
 2020 JRAブリーズアップセール上場候補馬一覧
整理
番号

育成馬名 母父 性 毛色 生月日 購買市場
価格

（税込・万円）
生産牧場 育成場

101 エイシンテンダー2018 ルーラーシップ エイシンサンディ 牡 鹿 2月24日 セレクト 12,960,000 栄進牧場 日高

102 チーズマヨ2018 ☆ クリエイターⅡ シンボリクリスエス 牡 栗 3月5日 セレクション 7,560,000 村上　欽哉 日高

103 ティンバーランド2018 スウェプトオーヴァーボード ティンバーカントリー 牡 芦 5月2日 サマー 7,020,000 上水牧場 日高

104 ベガグレシヤス2018 キズナ アドマイヤドン 牡 鹿 3月5日 サマー 8,100,000 片岡　博 日高

105 アーベントロート2018 クロフネ フジキセキ 牡 芦 3月12日 サマー 7,020,000 イワミ牧場 日高

106 ニューステップ2018 フリオーソ アドマイヤムーン 牡 栗 4月23日 サマー 3,672,000 山田　昇史 日高

107 フェールクークー2018 プリサイスエンド アラムシャー 牡 栗 5月6日 サマー 10,476,000 高村牧場 日高

108 テンザンコノハナ2018 キンシャサノキセキ カリズマティック 牡 黒鹿 4月1日 サマー 8,424,000 藤原牧場 日高

109 プリンセスルーシー2018 ダイワメジャー Strategic Prince 牡 鹿 2月27日 サマー 6,912,000 新冠橋本牧場 日高

110 オボロヅキ2018 サウスヴィグラス カリズマティック 牡 栗 3月4日 セレクション 11,340,000 沖田　哲夫 日高

111 ナショナルホリデー2018 スクリーンヒーロー ダンスインザダーク 牡 栗 3月13日 セレクション 16,200,000 オリオンファーム 日高

112 ハイレイヤー2018 ☆ マクフィ シンボリクリスエス 牡 鹿 3月28日 セレクション 8,640,000 新井　昭二 日高

113 スマイルビジン2018 シニスターミニスター ゴールドヘイロー 牡 鹿 5月18日 セプテンバー 7,344,000 川向高橋育成牧場 日高

114 ファンアンドゲイムス2018 トゥザグローリー Rahy 牡 鹿 4月22日 セプテンバー 4,968,000 谷口牧場 日高

115 グレイトグレイス2018 ☆ マクフィ グルームダンサー 牡 栗 5月13日 セプテンバー 3,888,000 チャンピオンズファーム 日高

116 スノーボードロマン2018 バゴ スウェプトオーヴァーボード めす 芦 3月17日 日本中央競馬会日高育成牧場 日高

117 バクシンスクリーン2018 バゴ サクラバクシンオー めす 栗 3月22日 日本中央競馬会日高育成牧場 日高

118 ディープショコラ2018 エスケンデレヤ ディープスカイ めす 栗 4月2日 日本中央競馬会日高育成牧場 日高

119 イットーエンプレス2018 エスケンデレヤ エンパイアメーカー めす 黒鹿 4月9日 日本中央競馬会日高育成牧場 日高

120 エーシンスピカ2018 ☆ リオンディーズ アグネスタキオン めす 鹿 2月19日 サマー 3,456,000 城地牧場 日高

121 キャニオンリリー2018 グランプリボス エルハーブ めす 鹿 4月16日 サマー 5,400,000 谷川牧場 日高

122 ポッドコンジュ2018 ヴィクトワールピサ コンデュイット めす 栗 3月17日 サマー 3,240,000 タツヤファーム 日高

123 ティンクルハート2018 ルーラーシップ サンデーサイレンス めす 鹿 4月20日 サマー 5,400,000 今　牧場 日高

124 テンセイフジ2018 モンテロッソ ハウスバスター めす 鹿 4月28日 サマー 3,240,000 小葉松　幸雄 日高

125 アイギーナ2018 ☆ クリエイターⅡ エンパイアメーカー めす 芦 2月22日 サマー 5,616,000 前田ファーム 日高

126 イトククリ2018 パイロ サクラバクシンオー めす 黒鹿 1月24日 サマー 6,696,000 宮内牧場 日高

127 マイネレーヌ2018 エピファネイア マイネルラヴ めす 鹿 4月21日 サマー 7,776,000 荒井ファーム 日高

128 ダイワジャンヌ2018 キズナ タニノギムレット めす 黒鹿 3月14日 セレクト 12,960,000 千代田牧場 日高

129 トウカイライフ2018 ブラックタイド トウカイテイオー めす 青鹿 2月12日 セプテンバー 7,128,000 広富牧場 日高

130 スズカグレイス2018 ☆ マクフィ サンデーサイレンス めす 鹿 4月25日 セプテンバー 11,340,000 稲原牧場 日高

131 ヨシカワクン2018 ☆ クリエイターⅡ アドマイヤムーン めす 芦 5月22日 セプテンバー 6,480,000 中脇　一幸 日高

132 プリニア2018 エスケンデレヤ プリサイスエンド 牡 栗 4月3日 日本中央競馬会日高育成牧場 日高

133 エルメスグリーン2018 ☆ クリエイターⅡ アグネスタキオン 牡 芦 4月14日 セレクト 8,640,000 恵比寿興業株式会社那須野牧場 日高

134 アドバンスクラーレ2018 ☆ ドゥラメンテ サクラバクシンオー 牡 黒鹿 5月14日 セレクション 16,200,000 恵比寿興業株式会社那須野牧場 日高

135 ショウナンガッド2018 ルーラーシップ フジキセキ 牡 鹿 2月9日 セレクション 8,640,000 桑田牧場 日高

136 エレナバレー2018 サウスヴィグラス ブレイクランアウト 牡 鹿 3月10日 サマー 6,480,000 片山牧場 日高

137 フウコウメイビ2018 パイロ サクラバクシンオー 牡 鹿 2月26日 サマー 7,560,000 中村　雅明 日高

138 ワイキキブリーズ2018 キズナ フレンチデピュティ 牡 鹿 3月4日 サマー 8,640,000 折手牧場 日高

139 フェレット2018 エスケンデレヤ サンデーサイレンス 牡 栗 4月16日 サマー 6,480,000 藤巻　則弘 日高

140 ダンスフェイム2018 ルーラーシップ ファルブラヴ 牡 鹿 2月12日 サマー 12,420,000 新井　昭二 日高

141 アニー2018 ベルシャザール ファンタスティックライト 牡 鹿 3月28日 サマー 5,616,000 坂本　智広 日高

142 サブラタ2018 リーチザクラウン ウォーエンブレム 牡 鹿 1月12日 サマー 10,800,000 清水牧場 日高

143 セシリア2018 エピファネイア アグネスタキオン 牡 鹿 4月3日 セレクション 10,800,000 天羽牧場 日高

144 バイオレントハート2018 ☆ マクフィ ダンスインザダーク 牡 鹿 3月30日 セプテンバー 5,616,000 上水牧場 日高

145 アズマガール2018 ☆ クリエイターⅡ キングカメハメハ 牡 鹿 4月27日 セプテンバー 3,240,000 増尾牧場 日高

146 マヤノヴァイオラ2018 リアルインパクト エンパイアメーカー 牡 黒鹿 3月20日 セプテンバー 12,960,000 北洋牧場 日高

147 グランプリソフィ2018 ノヴェリスト アグネスタキオン めす 黒鹿 5月15日 セレクト 10,800,000 ノーザンファーム 日高

148 タッキーナ2018 ハービンジャー アグネスタキオン めす 栗 4月30日 セレクション 6,480,000 土田農場 日高

149 アクティビューティ2018 オルフェーヴル バゴ めす 鹿 4月6日 セレクション 12,960,000 宮内牧場 日高

150 コパノマルコリーニ2018 ヴィクトワールピサ マヤノトップガン めす 鹿 3月5日 セレクション 7,560,000 前野牧場 日高

151 ルイゼリアクィーン2018 ケープブランコ キングズベスト めす 鹿 3月8日 日本中央競馬会日高育成牧場 日高

152 ビューティコマンダ2018 エスケンデレヤ コマンダーインチーフ めす 黒鹿 3月13日 日本中央競馬会日高育成牧場 日高

153 エグゼリーナ2018 ☆ クリエイターⅡ フジキセキ めす 鹿 2月18日 サマー 3,240,000 下河辺トレーニングセンター 日高

154 シャラントレディ2018 マジェスティックウォリアー フジキセキ めす 栗 3月5日 サマー 6,912,000 タガミファーム 日高

155 ハタノリュウール2018 スウェプトオーヴァーボード ディープブリランテ めす 鹿 3月24日 サマー 3,780,000 グッドラック・ファーム 日高

156 ユメノトキメキ2018 ☆ ラブリーデイ マーベラスサンデー めす 黒鹿 4月5日 サマー 4,752,000 登別上水牧場 日高

157 フェリスホイール2018 ☆ ダノンレジェンド ダンスインザダーク めす 黒鹿 3月10日 サマー 5,400,000 大北牧場 日高

158 ワンサイドゲーム2018 キズナ ウォーエンブレム めす 芦 4月9日 サマー 4,320,000 北島牧場 日高

159 チャプレット2018 ヘニーヒューズ ゼンノロブロイ めす 栗 3月11日 サマー 9,504,000 ヒダカフアーム 日高

160 クロワラモー2018 ☆ マクフィ スペシャルウィーク めす 鹿 4月30日 セプテンバー 7,992,000 村田牧場 日高

161 グレイスサンセット2018 ダンカーク ジャングルポケット めす 芦 5月14日 オータム 5,610,000 アイズスタッド株式会社 日高

201 テスラー2018 ☆ マクフィ Fayruz 牡 鹿 5月6日 サマー 5,400,000 杵臼牧場 宮崎

202 パープルカフェ2018 キズナ Vettori 牡 黒鹿 4月27日 サマー 7,560,000 猿倉牧場 宮崎

203 カルディア2018 エピファネイア ゼンノロブロイ 牡 鹿 4月5日 サマー 7,560,000 築紫　洋 宮崎

204 ウインブリアン2018 フリオーソ アイルハヴアナザー 牡 栗 3月10日 サマー 4,860,000 佐藤　鉄也 宮崎

205 イタリアンオリーブ2018 キンシャサノキセキ アフリート 牡 鹿 4月3日 サマー 9,180,000 フクオカファーム 宮崎

206 アカカホール2018 ☆ クリエイターⅡ ダイワメジャー 牡 芦 1月25日 サマー 5,400,000 笠松牧場 宮崎

207 スターカットジェム2018 ☆ リオンディーズ フォーティナイナー 牡 鹿 2月22日 サマー 6,372,000 藤本ファーム 宮崎

208 チャオプラヤ2018 ヘニーヒューズ ネオユニヴァース 牡 栗 3月9日 セレクション 12,960,000 オリエント牧場 宮崎

209 イリデッセンス2018 ルーラーシップ ダイワメジャー 牡 鹿 5月5日 セレクション 9,720,000 大狩部牧場 宮崎

210 アグネスパサー2018 ヴィクトワールピサ エルコンドルパサー 牡 黒鹿 3月12日 セレクション 12,960,000 高昭牧場 宮崎

211 ハニーダンサー2018 スクワートルスクワート Danehill Dancer めす 黒鹿 5月13日 九州 3,672,000 本田　土寿 宮崎

212 シアトルハッピー2018 トーセンラー キングヘイロー めす 黒鹿 2月9日 八戸 3,240,000 谷川　博勝 宮崎

213 エイシンアリエル2018 ☆ ドゥラメンテ サクラバクシンオー めす 栗 2月26日 セレクト 12,960,000 栄進牧場 宮崎

214 ラストワルツ2018 ロードカナロア ゼンノロブロイ めす 鹿 3月23日 セレクト 16,200,000 タイヘイ牧場 宮崎

215 プレンティオブラヴ2018 ☆ ホッコータルマエ コマンダーインチーフ めす 黒鹿 3月10日 セプテンバー 7,560,000 村上　欽哉 宮崎

216 レッドランタン2018 ☆ クリエイターⅡ オレハマッテルゼ めす 黒鹿 2月18日 セプテンバー 6,048,000 青藍牧場 宮崎

217 レディバゴ2018 ケープブランコ バゴ めす 鹿 3月2日 日本中央競馬会日高育成牧場 宮崎

218 アイハヴアジョイ2018 バゴ アイルハヴアナザー めす 鹿 2月15日 日本中央競馬会日高育成牧場 宮崎

219 ドリームサンサン2018 サウスヴィグラス サクラバクシンオー めす 青鹿 4月11日 サマー 5,400,000 タイヘイ牧場 宮崎

220 レッドメイヴ2018 ☆ マクフィ ディープインパクト めす 鹿 3月22日 セプテンバー 3,240,000 ムラカミファーム 宮崎

221 レディアモーレ2018 ヴィクトワールピサ フレンチデピュティ めす 栗 3月26日 サマー 3,240,000 嶋田牧場 宮崎

222 エヴァ2018 ☆ クリエイターⅡ キングカメハメハ めす 芦 3月29日 サマー 6,696,000 斉藤スタッド 宮崎
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