
 

騎乗 上場
番号 馬　　　　名 性 父　馬　名

☆は新種牡馬
騎乗者 体重

（kg）
台付価格

（万円・税抜き） 公表事項・追加病歴等
4/21（金）
馬体重(kg)

1 ドリームニキハートの１５ 牡 バゴ 下條 知之 56 300 486

2 ビューティコマンダの１５ 牡 ケイムホーム 宮崎 北斗 騎手 250 494

3 スノーボードロマンの１５ 牡 アルデバラン 鈴木 駿 58 250 452

4 フローラルホームの１５ 牡 バゴ 山田 敬士 生徒 300 494

5 クリスコンフリクトの１５ 牡 アルデバラン 西村 淳也 生徒 250 452

6 マリエッタの１５ めす ☆エイシンフラッシュ 佐藤 知也 60 300 456

7 ブライダルソングの１５ めす カネヒキリ 佐藤 修平 64 300 446

8 ポポラーレの１５ めす スクリーンヒーロー 中山 敏 62 300 448

9 スマッシュの１５ めす ☆オルフェーヴル 河田 諒 60 650 438

10 ヴェルナッツァの１５ めす ☆ヘニーヒューズ 小塩 篤史 56 250 464

11 マイネレーヌの１５ めす ヴィクトワールピサ 木村 和士 生徒 750 448

12 サンタローズの１５ めす ☆オルフェーヴル 村形 宙哉 56 800 404

13 ロゼットネビュラの１５ めす エンパイアメーカー 服部 寿希 生徒 900 480

14 ラロキューンの１５ めす スクリーンヒーロー 真田 隼人 62 550 446

15 ロックドクトリンの１５ 牡 ゴールドアリュール 河田 諒 60 700 474

16 コスマグレースの１５ 牡 ブラックタイド 西村 淳也 生徒 500 472

17 イシュタルキャストの１５ 牡 ☆ロードカナロア 村形 宙哉 56 1,000 476

18 ネローリの１５ 牡 スクリーンヒーロー 服部 寿希 生徒 1,000 440

19 サワヤカブランの１５ 牡 ルーラーシップ 山田 敬士 生徒 1,000 510

20 ハンターズマークの１５ 牡 ☆ノヴェリスト 下條 知之 56 800 480

21 ルカダンスの１５ 牡 ☆エイシンフラッシュ 高田 潤 騎手 800 444

22 エリモエポナの１５ 牡 エンパイアメーカー 西久保 正樹 58 1,000 4/20：両前球腱軟腫 478

23 ダイワエタニティーの１５ 牡 ヨハネスブルグ 原田 和真 騎手 750 436

24 シーキングオアシスの１５ 牡 ゴールドアリュール 木村 和士 生徒 1,000 480

25 クリアムーブメントの１５ 牡 パイロ 安藤 潤 58 800 458

26 バーニングラブの１５ 牡 サニングデール

27 ティンバーランドの１５ めす ドリームジャーニー 櫻木 正樹 56 700 458

28 ルドラの１５ めす ☆オルフェーヴル 藤田 菜七子 騎手 900 434

29 レディーロックフォードの１５ めす ヨハネスブルグ 宮崎 北斗 騎手 550 4/19：皮膚炎 456

30 バトルサンサシオンの１５ めす スクリーンヒーロー

31 マイネナデシコの１５ めす ゴールドアリュール 木村 和士 生徒 600 464

32 ゴートゥザノースの１５ めす バゴ 山田 敬士 生徒 200 ゆう癖 464

33 シークレットコサージュの１５ めす ☆ヘニーヒューズ 服部 寿希 生徒 700 446

34 ルスナイクリスティの１５ めす アイルハヴアナザー 高田 潤 騎手 500 428

35 ホリデイインミラノの１５ めす ヨハネスブルグ 安藤 潤 58 500 422

36 オースミジュエリーの１５ めす マツリダゴッホ 西村 淳也 生徒 250 456

37 オウバイの１５ 牡 トーセンホマレボシ 服部 寿希 生徒 500 480

38 ヴィエナトウショウの１５ 牡 ディープブリランテ 原田 和真 騎手 700 442

39 サンダークラップの１５ 牡 アドマイヤオーラ 西久保 正樹 58 700 446

40 ダンツライラックの１５ 牡 キンシャサノキセキ 髙橋 勝馬 50 700 470

４
鞍

　供覧開始時刻　　    １鞍目　９時００分頃～　　　　　　　　５鞍目　１０時０５分頃～
　　　　　　　　　　　　　　２鞍目　９時１５分頃～　　　　　　　　６鞍目　１０時２０分頃～
　　　　　　　　　　　　　　３鞍目　９時３０分頃～　　　　　　　　７鞍目　１０時４０分頃～
　　　　　　　　　　　　　　４鞍目　９時５０分頃～

欠　場　（右前浅屈腱炎のため）　４／１２　発　表

2017 JRA ブリーズアップセール　上場馬リスト（名簿番号順）

調教進度遅れ等

備　　　　考

新規馬主限定セッション除外
セリでは新規馬主限定セッションの後に上場

１
鞍

２
鞍

３
鞍

欠　場　（疝痛による開腹術のため）　４／４　発　表



 

騎乗 上場
番号 馬　　　　名 性 父　馬　名

☆は新種牡馬
騎乗者 体重

（kg）
台付価格

（万円・税抜き） 公表事項・追加病歴等
4/21（金）
馬体重(kg)

41 ジーントウショウの１５ 牡 ヨハネスブルグ 中山 敏 62 400 422

42 パルステージの１５ 牡 ☆ローズキングダム 西村 淳也 生徒 650 408

43 アロットオブラブの１５ 牡 バゴ 佐藤 大志 58 300 422

44 ビクトリアスズランの１５ 牡 ケイムホーム 木村 和士 生徒 650 432

45 スパイシーソースの１５ 牡 キングヘイロー 山田 敬士 生徒 600 470

46 アモリストの１５ 牡 キンシャサノキセキ

47 エフテーストライクの１５ 牡 サウスヴィグラス 柳瀬 類 54 550 466

48 ムツミマーベラスの１５ 牡 ヴァーミリアン

49 レディナデシコの１５ 牡 ☆エイシンフラッシュ 下條 知之 56 500 458

50 マキノスペシャルの１５ めす ヨハネスブルグ 大林 利弘 56 200 4/20：四肢球腱軟腫 450

51 ピエナサクラの１５ めす シニスターミニスター 木村 和士 生徒 350 458

52 ジョウノナンシーの１５ めす エンパイアメーカー 藤田 菜七子 騎手 400 444

53 アサクサコンソメの１５ めす ハービンジャー 服部 寿希 生徒 350 購買前：全身麻酔歴 438

54 フジティアスの１５ めす ケイムホーム

55 ビフォーダークの１５ めす スマートファルコン

56 プリンセスイブの１５ めす バゴ 西村 淳也 生徒 500 478

57 エムエヌメロディーの１５ めす ☆エスポワールシチー 髙橋 勝馬 50 300 468

58 アンキャニーの１５ めす ☆ロードカナロア 中山 敏 62 650 448

59 グランドアメリフローラの１５ めす シンボリクリスエス 河原田 享 58 450 4/19：左後管部打撲傷 462

60 カツナデシコの１５ めす ケイムホーム 下條 知之 56 500 452

61 ホウヨウターニングの１５ めす ☆ストロングリターン 伊藤 俊吾 50 400 460

62 キリエの１５ 牡 ワークフォース 真田 隼人 62 350 さく癖 446

63 アズマガールの１５ 牡 バゴ 下條 知之 56 400 470

64 スイートローレライの１５ 牡 キャプテントゥーレ 村形 宙哉 56 450 478

65 プラセールの１５ 牡 キングヘイロー 高崎　達也 64 200 476

66 ハーストーリーの１５ 牡 ロージズインメイ 原田 和真 騎手 450 476

67 エイスワンダーの１５ 牡 ディープブリランテ

68 クレバージーンの１５ めす ショウナンカンプ 山田 敬士 生徒 650 436

69 レディフェアリーの１５ めす ゼンノロブロイ 宮崎 北斗 騎手 400 432

70 オクシペタルムの１５ めす ヨハネスブルグ

71 ディアコトミの１５ めす トビーズコーナー 柳瀬 類 54 200 馬装具：左後スタンディングバンテージ 468

72 ダイワスプレンダーの１５ 牡 パイロ 服部 寿希 生徒 500 450

73 ピサノパスティーユの１５ 牡 バゴ 高田 潤 騎手 350 420

74 カネトシフィオーレの１５ 牡 プリサイスエンド 佐藤 修平 64 600 490

75 ミヤビアゼリアの１５ 牡 アルデバラン 真田 隼人 62 200 448

76 ウインディーパレードの１５ 牡 ベーカバド 山田 敬士 生徒 300 492

77 アインライツの１５ 牡 カネヒキリ 木村 和士 生徒 500 466

78 コンドルウイングの１５ 牡 ☆エスポワールシチー

79 バクシンスクリーンの１５ 牡 ケイムホーム

80 アップルティーの１５ めす ☆エイシンフラッシュ 西村 淳也 生徒 450 4/19：左後管部挫創 456

81 マイネマニフィークの１５ めす ☆モンテロッソ 藤田 菜七子 騎手 350 468

82 ダンスウィズジェニの１５ めす バゴ

欠　場　（左後肢跛行のため）　４／１２　発　表

欠　場　（左前肢跛行のため）　４／１２　発　表

欠　場　（右前深管骨瘤のため）　４／１２　発　表

欠　場　（右前肢跛行のため）　４／１２　発　表

調教進度遅れ等

欠　場　（左前肢跛行のため）　４／１２　発　表

調教進度遅れ等

調教進度遅れ等

備　　　　考
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欠　場　（右前肢跛行のため）　４／２０　発　表

欠　場　（両前球節炎のため）　４／１２　発　表

欠　場　（右前肢跛行のため）　４／１２　発　表
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鞍

５
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欠　場　（左前深管骨瘤のため）　４／４　発　表

調教進度遅れ等

調教進度遅れ等


