
  

平成２９年４月２６日 

ＪＲＡ報道室 

 

お 知 ら せ 

 

 

２０１７ＪＲＡブリーズアップセールの最終結果について 

 

 

 ＪＲＡ中山競馬場にて開催された「２０１７ＪＲＡブリーズアップセール」の

最終結果について、以下のとおりお知らせします。 

 

記 

 

 

１．売 却 頭 数  牡 ３８頭   牝 ３１頭 

 （平成２８年 牡３６頭 牝３６頭／平成２７年 牡３５頭 牝３２頭） 

 

２．総売却価格（税込み）６億７，８３５万円 

 （平成２８年 ７億２，０５８万円／平成２７年 ６億６，５９４万円） 

 

３．平均売却価格（税込み） 牡 １，１３５．７万円    牝 ７９６．１万円 

 （平成２８年 牡 １，０９４．４万円 牝 ９０７．２万円） 

 （平成２７年 牡 １，１０４．７万円 牝 ８７２．８万円） 

  

 

※上記はＪＲＡブリーズアップセールを延長し、ＦＡＸでの申し込み方式による売却（ファ

イナルステージ）を実施した結果を含んでおります。 

 

 

 

＜参 考＞ 

ファイナルステージの結果 ４月２６日（水） 

上場番号 ５９番 グランドアメリフローラの１５   ２８０．８万円 

上場番号 ７４番 カネトシフィオーレの１５     ３３４．８万円 



2017 JRAブリーズアップセール　取引成績

BU
番号

育成馬名 性 毛色 父 購買者名
落札価格

（税込・万円）
タイム

2ハロン
タイム

1ハロン
産地名 生産牧場 育成場

1 ドリームニキハートの15 牡 黒鹿 バゴ 永井　宏明 550.8 12.2 - 12.3 浦　河 JRA日高育成牧場 日高

2 ビューティコマンダの15 牡 黒鹿 ケイムホーム 犬塚　悠治郎 550.8 12.4 - 11.5 浦　河 JRA日高育成牧場 日高

3 スノーボードロマンの15 牡 鹿 アルデバラン 大塚Ｒｙ’ｓＣＬＵＢ 572.4 13.2 - 11.8 浦　河 JRA日高育成牧場 日高

4 フローラルホームの15 牡 青鹿 バゴ 仲山　誉志夫 324.0 12.0 - 12.3 浦　河 JRA日高育成牧場 日高

5 クリスコンフリクトの15 牡 鹿 アルデバラン 日向　均 334.8 13.2 - 12.9 浦　河 JRA日高育成牧場 宮崎

6 マリエッタの15 めす 青鹿 エイシンフラッシュ 中野　秀樹 669.6 12.3 - 11.8 新ひだか 坂本　智広 日高

7 ブライダルソングの15 めす 栗 カネヒキリ 新井原　博 162.0 15.4 - 14.8 日　高 中前牧場 日高

8 ポポラーレの15 めす 栗 スクリーンヒーロー 二口　雅一 691.2 12.4 - 11.7 新　冠 村上牧場 宮崎

9 スマッシュの15 めす 黒鹿 オルフェーヴル 並河　賢一郎 2,268.0 12.2 - 11.5 浦　河 宮内牧場 宮崎

10 ヴェルナッツァの15 めす 栗 ヘニーヒューズ 吉冨　学 691.2 17.5 - 15.4 新ひだか 藤沢牧場 宮崎

11 マイネレーヌの15 めす 黒鹿 ヴィクトワールピサ 清水　正江 1,674.0 12.4 - 11.6 日　高 荒井ファーム 日高

12 サンタローズの15 めす 栗 オルフェーヴル 欠　　　場 - - 浦　河 村下　明博 日高

13 ロゼットネビュラの15 めす 鹿 エンパイアメーカー 福澤　真吾 972.0 15.0 - 13.9 日　高 日高大洋牧場 日高

14 ラロキューンの15 めす 青鹿 スクリーンヒーロー 村田　滋 324.0 13.8 - 13.7 浦　河 ディアレストクラブ 日高

15 ロックドクトリンの15 牡 青鹿 ゴールドアリュール 猪熊　広次 1,674.0 13.3 - 12.1 浦　河 バンダム牧場 宮崎

16 コスマグレースの15 牡 黒鹿 ブラックタイド 阿部　雅英 842.4 12.8 - 12.4 日　高 厚賀古川牧場 宮崎

17 イシュタルキャストの15 牡 黒鹿 ロードカナロア Ｈ．Ｉコーポレーション 1,080.0 12.5 - 11.7 浦　河 杵臼牧場 日高

18 ネローリの15 牡 栗 スクリーンヒーロー 村田　哲朗 1,188.0 14.0 - 12.8 新　冠 村上牧場 日高

19 サワヤカブランの15 牡 芦 ルーラーシップ 森中　蕃 1,350.0 11.9 - 11.9 様　似 猿倉牧場 日高

20 ハンターズマークの15 牡 黒鹿 ノヴェリスト 李　柱坤 4,212.0 11.5 - 11.6 千　歳 社台ファーム 日高

21 ルカダンスの15 牡 鹿 エイシンフラッシュ 森中　蕃 896.4 14.0 - 12.2 新ひだか 松田牧場 日高

22 エリモエポナの15 牡 黒鹿 エンパイアメーカー 島川　隆哉 1,620.0 11.4 - 11.6 新ひだか 下屋敷牧場 日高

23 ダイワエタニティーの15 牡 鹿 ヨハネスブルグ 多田　賢司 1,350.0 12.9 - 11.3 浦　河 大北牧場 日高

24 シーキングオアシスの15 牡 栗 ゴールドアリュール 中丸　裕嗣 1,080.0 12.5 - 12.5 浦　河 カナイシスタッド 日高

25 クリアムーブメントの15 牡 鹿 パイロ 西村　憲人 734.4 14.0 - 13.5 平　取 北島牧場 宮崎

26 バーニングラブの15 牡 黒鹿 サニングデール 欠　　　場 - - 青　森 清水　貞信 宮崎

27 ティンバーランドの15 めす 栗 ドリームジャーニー 吉木　伸彦 1,080.0 12.6 - 11.7 むかわ 上水牧場 日高

28 ルドラの15 めす 栗 オルフェーヴル 吉冨　学 2,322.0 13.1 - 12.2 新ひだか 矢野牧場 日高

29 レディーロックフォードの15 めす 鹿 ヨハネスブルグ 小林　博雄 594.0 13.1 - 11.5 新ひだか 三石川上牧場 日高

30 バトルサンサシオンの15 めす 栗 スクリーンヒーロー 欠　　　場 - - 浦　河 帰山　清貴 日高

31 マイネナデシコの15 めす 栗 ゴールドアリュール 岡田　壮史 1,371.6 12.4 - 11.4 浦　河 谷口牧場 日高

32 ゴートゥザノースの15 めす 黒鹿 バゴ 武田　修 475.2 12.7 - 11.8 新ひだか 北海道静内農業高等学校 日高

33 シークレットコサージュの15 めす 芦 ヘニーヒューズ 岡田　牧雄 378.0 13.8 - 12.3 新ひだか 藤沢牧場 日高

34 ルスナイクリスティの15 めす 栗 アイルハヴアナザー 小林　祐介 540.0 13.7 - 11.8 浦　河 高昭牧場 日高

35 ホリデイインミラノの15 めす 青鹿 ヨハネスブルグ 山本　弥恵子 540.0 12.4 - 11.9 新　冠 松浦牧場 宮崎

36 オースミジュエリーの15 めす 鹿 マツリダゴッホ 欠　　　場 - - 熊　本 本田　土寿 宮崎

37 オウバイの15 牡 栗 トーセンホマレボシ 美崎　光二郎 1,350.0 14.6 - 14.5 様　似 様似共栄牧場 日高

38 ヴィエナトウショウの15 牡 黒鹿 ディープブリランテ 田中　成奉 2,916.0 12.6 - 11.1 新ひだか 萩澤　國男 日高

39 サンダークラップの15 牡 鹿 アドマイヤオーラ 永井　啓弍 2,484.0 11.8 - 11.3 新　冠 村上牧場 日高

40 ダンツライラックの15 牡 青鹿 キンシャサノキセキ 山本　正美 1,015.2 13.6 - 11.9 新ひだか 嶋田牧場 宮崎

41 ジーントウショウの15 牡 鹿 ヨハネスブルグ 島川　隆哉 2,862.0 11.8 - 11.2 新ひだか 片岡　博 宮崎

42 パルステージの15 牡 鹿 ローズキングダム 河合　純二 702.0 12.8 - 11.6 新ひだか 西川富岡牧場 宮崎

43 アロットオブラブの15 牡 黒鹿 バゴ 日向　均 216.0 12.5 - 12.8 様　似 富田　恭司 日高

44 ビクトリアスズランの15 牡 青 ケイムホーム 河合　純二 432.0 12.5 - 12.2 新ひだか 水上　習孝 日高

45 スパイシーソースの15 牡 黒鹿 キングヘイロー 村山　輝雄 648.0 12.9 - 11.9 新ひだか 三石川上牧場 日高

46 アモリストの15 牡 鹿 キンシャサノキセキ 欠　　　場 - - 新ひだか 山際牧場 日高

47 エフテーストライクの15 牡 青鹿 サウスヴィグラス 吉岡　隆 2,700.0 12.1 - 11.1 新ひだか 斉藤　正男 日高

48 ムツミマーベラスの15 牡 黒鹿 ヴァーミリアン 欠　　　場 - - 新ひだか 田中　裕之 日高

49 レディナデシコの15 牡 青鹿 エイシンフラッシュ 曽我　司 1,155.6 11.8 - 11.9 新ひだか 嶋田牧場 日高

50 マキノスペシャルの15 めす 栗 ヨハネスブルグ 熊木　浩 334.8 17.0 - 15.9 新ひだか 沖田　博志 日高

51 ピエナサクラの15 めす 栗 シニスターミニスター 本谷　兼三 1,036.8 12.3 - 12.1 浦　河 まるとみ冨岡牧場 日高

52 ジョウノナンシーの15 めす 鹿 エンパイアメーカー 宮川　保 648.0 12.3 - 11.1 日　高 浦新　徳司 日高

53 アサクサコンソメの15 めす 鹿 ハービンジャー 谷川　正純 378.0 13.4 - 12.2 浦　河 丸村村下ファーム 日高

54 フジティアスの15 めす 鹿 ケイムホーム 欠　　　場 - - 浦　河 JRA日高育成牧場 日高

55 ビフォーダークの15 めす 栗 スマートファルコン 欠　　　場 - - 日　高 原田牧場 日高

56 プリンセスイブの15 めす 黒鹿 バゴ 村上　龍太郎 907.2 13.0 - 12.3 新ひだか 岡田牧場 宮崎

57 エムエヌメロディーの15 めす 栗 エスポワールシチー 吉川　朋宏 583.2 13.1 - 12.0 新ひだか 中田　浩美 宮崎

58 アンキャニーの15 めす 黒鹿 ロードカナロア 柴　一男 1,134.0 13.3 - 12.1 新　冠 パカパカファーム 宮崎

59 グランドアメリフローラの15 めす 黒鹿 シンボリクリスエス 柏木　務 280.8 13.7 - 13.0 新ひだか タイヘイ牧場 宮崎

60 カツナデシコの15 めす 栗 ケイムホーム サンライズ 648.0 12.2 - 11.7 浦　河 中脇　満 日高

61 ホウヨウターニングの15 めす 芦 ストロングリターン 菅井牧場 820.8 12.4 - 11.9 浦　河 木戸口牧場 日高

62 キリエの15 牡 黒鹿 ワークフォース 櫻井　正 378.0 15.9 - 15.1 新ひだか 平野牧場 日高

63 アズマガールの15 牡 鹿 バゴ 鈴木　照雄 518.4 12.3 - 12.4 日　高 増尾牧場 日高

64 スイートローレライの15 牡 芦 キャプテントゥーレ 菅　實 1,134.0 12.7 - 12.0 日　高 シンボリ牧場 日高

65 プラセールの15 牡 栗 キングヘイロー 萩原　和矢 345.6 16.0 - 14.2 新ひだか 中田　浩美 日高

66 ハーストーリーの15 牡 青鹿 ロージズインメイ 谷川　正純 302.4 13.4 - 12.7 青　森 谷川　博勝 宮崎

67 エイスワンダーの15 牡 鹿 ディープブリランテ 欠　　　場 - - 浦　河 鮫川フアーム 宮崎

68 クレバージーンの15 めす 鹿 ショウナンカンプ 稲垣　隆治 432.0 12.3 - 11.9 新ひだか 前田牧場 日高

69 レディフェアリーの15 めす 鹿 ゼンノロブロイ 高橋　正雄 777.6 13.4 - 12.0 むかわ 市川牧場 日高

70 オクシペタルムの15 めす 鹿 ヨハネスブルグ 欠　　　場 - - 様　似 高村　伸一 日高

71 ディアコトミの15 めす 鹿 トビーズコーナー 河合　純二 626.4 16.5 - 14.1 浦　河 小島牧場 日高

72 ダイワスプレンダーの15 牡 栗 パイロ 里見　治紀 1,458.0 12.8 - 12.1 新ひだか タガミファーム 日高

73 ピサノパスティーユの15 牡 青 バゴ 瀬口　信正 345.6 15.4 - 12.1 浦　河 ダイヤモンドファーム 日高

74 カネトシフィオーレの15 牡 黒鹿 プリサイスエンド ケンレーシング組合 334.8 13.5 - 12.7 新ひだか 沼田　照秋 日高

75 ミヤビアゼリアの15 牡 栗 アルデバラン 手嶋　康雄 324.0 16.3 - 14.9 浦　河 金石牧場 日高

76 ウインディーパレードの15 牡 鹿 ベーカバド 橋本　忠雄 583.2 12.9 - 12.7 日　高 藤本ファーム 日高

77 アインライツの15 牡 青鹿 カネヒキリ 長谷川　一雄 2,592.0 12.1 - 11.7 新ひだか 坂本　春雄 日高

78 コンドルウイングの15 牡 鹿 エスポワールシチー 欠　　　場 - - 新　冠 山岡ファーム 日高

79 バクシンスクリーンの15 牡 鹿 ケイムホーム 欠　　　場 - - 浦　河 JRA日高育成牧場 日高

80 アップルティーの15 めす 芦 エイシンフラッシュ 由井　健太郎 939.6 13.7 - 13.3 新ひだか 元道牧場 宮崎

81 マイネマニフィークの15 めす 鹿 モンテロッソ 小林　博雄 378.0 14.3 13.0 浦　河 絵笛牧場 宮崎

82 ダンスウィズジェニの15 めす 黒鹿 バゴ 欠　　　場 - - 浦　河 JRA日高育成牧場 宮崎

上場頭数 69 売却頭数　牡 38 牡　売却総額（税込） 43,156.8 万円 平均価格　牡（税込） 11,357,053 円

売却頭数 69 売却頭数　牝 31 牝　売却総額（税込） 24,678.0 万円 平均価格　牝（税込） 7,960,645 円

売却率 100.0% 売却総額（税込） 67,834.8 万円 平均価格（税込） 9,831,130 円


