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馬名 性 毛色 父 母 母の父 祖母 祖母の父 良血度配合評価厩舎 馬主・落札者 募集or落札額 誕生日 血統

イシュタル 牝 鹿毛 American Pharoah モヒニ Galileo Denebola Storm Cat B B [東]萩原清 シルクレーシング 募2500万円 411 祖母デネボラ（マルセルブサック賞-仏G1）

グレイシャーパーク 牝 青鹿 Dawn Approach カリスペル Singspiel Genovefa Woodman B B [西]高橋義忠 シルクレーシング 募1800万円 506 いとこシャケトラ（日経賞-G2）

グレナディアガーズ 牡 鹿毛 Frankel ウェイヴェルアベニュー Harlington Lucas Street Silver Deputy A A [西]中内田充正 サンデーレーシング 募12000万円 204 母はBCフィリー&メアスプリント-米G1勝ち馬

馬名未登録 牝 鹿毛 Frankel ウエスタンマンデラ ネオユニヴァース マンデラ Acatenango B A 214 叔父ワールドプレミア（菊花賞-G1）

馬名未登録 牡 芦毛 Frankel スノーパイン Dalakhani シンコウエルメス Sadler's Wells A A 野田みづき 落11340万円 228 兄タワーオブロンドン（スプリンターズＳ-G1）

モンファボリ 牝 鹿毛 Frankel フォエヴァーダーリング Congrats Darling My Darling Deputy Minister B B [西]須貝尚介 サンデーレーシング 募7000万円 216 母はサンタイネスS-米G2勝ち馬

ピエトラサンタ 牡 鹿毛 Frankel マーゴットディド Exceed And Excel Special Dancer Shareef Dancer A B 金子真人HD(株) 落22680万円 325 母はナンソープS-英G1勝ち馬

馬名未登録 牝 栗毛 Ghostzapper インクルードベティ Include Betty's Solutions Eltish A B 204 母はマザーグースS-米G1勝ち馬

サトノアポロン 牡 鹿毛 Into Mischief ファイナルディシジョン Super Saver Palangana His Majesty B B (株)サトミホースカンパニー 落8640万円 404 伯母Informed Decision（BCフィリー＆メアスプリント-米G1）

ムーンティアーズ 牝 黒鹿 Kendargent パーリーアヴェニュー Anabaa Pearly Shells Efisio B B [東]中川公成 キャロットファーム 募1800万円 329 祖母Pearly Shells（ヴェルメイユ賞-仏G1）

馬名未登録 牡 鹿毛 Uncle Mo ラッキートゥビーミー Bernstein Belle Erzulie Pulpit A A [西]松永幹夫 シルクレーシング追加募集 募4000万円 125 姉シャンパンルーム（BCジュヴェナイルF-米G1）

馬名未登録 牡 鹿毛 Zoffany ユードントラヴミー Teofilo Alleluia Caerleon C C 保坂和孝 落2052万円 308 祖母はドンカスターC-英G3勝ち馬

アイリスクォーツ 牝 栗毛 アジアエクスプレス スペクトロライト ディープインパクト バランセラ Acatenango C B [西]高野友和 キャロットファーム 募1200万円 206 叔母ビッシュ（紫苑S-G3）

アジアンブレット 牡 栗毛 アジアエクスプレス ディマクコンダ バチアー マストビーラヴド サンデーサイレンス B C 北海道or船橋 吉田勝己 募1200万円 331 伯母ラインクラフト（桜花賞などG1･2勝）

ファイヤービート 牡 鹿毛 アジアエクスプレス ナイアガラロール Bluegrass Cat Giggly Distorted Humor B A 長谷川守正 落2268万円 128 伯父モーニン（フェブラリーS-G1）

フェアリーテイル 牝 栗毛 アジアエクスプレス ノーブルリーズン ネオユニヴァース カメリアローズ ホワイトマズル C B [東]高柳瑞樹 グリーンファーム 募1000万円 401 伯父ダローネガ（デイリー杯2歳S-G2）

ハッピートップラン 牝 栗毛 アジアエクスプレス ハッピーラン フレンチデピュティ カタリスト Sadler's Wells C C [東]手塚貴久 馬場幸夫 302 いとこステラリード（函館2歳S-G3）

ジュンゼロ 牡 鹿毛 アジアエクスプレス プリンセスノワール ネオユニヴァース ペンカナプリンセス Pivotal B B [東]高柳瑞樹 河合純二 落2052万円 215 いとこTagaloa（ブルーダイヤモンドS-豪G1）

キミワテル 牡 栗毛 アジアエクスプレス ラインダール クロフネ チアズメッセージ サンデーサイレンス C B [東]武藤善則 浦邊輝實 落2376万円 129 伯父クリプトグラム（目黒記念-G2）

ノーダウト 牝 栗毛 アンライバルド ギャラリートーク ブライアンズタイム ヒットザスポット Deputy Minister C B 北海道or大井 吉田勝己 募800万円 407 叔母ミンティエアー（フローラS-G2･2着）

トウカタウルス 牡 鹿毛 ヴィクトワールピサ ボランス Montjeu エクソセット Deposit Ticket C C 石川県馬主協会 落330万円 506 兄ワイルドロジャー（2勝）

グアドループ 牡 栗毛 ヴィクトワールピサ マンビア アルデバラン2 Algoa Common Grounds B B 平井裕 落8208万円 223 母はカルヴァドス賞-仏G3勝ち馬

フルネーズ 牡 鹿毛 エイシンフラッシュ アルフォンシーヌ サンデーサイレンス ラトラヴィアータ サクラユタカオー B B [東]小笠倫弘 Ｇ１レーシング 募1600万円 210 母はフラワーC-G3３着。いとこアルフレード

ヒストリアノワール 牡 黒鹿 エイシンフラッシュ ガルデルスリール ダイワメジャー バシマー Grand Lodge C C [東]栗田徹 シルクレーシング 募1500万円 322 母は2勝（芝1600-1800ｍ）

ビップランバン 牡 黒鹿 エイシンフラッシュ シェリール サンデーサイレンス ジェドゥーザムール Top Ville B B [西]清水久詞 鈴木邦英 落3672万円 205 兄ムスカテール（目黒記念-G2）

パソロブレス 牡 黒鹿 エイシンフラッシュ ゼマティス ゼンノロブロイ アコースティクス Cape Cross B B [西]杉山晴紀 グリーンファーム 募1200万円 313 伯父ロジユニヴァース（日本ダービー-G1）

フェアビアンカ 牝 青鹿 エイシンフラッシュ ビアンカシェボン フジキセキ ミルズウィスパー トニービン C C [東]伊藤大士 キャロットファーム 募1000万円 323 伯父ゼンノパルテノン（東京スプリント-Jpn3）

トピックス 牡 鹿毛 エイシンフラッシュ リュナティク ディープインパクト リュヌドール Green Tune B C [東]勢司和浩 齋藤秀昭 落2700万円 408 叔父フィエールマン（菊花賞-G1）

サンギネア 牝 青毛 エイシンフラッシュ ローズバド サンデーサイレンス ロゼカラー Shirley Heights A B [東]小島茂之 吉田勝己 募1400万円 227 兄ローズキングダム（ジャパンC-G1）

スパークル 牝 鹿毛 エピファネイア アイズオンリー ネオユニヴァース アイランドファッション Petionville B B RMA Bloodstock 落3888万円 224 祖母アイランドファッション（アラバマSなど米G1・3勝）

馬名未登録 牡 黒鹿 エピファネイア アステリオン フレンチデピュティ フサイチエアデール サンデーサイレンス B B (株)ダノックス 落4536万円 213 伯父フサイチリシャール（朝日杯FS-G1）

スニップ 牝 鹿毛 エピファネイア アソルータ ゼンノロブロイ フレンチバレリーナ フレンチデピュティ C B 大野富生 落1404万円 128 祖母の兄フサイチコンコルド（日本ダービー-G1）

アドマイヤエピ 牡 鹿毛 エピファネイア アドマイヤキュート キングカメハメハ ロージーミスト サンデーサイレンス B B [西]西村真幸 近藤旬子 228 伯父グランプリボス（朝日杯フューチュリティＳ-G1）

ウルザブルン 牝 鹿毛 エピファネイア ヴェルザンディ アグネスタキオン ウインドインハーヘア Alzao B B [西]高橋義忠 サンデーレーシング 募2400万円 311 伯父ディープインパクト（クラシック三冠）

馬名未登録 牝 黒鹿 エピファネイア エフティマイア フジキセキ カツラドライバー ニホンピロウイナー B B 222 母は新潟2歳S-G3勝ち馬

ヴィルヘルム 牡 青鹿 エピファネイア カイゼリン アドマイヤベガ ブロードアピール Broad Brush B B [西]池江泰寿 キャロットファーム 募4000万円 201 いとこワグネリアン（日本ダービー-G1）

エフフォーリア 牡 鹿毛 エピファネイア ケイティーズハート ハーツクライ ケイティーズファースト Kris B B [東]鹿戸雄一 キャロットファーム 募2800万円 310 いとこアドマイヤムーン（ジャパンC-G1）

馬名未登録 牝 黒鹿 エピファネイア シャンボールフィズ キングカメハメハ マンハッタンフィズ サンデーサイレンス B B KS Research 落5832万円 403 祖母の兄マンハッタンカフェ（菊花賞-G1）

馬名未登録 牡 鹿毛 エピファネイア シュペトレーゼ ディープインパクト ショアー Acatenango C B 野田みづき 落10368万円 323 叔父イモータル（共同通信杯-G3･2着）

ハクビ 牝 鹿毛 エピファネイア シラユキ クロフネ アドマイヤフッキー フジキセキ C B (株)泉新キャピタル 落3132万円 227 祖母の弟リアルインパクト（安田記念-G1）

グリモリオ 牝 鹿毛 エピファネイア スペルオンミー ダイワメジャー ウィッチズハット Storm Cat C B [東]菊沢隆徳 吉田勝己 募2000万円 120 伯父ハリーズコメット（北海道スプリントC-Jpn3）

フェットデメール 牝 鹿毛 エピファネイア ディアデラマドレ キングカメハメハ ディアデラノビア サンデーサイレンス B A [東]武井亮 キャロットファーム 募3000万円 129 母は府中牝馬S-G2など重賞3勝

ディヴァインラヴ 牝 鹿毛 エピファネイア ディープラヴ ディープインパクト シーズインクルーデッド Include C C 211 叔父サンデーウィザード、ヒーズインラブ

アンシャンテ 牝 栗毛 エピファネイア ハートフルデイズ キングカメハメハ グローリアスデイズ サンデーサイレンス C B [西]寺島良 近藤英子 324 祖母はフローラS-G2･2着

馬名未登録 牝 黒鹿 エピファネイア パッシフローラ ディープインパクト タイムウィルテル ブライアンズタイム C C 510 叔母マジックタイム（ダービー卿CT-G3）

馬名未登録 牡 栗毛 エピファネイア パンデイア ディープインパクト ムーンライトダンス Sinndar C C 寺田寿男 落3888万円 125 いとこシゲルピンクダイヤ（桜花賞-G1･2着）

馬名未登録 牡 黒鹿 エピファネイア ファシネートダイア アグネスタキオン トコア カーネギー C B 保坂和孝 落3672万円 201 姉ファシネートゼット（兵庫ジュニアグランプリ-Jpn2･3着）

ベッラノーヴァ 牝 鹿毛 エピファネイア ベッラレジーナ ネオユニヴァース ベッラレイア ナリタトップロード C C [東]金成貴史 シルクレーシング 募1600万円 319 祖母ベッラレイア（フローラS-G2）

バンベルク 牡 鹿毛 エピファネイア ペルレンケッテ ディープインパクト プンティラ Acatenango C C [西]安田隆行 キャロットファーム 募3000万円 127 祖母は独オークス-独G2勝ち馬

コーディアル 牝 青鹿 エピファネイア ボンジュールココロ リンカーン レディネス デインヒル C C [西]高野友和 キャロットファーム 募2000万円 423 母は4勝（芝1200－1400ｍ）

オーソクレース 牡 黒鹿 エピファネイア マリアライト ディープインパクト クリソプレーズ エルコンドルパサー A A [東]久保田貴士 キャロットファーム 募8000万円 119 母はエリザベス女王杯-G1勝ち馬。叔父クリソベリル

馬名未登録 牡 栗毛 エピファネイア ミニョネット クロフネ ビスクドール サンデーサイレンス B B 加藤守 落4428万円 309 いとこクラージュゲリエ（京都2歳S-G3）

ギャラクシーエッジ 牡 栗毛 エピファネイア ランズエッジ ダンスインザダーク ウインドインハーヘア Alzao B B [東]萩原清 サンデーレーシング 募3600万円 220 伯父ディープインパクト（クラシック三冠）

バルレッタ 牝 黒鹿 エピファネイア リミニ ディープインパクト ポルトフィーノ クロフネ B B [西]高野友和 シルクレーシング 募2400万円 127 伯父ポルトドートウィユ（京都新聞杯-G2･2着）

オクタヴィアン 牡 黒鹿 エピファネイア ローザボニータ ディープインパクト ローザロバータ Fire Maker C C [西]寺島良 シルクレーシング 募2800万円 307 伯父フライングアップル（スプリングS-G2）

シュプールロイヤル 牡 黒鹿 エピファネイア ローズノーブル ディープインパクト ヴィアンローズ Sevres Rose C C [東]宗像義忠 キャロットファーム 募2600万円 329 祖母はノネット賞-仏G3勝ち馬

馬名未登録 牡 青鹿 エピファネイア ロザリウム キングカメハメハ ローズバド サンデーサイレンス B A 野田みづき 落7992万円 215 伯父ローズキングダム（朝日杯フューチュリティＳ-G1）

レアシャンパーニュ 牝 黒鹿 エピファネイア ロゼシャンパーニュ ゼンノロブロイ アーティストチョイス Giant's Causeway C C 403 伯父アンヴァルト（4勝）

馬名未登録 牝 栗毛 オーシャンブルー クロカンブッシュ フジキセキ エヴァリスタ In The Wings C C 423 母は3勝（ダート1700ｍ）

馬名未登録 牡 鹿毛 オーシャンブルー ラベンダーカラー サクラバクシンオー セシルブルース エルコンドルパサー C B 406 叔母アイムユアーズ（フィリーズレビュー-G2など重賞4勝）

アドマイヤシー 牝 栗毛 オルフェーヴル アドマイヤカンナ ブライアンズタイム アドマイヤラピス Be My Guest B C [西]大久保龍志 近藤旬子 403 伯父アドマイヤホープ（全日本2歳優駿-Jpn1）

ラリック 牡 栗毛 オルフェーヴル アルテリテ Literato Ana Luna ドリームウェル A B [西]小崎憲 吉田勝己 募2800万円 225 母はガーデンシティS-米G1勝ち馬

エイカイステラ 牝 鹿毛 オルフェーヴル ヴィヤダーナ Azamour Visor Mr. Prospector C B 二木英徳 落6480万円 506 兄ダノンメジャー（京都2歳S-G3･2着）

馬名未登録 牝 鹿毛 オルフェーヴル カレドニアレディ Firebreak Granuaile O'Malley Mark of Esteem B C [西]寺島良 シルクレーシング追加募集 募2000万円 118 母はコーラルチャージスプリントS-英G3勝ち馬

ガトーバスク 牡 鹿毛 オルフェーヴル キャレモンショコラ サクラバクシンオー スウィートダンス ジョリーズヘイロー C C [東]木村哲也 サンデーレーシング 募2800万円 215 母は4勝（芝ダ1000-1200ｍ）

ヴォリーダ 牝 栗毛 オルフェーヴル コズミックショア Elusive Quality Mary Delaney ヘネシー B B [東]斎藤誠 ＤＭＭドリームクラブ 募6000万円 126 祖母はマディソンS-米G2勝ち馬

サドルロード 牡 鹿毛 オルフェーヴル コナブリュワーズ キングカメハメハ アンブロワーズ フレンチデピュティ C B [西]池江泰寿 サンデーレーシング 募3200万円 222 祖母は函館2歳S-G3勝ち馬

サトノブラーヴ 牡 芦毛 オルフェーヴル シェルズレイ クロフネ オイスターチケット ウイニングチケット B B (株)サトミホースカンパニー 落8208万円 207 兄シャイニングレイ（ホープフルS-G2など重賞2勝）

馬名未登録 牡 栗毛 オルフェーヴル シュガーショック Candy Ride Enthusiastically Distorted Humor B A 林正道 落5076万円 302 母はファンタジーS-米G3勝ち馬

馬名未登録 牝 鹿毛 オルフェーヴル ニューグランジ Giant's Causeway シアトルデライター Seattle Slew B B 122 兄ツクバアズマオー（中山金杯-G3）

2018年ノーザンファーム生産馬（父名順）
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