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H B A札幌

トレーニングセール上場馬
公開調教／5月20日（月） セリ／5月21日（火） JRA札幌競馬場
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上場番号 上場馬名 性別 毛色 生年月日

HBA 札幌トレーニングセール

5月21日（火） 上場馬一覧
会　　場／ JRA札幌競馬場
事前下見／ 5月19日（日）10：00～16：00
公開調教／ 5月20日（月） 10：00～
セリ開始／ 5月21日（火） 9：30～

《下記のレポジトリー検査等実施済み（レポジトリー資料公開しています）》
● 四肢レントゲン検査　● 上部気道内視鏡検査

68 インゴット2017
父：エイシンフラッシュ 2/22

2017年
牡 鹿毛

124 サトノコンドル2017
父：エイシンフラッシュ 3/20牡 鹿毛

161 ダノンスズラン2017
父：ダノンシャンティ 2/18めす 鹿毛

ご 挨 拶

　有限会社 下河辺牧場では、今年も５月２1日（火）札幌競馬場で行われ

るHBAトレーニングセールに、生産馬３頭を上場することとなりました。

　この度、上場予定馬を掲載したカタログを作成いたしましたので、ご送

付申し上げます。

　カタログに掲載されている上場予定馬３頭は、順調に調教を進めており

ます。昨年完成した600m屋内ダート馬場に加え、1000mの屋内坂路を活

用し、冬季でも十分な調教量を確保できており、外馬場開場後は1400m

ダート馬場も併用し、内容の濃い調教をこなしています。

　お越しの際には、是非実馬をご覧いただき、馬体を確認していただきた

く、ご来場をお待ちしています。

　また、当場では生産から調教までを一貫して管理する、マーケットブ

リーダーとして、レースへの出走・勝利を最大の目標としているため、ト

レーニングセールは競走馬になるための通過点であるとの考えを基に、

公開調教では馬なりを基本として行ってまいります。

　引き続き倍旧のご厚情を賜りたく、心よりお願い申し上げます。

有限会社 下河辺牧場

2017年

2017年



〈撮影日：4月5日〉

エイシンフラッシュ

インゴット
　　　　　 （2001）

Kingmambo
Allegretta

Platini
Midnight Fever

Halo
Wishing Well

Sadler’s Wells
ヴェリリー

キングズベスト

ムーンレディ

サンデーサイレンス

ダンシングレヴュー

牡・鹿毛／2017年2月22日生／父：エイシンフラッシュ／母：インゴット
インゴット2017上場番号 68

中央：重賞競走勝馬。
地方：統一ダートグレード（以下DG）競走勝馬。
DＧ競走導入以前の南関東重賞および東海三大競走（東海ダービー・東海菊花賞・東海桜花
賞）勝馬。その他の地区の主要競走（１着賞金３０００万円以上）勝馬。
海外：パートⅠ国のＧⅠ・Ⅱ・Ⅲ勝馬。

アフリート 

中央：オープン特別競走（1984年以降の平地）勝馬。重賞競走２・３着馬。
地方：DG競走２・３着馬。上記以外の主要競走（１着賞金1000万円以上）勝馬。
海外：パートⅠ国のGⅠ・Ⅱ・Ⅲ２～４着馬。パートⅠ国のリステッドレース勝馬。
北米一般ステークス勝馬。その他パートⅠ国の主要競走勝馬。

アフリート 

中央：特別競走勝馬。オープン特別競走２・３着馬。重賞競走４・５着馬。平地
４勝以上の馬。障害３勝以上の馬。
地方：DG競走４・５着馬。DG競走導入以前の南
関東重賞および東海三大競走２・３着馬。その他の地区の主要競走（１着賞金3000万円以上）
２・３着馬。前記以外の一般重賞競走勝馬。
海外：パートⅠ国のリステッドレース２・３着馬。北米一般ステークス２・３着馬。その他パートⅠ国
の主要競走２・３着馬。その他の国の主要競走勝馬。

アフリート 

その他の馬アフリート 

牝系の解説にはブラックタイプ方式を採用しました。馬名の書体によって、以下のように区別されます。

【血統解説】

【レース記号】

-GⅠ -GⅡ -GⅢ ・・・・・・・・・・・  国内外の国際格付けを得た競走（国際Ｇレース）
-G1 ‒G2 -G3 ・・・・・・・・・・・・・・  ２００６年までに施行された国内重賞競走
-Jpn1 -Jpn2 -Jpn3  ・・・・・・・ ２００７年以降に施行された国際格付けを持たない重賞競走
-L ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 北米以外のパートⅠ国リステッドレース
-OP ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 国内（中央）のオープン特別競走

【その他の記号】

　　　・・・・・ 成績の後に　　 印の付いている馬は、現役馬であることを示します。
　　　・・・・・ レース名の後に　　 印の付いているレースは、地方競馬での交流競走であることを示します。

【カナダ重賞競走について】

①レース記号：１９９９年、同国の北米グレード格付け加盟に伴い、カナダで施行されている全ての競走に関して
は、１９９９年以前の重賞競走も含め、北米グレード格付けに従いレース記号を記載しました。
②馬名書体の区別：北米グレード格付け加盟（１９９９年）以前の重賞競走勝馬および入着馬に関しては、当時
のカナダグレード格付けに基づき馬名書体を区別しました。
また、１９９９年以降であっても、カナダ３歳クラッシック競走等の重賞競走に準ずる限定レースについては、カナダ
の重賞競走と見なし、勝馬および入着馬の馬名書体を区別しています。

各馬の競走成績は、２０１９年４月１０日までを収録しました。

父の父

父の母

母の父

母の母

二代父の父
二代父の母

二代母の父
二代母の母

二代父の父
二代父の母

二代母の父
二代母の母

父馬名
     （毛色　　生年）

母馬名
     （毛色　　生年）

当社からの産駒名簿及び、その他のご案内の郵送をご希望にならない方は、お手数ですが当社まで
ご連絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。

母インゴット：３勝、紫苑Ｓ-OP、スイートピーＳ-OP４着、産駒
　クロフネプリンセス（15 栗 牝 クロフネ）１勝
　ミュゼクリエイター（11 鹿 牡 ジャングルポケット）北海道・東海４勝
　ビフォーダーク（07 栗 牝 キングカメハメハ）不出走、産駒
　　カクシアジ：グランダム・ジャパン2013 ２歳シーズンチャンピオン、北海道・岩手・兵庫・東海
　　　５勝、プリンセスＣ（JRA認定）、プリンセス特別、園田プリンセスＣ、リリーＣ３着、中央入着
　シトリンバレッタ（14 栗 牝 タートルボウル）兵庫５勝
祖母ダンシングレヴュー：出走、産駒
　ダンシングザード：サウスギャラクシー（東海４勝、新春ペガサスＣ４着）の母
曽祖母ヴェリリー Verily：仏出走、産駒
　クリミナーレ：４勝、ＳＴＶ杯、多摩川特別、北海道新聞杯２着、大津特別２着
　ベラシアス：２勝、新馬
　サンシャインアリー Sunshine Allie：米３勝、産駒
　　サンシャインシー Sunshine Sea：亜２勝、イスラスマルヴィナス
　　エルエレジド El Elegido：亜４勝、シルレネ-GⅡ２着
四代母ダンシングシャドウ Dancing Shadow：英２勝、ナッソーＳ-GⅡ３着、産駒
　ダンシングブルーム Dancing Bloom：英３勝、プリンセスロイヤルＳ-GⅢ、ドーンサイドＣ-L、
　　ヨークシャーオークス-GⅠ２着（２回）、ファルマスＳ-GⅡ２着

現

現



〈撮影日：4月5日〉

ダノンシャンティ

ダノンスズラン
　　　　　 　(2007)

サンデーサイレンス
ミルレーサー

Mark of Esteem
Glorious Song

Deputy Minister
Primal Force

Sadler’s Wells
Pampa Bella

フジキセキ

シャンソネット

Awesome Again

パルムドールⅡ

エイシンフラッシュ

サトノコンドル
　　　　　 （2008）

Kingmambo
Allegretta
Platini
Midnight Fever
サンデーサイレンス
アグネスフローラ

Nureyev
Smuggly

キングズベスト

ムーンレディ

アグネスタキオン

ソウスマッグ

〈撮影日：4月5日〉〈撮影日：4月5日〉

牡・鹿毛／2017年3月20日生／父：エイシンフラッシュ／母：サトノコンドル
サトノコンドル2017上場番号124

めす・鹿毛／2017年2月18日生／父：ダノンシャンティ／母：ダノンスズラン
ダノンスズラン2017上場番号161

母サトノコンドル：３戦入着、産駒
　ピンギット（14 鹿 牝 タートルボウル）入着、岩手・南関３勝
祖母ソウスマッグ So Smug：英米３勝、産駒
　サヨウナラ：中央・南関　７勝、エンプレス杯-Jpn2、河口湖特別、マリーンＣ-Jpn3３着、師走
　　Ｓ-OP３着、トパーズＳ-OP３着、ＴＣＫ女王杯-Jpn3４着、エンプレス杯-Jpn2５着、アルデバラ
　　ンＳ-OP５着、秋分特別２着、雅Ｓ４着
　フェニコーン：４勝、安房特別、潮来特別、目黒記念-GⅡ３着、オリオンＳ４着
　クシーナクシーナ：不出走、産駒
　　オスコ Hosco：米３勝、サンミゲルＳ-GⅢ、サンヴィセンテＳ-GⅡ２着
　シンシアー：２勝、新馬
　ビッグタキオン：１勝、香住特別３着
　コクワイン Coquine：不出走、産駒
　　ザペニードロップス The Penny Drops：米５勝
　　オナーファースト Honour First：米９勝
曽祖母スマッグリー Smuggly：仏４勝、サンタラリ賞-GⅠ、ペネロープ賞-GⅢ、ラカマルゴ賞-L、
　　仏オークス-GⅠ２着、産駒
　チャオフォーナウ Ciao for Now：不出走、産駒
　　チャオ Ciao：米５勝、インディアンメイドＨ、ケアシングＨ、ミセスリヴレＳ-GⅡ２着

現

交

母ダノンスズラン：入着、園田２勝、産駒
　ローザノワール（16 青鹿 牝 マンハッタンカフェ）１勝
　ダノンジェット（13 黒鹿 牡 ダノンシャンティ）兵庫・高知２勝
　スタンシア（15 黒鹿 牝 ドリームジャーニー）兵庫１勝
祖母パルムドール Palme d'Or：仏３勝、フロール賞-GⅢ、ジュベール賞、米入着、サンゴルゴニオ
　　Ｈ-GⅡ５着、産駒
　ダイナミックリズム Dynamic Rhythm：英入着、英障害１勝
　ウエスタナイズ Westernize：米入着、産駒
　　ウエスタンレディ Western Lady：トルコ入着、オズデミールアトマン３着
　　サアイーダ Saa’Ida：英１勝
　ゴールデンボーダー：入着、岩手３勝
グランカナリア：８戦入着、ジェットセッター（入着、南関１勝）の母
曽祖母パンパベラ Pampa Bella：仏３勝、ペネロープ賞-GⅢ、仏オークス-GⅠ３着、サンタラリ賞
　　-GⅠ３着、産駒
　ピストレブル Pistolet Bleu：仏７勝、サンクルー大賞典-GⅠ、クリテリウムドサンクルー-GⅠ、
　　オカール賞-GⅡ、エヴリ大賞典-GⅡ、ノアイユ賞-GⅡ、コンデ賞-GⅢ、ガネー賞-GⅠ２着、ニエル
　　賞-GⅡ２着、アルクール賞-GⅡ２着、凱旋門賞-GⅠ３着、種牡馬
　プリンストン Princeton：仏１勝、仏障害２勝

現

現

現
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