
 

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
4/20（金）
馬体重(kg)

1 タキオンメーカーの１6 牡 アルデバラン JRA 職員 52 300 460

2 ビューティコマンダの１6 牡 ケイムホーム JRA 職員 58 300 484

3 フェバリットソングの１6 牡 バゴ 小林 凌大 生徒 350 466

4 クリスコンフリクトの１6 めす ☆ケープブランコ JRA 職員 58 350 480

5 ドリームニキハートの１6 めす バゴ

6 アサクサコンソメの１6 めす プリサイスエンド JRA 職員 58 250 442

7 イットーエンプレスの１6 めす アルデバラン JRA 職員 56 250 428

8 センターグランタスの１6 めす ヨハネスブルグ 服部 寿希 騎手 350 436

9 アラマサスナイパーの１6 めす ☆ケープブランコ JRA 職員 58 350 410

10 ケストレルクエストの１6 めす ハーツクライ JRA 職員 48 900 454

11 マイネカプリースの１6 めす クロフネ 斎藤 新 生徒 650 474

12 ジョンコの１6 めす ノヴェリスト JRA 職員 58 650 444

13 フレッシュドールの１6 牡 ケイムホーム JRA 職員 58 700 518

14 クラッシーシャーロットの１6 牡 ロードカナロア

15 シーアクトレスの１6 牡 アドマイヤムーン 斎藤 新 生徒 550 488

16 ラストワルツの１6 牡 シンボリクリスエス 宮崎 北斗 騎手 700 492

17 スマイルゲートの１6 牡 ヨハネスブルグ 團野 大成 生徒 1,000 496

18 セイウンクノイチの１6 牡 キングズベスト 服部 寿希 騎手 700 購買前：全身麻酔歴 520

19 タイキエルドールの１6 牡 トランセンド JRA 職員 58 550 472

20 アイカギの１6 牡 ☆ケープブランコ JRA 職員 62 1,000 486

21 テンザンオペラの１6 牡 プリサイスエンド 大塚 海渡 生徒 550 480

22 ガルネリの１6 牡 ロージズインメイ 亀田 温心 生徒 600 さく癖 470

23 プランシングレディの１6 牡 シニスターミニスター

24 ダイタクドクターの１6 牡 サウスヴィグラス 山田 敬士 騎手 700 450

25 サクセスゴーランドの１6 めす オルフェーヴル JRA 職員 58 1,000 4/19：胸前皮膚炎 512

26 ピエナフローラの１6 めす ☆トゥザグローリー 岩田 望来 生徒 550 494

27 グリッツェルンの１6 めす ヨハネスブルグ 團野 大成 生徒 450 494

28 ダノンスズランの１6 めす マンハッタンカフェ JRA 職員 58 1,000 472

29 ペイルローズの１6 めす フリオーソ 大塚 海渡 生徒 350 470

30 デンコウブルーの１6 めす アルデバラン JRA 職員 54 250 購買前：全身麻酔歴 508

31 スマートシャワーの１6 めす ☆ケープブランコ JRA 職員 60 350 ゆう癖 442

32 プラチナハートの１6 めす エイシンフラッシュ JRA 職員 62 700 464

33 スズカゲランの１6 めす ☆グランプリボス JRA 職員 58 300 478

34 フェアノータムの１6 めす ヘニーヒューズ 菅原 明良 生徒 800 490

35 エメラルドコーストの１6 めす ディープブリランテ

36 シャインレジーナの１6 牡 ワイルドラッシュ 團野 大成 生徒 400 440

37 コーラルチャイムズの１6 牡 アルデバラン 小林 凌大 生徒 700 490

38 ソングオブサイレンスの１6 牡 ☆ジャスタウェイ JRA 職員 58 1,000 464

39 ミスティックスノーの１6 牡 スウェプトオーヴァーボード

40 ナムラミステリーの１6 牡 ケイムホーム JRA 職員 58 650 472

2018 JRA ブリーズアップセール　上場馬リスト（名簿番号順）
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鞍

欠　場　（右第1趾節種子骨々折のため）　４／１０　発　表

欠　場　（右橈骨遠位骨端炎のため）　４／１０　発　表

欠　場　（両前浅屈腱炎のため）　４／１８　発　表

欠　場　（左前深管骨瘤のため）　４／１７　発　表
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鞍

４
鞍

欠　場　（右大腿骨軟骨下骨嚢胞のため）　４／１０　発　表

　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～



 

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
4/20（金）
馬体重(kg)

41 ファインセイコーの１6 牡 クロフネ 宮崎 北斗 騎手 950 ゆう癖 450

42 ミホユニヴァースの１6 牡 アルデバラン JRA 職員 48 200 450 調教進度遅れ等

43 ホリデイオンアイスの１6 牡 クロフネ 斎藤 新 生徒 550 さく癖 468

44 ファミリーバイブルの１6 牡 キングズベスト 亀田 温心 生徒 900 464

45 アンムートの１6 牡 キンシャサノキセキ 岩田 望来 生徒 500 466

46 レディジェーンの１6 牡 ゴールドアリュール JRA 職員 58 700 446

47 ウルビーノの１6 牡 パイロ 菅原 明良 生徒 500 購買前：全身麻酔歴 454

48 スリリングヴィクトリーの１6 めす キンシャサノキセキ JRA 職員 58 300 444

49 ゼフィランサスの１6 めす ハービンジャー 岩田 望来 生徒 850 旋回癖 430

50 サマーリガードの１6 めす パイロ 團野 大成 生徒 350 438

51 シャイニングムーンの１6 めす ハーツクライ 小林 凌大 生徒 800 444

52 パピュラの１6 めす ヨハネスブルグ JRA 職員 58 300 ゆう癖 434

53 アルーリングアイズの１6 めす ☆ケープブランコ JRA 職員 58 500 424

54 マヤノプリヤの１6 めす オルフェーヴル 亀田 温心 生徒 850 462

55 タムロウイングの１6 めす ☆ジャスタウェイ 服部 寿希 騎手 500 4/19：両飛端腫 466

56 ラメールの１6 めす ヨハネスブルグ JRA 職員 54 350 442

57 ティファイファイの１6 めす ドリームジャーニー JRA 職員 58 450 438

58 マイディアソングの１6 めす ハービンジャー 山田 敬士 騎手 600 420

59 キアロディルーナの１6 牡 アポロキングダム

60 パッシオーネの１6 牡 アイルハヴアナザー JRA 職員 56 850 4/19：外傷性鼻出血 478

61 ミストラルグリーンの１6 牡 バゴ 岩田 望来 生徒 400 462

62 メアリーズガーデンの１6 牡 ☆ケープブランコ JRA 職員 58 450 472

63 シークレットソングの１6 牡 ヨハネスブルグ 山田 敬士 騎手 700 472

64 ジュエリストの１6 牡 シンボリクリスエス JRA 職員 62 650 516

65 ユリオプスデイジーの１6 牡 ケイムホーム 團野 大成 生徒 200 538

66 ゴートゥザノースの１6 牡 バゴ 菅原 明良 生徒 300 474

67 モルフェスペシャルの１6 牡 スクワートルスクワート JRA 職員 60 300 478

68 バンダムメッシの１6 牡 ヘニーヒューズ 大塚 海渡 生徒 250 さく癖、11/17：全身麻酔歴 448

69 マヤノカピオラニの１6 めす パイロ 亀田 温心 生徒 300 さく癖 478

70 アグネスフィーバーの１6 めす エイシンフラッシュ 大塚 海渡 生徒 300 440

71 ローマンクィーンの１6 めす ハーツクライ 宮崎 北斗 騎手 900 476

72 ラブミークリームの１6 めす ☆ダンカーク 小林 凌大 生徒 300 470

73 レディパッションの１6 めす ルーラーシップ 岩田 望来 生徒 700 444

74 ホシノメガミの１6 めす ヨハネスブルグ 山田 敬士 騎手 400 ゆう癖 438

75 アースメイの１6 めす プリサイスエンド

76 ヒミノオトヒメの１6 めす マツリダゴッホ 菅原 明良 生徒 350 420

77 ベガフライトの１6 めす ローエングリン

78 イイデエースの１6 めす バゴ JRA 職員 54 250 444

79 ジュメイラジョアンの１6 めす マンハッタンカフェ 斎藤 新 生徒 350 11/30：全身麻酔歴 470
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欠　場　（右前深管骨瘤のため）　４／１０　発　表

欠　場　（右前深管骨瘤のため）　４／１０　発　表

欠　場　（左前肢跛行のため）　４／１７　発　表
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