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育成馬名 性 購買市場
価格
（税込・
万円）

生産牧場 育成場

1新規 スノーボードロマン2020 ケープブランコ 牡 日本中央競馬会日高育成牧場 日高
2新規 ルスナイサンバ2020 エスケンデレヤ 牡 サマー 528 高昭牧場 日高
3新規 プリニア2020 クリエイターⅡ 牡 日本中央競馬会日高育成牧場 日高
4新規 フローラルホーム2020 マクフィ めす 日本中央競馬会日高育成牧場 宮崎
5新規 ルナフェリーナ2020 ミッキーアイル めす 八戸 682 タイヘイ牧場 宮崎
6新規 ユッコ2020 マクフィ めす 日本中央競馬会日高育成牧場 日高
7新規 レディバゴ2020 マクフィ めす 日本中央競馬会日高育成牧場 日高
8新規 ゲッカビジン2020 クリエイターⅡ めす 日本中央競馬会日高育成牧場 日高
9 ホットレッグス2020 ヴィクトワールピサ めす 八戸 1,012 石田　英機 宮崎
10 ヴァバーウエン2020 ☆ デクラレーションオブウォー めす セレクション 770 スイートファーム 宮崎
11 インヴィジブルワン2020 ルーラーシップ めす セレクション 1,100 田上　徹 日高
12 テンダーエモーション2020 ドレフォン めす セプテンバー 1,210 シンボリ牧場 日高
13 フェザーレイ2020 ☆ デクラレーションオブウォー 牡 セレクション 1,540 高昭牧場 日高
14 ラブミーテンダー2020 リオンディーズ 牡 セレクション 1,320 千代田牧場 日高
15 エリモフェザー2020 ☆ サトノダイヤモンド 牡 セレクション 880 岡田スタッド 日高
16 ハタノファベルジェ2020 シルバーステート 牡 サマー 1,540 グッドラック・ファーム 日高
17 タカミツサクラ2020 エピファネイア 牡 サマー 594 木村牧場 日高
18 コパノリンデン2020 マクフィ 牡 サマー 1,650 ヤナガワ牧場 日高
19 ボウルズ2020 ☆ サトノダイヤモンド 牡 サマー 858 チャンピオンズファーム 日高
20 ポリリズム2020 ミッキーアイル 牡 セレクション 880 乾　皆雄 日高
21 レッドセイリング2020 ☆ サトノクラウン 牡 セレクション 1,100 杵臼牧場 日高
22 ダイワサンルージュ2020 エスケンデレヤ 牡 サマー 1,485 久井牧場 日高
23 セカンドノホシ2020 ゴールドシップ 牡 セプテンバー 825 出口牧場 日高
24 シャイニインパクト2020 ☆ サトノクラウン 牡 セレクション 770 高昭牧場 宮崎
25 オーデュボンパーク2020 ルーラーシップ 牡 セレクション 1,100 森永　聡 宮崎
26 ケーズノーツ2020 アポロキングダム 牡 サマー 792 三石川上牧場 宮崎
27 エーレンガート2020 ジャスタウェイ めす セレクション 1,540 宝寄山　拓樹 日高
28 マウンテンミステリー2020 ディーマジェスティ めす サマー 473 金成吉田牧場 日高
29 ラビアンローズ2020 ☆ デクラレーションオブウォー めす サマー 1,100 辻牧場 日高
30 ナイキトライアンフ2020 バゴ めす サマー 770 中川　隆 日高
31 インドリヤ2020 キンシャサノキセキ めす サマー 1,045 シンボリ牧場 日高
32 エニシノイト2020 トーセンラー めす サマー 770 増本　良孝 日高
33 ホワイトポピー2020 イスラボニータ めす サマー 418 新井　弘幸 日高
34 トーホウリリー2020 ☆ ベストウォーリア めす セプテンバー 880 丸村村下ファーム 日高
35 ジョウノアドバンス2020 ☆ リアルスティール めす サマー 440 ヴェルサイユファーム 日高
36 ミラクルベリー2020 ダンカーク めす サマー 836 浜本牧場 宮崎
37 ラピーダシャリナ2020 ☆ リアルスティール めす セプテンバー 792 藤春　修二 宮崎
38 ワタシダイナマイト2020 カレンブラックヒル 牡 サマー 605 小田牧場 日高
39 プレミアノアール2020 ☆ ファインニードル 牡 セレクション 1,100 ハシモトファーム 日高
40 ティンタジェル2020 バトルプラン 牡 サマー 825 荻伏三好ファーム 日高
41 アイビー2020 ブラックタイド 牡 サマー 506 本間牧場 日高
42 ムーンレイク2020 バゴ 牡 サマー 440 土田農場 日高
43 アグネスアーニャ2020 ストロングリターン 牡 サマー 836 高松牧場 日高
44 クインズラッシュ2020 ビッグアーサー 牡 セプテンバー 616 松田牧場 日高
45 スピーディユウマ2020 ノボジャック 牡 サマー 770 サンバマウンテンファーム 宮崎
46 テラノイロハ2020 マクフィ 牡 九州 660 本田　土寿 宮崎
47 ルーチェデルソーレ2020 ☆ ネロ 牡 八戸 440 大林ファーム 宮崎
48 ヴィオレッタ2020 ☆ ファインニードル 牡 サマー 880 奥山牧場 宮崎
49 エーシンハーバー2020 ☆ レッドファルクス めす サマー 440 清水　誠一 日高
50 アンチャン2020 モーリス めす サマー 660 チャンピオンズファーム 日高
51 ニシノヘレンド2020 エスケンデレヤ めす サマー 330 秋場牧場 日高
52 ブラックティー2020 シニスターミニスター めす サマー 880 日進牧場 日高
53 ライブリーチューン2020 ダイワメジャー めす サマー 990 平野牧場 日高
54 キモンクイーン2020 アメリカンペイトリオット めす サマー 660 田原橋本牧場 日高
55 キュリオスティー2020 ノヴェリスト めす セプテンバー 330 矢野牧場 日高
56 ミーヤチャスカ2020 イスラボニータ めす セプテンバー 330 大北牧場 日高
57 ミヤジレイナ2020 シニスターミニスター めす セプテンバー 660 丸幸小林牧場 宮崎
58 ピュアシンフォニー2020 クリエイターⅡ めす サマー 880 新井牧場 宮崎
59 セイクリッドフレイム2020 リアルインパクト めす セプテンバー 572 平野牧場 宮崎
60 メモリーロワジール2020 ☆ デクラレーションオブウォー 牡 サマー 935 谷川牧場 日高
61 ステージスクール2020 ☆ ビーチパトロール 牡 サマー 858 山際牧場 日高
62 マイティーハニー2020 ダンカーク 牡 サマー 627 ウエスタンファーム 日高
63 プレイフォーマザー2020 ケープブランコ 牡 サマー 385 高橋ファーム 日高
64 ヘルヴェティア2020 エスポワールシチー 牡 サマー 880 山岡ファーム 日高
65 エリモフローラ2020 ☆ ビーチパトロール 牡 サマー 385 岡田スタッド 日高
66 クレタパラドックス2020 ☆ レッドファルクス 牡 サマー 440 山際牧場 日高
67 アルマネーレーイス2020 フェノーメノ 牡 八戸 440 アサヒ牧場 宮崎
68 タオルチャン2020 ビッグアーサー 牡 サマー 462 門別　敏朗 宮崎
69 ルイゼリアクィーン2020 エスケンデレヤ 牡 日本中央競馬会日高育成牧場 宮崎
70 タケノローマン2020 ヘニーヒューズ 牡 サマー 990 松浦牧場 宮崎
71 アーツィハーツ2020 エスケンデレヤ 牡 日本中央競馬会日高育成牧場 日高
72 プレゼンスブルー2020 ☆ ヤマカツエース めす サマー 385 エムエム、ヤマダファーム 日高
73 トスカーナ2020 カレンブラックヒル めす サマー 330 ラッキー牧場 日高
74 ペイデュソレイユ2020 ☆ グレーターロンドン めす サマー 770 上井農場 日高
75 フローラルジュノー2020 カレンブラックヒル めす セプテンバー 330 本桐牧場 日高
76 レーヌドオリエント2020 ジャスタウェイ めす サマー 660 ユートピア牧場 日高
77 ロードナイト2020 ヘニーヒューズ めす サマー 957 石川牧場 日高
78 ラッシュストーム2020 コパノリッキー めす サマー 462 武牧場 日高
79 オランジェット2020 ☆ タリスマニック めす サマー 528 ストームファームコーポレーション 宮崎
80 シリカ2020 エスポワールシチー めす サマー 682 プログレスファーム 宮崎
81 マイディアソング2020 マクフィ めす サマー 1,265 いとう牧場 日高
82 アイハヴアジョイ2020 マクフィ めす 日本中央競馬会日高育成牧場 日高
83 スズカブルーム2020 クリエイターⅡ めす セレクション 1,650 グランド牧場 日高

JRAホームブレッド
JRAホームブレッド

JRAホームブレッド

JRAホームブレッド

JRAホームブレッド

JRAホームブレッド

2022ＪＲＡブリーズアップセール　上場番号

父（☆は新種牡馬）

JRAホームブレッド

JRAホームブレッド
JRAホームブレッド


