とした父
の産駒ながら、すらっとした馬体や、闘争心を出しすぎない走りを見る
と、距離適性の幅は広がっていきそうです。 ［490㌔］

１月14日生　牝　鹿毛　日高・ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社生産
母はラドリーＳ（英Ｌ）、英１勝　姉My Gi GiはハニームーンＨ（米Ｇ２）など米２勝

レリッシュザソートの20 
父ファインニードル　母レリッシュザソート（父Sadler's Wells）121 栗東入厩予定

大型馬ながら動きは柔軟で、調教ではスピードを持続させられる走りが
できています。折り合いも付くだけに、距離はあった方が良さそうです。
早い時期の移動も視野に入っています。 ［502㌔］

３月６日生　牝　鹿毛　米国産
母は米１勝　祖母AshadoはブリーダーズＣディスタフ（米Ｇ１）など米12勝

Beautifyの20 
父Bernardini　母Beautify（父Lemon Drop Kid）119 美浦入厩予定

馬体の印象は父というよりも、母の父コマンズ譲りと言えるボリューム
感があります。普段はおとなしくても、仕掛けた時の反応が抜群で、芝
の短距離馬としての高い才能を感じさせます。 ［487㌔］

２月２日生　牡　黒鹿毛　日高・ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社生産
母はＪＲＡ２勝

カオールの20 
父ファインニードル　母カオール（父コマンズ）117 栗東入厩予定

速い時計の坂路調教でも、しっかりとした脚取りで頂上まで駆け上がっ
ています。動きもしなやかで、折り合いにも苦労していません。能力の
高さを感じているだけに、焦らず進めていきます。 ［460㌔］

３月27日生　牝　鹿毛　日高・ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社生産
母は未勝利　兄ジョヴァンニは霜月Ｓ（ＯＰ）などＪＲＡ６勝

オータムメロディーの20 
父ハーツクライ　母オータムメロディー（父Kingmambo）118 栗東入厩予定
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調教では目を見張るような動きを見せており、スピード能力の高さも際
立っています。馬体の成長も著しく、いずれは条件を問わずに、大きな
タイトルを取れる馬だと思っています。 ［505㌔］

３月13日生　牡　鹿毛　新ひだか・岡田スタッド生産　　
母はＪＲＡ１勝　兄プレシャスエースはＪＲＡ４勝

プレシャスドロップの20 
父イスラボニータ　母プレシャスドロップ（父フレンチデピュティ）123 美浦入厩予定

ダート中距離向きの印象こそありますが、仕上がりが良く、前向きさも
あるので、デビューは函館開催となりそうです。持ち前のスピードで押
し切るようなレースを期待しています。 ［510㌔］

４月４日生　牡　栗毛　新ひだか・岡田スタッド生産
母はＪＲＡ１勝　姉イエロージニアはＪＲＡ１勝

トップスカーレットの20 
父マインドユアビスケッツ　母トップスカーレット（父ダイワメジャー）124 美浦入厩予定

ドイツ血統らしい風格の良さと、力強さを兼ね備えた動きをしています。
心肺機能も高く、問題なく調教を進められています。大事に育てながら、
クラシック路線に乗せていきたいです。 ［477㌔］

４月16日生　牡　鹿毛　新ひだか・岡田スタッド生産
母は独１勝、ディアナトライアル（独Ｇ２）２着

パゲラの20 
父スクリーンヒーロー　母パゲラ（父Soldier Hollow）125 美浦入厩予定

コンパクトにまとまっていますが、この父系らしいというのか、馬体の
サイズを感じさせないパワフルな動きを見せています。馬体の成長を促
しながら、秋以降のデビューを目指します。 ［404㌔］

５月11日生　牡　鹿毛　新ひだか・前川勝春氏生産
母はＪＲＡ１勝　姉アシュリンはＪＲＡ３勝

アンティックドールの20 
父オルフェーヴル　母アンティックドール（父Fusaichi Pegasus）127 栗東入厩予定

きょうだいと共通する、運動神経の良さが感じられます。それでいなが
ら馬体に恵まれており、動きもしっかりとしています。キレのある脚は、
マイル適性の高さを感じさせます。 ［464㌔］

４月６日生　牡　鹿毛　新ひだか・岡田スタッド生産
母は英２勝　姉ホウオウラスカーズはＪＲＡ３勝 

ビーコンターンの20 
父スクリーンヒーロー　母ビーコンターン（父Shamardal）126 栗東入厩予定

ノルマンディー
ファーム

これまでの主な育成馬たち

北海道 新ひだか町

岡田スタッドグループの育成部門を担い、
無敗で牝馬三冠を制したデアリングタクト、

菊花賞馬タイトルホルダーと
２年連続でクラシックホースを送り出している。

※コメントは岡田壮史氏（123～126）、レックス・海老原雄二マネージャー（127、
128、133）、ノルマンディーオーナーズクラブ・久保由典氏（129～132）

馬　名 主な勝ち鞍

マツリダゴッホ 07有馬記念（ＧⅠ）など

サウンドトゥルー 16チャンピオンズＣ（ＧⅠ）など

デアリングタクト 20牝馬三冠

タイトルホルダー 21菊花賞（ＧⅠ）など
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１歳時から注目しており、調教でも動きの良さが目立ちますが、父に似
た晩成型となりそうです。父は現役時に二刀流の活躍を見せましたが、
この馬は芝の短距離を得意としそうです。 ［433㌔］

５月２日生　牝　芦毛　新ひだか・岡田スタッド生産
母はＪＲＡ１勝　兄ケツァルコアトルはＪＲＡ３勝

トーセンイレイシャの20 
父スノードラゴン　母トーセンイレイシャ（父Silver Hawk）133 美浦入厩予定

調教開始当初から跳びが大きく、柔軟なフットワークは、調教スタッフ
から高い評価を受けていました。その矢先での兄の活躍となっただけに、
さらに本馬への期待が高まっています。 ［479㌔］

４月３日生　牝　芦毛　浦河・酒井牧場生産
母はＪＲＡ４勝　兄ジャスティンロックは京都２歳Ｓ（ＧⅢ）などＪＲＡ２勝 

フラワーロックの20 
父ダンカーク　母フラワーロック（父アッミラーレ）131 美浦入厩予定

父の産駒の印象と違い騎乗スタッフの指示に従順で、ここまで順調にペ
ースアップを図れています。バネのある良い走りをしており、瞬発力を
武器に芝の中距離あたりで活躍してくれそうです。 ［464㌔］

４月13日生　牝　鹿毛　浦河・株式会社ミリオンファーム生産
母はＪＲＡ２勝　兄ゲンパチリベロはＪＲＡ１勝 

クレバークリスの20 
父オルフェーヴル　母クレバークリス（父クロフネ）132 栗東入厩予定

配合相手の長所を引き出す母の産駒らしく、この馬も父譲りのスピード
能力の高さを調教で示しています。桜花賞を目指したい素質馬であり、
秋デビューから高みを目指していきたいです。 ［461㌔］

３月13日生　牝　栗毛　新ひだか・岡田スタッド生産
母はＪＲＡ３勝　兄ゴールドパラディンはＪＲＡ３勝 

シュヴァリエの20 
父ダイワメジャー　母シュヴァリエ（父フレンチデピュティ）130 栗東入厩予定

父の産駒は成長力に秀でていますが、この馬にも伸びしろを感じていま
す。血統背景や馬っぷりの良さからしてダートの中距離に適性がありそ
うで、重賞戦線を沸かすような馬になってほしいです。 ［479㌔］

４月８日生　牡　鹿毛　新冠・対馬正氏生産
母はＪＲＡ１勝　初仔

ファイアクリスタルの20 
父ホッコータルマエ　母ファイアクリスタル（父ネオユニヴァース）128 栗東入厩予定

最近になって良質な筋肉が付いてきて、全体のバランスが良くなっただ
けでなく、ボリューム感も増してきました。短距離向きのスピードがあ
り、坂路も真っすぐに駆け上がっています。 ［475㌔］

２月26日生　牡　鹿毛　新ひだか・岡田スタッド生産
母はＪＲＡ３勝　兄ウォーターメロンはＪＲＡ１勝

ユメノキズナの20 
父マインドユアビスケッツ　母ユメノキズナ（父ストラヴィンスキー）129 栗東入厩予定
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初仔ながら恵まれた馬体をしています。手先に重たさを感じさせず、最
近になってピリッとした面も見せ始めました。フットワークも大きく、
広いコースが合っていそうです。 ［542㌔］

２月６日生　牡　青鹿毛　新ひだか・千代田牧場生産
母はＪＲＡ４勝　祖母ウオッカは日本ダービー（JpnⅠ）などＪＲＡ10勝　初仔

タニノアーバンシーの20 
父キズナ　母タニノアーバンシー（父Sea The Stars）134 栗東入厩予定

ＧⅠ馬の弟らしい雰囲気を感じさせるようになってきました。父譲りと
言える後躯の発達が見られており、フットワークの良さも目を引きます。
成長力も含めて、可能性を秘めた馬です。 ［522㌔］

３月24日生　牡　栗毛　新ひだか・千代田牧場生産　母はクロッカスS（OP）などＪ
ＲＡ３勝　姉サークルオブライフは阪神ジュベナイルフィリーズ（GⅠ）などＪＲＡ３勝 

シーブリーズライフの20 
父デクラレーションオブウォー　母シーブリーズライフ（父アドマイヤジャパン）135 栗東入厩予定

育成馬の中でも軽さのある走りが目立っています。馬群を苦にしないよ
うな器用さも兼ね備えており、芝向きといった印象を受けます。父の産
駒らしい成長力も感じられます。 ［465㌔］

４月18日生　牡　黒鹿毛　新ひだか・千代田牧場生産　母は芙蓉Ｓ（ＯＰ）などＪＲ
Ａ３勝　兄グレイトパールはアンタレスＳ（ＧⅢ）などＪＲＡ７勝

フォーチュンワードの20 
父ハーツクライ　母フォーチュンワード（父デヒア）136 美浦入厩予定

きょうだいの中で最も恵まれた馬体をしています。短距離で活躍した母
の影響もあるのか、スピード能力が高く、気持ちも前向きです。マイル
で弾ける脚を使ってくれそうです。 ［485㌔］

４月26日生　牡　鹿毛　新ひだか・千代田牧場生産　母はフェアリーＳ（JpnⅢ）な
どＪＲＡ３勝　兄ライラックカラーはカーバンクルＳ（ＯＰ）などＪＲＡ６勝

ルルパンブルーの20 
父サトノダイヤモンド　母ルルパンブルー（父ジャングルポケット）138 栗東入厩予定

１歳秋に牧場に来た頃から、馬体の良さが際立っていました。大型馬ら
しいパワーに、短距離向きのスピード感溢れる走りを見せています。大
化けしそうな能力を感じます。 ［522㌔］

３月30日生　牡　鹿毛　米国産
母は未勝利　祖母Take Charge LadyはスピンスターＳ（米Ｇ１）など米11勝

Elaroseの20 
父Runhappy　母Elarose（父Storm Cat）137 栗東入厩予定

千代田牧場

これまでの主な育成馬たち

北海道 新ひだか町

生産から馴致、育成までを一貫して手掛ける、
創業70年を超える静内地区を代表する大手老舗牧場。
昨年の最優秀２歳牝馬サークルオブライフなど
多数の重賞ウイナーを送り出している。

※コメントは飯田貴大専務

馬　名 主な勝ち鞍

スマイルトゥモロー 02オークス（ＧⅠ）など

ホエールキャプチャ 12ヴィクトリアマイル（ＧⅠ）など

ダノンプラチナ 14朝日杯フューチュリティＳ（ＧⅠ）など

サークルオブライフ 21阪神ジュベナイルフィリーズ（ＧⅠ）など
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母のラストクロップとなります。グッドルッキングホースと言える、馬
体の通りの完成度があります。早めに牧場から移動して、スピードを武
器に２歳戦を沸かせてくれそうです。 ［463㌔］

３月７日生　牝　鹿毛　新ひだか・千代田牧場生産　母は福島民友Ｃ（ＯＰ）などＪ
ＲＡ８勝　姉エレナアヴァンティはマーガレットＳ（Ｌ）などＪＲＡ３勝 

アシリパ
父ビッグアーサー　母ドリームカムカム（父メジロライアン）144 栗東・武英智厩舎

伸びやかなフットワークの中に、ブレずに坂路を駆け上がれる強さも感
じられます。気性はピリッとしたところもあり、反応の良さも目立ちま
す。移動時期は早くなりそうです。 ［485㌔］

５月８日生　牝　栗毛　新ひだか・千代田牧場生産
母は未勝利

ブルーブラッドの20 
父エピファネイア　母ブルーブラッド（父Dubawi）142 美浦入厩予定

この牝系らしいスピード能力の高さが感じられます。ダート向きの血統
背景ながらも、芝も十分にこなせると思えるほどです。もちろん、力の
いる馬場も苦にしないでしょう。 ［477㌔］

３月12日生　牝　鹿毛　新ひだか・千代田牧場生産
母はＪＲＡ１勝

カーメルビーチ
父サトノアラジン　母ヴァタルサイビーチ（父ゼンノロブロイ）143 栗東・浜田多実雄厩舎

脚長で見栄えのする馬です。調教も進んでおり、普段はどっしりとして
いながら、人が跨ると活気が出てくるのも競馬向きと言えます。クラシ
ックロードを歩んでほしいです。 ［497㌔］

３月３日生　牝　鹿毛　新ひだか・千代田牧場生産
母は米３勝

ゴーイントゥザウィンドウの20 
父ドゥラメンテ　母ゴーイントゥザウィンドウ（父Tapit）141 栗東入厩予定

サークルオブライフと同じ牝系に、エピファネイアの配合馬となります。
大型馬らしく、スケールの大きな走りを見せており、十分な体力も有し
ています。闘争心も競馬向きと言えそうです。 ［518㌔］

３月３日生　牡　鹿毛　新ひだか・千代田牧場生産
母はＪＲＡ５勝、スパーキングレディＣ（JpnⅢ）　兄バイシュラバナはＪＲＡ４勝 

スティールパスの20 
父エピファネイア　母スティールパス（父ネオユニヴァース）139 栗東入厩予定

ビロードのような素晴らしい皮膚感の馬です。均整の取れた馬体は成長
しても崩れることなく、さらに逞しさを増してきました。調教では首を
上手に使った、リズミカルな走りをしています。 ［488㌔］

４月26日生　牡　芦毛　新ひだか・千代田牧場生産
母はＪＲＡ１勝

リボンフラワーの20 
父マクフィ　母リボンフラワー（父ディープインパクト）140 栗東入厩予定
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馬格がありますが、均整がとれてキレがありそうな部分はきょうだい同
様に能力の高さを感じます。スケール感があり将来の成長が非常に楽し
みで、今のところは基礎をしっかりと養っています。 ［473㌔］

４月30日生　牡　鹿毛　浦河・杵臼牧場生産　　
母はＪＲＡ１勝　姉ライラックはフェアリーＳ（ＧⅢ）などＪＲＡ２勝 

ヴィーヴァブーケの20 
父サトノダイヤモンド　母ヴィーヴァブーケ（父キングカメハメハ）145 美浦入厩予定

コンパクトでバランスが良く、しなやかさを感じる馬体です。調教でも
フットワークが素晴らしく運動神経の高さを見せ、気性的にも落ち着き
がありながら、走り出すと集中力が高い姿が印象的です。 ［468㌔］

３月19日生　牡　黒鹿毛　新冠・秋田牧場生産
母は未勝利

ロジナンの20 
父エピファネイア　母ロジナン（父ディープインパクト）146 栗東入厩予定

馬格があり、バランスの取れた好馬体です。スピード能力は高いものが
あり、強めの調教後でもケロっとするほどの体力レベルで、坂路調教で
は手応え十分の走りを見せています。 ［516㌔］

２月16日生　牡　鹿毛　新ひだか・幌村牧場生産
母はＪＲＡ１勝

ディオーサシチーの20 
父ルーラーシップ　母ディオーサシチー（父シンボリクリスエス）147 美浦入厩予定

成長が進むごとに馬体のイメージがガラッと変わりました。馬体は大き
すぎず、しっかりとボリュームがあります。調教ではセンスの良さと操
縦性の高さが際立っています。 ［495㌔］

４月21日生　牡　黒鹿毛　浦河・辻牧場生産
母はＪＲＡ１勝　兄クレヴァーパッチはＪＲＡ２勝

トーコーユズキの20 
父サトノクラウン　母トーコーユズキ（父ディープインパクト）149 栗東入厩予定

きょうだいたちと父が変わりましたが、トモの幅があって父の産駒らし
いパワフルな馬体に成長しています。筋肉が柔らかく速い時計にも無理
なく対応していて、無駄なことをせず賢い性格です。 ［514㌔］

４月８日生　牡　鹿毛　浦河・三嶋牧場生産
母は英１勝　姉カンタービレはローズＳ（ＧⅡ）などＪＲＡ３勝

ハスラー 
父ロードカナロア　母シャンロッサ（父Galileo）148 栗東・友道康夫厩舎

吉澤ステーブル

これまでの主な育成馬たち

北海道 浦河町

BTC（軽種馬育成調教センター）の施設を活用した
育成牧場の先駆け的存在。

今年の３歳世代からはライラックや
トウシンマカオなどを送り出している。

※コメントは鷲尾健一マネージャー

馬　名 主な勝ち鞍

ウメノファイバー 99オークス（ＧⅠ）など

タニノギムレット 02日本ダービー（ＧⅠ）など

ゴールドシップ 12皐月賞（ＧⅠ）など

エポカドーロ 18皐月賞（ＧⅠ）
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馬体は未完成ですが、調教の動きは目立ち、生まれ持った素質を感じさ
せます。十分なスピード能力を活かし切るために、馬体の成長を促すと
ともに基礎体力の充実を図っています。 ［486㌔］

３月11日生　牝　黒鹿毛　新ひだか・飛野牧場生産
母は未勝利　兄ロジャーバローズは日本ダービー（ＧⅠ）などＪＲＡ３勝

リトルブックの20 
父ハーツクライ　母リトルブック（父Librettist）155 栗東入厩予定

一族の力強さを引き継いだ体格で、顔の雰囲気は祖母のウオッカに似て
います。調教でも非凡なスピード能力を示し始めていて、力強さも目立
つので成長が非常に楽しみです。 ［467㌔］

４月26日生　牝　黒鹿毛　平取・稲原牧場生産
母は未勝利　祖母ウオッカは日本ダービー（ＪｐｎⅠ）などＪＲＡ10勝

ケースバイケースの20 
父ダイワメジャー　母ケースバイケース（父Sea The Stars）153 栗東入厩予定

普段の調教から動きの柔らかさとスピード感溢れるフットワークを示し、
センスの良さを感じます。ゆとりがある流線型の背中のラインなど、跳
びが大きくキレ味がありそうな馬体です。 ［445㌔］

５月18日生　牝　黒鹿毛　浦河・三嶋牧場生産
母は米１勝　兄ダノンキングリーは安田記念（ＧⅠ）などＪＲＡ６勝

マイグッドネスの20 
父ハーツクライ　母マイグッドネス（父Storm Cat）154 美浦入厩予定

運動神経の良さと馬体の成長度の高さが最大の長所です。精神的にも安
定し、どっしりとしています。順調に成長すれば早期デビューも視野に
入りそうです。 ［465㌔］

５月10日生　牝　黒鹿毛　新ひだか・沖田博志氏生産
母はＪＲＡ３勝　姉マシェリガールはクローバー賞（ＯＰ）などＪＲＡ２勝

トーセンバスケットの20 
父キズナ　母トーセンバスケット（父ブライアンズタイム）152 美浦入厩予定

腰回りやトモの発達が良く、動きの良さが目立ちます。幅のある馬体で
すが、スピード能力は高いです。現時点でも成長度の高さを感じますが、
まだまだ良化の余地はありそうです。 ［520㌔］

２月16日生　牡　鹿毛　浦河・下河辺牧場生産　母はサンイシドロポトランカス
賞（亜Ｇ１）など米、アルゼンチン４勝　姉エレファンティネはＪＲＡ２勝 

スウィーティーガールの20 
父ロードカナロア　母スウィーティーガール（父Star Dabbler）150 美浦入厩予定

成長途上ですが、肩やトモの発達には目を見張るものがあります。成長
後はスピード、パワーを兼ね備えてくれそうです。父譲りの前向きな気
性とレース向きの闘争心は特筆すべきものがあります。 ［436㌔］

４月６日生　牝　栗毛　浦河・桑田牧場生産
母は六甲Ｓ（ＯＰ）などＪＲＡ６勝

アスカビレンの20 
父エピファネイア　母アスカビレン（父ブラックタイド）151 栗東入厩予定
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胴が伸びて首差しも良くなり、徐々に雰囲気が出てきました。いいバネ
を持っており、全身をしっかり使えています。これまでの父の産駒とは
タイプが違い、キレのある走りを見せてくれそうです。 ［451㌔］

３月27日生　牡　鹿毛　浦河・栄進牧場生産
母はＪＲＡ３勝　兄テーオーステルスはＪＲＡ１勝  

エーシンエムディーの20 
父エイシンヒカリ　母エーシンエムディー（父キングカメハメハ）156 栗東入厩予定

こちらに来た当初から馬っぷりが良く、早期デビューのイメージを描き
一気に調教を進めてきました。各パーツにいい筋肉がついており、キャ
ンターでは全身を使ってセンス溢れる走りを見せています。 ［468㌔］

３月６日生　牡　黒鹿毛　新ひだか・木田牧場生産
母はＪＲＡ２勝

エイシンノーティスの20 
父イスラボニータ　母エイシンノーティス（父キングカメハメハ）157 栗東入厩予定

きょうだいは細身の馬が多かったですが、父の影響が強いのか馬っぷり
が良く、体がある分しっかりと乗り込めています。一番進んでいる組で
順調に来ており、夏競馬を目指し早めに入厩できそうです。 ［506㌔］

１月27日生　牡　栗毛　浦河・栄進牧場生産
母はＪＲＡ２勝

エイシンフェアリーの20 
父ジャスタウェイ　母エイシンフェアリー（父タイキシャトル）158 栗東入厩予定

首から背中にかけてのラインが綺麗で、リズミカルな動きには牝馬らし
いしなやかさがあります。軸がしっかりしたスピード感のある走りには
センスが感じられ、期待通りの成長を見せています。 ［462㌔］

２月17日生　牝　青鹿毛　浦河・栄進牧場生産
母は栗東Ｓ（ＯＰ）などＪＲＡ５勝

エイシンゴージャスの20 
父エイシンヒカリ　母エイシンゴージャス（父Exchange Rate）160 栗東入厩予定

去年の秋口から成長が顕著で、以前とは見違えるほど良くなっています。
いい意味での緩さを残しており、精神面でも余裕があります。血統的に
も実際の走りを見ても、長めの距離で期待しています。 ［482㌔］

３月21日生　牡　黒鹿毛　浦河・高野牧場生産
母はエルフィンＳ（ＯＰ）などＪＲＡ５勝

エーシンリターンズの20 
父サトノクラウン　母エーシンリターンズ（父キングカメハメハ）159 栗東入厩予定

EISHIN
STABLE

これまでの主な育成馬たち

岡山県 真庭市

自然豊かな岡山県の山間部に
1997年に開かれた育成センター。
〝エイシン軍団″のほぼすべてが
ここで育成・調整を行っている。

※コメントは古本浩平調教主任（156～158）、池田亮厩舎長（159、160）

馬　名 主な勝ち鞍

エイシンプレストン 02･03クイーンエリザベスⅡ世Ｃ（香Ｇ１）など

エイシンデピュティ 08宝塚記念（ＧⅠ）など

エイシンアポロン 11マイルチャンピオンシップ（ＧⅠ）など

エイシンヒカリ 16イスパーン賞（仏Ｇ１）など
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父の産駒らしい上質な筋肉で、調教ではゆったりと走れており、折り合
いの心配もなさそうです。仕掛けた時の反応の良さから、溜めてキレる
脚を使えそうです。クラシックで活躍してほしいです。 ［466㌔］

２月９日生　牡　黒鹿毛　新ひだか・北洋牧場生産　　
母は仏２勝　兄ボーンジーニアスはＪＲＡ２勝 

キズナⅡの20 
父キズナ　母キズナⅡ（父Hurricane Run）161 美浦入厩予定

調教も進んでおり、バランスの取れた馬体には筋肉のメリハリも目立っ
てきました。マイル向きと思えるようなスピード、そして走りにはキレ
も感じられ、早い時期から２歳戦を沸かせてくれるはずです。 ［462㌔］

５月４日生　牡　青鹿毛　新冠・アラキファーム生産
母は仏１勝　兄シンゼンドリームはＪＲＡ４勝

プリヴィエレジェ
父シルバーステート　母スプリングシティ（父Seeking the Gold）162 美浦・矢野英一厩舎

強い調教を行ってから身体のメリハリが出て、逞しいトモが推進力を生
みだしています。スピードの乗りも良く、マイル戦にも対応できそうで
す。変わり身も示していて、秋開催のデビューを目指します。 ［496㌔］

４月１日生　牡　青鹿毛　浦河・三嶋牧場生産
母は米２勝　兄シルバースピリットはＪＲＡ１勝 

クライシスオブスピリットの20 
父ジャスタウェイ　母クライシスオブスピリット（父Vindication）163 美浦入厩予定

入厩当初は前が勝っていた感もあった走りが、トモに力強さが出たこと
で、四輪駆動の走りに変わってきました。前向きさも感じられるだけに、
持ち前のスピードで押し切るようなレースを期待しています。 ［450㌔］

２月29日生　牝　鹿毛　新ひだか・友田牧場生産
母は不出走　兄ペイシャフェリシタは春雷Ｓ（ＯＰ）などＪＲＡ６勝

プレザントケイプの20 
父ドゥラメンテ　母プレザントケイプ（父Cape Cross）165 美浦入厩予定

しっかりとした馬格を有しており、牝馬の中では最も調教が進んでいま
す。身体のラインも美しい馬で、騎乗スタッフからは、乗り味の良さも
評価されています。クラシック戦線を沸かせてもらいたいです。 ［466㌔］

３月25日生　牝　鹿毛　新ひだか・タイヘイ牧場生産
母は愛１勝、ソードルズタウンスタッドS（愛Ｇ３）２着　兄トラインはJRA４勝 

マルケサの20 
父ハーツクライ　母マルケサ（父Kingmambo）164 美浦入厩予定

木村牧場

これまでの主な育成馬たち

北海道 日高町

生産のほか、ファンタストクラブの施設を用いて
育成を手掛ける。

エルコンドルパサーやディーマジェスティなどの
ＧⅠ馬が出身馬。

※コメントは川嶋秀人場長

馬　名 主な勝ち鞍

エルコンドルパサー 98ジャパンＣ（ＧⅠ）など

ナカヤマフェスタ 10宝塚記念（ＧⅠ）など

レインボーダリア 12エリザベス女王杯（ＧⅠ）

ディーマジェスティ 16皐月賞（ＧⅠ）など
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入厩時は細くも見えた馬体が、ここに来て一気に成長してくれました。
賢い馬で気性面の不安もありません。背中も柔らかくて、いいバネも感
じられるだけに、芝の中長距離での活躍を期待したくなります。 ［476㌔］

３月３日生　牡　鹿毛　新冠・秋田牧場生産　　
母はＪＲＡ１勝　姉アンデスクイーンはＪＲＡ５勝、エンプレス杯（JpnⅡ）

レイナカスターニャの20 
父サトノクラウン　母レイナカスターニャ（父キングカメハメハ）166 栗東入厩予定

父の産駒らしく、カチッとした体形に映りますが、乗った感覚としては
重さは感じられません。すこぶる順調に来ており、すでに本州へと移動
しています。早い時期の２歳戦から活躍が望めそうです。 ［492㌔］

４月15日生　牡　青鹿毛　新冠・有限会社大作ステーブル生産
母はＪＲＡ３勝　兄ロジハーツはＪＲＡ２勝

エコロマックス
父イスラボニータ　母オルターネイティヴ（父タイキシャトル）167 栗東・杉山佳明厩舎

筋肉量に恵まれた馬体をしていますが、動きには柔軟性が感じられます。
距離の融通は利きそうであり、入厩時期を含めて、この馬にとってベス
トな条件でデビューさせたいです。 ［502㌔］

２月４日生　牡　鹿毛　新冠・ハシモトファーム生産
母は未勝利　祖母ダークエンディングはセリーニＳ（米Ｇ１）など米４勝

ブライトエピローグの20 
父ルーラーシップ　母ブライトエピローグ（父ダイワメジャー）168 栗東入厩予定

気性は賢くて手の掛かることもなく、調教もしっかりとこなして脚元の
問題もないという、まさに優等生です。乗り込みを続けて、中身をつけ
ていけば、おのずと結果はついてきてくれると思います。 ［480㌔］

２月４日生　牝　鹿毛　新ひだか・グランド牧場生産
母はＪＲＡ未勝利　初仔

シーズアウーマンの20 
父リオンディーズ　母シーズアウーマン（父ネオユニヴァース）170 栗東入厩予定

現時点において、育成を手掛けてきたきょうだいで一番の手応えを感じ
ています。まだ緩さこそ残っていますが、秘めた能力は抜群です。成長
力もある血統ですし、クラシックに行ってもらいたいですね。 ［472㌔］

３月４日生　牝　栗毛　日高・株式会社加藤ステーブル生産
母はＪＲＡ２勝　兄サンアップルトンはＪＲＡ４勝 

シナルの20 
父ジャスタウェイ　母シナル（父キングカメハメハ）169 美浦入厩予定

加藤ステーブル

これまでの主な育成馬たち

北海道 日高町

1989年開業。本場以外に３つの分場を持ち、
肉体面、精神面の鍛錬に力を入れる。

ＮＨＫマイルＣ勝ち馬のウインクリューガーやチューリップ賞
勝ち馬のクロフネサプライズなど活躍馬を出している。

※コメントは加藤天明取締役

馬　名 主な勝ち鞍

スマートオリオン 15中京記念（ＧⅢ）など

ラインカリーナ 19関東オークス（JpnⅡ）

サクセスエナジー 21東京盃（JpnⅡ）など

クリノプレミアム 22中山牝馬Ｓ（ＧⅢ）
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育成を手掛けた父ほど筋肉質ではありませんが、その父を彷彿とさせる
スピード能力の高さを感じます。まだ馬体は小柄で、気性には若さも見
られますが、環境の変化でさらなる成長を期待しています。 ［445㌔］

２月７日生　牡　栗毛　新冠・中山高鹿康氏生産　　
母は不出走

キーラの20 
父ネロ　母キーラ（父ディープブリランテ）171 美浦入厩予定

２月25日生　牡　栗毛　日高・ヤナガワ牧場生産
母はラプラタ1000ギニー（亜Ｇ２）などアルゼンチン２勝

プルージャの20 
父ドゥラメンテ　母プルージャ（父Sidney's Candy）172 栗東入厩予定

馬っぷりも良く、走りには見た目通りのパワーと、スピード能力の高さ
を両立させています。まだトモには緩さもあり、夏以降のデビューを目
標に乗り込みます。距離はマイル以上が合っていそうです。 ［486㌔］

４月17日生　牡　鹿毛　日高・長谷川牧場生産
母はＪＲＡ１勝　姉エアーレジーナはＪＲＡ１勝 

ウインドストリームの20 
父モーリス　母ウインドストリーム（父アグネスタキオン）173 美浦入厩予定

現時点でも手応えは抜群ですが、スタッフは「追ったらまだ時計を詰め
られる」と話しています。豊富な調教量が筋肉質の馬体にも表れていま
す。息の入りも早いように心肺能力の高さも感じます。 ［469㌔］

２月29日生　牝　黒鹿毛　新冠・中山高鹿康氏生産
母は未勝利

ニシノマメフクの20 
父サトノクラウン　母ニシノマメフク（父スペシャルウィーク）175 美浦入厩予定

牝馬では一番進んだ組で調教が行われていて、スピード感溢れる動きを
見せています。馬体のバランスがいいだけでなく、育成を手掛けたきょ
うだいと同様に丈夫で、デビュー時期も早くなりそうです。 ［466㌔］

１月23日生　牝　鹿毛　新ひだか・田上徹氏生産
母は未勝利　兄ニシノムネヲウツはＪＲＡ１勝 

レッドアシェットの20 
父リアルスティール　母レッドアシェット（父ダイワメジャー）174 栗東入厩予定

西山牧場

これまでの主な育成馬たち

北海道 日高町

〝ニシノ〞や〝セイウン〞の冠名で知られる老舗牧場。
ニシノフラワーやセイウンスカイ、

セイウンコウセイなど、
数多くの出身馬がターフを沸かせた。

※コメントは鴫原英樹副場長

馬　名 主な勝ち鞍

ニシノフラワー 92桜花賞（ＧⅠ）など

セイウンスカイ 98皐月賞（ＧⅠ）など

セイウンコウセイ 17高松宮記念（ＧⅠ）など

ニシノデイジー 18東京スポーツ杯２歳Ｓ（ＧⅢ）など

元々恵まれた馬体でしたが、環境を変えて乗り込んだ結果、馬体だけで
なく、精神面での成長も見られました。調教の動きの良さは変わること
なく、前向きな性格ですが距離適性は広くなりそうです。 ［474㌔］
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昨年のオークスにも出走したニーナドレスの半弟となります。姉と同様
に距離がもちそうな安定感があり、跳びの大きな走りは、騎乗スタッフ
の感覚を狂わせるような、スピード能力の高さも感じられます。 ［522㌔］

４月16日生　牡　芦毛　日高・白井牧場生産　　
母はＪＲＡ３勝　兄サラトガスピリットはＪＲＡ５勝

サラトガの20 
父エイシンヒカリ　母サラトガ（父クロフネ）176 栗東入厩予定

三白眼で威圧感がありますが、人に対して悪さを見せることはありませ
ん。血統だけでなく、体形や動きからしても、中距離以上の適性が感じ
られます。芝向きと言える捌きの軽さもあります。 ［473㌔］

４月23日生　牡　黒鹿毛　新ひだか・岡田牧場生産　　
母はＪＲＡ不出走

セントローレンスの20 
父タリスマニック　母セントローレンス（父ジャングルポケット）177 美浦入厩予定

この牝系らしいスピード感溢れる動きと、前向きさが感じられます。父
の産駒らしいカチッとした乗り味には、ダート適性の高さが感じられて
おり、落ち着きもあるので、距離適性も広がりそうです。 ［463㌔］

３月30日生　牡　栗毛　日高・白井牧場生産　　
母はＪＲＡ１勝

ベイビーイッツユーの20 
父シニスターミニスター　母ベイビーイッツユー（父ダイワメジャー）178 美浦入厩予定

全身を使い、手先を大きく伸ばすような走りを見せています。いつの間
にかスピードに乗っているような走りや、おっとりとした性格からも、
距離があった方が良さそうです。早期の移動も予定しています。 ［480㌔］

４月５日生　牝　鹿毛　新ひだか・片山牧場生産　　
母はＪＲＡ１勝　兄グラットシエルはＪＲＡ３勝

リリアーレの20 
父ハーツクライ　母リリアーレ（父キングカメハメハ）180 美浦入厩予定

馬格があり、筋肉量にも恵まれています。スピード能力も高く、前進気
勢の強さからしても、芝のマイル辺りに適性がありそうです。まだ幼さ
も残っているだけに、さらなる成長も期待できます。 ［468㌔］

４月11日生　牝　栗毛　新ひだか・服部牧場生産　　
母は米１勝　姉ネフェルタリはＪＲＡ２勝 

ホワットアスポットの20 
父ハーツクライ　母ホワットアスポット（父Arch）179 栗東入厩予定

白井牧場

これまでの主な育成馬たち

北海道 日高町

生産、育成、調教、コンサイナー業務と幅広く手掛ける、
1970年創業の総合牧場。

これまでにグルメフロンティアや
チアズグレイスといったＧⅠホースを送り出した。

※コメントは久杉倫紀場長

馬　名 主な勝ち鞍

グルメフロンティア 98フェブラリーＳ（ＧⅠ）など

チアズグレイス 00桜花賞（ＧⅠ）

エモシオン 99京都記念（ＧⅡ）

ハクサンムーン 13セントウルＳ（ＧⅡ）など
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運動神経の良さが、調教の動きに表れています。スピード能力に秀でて
おり、前進気勢が強く感じられます。速めの調教でも余裕を感じられる
ほどの体力を備えています。移動も早くなりそうです。 ［456㌔］

３月19日生　牡　鹿毛　新ひだか・有限会社PRIDE ROCK生産
母は仏１勝

アトラクティヴレディの20 
父Wootton Bassett　母アトラクティヴレディ（父Teofi lo）181 美浦入厩予定

こちらに来た時から馬格に恵まれていただけでなく、その後の調整におい
ても、何も注文を付けることなく成長してくれました。早い時期のデビュ
ーも視野に入っており、２歳重賞を沸かす活躍を期待しています。 ［515㌔］

４月４日生　牡　黒鹿毛　新ひだか・服部牧場生産
母はＪＲＡ１勝　兄ハッピーグリンはＪＲＡ２勝

コパノハンプトン
父シャンハイボビー　母レディセラヴィ（父アグネスタキオン）182 栗東・宮徹厩舎

乗り出した頃は薄かった馬体が、日に日に逞しくなりました。スピード
感溢れる走りは芝適性の高さを感じさせ、操縦性にも秀でています。馬
体のさらなる成長を待ってから入厩させたいです。 ［425㌔］

１月31日生　牡　青鹿毛　新冠・マリオステーブル生産
母は未勝利　兄タツゴウゲキは新潟記念（ＧⅢ）などＪＲＡ５勝

ニシノプルメリアの20 
父ジャスタウェイ　母ニシノプルメリア（父Singspiel）183 栗東入厩予定

坂路では１W15秒台の調教を、手綱を持ったままで駆け上がっています。
まとまりのある馬体ながら跳びも大きく、前向きさも評価できます。デ
ビューに向けてさらに中身を入れていきたいです。 ［454㌔］

４月11日生　牝　黒鹿毛　日高・門別牧場生産
母はＪＲＡ未勝利　兄レッドライデンはＪＲＡ４勝 

ブランシェールの20 
父シャンハイボビー　母ブランシェール（父ディープインパクト）185 栗東入厩予定

血統背景だけでなく、馬体の良さやスピード感溢れる調教の動きからし
ても、とんでもない馬になるのではとの想像を持たせてくれます。来年
の今頃はクラシック戦線を沸かせてもらいたいです。 ［460㌔］

１月30日生　牝　鹿毛　新冠・村田牧場生産
母はＪＲＡ３勝　兄ディープボンドは阪神大賞典（ＧⅡ）などＪＲＡ４勝 

ゼフィランサスの20 
父キタサンブラック　母ゼフィランサス（父キングヘイロー）184 栗東入厩予定

小国スティーブル

これまでの主な育成馬たち

北海道 新ひだか町

桜花賞馬レッツゴードンキ、
ヴィクトリアマイルを連覇したストレイトガール、
ダート戦線で活躍したコパノリッキーや
サクセスブロッケンの出身牧場。

※コメントは小國雅貴場長

馬　名 主な勝ち鞍

サクセスブロッケン 09フェブラリーＳ（ＧⅠ）など

コパノリッキー 14•15フェブラリーＳ（ＧⅠ）など

レッツゴードンキ 15桜花賞（ＧⅠ）など

ストレイトガール 15•16ヴィクトリアマイル（ＧⅠ）など
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写真提供／ケイアイファーム

雄大な馬格でストライドも大きく、パワフルな走りながらも、動きに重
苦しさは感じられません。レベルの高い調教もクリアし続けており、ゆ
くゆくはクラシックでの活躍も期待したくなります。 ［524㌔］

２月７日生　牡　鹿毛　新ひだか・ケイアイファーム生産　　
母はパークヒルＳ（英Ｇ２）など英５勝　姉ヴェルトハイムはＪＲＡ３勝 

ワイルドココの20 
父ロードカナロア　母ワイルドココ（父Shirocco）186 栗東入厩予定

足捌きの硬さはダート向きかなと思いきや、手先の軽さが生み出すスピ
ードに乗った走りを見ると、芝でもかなりやれるのではと思います。早
期デビューから堅実に勝ち鞍を重ねてくれそうです。 ［516㌔］

２月22日生　牡　栗毛　新ひだか・ケイアイファーム生産　　
母は未勝利　初仔

ポプラの20 
父ドレフォン　母ポプラ（父Frankel）187 栗東入厩予定

セリの頃から目を引く馬体をしていました。調教での走りはダイナミッ
クで、スピード能力の高さも申し分ありません。折り合いの心配もなく、
距離をこなせる馬になってくれると思います。 ［502㌔］

２月26日生　牡　黒鹿毛　浦河・株式会社千里ファーム生産　　
母は未勝利　初仔

スクリプティドの20 
父アメリカンペイトリオット　母スクリプティド（父キングズベスト）188 美浦入厩予定

背中の良さを証明するかのような、フットワークが良い走りからも、身
体能力の高さがうかがえます。前向きな性格に加えて、父のスピードも
確実に受け継いでおり、マイル戦に適性がありそうです。 ［464㌔］

４月25日生　牝　黒鹿毛　新ひだか・ケイアイファーム生産　　
母はクイーンＳ（ＧⅢ）などＪＲＡ４勝　兄ロードプレジールはＪＲＡ３勝 

キャトルフィーユの20 
父ロードカナロア　母キャトルフィーユ（父ディープインパクト）190 栗東入厩予定

調教が進んでいて、前進気勢のある、スピード感溢れる走りを見せてい
ます。芝、ダートを問うことなく早めに勝ち上がれそうですし、その後
は２歳重賞を沸かせてもらいたいです。 ［460㌔］

２月28日生　牡　鹿毛　日高・藤本ファーム生産　　
母はＪＲＡ２勝　姉ナンヨーローズはＪＲＡ１勝 

ロードディフィート
父デクラレーションオブウォー　母カディーシャ（父ダイワメジャー）189 美浦・和田勇介厩舎

ケイアイファーム

これまでの主な育成馬たち

北海道 新ひだか町

坂路コースや２種類の周回コースを有して、
生産、育成、調教を一貫して手掛ける。

短距離路線で活躍したロードカナロア、ダノンスマッシュ父仔や、
２歳ＧⅠ勝ち馬ダノンプレミアムなどが出身馬だ。

※コメントは中村智幸ゼネラルマネージャー

馬　名 主な勝ち鞍

ロードカナロア 12・13香港スプリント（Ｇ１）など

ダノンプレミアム 17朝日杯フューチュリティＳ（ＧⅠ）など

ダノンスマッシュ 20香港スプリント（Ｇ１）など

ロードゴラッソ 19シリウスＳ（ＧⅢ）など

2022  MAY  ̶̶ ̶YUSHUN  84



ケ
イ
ア
イ
フ
ァ
ー
ム

三
嶋
牧
場

２
歳
馬
特
集

186
〜
190

191
〜
195

脚元から父の産駒らしい柔軟さが伝わってくる一方、背中には芯の強さ
も感じられます。折り合いに不安はありません。トモに力が付けば走り
も良くなるだけに、じっくりと乗り込んでいきたいです。 ［476㌔］

３月２日生　牡　芦毛　浦河・三嶋牧場生産　母はラプラタオークス（亜Ｇ１）など
アルゼンチン３勝　姉サトノアイはＪＲＡ３勝 

ジャスティンビーチ
父ハーツクライ　母キャッチザカクテル（父Catcher In The Rye）191 美浦・萩原清厩舎

仕上がりの良さに加え、馬体も充実していて、牡馬の中では最も調教が
進んでいます。前進気勢が強い走りでストライドも大きいです。操作性
にも長けており、マイルぐらいの条件が合っていそうです。 ［500㌔］

３月22日生　牡　栗毛　日高・白井牧場生産
母はＪＲＡ５勝　兄ハクサンムーンはセントウルＳ（ＧⅡ）などＪＲＡ７勝

チリエージェの20 
父ハーツクライ　母チリエージェ（父サクラバクシンオー）192 栗東入厩予定

きょうだい特有の成長力が感じられます。配合種牡馬によって適性を変
えますが、父のスピードを受け継ぎながら、距離はもちそうです。母の
最後の産駒だけに、大きなタイトルを取ってほしいです。 ［491㌔］

４月22日生　牝　芦毛　浦河・三嶋牧場生産　母は京都大賞典（ＧⅡ）などＪＲＡ７
勝　兄メイショウテンゲンは弥生賞（ＧⅡ）などＪＲＡ２勝 

メイショウベルーガの20 
父ロードカナロア　母メイショウベルーガ（父フレンチデピュティ）193 栗東入厩予定

それほど乗り込んでいないにもかかわらず、動きの良さが目立っていま
す。ダートで活躍したきょうだいと共通する力強さも出てきました。前
向きさがありながらも、我慢の利いた走りもできています。 ［490㌔］

２月22日生　牝　青鹿毛　浦河・三嶋牧場生産
母は仏１勝　兄ハンメルフェストはＪＲＡ３勝

ラッシュカッターの20 
父シルバーステート　母ラッシュカッター（父Red Ransom）195 栗東入厩予定

骨量や筋肉も含めてまだ馬体が増えてくれればと思いますが、現時点で
も母譲りと言える背中の良さが感じられます。性格も真面目で、父の成
長力が加わってくれば、母を超える活躍も期待できそうです。 ［443㌔］

２月９日生　牝　黒鹿毛　浦河・三嶋牧場生産
母は橘Ｓ（ＯＰ）などＪＲＡ３勝　初仔

ロッソジュリア 
父エピファネイア　母マドモアゼル（父ブラックタイド）194 栗東・松永幹夫厩舎

三嶋牧場

これまでの主な育成馬たち

北海道 浦河町

生産、育成、調教まで行う総合牧場。
昨年の最優秀ダートホースのテーオーケインズや、
クラシック戦線で活躍したメイショウテンゲン、

カンタービレなどを送り出している。

※コメントは松田聖史主任代理

馬　名 主な勝ち鞍

テーオーケインズ 21チャンピオンズＣ（ＧⅠ）など

カンタービレ 18ローズＳ（ＧⅡ）など

メイショウテッコン 19日経賞（ＧⅡ）など

メイショウテンゲン 19弥生賞（ＧⅡ）

85  YUSHUN ̶̶ ̶  2022  MAY



母から毛色と長距離適性を、父から前向きさと闘争心を受け継ぎました。
脚元も丈夫な馬で調教も進み、心身ともに成長しています。白毛の後継
者として、ファンから愛される馬になってもらいたいです。 ［449㌔］

２月12日生　牡　白毛　浦河・ディアレストクラブ生産
母はＪＲＡ１勝　初仔

カスタディーヴァの20 
父ゴールドシップ　母カスタディーヴァ（父High Chaparral）196 美浦入厩予定

年明けに一息入れてからトモに力が付いてくるなど、心身ともにここ数
カ月での良化が目覚ましいです。背中が素晴らしく、競馬向きと言える
前向きさも感じられます。大きなタイトルを目指したいです。 ［479㌔］

４月28日生　牡　栗毛　浦河・鮫川啓一氏生産
母は未勝利

ブラックシンデレラの20 
父エピファネイア　母ブラックシンデレラ（父ハーツクライ）197 美浦入厩予定

前向きな気性や筋力の強さなど、父の良さが感じられ、調教で弾むよう
なフットワークも見せています。馬体の変わり身からさらなる成長力が
感じられ、いずれはクラシック戦線を沸かせてほしいです。 ［478㌔］

４月15日生　牡　栗毛　日高・日高大洋牧場生産　母は未勝利
祖母Awesome MariaはオグデンフィップスＨ（米Ｇ１）など米９勝

イースターアイランドの20 
父オルフェーヴル　母イースターアイランド（父Giant's Causeway）198 美浦入厩予定

入厩時から牝馬らしからぬ雄大さと精神力の強さを有しています。ダー
トで活躍した兄を彷彿とさせるパワーもありながら、乗り役には従順で
す。ダートの番組が揃った頃のデビューを目指していきます。 ［476㌔］

４月８日生　牝　黒鹿毛　浦河・市川ファーム生産
母はＪＲＡ４勝　兄ホッコータルマエはチャンピオンズＣ（ＧⅠ）などＪＲＡ６勝

マダムチェロキーの20 
父リオンディーズ　母マダムチェロキー（父Cherokee Run）200 美浦入厩予定

筋肉量はありながら硬さはなく、芝向きと思えるスピードがあります。
距離は延ばしていけそうです。メンタルもしっかりしていますが、遅生
まれだけに、馬の成長に合わせて調教を進めていきます。 ［454㌔］

５月18日生　牡　栗毛　登別・ユートピア牧場生産
母はＪＲＡ１勝　兄スズカキンシャサはＪＲＡ３勝 

マルクプレンヌの20 
父パイロ　母マルクプレンヌ（父シンボリクリスエス）199 美浦入厩予定

ディアレストクラブ
イースト

これまでの主な育成馬たち

北海道 浦河町

早い時期から育成調教を進め、
２歳戦から活躍する馬を多数送り出している。

エリザベス女王杯で３年連続２着に入ったクロコスミアのほか、
３歳重賞を勝利したレッドアゲート、ディアジーナなどが出身。

※コメントは高樽優也場長

馬　名 主な勝ち鞍

レッドアゲート 08フローラＳ（JpnⅡ）

ディアジーナ 09フローラＳ（JpnⅡ）など

ディアドムス 14全日本２歳優駿（JpnⅠ）など

クロコスミア 17府中牝馬Ｓ（ＧⅡ）
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この母系らしい前向きさとスピード能力の高さがあり、加速を続けてい
くと馬体が沈み込みます。父からもスピードに加えて、馬体のボリュー
ムも受け継いでおり、さらに逞しさを増してくれそうです。 ［483㌔］

２月24日生　牡　鹿毛　新ひだか・木村秀則氏生産　母は函館２歳Ｓ（JpnⅢ）など
ＪＲＡ２勝　兄キングエルメスは京王杯２歳Ｓ（ＧⅡ）などＪＲＡ２勝◯現

ステラリードの20 
父モーリス　母ステラリード（父スペシャルウィーク）201 栗東入厩予定

調教ではＢＴＣの坂路を軽々と駆け上がっています。前向きな性格もあ
ってか、いつも一生懸命に走ってくれる馬で、動きにはキレもあります。
完成度も高く２歳戦の早い時期からデビューできそうです。 ［476㌔］

２月15日生　牡　黒鹿毛　浦河・杵臼牧場生産　　
母はＪＲＡ１勝　初仔

エルパンドールの20 
父ロードカナロア　母エルパンドール（父ネオユニヴァース）202 美浦入厩予定

調教の動きも良く、楽に速い時計が出せるような体力も備わっています。
気持ちも強く、併せ馬でさらに手応えが増す勝負根性も感じられます。
折り合いも付くだけに、距離はあった方が良さそうです。 ［530㌔］

３月16日生　牡　鹿毛　浦河・大北牧場生産
母は未勝利

ウートゥルメールの20 
父バゴ　母ウートゥルメール（父マンハッタンカフェ）203 栗東入厩予定

走りには馬力がありながらも、重苦しさは感じられません。動きだけで
なく、性格もしっかりとしています。短距離向きと言える前向きさも感
じられ、芝、ダートと条件を問わず活躍してくれそうです。 ［468㌔］

３月13日生　牝　黒鹿毛　浦河・信岡牧場生産
母はＪＲＡ３勝　兄レッドゲイルはＪＲＡ１勝◯現

マレーナの20 
父ドレフォン　母マレーナ（父ダイワメジャー）205 栗東入厩予定

手綱を押さえるのが大変なほどの手応えで、坂路を勢いよく駆け上がっ
ています。スピード能力の高さも感じていますが、乗り役の指示を聞き
入れる賢さもあるだけに、距離はあっても良さそうです。 ［449㌔］

２月18日生　牝　鹿毛　新ひだか・山際智氏生産
母はＪＲＡ未勝利　兄アスカノダイチはＪＲＡ２勝

エンゼルジョーカーの20 
父ブラックタイド　母エンゼルジョーカー（父ブライアンズタイム）204 美浦入厩予定

シュウジデイ
ファーム

これまでの主な育成馬たち

北海道 浦河町

自前の調教施設とＢＴＣの施設を併用し、
育成・調教を行う育成牧場。

芝・ダートＧⅠ制覇を成し遂げたモズアスコットや
今年ドバイターフを制したパンサラッサらが出身馬。

※コメントは岸本洋明場長

馬　名 主な勝ち鞍

ダノンレジェンド 16ＪＢＣスプリント（JpnⅠ）など

モズアスコット 18安田記念（ＧⅠ）など

アルクトス 20・21マイルチャンピオンシップ南部杯（JpnⅠ）など

パンサラッサ 22ドバイターフ（Ｇ１）など

87  YUSHUN ̶̶ ̶  2022  MAY



早い時期に入厩し順調に進めてきました。坂路14‒14まで調教できてい
ます。動きは安定しており、スタミナもついてきました。使い出しはそ
れほど遅くならないと思います。芝もこなせそうな感じですね。 ［486㌔］

４月14日生　牡　鹿毛　浦河・鎌田正嗣氏生産　　
母はＪＲＡ３勝　兄ヒラボクビューンはＪＲＡ２勝

ヒラボクスペシャルの20 
父デクラレーションオブウォー　母ヒラボクスペシャル（父スペシャルウィーク）206 美浦入厩予定

真面目でフォームは安定感があり、跳びが大きく素軽さも感じます。精
神的には大人びており理解力が高いです。時計はまだ出していませんが
おそらく適性はダートと思われます。じっくり進める方針です。 ［490㌔］

４月３日生　牡　黒鹿毛　浦河・丸村村下ファーム生産
母は未勝利　兄トモジャアルマンドはＪＲＡ１勝◯現

マーブルロック
父シニスターミニスター　母サニーロック（父キングカメハメハ）207 栗東・西園正都厩舎

坂路15‒15まで進めた後、今は少し休ませています。オンオフの切り替
えができる馬でお利口です。背中が柔軟で脚元も大丈夫です。芝でも動
けそうな軽さがあります。夏過ぎくらいに入厩の予定です。 ［456㌔］

４月24日生　牝　栃栗毛　浦河・まるとみ冨岡牧場生産
母は未勝利

プルメリアミコの20 
父エスポワールシチー　母プルメリアミコ（父ケイムホーム）208 栗東入厩予定

馬格に恵まれたオルフェーヴル産駒。これくらいあった方が良さそうで、
どちらかというとダート向きでしょう。精神面での成長が窺え、走りに
集中できるようになり、坂路で15‒15まで進んでいます。 ［486㌔］

４月15日生　牝　鹿毛　栃木・恵比寿興業株式会社那須野牧場生産
母は未勝利　兄ルヴァンヴェールはＪＲＡ１勝◯現

エイシンバンバの20 
父オルフェーヴル　母エイシンバンバ（父Rock Hard Ten）210 栗東入厩予定

皮膚が薄く、心肺機能や筋肉の質などが良さそうです。気性面でやや幼
い部分が残り、今後は様々なことを学習させながらじっくり進める予定。
走るフォームは綺麗です。秋頃のデビューを目途にしています。 ［487㌔］

３月16日生　牝　鹿毛　新ひだか・カタオカファーム生産
母はＪＲＡ１勝　兄アグネスキズナはＪＲＡ３勝

アグネスバラードの20 
父シニスターミニスター　母アグネスバラード（父ヘネシー）209 美浦入厩予定

武田ステーブル

これまでの主な育成馬たち

北海道 浦河町

BTCの施設を利用している育成牧場で1997年に開業。
フェブラリーＳ優勝馬インティのほか、
アドマイヤコジーン、ファインモーション、

トーホウジャッカルといったＧⅠ馬を送り出している。

※コメントは武田浩典専務

馬　名 主な勝ち鞍

アドマイヤコジーン 98朝日杯３歳Ｓ（ＧⅠ）など

ファインモーション 02秋華賞（ＧⅠ）など

トーホウジャッカル 14菊花賞（ＧⅠ）

インティ 19フェブラリーＳ（ＧⅠ）など
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新種牡馬の産駒ですが、おそらく適性はダートかと思われます。馬格の
割に手足が軽く、体をしっかり使えていますね。気性も前向き。トモに
まだ緩さがありますが、力強い動きをするので期待しています。 ［500㌔］

４月８日生　牡　青鹿毛　新ひだか・久井牧場生産　　
母はファンタジーＳ（ＧⅢ）などＪＲＡ２勝

クールホタルビの20 
父シャンハイボビー　母クールホタルビ（父マツリダゴッホ）211 美浦入厩予定

現在坂路コースにて15‒15程度まで進めています。スラリとした体形で
バネのある動き。乗りやすく操縦性も高いです。あまり欠点がなく平均
点の高さを感じます。気性も素直で成長力がありそうです。 ［474㌔］

５月４日生　牡　芦毛　浦河・チェスナットファーム生産　　
母はＪＲＡ未勝利　兄レターオンザサンドはＪＲＡ２勝

スモーキークォーツの20 
父イスラボニータ　母スモーキークォーツ（父ヘクタープロテクター）212 美浦入厩予定

雄大な馬格で、バランスの取れた好馬体です。１歳時からずっと崩れな
いまま順調に成長してきています。年明けからは体の使い方がとても上
達してきました。手足は割に軽く、能力が高そうな１頭です。 ［526㌔］

２月６日生　牡　鹿毛　平取・北島牧場生産　　
母はＪＲＡ１勝　兄キーチズカンパニーはＪＲＡ１勝◯現

クナウの20 
父リアルスティール　母クナウ（父シンボリクリスエス）213 栗東入厩予定

やや細めの馬体ながら徐々に良いフォームで動けるようになっています。
走りは柔らかく、デビューはそれほど遅くならないはず。母の兄弟には
トーセンジョーダンとトーセンホマレボシ。期待しています。 ［453㌔］

１月28日生　牡　鹿毛　新冠・ハシモトファーム生産　　
母は未勝利

ブライトメッセージの20 
父キンシャサノキセキ　母ブライトメッセージ（父シンボリクリスエス）215 美浦入厩予定

母の父ディープにエピファネイアの牡ですから〝王道〝 の配合ですね。
成長力の著しい馬でグングン良くなってきました。気性も前向きで柔軟。
調教も真面目です。早めからの使い出しを視野に進めています。 ［476㌔］

４月30日生　牡　黒鹿毛　日高・タバタファーム生産　　
母は未勝利

アナザーワールドの20 
父エピファネイア　母アナザーワールド（父ディープインパクト）214 栗東入厩予定

チェスナット
ファーム

これまでの主な育成馬たち

北海道 浦河町

BTCを活用した競走馬の育成・調教のほか、
市場コンサイナー業務を行う育成牧場。

2016年３月に新たな拠点として茨城県阿見町に
阿見トレーニングセンターを開業している。

※コメントは広瀬昴哉専務及び富菜正志マネージャー

馬　名 主な勝ち鞍

ノボジャック 01ＪＢＣスプリント（ＧⅠ）など

サトノプログレス 08ニュージーランドＴ（JpnⅡ）

ワンダースピード 09東海Ｓ（ＧⅡ）など

ジャガーメイル 10天皇賞（春）（ＧⅠ）
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調教は坂路で14‒14までこなしています。調教を進めてくるにしたがい
どんどん良化しました。今はまだ多少緩さが残りますが、今後徐々に変
わってくれるはず。動けているので面白そうな存在です。 ［472㌔］

５月22日生　牡　青鹿毛　日高・高柳隆男氏生産
母は未勝利　兄メイショウゾウセンはＪＲＡ５勝

メイショウデンコーの20 
父シルバーステート　母メイショウデンコー（父ジェイドロバリー）216 美浦入厩予定

数少ない産駒数でもドリームバレンチノの仔は走りそうです。本馬も動
きがとても良く、豊かなスピードを持っていそうで、水準以上の素質を
感じます。芝ダートどちらもこなせるのではと思います。 ［497㌔］

４月４日生　牡　青鹿毛　浦河・浦河日成牧場生産
母はＪＲＡ２勝　兄マーキュリーセブンはＪＲＡ３勝◯現

クイーンキセキの20 
父ドリームバレンチノ　母クイーンキセキ（父フジキセキ）217 美浦入厩予定

牝馬にしては体高があり、これに幅がもう少し出てくればさらに良くな
りそうです。調教は坂路で15‒15程度。跳びの綺麗な美しいフォームで
走り、性格も従順。成長に合わせじっくり進めたいです。 ［460㌔］

２月18日生　牝　黒鹿毛　えりも・エクセルマネジメント生産　　
母は不出走　兄キタサンバルカンはＪＲＡ３勝◯現

ウィズザフロウの20 
父ハービンジャー　母ウィズザフロウ（父アグネスタキオン）218 栗東入厩予定

調教で非常に良い動きをしている馬です。その分、気性もかなり強く前
向きです。しっかりとしたフォームで速度を上げてもブレないバランス
の良さを感じます。距離適性はやや短めだと思われます。 ［450㌔］

３月11日生　牝　鹿毛　浦河・浦河日成牧場生産
母はＪＲＡ１勝　初仔

スーサンゴーの20 
父ミッキーアイル　母スーサンゴー（父ジャングルポケット）220 栗東入厩予定

いかにも小型軽量な体形ながら、調教では他の馬に伍してきちんとこな
しています。性格も素直です。４月上旬には小松分場に移動させ、暖か
い環境で馬体の成長を待ちながら調教していく予定です。 ［360㌔］

５月27日生　牝　栗毛　新ひだか・松田牧場生産
母は不出走　兄マーティンボロは新潟記念（ＧⅢ）などＪＲＡ７勝

ハルーワソングの20 
父ファインニードル　母ハルーワソング（父Nureyev）219 栗東入厩予定

愛知ステーブル

これまでの主な育成馬たち

北海道 浦河町

BTCを利用する北海道の本場（2006年開業）のほか、
小松分場（石川県）、

2017年11月に開業した千葉分場（千葉県）の
３拠点体制で運営する育成牧場。
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馬　名 主な勝ち鞍

ザラストロ 12新潟２歳Ｓ（ＧⅢ）

エイシンヴァラー 18黒船賞（JpnⅢ）

ダイアナヘイロー 18阪神Ｃ（ＧⅡ）など

メイショウカズサ 21浦和記念（JpnⅡ）など

※コメントは矢野俊介場長 写真提供／愛知ステーブル
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