
募集馬のご案内

関西入厩馬

※�募集馬には競走馬名がついていませんので、母馬の名および

生年で表示されています。競走馬名は登録時に決定します。

※�募集馬の価格はすべて消費税込みで表示されています。

※�募集馬写真撮影／2022年6月25日〜7月25日

※�繋養先は2022年7月29日現在のものです。

※ 母馬優先 �は母馬出資者優先制度の対象馬となります。
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父産駒らしく質の高い筋肉を全身に纏い、各パーツの均整がと
れた美しい馬体の持ち主です。特にトモを構成する筋肉は、容
積も多く輪郭がはっきりと浮かび上がるほど鍛え上げられた珠
玉の逸品で、瞬時にトップスピードへと到達する鋭い走りの原
動力となっています。この母系に共通する走ることに対して非
常に意欲的な気性は、高いスピード能力を全開させる起爆剤と
なっており、芝マイル路線でのスピード勝負が本馬の能力を最
大限に活かせる舞台でしょう。現状はまだあどけなさを残す部
分もありますが、本馬の成長度合いに併せて大事に育て上げる
ことで、大輪の花を咲かせてくれる器だと見ています。

総額 7,000万円 一口出資額 175,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：池添学厩舎

リラヴァティの2151
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牡・黒鹿
２/14
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�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
ロードカナロア

�
�
Storm Cat

鹿 2008 レディブラッサム *サラトガデュー

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ゼンノロブロイ *ローミンレイチェル
リラヴァティ

�
�
Singspiel

黒鹿 2011 *シンハリーズ Baize（6）

ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy は白老産，年度代表馬，７勝，ジャパンＣ
-G1，有馬記念-JPN1，天皇賞� -JPN1。主な産駒：サンテミリオン（オークス
-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ディバインフォース（ステイヤーズＳ-G2），アスクワイ
ルドモア（京都新聞杯-G2），エキュメニカル（ＳＡＪＣブリーダーズＳ-G3），ポ
リーグレイ（ＡＴＣエポナＳ-G3），ハイランドピーク（エルムＳ-G3）

母リラヴァティ（11 ゼンノロブロイ）５勝，マーメイドＳ-G3（芝2000ｍ），パール
Ｓ（芝1800ｍ），四国新聞杯（芝2000ｍ），福島牝馬Ｓ-G3２着，ローズＳ
-G2３着，チューリップ賞-G3３着，フェアリーＳ-G3３着［勝ち距離1600ｍ
～2000ｍ］。産駒
ストゥーティ（18 牝 鹿 モーリス）３勝，チューリップ賞-G2３着，ローズＳ

-G2４着，アルテミスＳ-G3４着，�
ホートンプレインズ（19 牝 栗 エピファネイア）入着，�

祖母 *シンハリーズ Singhalese（02 Singspiel）英国産，英１勝，北米２勝，
デル マーオークス-G1，パッカーアップＳ-G3２着，アメリカン オークス
-G1３着，ハニムーンＢＣＨ-G2４着，プロヴィデンシアＳ-G3４着。産駒
シンハライト（牝 ディープインパクト）最優秀３歳牝馬，５勝，オークス

-G1，ローズＳ-G2，チューリップ賞-G3，紅梅Ｓ-OP，桜花賞-G1２着
アダムスピーク（牡ディープインパクト）３勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２
歳Ｓ-G3

アダムスブリッジ（牡 ゼンノロブロイ）２勝，若駒Ｓ-L，若葉Ｓ-L３着
スリーパーダ（牝ミッキーアイル）１勝，小倉２歳Ｓ-G3２着，�
ライティア（牝 ディープインパクト）３勝，甲東特別，エルフィンＳ-L２着，

デイリー杯２歳Ｓ-G2５着，�
ミリッサ（牝ダイワメジャー）４勝，初音Ｓ，有松特別，エルフィンＳ-OP３

着，ローズＳ-G2４着，チューリップ賞-G3４着，マーメイドＳ-G3５着
ポロンナルワ（牝 Rahy）不出走。産駒
ガルヴィハーラ（牡ゴールドアリュール）２勝，プラタナス賞，南関東

�入着，全日本２歳優駿-JPN1３着，�
ディーパワンサ（牝 ディープブリランテ）３勝，中京２歳Ｓ-OP，鷹ヶ
峰特別，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1４着

アヌラーダプラ（牝キングカメハメハ）５勝，ＵＨＢ賞-OP，船橋Ｓ，
ＨＴＢ杯，�

シンハディーパ（牝 *ウォーエンブレム）１勝。産駒
シンハリング（牝ダイワメジャー）３勝，房総特別，福島牝馬Ｓ-G3４

着，�
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�
Storm Cat

鹿 2008 レディブラッサム *サラトガデュー

�
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�
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�
*サンデーサイレンス

ゼンノロブロイ *ローミンレイチェル
リラヴァティ

�
�
Singspiel

黒鹿 2011 *シンハリーズ Baize（6）

ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy は白老産，年度代表馬，７勝，ジャパンＣ
-G1，有馬記念-JPN1，天皇賞� -JPN1。主な産駒：サンテミリオン（オークス
-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ディバインフォース（ステイヤーズＳ-G2），アスクワイ
ルドモア（京都新聞杯-G2），エキュメニカル（ＳＡＪＣブリーダーズＳ-G3），ポ
リーグレイ（ＡＴＣエポナＳ-G3），ハイランドピーク（エルムＳ-G3）

母リラヴァティ（11 ゼンノロブロイ）５勝，マーメイドＳ-G3（芝2000ｍ），パール
Ｓ（芝1800ｍ），四国新聞杯（芝2000ｍ），福島牝馬Ｓ-G3２着，ローズＳ
-G2３着，チューリップ賞-G3３着，フェアリーＳ-G3３着［勝ち距離1600ｍ
～2000ｍ］。産駒
ストゥーティ（18 牝 鹿 モーリス）３勝，チューリップ賞-G2３着，ローズＳ

-G2４着，アルテミスＳ-G3４着，�
ホートンプレインズ（19 牝 栗 エピファネイア）入着，�

祖母 *シンハリーズ Singhalese（02 Singspiel）英国産，英１勝，北米２勝，
デル マーオークス-G1，パッカーアップＳ-G3２着，アメリカン オークス
-G1３着，ハニムーンＢＣＨ-G2４着，プロヴィデンシアＳ-G3４着。産駒
シンハライト（牝 ディープインパクト）最優秀３歳牝馬，５勝，オークス

-G1，ローズＳ-G2，チューリップ賞-G3，紅梅Ｓ-OP，桜花賞-G1２着
アダムスピーク（牡ディープインパクト）３勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２
歳Ｓ-G3

アダムスブリッジ（牡 ゼンノロブロイ）２勝，若駒Ｓ-L，若葉Ｓ-L３着
スリーパーダ（牝ミッキーアイル）１勝，小倉２歳Ｓ-G3２着，�
ライティア（牝 ディープインパクト）３勝，甲東特別，エルフィンＳ-L２着，

デイリー杯２歳Ｓ-G2５着，�
ミリッサ（牝ダイワメジャー）４勝，初音Ｓ，有松特別，エルフィンＳ-OP３

着，ローズＳ-G2４着，チューリップ賞-G3４着，マーメイドＳ-G3５着
ポロンナルワ（牝 Rahy）不出走。産駒
ガルヴィハーラ（牡ゴールドアリュール）２勝，プラタナス賞，南関東

�入着，全日本２歳優駿-JPN1３着，�
ディーパワンサ（牝 ディープブリランテ）３勝，中京２歳Ｓ-OP，鷹ヶ
峰特別，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1４着

アヌラーダプラ（牝キングカメハメハ）５勝，ＵＨＢ賞-OP，船橋Ｓ，
ＨＴＢ杯，�

シンハディーパ（牝 *ウォーエンブレム）１勝。産駒
シンハリング（牝ダイワメジャー）３勝，房総特別，福島牝馬Ｓ-G3４

着，�
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母馬優先

ロードカナロア
　鹿　2008

キングカメハメハ
　鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

レディブラッサム
　鹿　1996

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

＊サラトガデュー
Cormorant

Super Luna

リラヴァティ
　黒鹿　2011

ゼンノロブロイ
　黒鹿　2000

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ローミンレイチェル
＊マイニング

One Smart Lady

＊シンハリーズ
　Singhalese
　栗　2002

Singspiel
In The Wings

Glorious Song

Baize
Efisio

Bayonne

� Mr.�Prospector�4S×5D,�Halo�4D×5D

牡・黒鹿毛
2021年2月14日生
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小柄な母の初仔らしくコンパクトな全体像ですが、細部に目を
移せば太くしっかりとした首差しやハリのある前後躯、大きな
関節など充実したつくりで、筋肉量豊富な父のエッセンスがしっ
かりと現れています。軽い手先を高速回転させたリズミカルな
フットワークを見せており、放牧地を悠々と駆け抜ける姿から
はスピード能力と持久力の高さがうかがえます。周囲の変化に
動じることのないマイペースな性格ですが、人の指示に対する
理解は早く、実戦では折り合いに苦労することはないでしょう。
落ち着いた気性から距離の融通は利きそうで、母が実績を残し
た中距離でも安定して能力を発揮してくれそうです。

総額 4,000万円 一口出資額 100,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：藤岡健一厩舎

エリティエールの2152
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�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
ロードカナロア

�
�
Storm Cat

鹿 2008 レディブラッサム *サラトガデュー

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
エリティエール

�
�
Awesome Again

鹿 2014 *ジンジャーパンチ Nappelon（16）

ディープインパクトDeep Impact は早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠，
ジャパンＣ-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ジェンティルドンナ
（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（三冠）。【ＢＭＳ：主な産駒】ブロウアウト（フ
ァーストレイディＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），アリストテレス（アメリカＪＣＣ
-G2），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母エリティエール（14 ディープインパクト）３勝，魚沼特別（芝2000ｍ），春日山
特別（芝2000ｍ）［勝ち距離1800ｍ～2000ｍ］。本馬が初仔

祖母 *ジンジャーパンチ Ginger Punch（03 Awesome Again）米国産，米古
牝馬チャンピオン，北米12勝，ＢＣディスタフ-G1，ラフィアンＨ-G1，ゴー
フォーワンドＨ-G1（２回），パーソナル エンスンＳ-G1，オグデンフィップ
スＨ-G1，同２着，ファーストフライトＨ-G2，ルイヴィルＳ-G2，Sunshine
Millions Distaff S，ベルデイムＳ-G1２着，同３着，マディソンＳ-G2２
着，アップルブラッサムＨ-G1３着。産駒
ポタジェ（牡 ディープインパクト）６勝，大阪杯-G1，白富士Ｓ-L，岸和田

Ｓ，西部日刊スポーツ杯，生田特別，新潟大賞典-G3２着，プリンシ
パルＳ-L２着，毎日王冠-G2３着，金鯱賞-G2３着，同４着，アメリ
カＪＣＣ-G2５着，�

ルージュバック（牝 マンハッタンカフェ）６勝，毎日王冠-G2，オールカマ
ー-G2，エプソムＣ-G3，きさらぎ賞-G3，百日草特別，オークス-G1２
着，中山牝馬Ｓ-G3２着，エリザベス女王杯-G1４着，有馬記念-G1
５着，ヴィクトリアマイル-G1５着

ケイブルグラム（騸 ディープインパクト）３勝，障１勝，阪神ジャンプＳ２
着

テンカハル（牡 キングカメハメハ）３勝，皿倉山特別，呼子特別，大阪－
ハンブルクＣ-OP２着，�

マミーテイラー（牝 ゼンノロブロイ）１勝
プレミアムスマイル（牝ロードカナロア）１勝，�

曽祖母ナッペロン Nappelon（92 Bold Revenue）北米17勝，カムリーＳ-G2，
Owners' Day Dash S，National Jockey Club Oaks-L２着，Woodhaven
H-L２着，ジェニュインリスクＨ-G2３着，Pebbles S-L３着。産駒
ゴールドレヴェニュー Gold Revenue：不出走。産駒

バーディー ゴールド Birdie Gold：ペルー芝牝馬チャンピオン，ペル
ー４勝，パンプローナ賞-G1

キング ゴールドバード King Goldbird：ペルー14勝，Premio Ga-
leno-L，モンテリコ競馬場賞-G2２着
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Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
ロードカナロア

�
�
Storm Cat

鹿 2008 レディブラッサム *サラトガデュー
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�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
エリティエール

�
�
Awesome Again

鹿 2014 *ジンジャーパンチ Nappelon（16）

ディープインパクトDeep Impact は早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠，
ジャパンＣ-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ジェンティルドンナ
（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（三冠）。【ＢＭＳ：主な産駒】ブロウアウト（フ
ァーストレイディＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），アリストテレス（アメリカＪＣＣ
-G2），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母エリティエール（14 ディープインパクト）３勝，魚沼特別（芝2000ｍ），春日山
特別（芝2000ｍ）［勝ち距離1800ｍ～2000ｍ］。本馬が初仔

祖母 *ジンジャーパンチ Ginger Punch（03 Awesome Again）米国産，米古
牝馬チャンピオン，北米12勝，ＢＣディスタフ-G1，ラフィアンＨ-G1，ゴー
フォーワンドＨ-G1（２回），パーソナル エンスンＳ-G1，オグデンフィップ
スＨ-G1，同２着，ファーストフライトＨ-G2，ルイヴィルＳ-G2，Sunshine
Millions Distaff S，ベルデイムＳ-G1２着，同３着，マディソンＳ-G2２
着，アップルブラッサムＨ-G1３着。産駒
ポタジェ（牡 ディープインパクト）６勝，大阪杯-G1，白富士Ｓ-L，岸和田

Ｓ，西部日刊スポーツ杯，生田特別，新潟大賞典-G3２着，プリンシ
パルＳ-L２着，毎日王冠-G2３着，金鯱賞-G2３着，同４着，アメリ
カＪＣＣ-G2５着，�

ルージュバック（牝 マンハッタンカフェ）６勝，毎日王冠-G2，オールカマ
ー-G2，エプソムＣ-G3，きさらぎ賞-G3，百日草特別，オークス-G1２
着，中山牝馬Ｓ-G3２着，エリザベス女王杯-G1４着，有馬記念-G1
５着，ヴィクトリアマイル-G1５着

ケイブルグラム（騸 ディープインパクト）３勝，障１勝，阪神ジャンプＳ２
着

テンカハル（牡 キングカメハメハ）３勝，皿倉山特別，呼子特別，大阪－
ハンブルクＣ-OP２着，�

マミーテイラー（牝 ゼンノロブロイ）１勝
プレミアムスマイル（牝ロードカナロア）１勝，�

曽祖母ナッペロン Nappelon（92 Bold Revenue）北米17勝，カムリーＳ-G2，
Owners' Day Dash S，National Jockey Club Oaks-L２着，Woodhaven
H-L２着，ジェニュインリスクＨ-G2３着，Pebbles S-L３着。産駒
ゴールドレヴェニュー Gold Revenue：不出走。産駒

バーディー ゴールド Birdie Gold：ペルー芝牝馬チャンピオン，ペル
ー４勝，パンプローナ賞-G1

キング ゴールドバード King Goldbird：ペルー14勝，Premio Ga-
leno-L，モンテリコ競馬場賞-G2２着

52 2022キャロットC１次 T0631‐67

2022‐07‐23 エリティエール

ＢＴ・産駒型／産駒型台紙３６Ｌ／ブラックタイプ 2022.08.08 17.09.00 Page 6(1)

母馬優先

ロードカナロア
　鹿　2008

キングカメハメハ
　鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

レディブラッサム
　鹿　1996

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

＊サラトガデュー
Cormorant

Super Luna

エリティエール
　鹿　2014

ディープインパクト
　鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊ジンジャーパンチ
　Ginger Punch
　栗　2003

Awesome Again
Deputy Minister

Primal Force

Nappelon
Bold Revenue

Sally Go Gray

� 5 代までにクロスなし

メス・鹿毛
2021年2月5日生
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スラッとした長い四肢に上品な首差し、バランスの良いシャー
プなフォルムは、まさに優美という表現が当てはまり、良血馬
らしい品の良さを漂わせています。筋肉の質感も良好で、伸び
があってしなやかな走りを生み出すことから、放牧地では完歩
の大きなストライド走法でグングンと加速し、前を行く僚馬を
次々と抜き去っていく姿には大器の片鱗がうかがえます。父は
短距離路線で活躍しましたが、本馬はその走法や体型からも距
離の融通は利きそうで、母が無念の涙を呑んだオークスの舞台
も視野に入れていくことになるでしょう。一族の名声をさらに
高めるため、名牝への道を堂々と歩む姿が目に浮かびます。

総額 5,000万円 一口出資額 125,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：安田隆行厩舎

バウンスシャッセの2153

53

牝・鹿
３/16

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
ロードカナロア

�
�
Storm Cat

鹿 2008 レディブラッサム *サラトガデュー

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ゼンノロブロイ *ローミンレイチェル
バウンスシャッセ

�
�
Halling

鹿 2011 *リッチダンサー Fairy Flight（2）

ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy は白老産，年度代表馬，７勝，ジャパンＣ
-G1，有馬記念-JPN1，天皇賞� -JPN1。主な産駒：サンテミリオン（オークス
-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ディバインフォース（ステイヤーズＳ-G2），アスクワイ
ルドモア（京都新聞杯-G2），エキュメニカル（ＳＡＪＣブリーダーズＳ-G3），ポ
リーグレイ（ＡＴＣエポナＳ-G3），ハイランドピーク（エルムＳ-G3）

母バウンスシャッセ（11 ゼンノロブロイ）５勝，愛知杯-G3（芝2000ｍ），中山
牝馬Ｓ-G3（芝1800ｍ），フラワーＣ-G3（芝1800ｍ），寒竹賞（芝2000
ｍ），オークス-G1３着，中日新聞杯-G3５着［勝ち距離1800ｍ～2000
ｍ］。産駒
グランプレジール（19 牡 栗 モーリス）１勝，�
レヴォルタード（20 牡 黒鹿エピファネイア）未出走

祖母 *リッチダンサー Rich Dancer（00 Halling）英国産，英入着。産駒
ムーンクエイク（騸アドマイヤムーン）６勝，京王杯スプリングＣ-G2，長

岡京Ｓ，甲東特別，葉山特別，岩手�入着，いしがきマイラーズ４
着，�

コントラチェック（牝ディープインパクト）５勝，オーシャンＳ-G3，ターコイ
ズＳ-G3，フラワーＣ-G3，菜の花賞，京成杯オータムＨ-G3２着

スタッブズ アート Stubbs Art（騸 Hawk Wing）英１勝，英2000ギニー
-G1３着，愛入着，愛2000ギニー-G1３着，サウジアラビア２勝

フロアクラフト（牝フジキセキ）４勝，宇治川特別，遠州灘特別，スイートピ
ーＳ-L２着，オークス-G1５着。産駒
ラヴォルタ（牝ロードカナロア）１勝，�
アレマーナ（牝キングカメハメハ）１勝，�

ホーカーテンペスト（騸 Hawk Wing）５勝，オリオンＳ，韓国馬事会杯，
黄梅賞，障３勝，新潟ジャンプＳ４着

メリーモナーク（騸 キングカメハメハ）１勝，障１勝，小倉サマージャンプ
４着

エルクメイトElkmait（牝 Trade Fair）英１勝。産駒
*ザマッケムブレット The Mackem Bullet（牝 Society Rock）英１

勝，チェヴァリー パークＳ-G1２着，ロウザーＳ-G2２着，プリン
セスマーガレットＳ-G3３着，北米２勝，アパラチアンＳ-G2，ミ
セスリヴィアＳ-G2３着，ヴァリーヴューＳ-G3３着

シーズソー ナイス She's So Nice（牝 Mehmas）英１勝，ロウザー
Ｓ-G2４着，北米２勝

ラクスバラディー（牝ドゥラメンテ）１勝，�
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牝・鹿
３/16

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
ロードカナロア

�
�
Storm Cat

鹿 2008 レディブラッサム *サラトガデュー

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ゼンノロブロイ *ローミンレイチェル
バウンスシャッセ

�
�
Halling

鹿 2011 *リッチダンサー Fairy Flight（2）

ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy は白老産，年度代表馬，７勝，ジャパンＣ
-G1，有馬記念-JPN1，天皇賞� -JPN1。主な産駒：サンテミリオン（オークス
-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ディバインフォース（ステイヤーズＳ-G2），アスクワイ
ルドモア（京都新聞杯-G2），エキュメニカル（ＳＡＪＣブリーダーズＳ-G3），ポ
リーグレイ（ＡＴＣエポナＳ-G3），ハイランドピーク（エルムＳ-G3）

母バウンスシャッセ（11 ゼンノロブロイ）５勝，愛知杯-G3（芝2000ｍ），中山
牝馬Ｓ-G3（芝1800ｍ），フラワーＣ-G3（芝1800ｍ），寒竹賞（芝2000
ｍ），オークス-G1３着，中日新聞杯-G3５着［勝ち距離1800ｍ～2000
ｍ］。産駒
グランプレジール（19 牡 栗 モーリス）１勝，�
レヴォルタード（20 牡 黒鹿エピファネイア）未出走

祖母 *リッチダンサー Rich Dancer（00 Halling）英国産，英入着。産駒
ムーンクエイク（騸アドマイヤムーン）６勝，京王杯スプリングＣ-G2，長

岡京Ｓ，甲東特別，葉山特別，岩手�入着，いしがきマイラーズ４
着，�

コントラチェック（牝ディープインパクト）５勝，オーシャンＳ-G3，ターコイ
ズＳ-G3，フラワーＣ-G3，菜の花賞，京成杯オータムＨ-G3２着

スタッブズ アート Stubbs Art（騸 Hawk Wing）英１勝，英2000ギニー
-G1３着，愛入着，愛2000ギニー-G1３着，サウジアラビア２勝

フロアクラフト（牝フジキセキ）４勝，宇治川特別，遠州灘特別，スイートピ
ーＳ-L２着，オークス-G1５着。産駒
ラヴォルタ（牝ロードカナロア）１勝，�
アレマーナ（牝キングカメハメハ）１勝，�

ホーカーテンペスト（騸 Hawk Wing）５勝，オリオンＳ，韓国馬事会杯，
黄梅賞，障３勝，新潟ジャンプＳ４着

メリーモナーク（騸 キングカメハメハ）１勝，障１勝，小倉サマージャンプ
４着

エルクメイトElkmait（牝 Trade Fair）英１勝。産駒
*ザマッケムブレット The Mackem Bullet（牝 Society Rock）英１

勝，チェヴァリー パークＳ-G1２着，ロウザーＳ-G2２着，プリン
セスマーガレットＳ-G3３着，北米２勝，アパラチアンＳ-G2，ミ
セスリヴィアＳ-G2３着，ヴァリーヴューＳ-G3３着

シーズソー ナイス She's So Nice（牝 Mehmas）英１勝，ロウザー
Ｓ-G2４着，北米２勝

ラクスバラディー（牝ドゥラメンテ）１勝，�
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母馬優先

ロードカナロア
　鹿　2008

キングカメハメハ
　鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

レディブラッサム
　鹿　1996

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

＊サラトガデュー
Cormorant

Super Luna

バウンスシャッセ
　鹿　2011

ゼンノロブロイ
　黒鹿　2000

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ローミンレイチェル
＊マイニング

One Smart Lady

＊リッチダンサー
　Rich Dancer
　黒鹿　2000

Halling
Diesis

Dance Machine

Fairy Flight
Fairy King

Rising Tide

� Mr.�Prospector�4S×5D,�Northern�Dancer�5S×5D

メス・鹿毛
2021年3月16日生
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短めの首つきや厚く発育した胸、健康的に張り出した肋部と腹
構え、見るからに出力が大きそうな臀部など、各部の力感が見
事です。さらに、フワリとした筋肉や薄く滑らかな皮膚の感触、
引き締まったトップラインに精悍な顔立ちなど、品格を兼備し
た立ち姿は美しさも出色です。手先の軽いフットワークに運動
神経のよさも見てとれ、背中をリズミカルに伸縮させながら加
速してゆく切れのいい走りからも、瞬発力を武器に注目を集め
ることでしょう。熱量豊かな感度のよさと、状況判断に優れて
賢明なメリハリの利いた気性も心強いポイントで、心技体のす
べてにおいて才能に恵まれたターフの主役候補です。

総額 7,000万円 一口出資額 175,000円【全400口】
■生産：白老ファーム　■繋養：白老ファームYearling　■入厩予定：藤原英昭厩舎

トータルヒートの2154
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牡・黒鹿
２/21

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス Wishing Well
ハーツクライ

�
�
*トニービン

鹿 2001 アイリッシュダンス *ビューパーダンス

�
�
�

ストリートクライ
�
�
Machiavellian

Street Cry Helen Street
*トータルヒート

�
�
Unusual Heat

栗 2011 *リーサルヒート Lethal Leta（22）

ストリートクライ Street Cry は愛国産，北米・UAE５勝，ドバイワールドＣ
-G1。豪チャンピオンサイアー。主な産駒：ゼニヤッタ（ＢＣクラシック-G1），ウィン
クス（ＭＶＲＣ Ｗ.Ｓ.コックスプレート-G1４回）。【ＢＭＳ：主な産駒】ヴィノロ
ッソ（ＢＣクラシック-G1），スキッタースキャッター（モイグレアスタッドＳ-G1），ダ
イヴァーシファイ（ジョッキークラブゴールドカップＳ-G1）

母 *トータルヒート（11 Street Cry）米国産，５勝，山城Ｓ（芝1200ｍ），三鷹特
別（芝1400ｍ），ルミエールオータムダッシュ-OP２着［勝ち距離1200ｍ～
1400ｍ］。産駒
キャンデセント（19 牡 鹿ディープインパクト）１勝，�
サーマルソアリング（20 牝 鹿ドゥラメンテ）未出走

祖母 *リーサルヒート Lethal Heat（05 Unusual Heat）米国産，北米６勝，
ハリウッド オークス-G2，サンタポーラＳ-G3，Real Good Deal S，Fleet
Treat S，レイディズシークレットＳ-G1２着，パロマーＨ-G2２着，Califor-
nia Cup Classic H２着，デル マーオークス-G1３着，クレメントＬ.ハー
シュＳ-G1３着，デル マーマイルＨ-G2３着，レイルバードＳ-G3３着，
モンロヴィアＨ-G3３着。産駒
リーサルストライク（牡 Smart Strike）２勝
アルティマヒート（牝ステイゴールド）１勝
ノーフェイク（騸オルフェーヴル）東海�２勝，兵庫�６勝，�

曽祖母リーサルリタ Lethal Leta（91 Synastry）北米12勝，Santa Clara H，
Golden State Lotto H，High Estimate H，Variety Baby H，Rainbow
Meadows Thoroughbreds H，Ribbonwood Farm H，Idaho Cup Juven-
ile Championship S，Idaho Cup Distaff Derby，Santa Clara H-L２着，
Palo Alto H-L２着，Cecilia de Mille Harper H２着，San Jose Breede-
rs' Cup H２着，Los Altos H２着，Tanaka Family Farm H２着，Star
Ball H３着，Petite Ile H３着，North Sider H３着，Arches of Gold H
３着，Pleasanton Senorita S３着。産駒
プリヴァレント Prevalent：北米３勝，Meafara S
リーサル ハンター Lethal Hunter：不出走。産駒

ザ ハンティド The Hunted：北米４勝，Crystal Water S
ハンツヴィル Huntsville：北米３勝，Crystal Water S２着，デル マ
ーＨ-G2３着

シリアスヒートSerious Heat：不出走。産駒
リーサル スピーカー Lethal Speaker：パナマ６勝，Premio Jorge

Ameglio
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牡・黒鹿
２/21

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス Wishing Well
ハーツクライ

�
�
*トニービン

鹿 2001 アイリッシュダンス *ビューパーダンス

�
�
�

ストリートクライ
�
�
Machiavellian

Street Cry Helen Street
*トータルヒート

�
�
Unusual Heat

栗 2011 *リーサルヒート Lethal Leta（22）

ストリートクライ Street Cry は愛国産，北米・UAE５勝，ドバイワールドＣ
-G1。豪チャンピオンサイアー。主な産駒：ゼニヤッタ（ＢＣクラシック-G1），ウィン
クス（ＭＶＲＣ Ｗ.Ｓ.コックスプレート-G1４回）。【ＢＭＳ：主な産駒】ヴィノロ
ッソ（ＢＣクラシック-G1），スキッタースキャッター（モイグレアスタッドＳ-G1），ダ
イヴァーシファイ（ジョッキークラブゴールドカップＳ-G1）

母 *トータルヒート（11 Street Cry）米国産，５勝，山城Ｓ（芝1200ｍ），三鷹特
別（芝1400ｍ），ルミエールオータムダッシュ-OP２着［勝ち距離1200ｍ～
1400ｍ］。産駒
キャンデセント（19 牡 鹿ディープインパクト）１勝，�
サーマルソアリング（20 牝 鹿ドゥラメンテ）未出走

祖母 *リーサルヒート Lethal Heat（05 Unusual Heat）米国産，北米６勝，
ハリウッド オークス-G2，サンタポーラＳ-G3，Real Good Deal S，Fleet
Treat S，レイディズシークレットＳ-G1２着，パロマーＨ-G2２着，Califor-
nia Cup Classic H２着，デル マーオークス-G1３着，クレメントＬ.ハー
シュＳ-G1３着，デル マーマイルＨ-G2３着，レイルバードＳ-G3３着，
モンロヴィアＨ-G3３着。産駒
リーサルストライク（牡 Smart Strike）２勝
アルティマヒート（牝ステイゴールド）１勝
ノーフェイク（騸オルフェーヴル）東海�２勝，兵庫�６勝，�

曽祖母リーサルリタ Lethal Leta（91 Synastry）北米12勝，Santa Clara H，
Golden State Lotto H，High Estimate H，Variety Baby H，Rainbow
Meadows Thoroughbreds H，Ribbonwood Farm H，Idaho Cup Juven-
ile Championship S，Idaho Cup Distaff Derby，Santa Clara H-L２着，
Palo Alto H-L２着，Cecilia de Mille Harper H２着，San Jose Breede-
rs' Cup H２着，Los Altos H２着，Tanaka Family Farm H２着，Star
Ball H３着，Petite Ile H３着，North Sider H３着，Arches of Gold H
３着，Pleasanton Senorita S３着。産駒
プリヴァレント Prevalent：北米３勝，Meafara S
リーサル ハンター Lethal Hunter：不出走。産駒

ザ ハンティド The Hunted：北米４勝，Crystal Water S
ハンツヴィル Huntsville：北米３勝，Crystal Water S２着，デル マ
ーＨ-G2３着

シリアスヒートSerious Heat：不出走。産駒
リーサル スピーカー Lethal Speaker：パナマ６勝，Premio Jorge

Ameglio
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母馬優先

ハーツクライ
　鹿　2001

＊サンデーサイレンス
　Sunday Silence
　青鹿　1986

Halo
Hail to Reason

Cosmah

Wishing Well
Understanding

Mountain Flower

アイリッシュダンス
　鹿　1990

＊トニービン
＊カンパラ

Severn Bridge

＊ビューパーダンス
Lyphard

My Bupers

＊トータルヒート
　Total�Heat
　栗　2011

ストリート クライ
　Street Cry
　黒鹿　1998

Machiavellian
Mr. Prospector

Coup de Folie

Helen Street
Troy

Waterway

＊リーサルヒート
　Lethal Heat
　鹿　2005

Unusual Heat
Nureyev

Rossard

Lethal Leta
Synastry

Tiptopper

� Halo�3S×5D,�Northern�Dancer�5S×5D

牡・黒鹿毛
2021年2月21日生
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偉大な全姉の存在かつ貴重な父の最終世代と、デビュー前から
圧倒的な期待がかかる本馬ですが、常に自信を覗かせる精悍な
顔つきからは、まるで自身に託された使命を理解しているかの
ような雰囲気を感じます。立ち姿から放たれるオーラだけでは
なく、放牧地における走り出しから最高速への移行スピード、
馬群を縫って先頭に立つ走りのセンス、先頭に立ってからも垂
れることのない非凡なスタミナなど、評価項目をあげれば枚挙
に暇がありません。国内はもとより海外でも活躍した全姉が、
もし牡馬であればどのようなローテーションを歩んだのか。本
馬なら、そんなifを実現してくれそうな予感さえしています。

総額 10,000万円 一口出資額 250,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：藤原英昭厩舎

リリサイドの2155
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牡・鹿
３/28

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス Wishing Well
ハーツクライ

�
�
*トニービン

鹿 2001 アイリッシュダンス *ビューパーダンス

�
�
�

アメリカンポスト
�
�
Bering

American Post Wells Fargo
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鹿 2007 Miller's Lily Lymara（1）

アメリカン ポストAmerican Post は英国産，仏英６勝，仏2000ギニー-G1，レ
ーシング ポストトロフィー-G1。仏２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ロビン
オブナヴァン（クリテリウムドサンクルー-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】リスグラシュ
ー（有馬記念-G1，ＭＶＲＣ Ｗ.Ｓ.コックスプレート-G1），ウートン（フォンテン
ブロー賞-G3），オンザムーンアゲイン（フラワーボウルＳ-G1２着）

母 *リリサイド Liliside（07 American Post）仏国産，仏５勝，Prix de la
Californie-L（芝1500ｍ），Prix La Camargo-L（芝1600ｍ），Prix de La
Cochere-L（芝1600ｍ）［勝ち距離1500ｍ～1800ｍ］。産駒
プルメリアスター（12 牝 黒鹿 ゼンノロブロイ）３勝，豊川特別（芝1600

ｍ）
レイリオン（13 牝 鹿ダイワメジャー）２勝
リスグラシュー（14 牝 黒鹿 ハーツクライ）年度代表馬，最優秀古牝馬
（２回），６勝，有馬記念-G1（芝2500ｍ），宝塚記念-G1（芝2200
ｍ），エリザベス女王杯-G1（芝2200ｍ），東京新聞杯-G3（芝1600
ｍ），アルテミスＳ-G3（芝1600ｍ），２歳未勝利（阪神・芝1800ｍ，２
歳レコード），桜花賞-G1２着，秋華賞-G1２着，ヴィクトリアマイル-G1
２着，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1２着，金鯱賞-G2２着，府中牝
馬Ｓ-G2２着，阪神牝馬Ｓ-G2３着，ローズＳ-G2３着，チューリップ
賞-G3３着，オークス-G1５着，豪１勝，ＭＶＲＣ Ｗ.Ｓ.コックスプ
レート-G1（芝2040ｍ），香港入着，香港ヴァーズ-G1２着，香港クイー
ンエリザベス二世Ｃ-G1３着

サトノコメット（15 牝 黒鹿ダイワメジャー）兵庫�２勝，中央入着
アラスカ（16 牝 鹿 オルフェーヴル）３勝，支笏湖特別（芝1800ｍ），北辰

特別（芝1800ｍ）
クローヴィス（18 騸 鹿 ハーツクライ）入着，東海�１勝，�

祖母ミラーズリリー Miller's Lily（88 *ミラーズメイト）仏２勝。産駒
*リリーアメリカ Lily America（牝 American Post）仏３勝，Prix La Ca-

margo-L
ザワイズレイディThe Wise Lady（牝 Ganges）仏３勝，ミエスク賞-G3

２着。ミン ジー コスモス Ming Zhi Cosmos（牝 Duke of Marm-
alade：セルジオクマニ賞-G3）の母，ロビン オブ ナヴァン Robin of
Navan（牡 American Post：クリテリウムドサンクルー-G1）の祖母

ゴールデンリリー Golden Lily（牝 Dolphin Street）仏障１勝。*リリーズ
キャンドル Lily's Candle（牝 Style Vendome：マルセル ブサック賞
-G1）の母
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鹿 2007 Miller's Lily Lymara（1）

アメリカン ポストAmerican Post は英国産，仏英６勝，仏2000ギニー-G1，レ
ーシング ポストトロフィー-G1。仏２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ロビン
オブナヴァン（クリテリウムドサンクルー-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】リスグラシュ
ー（有馬記念-G1，ＭＶＲＣ Ｗ.Ｓ.コックスプレート-G1），ウートン（フォンテン
ブロー賞-G3），オンザムーンアゲイン（フラワーボウルＳ-G1２着）

母 *リリサイド Liliside（07 American Post）仏国産，仏５勝，Prix de la
Californie-L（芝1500ｍ），Prix La Camargo-L（芝1600ｍ），Prix de La
Cochere-L（芝1600ｍ）［勝ち距離1500ｍ～1800ｍ］。産駒
プルメリアスター（12 牝 黒鹿 ゼンノロブロイ）３勝，豊川特別（芝1600

ｍ）
レイリオン（13 牝 鹿ダイワメジャー）２勝
リスグラシュー（14 牝 黒鹿 ハーツクライ）年度代表馬，最優秀古牝馬
（２回），６勝，有馬記念-G1（芝2500ｍ），宝塚記念-G1（芝2200
ｍ），エリザベス女王杯-G1（芝2200ｍ），東京新聞杯-G3（芝1600
ｍ），アルテミスＳ-G3（芝1600ｍ），２歳未勝利（阪神・芝1800ｍ，２
歳レコード），桜花賞-G1２着，秋華賞-G1２着，ヴィクトリアマイル-G1
２着，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1２着，金鯱賞-G2２着，府中牝
馬Ｓ-G2２着，阪神牝馬Ｓ-G2３着，ローズＳ-G2３着，チューリップ
賞-G3３着，オークス-G1５着，豪１勝，ＭＶＲＣ Ｗ.Ｓ.コックスプ
レート-G1（芝2040ｍ），香港入着，香港ヴァーズ-G1２着，香港クイー
ンエリザベス二世Ｃ-G1３着

サトノコメット（15 牝 黒鹿ダイワメジャー）兵庫�２勝，中央入着
アラスカ（16 牝 鹿 オルフェーヴル）３勝，支笏湖特別（芝1800ｍ），北辰

特別（芝1800ｍ）
クローヴィス（18 騸 鹿 ハーツクライ）入着，東海�１勝，�

祖母ミラーズリリー Miller's Lily（88 *ミラーズメイト）仏２勝。産駒
*リリーアメリカ Lily America（牝 American Post）仏３勝，Prix La Ca-

margo-L
ザワイズレイディThe Wise Lady（牝 Ganges）仏３勝，ミエスク賞-G3

２着。ミン ジー コスモス Ming Zhi Cosmos（牝 Duke of Marm-
alade：セルジオクマニ賞-G3）の母，ロビン オブ ナヴァン Robin of
Navan（牡 American Post：クリテリウムドサンクルー-G1）の祖母

ゴールデンリリー Golden Lily（牝 Dolphin Street）仏障１勝。*リリーズ
キャンドル Lily's Candle（牝 Style Vendome：マルセル ブサック賞
-G1）の母
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ハーツクライ
　鹿　2001

＊サンデーサイレンス
　Sunday Silence
　青鹿　1986

Halo
Hail to Reason

Cosmah

Wishing Well
Understanding

Mountain Flower

アイリッシュダンス
　鹿　1990

＊トニービン
＊カンパラ

Severn Bridge

＊ビューパーダンス
Lyphard

My Bupers

＊リリサイド
　Liliside
　鹿　2007

アメリカン ポスト
　American Post
　黒鹿　2001

Bering
Arctic Tern

Beaune

Wells Fargo
Sadler's Wells

Cruising Height

ミラーズ リリー
　Miller's Lily
　鹿　1988

＊ミラーズメイト
Mill Reef

Primatie

Lymara
Lyphard

Maradadi

� Lyphard�4S×4D×5D,�Northern�Dancer�5S×5D×5D

牡・鹿毛
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生産者の意図はその配合からうかがい知ることができますが、
本馬の場合は仕上がりの早さと豊かな成長力の融合となります。
幼さがあった馬体は今春を境に著しい成長を遂げ、胴に伸びが
出ると同時にトモの筋肉量が増すなど、今では随所に両親の優
れたエッセンスを確認することができます。それは動作の中に
も見てとることができ、手先の軽さと力強さを兼ね備えたキャ
ンターはスピード感に満ち溢れ、四肢を高速回転させることで
僚馬を瞬時に引き離します。我の強さはあるものの人の指示に
的確に応えてくれる聡明さも魅力のひとつで、早期デビューか
らターフで躍動し、父の名をさらに高めてくれることでしょう。

総額 5,000万円 一口出資額 125,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：斉藤崇史厩舎

アルアリングスターの2156
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鹿 2015 Spring Jump Meg's Answer（A24）

イクスチェインジレイト Exchange Rate は米国産，北米６勝，トムフールＳ
-G2，Risen Star S-L。主な産駒：レックレスアバンダン（ミドル パークＳ-G1，モ
ルニ賞-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ブリーカーストリート（ニューヨークＳ-G1），カ
ルソネッティ（スイパチャ大賞典-G1），スペシャルドバイ（サン マルチン将軍大
賞典-G1），ヘルキス（南米サラブレッド奨励協会大賞典-G1）

母 *アルアリングスター Alluring Star（15 Exchange Rate）米国産，北米１
勝，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ-G1２着，シャンデリアＳ-G1２着［勝ち
距離6.5Ｆ］。産駒
ザッキング（19 牡 栗 Curlin）入着，�
キャラメルシフォン（20 牝 栗 ハーツクライ）未出走

祖母スプリング ジャンプ Spring Jump（08 Jump Start）北米４勝，HBPA
Municipalities Mayors H２着，White Clay Creek S２着。産駒
ゴールデンサージ Golden Surge（騸 Goldencents）北米１勝
プリンスカイロPrince Cairo（騸 Cairo Prince）北米１勝

曽祖母メグズアンサー Meg's Answer（04 West Acre）不出走。産駒
シャドウホール Shadow Hall：北米３勝

四代母スプリングヒルアンサー Spring Hill Answer（86 Springhill）北米11
勝。産駒
マグナス ワン Magnus One：北米８勝，Prairie Express S，Prairie

Meadows Freshman S２着
スナッピー アンサー Snappy Answer：北米３勝，Everget S，Windy
City S３着。産駒
ダイナミックウェイDynamic Way：北米３勝。産駒

ダイナミックウェイン Dynamic Wayne：北米３勝，タンパ ベイ
ダービー-G3３着

スカイランナー Skyrunner：北米７勝，Crank It Up S３着，Anderson
Fowler S３着

五代母レイディズ アンサー Lady's Answer（76 *ノーザンアンサー）不出走。
エリカズドリーム Erica's Dream（ガーデニアＨ-G3，アーリントンメイト
ロンＨ-G3），トゥーシーズ アンサー Twosies Answer（Berlo H-L）の
母，アンサー ライヴリー Answer Lively（米２歳牡馬チャンピオン，Ｂ
Ｃジュヴェナイル-G1），アルボラン シー Alboran Sea（ケイプフライング
チャンピオンシップ-G1），アドリームイズボーン Adreamisborn（ロング
エイカーズマイルＨ-G3），キス ミートゥワイス Kiss Me Twice（Flori-
da Breeders' Distaff S）の祖母
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Jump Start

鹿 2015 Spring Jump Meg's Answer（A24）

イクスチェインジレイト Exchange Rate は米国産，北米６勝，トムフールＳ
-G2，Risen Star S-L。主な産駒：レックレスアバンダン（ミドル パークＳ-G1，モ
ルニ賞-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ブリーカーストリート（ニューヨークＳ-G1），カ
ルソネッティ（スイパチャ大賞典-G1），スペシャルドバイ（サン マルチン将軍大
賞典-G1），ヘルキス（南米サラブレッド奨励協会大賞典-G1）

母 *アルアリングスター Alluring Star（15 Exchange Rate）米国産，北米１
勝，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ-G1２着，シャンデリアＳ-G1２着［勝ち
距離6.5Ｆ］。産駒
ザッキング（19 牡 栗 Curlin）入着，�
キャラメルシフォン（20 牝 栗 ハーツクライ）未出走

祖母スプリング ジャンプ Spring Jump（08 Jump Start）北米４勝，HBPA
Municipalities Mayors H２着，White Clay Creek S２着。産駒
ゴールデンサージ Golden Surge（騸 Goldencents）北米１勝
プリンスカイロPrince Cairo（騸 Cairo Prince）北米１勝

曽祖母メグズアンサー Meg's Answer（04 West Acre）不出走。産駒
シャドウホール Shadow Hall：北米３勝

四代母スプリングヒルアンサー Spring Hill Answer（86 Springhill）北米11
勝。産駒
マグナス ワン Magnus One：北米８勝，Prairie Express S，Prairie

Meadows Freshman S２着
スナッピー アンサー Snappy Answer：北米３勝，Everget S，Windy

City S３着。産駒
ダイナミックウェイDynamic Way：北米３勝。産駒

ダイナミックウェイン Dynamic Wayne：北米３勝，タンパ ベイ
ダービー-G3３着

スカイランナー Skyrunner：北米７勝，Crank It Up S３着，Anderson
Fowler S３着

五代母レイディズ アンサー Lady's Answer（76 *ノーザンアンサー）不出走。
エリカズドリーム Erica's Dream（ガーデニアＨ-G3，アーリントンメイト
ロンＨ-G3），トゥーシーズ アンサー Twosies Answer（Berlo H-L）の
母，アンサー ライヴリー Answer Lively（米２歳牡馬チャンピオン，Ｂ
Ｃジュヴェナイル-G1），アルボラン シー Alboran Sea（ケイプフライング
チャンピオンシップ-G1），アドリームイズボーン Adreamisborn（ロング
エイカーズマイルＨ-G3），キス ミートゥワイス Kiss Me Twice（Flori-
da Breeders' Distaff S）の祖母
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　鹿　2015
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　Exchange Rate
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Northern Dancer

Pas de Nom
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Seeking the Gold

Spectacular Bev
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　Spring Jump
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Jump Start
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Steady Cat

Meg's Answer
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Spring Hill Answer

� Northern�Dancer�4D×5S
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上背があってスラリとした骨格にはしなやかな筋肉をまとって
おり、それを覆う艶やかな皮膚感は存在感を際立たせるととも
に、健康状態が極めて良好なことを示しています。放牧地では
他馬を引っ張っていくほどの圧倒的な運動量を誇り、先に音を
上げる僚馬たちを置き去りにしてもなお、駆け回るほどの高い
スピード能力と無尽蔵なスタミナには舌を巻くばかりです。僚
馬への負けん気の強さを見せつつも、扱い手の指示には的確に
反応する利発さも兼ね備えており、今後の調教や実戦でも理想
的な操縦性が期待できます。勢いある父産駒ということを加味
すれば、目指す道は自ずとクラシックロード一択です。

総額 5,000万円 一口出資額 125,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：池江泰寿厩舎

サトノオニキスの2157
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�
�
*ジェネラス

黒鹿 2013 *ミスティックリップス Majorata（8）

ディープインパクトDeep Impact は早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠，
ジャパンＣ-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ジェンティルドンナ
（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（三冠）。【ＢＭＳ：主な産駒】ブロウアウト（フ
ァーストレイディＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），アリストテレス（アメリカＪＣＣ
-G2），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母サトノオニキス（13 ディープインパクト）２勝［勝ち距離1600ｍ～2000ｍ］。産
駒
オランジー（20 牝 黒鹿 *ドレフォン）未出走

祖母 *ミスティックリップス Mystic Lips（04 *ジェネラス）独国産，独１勝，
独オークス-G1，独1000ギニー-G2２着，Dusseldorfer Stutenpreis-L３
着，仏入着，オペラ賞-G1４着，ノネット賞-G3４着。産駒
ハーメティキスト（牡ロードカナロア）４勝，湘南Ｓ，富里特別，富良野特

別，オクトーバーＳ-L３着，�
ミスティックグロウ（騸オルフェーヴル）３勝，魚沼特別
チュウワノキセキ（騸 *キンシャサノキセキ）３勝，�
ラジエル（牝ミッキーアイル）１勝，�
*サトノジェイド（牝 Cape Cross）５戦，入着。産駒

クープラン（牡ドゥラメンテ）１勝，�
トランソニック（牡シルバーステート）１勝，�

キーオブライフ（牝 *キングズベスト）不出走。産駒
クリノアンカーマン（騸 *キンシャサノキセキ）１勝，�

曽祖母マジョラータMajorata（94 Acatenango）独１戦。産駒
メジャーロワMajor Roi：独２勝

四代母マジョリタート Majoritat（84 Konigsstuhl）独３歳牝馬チャンピオン，
独６勝，独オークス-G2，独1000ギニー-G2，カジノトラーフェミュンデ賞
-G3，Fruhjahrs-Stuten-Preis-L。産駒
マリナス Malinas：独２勝，ウニオーンレンネン-G2。種牡馬
ミッドナイトフィーヴァー Midnight Fever：不出走。*ムーンレディMoonl-

ady（独セントレジャー-G2，ロングアイランドＨ-G2）の母，エイシンフ
ラッシュ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1）の祖母，エイムトゥプリー
ズ Aim to Please（ベルトランドタラゴン賞-G3）の曽祖母

マジ Maji：英１勝。マクレヤ Macleya（ポモーヌ賞-G2），モンクレール
Montclair（バルブヴィル賞-G3）の祖母，マーレ アウストラリス
Mare Australis（ガネー賞-G1），トリブヴァン Tribhuvan（マンハッ
タンＳ-G1）の曽祖母
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牡・黒鹿
２/13

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kris S.

*シンボリクリスエス Tee Kay
エピファネイア

�
�
スペシャルウィーク

鹿 2010 シーザリオ *キロフプリミエール

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
サトノオニキス

�
�
*ジェネラス

黒鹿 2013 *ミスティックリップス Majorata（8）

ディープインパクトDeep Impact は早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠，
ジャパンＣ-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ジェンティルドンナ
（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（三冠）。【ＢＭＳ：主な産駒】ブロウアウト（フ
ァーストレイディＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），アリストテレス（アメリカＪＣＣ
-G2），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母サトノオニキス（13 ディープインパクト）２勝［勝ち距離1600ｍ～2000ｍ］。産
駒
オランジー（20 牝 黒鹿 *ドレフォン）未出走

祖母 *ミスティックリップス Mystic Lips（04 *ジェネラス）独国産，独１勝，
独オークス-G1，独1000ギニー-G2２着，Dusseldorfer Stutenpreis-L３
着，仏入着，オペラ賞-G1４着，ノネット賞-G3４着。産駒
ハーメティキスト（牡ロードカナロア）４勝，湘南Ｓ，富里特別，富良野特

別，オクトーバーＳ-L３着，�
ミスティックグロウ（騸オルフェーヴル）３勝，魚沼特別
チュウワノキセキ（騸 *キンシャサノキセキ）３勝，�
ラジエル（牝ミッキーアイル）１勝，�
*サトノジェイド（牝 Cape Cross）５戦，入着。産駒

クープラン（牡ドゥラメンテ）１勝，�
トランソニック（牡シルバーステート）１勝，�

キーオブライフ（牝 *キングズベスト）不出走。産駒
クリノアンカーマン（騸 *キンシャサノキセキ）１勝，�

曽祖母マジョラータMajorata（94 Acatenango）独１戦。産駒
メジャーロワMajor Roi：独２勝

四代母マジョリタート Majoritat（84 Konigsstuhl）独３歳牝馬チャンピオン，
独６勝，独オークス-G2，独1000ギニー-G2，カジノトラーフェミュンデ賞
-G3，Fruhjahrs-Stuten-Preis-L。産駒
マリナス Malinas：独２勝，ウニオーンレンネン-G2。種牡馬
ミッドナイトフィーヴァー Midnight Fever：不出走。*ムーンレディMoonl-

ady（独セントレジャー-G2，ロングアイランドＨ-G2）の母，エイシンフ
ラッシュ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1）の祖母，エイムトゥプリー
ズ Aim to Please（ベルトランドタラゴン賞-G3）の曽祖母

マジ Maji：英１勝。マクレヤ Macleya（ポモーヌ賞-G2），モンクレール
Montclair（バルブヴィル賞-G3）の祖母，マーレ アウストラリス
Mare Australis（ガネー賞-G1），トリブヴァン Tribhuvan（マンハッ
タンＳ-G1）の曽祖母
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エピファネイア
　鹿　2010

＊シンボリクリスエス
　Symboli Kris S
　黒鹿　1999

Kris S.
Roberto

Sharp Queen

Tee Kay
Gold Meridian

Tri Argo

シーザリオ
　青　2002

スペシャルウィーク
＊サンデーサイレンス

キャンペンガール

＊キロフプリミエール
Sadler's Wells

Querida

サトノオニキス
　黒鹿　2013

ディープインパクト
　鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊ミスティックリップス
　Mystic Lips
　鹿　2004

＊ジェネラス
Caerleon

Doff the Derby

Majorata
Acatenango

Majoritat

� ＊サンデーサイレンス�3D×4S,�Hail�to�Reason�5S×5D

牡・黒鹿毛
2021年2月13日生
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3戦3勝で最優秀2歳牝馬に輝いた祖母をはじめ、この一族の多
くの活躍馬が体格差を感じさせない類い稀な身体能力を持ち合
わせていました。本馬もコンパクトにまとまった体型をしてい
ますが首差しは太く、肩回りや臀部の筋肉が発達していること
もあり、馬体重の数字以上に体を大きく見せます。この牝系ら
しく筋肉には柔軟性があり、適度に硬さのある股関節が放牧地
での躍動感のある素軽い走りを可能にしています。感情をコン
トロールできる我慢強い気性は距離の融通だけではなく、苦し
い場面を耐え抜き、勝利を目指して戦い抜く姿をイメージさせ
ます。一族の更なる発展を目指し、大きな舞台を狙います。

総額 4,000万円 一口出資額 100,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：須貝尚介厩舎

レーヴドゥラメールの2158
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牝・芦
１/12

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kris S.

*シンボリクリスエス Tee Kay
エピファネイア

�
�
スペシャルウィーク

鹿 2010 シーザリオ *キロフプリミエール

�
�
�

�
�
キングカメハメハ

ロードカナロア レディブラッサム
レーヴドゥラメール

�
�
アグネスタキオン

芦 2016 レーヴディソール *レーヴドスカー（1）

ロードカナロア Lord Kanaloa は新ひだか産，年度代表馬，中央・香港13勝，
香港スプリント-G1（２回）。主な産駒：アーモンドアイ（ジャパンＣ-G1２回，牝馬
三冠），サートゥルナーリア（皐月賞-G1，ホープフルＳ-G1），ダノンスマッシュ（香
港スプリント-G1），パンサラッサ（ドバイターフ-G1），ステルヴィオ（マイルチャン
ピオンシップ-G1），タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1）

母レーヴドゥラメール（16ロードカナロア）２戦。本馬が初仔
祖母レーヴディソール（08 アグネスタキオン）最優秀２歳牝馬，４勝，阪神ジ
ュベナイルフィリーズ-G1，デイリー杯２歳Ｓ-G2，チューリップ賞-G3，愛知
杯-G3４着。産駒
アラバスター（牡 *ハービンジャー）１勝，札幌２歳Ｓ-G3５着

曽祖母 *レーヴドスカー Reve d'Oscar（97 Highest Honor）仏国産，仏１
勝，サンタラリ賞-G1，ヴェルメイユ賞-G1２着，オペラ賞-G1２着，ペネロ
ープ賞-G3２着，ノネット賞-G3３着，仏オークス-G1４着，伊入着，ジョッキ
ークラブ大賞典-G1２着。産駒
レーヴミストラル：４勝，日経新春杯-G2，青葉賞-G2，アザレア賞，アル

ゼンチン共和国杯-G2３着。種牡馬
アプレザンレーヴ：３勝，青葉賞-JPN2，毎日杯-G3３着，ダービー-JPN1
５着

レーヴデトワール：３勝，紫苑Ｓ-L，白菊賞，桜花賞-G1５着
レーヴダムール：１勝，阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1２着
レーヴドリアン：２勝，福寿草特別，きさらぎ賞-G3２着，京都新聞杯-G2

３着，菊花賞-G1４着，神戸新聞杯-G2５着
レーヴァテイン：２勝，青葉賞-G2３着
ナイアガラ：５勝，すみれＳ-OP，比叡Ｓ，美作特別，端午Ｓ-OP３着
レーヴドリーブ：２勝

四代母ニュミディー Numidie（88 *バイアモン）仏２勝，Prix de la Cochere
-L，Prix de Thiberville-L３着。産駒
ニュミデ Numide：仏４勝，オカール賞-G2，Prix Maurice Caillault-L２

着，ラクープ-G3４着，英障５勝
サー エリック Sir Eric：仏５勝，Grand Prix Inter-Regional des 3 Ans

-L，Derby du Languedoc-L２着
*レーヴディマン Reve d'Iman：仏１勝。産駒

ベスラー Bethrah：愛３勝，愛1000ギニー-G1，愛1000ギニートライ
アルＳ-G3

エールデュレーヴ：３勝，四国新聞杯
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牝・芦
１/12

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kris S.

*シンボリクリスエス Tee Kay
エピファネイア

�
�
スペシャルウィーク

鹿 2010 シーザリオ *キロフプリミエール

�
�
�

�
�
キングカメハメハ

ロードカナロア レディブラッサム
レーヴドゥラメール

�
�
アグネスタキオン

芦 2016 レーヴディソール *レーヴドスカー（1）

ロードカナロア Lord Kanaloa は新ひだか産，年度代表馬，中央・香港13勝，
香港スプリント-G1（２回）。主な産駒：アーモンドアイ（ジャパンＣ-G1２回，牝馬
三冠），サートゥルナーリア（皐月賞-G1，ホープフルＳ-G1），ダノンスマッシュ（香
港スプリント-G1），パンサラッサ（ドバイターフ-G1），ステルヴィオ（マイルチャン
ピオンシップ-G1），タガロア（ＭＲＣブルーダイヤモンドＳ-G1）

母レーヴドゥラメール（16ロードカナロア）２戦。本馬が初仔
祖母レーヴディソール（08 アグネスタキオン）最優秀２歳牝馬，４勝，阪神ジ
ュベナイルフィリーズ-G1，デイリー杯２歳Ｓ-G2，チューリップ賞-G3，愛知
杯-G3４着。産駒
アラバスター（牡 *ハービンジャー）１勝，札幌２歳Ｓ-G3５着

曽祖母 *レーヴドスカー Reve d'Oscar（97 Highest Honor）仏国産，仏１
勝，サンタラリ賞-G1，ヴェルメイユ賞-G1２着，オペラ賞-G1２着，ペネロ
ープ賞-G3２着，ノネット賞-G3３着，仏オークス-G1４着，伊入着，ジョッキ
ークラブ大賞典-G1２着。産駒
レーヴミストラル：４勝，日経新春杯-G2，青葉賞-G2，アザレア賞，アル

ゼンチン共和国杯-G2３着。種牡馬
アプレザンレーヴ：３勝，青葉賞-JPN2，毎日杯-G3３着，ダービー-JPN1
５着

レーヴデトワール：３勝，紫苑Ｓ-L，白菊賞，桜花賞-G1５着
レーヴダムール：１勝，阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1２着
レーヴドリアン：２勝，福寿草特別，きさらぎ賞-G3２着，京都新聞杯-G2

３着，菊花賞-G1４着，神戸新聞杯-G2５着
レーヴァテイン：２勝，青葉賞-G2３着
ナイアガラ：５勝，すみれＳ-OP，比叡Ｓ，美作特別，端午Ｓ-OP３着
レーヴドリーブ：２勝

四代母ニュミディー Numidie（88 *バイアモン）仏２勝，Prix de la Cochere
-L，Prix de Thiberville-L３着。産駒
ニュミデ Numide：仏４勝，オカール賞-G2，Prix Maurice Caillault-L２

着，ラクープ-G3４着，英障５勝
サー エリック Sir Eric：仏５勝，Grand Prix Inter-Regional des 3 Ans

-L，Derby du Languedoc-L２着
*レーヴディマン Reve d'Iman：仏１勝。産駒

ベスラー Bethrah：愛３勝，愛1000ギニー-G1，愛1000ギニートライ
アルＳ-G3

エールデュレーヴ：３勝，四国新聞杯
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エピファネイア
　鹿　2010

＊シンボリクリスエス
　Symboli Kris S
　黒鹿　1999

Kris S.
Roberto

Sharp Queen

Tee Kay
Gold Meridian

Tri Argo

シーザリオ
　青　2002

スペシャルウィーク
＊サンデーサイレンス

キャンペンガール

＊キロフプリミエール
Sadler's Wells

Querida

レーヴドゥラメール
　芦　2016

ロードカナロア
　鹿　2008

キングカメハメハ
Kingmambo

＊マンファス

レディブラッサム
Storm Cat

＊サラトガデュー

レーヴディソール
　芦　2008

アグネスタキオン
＊サンデーサイレンス

アグネスフローラ

＊レーヴドスカー
Highest Honor

Numidie

� ＊サンデーサイレンス�4S×4D

メス・芦毛
2021年1月12日生
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シンハリーズ牝系が確立しそうな勢いでその枝葉は広がり続け
ていますが、その祖である母から6年ぶりの牡駒となる本馬もま
た、後世に血を繋いでいく上で貴重な存在です。まだまだ奥行
きを感じさせる馬体でありながら、現状でも太く逞しい前腕や
身が詰まった幅のある胴部、筋肉隆々とした臀部には凄みがあ
り、完成形を想像するだけで胸が高まります。この体躯から繰
り出されるピッチ気味のフットワークで、一気にトップギアま
で持っていく走りからは、スピードの絶対値の高さが垣間見え
ます。馬場の良し悪しを問わず突き進む前進気勢があり、将来
はいかなる条件でも無類の強さを発揮してくれるでしょう。

総額 6,000万円 一口出資額 150,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：池添学厩舎

シンハリーズの2159
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牡・鹿
３/29

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
キズナ

�
�
Storm Cat

青鹿 2010 *キャットクイル Pacific Princess

�
�
�

シングスピール
�
�
In The Wings

Singspiel Glorious Song
*シンハリーズ ベイズ �

�
Efisio

栗 2002 Baize Bayonne（6）

シングスピール Singspiel は愛国産，米芝牡馬チャンピオン，英・北米・中央・
UAE９勝，コロネーションＣ-G1，ジャパンＣ-G1。主な産駒：*ムーンバラッド（ド
バイワールドＣ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】トゥー ダーン ホット（サセックスＳ
-G1，ジャンプラ賞-G1），ウーエイダ（ＢＣフィリー＆メアターフ-G1），シンハラ
イト（オークス-G1），ローブティサージュ（阪神ジュベナイルフィリーズ-G1）

母 *シンハリーズ Singhalese（02 Singspiel）英国産，英１勝，北米２勝，デ
ル マーオークス-G1（芝９Ｆ），パッカーアップＳ-G3２着，アメリカン オ
ークス-G1３着［勝ち距離８Ｆ～９Ｆ］。産駒
ポロンナルワ（08 牝 栗 Rahy）不出走。産駒
ガルヴィハーラ（牡ゴールドアリュール）２勝，プラタナス賞（Ｄ1600

ｍ），南関東�入着，全日本２歳優駿-JPN1３着，�
ディーパワンサ（牝 ディープブリランテ）３勝，中京２歳Ｓ-OP（芝
1600ｍ），阪神ジュベナイルフィリーズ-G1４着

アヌラーダプラ（牝 キングカメハメハ）５勝，ＵＨＢ賞-OP（芝1200
ｍ），船橋Ｓ（芝1200ｍ），ＨＴＢ杯（芝1200ｍ），�

アダムスピーク（09 牡 黒鹿 ディープインパクト）３勝，ラジオＮＩＫＫ
ＥＩ杯２歳Ｓ-G3（芝2000ｍ）

シンハディーパ（10 牝 黒鹿 *ウォーエンブレム）１勝。産駒
シンハリング（牝ダイワメジャー）３勝，房総特別（芝1800ｍ），�

リラヴァティ（11 牝 黒鹿 ゼンノロブロイ）５勝，マーメイドＳ-G3（芝2000
ｍ），パールＳ（芝1800ｍ），四国新聞杯（芝2000ｍ），福島牝馬Ｓ
-G3２着，ローズＳ-G2３着，チューリップ賞-G3３着。産駒
ストゥーティ（牝モーリス）３勝，チューリップ賞-G2３着，�

アダムスブリッジ（12 牡 鹿 ゼンノロブロイ）２勝，若駒Ｓ-L（芝2000
ｍ），若葉Ｓ-L３着

シンハライト（13 牝 黒鹿ディープインパクト）最優秀３歳牝馬，５勝，オ
ークス-G1（芝2400ｍ），ローズＳ-G2（芝1800ｍ），チューリップ賞-G3
（芝1600ｍ），紅梅Ｓ-OP（芝1400ｍ），桜花賞-G1２着

ミリッサ（14 牝 栗 ダイワメジャー）４勝，初音Ｓ（芝1800ｍ），有松特別
（芝1600ｍ，レコード），エルフィンＳ-OP３着，ローズＳ-G2４着

シンハラージャ（15 牡 栗 オルフェーヴル）２勝
ライティア（17 牝 鹿 ディープインパクト）３勝，甲東特別（芝1600ｍ），エ

ルフィンＳ-L２着，デイリー杯２歳Ｓ-G2５着，�
スリーパーダ（19 牝 栗ミッキーアイル）１勝，小倉２歳Ｓ-G3２着，�
ジャミーレ（20 牝 栗リアルインパクト）未出走
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牡・鹿
３/29

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
キズナ

�
�
Storm Cat

青鹿 2010 *キャットクイル Pacific Princess

�
�
�

シングスピール
�
�
In The Wings

Singspiel Glorious Song
*シンハリーズ ベイズ �

�
Efisio

栗 2002 Baize Bayonne（6）

シングスピール Singspiel は愛国産，米芝牡馬チャンピオン，英・北米・中央・
UAE９勝，コロネーションＣ-G1，ジャパンＣ-G1。主な産駒：*ムーンバラッド（ド
バイワールドＣ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】トゥー ダーン ホット（サセックスＳ
-G1，ジャンプラ賞-G1），ウーエイダ（ＢＣフィリー＆メアターフ-G1），シンハラ
イト（オークス-G1），ローブティサージュ（阪神ジュベナイルフィリーズ-G1）

母 *シンハリーズ Singhalese（02 Singspiel）英国産，英１勝，北米２勝，デ
ル マーオークス-G1（芝９Ｆ），パッカーアップＳ-G3２着，アメリカン オ
ークス-G1３着［勝ち距離８Ｆ～９Ｆ］。産駒
ポロンナルワ（08 牝 栗 Rahy）不出走。産駒
ガルヴィハーラ（牡ゴールドアリュール）２勝，プラタナス賞（Ｄ1600

ｍ），南関東�入着，全日本２歳優駿-JPN1３着，�
ディーパワンサ（牝 ディープブリランテ）３勝，中京２歳Ｓ-OP（芝
1600ｍ），阪神ジュベナイルフィリーズ-G1４着

アヌラーダプラ（牝 キングカメハメハ）５勝，ＵＨＢ賞-OP（芝1200
ｍ），船橋Ｓ（芝1200ｍ），ＨＴＢ杯（芝1200ｍ），�

アダムスピーク（09 牡 黒鹿 ディープインパクト）３勝，ラジオＮＩＫＫ
ＥＩ杯２歳Ｓ-G3（芝2000ｍ）

シンハディーパ（10 牝 黒鹿 *ウォーエンブレム）１勝。産駒
シンハリング（牝ダイワメジャー）３勝，房総特別（芝1800ｍ），�

リラヴァティ（11 牝 黒鹿 ゼンノロブロイ）５勝，マーメイドＳ-G3（芝2000
ｍ），パールＳ（芝1800ｍ），四国新聞杯（芝2000ｍ），福島牝馬Ｓ
-G3２着，ローズＳ-G2３着，チューリップ賞-G3３着。産駒
ストゥーティ（牝モーリス）３勝，チューリップ賞-G2３着，�

アダムスブリッジ（12 牡 鹿 ゼンノロブロイ）２勝，若駒Ｓ-L（芝2000
ｍ），若葉Ｓ-L３着

シンハライト（13 牝 黒鹿ディープインパクト）最優秀３歳牝馬，５勝，オ
ークス-G1（芝2400ｍ），ローズＳ-G2（芝1800ｍ），チューリップ賞-G3
（芝1600ｍ），紅梅Ｓ-OP（芝1400ｍ），桜花賞-G1２着

ミリッサ（14 牝 栗 ダイワメジャー）４勝，初音Ｓ（芝1800ｍ），有松特別
（芝1600ｍ，レコード），エルフィンＳ-OP３着，ローズＳ-G2４着

シンハラージャ（15 牡 栗 オルフェーヴル）２勝
ライティア（17 牝 鹿 ディープインパクト）３勝，甲東特別（芝1600ｍ），エ

ルフィンＳ-L２着，デイリー杯２歳Ｓ-G2５着，�
スリーパーダ（19 牝 栗ミッキーアイル）１勝，小倉２歳Ｓ-G3２着，�
ジャミーレ（20 牝 栗リアルインパクト）未出走
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キズナ
　青鹿　2010

ディープインパクト
　鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊キャットクイル
　Catequil
　鹿　1990

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

Pacific Princess
Damascus

Fiji

＊シンハリーズ
　Singhalese
　栗　2002

シングスピール
　Singspiel
　鹿　1992

In The Wings
Sadler's Wells

High Hawk

Glorious Song
Halo

Ballade

ベイズ
　Baize
　栗　1993

Efisio
Formidable

Eldoret

Bayonne
Bay Express

Lambay

� Halo�4S×4D,�Northern�Dancer�5S×5D

牡・鹿毛
2021年3月29日生
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60

やや胴が詰まった幼い体つきですが、豊富な骨量と充実した筋
肉もあってか、数字よりも大きく見せます。特にトモの充実度
は素晴しく、夏を迎えて容積十分にグッと張りが出ており、父
譲りの成長力に加えて腰高の体型からも、これからさらに大き
く変化を遂げそうです。回転の速いフットワークで起伏に富ん
だ放牧地を苦にせず縦横無尽に走り回る姿は、強靱な体幹が備
わっていることを証明しています。何事にも前向きな性格で活
気の良さが目立ちますが、人の手を煩わせない素直さを併せ持っ
ているのは心強い限りで、産駒すべてが勝ち上がっている堅実
な母に大きな勲章をもたらしてくれる、そんな予感がします。

総額 3,000万円 一口出資額 75,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：西村真幸厩舎

マンビアの2160
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ン
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ア
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メ
ス
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牝・鹿
４/３

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
キズナ

�
�
Storm Cat

青鹿 2010 *キャットクイル Pacific Princess

�
�
�

�
�
Mr. Prospector

*アルデバランⅡ Chimes of Freedom
*マンビア アルゴア �

�
Common Grounds

栗 2008 Algoa Atlantic Blue（5）

*アルデバランⅡ Aldebaran は米国産，米チャンピオンスプリンター，英・北米
８勝，メトロポリタンＨ-G1，フォアゴーＨ-G1，サンカルロスＨ-G1。主な産駒：メ
インシークエンス（ＢＣターフ-G1），ダンスディレクター（シルクロードＳ-G3），
*ダノンゴーゴー（ファルコンＳ-JPN3）。【ＢＭＳ：主な産駒】サウンドマネー（トゥ
ルーノースＳ-G2２着），ヒズグローリー（ポカホンタスＳ-G2２着）

母 *マンビア Mambia（08 *アルデバランⅡ）英国産，仏４勝，カルヴァドス賞
-G3（芝1400ｍ），Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles-L（芝1400
ｍ），マルセルブサック賞-G1４着［勝ち距離1200ｍ～1400ｍ］。産駒
ナミビー Namibie（15 牝 Dark Angel）仏２勝
ダノンジャスティス（16 騸 鹿 Kingman）３勝，噴火湾特別（芝1200ｍ），

長万部特別（芝1200ｍ），デイリー杯２歳Ｓ-G2４着，高知�３勝，
建依別賞４着，福永洋一記念５着，兵庫・佐賀�入着，園田ＦＣス
プリント２着，同３着，ゴールドスプリント４着，�

サンテローズ（17 牝 栗 ハーツクライ）３勝，夕月特別（芝2000ｍ），�
グアドループ（18 牡 栗ヴィクトワールピサ）２勝，�
ミッキーハーモニー（19 牝 鹿キタサンブラック）１勝，�
スイミーユニバンス（20 牝 栗ドゥラメンテ）未出走

祖母アルゴア Algoa（98 Common Grounds）仏２勝。産駒
タレマ Talema（牝 サンデーブレイクSunday Break）仏１勝。産駒
*オレンドン Olendon（牝 Le Havre）仏２勝，Prix Finlande-L，サン

タラリ賞-G1２着，北米入着，サンズポイントＳ-G2４着
曽祖母アトランティックブルー Atlantic Blue（92 Nureyev）不出走。産駒

インカントドリーム Incanto Dream：仏４勝，モーリスド ニュイユ賞
-G2，Prix de la Porte de Madrid-L，カドラン賞-G1２着，エドゥヴィ
ル賞-G3２着，グラディアトゥール賞-G3３着，Prix Turenne-L３着

アトランド Atlando：仏４勝，Prix de Boulogne-L，ラクープドメゾンラ
フィット-G3３着，北米３勝，サン ルイスオビスポＨ-G2，ニッカボッカ
ーＨ-G3，Cougar II H，サンガブリエルＨ-G2２着

*ブルーレッドブルー：４勝，渡島特別，障１勝
*ブリストルパリ：３勝，相川特別，織姫賞
アトランティックスルー Atlantic Slew：不出走。フォセーヌ Phoceene
（Prix Rose de Mai-L，ペネロープ賞-G3２着），フォシーン Pho-
ceen（Prix Maurice Caillault-L２着）の母

アトランダ Atlanda：仏２戦。バーウド Barwod（Prix Omnium II-L２着）
の母
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牝・鹿
４/３

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
キズナ

�
�
Storm Cat

青鹿 2010 *キャットクイル Pacific Princess

�
�
�

�
�
Mr. Prospector

*アルデバランⅡ Chimes of Freedom
*マンビア アルゴア �

�
Common Grounds

栗 2008 Algoa Atlantic Blue（5）

*アルデバランⅡ Aldebaran は米国産，米チャンピオンスプリンター，英・北米
８勝，メトロポリタンＨ-G1，フォアゴーＨ-G1，サンカルロスＨ-G1。主な産駒：メ
インシークエンス（ＢＣターフ-G1），ダンスディレクター（シルクロードＳ-G3），
*ダノンゴーゴー（ファルコンＳ-JPN3）。【ＢＭＳ：主な産駒】サウンドマネー（トゥ
ルーノースＳ-G2２着），ヒズグローリー（ポカホンタスＳ-G2２着）

母 *マンビア Mambia（08 *アルデバランⅡ）英国産，仏４勝，カルヴァドス賞
-G3（芝1400ｍ），Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles-L（芝1400
ｍ），マルセルブサック賞-G1４着［勝ち距離1200ｍ～1400ｍ］。産駒
ナミビー Namibie（15 牝 Dark Angel）仏２勝
ダノンジャスティス（16 騸 鹿 Kingman）３勝，噴火湾特別（芝1200ｍ），

長万部特別（芝1200ｍ），デイリー杯２歳Ｓ-G2４着，高知�３勝，
建依別賞４着，福永洋一記念５着，兵庫・佐賀�入着，園田ＦＣス
プリント２着，同３着，ゴールドスプリント４着，�

サンテローズ（17 牝 栗 ハーツクライ）３勝，夕月特別（芝2000ｍ），�
グアドループ（18 牡 栗ヴィクトワールピサ）２勝，�
ミッキーハーモニー（19 牝 鹿キタサンブラック）１勝，�
スイミーユニバンス（20 牝 栗ドゥラメンテ）未出走

祖母アルゴア Algoa（98 Common Grounds）仏２勝。産駒
タレマ Talema（牝 サンデーブレイクSunday Break）仏１勝。産駒
*オレンドン Olendon（牝 Le Havre）仏２勝，Prix Finlande-L，サン

タラリ賞-G1２着，北米入着，サンズポイントＳ-G2４着
曽祖母アトランティックブルー Atlantic Blue（92 Nureyev）不出走。産駒

インカントドリーム Incanto Dream：仏４勝，モーリスド ニュイユ賞
-G2，Prix de la Porte de Madrid-L，カドラン賞-G1２着，エドゥヴィ
ル賞-G3２着，グラディアトゥール賞-G3３着，Prix Turenne-L３着

アトランド Atlando：仏４勝，Prix de Boulogne-L，ラクープドメゾンラ
フィット-G3３着，北米３勝，サン ルイスオビスポＨ-G2，ニッカボッカ
ーＨ-G3，Cougar II H，サンガブリエルＨ-G2２着

*ブルーレッドブルー：４勝，渡島特別，障１勝
*ブリストルパリ：３勝，相川特別，織姫賞
アトランティックスルー Atlantic Slew：不出走。フォセーヌ Phoceene
（Prix Rose de Mai-L，ペネロープ賞-G3２着），フォシーン Pho-
ceen（Prix Maurice Caillault-L２着）の母

アトランダ Atlanda：仏２戦。バーウド Barwod（Prix Omnium II-L２着）
の母
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キズナ
　青鹿　2010

ディープインパクト
　鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊キャットクイル
　Catequil
　鹿　1990

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

Pacific Princess
Damascus

Fiji

＊マンビア
　Mambia
　栗　2008

＊アルデバランⅡ
　Aldebaran
　鹿　1998

Mr. Prospector
Raise a Native

Gold Digger

Chimes of Freedom
Private Account

Aviance

アルゴア
　Algoa
　鹿　1998

Common Grounds
Kris

Sweetly

Atlantic Blue
Nureyev

Hail Atlantis

� Damascus�4S×5D,�Lyphard�5S×5D,�Northern�Dancer�5S×5D

メス・鹿毛
2021年4月3日生

81



PEDIGREE BROODMARE SIRE

FAMILY

COMMENT

61

芝・ダート、距離の長短を問わず様々な舞台で結果を残す父の
産駒は、母系の影響を強く受けるため、姿形は実にバラエティ
豊かです。本馬も例外ではなく、これまでに結果を残してきた
兄たちと同様に、まとまりの良い骨格に十分な筋肉量を有して
います。一方、柔軟な関節と弾力性の高い筋肉が高い次元でマッ
チすることで実現する、しなやかかつ躍動感あふれる身のこな
しは、父のサポートを強力に受けているからこそ成せる業であ
り、両親の良さを余すことなく受け継いだ本馬の豊かな将来性
に疑いの余地などありません。母や兄たちが得意とした芝のマ
イル戦で、瞬発力を武器に頂点の座を射止めにいきます。

総額 4,000万円 一口出資額 100,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：高野友和厩舎

アディクティドの2161

61

牝・芦
４/12

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
キズナ

�
�
Storm Cat

青鹿 2010 *キャットクイル Pacific Princess

�
�
�

�
�
*ウォーニング

*ディクタット *アルヴォラ
*アディクティド アスティカ �

�
Surumu

芦 2006 Astica Auenliebe（2）

*ディクタットDiktat は英国産，英仏７勝，モーリスドギース賞-G1，スプリント
Ｃ-G1。主な産駒：ドリームアヘッド（ジュライＣ-G1，ミドル パークＳ-G1）。【ＢＭ
Ｓ：主な産駒】スピーディボーディング（オペラ賞-G1，ジャンロマネ賞-G1），ロ
マンティックプロポーザル（フライングファイヴ-G1），ユーロンプリンス（ＶＲＣ
カンタラＳ-G1，デイリーニュース2000-G1），クルーガー（マイラーズＣ-G2）

母 *アディクティド Addicted（06 *ディクタット）独国産，独２勝，シュヴァルツ
ゴルトレンネン-G3（芝1600ｍ）［勝ち距離1400ｍ～1600ｍ］。産駒
クルーガー（12 牡 黒鹿 キングカメハメハ）６勝，マイラーズＣ-G2（芝
1600ｍ），ダービー卿チャレンジＴ-G3（芝1600ｍ），初富士Ｓ（芝
1800ｍ），北辰特別（芝2000ｍ），京都金杯-G3２着，富士Ｓ-G3３
着，京成杯-G3３着，東京新聞杯-G3５着，豪入着，ＡＴＣクイーン
エリザベスＳ-G1２着，ＡＴＣドンカスターマイル-G1４着。種牡馬

アリストライン（15 牝 黒鹿 ハーツクライ）１勝
サクセッション（17 騸 芦キングカメハメハ）３勝，ジュニアＣ-L（芝1600

ｍ），アスター賞（芝1600ｍ），スプリングＳ-G2３着，�
ヴェルナー（18 牡 鹿キングカメハメハ）入着，兵庫�１勝
アルアリング（20 牝 芦ロードカナロア）未出走

祖母アスティカ Astica（89 Surumu）独３勝，Preis von Koln-L２着，Fruhja-
hrs Stuten Preis-L３着。産駒
アカンバロ Acambaro（牡 Goofalik）独２勝，ミューラーブロート大賞典

-G2，独ダービー-G1２着。種牡馬
アルティカ Artica（牝 *ペンタイア）独２勝，Grosser Preis Jubilaumsp-
reis der Hannoverschen Volksbank-L。産駒
アルティスティカ Artistica（牝 Areion）独４勝，ジルベルネ パイ
チェ-G3，英１勝，Kilvington S-L

オール セインツAll Saints（牝 Goofalik）不出走。産駒
オール スピリット All Spirit（牡 Platini）独２勝，ゲルリンク賞-G2

アバ Abba（牝 Goofalik）独２勝。産駒
アバジン Abbadjinn（牡 Big Shuffle）独７勝，ベナツェトレンネン

-G3，ジルベルネパイチェ-G3，Europa Sprint-L，Bremer Spr-
int-Cup-L，ゴルデネパイチェ-G2２着

アバシーヴァ Abbashiva（牡 Tiger Hill）独６勝，ヘッセン マイレ
-G3，デュッセルドルフ騎手＆競馬協会後援会賞-G3

アバシャルジャー Abbasharjah（牝 Tiger Hill）不出走。コーラルビ
ーチ Coral Beach（牝 Zoffany：キラヴーランＳ-G3）の母
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牝・芦
４/12

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
キズナ

�
�
Storm Cat

青鹿 2010 *キャットクイル Pacific Princess

�
�
�

�
�
*ウォーニング

*ディクタット *アルヴォラ
*アディクティド アスティカ �

�
Surumu

芦 2006 Astica Auenliebe（2）

*ディクタットDiktat は英国産，英仏７勝，モーリスドギース賞-G1，スプリント
Ｃ-G1。主な産駒：ドリームアヘッド（ジュライＣ-G1，ミドル パークＳ-G1）。【ＢＭ
Ｓ：主な産駒】スピーディボーディング（オペラ賞-G1，ジャンロマネ賞-G1），ロ
マンティックプロポーザル（フライングファイヴ-G1），ユーロンプリンス（ＶＲＣ
カンタラＳ-G1，デイリーニュース2000-G1），クルーガー（マイラーズＣ-G2）

母 *アディクティド Addicted（06 *ディクタット）独国産，独２勝，シュヴァルツ
ゴルトレンネン-G3（芝1600ｍ）［勝ち距離1400ｍ～1600ｍ］。産駒
クルーガー（12 牡 黒鹿 キングカメハメハ）６勝，マイラーズＣ-G2（芝
1600ｍ），ダービー卿チャレンジＴ-G3（芝1600ｍ），初富士Ｓ（芝
1800ｍ），北辰特別（芝2000ｍ），京都金杯-G3２着，富士Ｓ-G3３
着，京成杯-G3３着，東京新聞杯-G3５着，豪入着，ＡＴＣクイーン
エリザベスＳ-G1２着，ＡＴＣドンカスターマイル-G1４着。種牡馬

アリストライン（15 牝 黒鹿 ハーツクライ）１勝
サクセッション（17 騸 芦キングカメハメハ）３勝，ジュニアＣ-L（芝1600

ｍ），アスター賞（芝1600ｍ），スプリングＳ-G2３着，�
ヴェルナー（18 牡 鹿キングカメハメハ）入着，兵庫�１勝
アルアリング（20 牝 芦ロードカナロア）未出走

祖母アスティカ Astica（89 Surumu）独３勝，Preis von Koln-L２着，Fruhja-
hrs Stuten Preis-L３着。産駒
アカンバロ Acambaro（牡 Goofalik）独２勝，ミューラーブロート大賞典

-G2，独ダービー-G1２着。種牡馬
アルティカ Artica（牝 *ペンタイア）独２勝，Grosser Preis Jubilaumsp-
reis der Hannoverschen Volksbank-L。産駒
アルティスティカ Artistica（牝 Areion）独４勝，ジルベルネ パイ
チェ-G3，英１勝，Kilvington S-L

オール セインツAll Saints（牝 Goofalik）不出走。産駒
オール スピリット All Spirit（牡 Platini）独２勝，ゲルリンク賞-G2

アバ Abba（牝 Goofalik）独２勝。産駒
アバジン Abbadjinn（牡 Big Shuffle）独７勝，ベナツェトレンネン

-G3，ジルベルネパイチェ-G3，Europa Sprint-L，Bremer Spr-
int-Cup-L，ゴルデネパイチェ-G2２着

アバシーヴァ Abbashiva（牡 Tiger Hill）独６勝，ヘッセン マイレ
-G3，デュッセルドルフ騎手＆競馬協会後援会賞-G3

アバシャルジャー Abbasharjah（牝 Tiger Hill）不出走。コーラルビ
ーチ Coral Beach（牝 Zoffany：キラヴーランＳ-G3）の母
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キズナ
　青鹿　2010

ディープインパクト
　鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊キャットクイル
　Catequil
　鹿　1990

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

Pacific Princess
Damascus

Fiji

＊アディクティド
　Addicted
　芦　2006

＊ディクタット
　Diktat
　黒鹿　1995

＊ウォーニング
Known Fact

Slightly Dangerous

＊アルヴォラ
Sadler's Wells

Park Appeal

アスティカ
　Astica
　芦　1989

Surumu
Literat

Surama

Auenliebe
Pentathlon

Allergie

� Northern�Dancer�5S×5D

メス・芦毛
2021年4月12日生
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母は決して体格に恵まれていたわけではありませんが、シンハ
リーズ一族らしい卓越した運動能力を武器に、早期デビューか
ら2連勝でOP勝ちを収めました。本馬も母に似て軽めのつくり
をしていますが、伸びシロを十分に残す現状においても推進力
の源になるトモの発達が目立ち、僚馬よりも回転の速いピッチ
走法で瞬時に最高速度へと到達する加速力には、卓越したスピー
ド能力を感じます。前進気勢が強く、自分より大きな馬に立ち
向かっていく気持ちの強さが、仕上がりの早さやレースでの勝
負根性に繋がることは近親が証明しています。心身の爆発力が
嚙み合った時、周囲を驚かす結果を残してくれそうです。

総額 4,000万円 一口出資額 100,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：松下武士厩舎

ディーパワンサの2162
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牡・鹿
４/18

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
ドゥラメンテ

�
�
*サンデーサイレンス

鹿 2012 アドマイヤグルーヴ エアグルーヴ

�
�
�

�
�
ディープインパクト

ディープブリランテ *ラヴアンドバブルズ
ディーパワンサ

�
�
Rahy

栗 2014 ポロンナルワ *シンハリーズ（6）

ディープブリランテ Deep Brillante は新冠産，３勝，ダービー-G1，東京スポ
ーツ杯２歳Ｓ-G3。主な産駒：モズベッロ（日経新春杯-G2），セダブリランテス
（中山金杯-G3，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3），ラプタス（サマーチャンピオン
-JPN3，かきつばた記念-JPN3２回），ミッキーブリランテ（ニューイヤーＳ-L），ナ
ムラドノヴァン（阪神大賞典-G2３着），グレイスアン（フェアリーＳ-G3３着）

母ディーパワンサ（14 ディープブリランテ）３勝，中京２歳Ｓ-OP（芝1600ｍ），
鷹ヶ峰特別（芝1400ｍ），阪神ジュベナイルフィリーズ-G1４着，デイリー杯
２歳Ｓ-G2４着［勝ち距離1400ｍ～1600ｍ］。本馬が初仔

祖母ポロンナルワ（08 Rahy）不出走。産駒
ガルヴィハーラ（牡ゴールドアリュール）２勝，プラタナス賞，南関東�入

着，全日本２歳優駿-JPN1３着，�
アヌラーダプラ（牝キングカメハメハ）５勝，ＵＨＢ賞-OP，船橋Ｓ，ＨＴ

Ｂ杯，�
サドル（牡 ハーツクライ）１勝，�
ランカティラカ（牡メイショウサムソン）南関東�１勝

曽祖母 *シンハリーズ Singhalese（02 Singspiel）英国産，英１勝，北米２
勝，デルマーオークス-G1，パッカーアップＳ-G3２着，アメリカン オーク
ス-G1３着，ハニムーンＢＣＨ-G2４着，プロヴィデンシアＳ-G3４着。産
駒
シンハライト：最優秀３歳牝馬，５勝，オークス-G1，ローズＳ-G2，チュー
リップ賞-G3，紅梅Ｓ-OP，桜花賞-G1２着

リラヴァティ：５勝，マーメイドＳ-G3，パールＳ，四国新聞杯，福島牝馬
Ｓ-G3２着，ローズＳ-G2３着，チューリップ賞-G3３着，フェアリーＳ
-G3３着。産駒
ストゥーティ：３勝，チューリップ賞-G2３着，ローズＳ-G2４着，アルテ
ミスＳ-G3４着，�

アダムスピーク：３勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-G3
アダムスブリッジ：２勝，若駒Ｓ-L，若葉Ｓ-L３着
スリーパーダ：１勝，小倉２歳Ｓ-G3２着，�
ライティア：３勝，甲東特別，エルフィンＳ-L２着，デイリー杯２歳Ｓ-G2５

着，�
ミリッサ：４勝，初音Ｓ，有松特別，エルフィンＳ-OP３着，ローズＳ-G2４

着，チューリップ賞-G3４着，マーメイドＳ-G3５着
シンハディーパ：１勝。産駒

シンハリング：３勝，房総特別，福島牝馬Ｓ-G3４着，�
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牡・鹿
４/18

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
ドゥラメンテ

�
�
*サンデーサイレンス

鹿 2012 アドマイヤグルーヴ エアグルーヴ

�
�
�

�
�
ディープインパクト

ディープブリランテ *ラヴアンドバブルズ
ディーパワンサ

�
�
Rahy

栗 2014 ポロンナルワ *シンハリーズ（6）

ディープブリランテ Deep Brillante は新冠産，３勝，ダービー-G1，東京スポ
ーツ杯２歳Ｓ-G3。主な産駒：モズベッロ（日経新春杯-G2），セダブリランテス
（中山金杯-G3，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3），ラプタス（サマーチャンピオン
-JPN3，かきつばた記念-JPN3２回），ミッキーブリランテ（ニューイヤーＳ-L），ナ
ムラドノヴァン（阪神大賞典-G2３着），グレイスアン（フェアリーＳ-G3３着）

母ディーパワンサ（14 ディープブリランテ）３勝，中京２歳Ｓ-OP（芝1600ｍ），
鷹ヶ峰特別（芝1400ｍ），阪神ジュベナイルフィリーズ-G1４着，デイリー杯
２歳Ｓ-G2４着［勝ち距離1400ｍ～1600ｍ］。本馬が初仔

祖母ポロンナルワ（08 Rahy）不出走。産駒
ガルヴィハーラ（牡ゴールドアリュール）２勝，プラタナス賞，南関東�入

着，全日本２歳優駿-JPN1３着，�
アヌラーダプラ（牝キングカメハメハ）５勝，ＵＨＢ賞-OP，船橋Ｓ，ＨＴ

Ｂ杯，�
サドル（牡 ハーツクライ）１勝，�
ランカティラカ（牡メイショウサムソン）南関東�１勝

曽祖母 *シンハリーズ Singhalese（02 Singspiel）英国産，英１勝，北米２
勝，デルマーオークス-G1，パッカーアップＳ-G3２着，アメリカン オーク
ス-G1３着，ハニムーンＢＣＨ-G2４着，プロヴィデンシアＳ-G3４着。産
駒
シンハライト：最優秀３歳牝馬，５勝，オークス-G1，ローズＳ-G2，チュー
リップ賞-G3，紅梅Ｓ-OP，桜花賞-G1２着

リラヴァティ：５勝，マーメイドＳ-G3，パールＳ，四国新聞杯，福島牝馬
Ｓ-G3２着，ローズＳ-G2３着，チューリップ賞-G3３着，フェアリーＳ
-G3３着。産駒
ストゥーティ：３勝，チューリップ賞-G2３着，ローズＳ-G2４着，アルテ
ミスＳ-G3４着，�

アダムスピーク：３勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-G3
アダムスブリッジ：２勝，若駒Ｓ-L，若葉Ｓ-L３着
スリーパーダ：１勝，小倉２歳Ｓ-G3２着，�
ライティア：３勝，甲東特別，エルフィンＳ-L２着，デイリー杯２歳Ｓ-G2５

着，�
ミリッサ：４勝，初音Ｓ，有松特別，エルフィンＳ-OP３着，ローズＳ-G2４

着，チューリップ賞-G3４着，マーメイドＳ-G3５着
シンハディーパ：１勝。産駒

シンハリング：３勝，房総特別，福島牝馬Ｓ-G3４着，�
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母馬優先

ドゥラメンテ
　鹿　2012

キングカメハメハ
　鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

アドマイヤグルーヴ
　鹿　2000

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

エアグルーヴ
＊トニービン

ダイナカール

ディーパワンサ
　栗　2014

ディープブリランテ
　鹿　2009

ディープインパクト
＊サンデーサイレンス
＊ウインドインハーヘア

＊ラヴアンドバブルズ
Loup Sauvage

＊バブルドリーム

ポロンナルワ
　栗　2008

Rahy
Blushing Groom

Glorious Song

＊シンハリーズ
Singspiel

Baize

� ＊サンデーサイレンス�3S×4D,�Halo�4S×5D×5D,�Glorious�Song�4D×5D

牡・鹿毛
2021年4月18日生
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デビューした兄姉の父は全てSS系ですが、父系の異なる本馬は
またひと味違う魅力を醸し出しています。豊富な筋肉を携え、
幅がありメリハリの利いた馬体は配合の意図どおりで、トモ高
な現状からは将来のさらなる雄大な姿を容易に想像させます。
食欲を落とすことなく夜間放牧を継続してきた事実も頼もしく、
心身のタフネスぶりは厳しい競走生活の一助となることでしょ
う。重心を下げた、トモの踏み込みが力強いフットワークは推
進力に富み、スピードとパワーを兼備した父の特長がしっかり
と確認できます。血統構成や人への友好的な性格から距離適性
は広そうで、芝の大舞台を賑わす優駿として要注目の1頭です。

総額 3,000万円 一口出資額 75,000円【全400口】
■生産：白老ファーム　■繋養：白老ファームYearling　■入厩予定：西村真幸厩舎

ビートリックスキッドの2163

63

牝・鹿
２/１

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
ドゥラメンテ

�
�
*サンデーサイレンス

鹿 2012 アドマイヤグルーヴ エアグルーヴ

�
�
�

ヴィクトリーノート
�
�
Fairy King

Victory Note Three Piece
*ビートリックスキッド ラキファン �

�
Lear Fan

鹿 2004 Laquifan *ラキオーラ（5）

ヴィクトリーノート Victory Note は米国産，英仏３勝，仏2000ギニー-G1，グリ
ーナムＳ-G3，Rose Bowl S-L，ホーリスヒルＳ-G3３着。主な産駒：ピースオ
ファリング（コーンウォリスＳ-G3，サンジョルジュ賞-G3），ポルタヴァ（オマール賞
-G3），シナジー（フィユドレール賞-G3），メジャーズ キャスト（ロッキンジＳ-G1
２着）。【ＢＭＳ：主な産駒】サトノガーネット（中日新聞杯-G3）

母 *ビートリックスキッド Beatrix Kiddo（04 Victory Note）仏国産，仏２勝，ノ
ネット賞-G3３着［勝ち距離2000ｍ～2100ｍ］。産駒
ショウナンダイチ（10 牡 鹿 ディープインパクト）２勝，村上特別（芝1400

ｍ），佐賀�６勝，岩手�１勝，かきつばた賞４着，シアンモア記念
５着

ヴェルジョワーズ（11 牝 鹿 ネオユニヴァース）２勝，西尾特別（芝2000
ｍ）

クールフォルム（13 牡 鹿ゴールドアリュール）高知�７勝
サトノガーネット（15 牝 青鹿ディープインパクト）５勝，中日新聞杯-G3
（芝2000ｍ），五稜郭Ｓ（芝2000ｍ），三田特別（芝2400ｍ），小倉記
念-G3２着，新潟記念-G3４着，愛知杯-G3５着

ビートザレコード（19 牡 鹿ジャスタウェイ）２戦，�
祖母ラキファン Laquifan（86 Lear Fan）仏２勝。産駒
ツァー ロドニー Tzar Rodney（牡 Assert）仏６勝，ラフォルス賞-G3，

Prix Maurice Caillault-L，モーリスドニュイユ賞-G2２着，Prix de
Courcelles-L２着，Prix des Sablonnets-L２着，Prix Isonomy-L３
着，北米１勝，オールアメリカンＨ-G3。種牡馬

曽祖母 *ラキオーラ Laquiola（77 Lyphard）仏国産，仏２勝，Prix de la Se-
ine-L，クレオパトル賞-G3２着。産駒
サキアス Saquiace：仏４勝，Prix Henri Cabassu-L２着。スカイ ダンシ

ング Sky Dancing（Premio Buontalenta-L）の母，スカロ Scalo（オ
イロパ賞-G1，ゲルリンク賞-G2），サウンド チェック Sound Check
（オレアンダーレンネン-G2），セクシーレイディ Sexy Lady（クロエ
賞-G3），ワッツ アップ プッシーキャット What's Up Pussycat
（Blenheim S-L）の祖母

アスクマイセクレタリー Askmysecretary：不出走。ワイズ ダン Wise Dan
（米年度代表馬２回，ＢＣマイル-G1２回），サクセスフル ダン
Successful Dan（アリシーバＳ-G2），サイフォン シティ Siphon Ci-
ty（コーンハスカーＢＣＨ-G2），アワロイヤル ダンサー Our Roy-
al Dancer（West Long Branch S）の祖母
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牝・鹿
２/１

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
ドゥラメンテ

�
�
*サンデーサイレンス

鹿 2012 アドマイヤグルーヴ エアグルーヴ

�
�
�

ヴィクトリーノート
�
�
Fairy King

Victory Note Three Piece
*ビートリックスキッド ラキファン �

�
Lear Fan

鹿 2004 Laquifan *ラキオーラ（5）

ヴィクトリーノート Victory Note は米国産，英仏３勝，仏2000ギニー-G1，グリ
ーナムＳ-G3，Rose Bowl S-L，ホーリスヒルＳ-G3３着。主な産駒：ピースオ
ファリング（コーンウォリスＳ-G3，サンジョルジュ賞-G3），ポルタヴァ（オマール賞
-G3），シナジー（フィユドレール賞-G3），メジャーズ キャスト（ロッキンジＳ-G1
２着）。【ＢＭＳ：主な産駒】サトノガーネット（中日新聞杯-G3）

母 *ビートリックスキッド Beatrix Kiddo（04 Victory Note）仏国産，仏２勝，ノ
ネット賞-G3３着［勝ち距離2000ｍ～2100ｍ］。産駒
ショウナンダイチ（10 牡 鹿 ディープインパクト）２勝，村上特別（芝1400

ｍ），佐賀�６勝，岩手�１勝，かきつばた賞４着，シアンモア記念
５着

ヴェルジョワーズ（11 牝 鹿 ネオユニヴァース）２勝，西尾特別（芝2000
ｍ）

クールフォルム（13 牡 鹿ゴールドアリュール）高知�７勝
サトノガーネット（15 牝 青鹿ディープインパクト）５勝，中日新聞杯-G3
（芝2000ｍ），五稜郭Ｓ（芝2000ｍ），三田特別（芝2400ｍ），小倉記
念-G3２着，新潟記念-G3４着，愛知杯-G3５着

ビートザレコード（19 牡 鹿ジャスタウェイ）２戦，�
祖母ラキファン Laquifan（86 Lear Fan）仏２勝。産駒
ツァー ロドニー Tzar Rodney（牡 Assert）仏６勝，ラフォルス賞-G3，

Prix Maurice Caillault-L，モーリスドニュイユ賞-G2２着，Prix de
Courcelles-L２着，Prix des Sablonnets-L２着，Prix Isonomy-L３
着，北米１勝，オールアメリカンＨ-G3。種牡馬

曽祖母 *ラキオーラ Laquiola（77 Lyphard）仏国産，仏２勝，Prix de la Se-
ine-L，クレオパトル賞-G3２着。産駒
サキアス Saquiace：仏４勝，Prix Henri Cabassu-L２着。スカイ ダンシ

ング Sky Dancing（Premio Buontalenta-L）の母，スカロ Scalo（オ
イロパ賞-G1，ゲルリンク賞-G2），サウンド チェック Sound Check
（オレアンダーレンネン-G2），セクシーレイディ Sexy Lady（クロエ
賞-G3），ワッツ アップ プッシーキャット What's Up Pussycat
（Blenheim S-L）の祖母

アスクマイセクレタリー Askmysecretary：不出走。ワイズ ダン Wise Dan
（米年度代表馬２回，ＢＣマイル-G1２回），サクセスフル ダン
Successful Dan（アリシーバＳ-G2），サイフォン シティ Siphon Ci-
ty（コーンハスカーＢＣＨ-G2），アワロイヤル ダンサー Our Roy-
al Dancer（West Long Branch S）の祖母
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ドゥラメンテ
　鹿　2012

キングカメハメハ
　鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

アドマイヤグルーヴ
　鹿　2000

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

エアグルーヴ
＊トニービン

ダイナカール

＊ビートリックスキッド
　Beatrix�Kiddo
　鹿　2004

ヴィクトリー ノート
　Victory Note
　鹿　1995

Fairy King
Northern Dancer

Fairy Bridge

Three Piece
Jaazeiro

Trinity Term

ラキファン
　Laquifan
　鹿　1986

Lear Fan
Roberto

Wac

＊ラキオーラ
Lyphard

Kalila

� Northern�Dancer�4D×5D,�Hail�to�Reason�5S×5D

メス・鹿毛
2021年2月1日生
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気品を感じさせる顔つき、首差しから肩、そしてトモへと繋が
る流麗なトップライン、スラリとして狂いのない脚元など、均
整のとれた馬体は見事な出来映えを誇っており、その立ち姿か
らは大物感がひしひしと伝わってきます。馬体のつくりは雄大
で、素軽く伸びのある前肢と力強く踏み込む後肢の連動性も素
晴しく、思わず息を呑むほどです。放牧地で他馬を蹴散らすよ
うに疾走していく姿は闘争心に溢れ、父が見せた最後の直線で
爆発力を発揮するシーンが容易に想像できます。積極果敢に海
外の大レースへ挑み続けた半兄のように、本馬にもワールドワ
イドな活躍を期待せずにはいられません。

総額 3,200万円 一口出資額 80,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：高野友和厩舎
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牝・栗
２/13

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
ドゥラメンテ

�
�
*サンデーサイレンス

鹿 2012 アドマイヤグルーヴ エアグルーヴ

�
�
�

�
�
*フレンチデピュティ

*クロフネ *ブルーアヴェニュー
ココシュニック

�
�
Seeking the Gold

芦 2005 *ゴールドティアラ Bright Tiara（10）

*クロフネ Kurofune は米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート
-JPN1。主な産駒：ソダシ（桜花賞-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】クロノジェネシス（有
馬記念-G1，宝塚記念-G1２回，秋華賞-G1），ノームコア（香港Ｃ-G1），レイパ
パレ（大阪杯-G1），ノーヴァレンダ（全日本２歳優駿-JPN1），プラダリア（青葉
賞-G2），リオンリオン（青葉賞-G2），シャイニングレイ（ホープフルＳ-G2）

母ココシュニック（05 *クロフネ）３勝［勝ち距離1700ｍ～1800ｍ］。産駒
ステファノス（11 牡 鹿 ディープインパクト）４勝，富士Ｓ-G3（芝1600
ｍ），白百合Ｓ-OP（芝1800ｍ），つばき賞（芝1800ｍ），天皇賞�-G1
２着，同３着，大阪杯-G1２着，オールカマー-G2２着，鳴尾記念
-G3２着，中山記念-G2３着，毎日杯-G3３着，毎日王冠-G2４着，
同５着，セントライト記念-G2４着，皐月賞-G1５着，宝塚記念-G1５
着，香港入着，香港クイーンエリザベス二世Ｃ-G1２着，香港Ｃ-G1
３着，同４着。種牡馬

ココスタイル（12 牡 芦 ネオユニヴァース）１勝
ココファンタジア（13 牝 黒鹿 ステイゴールド）３勝，知立特別（芝1400

ｍ），小樽特別（芝1200ｍ）
フィニフティ（15 牝 芦ディープインパクト）１勝，クイーンＣ-G3２着
リャスナ（16 牝 鹿ディープインパクト）２勝
スノーハレーション（18 牝 芦ディープインパクト）１勝，�
ハンベルジャイト（20 牝 芦ジャスタウェイ）未出走

祖母 *ゴールドティアラ（96 Seeking the Gold）米国産，中央・岩手・東海�
９勝，マイルチャンピオンシップ南部杯-JPN1，プロキオンＳ-JPN3，シリウ
スＳ-JPN3，ユニコーンＳ-JPN3，かきつばた記念-JPN3，ギャラクシーＳ
-OP，ゆうすげＳ，寒梅賞，フェブラリーＳ-JPN1２着。産駒
ゴールデンハインド（牡 *クロフネ）６勝，万葉Ｓ-L，札幌日経オープン

-L，支笏湖特別，横津岳特別
ロングロウ（牡 *クロフネ）５勝，上賀茂Ｓ，滝桜賞
エンプレスティアラ（牝 *クロフネ）２戦，入着。産駒
レッドレグナント（牝ロードカナロア）４勝，多摩川Ｓ，道新スポーツ

賞，サフラン賞，アネモネＳ-L２着
ボルドネス（騸 ハーツクライ）３勝，石狩特別，佐賀�３勝，岩手�
２勝，�

ジュンブロッサム（牡ワールドエース）２勝，出雲崎特別，アーリントン
Ｃ-G3４着，共同通信杯-G3４着，�

トライフォーリアル（騸リアルインパクト）１勝，�
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�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
ドゥラメンテ

�
�
*サンデーサイレンス

鹿 2012 アドマイヤグルーヴ エアグルーヴ

�
�
�

�
�
*フレンチデピュティ

*クロフネ *ブルーアヴェニュー
ココシュニック

�
�
Seeking the Gold

芦 2005 *ゴールドティアラ Bright Tiara（10）

*クロフネ Kurofune は米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート
-JPN1。主な産駒：ソダシ（桜花賞-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】クロノジェネシス（有
馬記念-G1，宝塚記念-G1２回，秋華賞-G1），ノームコア（香港Ｃ-G1），レイパ
パレ（大阪杯-G1），ノーヴァレンダ（全日本２歳優駿-JPN1），プラダリア（青葉
賞-G2），リオンリオン（青葉賞-G2），シャイニングレイ（ホープフルＳ-G2）

母ココシュニック（05 *クロフネ）３勝［勝ち距離1700ｍ～1800ｍ］。産駒
ステファノス（11 牡 鹿 ディープインパクト）４勝，富士Ｓ-G3（芝1600
ｍ），白百合Ｓ-OP（芝1800ｍ），つばき賞（芝1800ｍ），天皇賞�-G1
２着，同３着，大阪杯-G1２着，オールカマー-G2２着，鳴尾記念
-G3２着，中山記念-G2３着，毎日杯-G3３着，毎日王冠-G2４着，
同５着，セントライト記念-G2４着，皐月賞-G1５着，宝塚記念-G1５
着，香港入着，香港クイーンエリザベス二世Ｃ-G1２着，香港Ｃ-G1
３着，同４着。種牡馬

ココスタイル（12 牡 芦 ネオユニヴァース）１勝
ココファンタジア（13 牝 黒鹿 ステイゴールド）３勝，知立特別（芝1400

ｍ），小樽特別（芝1200ｍ）
フィニフティ（15 牝 芦ディープインパクト）１勝，クイーンＣ-G3２着
リャスナ（16 牝 鹿ディープインパクト）２勝
スノーハレーション（18 牝 芦ディープインパクト）１勝，�
ハンベルジャイト（20 牝 芦ジャスタウェイ）未出走

祖母 *ゴールドティアラ（96 Seeking the Gold）米国産，中央・岩手・東海�
９勝，マイルチャンピオンシップ南部杯-JPN1，プロキオンＳ-JPN3，シリウ
スＳ-JPN3，ユニコーンＳ-JPN3，かきつばた記念-JPN3，ギャラクシーＳ
-OP，ゆうすげＳ，寒梅賞，フェブラリーＳ-JPN1２着。産駒
ゴールデンハインド（牡 *クロフネ）６勝，万葉Ｓ-L，札幌日経オープン

-L，支笏湖特別，横津岳特別
ロングロウ（牡 *クロフネ）５勝，上賀茂Ｓ，滝桜賞
エンプレスティアラ（牝 *クロフネ）２戦，入着。産駒
レッドレグナント（牝ロードカナロア）４勝，多摩川Ｓ，道新スポーツ

賞，サフラン賞，アネモネＳ-L２着
ボルドネス（騸 ハーツクライ）３勝，石狩特別，佐賀�３勝，岩手�
２勝，�

ジュンブロッサム（牡ワールドエース）２勝，出雲崎特別，アーリントン
Ｃ-G3４着，共同通信杯-G3４着，�

トライフォーリアル（騸リアルインパクト）１勝，�
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ドゥラメンテ
　鹿　2012

キングカメハメハ
　鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

アドマイヤグルーヴ
　鹿　2000

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

エアグルーヴ
＊トニービン

ダイナカール

ココシュニック
　芦　2005

＊クロフネ
　Kurofune
　芦　1998

＊フレンチデピュティ
Deputy Minister

Mitterand

＊ブルーアヴェニュー
Classic Go Go

Eliza Blue

＊ゴールドティアラ
　Gold Tiara
　栗　1996

Seeking the Gold
Mr. Prospector

Con Game

Bright Tiara
Chief's Crown

Expressive Dance

� Mr.�Prospector�4S×4D

メス・栗毛
2021年2月13日生
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父産駒らしい好馬体の持ち主で、前後躯を柔らかく良質な筋肉
が覆い、心肺機能の高さを示す深い胸と内臓面の強さを証明す
る立派な腹袋を持ち合わせています。また、立派な上体を頑健
な四肢が支えていますので、今後の鍛錬でより逞しい馬体へと
成長するのは必至です。馬体の印象どおりに力感漲る動きをし
ており、回転が速く、瞬く間にトップスピードへと到達する走
りは圧巻の一言です。放牧地では常にリーダー争いをするほど
気が強く、活気にあふれる前向きな気性は、勝負根性のみなら
ず仕上がりの早さにも繋がります。早期デビューから2歳重賞、
そして世代の主役へ、そんな期待を抱かせてくれます。

総額 5,000万円 一口出資額 125,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：高野友和厩舎

アドマイヤローザの2165

65

牡・鹿
１/９

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*グラスワンダー

スクリーンヒーロー ランニングヒロイン
モーリス

�
�
*カーネギー

鹿 2011 メジロフランシス メジロモントレー

�
�
�

�
�
Dansili

*ハービンジャー Penang Pearl
アドマイヤローザ

�
�
*クロフネ

芦 2014 アドマイヤテンバ アドマイヤグルーヴ（8）
*パロクサイド系

*ハービンジャー Harbinger は英国産，英６勝，キングジョージ六世＆クイー
ン エリザベスＳ-G1。主な産駒：ブラストワンピース（有馬記念-G1），ディアドラ
（ナッソーＳ-G1），ノームコア（香港Ｃ-G1），ペルシアンナイト（マイルチャンピオ
ンシップ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】メイケイエール（京王杯スプリングＣ-G2），
バジオウ（プリンシパルＳ-L），ドゥラドーレス（毎日杯-G3３着）

母アドマイヤローザ（14 *ハービンジャー）２勝，熱田特別（芝2000ｍ），エルフィ
ンＳ-OP２着［勝ち距離2000ｍ］。本馬が初仔

祖母アドマイヤテンバ（07 *クロフネ）４勝，藻岩山特別。産駒
アドマイヤキング（牡キングカメハメハ）１勝
ホウオウプレミア（牡ロードカナロア）１勝，�

曽祖母アドマイヤグルーヴ（00 *サンデーサイレンス）最優秀古牝馬，８勝，
エリザベス女王杯-JPN1（２回），同３着，阪神牝馬Ｓ-JPN2，ローズＳ
-JPN2，マーメイドＳ-JPN3，若葉Ｓ-L，エリカ賞，秋華賞-JPN1２着，桜花
賞-JPN1３着，天皇賞�-JPN1３着，京都大賞典-G2４着，大阪杯-G2４
着，金鯱賞-JPN2４着，同５着。産駒
ドゥラメンテ：最優秀３歳牡馬，５勝，ダービー-G1，皐月賞-G1，中山記

念-G2，セントポーリア賞，宝塚記念-G1２着，共同通信杯-G3２着，
UAE入着，ドバイシーマクラシック-G1２着。種牡馬

アドマイヤセプター：５勝，白秋Ｓ，アプローズ賞，札幌スポニチ賞，十勝
岳特別，京阪杯-G3２着，スワンＳ-G2３着，札幌２歳Ｓ-G3３着，
フェアリーＳ-G3３着，キーンランドＣ-G3４着，函館スプリントＳ-G3
４着，スプリンターズＳ-G1５着。産駒
デシエルト：３勝，若葉Ｓ-L，�
スカイグルーヴ：２勝，白秋Ｓ，京王杯スプリングＣ-G2２着，京成

杯-G3２着，京都牝馬Ｓ-G3２着，フローラＳ-G2５着，�
レガトゥス：３勝，クロッカスＳ-L２着，�

アドマイヤトライ：１勝，障１勝，阪神スプリングジャンプ３着
ボージェスト：２勝。産駒
ソネットフレーズ：１勝，デイリー杯２歳Ｓ-G2２着，ラジオＮＩＫＫ

ＥＩ賞-G3４着，�
ボーデン：３勝，芦ノ湖特別，スプリングＳ-G2３着，�

四代母エアグルーヴ（93 *トニービン）年度代表馬，９勝，天皇賞�-JPN1，オ
ークス-JPN1，札幌記念-JPN2（２回），大阪杯-JPN2，マーメイドＳ-JPN3。
ルーラーシップ（香港クイーン エリザベス二世Ｃ-G1），フォゲッタブル
（ステイヤーズＳ-G2），グルヴェイグ（マーメイドＳ-G3）の母
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牡・鹿
１/９

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*グラスワンダー

スクリーンヒーロー ランニングヒロイン
モーリス

�
�
*カーネギー

鹿 2011 メジロフランシス メジロモントレー

�
�
�

�
�
Dansili

*ハービンジャー Penang Pearl
アドマイヤローザ

�
�
*クロフネ

芦 2014 アドマイヤテンバ アドマイヤグルーヴ（8）
*パロクサイド系

*ハービンジャー Harbinger は英国産，英６勝，キングジョージ六世＆クイー
ン エリザベスＳ-G1。主な産駒：ブラストワンピース（有馬記念-G1），ディアドラ
（ナッソーＳ-G1），ノームコア（香港Ｃ-G1），ペルシアンナイト（マイルチャンピオ
ンシップ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】メイケイエール（京王杯スプリングＣ-G2），
バジオウ（プリンシパルＳ-L），ドゥラドーレス（毎日杯-G3３着）

母アドマイヤローザ（14 *ハービンジャー）２勝，熱田特別（芝2000ｍ），エルフィ
ンＳ-OP２着［勝ち距離2000ｍ］。本馬が初仔

祖母アドマイヤテンバ（07 *クロフネ）４勝，藻岩山特別。産駒
アドマイヤキング（牡キングカメハメハ）１勝
ホウオウプレミア（牡ロードカナロア）１勝，�

曽祖母アドマイヤグルーヴ（00 *サンデーサイレンス）最優秀古牝馬，８勝，
エリザベス女王杯-JPN1（２回），同３着，阪神牝馬Ｓ-JPN2，ローズＳ
-JPN2，マーメイドＳ-JPN3，若葉Ｓ-L，エリカ賞，秋華賞-JPN1２着，桜花
賞-JPN1３着，天皇賞�-JPN1３着，京都大賞典-G2４着，大阪杯-G2４
着，金鯱賞-JPN2４着，同５着。産駒
ドゥラメンテ：最優秀３歳牡馬，５勝，ダービー-G1，皐月賞-G1，中山記

念-G2，セントポーリア賞，宝塚記念-G1２着，共同通信杯-G3２着，
UAE入着，ドバイシーマクラシック-G1２着。種牡馬

アドマイヤセプター：５勝，白秋Ｓ，アプローズ賞，札幌スポニチ賞，十勝
岳特別，京阪杯-G3２着，スワンＳ-G2３着，札幌２歳Ｓ-G3３着，
フェアリーＳ-G3３着，キーンランドＣ-G3４着，函館スプリントＳ-G3
４着，スプリンターズＳ-G1５着。産駒
デシエルト：３勝，若葉Ｓ-L，�
スカイグルーヴ：２勝，白秋Ｓ，京王杯スプリングＣ-G2２着，京成

杯-G3２着，京都牝馬Ｓ-G3２着，フローラＳ-G2５着，�
レガトゥス：３勝，クロッカスＳ-L２着，�

アドマイヤトライ：１勝，障１勝，阪神スプリングジャンプ３着
ボージェスト：２勝。産駒
ソネットフレーズ：１勝，デイリー杯２歳Ｓ-G2２着，ラジオＮＩＫＫ

ＥＩ賞-G3４着，�
ボーデン：３勝，芦ノ湖特別，スプリングＳ-G2３着，�

四代母エアグルーヴ（93 *トニービン）年度代表馬，９勝，天皇賞�-JPN1，オ
ークス-JPN1，札幌記念-JPN2（２回），大阪杯-JPN2，マーメイドＳ-JPN3。
ルーラーシップ（香港クイーン エリザベス二世Ｃ-G1），フォゲッタブル
（ステイヤーズＳ-G2），グルヴェイグ（マーメイドＳ-G3）の母
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モーリス
　鹿　2011

スクリーンヒーロー
　栗　2004

＊グラスワンダー
Silver Hawk

Ameriflora

ランニングヒロイン
＊サンデーサイレンス

ダイナアクトレス

メジロフランシス
　鹿　2001

＊カーネギー
Sadler's Wells

Detroit

メジロモントレー
＊モガミ

メジロクインシー

アドマイヤローザ
　芦　2014

＊ハービンジャー
　Harbinger
　鹿　2006

Dansili
＊デインヒル

Hasili

Penang Pearl
Bering

Guapa

アドマイヤテンバ
　芦　2007

＊クロフネ
＊フレンチデピュティ
＊ブルーアヴェニュー

アドマイヤグルーヴ
＊サンデーサイレンス

エアグルーヴ

� ＊サンデーサイレンス�4S×4D,�Danzig�5S×5D

牡・鹿毛
2021年1月9日生
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やや小柄ではあるものの幅のあるバランス面に秀でたつくりで、
父産駒らしい良質な筋肉が目にとまります。気が強く、精神的
に幼いところもありますが我慢は利いており、人の指示を的確
に咀嚼できる聡明さを備えています。残像が見えるほど四肢を
高速回転させるキャンターはスピード感満点で、凄まじい瞬発
力を生み出しており、すでに大仕事を成し遂げてくれそうな風
格さえ漂っています。日豪G1を制した名牝の初仔で期待値は自
ずと高くなりますが、相当なポテンシャルを秘めていることが
日々の所作から感じられるだけに、活躍の場は日本国内に留ま
らず、両親と同様に海外にまで及ぶことでしょう。

総額 12,000万円 一口出資額 300,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：矢作芳人厩舎

リスグラシューの2166
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牡・鹿
２/７

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*グラスワンダー

スクリーンヒーロー ランニングヒロイン
モーリス

�
�
*カーネギー

鹿 2011 メジロフランシス メジロモントレー

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ハーツクライ アイリッシュダンス
リスグラシュー

�
�
American Post

黒鹿 2014 *リリサイド Miller's Lily（1）

ハーツクライHeart's Cry は千歳産，最優秀古牡馬，中央・UAE５勝，ドバイ
シーマクラシック-G1。主な産駒：リスグラシュー（有馬記念-G1）。【ＢＭＳ：主な
産駒】エフフォーリア（皐月賞-G1，有馬記念-G1），タガロア（ＭＲＣブルーダ
イヤモンドＳ-G1），ケイデンスコール（マイラーズＣ-G2），トロワゼトワル（京成杯
オータムＨ-G3２回），ヴァルディゼール（シンザン記念-G3）

母リスグラシュー（14 ハーツクライ）年度代表馬，最優秀古牝馬（２回），６
勝，有馬記念-G1（芝2500ｍ），宝塚記念-G1（芝2200ｍ），エリザベス女
王杯-G1（芝2200ｍ），東京新聞杯-G3（芝1600ｍ），アルテミスＳ-G3（芝
1600ｍ），２歳未勝利（阪神・芝1800ｍ，２歳レコード），桜花賞-G1２着，
秋華賞-G1２着，ヴィクトリアマイル-G1２着，阪神ジュベナイルフィリーズ
-G1２着，金鯱賞-G2２着，府中牝馬Ｓ-G2２着，阪神牝馬Ｓ-G2３着，
ローズＳ-G2３着，チューリップ賞-G3３着，オークス-G1５着，豪１勝，Ｍ
ＶＲＣ Ｗ.Ｓ.コックスプレート-G1（芝2040ｍ），香港入着，香港ヴァーズ
-G1２着，香港クイーン エリザベス二世Ｃ-G1３着［勝ち距離1600ｍ～
2500ｍ］。本馬が初仔

祖母 *リリサイド Liliside（07 American Post）仏国産，仏５勝，Prix de la
Californie-L，Prix La Camargo-L，Prix de La Cochere-L。産駒
アラスカ（牝オルフェーヴル）３勝，支笏湖特別，北辰特別
プルメリアスター（牝 ゼンノロブロイ）３勝，豊川特別
レイリオン（牝ダイワメジャー）２勝

曽祖母ミラーズリリー Miller's Lily（88 *ミラーズメイト）仏２勝。産駒
*リリーアメリカ Lily America：仏３勝，Prix La Camargo-L
ザワイズレイディThe Wise Lady：仏３勝，ミエスク賞-G3２着，カルヴァ
ドス賞-G3３着，リゾランジ賞-G3３着。産駒
ミン ジー コスモス Ming Zhi Cosmos：仏３勝，伊３勝，セルジオ
クマニ賞-G3，Premio Nogara-L，Premio Pietro Bessero-L

メロディーマン Melodyman：仏３勝，Prix Zeddaan-L，クリテリウム
ドメゾンラフィット-G2４着

グッバイマイフレンド Good Bye My Friend：仏７勝，Prix Herod
-L３着，Prix Montenica-L３着，Prix du Pont-Neuf-L３着

クローラン Cloghran：仏４戦。ロビン オブ ナヴァン Robin of Nav-
an（クリテリウムドサンクルー-G1）の母

ゴールデンリリー Golden Lily：仏障１勝。産駒
*リリーズキャンドル Lily's Candle：仏３勝，マルセル ブサック賞

-G1，Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles-L
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�
*グラスワンダー

スクリーンヒーロー ランニングヒロイン
モーリス

�
�
*カーネギー

鹿 2011 メジロフランシス メジロモントレー

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ハーツクライ アイリッシュダンス
リスグラシュー

�
�
American Post

黒鹿 2014 *リリサイド Miller's Lily（1）

ハーツクライHeart's Cry は千歳産，最優秀古牡馬，中央・UAE５勝，ドバイ
シーマクラシック-G1。主な産駒：リスグラシュー（有馬記念-G1）。【ＢＭＳ：主な
産駒】エフフォーリア（皐月賞-G1，有馬記念-G1），タガロア（ＭＲＣブルーダ
イヤモンドＳ-G1），ケイデンスコール（マイラーズＣ-G2），トロワゼトワル（京成杯
オータムＨ-G3２回），ヴァルディゼール（シンザン記念-G3）

母リスグラシュー（14 ハーツクライ）年度代表馬，最優秀古牝馬（２回），６
勝，有馬記念-G1（芝2500ｍ），宝塚記念-G1（芝2200ｍ），エリザベス女
王杯-G1（芝2200ｍ），東京新聞杯-G3（芝1600ｍ），アルテミスＳ-G3（芝
1600ｍ），２歳未勝利（阪神・芝1800ｍ，２歳レコード），桜花賞-G1２着，
秋華賞-G1２着，ヴィクトリアマイル-G1２着，阪神ジュベナイルフィリーズ
-G1２着，金鯱賞-G2２着，府中牝馬Ｓ-G2２着，阪神牝馬Ｓ-G2３着，
ローズＳ-G2３着，チューリップ賞-G3３着，オークス-G1５着，豪１勝，Ｍ
ＶＲＣ Ｗ.Ｓ.コックスプレート-G1（芝2040ｍ），香港入着，香港ヴァーズ
-G1２着，香港クイーン エリザベス二世Ｃ-G1３着［勝ち距離1600ｍ～
2500ｍ］。本馬が初仔

祖母 *リリサイド Liliside（07 American Post）仏国産，仏５勝，Prix de la
Californie-L，Prix La Camargo-L，Prix de La Cochere-L。産駒
アラスカ（牝オルフェーヴル）３勝，支笏湖特別，北辰特別
プルメリアスター（牝 ゼンノロブロイ）３勝，豊川特別
レイリオン（牝ダイワメジャー）２勝

曽祖母ミラーズリリー Miller's Lily（88 *ミラーズメイト）仏２勝。産駒
*リリーアメリカ Lily America：仏３勝，Prix La Camargo-L
ザワイズレイディThe Wise Lady：仏３勝，ミエスク賞-G3２着，カルヴァ
ドス賞-G3３着，リゾランジ賞-G3３着。産駒
ミン ジー コスモス Ming Zhi Cosmos：仏３勝，伊３勝，セルジオ
クマニ賞-G3，Premio Nogara-L，Premio Pietro Bessero-L

メロディーマン Melodyman：仏３勝，Prix Zeddaan-L，クリテリウム
ドメゾンラフィット-G2４着

グッバイマイフレンド Good Bye My Friend：仏７勝，Prix Herod
-L３着，Prix Montenica-L３着，Prix du Pont-Neuf-L３着

クローラン Cloghran：仏４戦。ロビン オブ ナヴァン Robin of Nav-
an（クリテリウムドサンクルー-G1）の母

ゴールデンリリー Golden Lily：仏障１勝。産駒
*リリーズキャンドル Lily's Candle：仏３勝，マルセル ブサック賞

-G1，Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles-L
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母馬優先

モーリス
　鹿　2011

スクリーンヒーロー
　栗　2004

＊グラスワンダー
Silver Hawk

Ameriflora

ランニングヒロイン
＊サンデーサイレンス

ダイナアクトレス

メジロフランシス
　鹿　2001

＊カーネギー
Sadler's Wells

Detroit

メジロモントレー
＊モガミ

メジロクインシー

リスグラシュー
　黒鹿　2014

ハーツクライ
　鹿　2001

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

アイリッシュダンス
＊トニービン
＊ビューパーダンス

＊リリサイド
　Liliside
　鹿　2007

American Post
Bering

Wells Fargo

Miller's Lily
＊ミラーズメイト

Lymara

� ＊サンデーサイレンス�3D×4S,�Sadler's�Wells�4S×5D,�Lyphard�5S×5D×5D

牡・鹿毛
2021年2月7日生
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幼さがありながらも品の良さが漂うのは、やはり良質な牝系の
成せる業でしょう。父の産駒らしく、しっかりとした腹袋に骨
量豊富な骨格を持ち合わせていますが、それに見合った筋肉が
まだ付ききっていない点を考慮すると、今後の良化の余地は計
り知れず、未完成な馬体が将来どのように成長していくかを想
像すると楽しみでなりません。気性面では、他馬と競争になる
と闘志を前面に出し、決して引かない芯の強さを持っているこ
とから、一級の勝負根性を備えていることが見てとれます。前
向きな走る気持ちに肉体の発達が追い付いた時、一族の悲願で
あるビッグタイトルを手中に収めてくれることでしょう。

総額 6,000万円 一口出資額 150,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：松永幹夫厩舎

ディアデラマドレの2167
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�
*グラスワンダー

スクリーンヒーロー ランニングヒロイン
モーリス

�
�
*カーネギー

鹿 2011 メジロフランシス メジロモントレー

�
�
�

�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
ディアデラマドレ

�
�
*サンデーサイレンス

鹿 2010 ディアデラノビア *ポトリザリス（2）

キングカメハメハ King Kamehameha は早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダ
ービー-JPN1，ＮＨＫマイルＣ-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳ
チャンピオン。主な産駒：ドゥラメンテ（ダービー-G1，皐月賞-G1）。【ＢＭＳ：主な
産駒】ワグネリアン（ダービー-G1），ジオグリフ（皐月賞-G1），ブラストワンピース
（有馬記念-G1），デアリングタクト（牝馬三冠），ソダシ（桜花賞-G1）

母ディアデラマドレ（10 キングカメハメハ）６勝，府中牝馬Ｓ-G2（芝1800
ｍ），マーメイドＳ-G3（芝2000ｍ），愛知杯-G3（芝2000ｍ），堀川特別（芝
1800ｍ），エリザベス女王杯-G1３着，クイーンＳ-G3５着［勝ち距離1400
ｍ～2000ｍ］。産駒
クラヴェル（17 牝 青鹿エピファネイア）３勝，三面川特別（芝1800ｍ），マ

ーメイドＳ-G3２着，エリザベス女王杯-G1３着，新潟記念-G3３着，
中京記念-G3３着，�

レガラール（19 牡 栗 モーリス）１勝，�
祖母ディアデラノビア（02 *サンデーサイレンス）５勝，フローラＳ-JPN2，京

都牝馬Ｓ-G3，同-JPN3５着，愛知杯-G3，白梅賞，中山牝馬Ｓ-JPN3２
着，オークス-JPN1３着，ヴィクトリアマイル-JPN1３着，エリザベス女王杯
-JPN1３着，同-G1４着，マイラーズＣ-G2３着，オールカマー-JPN2３
着，阪神牝馬Ｓ-G2３着，府中牝馬Ｓ-JPN3３着，同-G3４着，フィリーズ
レビュー-JPN2４着。産駒
ドレッドノータス（騸 *ハービンジャー）６勝，京都大賞典-G2，京都２歳

Ｓ-G3，アンドロメダＳ-L，同２着，レインボーＳ，稲村ヶ崎特別，函館
記念-G3４着

ディアデルレイ（牡キングカメハメハ）７勝，福島民友Ｃ-L，師走Ｓ-OP，
錦秋Ｓ，マーチＳ-G3２着，南関東�１勝，埼玉新聞栄冠賞

サンマルティン（騸 *ハービンジャー）６勝，都大路Ｓ-L，むらさき賞，南
相馬特別，小倉記念-G3２着，岩手�４勝，�

カウディーリョ（牡キングカメハメハ）５勝，丹頂Ｓ-OP，関門橋Ｓ，ＨＴＢ
賞，山吹賞，札幌日経オープン-L２着，�

ディオスバリエンテ（騸ロードカナロア）１勝，プリンシパルＳ-L２着，�
バルデス（牡 *ハービンジャー）３勝，松前特別，ホンコンジョッキークラブ

Ｔ
グレイトオーサー（騸 *ノヴェリスト）２勝，�
グランディア（騸 *ハービンジャー）２勝，�
ディアデラバンデラ（騸 *シンボリクリスエス）１勝，東海�２勝，梅見月杯

５着，高知�２勝
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牡・鹿
３/９

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*グラスワンダー

スクリーンヒーロー ランニングヒロイン
モーリス

�
�
*カーネギー

鹿 2011 メジロフランシス メジロモントレー

�
�
�

�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
ディアデラマドレ

�
�
*サンデーサイレンス

鹿 2010 ディアデラノビア *ポトリザリス（2）

キングカメハメハ King Kamehameha は早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダ
ービー-JPN1，ＮＨＫマイルＣ-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳ
チャンピオン。主な産駒：ドゥラメンテ（ダービー-G1，皐月賞-G1）。【ＢＭＳ：主な
産駒】ワグネリアン（ダービー-G1），ジオグリフ（皐月賞-G1），ブラストワンピース
（有馬記念-G1），デアリングタクト（牝馬三冠），ソダシ（桜花賞-G1）

母ディアデラマドレ（10 キングカメハメハ）６勝，府中牝馬Ｓ-G2（芝1800
ｍ），マーメイドＳ-G3（芝2000ｍ），愛知杯-G3（芝2000ｍ），堀川特別（芝
1800ｍ），エリザベス女王杯-G1３着，クイーンＳ-G3５着［勝ち距離1400
ｍ～2000ｍ］。産駒
クラヴェル（17 牝 青鹿エピファネイア）３勝，三面川特別（芝1800ｍ），マ

ーメイドＳ-G3２着，エリザベス女王杯-G1３着，新潟記念-G3３着，
中京記念-G3３着，�

レガラール（19 牡 栗 モーリス）１勝，�
祖母ディアデラノビア（02 *サンデーサイレンス）５勝，フローラＳ-JPN2，京

都牝馬Ｓ-G3，同-JPN3５着，愛知杯-G3，白梅賞，中山牝馬Ｓ-JPN3２
着，オークス-JPN1３着，ヴィクトリアマイル-JPN1３着，エリザベス女王杯
-JPN1３着，同-G1４着，マイラーズＣ-G2３着，オールカマー-JPN2３
着，阪神牝馬Ｓ-G2３着，府中牝馬Ｓ-JPN3３着，同-G3４着，フィリーズ
レビュー-JPN2４着。産駒
ドレッドノータス（騸 *ハービンジャー）６勝，京都大賞典-G2，京都２歳

Ｓ-G3，アンドロメダＳ-L，同２着，レインボーＳ，稲村ヶ崎特別，函館
記念-G3４着

ディアデルレイ（牡キングカメハメハ）７勝，福島民友Ｃ-L，師走Ｓ-OP，
錦秋Ｓ，マーチＳ-G3２着，南関東�１勝，埼玉新聞栄冠賞

サンマルティン（騸 *ハービンジャー）６勝，都大路Ｓ-L，むらさき賞，南
相馬特別，小倉記念-G3２着，岩手�４勝，�

カウディーリョ（牡キングカメハメハ）５勝，丹頂Ｓ-OP，関門橋Ｓ，ＨＴＢ
賞，山吹賞，札幌日経オープン-L２着，�

ディオスバリエンテ（騸ロードカナロア）１勝，プリンシパルＳ-L２着，�
バルデス（牡 *ハービンジャー）３勝，松前特別，ホンコンジョッキークラブ

Ｔ
グレイトオーサー（騸 *ノヴェリスト）２勝，�
グランディア（騸 *ハービンジャー）２勝，�
ディアデラバンデラ（騸 *シンボリクリスエス）１勝，東海�２勝，梅見月杯

５着，高知�２勝
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母馬優先

モーリス
　鹿　2011

スクリーンヒーロー
　栗　2004

＊グラスワンダー
Silver Hawk

Ameriflora

ランニングヒロイン
＊サンデーサイレンス

ダイナアクトレス

メジロフランシス
　鹿　2001

＊カーネギー
Sadler's Wells

Detroit

メジロモントレー
＊モガミ

メジロクインシー

ディアデラマドレ
　鹿　2010

キングカメハメハ
　鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

ディアデラノビア
　栗　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ポトリザリス
Potrillazo

Chaldee

� ＊サンデーサイレンス�3D×4S

牡・鹿毛
2021年3月9日生
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生まれ月を思わせない上背のある骨格に、春を迎えて日増しに
肩回りやトモなどの要所に筋肉が備わってきて、一目で父産駒
であることが頷けるような馬体へと変貌を遂げています。草地
を颯爽と駆けていく走りからは、可動域の大きな伸縮を可能に
する柔軟性の高さとバネの強さを確認することができ、身体能
力も申し分ありません。その上、シーズンを通して良好な毛ヅ
ヤを保ってきたように内臓面も健全であり、今後の益々の成長
も必至なことから、スピード性能にはさらに磨きがかかってい
くと推察できます。母系由来の闘争心あふれる勝ち気な気性を
ゴール前での一押しに繋げ、着実に勝利を積み重ねていきます。

総額 4,000万円 一口出資額 100,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：武英智厩舎

ペルレンケッテの2168
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ス
×
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ン
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ッ
テ
［
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］
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牡・鹿
４/14

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*グラスワンダー

スクリーンヒーロー ランニングヒロイン
モーリス

�
�
*カーネギー

鹿 2011 メジロフランシス メジロモントレー

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
ペルレンケッテ

�
�
Acatenango

鹿 2008 *プンティラ Prada（4）

ディープインパクトDeep Impact は早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠，
ジャパンＣ-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ジェンティルドンナ
（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（三冠）。【ＢＭＳ：主な産駒】ブロウアウト（フ
ァーストレイディＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），アリストテレス（アメリカＪＣＣ
-G2），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母ペルレンケッテ（08 ディープインパクト）４勝，大江山特別（芝1400ｍ）［勝ち
距離1400ｍ］。産駒
バンベルク（18 牡 鹿 エピファネイア）入着，兵庫�２勝，�
グレアファンタス（19 騸 鹿 *ドレフォン）３戦，�

祖母 *プンティラ Puntilla（97 Acatenango）独国産，独２勝，独オークス
-G2，フュルシュテンベルクレンネン-G3４着。産駒
パカマ Pakama（牝 Kalatos）独２勝，Berberis Rennen-L３着，ヴィンタ
ーケーニギン賞-G3４着

パルッカPalucca（牝 Big Shuffle）不出走。産駒
パドドゥ Pas de deux（騸 Saddex）独７勝，エッティンゲンレンネン

-G2（２回），オイロパ マイレ-G3，シュパルカッセンフィナンツグ
ルッペ賞-G3，マイレントロフィー-G2２着，仏１勝，ベルトランデ
ュブルイユ賞-G3，Grand Prix de Compiegne-L２着

パロル Parol（騸 Pastorius）独５勝，ヴィルトシャフト大賞典-G3，バ
ーデナーマイレ-G2３着，仏１勝，Prix Jacques Laffitte-L２着

曽祖母プラダ Prada（92 Lagunas）独３勝，Nereide-Rennen-L。産駒
*パイタ Paita：伊仏３勝，クリテリウムド サンクルー-G1，アレフランス賞

-G3，仏オークス-G1３着，ヴェルメイユ賞-G1３着。*ピリカ Pirika
（エドゥヴィル賞-G3，Prix de la Pepiniere-L）の母

プライア Praia：独１勝，Grosser Preis der Stadtsparkasse Dusseldorf
-L２着，Grosser Preis der Dr. Duve Inkasso-L２着。ポテムキン
Potemkin（ローマ賞-G1，ドラール賞-G2，ドイツ統一賞-G3，ヴィルト
シャフト大賞典-G3２回），パライサ Paraisa（Grosser Preis vom
Gestut Burg Eberstein Brummerhof-L）の母，ヴィクトリー チャ
イム Victory Chime（Foundation S-L）の祖母

パイリタ Pailita：不出走。プリンシペサ Principessa（Ardmore Jamaica
H-L）の母，ピナクルピーク Pinnacle Peak（マンノウォースプリント
-G3）の祖母

パランダ Palanda：不出走。プラン シエル Plein Ciel（ＭＲＣイースター
Ｃ-G3）の祖母
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牡・鹿
４/14

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*グラスワンダー

スクリーンヒーロー ランニングヒロイン
モーリス

�
�
*カーネギー

鹿 2011 メジロフランシス メジロモントレー

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
ペルレンケッテ

�
�
Acatenango

鹿 2008 *プンティラ Prada（4）

ディープインパクトDeep Impact は早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠，
ジャパンＣ-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ジェンティルドンナ
（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（三冠）。【ＢＭＳ：主な産駒】ブロウアウト（フ
ァーストレイディＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），アリストテレス（アメリカＪＣＣ
-G2），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母ペルレンケッテ（08 ディープインパクト）４勝，大江山特別（芝1400ｍ）［勝ち
距離1400ｍ］。産駒
バンベルク（18 牡 鹿 エピファネイア）入着，兵庫�２勝，�
グレアファンタス（19 騸 鹿 *ドレフォン）３戦，�

祖母 *プンティラ Puntilla（97 Acatenango）独国産，独２勝，独オークス
-G2，フュルシュテンベルクレンネン-G3４着。産駒
パカマ Pakama（牝 Kalatos）独２勝，Berberis Rennen-L３着，ヴィンタ
ーケーニギン賞-G3４着

パルッカPalucca（牝 Big Shuffle）不出走。産駒
パドドゥ Pas de deux（騸 Saddex）独７勝，エッティンゲンレンネン

-G2（２回），オイロパ マイレ-G3，シュパルカッセンフィナンツグ
ルッペ賞-G3，マイレントロフィー-G2２着，仏１勝，ベルトランデ
ュブルイユ賞-G3，Grand Prix de Compiegne-L２着

パロル Parol（騸 Pastorius）独５勝，ヴィルトシャフト大賞典-G3，バ
ーデナーマイレ-G2３着，仏１勝，Prix Jacques Laffitte-L２着

曽祖母プラダ Prada（92 Lagunas）独３勝，Nereide-Rennen-L。産駒
*パイタ Paita：伊仏３勝，クリテリウムド サンクルー-G1，アレフランス賞

-G3，仏オークス-G1３着，ヴェルメイユ賞-G1３着。*ピリカ Pirika
（エドゥヴィル賞-G3，Prix de la Pepiniere-L）の母

プライア Praia：独１勝，Grosser Preis der Stadtsparkasse Dusseldorf
-L２着，Grosser Preis der Dr. Duve Inkasso-L２着。ポテムキン
Potemkin（ローマ賞-G1，ドラール賞-G2，ドイツ統一賞-G3，ヴィルト
シャフト大賞典-G3２回），パライサ Paraisa（Grosser Preis vom
Gestut Burg Eberstein Brummerhof-L）の母，ヴィクトリー チャ
イム Victory Chime（Foundation S-L）の祖母

パイリタ Pailita：不出走。プリンシペサ Principessa（Ardmore Jamaica
H-L）の母，ピナクルピーク Pinnacle Peak（マンノウォースプリント
-G3）の祖母

パランダ Palanda：不出走。プラン シエル Plein Ciel（ＭＲＣイースター
Ｃ-G3）の祖母
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母馬優先

モーリス
　鹿　2011

スクリーンヒーロー
　栗　2004

＊グラスワンダー
Silver Hawk

Ameriflora

ランニングヒロイン
＊サンデーサイレンス

ダイナアクトレス

メジロフランシス
　鹿　2001

＊カーネギー
Sadler's Wells

Detroit

メジロモントレー
＊モガミ

メジロクインシー

ペルレンケッテ
　鹿　2008

ディープインパクト
　鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊プンティラ
　Puntilla
　黒鹿　1997

Acatenango
Surumu

Aggravate

Prada
Lagunas

Pradera

� ＊サンデーサイレンス�3D×4S,�Lyphard�5S×5D

牡・鹿毛
2021年4月14日生
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早生まれということもありますが、同世代の牡馬をも凌駕する
ほど筋肉質で逞しい立派な馬体が目を引きます。父産駒らしい
非常に弾力性に富んだ筋肉は、恵まれた体を目一杯使った豪快
なアクションを可能にし、軽快なスピードの源となっています。
気性面には馬体や動きの迫力とは対照的なところがあり、常に
周囲の状況を把握しながら行動する、冷静で慎重なタイプです
ので、無駄にエネルギーを消費することはありません。実際の
レースにおいても相手の一枚上を行くような器用な立ち回りで
勝負どころを見極め、持ち前の脚力を余すことなく末脚に変換
し、計ったように差し切る爽快なレースを見せてくれそうです。

総額 2,400万円 一口出資額 60,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：橋口慎介厩舎

レネットグルーヴの2169

69

牝・鹿
１/31

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*グラスワンダー

スクリーンヒーロー ランニングヒロイン
モーリス

�
�
*カーネギー

鹿 2011 メジロフランシス メジロモントレー

�
�
�

�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
レネットグルーヴ

�
�
*サンデーサイレンス

黒鹿 2010 イントゥザグルーヴ エアグルーヴ（8）
*パロクサイド系

キングカメハメハ King Kamehameha は早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダ
ービー-JPN1，ＮＨＫマイルＣ-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳ
チャンピオン。主な産駒：ドゥラメンテ（ダービー-G1，皐月賞-G1）。【ＢＭＳ：主な
産駒】ワグネリアン（ダービー-G1），ジオグリフ（皐月賞-G1），ブラストワンピース
（有馬記念-G1），デアリングタクト（牝馬三冠），ソダシ（桜花賞-G1）

母レネットグルーヴ（10 キングカメハメハ）３勝，石打特別（芝1800ｍ）［勝ち距
離1600ｍ～1800ｍ］。産駒
スピッツェンバーグ（17 牡 栗 *ハービンジャー）入着，南関東�１勝
ゾディアックサイン（18 騸 青鹿 モーリス）１勝，�
ローシャムパーク（19 牡 鹿 *ハービンジャー）２勝，山藤賞（芝2000ｍ），

�
ヴェイパーウェイヴ（20 牝 鹿 サトノクラウン）未出走

祖母イントゥザグルーヴ（01 *サンデーサイレンス）４勝，早春賞。産駒
グルーヴィクイーン（牝キングカメハメハ）１勝。産駒
フェアリーグルーヴ（牝フェノーメノ）３勝，赤倉特別，�

曽祖母エアグルーヴ（93 *トニービン）年度代表馬，最優秀古牝馬，９勝，天
皇賞�-JPN1，オークス-JPN1，札幌記念-JPN2（２回），大阪杯-JPN2，マ
ーメイドＳ-JPN3，チューリップ賞-JPN3，いちょうＳ-OP，ジャパンＣ-G1２着
（２回），阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1２着，鳴尾記念-JPN2２着。産駒
ルーラーシップ：７勝，アメリカＪＣＣ-G2，日経新春杯-G2，金鯱賞-G2，

鳴尾記念-G3，プリンシパルＳ-L，アルメリア賞，宝塚記念-G1２着，
香港１勝，香港クイーンエリザベス二世Ｃ-G1。種牡馬

アドマイヤグルーヴ：最優秀古牝馬，８勝，エリザベス女王杯-JPN1（２
回），阪神牝馬Ｓ-JPN2，ローズＳ-JPN2，マーメイドＳ-JPN3，若葉Ｓ
-L。ドゥラメンテ（最優秀３歳牡馬，ダービー-G1，皐月賞-G1），アド
マイヤセプター（京阪杯-G3２着），アドマイヤトライ（阪神スプリング
ジャンプ３着）の母，デシエルト（若葉Ｓ-L）の祖母

フォゲッタブル：４勝，ステイヤーズＳ-G2，ダイヤモンドＳ-G3
グルヴェイグ：５勝，マーメイドＳ-G3。アンドヴァラナウト（ローズＳ

-G2，秋華賞-G1３着），ヴァナヘイム（京都２歳Ｓ-G3２着）の母
ポルトフィーノ：３勝，エルフィンＳ-OP，清水Ｓ。ポルトドートウィユ（京都新
聞杯-G2２着），ポルトラーノ（京都ハイジャンプ３着）の母

ラストグルーヴ：１勝。ランフォザローゼス（青葉賞-G2２着），レッドルレー
ヴ（フラワーＣ-G3２着）の母

ソニックグルーヴ：不出走。グルーヴィット（中京記念-G3）の祖母
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69

牝・鹿
１/31

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*グラスワンダー

スクリーンヒーロー ランニングヒロイン
モーリス

�
�
*カーネギー

鹿 2011 メジロフランシス メジロモントレー

�
�
�

�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
レネットグルーヴ

�
�
*サンデーサイレンス

黒鹿 2010 イントゥザグルーヴ エアグルーヴ（8）
*パロクサイド系

キングカメハメハ King Kamehameha は早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダ
ービー-JPN1，ＮＨＫマイルＣ-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳ
チャンピオン。主な産駒：ドゥラメンテ（ダービー-G1，皐月賞-G1）。【ＢＭＳ：主な
産駒】ワグネリアン（ダービー-G1），ジオグリフ（皐月賞-G1），ブラストワンピース
（有馬記念-G1），デアリングタクト（牝馬三冠），ソダシ（桜花賞-G1）

母レネットグルーヴ（10 キングカメハメハ）３勝，石打特別（芝1800ｍ）［勝ち距
離1600ｍ～1800ｍ］。産駒
スピッツェンバーグ（17 牡 栗 *ハービンジャー）入着，南関東�１勝
ゾディアックサイン（18 騸 青鹿 モーリス）１勝，�
ローシャムパーク（19 牡 鹿 *ハービンジャー）２勝，山藤賞（芝2000ｍ），

�
ヴェイパーウェイヴ（20 牝 鹿 サトノクラウン）未出走

祖母イントゥザグルーヴ（01 *サンデーサイレンス）４勝，早春賞。産駒
グルーヴィクイーン（牝キングカメハメハ）１勝。産駒
フェアリーグルーヴ（牝フェノーメノ）３勝，赤倉特別，�

曽祖母エアグルーヴ（93 *トニービン）年度代表馬，最優秀古牝馬，９勝，天
皇賞�-JPN1，オークス-JPN1，札幌記念-JPN2（２回），大阪杯-JPN2，マ
ーメイドＳ-JPN3，チューリップ賞-JPN3，いちょうＳ-OP，ジャパンＣ-G1２着
（２回），阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1２着，鳴尾記念-JPN2２着。産駒
ルーラーシップ：７勝，アメリカＪＣＣ-G2，日経新春杯-G2，金鯱賞-G2，

鳴尾記念-G3，プリンシパルＳ-L，アルメリア賞，宝塚記念-G1２着，
香港１勝，香港クイーンエリザベス二世Ｃ-G1。種牡馬

アドマイヤグルーヴ：最優秀古牝馬，８勝，エリザベス女王杯-JPN1（２
回），阪神牝馬Ｓ-JPN2，ローズＳ-JPN2，マーメイドＳ-JPN3，若葉Ｓ
-L。ドゥラメンテ（最優秀３歳牡馬，ダービー-G1，皐月賞-G1），アド
マイヤセプター（京阪杯-G3２着），アドマイヤトライ（阪神スプリング
ジャンプ３着）の母，デシエルト（若葉Ｓ-L）の祖母

フォゲッタブル：４勝，ステイヤーズＳ-G2，ダイヤモンドＳ-G3
グルヴェイグ：５勝，マーメイドＳ-G3。アンドヴァラナウト（ローズＳ

-G2，秋華賞-G1３着），ヴァナヘイム（京都２歳Ｓ-G3２着）の母
ポルトフィーノ：３勝，エルフィンＳ-OP，清水Ｓ。ポルトドートウィユ（京都新
聞杯-G2２着），ポルトラーノ（京都ハイジャンプ３着）の母

ラストグルーヴ：１勝。ランフォザローゼス（青葉賞-G2２着），レッドルレー
ヴ（フラワーＣ-G3２着）の母

ソニックグルーヴ：不出走。グルーヴィット（中京記念-G3）の祖母
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モーリス
　鹿　2011

スクリーンヒーロー
　栗　2004

＊グラスワンダー
Silver Hawk

Ameriflora

ランニングヒロイン
＊サンデーサイレンス

ダイナアクトレス

メジロフランシス
　鹿　2001

＊カーネギー
Sadler's Wells

Detroit

メジロモントレー
＊モガミ

メジロクインシー

レネットグルーヴ
　黒鹿　2010

キングカメハメハ
　鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

イントゥザグルーヴ
　鹿　2001

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

エアグルーヴ
＊トニービン

ダイナカール

� ＊サンデーサイレンス�3D×4S,�＊ノーザンテースト�5S×5D

メス・鹿毛
2021年1月31日生
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PEDIGREE BROODMARE SIRE

FAMILY

COMMENT

70

放牧地での身のこなしの軽さや、キャンターにおろしてからトッ
プスピードへ到達するまでの早さは、牝馬らしい上級なキレが
演出するものです。皮膚感の薄い馬体は上質ですが、現状では
成長の余地が多分にあり、兄姉は総じて1歳秋から目覚ましい良
化を遂げたことを踏まえると、本馬もここから大きな変わり身
が見込めそうです。大人しく、人に従順な性格はセールスポイ
ントと言え、どのような条件下においても折り合いに苦労する
ことはないはずです。実戦では自在性に富んだレース運びで道
中を進め、爆発的な瞬発力を利して直線を制する、そんな魅力
的な走りで芝中距離戦線を牽引してくれることでしょう。

総額 2,800万円 一口出資額 70,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：松永幹夫厩舎

マルティンスタークの2170
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メ
ス
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70

牝・鹿
３/28

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
サトノダイヤモンド

�
�
Orpen

鹿 2013 *マルペンサ Marsella

�
�
�

�
�
Kris S.

*シンボリクリスエス Tee Kay
マルティンスターク

�
�
*トニービン

鹿 2005 ラテルネ ヨシオカザン（9）
*ミートミーレイター系

*シンボリクリスエス Symboli Kris S は米国産，年度代表馬（２回），８勝，
有馬記念-JPN1（２回）。主な産駒：エピファネイア（ジャパンＣ-G1）。【ＢＭＳ：
主な産駒】レイデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），ソングライン（安田記念
-G1），アカイイト（エリザベス女王杯-G1），アルクトス（マイルチャンピオンシップ
南部杯-JPN1２回），オーソリティ（アルゼンチン共和国杯-G2２回）

母マルティンスターク（05 *シンボリクリスエス）４勝，堀川特別（芝1800ｍ）［勝
ち距離1600ｍ～1800ｍ］。産駒
グリューヴァイン（12 牝 栗ゴールドアリュール）３勝
マルムーティエ（14 牝 鹿ダイワメジャー）入着，高知�１勝
ショーンガウアー（15 騸 栗 オルフェーヴル）２勝，高知�４勝，�
エングレーバー（16 牡 鹿 オルフェーヴル）４勝，心斎橋Ｓ（芝1400ｍ），

逢坂山特別（芝1800ｍ），プリンシパルＳ-L２着，�
リグージェ（17 牡 黒鹿ブラックタイド）１勝，東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3

５着
アルトシュタット（19 牡 鹿ロードカナロア）２勝，さざんか賞（芝1200ｍ），

�
サヴァリア（20 牝 栗ジャスタウェイ）未出走

祖母ラテルネ（90 *トニービン）１勝。産駒
カラメルアート（牡トウカイテイオー）４勝，長万部特別，京王杯２歳Ｓ

-JPN2３着
トップオブツヨシ（牡タヤスツヨシ）５勝，湘南Ｓ，東山特別，南港特別，

プリンシパルＳ-L２着，中京２歳Ｓ-OP２着，米子Ｓ-L３着，毎日杯
-JPN3４着。種牡馬

ラテアート（牝 サクラバクシンオー）２勝，クリスマスローズＳ-OP，フィリー
ズレビュー-G2５着

アドマイヤコンドル（牡ダンスインザダーク）５勝，鷹ヶ峰特別，宝ヶ池特別
曽祖母ヨシオカザン（74 *エルギャロー）７勝，短距離Ｓ，北海道文化放送杯，
エルムＳ（２回），七重浜特別。産駒
ヒノトリデンセツ：４勝，札幌日刊スポーツ杯-OP，小樽特別，青函Ｓ-OP２

着，マリーンＳ-OP３着
ダイナエンブレム：２勝，小倉日経賞-OP２着
ダイナカザン：１勝。産駒
ヴァルケイノウ：５勝，メルボルンＴ，淡路特別

ホットタバスコ：１勝。産駒
スタニングブロー：４勝，犬山特別，御在所特別
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70

牝・鹿
３/28

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
サトノダイヤモンド

�
�
Orpen

鹿 2013 *マルペンサ Marsella

�
�
�

�
�
Kris S.

*シンボリクリスエス Tee Kay
マルティンスターク

�
�
*トニービン

鹿 2005 ラテルネ ヨシオカザン（9）
*ミートミーレイター系

*シンボリクリスエス Symboli Kris S は米国産，年度代表馬（２回），８勝，
有馬記念-JPN1（２回）。主な産駒：エピファネイア（ジャパンＣ-G1）。【ＢＭＳ：
主な産駒】レイデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），ソングライン（安田記念
-G1），アカイイト（エリザベス女王杯-G1），アルクトス（マイルチャンピオンシップ
南部杯-JPN1２回），オーソリティ（アルゼンチン共和国杯-G2２回）

母マルティンスターク（05 *シンボリクリスエス）４勝，堀川特別（芝1800ｍ）［勝
ち距離1600ｍ～1800ｍ］。産駒
グリューヴァイン（12 牝 栗ゴールドアリュール）３勝
マルムーティエ（14 牝 鹿ダイワメジャー）入着，高知�１勝
ショーンガウアー（15 騸 栗 オルフェーヴル）２勝，高知�４勝，�
エングレーバー（16 牡 鹿 オルフェーヴル）４勝，心斎橋Ｓ（芝1400ｍ），

逢坂山特別（芝1800ｍ），プリンシパルＳ-L２着，�
リグージェ（17 牡 黒鹿ブラックタイド）１勝，東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3

５着
アルトシュタット（19 牡 鹿ロードカナロア）２勝，さざんか賞（芝1200ｍ），

�
サヴァリア（20 牝 栗ジャスタウェイ）未出走

祖母ラテルネ（90 *トニービン）１勝。産駒
カラメルアート（牡トウカイテイオー）４勝，長万部特別，京王杯２歳Ｓ

-JPN2３着
トップオブツヨシ（牡タヤスツヨシ）５勝，湘南Ｓ，東山特別，南港特別，

プリンシパルＳ-L２着，中京２歳Ｓ-OP２着，米子Ｓ-L３着，毎日杯
-JPN3４着。種牡馬

ラテアート（牝 サクラバクシンオー）２勝，クリスマスローズＳ-OP，フィリー
ズレビュー-G2５着

アドマイヤコンドル（牡ダンスインザダーク）５勝，鷹ヶ峰特別，宝ヶ池特別
曽祖母ヨシオカザン（74 *エルギャロー）７勝，短距離Ｓ，北海道文化放送杯，
エルムＳ（２回），七重浜特別。産駒
ヒノトリデンセツ：４勝，札幌日刊スポーツ杯-OP，小樽特別，青函Ｓ-OP２

着，マリーンＳ-OP３着
ダイナエンブレム：２勝，小倉日経賞-OP２着
ダイナカザン：１勝。産駒
ヴァルケイノウ：５勝，メルボルンＴ，淡路特別

ホットタバスコ：１勝。産駒
スタニングブロー：４勝，犬山特別，御在所特別
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母馬優先

サトノダイヤモンド
　鹿　2013

ディープインパクト
　鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊マルペンサ
　Malpensa
　鹿　2006

Orpen
Lure

Bonita Francita

Marsella
＊サザンヘイロー

Riviere

マルティンスターク
　鹿　2005

＊シンボリクリスエス
　Symboli Kris S
　黒鹿　1999

Kris S.
Roberto

Sharp Queen

Tee Kay
Gold Meridian

Tri Argo

ラテルネ
　栗　1990

＊トニービン
＊カンパラ

Severn Bridge

ヨシオカザン
＊エルギャロー
＊ミートミーレイター

� Halo�4S×5S,�Hail�to�Reason�5S×5D

メス・鹿毛
2021年3月28日生
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PEDIGREE BROODMARE SIRE

FAMILY

COMMENT

71

産駒2世代目で早くも歴史的名馬を輩出した父を彷彿とさせる
馬体は、現時点でも胴伸びが良く、骨量・筋肉量ともに豊富な
ことから、力感漲る競走馬へ成長を遂げてくれそうです。関節
の可動域が広く後肢をグッと深く踏み込ませることで、放牧地
ではトビの大きなキャンターを繰り出しており、その姿からは
優れた運動神経が確認できます。普段は落ち着きがありながら、
僚馬と競う際に負けん気の強さを見せていることから、1ミリで
も先を争うレース本番では有利に働くはずです。馬体や気性面
から距離の融通は利くものと見ており、父の本邦初年度産駒の
代表格となるべく、狙うは当然ダート路線の頂きです。

総額 3,000万円 一口出資額 75,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：牧田和弥厩舎

グリューヴァインの2171

71

牡・鹿
３/20

�
�
�
�

�
�
�

ストリートクライ
�
�
Machiavellian

Street Cry Helen Street
*ニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディキシー �

�
Dixie Union

鹿 2011 Justwhistledixie General Jeanne

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ゴールドアリュール *ニキーヤ
グリューヴァイン

�
�
*シンボリクリスエス

栗 2012 マルティンスターク ラテルネ（9）
*ミートミーレイター系

ゴールドアリュール Gold Allure は追分産，最優秀ダートホース，中央・南関
東・岩手�８勝，フェブラリーＳ-JPN1，東京大賞典-JPN1。主な産駒：ナランフレ
グ（高松宮記念-G1），エスポワールシチー（ジャパンＣダート-G1），コパノリッキ
ー（フェブラリーＳ-G1２回）。【ＢＭＳ：主な産駒】オメガパフューム（東京大賞
典-G1４回，帝王賞-JPN1），ハービンマオ（関東オークス-JPN2）

母グリューヴァイン（12ゴールドアリュール）３勝［勝ち距離1200ｍ］。産駒
ミッテルライン（19 牝 栗 *ヘニーヒューズ）入着，�
シラーヴァイン（20 牝 鹿キズナ）未出走

祖母マルティンスターク（05 *シンボリクリスエス）４勝，堀川特別。産駒
エングレーバー（牡オルフェーヴル）４勝，心斎橋Ｓ，逢坂山特別，プリン
シパルＳ-L２着，�

アルトシュタット（牡ロードカナロア）２勝，さざんか賞，�
リグージェ（牡ブラックタイド）１勝，東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3５着
ショーンガウアー（騸オルフェーヴル）２勝，高知�４勝，�
マルムーティエ（牝ダイワメジャー）入着，高知�１勝

曽祖母ラテルネ（90 *トニービン）１勝。産駒
カラメルアート：４勝，長万部特別，京王杯２歳Ｓ-JPN2３着
トップオブツヨシ：５勝，湘南Ｓ，東山特別，南港特別，プリンシパルＳ-L

２着，中京２歳Ｓ-OP２着，米子Ｓ-L３着，毎日杯-JPN3４着。種牡
馬

ラテアート：２勝，クリスマスローズＳ-OP，フィリーズレビュー-G2５着
アドマイヤコンドル：５勝，鷹ヶ峰特別，宝ヶ池特別

四代母ヨシオカザン（74 *エルギャロー）７勝，短距離Ｓ，北海道文化放送杯，
エルムＳ（２回），七重浜特別。産駒
ヒノトリデンセツ：４勝，札幌日刊スポーツ杯-OP，小樽特別，青函Ｓ-OP２

着，マリーンＳ-OP３着
ダイナエンブレム：２勝，小倉日経賞-OP２着
ダイナカザン：１勝。産駒
ヴァルケイノウ：５勝，メルボルンＴ，淡路特別，阪神ヤングジョッキー

ズＳ，高塔山特別
ホットタバスコ：１勝。産駒

スタニングブロー：４勝，犬山特別，御在所特別
プライズロバリー：２勝，恵山特別

五代母 *ミートミーレイター Meet Me Later（62 Barbizon）米国産，北米
８勝，Pinafore S。ミヨノスピード（札幌３歳Ｓ-JPN3）の曽祖母
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牡・鹿
３/20

�
�
�
�

�
�
�

ストリートクライ
�
�
Machiavellian

Street Cry Helen Street
*ニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディキシー �

�
Dixie Union

鹿 2011 Justwhistledixie General Jeanne

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ゴールドアリュール *ニキーヤ
グリューヴァイン

�
�
*シンボリクリスエス

栗 2012 マルティンスターク ラテルネ（9）
*ミートミーレイター系

ゴールドアリュール Gold Allure は追分産，最優秀ダートホース，中央・南関
東・岩手�８勝，フェブラリーＳ-JPN1，東京大賞典-JPN1。主な産駒：ナランフレ
グ（高松宮記念-G1），エスポワールシチー（ジャパンＣダート-G1），コパノリッキ
ー（フェブラリーＳ-G1２回）。【ＢＭＳ：主な産駒】オメガパフューム（東京大賞
典-G1４回，帝王賞-JPN1），ハービンマオ（関東オークス-JPN2）

母グリューヴァイン（12ゴールドアリュール）３勝［勝ち距離1200ｍ］。産駒
ミッテルライン（19 牝 栗 *ヘニーヒューズ）入着，�
シラーヴァイン（20 牝 鹿キズナ）未出走

祖母マルティンスターク（05 *シンボリクリスエス）４勝，堀川特別。産駒
エングレーバー（牡オルフェーヴル）４勝，心斎橋Ｓ，逢坂山特別，プリン
シパルＳ-L２着，�

アルトシュタット（牡ロードカナロア）２勝，さざんか賞，�
リグージェ（牡ブラックタイド）１勝，東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3５着
ショーンガウアー（騸オルフェーヴル）２勝，高知�４勝，�
マルムーティエ（牝ダイワメジャー）入着，高知�１勝

曽祖母ラテルネ（90 *トニービン）１勝。産駒
カラメルアート：４勝，長万部特別，京王杯２歳Ｓ-JPN2３着
トップオブツヨシ：５勝，湘南Ｓ，東山特別，南港特別，プリンシパルＳ-L

２着，中京２歳Ｓ-OP２着，米子Ｓ-L３着，毎日杯-JPN3４着。種牡
馬

ラテアート：２勝，クリスマスローズＳ-OP，フィリーズレビュー-G2５着
アドマイヤコンドル：５勝，鷹ヶ峰特別，宝ヶ池特別

四代母ヨシオカザン（74 *エルギャロー）７勝，短距離Ｓ，北海道文化放送杯，
エルムＳ（２回），七重浜特別。産駒
ヒノトリデンセツ：４勝，札幌日刊スポーツ杯-OP，小樽特別，青函Ｓ-OP２

着，マリーンＳ-OP３着
ダイナエンブレム：２勝，小倉日経賞-OP２着
ダイナカザン：１勝。産駒
ヴァルケイノウ：５勝，メルボルンＴ，淡路特別，阪神ヤングジョッキー

ズＳ，高塔山特別
ホットタバスコ：１勝。産駒

スタニングブロー：４勝，犬山特別，御在所特別
プライズロバリー：２勝，恵山特別

五代母 *ミートミーレイター Meet Me Later（62 Barbizon）米国産，北米
８勝，Pinafore S。ミヨノスピード（札幌３歳Ｓ-JPN3）の曽祖母
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母馬優先

＊ニューイヤーズデイ
　New�Year's�Day
　鹿　2011

ストリート クライ
　Street Cry
　黒鹿　1998

Machiavellian
Mr. Prospector

Coup de Folie

Helen Street
Troy

Waterway

ジャストホイッスルディキシー
　Justwhistledixie
　黒鹿　2006

Dixie Union
Dixieland Band

She's Tops

General Jeanne
Honour and Glory

Ahpo Hel

グリューヴァイン
　栗　2012

ゴールドアリュール
　栗　1999

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ニキーヤ
Nureyev

Reluctant Guest

マルティンスターク
　鹿　2005

＊シンボリクリスエス
Kris S.

Tee Kay

ラテルネ
＊トニービン

ヨシオカザン

� Halo�4D×5S,�Northern�Dancer�5S×5D

牡・鹿毛
2021年3月20日生
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72

スケールの大きな骨格と無駄のない良質な筋肉に恵まれた本馬
は、初仔とは思えないほどの好馬体へと成長を遂げています。
夜間放牧を休みなく継続してきたことで力強さが増しており、
トモをしっかり踏み込ませた前進気勢に溢れる常歩は、日常の
中でもとても目立っています。どっしりと落ち着いた性格でス
タッフを困らせることのない優等生的な存在ですが、放牧地で
は走ることに対して非常に前向きなところを見せており、体全
体を使ったストライドの大きなフォームには目を見張るものが
あります。その躍動する姿から期待は膨らむ一方で、名門ソニ
ンクの系譜に新たな1ページを加えてくれることでしょう。

総額 2,800万円 一口出資額 70,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：杉山晴紀厩舎

クルークハイトの2172
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牝・黒鹿
３/５

�
�
�
�

�
�
�

ストリートクライ
�
�
Machiavellian

Street Cry Helen Street
*ニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディキシー �

�
Dixie Union

鹿 2011 Justwhistledixie General Jeanne

�
�
�

�
�
*フレンチデピュティ

*クロフネ *ブルーアヴェニュー
クルークハイト

�
�
アドマイヤベガ

芦 2014 ヴァイスハイト *ソニンク（B3）

*クロフネ Kurofune は米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート
-JPN1。主な産駒：ソダシ（桜花賞-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】クロノジェネシス（有
馬記念-G1，宝塚記念-G1２回，秋華賞-G1），ノームコア（香港Ｃ-G1），レイパ
パレ（大阪杯-G1），ノーヴァレンダ（全日本２歳優駿-JPN1），プラダリア（青葉
賞-G2），リオンリオン（青葉賞-G2），シャイニングレイ（ホープフルＳ-G2）

母クルークハイト（14 *クロフネ）５勝，釜山Ｓ（Ｄ1700ｍ），響灘特別（Ｄ1700
ｍ）［勝ち距離1700ｍ～1800ｍ］。本馬が初仔

祖母ヴァイスハイト（04 アドマイヤベガ）２勝。産駒
ヴァイトブリック（牡 *シンボリクリスエス）２勝，ヒヤシンスＳ-L２着，兵庫

�入着，兵庫チャンピオンシップ-JPN2２着，障１勝，�
ヴァイザー（牡 *ノヴェリスト）２勝，小倉２歳Ｓ-G3４着
ロスヴァイセ（牝 *シンボリクリスエス）３勝。産駒

ヴァーンフリート（牡リオンディーズ）１勝，�
フォースリッチ（牡 *ワークフォース）１勝，岩手�２勝
サンライズロナウド（牡 *ハービンジャー）１勝，�

曽祖母 *ソニンク Soninke（96 Machiavellian）英国産，不出走。産駒
ノーザンリバー：中央・南関東�10勝，東京盃-JPN2，さきたま杯-JPN2
（２回），カペラＳ-G3，アーリントンＣ-G3，東京スプリント-JPN3，京都
オータムリーフプレミアム-OP，深草Ｓ，根岸Ｓ-G3２着。種牡馬

ランフォルセ：中央・南関東・佐賀�11勝，浦和記念-JPN2，ダイオライト
記念-JPN2，エルムＳ-G3，佐賀記念-JPN3，マリーンＳ-L，エスペラン
サＳ-OP，錦秋Ｓ，羊蹄山特別，中ノ岳特別，川崎記念-JPN1２着

ノットアローン：３勝，若葉Ｓ-L，あすなろ賞，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
-JPN3２着，セントライト記念-JPN2３着，鳴尾記念-G3４着

モンローブロンド：４勝，佐世保Ｓ，西日本スポーツ杯，りんどう賞，ファンタ
ジーＳ-JPN3２着。サーブルオール（アンドロメダＳ-L２着），ジャン
カズマ（ジュニアＣ-L２着）の母

ルミナスポイント：５勝，安芸Ｓ，天王山特別。ジューヌエコール（デイリー
杯２歳Ｓ-G2）の母，ソングライン（安田記念-G1）の祖母

リバーソウル：４勝，苗場特別，障１勝
アコースティクス：不出走。ロジユニヴァース（最優秀３歳牡馬，ダービー

-JPN1，弥生賞-JPN2）の母
ライツェント：４戦，入着。ディアドラ（ナッソーＳ-G1，秋華賞-G1），リュー

ベック（若駒Ｓ-L），オデュッセウス（橘Ｓ-OP，兵庫ジュニアグランプ
リ-JPN2３着）の母
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牝・黒鹿
３/５
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�

�
�
�

ストリートクライ
�
�
Machiavellian

Street Cry Helen Street
*ニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディキシー �

�
Dixie Union

鹿 2011 Justwhistledixie General Jeanne

�
�
�

�
�
*フレンチデピュティ

*クロフネ *ブルーアヴェニュー
クルークハイト

�
�
アドマイヤベガ

芦 2014 ヴァイスハイト *ソニンク（B3）

*クロフネ Kurofune は米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート
-JPN1。主な産駒：ソダシ（桜花賞-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】クロノジェネシス（有
馬記念-G1，宝塚記念-G1２回，秋華賞-G1），ノームコア（香港Ｃ-G1），レイパ
パレ（大阪杯-G1），ノーヴァレンダ（全日本２歳優駿-JPN1），プラダリア（青葉
賞-G2），リオンリオン（青葉賞-G2），シャイニングレイ（ホープフルＳ-G2）

母クルークハイト（14 *クロフネ）５勝，釜山Ｓ（Ｄ1700ｍ），響灘特別（Ｄ1700
ｍ）［勝ち距離1700ｍ～1800ｍ］。本馬が初仔

祖母ヴァイスハイト（04 アドマイヤベガ）２勝。産駒
ヴァイトブリック（牡 *シンボリクリスエス）２勝，ヒヤシンスＳ-L２着，兵庫

�入着，兵庫チャンピオンシップ-JPN2２着，障１勝，�
ヴァイザー（牡 *ノヴェリスト）２勝，小倉２歳Ｓ-G3４着
ロスヴァイセ（牝 *シンボリクリスエス）３勝。産駒

ヴァーンフリート（牡リオンディーズ）１勝，�
フォースリッチ（牡 *ワークフォース）１勝，岩手�２勝
サンライズロナウド（牡 *ハービンジャー）１勝，�

曽祖母 *ソニンク Soninke（96 Machiavellian）英国産，不出走。産駒
ノーザンリバー：中央・南関東�10勝，東京盃-JPN2，さきたま杯-JPN2
（２回），カペラＳ-G3，アーリントンＣ-G3，東京スプリント-JPN3，京都
オータムリーフプレミアム-OP，深草Ｓ，根岸Ｓ-G3２着。種牡馬

ランフォルセ：中央・南関東・佐賀�11勝，浦和記念-JPN2，ダイオライト
記念-JPN2，エルムＳ-G3，佐賀記念-JPN3，マリーンＳ-L，エスペラン
サＳ-OP，錦秋Ｓ，羊蹄山特別，中ノ岳特別，川崎記念-JPN1２着

ノットアローン：３勝，若葉Ｓ-L，あすなろ賞，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
-JPN3２着，セントライト記念-JPN2３着，鳴尾記念-G3４着

モンローブロンド：４勝，佐世保Ｓ，西日本スポーツ杯，りんどう賞，ファンタ
ジーＳ-JPN3２着。サーブルオール（アンドロメダＳ-L２着），ジャン
カズマ（ジュニアＣ-L２着）の母

ルミナスポイント：５勝，安芸Ｓ，天王山特別。ジューヌエコール（デイリー
杯２歳Ｓ-G2）の母，ソングライン（安田記念-G1）の祖母

リバーソウル：４勝，苗場特別，障１勝
アコースティクス：不出走。ロジユニヴァース（最優秀３歳牡馬，ダービー

-JPN1，弥生賞-JPN2）の母
ライツェント：４戦，入着。ディアドラ（ナッソーＳ-G1，秋華賞-G1），リュー

ベック（若駒Ｓ-L），オデュッセウス（橘Ｓ-OP，兵庫ジュニアグランプ
リ-JPN2３着）の母
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母馬優先

＊ニューイヤーズデイ
　New�Year's�Day
　鹿　2011

ストリート クライ
　Street Cry
　黒鹿　1998

Machiavellian
Mr. Prospector

Coup de Folie

Helen Street
Troy

Waterway

ジャストホイッスルディキシー
　Justwhistledixie
　黒鹿　2006

Dixie Union
Dixieland Band

She's Tops

General Jeanne
Honour and Glory

Ahpo Hel

クルークハイト
　芦　2014

＊クロフネ
　Kurofune
　芦　1998

＊フレンチデピュティ
Deputy Minister

Mitterand

＊ブルーアヴェニュー
Classic Go Go

Eliza Blue

ヴァイスハイト
　青鹿　2004

アドマイヤベガ
＊サンデーサイレンス

ベガ

＊ソニンク
Machiavellian

Sonic Lady

� Machiavellian�3S×4D,�Halo�5S×5D

メス・黒鹿毛
2021年3月5日生
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まだ幼さを感じさせるシルエットですが、バランスのとれた骨
格に程よい量の筋肉をまとった伸びのある馬体は、各関節のつ
くりもしっかりとしていて安定感があります。柔らかい筋肉と
可動域の広い四肢の関節が連動することで、全身を大きく使っ
たキレのあるキャンターを生み出しており、運動神経の良さと
身体能力の高さは相当であることがうかがえます。気性はオン
オフのメリハリをしっかりつけることができ、また学習能力も
優れていることから、実戦では自身の力を存分に発揮できそう
です。心身ともに高いポテンシャルを感じさせており、兄同様
クラシック路線で主役を担う活躍を見せてくれることでしょう。

総額 6,000万円 一口出資額 150,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：奥村豊厩舎

オーマイベイビーの2173

73

牡・鹿
３/25

�
�
�
�

�
�
�

ジャイアンツコーズウェイ
�
�
Storm Cat

Giant's Causeway Mariah's Storm
*ブリックスアンドモルタル ビヨンドザウェイヴズ �

�
Ocean Crest

黒鹿 2014 Beyond the Waves Excedent

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
オーマイベイビー

�
�
Grand Slam

鹿 2011 *オールザウェイベイビー Lustily（4）

ディープインパクトDeep Impact は早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠，
ジャパンＣ-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ジェンティルドンナ
（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（三冠）。【ＢＭＳ：主な産駒】ブロウアウト（フ
ァーストレイディＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），アリストテレス（アメリカＪＣＣ
-G2），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母オーマイベイビー（11 ディープインパクト）４戦。産駒
ステラヴェローチェ（18 牡 黒鹿 *バゴ）３勝，神戸新聞杯-G2（芝2200

ｍ），サウジアラビアロイヤルＣ-G3（芝1600ｍ），朝日杯フューチュリ
ティＳ-G1２着，日経新春杯-G2２着，ダービー-G1３着，皐月賞
-G1３着，菊花賞-G1４着，有馬記念-G1４着，共同通信杯-G3５
着，�

クレイドル（19 牝 芦 *クロフネ）１勝
ダノンジュリアス（20 牡 鹿 *バゴ）未出走

祖母 *オールザウェイベイビー Allthewaybaby（00 Grand Slam）米国産，不
出走。産駒
*ゴスホークケン（牡 Bernstein）最優秀２歳牡馬，２勝，朝日杯フューチ

ュリティＳ-JPN1，東京スポーツ杯２歳Ｓ-JPN3４着，函館スプリントＳ
-JPN3５着。種牡馬

アウェイク（牝ディープインパクト）１勝，フローラＳ-G2３着
ディアマイベイビー（牝ディープインパクト）２勝，白菊賞。産駒
キングサーガ（騸キングカメハメハ）２勝，�

リープリングスター（騸ゴールドアリュール）２勝
モレッキ（騸ステイゴールド）２勝，�
ダノンドリーム（牡ディープインパクト）１勝。種牡馬
アレクサンドロス（牡 ハーツクライ）１勝，�

曽祖母ラスティリー Lustily（91 Kris S.）北米１戦，入着。産駒
ラスティアメリカン Lusty American：北米５勝

四代母シャーリザ Shahriza（82 Cyane）北米入着。ザリポア Zalipour（Mana-
lapan H-L，Delray H-L，Hollywood H-L），ジ アドミニストレイター
The Administrator（Singing Beauty S），セレラ Serela（Sham Say S）
の母，セイント マーデン Saint Marden（ディスカヴァリーＨ-G3），ラポ
ネラ Raponera（Jack Smallwood S-L），スウィートリップス Sweet Li-
ps（Sunshine Millions Distaff S）の祖母，ゴーティエ Gautier（マリアー
ノイグナシオプラード賞-G3），エル エントレリアノ El Entrerriano（ア
ルフレードベナビデス賞-G3）の曽祖母
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牡・鹿
３/25

�
�
�
�

�
�
�

ジャイアンツコーズウェイ
�
�
Storm Cat

Giant's Causeway Mariah's Storm
*ブリックスアンドモルタル ビヨンドザウェイヴズ �

�
Ocean Crest

黒鹿 2014 Beyond the Waves Excedent

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
オーマイベイビー

�
�
Grand Slam

鹿 2011 *オールザウェイベイビー Lustily（4）

ディープインパクトDeep Impact は早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠，
ジャパンＣ-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ジェンティルドンナ
（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（三冠）。【ＢＭＳ：主な産駒】ブロウアウト（フ
ァーストレイディＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），アリストテレス（アメリカＪＣＣ
-G2），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母オーマイベイビー（11 ディープインパクト）４戦。産駒
ステラヴェローチェ（18 牡 黒鹿 *バゴ）３勝，神戸新聞杯-G2（芝2200

ｍ），サウジアラビアロイヤルＣ-G3（芝1600ｍ），朝日杯フューチュリ
ティＳ-G1２着，日経新春杯-G2２着，ダービー-G1３着，皐月賞
-G1３着，菊花賞-G1４着，有馬記念-G1４着，共同通信杯-G3５
着，�

クレイドル（19 牝 芦 *クロフネ）１勝
ダノンジュリアス（20 牡 鹿 *バゴ）未出走

祖母 *オールザウェイベイビー Allthewaybaby（00 Grand Slam）米国産，不
出走。産駒
*ゴスホークケン（牡 Bernstein）最優秀２歳牡馬，２勝，朝日杯フューチ

ュリティＳ-JPN1，東京スポーツ杯２歳Ｓ-JPN3４着，函館スプリントＳ
-JPN3５着。種牡馬

アウェイク（牝ディープインパクト）１勝，フローラＳ-G2３着
ディアマイベイビー（牝ディープインパクト）２勝，白菊賞。産駒
キングサーガ（騸キングカメハメハ）２勝，�

リープリングスター（騸ゴールドアリュール）２勝
モレッキ（騸ステイゴールド）２勝，�
ダノンドリーム（牡ディープインパクト）１勝。種牡馬
アレクサンドロス（牡 ハーツクライ）１勝，�

曽祖母ラスティリー Lustily（91 Kris S.）北米１戦，入着。産駒
ラスティアメリカン Lusty American：北米５勝

四代母シャーリザ Shahriza（82 Cyane）北米入着。ザリポア Zalipour（Mana-
lapan H-L，Delray H-L，Hollywood H-L），ジ アドミニストレイター
The Administrator（Singing Beauty S），セレラ Serela（Sham Say S）
の母，セイント マーデン Saint Marden（ディスカヴァリーＨ-G3），ラポ
ネラ Raponera（Jack Smallwood S-L），スウィートリップス Sweet Li-
ps（Sunshine Millions Distaff S）の祖母，ゴーティエ Gautier（マリアー
ノイグナシオプラード賞-G3），エル エントレリアノ El Entrerriano（ア
ルフレードベナビデス賞-G3）の曽祖母
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母馬優先

＊ブリックスアンドモルタル
　Bricks�and�Mortar
　黒鹿　2014

ジャイアンツ コーズウェイ
　Giant's Causeway
　栗　1997

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

Mariah's Storm
Rahy

＊イメンス

ビヨンド ザ ウェイヴズ
　Beyond the Waves
　黒鹿　1997

Ocean Crest
Storm Bird

S.S. Aroma

Excedent
Exceller

Broadway Lullaby

オーマイベイビー
　鹿　2011

ディープインパクト
　鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊オールザウェイベイビー
　Allthewaybaby
　黒鹿　2000

Grand Slam
Gone West

Bright Candles

Lustily
Kris S.

Shahriza

� Storm�Bird�4S×4S,�Roberto�5S×5D

牡・鹿毛
2021年3月25日生
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馬体はいかにも初仔らしいサイズ感ですが、柔軟性に優れた筋
肉を要所に纏い、馬体重以上に大きく見せています。性格は気
が強く頑固な面を持ち合わせているものの、気の強さは競走馬
として欠かせないエッセンスともいえ、歩きは実にキビキビし
ていて前進気勢に溢れています。放牧地での走りはトモの踏み
込みが深く、一気に加速する瞬発力とスピードを武器に、常に
馬群を先導するポジションにつけています。少し詰まり気味な
馬体や母系からは短距離戦での活躍をイメージしていますが、
エクリプス賞年度代表馬に輝いた父のポテンシャルを考えると、
さらに活躍の場は広がるのではないかと感じています。

総額 2,400万円 一口出資額 60,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：平田修厩舎

ラプソディーアの2174
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牝・栗
４/24

�
�
�
�

�
�
�

ジャイアンツコーズウェイ
�
�
Storm Cat

Giant's Causeway Mariah's Storm
*ブリックスアンドモルタル ビヨンドザウェイヴズ �

�
Ocean Crest

黒鹿 2014 Beyond the Waves Excedent

�
�
�

�
�
ディープインパクト

ディープブリランテ *ラヴアンドバブルズ
ラプソディーア

�
�
Nureyev

栗 2014 *ハルーワソング Morn of Song（12）

ディープブリランテ Deep Brillante は新冠産，３勝，ダービー-G1，東京スポ
ーツ杯２歳Ｓ-G3。主な産駒：モズベッロ（日経新春杯-G2），セダブリランテス
（中山金杯-G3，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3），ラプタス（サマーチャンピオン
-JPN3，かきつばた記念-JPN3２回），ミッキーブリランテ（ニューイヤーＳ-L），ナ
ムラドノヴァン（阪神大賞典-G2３着），グレイスアン（フェアリーＳ-G3３着）

母ラプソディーア（14 ディープブリランテ）３勝，小豆島特別（芝1600ｍ），白藤
賞（芝1600ｍ）［勝ち距離1400ｍ～1600ｍ］。本馬が初仔

祖母 *ハルーワソング Halwa Song（96 Nureyev）米国産，不出走。産駒
マーティンボロ（牡ディープインパクト）７勝，新潟記念-G3，中日新聞杯

-G3，飛鳥Ｓ，小倉記念-G3２着，同５着。種牡馬
フレールジャック（牡 ディープインパクト）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

-G3，西宮Ｓ，ニューイヤーＳ-L２着，神戸新聞杯-G2３着
ベルディーヴァ（牝ダイワメジャー）３勝，醍醐特別，淀短距離Ｓ-L３着
ハルーワスウィート（牝 Machiavellian）５勝。産駒
シュヴァルグラン（牡 ハーツクライ）７勝，ジャパンＣ-G1，同３着，
阪神大賞典-G2，アルゼンチン共和国杯-G2，オリオンＳ，天皇
賞�-G1２着（２回），同３着，有馬記念-G1３着（２回），UAE
入着，ドバイシーマクラシック-G1２着。種牡馬

ヴィブロス（牝 ディープインパクト）最優秀古牝馬，３勝，秋華賞
-G1，府中牝馬Ｓ-G2２着，紫苑Ｓ-G3２着，UAE１勝，ドバイ
ターフ-G1，同２着（２回），香港入着，香港マイル-G1２着

ヴィルシーナ（牝ディープインパクト）５勝，ヴィクトリアマイル-G1（２
回），クイーンＣ-G3，エリカ賞，オークス-G1２着，桜花賞-G1２
着，秋華賞-G1２着，エリザベス女王杯-G1２着，宝塚記念-G1
３着。ブラヴァス（牡キングカメハメハ：新潟記念-G3）の母

スペードエース（牡ワールドエース）２勝，アルメリア賞
ラスティングソング（牝フジキセキ）入着，兵庫�１勝。産駒

インヴィクタ（牡 *ハービンジャー）２勝，梅花賞，若葉Ｓ-L３着
クィーンズベスト（牝 *ワークフォース）４勝，千歳特別，カーネーション

Ｃ，チューリップ賞-G3４着
エアジーン（牝 *ハービンジャー）３勝，初咲賞，ミモザ賞，マーメイド

Ｓ-G3５着
サルスエラ（牝マンハッタンカフェ）不出走。産駒
ヴェルステルキング（牡 サクラバクシンオー）５勝，白秋Ｓ
リーブルミノル（牡キングカメハメハ）２勝，アザレア賞，�
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ジャイアンツコーズウェイ
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�
Storm Cat

Giant's Causeway Mariah's Storm
*ブリックスアンドモルタル ビヨンドザウェイヴズ �

�
Ocean Crest

黒鹿 2014 Beyond the Waves Excedent

�
�
�

�
�
ディープインパクト

ディープブリランテ *ラヴアンドバブルズ
ラプソディーア

�
�
Nureyev

栗 2014 *ハルーワソング Morn of Song（12）

ディープブリランテ Deep Brillante は新冠産，３勝，ダービー-G1，東京スポ
ーツ杯２歳Ｓ-G3。主な産駒：モズベッロ（日経新春杯-G2），セダブリランテス
（中山金杯-G3，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3），ラプタス（サマーチャンピオン
-JPN3，かきつばた記念-JPN3２回），ミッキーブリランテ（ニューイヤーＳ-L），ナ
ムラドノヴァン（阪神大賞典-G2３着），グレイスアン（フェアリーＳ-G3３着）

母ラプソディーア（14 ディープブリランテ）３勝，小豆島特別（芝1600ｍ），白藤
賞（芝1600ｍ）［勝ち距離1400ｍ～1600ｍ］。本馬が初仔

祖母 *ハルーワソング Halwa Song（96 Nureyev）米国産，不出走。産駒
マーティンボロ（牡ディープインパクト）７勝，新潟記念-G3，中日新聞杯

-G3，飛鳥Ｓ，小倉記念-G3２着，同５着。種牡馬
フレールジャック（牡 ディープインパクト）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

-G3，西宮Ｓ，ニューイヤーＳ-L２着，神戸新聞杯-G2３着
ベルディーヴァ（牝ダイワメジャー）３勝，醍醐特別，淀短距離Ｓ-L３着
ハルーワスウィート（牝 Machiavellian）５勝。産駒
シュヴァルグラン（牡 ハーツクライ）７勝，ジャパンＣ-G1，同３着，
阪神大賞典-G2，アルゼンチン共和国杯-G2，オリオンＳ，天皇
賞�-G1２着（２回），同３着，有馬記念-G1３着（２回），UAE
入着，ドバイシーマクラシック-G1２着。種牡馬

ヴィブロス（牝 ディープインパクト）最優秀古牝馬，３勝，秋華賞
-G1，府中牝馬Ｓ-G2２着，紫苑Ｓ-G3２着，UAE１勝，ドバイ
ターフ-G1，同２着（２回），香港入着，香港マイル-G1２着

ヴィルシーナ（牝ディープインパクト）５勝，ヴィクトリアマイル-G1（２
回），クイーンＣ-G3，エリカ賞，オークス-G1２着，桜花賞-G1２
着，秋華賞-G1２着，エリザベス女王杯-G1２着，宝塚記念-G1
３着。ブラヴァス（牡キングカメハメハ：新潟記念-G3）の母

スペードエース（牡ワールドエース）２勝，アルメリア賞
ラスティングソング（牝フジキセキ）入着，兵庫�１勝。産駒

インヴィクタ（牡 *ハービンジャー）２勝，梅花賞，若葉Ｓ-L３着
クィーンズベスト（牝 *ワークフォース）４勝，千歳特別，カーネーション

Ｃ，チューリップ賞-G3４着
エアジーン（牝 *ハービンジャー）３勝，初咲賞，ミモザ賞，マーメイド

Ｓ-G3５着
サルスエラ（牝マンハッタンカフェ）不出走。産駒
ヴェルステルキング（牡 サクラバクシンオー）５勝，白秋Ｓ
リーブルミノル（牡キングカメハメハ）２勝，アザレア賞，�
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母馬優先

＊ブリックスアンドモルタル
　Bricks�and�Mortar
　黒鹿　2014

ジャイアンツ コーズウェイ
　Giant's Causeway
　栗　1997

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

Mariah's Storm
Rahy

＊イメンス

ビヨンド ザ ウェイヴズ
　Beyond the Waves
　黒鹿　1997

Ocean Crest
Storm Bird

S.S. Aroma

Excedent
Exceller

Broadway Lullaby

ラプソディーア
　栗　2014

ディープブリランテ
　鹿　2009

ディープインパクト
＊サンデーサイレンス
＊ウインドインハーヘア

＊ラヴアンドバブルズ
Loup Sauvage

＊バブルドリーム

＊ハルーワソング
　Halwa Song
　栗　1996

Nureyev
Northern Dancer

Special

Morn of Song
Blushing Groom

Glorious Song

�Storm�Bird�4S×4S,�Blushing�Groom�4D×5S,�Glorious�Song�4D×5S,�Northern�Dancer�4D×5S×5S,�Halo�5D×5D

メス・栗毛
2021年4月24日生

95



PEDIGREE BROODMARE SIRE

FAMILY

COMMENT

75

21戦して入着18回と、堅実さが売りだった母の初仔は、骨格
バランスの良さに加え、肩回りや臀部に必要な筋肉を纏った、
高得点を与えられる馬体に成長しています。柔軟性に富んだ筋
肉は母父由来のものですが、そこに歩様の柔らかさが身上の父
が掛け合わされたことで、放牧地では弾けるように他馬を豪快
に抜き去っています。また本馬を語る上で欠かせない要素とし
て、自身で馬体コンディションを整える賢さが挙げられ、常に
安定して能力を発揮した母の長所が如何なく現れています。も
ちろん鞍上との意思疎通に不安はなく、変幻自在のレース運び
で芝の中距離戦線を中心に躍動してくれることでしょう。

総額 3,600万円 一口出資額 90,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：渡辺薫彦厩舎

アロマドゥルセの2175
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牡・鹿
３/７

�
�
�
�

�
�
�

ダンシリ
�
�
*デインヒル

Dansili Hasili
*ハービンジャー ペナン パール �

�
Bering

鹿 2006 Penang Pearl Guapa

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
アロマドゥルセ

�
�
*カーネギー

青鹿 2014 ジャッキーテースト *ジャッキーマックス（9）

ディープインパクトDeep Impact は早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠，
ジャパンＣ-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ジェンティルドンナ
（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（三冠）。【ＢＭＳ：主な産駒】ブロウアウト（フ
ァーストレイディＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），アリストテレス（アメリカＪＣＣ
-G2），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母アロマドゥルセ（14 ディープインパクト）３勝，生田特別（芝2400ｍ）［勝ち距
離2000ｍ～2400ｍ］。本馬が初仔

祖母ジャッキーテースト（01 *カーネギー）北海道�１勝，中央４勝，立春賞。
産駒
グレイスフラワー（牝ダイワメジャー）南関東�２勝，中央３勝，オクトー

バーＳ，火打山特別。産駒
ストライプ（牝 ルーラーシップ）２勝，クロッカスＳ-L，京王杯２歳Ｓ

-G2４着，�
サトノフェアリー（牝ディープインパクト）３勝，信夫山特別
ロジテースト（牡ダイワメジャー）２勝，高知�４勝，岩手�２勝
プレミアムテースト（牡ディープインパクト）２勝
レジェ（牝ステイゴールド）１勝
エクスプレッサー（牡スクリーンヒーロー）入着，高知�５勝

曽祖母 *ジャッキーマックス Jacky Max（82 Sexton Blake）愛国産，仏２
勝，Prix des Belles-Filles-L，北米３勝。産駒
*マックスジーン Maxzene：北米11勝，ニューヨークＨ-G2，シープスヘッド

ベイＨ-G2（２回），ミセスリヴィアＳ-G3，ビウィッチＳ-G3，ジェニー
ワイリーＳ-G3，Bayou Breeders' Cup H-L，メイトリアークＳ-G1２
着，ビヴァリーディーＳ-G1２着，フラワーボウル招待Ｈ-G1２着，ヴ
ァイオレットＨ-G3２着，ブラックヘレンＨ-G2４着，中央入着，ジャパ
ンＣ-G1５着。産駒
マクシマール：１勝。産駒

アンジュジョリー：北海道�２勝，南関東�４勝，東京プリンセス
賞，東京２歳優駿牝馬３着

フェスティヴイェル：５勝，ワールドオールスタージョッキーズ第２
戦，調布特別，出雲崎特別

*マックスファックスMax Fax：北米４勝。産駒
シベリアンライオン：３勝，伏竜Ｓ-OP３着

四代母シルヴァースプリング Silver Spring（66 Match）仏２勝。産駒
シルヴァードゥ Silver Do：仏３勝，ギシュ賞-G3４着
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牡・鹿
３/７

�
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�
�

�
�
�

ダンシリ
�
�
*デインヒル

Dansili Hasili
*ハービンジャー ペナン パール �

�
Bering

鹿 2006 Penang Pearl Guapa

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
アロマドゥルセ

�
�
*カーネギー

青鹿 2014 ジャッキーテースト *ジャッキーマックス（9）

ディープインパクトDeep Impact は早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠，
ジャパンＣ-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ジェンティルドンナ
（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（三冠）。【ＢＭＳ：主な産駒】ブロウアウト（フ
ァーストレイディＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），アリストテレス（アメリカＪＣＣ
-G2），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母アロマドゥルセ（14 ディープインパクト）３勝，生田特別（芝2400ｍ）［勝ち距
離2000ｍ～2400ｍ］。本馬が初仔

祖母ジャッキーテースト（01 *カーネギー）北海道�１勝，中央４勝，立春賞。
産駒
グレイスフラワー（牝ダイワメジャー）南関東�２勝，中央３勝，オクトー

バーＳ，火打山特別。産駒
ストライプ（牝 ルーラーシップ）２勝，クロッカスＳ-L，京王杯２歳Ｓ

-G2４着，�
サトノフェアリー（牝ディープインパクト）３勝，信夫山特別
ロジテースト（牡ダイワメジャー）２勝，高知�４勝，岩手�２勝
プレミアムテースト（牡ディープインパクト）２勝
レジェ（牝ステイゴールド）１勝
エクスプレッサー（牡スクリーンヒーロー）入着，高知�５勝

曽祖母 *ジャッキーマックス Jacky Max（82 Sexton Blake）愛国産，仏２
勝，Prix des Belles-Filles-L，北米３勝。産駒
*マックスジーン Maxzene：北米11勝，ニューヨークＨ-G2，シープスヘッド

ベイＨ-G2（２回），ミセスリヴィアＳ-G3，ビウィッチＳ-G3，ジェニー
ワイリーＳ-G3，Bayou Breeders' Cup H-L，メイトリアークＳ-G1２
着，ビヴァリーディーＳ-G1２着，フラワーボウル招待Ｈ-G1２着，ヴ
ァイオレットＨ-G3２着，ブラックヘレンＨ-G2４着，中央入着，ジャパ
ンＣ-G1５着。産駒
マクシマール：１勝。産駒

アンジュジョリー：北海道�２勝，南関東�４勝，東京プリンセス
賞，東京２歳優駿牝馬３着

フェスティヴイェル：５勝，ワールドオールスタージョッキーズ第２
戦，調布特別，出雲崎特別

*マックスファックスMax Fax：北米４勝。産駒
シベリアンライオン：３勝，伏竜Ｓ-OP３着

四代母シルヴァースプリング Silver Spring（66 Match）仏２勝。産駒
シルヴァードゥ Silver Do：仏３勝，ギシュ賞-G3４着
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母馬優先

＊ハービンジャー
　Harbinger
　鹿　2006

ダンシリ
　Dansili
　鹿　1996

＊デインヒル
Danzig

Razyana

Hasili
Kahyasi

Kerali

ペナン パール
　Penang Pearl
　鹿　1996

Bering
Arctic Tern

Beaune

Guapa
Shareef Dancer

Sauceboat

アロマドゥルセ
　青鹿　2014

ディープインパクト
　鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

ジャッキーテースト
　黒鹿　2001

＊カーネギー
Sadler's Wells

Detroit

＊ジャッキーマックス
Sexton Blake

Silver Spring

� Lyphard�5S×5D,�Northern�Dancer�5S×5S×5D

牡・鹿毛
2021年3月7日生
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骨量豊富なフレームをボリュームのある筋肉が覆う馬体は、母
父ダイワメジャーの血が作用し、父産駒の同時期としては締ま
りの強さを感じます。フットワークは荒削りながらも推進力は
大きく、動き出しの機敏さに加えて、トップスピード時の瞬発
力も見事で惚れ惚れします。現状はやや頭の高い走法ですが、
騎乗調教を経て改善が加われば、より動きのシャープさに磨き
がかかるはずです。父産駒のイメージほど肉体面の仕上がりに
時間を要さないタイプとみていますので、前進気勢が旺盛な気
性面との歯車をしっかりと噛み合わせることができれば、2歳戦
からの活躍も十分に視野に入ってくるでしょう。

総額 2,800万円 一口出資額 70,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：安田翔伍厩舎
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牝・栗
１/21
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�

ダンシリ
�
�
*デインヒル

Dansili Hasili
*ハービンジャー ペナン パール �

�
Bering

鹿 2006 Penang Pearl Guapa

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ダイワメジャー スカーレットブーケ
レイリオン

�
�
American Post

鹿 2013 *リリサイド Miller's Lily（1）

ダイワメジャー Daiwa Major は千歳産，最優秀短距離馬（２回），９勝，皐月
賞-JPN1，天皇賞�-JPN1。２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：レーヌミノル
（桜花賞-G1），アドマイヤマーズ（香港マイル-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ショウ
ナンナデシコ（かしわ記念-JPN1），ナミュール（チューリップ賞-G2），グランブリッ
ジ（関東オークス-JPN2），アルサトワ（大阪城Ｓ-L），ストライプ（クロッカスＳ-L）

母レイリオン（13 ダイワメジャー）２勝［勝ち距離1200ｍ～2000ｍ］。産駒
ラレーヌデリス（20 牝 鹿 エピファネイア）未出走

祖母 *リリサイド Liliside（07 American Post）仏国産，仏５勝，Prix de la
Californie-L，Prix La Camargo-L，Prix de La Cochere-L。産駒
リスグラシュー（牝 ハーツクライ）年度代表馬，最優秀古牝馬（２回），６

勝，有馬記念-G1，宝塚記念-G1，エリザベス女王杯-G1，東京新聞
杯-G3，アルテミスＳ-G3，桜花賞-G1２着，秋華賞-G1２着，ヴィクト
リアマイル-G1２着，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1２着，金鯱賞
-G2２着，府中牝馬Ｓ-G2２着，阪神牝馬Ｓ-G2３着，ローズＳ-G2
３着，チューリップ賞-G3３着，オークス-G1５着，豪１勝，ＭＶＲＣ
Ｗ.Ｓ.コックスプレート-G1，香港入着，香港ヴァーズ-G1２着，香港
クイーンエリザベス二世Ｃ-G1３着

アラスカ（牝オルフェーヴル）３勝，支笏湖特別，北辰特別
プルメリアスター（牝 ゼンノロブロイ）３勝，豊川特別

曽祖母ミラーズリリー Miller's Lily（88 *ミラーズメイト）仏２勝。産駒
*リリーアメリカ Lily America：仏３勝，Prix La Camargo-L
ザワイズレイディThe Wise Lady：仏３勝，ミエスク賞-G3２着，カルヴァ
ドス賞-G3３着，リゾランジ賞-G3３着。産駒
ミン ジー コスモス Ming Zhi Cosmos：仏３勝，伊３勝，セルジオ
クマニ賞-G3，Premio Nogara-L，Premio Pietro Bessero-L

メロディーマン Melodyman：仏３勝，Prix Zeddaan-L，クリテリウム
ドメゾンラフィット-G2４着

グッバイマイフレンド Good Bye My Friend：仏７勝，Prix Herod
-L３着，Prix Montenica-L３着，Prix du Pont-Neuf-L３着

クローラン Cloghran：仏４戦。ロビン オブ ナヴァン Robin of Nav-
an（クリテリウムドサンクルー-G1）の母

ゴールデンリリー Golden Lily：仏障１勝。産駒
*リリーズキャンドル Lily's Candle：仏３勝，マルセル ブサック賞

-G1，Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles-L，ラロシェト
賞-G3４着
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鹿 2006 Penang Pearl Guapa
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*サンデーサイレンス

ダイワメジャー スカーレットブーケ
レイリオン

�
�
American Post

鹿 2013 *リリサイド Miller's Lily（1）

ダイワメジャー Daiwa Major は千歳産，最優秀短距離馬（２回），９勝，皐月
賞-JPN1，天皇賞�-JPN1。２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：レーヌミノル
（桜花賞-G1），アドマイヤマーズ（香港マイル-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ショウ
ナンナデシコ（かしわ記念-JPN1），ナミュール（チューリップ賞-G2），グランブリッ
ジ（関東オークス-JPN2），アルサトワ（大阪城Ｓ-L），ストライプ（クロッカスＳ-L）

母レイリオン（13 ダイワメジャー）２勝［勝ち距離1200ｍ～2000ｍ］。産駒
ラレーヌデリス（20 牝 鹿 エピファネイア）未出走

祖母 *リリサイド Liliside（07 American Post）仏国産，仏５勝，Prix de la
Californie-L，Prix La Camargo-L，Prix de La Cochere-L。産駒
リスグラシュー（牝 ハーツクライ）年度代表馬，最優秀古牝馬（２回），６

勝，有馬記念-G1，宝塚記念-G1，エリザベス女王杯-G1，東京新聞
杯-G3，アルテミスＳ-G3，桜花賞-G1２着，秋華賞-G1２着，ヴィクト
リアマイル-G1２着，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1２着，金鯱賞
-G2２着，府中牝馬Ｓ-G2２着，阪神牝馬Ｓ-G2３着，ローズＳ-G2
３着，チューリップ賞-G3３着，オークス-G1５着，豪１勝，ＭＶＲＣ
Ｗ.Ｓ.コックスプレート-G1，香港入着，香港ヴァーズ-G1２着，香港
クイーンエリザベス二世Ｃ-G1３着

アラスカ（牝オルフェーヴル）３勝，支笏湖特別，北辰特別
プルメリアスター（牝 ゼンノロブロイ）３勝，豊川特別

曽祖母ミラーズリリー Miller's Lily（88 *ミラーズメイト）仏２勝。産駒
*リリーアメリカ Lily America：仏３勝，Prix La Camargo-L
ザワイズレイディThe Wise Lady：仏３勝，ミエスク賞-G3２着，カルヴァ
ドス賞-G3３着，リゾランジ賞-G3３着。産駒
ミン ジー コスモス Ming Zhi Cosmos：仏３勝，伊３勝，セルジオ
クマニ賞-G3，Premio Nogara-L，Premio Pietro Bessero-L

メロディーマン Melodyman：仏３勝，Prix Zeddaan-L，クリテリウム
ドメゾンラフィット-G2４着

グッバイマイフレンド Good Bye My Friend：仏７勝，Prix Herod
-L３着，Prix Montenica-L３着，Prix du Pont-Neuf-L３着

クローラン Cloghran：仏４戦。ロビン オブ ナヴァン Robin of Nav-
an（クリテリウムドサンクルー-G1）の母

ゴールデンリリー Golden Lily：仏障１勝。産駒
*リリーズキャンドル Lily's Candle：仏３勝，マルセル ブサック賞

-G1，Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles-L，ラロシェト
賞-G3４着
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母馬優先

＊ハービンジャー
　Harbinger
　鹿　2006

ダンシリ
　Dansili
　鹿　1996

＊デインヒル
Danzig

Razyana

Hasili
Kahyasi

Kerali

ペナン パール
　Penang Pearl
　鹿　1996

Bering
Arctic Tern

Beaune

Guapa
Shareef Dancer

Sauceboat

レイリオン
　鹿　2013

ダイワメジャー
　栗　2001

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

スカーレットブーケ
＊ノーザンテースト
＊スカーレットインク

＊リリサイド
　Liliside
　鹿　2007

American Post
Bering

Wells Fargo

Miller's Lily
＊ミラーズメイト

Lymara

� Bering�3S×4D,�Lyphard�5S×5D,�Northern�Dancer�5S×5S×5D

メス・栗毛
2021年1月21日生
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薄い皮膚が印象的な繊細なシルエットは一見華奢に映りますが、
各パーツに目を凝らすと、胸前や肩回り、さらには臀部に柔軟
性の高い良質な筋肉を備えていることが見てとれます。キョウ
エイマーチにつながる活力あふれる牝系からは十分な成長力が
約束されており、これから時間を経て逞しく育っていくことで
しょう。放牧地では弾むようなフットワークで地面を蹴ってお
り、ブレのない四肢の運びを見ても卓越したスピードとパワー
を備えていることは明らかです。半姉マルシュロレーヌがBC
ディスタフを制覇した記憶も新しい今、日豪を股にかけG1を
勝った父とのカップリングに大きく夢が広がります。

総額 5,000万円 一口出資額 125,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：斉藤崇史厩舎

ヴィートマルシェの2177
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�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
リアルインパクト

�
�
Meadowlake

鹿 2008 *トキオリアリティー What a Reality

�
�
�

�
�
Deputy Minister

*フレンチデピュティ Mitterand
ヴィートマルシェ

�
�
*ダンシングブレーヴ

鹿 2002 キョウエイマーチ インターシャルマン（7）
*シュリリー系

*フレンチデピュティFrench Deputy は米国産，北米４勝，ジェロームＨ-G2。
主な産駒：*クロフネ（ジャパンＣダート-JPN1）。【ＢＭＳ：主な産駒】マルシュロレ
ーヌ（ＢＣディスタフ-G1），マカヒキ（ダービー-G1），ショウナンパンドラ（ジャパン
Ｃ-G1，秋華賞-G1），レインボーライン（天皇賞・春-G1），ゴールドドリーム（チャ
ンピオンズＣ-G1），レッドルゼル（ＪＢＣスプリント-JPN1）

母ヴィートマルシェ（02 *フレンチデピュティ）１勝［勝ち距離1000ｍ］。産駒
グランマルシェ（08 牡 鹿フジキセキ）２勝，高知�１勝
サンブルエミューズ（10 牝 栗 ダイワメジャー）３勝，芙蓉Ｓ-OP（芝1600

ｍ），千葉日報杯（芝1200ｍ），フェアリーＳ-G3３着。産駒
ナミュール（牝 *ハービンジャー）３勝，チューリップ賞-G2（芝1600

ｍ），赤松賞（芝1600ｍ），オークス-G1３着，阪神ジュベナイル
フィリーズ-G1４着，�

ヴェスターヴァルト（騸 *ノヴェリスト）４勝，飛騨Ｓ（芝1400ｍ），福島
テレビオープン-OP２着，ファルコンＳ-G3３着，橘Ｓ-L３着，�

ラヴェル（牝キタサンブラック）１勝，�
グレナディアーズ（11 牡 鹿 ネオユニヴァース）５勝，釜山Ｓ（Ｄ1700

ｍ），響灘特別（Ｄ1700ｍ），鳥取特別（Ｄ2000ｍ），南関東�入着，
ダイオライト記念-JPN2４着，南関東�１勝，サンタアニタＴ５着，高
知�５勝，黒潮スプリンターズＣ４着，岩手�１勝

アヴニールマルシェ（12 騸 鹿ディープインパクト）１勝，東京スポーツ杯
２歳Ｓ-G3２着，新潟２歳Ｓ-G3２着，ＮＨＫマイルＣ-G1４着，
共同通信杯-G3５着，障１勝

リリーバレロ（15 牝 鹿ロードカナロア）４勝，トリトンＳ（芝1600ｍ），高尾特
別（芝1400ｍ）

マルシュロレーヌ（16 牝 鹿 オルフェーヴル）４勝，桜島Ｓ（Ｄ1700ｍ），
四国新聞杯（芝2000ｍ），平安Ｓ-G3３着，南関東�３勝，エンプレ
ス杯-JPN2（Ｄ2100ｍ），レディスプレリュード-JPN2（Ｄ1800ｍ），ＴＣ
Ｋ女王盃-JPN3（Ｄ1800ｍ），ＪＢＣレディスクラシック-JPN1３着，北
海道�１勝，ブリーダーズゴールドＣ-JPN3（Ｄ2000ｍ），北米１勝，
ＢＣディスタフ-G1（Ｄ９Ｆ）

バーデンヴァイラー（18 牡 黒鹿ドゥラメンテ）５勝，総武Ｓ-OP（Ｄ1800
ｍ），摩耶Ｓ（Ｄ1800ｍ），岩手�１勝，マーキュリーＣ-JPN3（Ｄ2000
ｍ），�

祖母キョウエイマーチ（94 *ダンシングブレーヴ）８勝，桜花賞-JPN1。トライ
アンフマーチ（牡スペシャルウィーク：キャピタルＳ-L）の母
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牡・鹿
１/17

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
リアルインパクト

�
�
Meadowlake

鹿 2008 *トキオリアリティー What a Reality

�
�
�

�
�
Deputy Minister

*フレンチデピュティ Mitterand
ヴィートマルシェ

�
�
*ダンシングブレーヴ

鹿 2002 キョウエイマーチ インターシャルマン（7）
*シュリリー系

*フレンチデピュティFrench Deputy は米国産，北米４勝，ジェロームＨ-G2。
主な産駒：*クロフネ（ジャパンＣダート-JPN1）。【ＢＭＳ：主な産駒】マルシュロレ
ーヌ（ＢＣディスタフ-G1），マカヒキ（ダービー-G1），ショウナンパンドラ（ジャパン
Ｃ-G1，秋華賞-G1），レインボーライン（天皇賞・春-G1），ゴールドドリーム（チャ
ンピオンズＣ-G1），レッドルゼル（ＪＢＣスプリント-JPN1）

母ヴィートマルシェ（02 *フレンチデピュティ）１勝［勝ち距離1000ｍ］。産駒
グランマルシェ（08 牡 鹿フジキセキ）２勝，高知�１勝
サンブルエミューズ（10 牝 栗 ダイワメジャー）３勝，芙蓉Ｓ-OP（芝1600

ｍ），千葉日報杯（芝1200ｍ），フェアリーＳ-G3３着。産駒
ナミュール（牝 *ハービンジャー）３勝，チューリップ賞-G2（芝1600

ｍ），赤松賞（芝1600ｍ），オークス-G1３着，阪神ジュベナイル
フィリーズ-G1４着，�

ヴェスターヴァルト（騸 *ノヴェリスト）４勝，飛騨Ｓ（芝1400ｍ），福島
テレビオープン-OP２着，ファルコンＳ-G3３着，橘Ｓ-L３着，�

ラヴェル（牝キタサンブラック）１勝，�
グレナディアーズ（11 牡 鹿 ネオユニヴァース）５勝，釜山Ｓ（Ｄ1700

ｍ），響灘特別（Ｄ1700ｍ），鳥取特別（Ｄ2000ｍ），南関東�入着，
ダイオライト記念-JPN2４着，南関東�１勝，サンタアニタＴ５着，高
知�５勝，黒潮スプリンターズＣ４着，岩手�１勝

アヴニールマルシェ（12 騸 鹿ディープインパクト）１勝，東京スポーツ杯
２歳Ｓ-G3２着，新潟２歳Ｓ-G3２着，ＮＨＫマイルＣ-G1４着，
共同通信杯-G3５着，障１勝

リリーバレロ（15 牝 鹿ロードカナロア）４勝，トリトンＳ（芝1600ｍ），高尾特
別（芝1400ｍ）

マルシュロレーヌ（16 牝 鹿 オルフェーヴル）４勝，桜島Ｓ（Ｄ1700ｍ），
四国新聞杯（芝2000ｍ），平安Ｓ-G3３着，南関東�３勝，エンプレ
ス杯-JPN2（Ｄ2100ｍ），レディスプレリュード-JPN2（Ｄ1800ｍ），ＴＣ
Ｋ女王盃-JPN3（Ｄ1800ｍ），ＪＢＣレディスクラシック-JPN1３着，北
海道�１勝，ブリーダーズゴールドＣ-JPN3（Ｄ2000ｍ），北米１勝，
ＢＣディスタフ-G1（Ｄ９Ｆ）

バーデンヴァイラー（18 牡 黒鹿ドゥラメンテ）５勝，総武Ｓ-OP（Ｄ1800
ｍ），摩耶Ｓ（Ｄ1800ｍ），岩手�１勝，マーキュリーＣ-JPN3（Ｄ2000
ｍ），�

祖母キョウエイマーチ（94 *ダンシングブレーヴ）８勝，桜花賞-JPN1。トライ
アンフマーチ（牡スペシャルウィーク：キャピタルＳ-L）の母
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母馬優先

リアルインパクト
　鹿　2008

ディープインパクト
　鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊トキオリアリティー
　Tokio Reality
　栗　1994

Meadowlake
Hold Your Peace

Suspicious Native

What a Reality
In Reality

What Will Be

ヴィートマルシェ
　鹿　2002

＊フレンチデピュティ
　French Deputy
　栗　1992

Deputy Minister
Vice Regent

Mint Copy

Mitterand
Hold Your Peace

Laredo Lass

キョウエイマーチ
　鹿　1994

＊ダンシングブレーヴ
Lyphard

Navajo Princess

インターシャルマン
＊ブレイヴェストローマン

トキノシュリリー

� Hold�Your�Peace�4S×4D,�Lyphard�4D×5S,�Northern�Dancer�5D×5D

牡・鹿毛
2021年1月17日生
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PEDIGREE BROODMARE SIRE

FAMILY
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78

当クラブの屋台骨を支え続けてくれた母の晩年の産駒となりま
すが、それを微塵も感じさせない本馬の威風堂々たる立ち姿を
みると、大仕事をやってのけてくれた母には頭が下がる思いで
す。馬格に恵まれ、立派な首差しから臀部に至るまでの豊富な
筋肉、そして心肺機能の高さを示す深い胸など、随所に力感が
漲る出色の出来映えです。剛が強調される外見ながら、クッショ
ン性に優れた各関節が生み出す歩様はしなやかで、疾走時には
圧倒的なスピードを披露して他馬の追随を許しません。一本筋
の通った気性も頼もしく、一族の悲願であるG1制覇すら、事も
なげに成し遂げてくれそうな予感がします。

総額 3,000万円 一口出資額 75,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：武幸四郎厩舎
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牝・鹿
４/15

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
リアルインパクト

�
�
Meadowlake

鹿 2008 *トキオリアリティー What a Reality

�
�
�

ホーリング
�
�
Diesis

Halling Dance Machine
*リッチダンサー フェアリーフライト �

�
Fairy King

黒鹿 2000 Fairy Flight Rising Tide（2）

ホーリング Halling は米国産，全欧古馬チャンピオン，英・UAE・仏12勝，エク
リプスＳ-G1（２回）。主な産駒：ジャックホッブズ（愛ダービー-G1），キャヴァルリ
ーマン（パリ大賞典-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ヴェイル オブヨーク（ＢＣジュヴ
ェナイル-G1），フレンチキング（ベルリン大賞典-G1），フォークオペラ（Ｅ.Ｐ.
テイラーＳ-G1），ムーンクエイク（京王杯スプリングＣ-G2）

母 *リッチダンサー Rich Dancer（00 Halling）英国産，英入着。産駒
スタッブズアート Stubbs Art（05 騸 Hawk Wing）英１勝，英2000ギニ
ー-G1３着，愛入着，愛2000ギニー-G1３着，サウジアラビア２勝

ディフェクター Defector（06 騸 *ファスリエフ）英３勝
トレイドサイド Tradeside（07 牡 Trade Fair）スペイン２勝，仏１勝
エルクメイトElkmait（08 牝 Trade Fair）英１勝。産駒
*ザマッケムブレット The Mackem Bullet（牝 Society Rock）英１

勝，チェヴァリー パークＳ-G1２着，ロウザーＳ-G2２着，プリン
セスマーガレットＳ-G3３着，北米２勝，アパラチアンＳ-G2（芝
８Ｆ），ミセスリヴィアＳ-G2３着，ヴァリーヴューＳ-G3３着

シーズソー ナイス She's So Nice（牝 Mehmas）英１勝，ロウザー
Ｓ-G2４着，北米２勝

ホーカーテンペスト（09 騸 栗 Hawk Wing）５勝，オリオンＳ（芝2400
ｍ），韓国馬事会杯（芝1600ｍ），黄梅賞（芝1600ｍ），障３勝

フロアクラフト（10 牝 黒鹿フジキセキ）４勝，宇治川特別（芝1400ｍ），
遠州灘特別（芝2000ｍ），スイートピーＳ-L２着，オークス-G1５着

バウンスシャッセ（11 牝 鹿 ゼンノロブロイ）５勝，愛知杯-G3（芝2000
ｍ），中山牝馬Ｓ-G3（芝1800ｍ），フラワーＣ-G3（芝1800ｍ），寒竹
賞（芝2000ｍ），オークス-G1３着，中日新聞杯-G3５着

メリーモナーク（12 騸 鹿 キングカメハメハ）１勝，障１勝，小倉サマージ
ャンプ４着

ムーンクエイク（13 騸 栗 アドマイヤムーン）６勝，京王杯スプリングＣ
-G2（芝1400ｍ，レコード），長岡京Ｓ（芝1600ｍ），甲東特別（芝1600
ｍ），葉山特別（芝1600ｍ），�

フラットレー（15 騸 青鹿 ハーツクライ）１勝
コントラチェック（16 牝 黒鹿ディープインパクト）５勝，オーシャンＳ-G3
（芝1200ｍ），ターコイズＳ-G3（芝1600ｍ），フラワーＣ-G3（芝1800
ｍ），菜の花賞（芝1600ｍ），京成杯オータムＨ-G3２着

クロスキー（17 騸 鹿 ハーツクライ）入着，兵庫�１勝，佐賀�１勝，�
ラクスバラディー（19 牝 鹿ドゥラメンテ）１勝，�
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牝・鹿
４/15

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
リアルインパクト

�
�
Meadowlake

鹿 2008 *トキオリアリティー What a Reality

�
�
�

ホーリング
�
�
Diesis

Halling Dance Machine
*リッチダンサー フェアリーフライト �

�
Fairy King

黒鹿 2000 Fairy Flight Rising Tide（2）

ホーリング Halling は米国産，全欧古馬チャンピオン，英・UAE・仏12勝，エク
リプスＳ-G1（２回）。主な産駒：ジャックホッブズ（愛ダービー-G1），キャヴァルリ
ーマン（パリ大賞典-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ヴェイル オブヨーク（ＢＣジュヴ
ェナイル-G1），フレンチキング（ベルリン大賞典-G1），フォークオペラ（Ｅ.Ｐ.
テイラーＳ-G1），ムーンクエイク（京王杯スプリングＣ-G2）

母 *リッチダンサー Rich Dancer（00 Halling）英国産，英入着。産駒
スタッブズアート Stubbs Art（05 騸 Hawk Wing）英１勝，英2000ギニ
ー-G1３着，愛入着，愛2000ギニー-G1３着，サウジアラビア２勝

ディフェクター Defector（06 騸 *ファスリエフ）英３勝
トレイドサイド Tradeside（07 牡 Trade Fair）スペイン２勝，仏１勝
エルクメイトElkmait（08 牝 Trade Fair）英１勝。産駒
*ザマッケムブレット The Mackem Bullet（牝 Society Rock）英１

勝，チェヴァリー パークＳ-G1２着，ロウザーＳ-G2２着，プリン
セスマーガレットＳ-G3３着，北米２勝，アパラチアンＳ-G2（芝
８Ｆ），ミセスリヴィアＳ-G2３着，ヴァリーヴューＳ-G3３着

シーズソー ナイス She's So Nice（牝 Mehmas）英１勝，ロウザー
Ｓ-G2４着，北米２勝

ホーカーテンペスト（09 騸 栗 Hawk Wing）５勝，オリオンＳ（芝2400
ｍ），韓国馬事会杯（芝1600ｍ），黄梅賞（芝1600ｍ），障３勝

フロアクラフト（10 牝 黒鹿フジキセキ）４勝，宇治川特別（芝1400ｍ），
遠州灘特別（芝2000ｍ），スイートピーＳ-L２着，オークス-G1５着

バウンスシャッセ（11 牝 鹿 ゼンノロブロイ）５勝，愛知杯-G3（芝2000
ｍ），中山牝馬Ｓ-G3（芝1800ｍ），フラワーＣ-G3（芝1800ｍ），寒竹
賞（芝2000ｍ），オークス-G1３着，中日新聞杯-G3５着

メリーモナーク（12 騸 鹿 キングカメハメハ）１勝，障１勝，小倉サマージ
ャンプ４着

ムーンクエイク（13 騸 栗 アドマイヤムーン）６勝，京王杯スプリングＣ
-G2（芝1400ｍ，レコード），長岡京Ｓ（芝1600ｍ），甲東特別（芝1600
ｍ），葉山特別（芝1600ｍ），�

フラットレー（15 騸 青鹿 ハーツクライ）１勝
コントラチェック（16 牝 黒鹿ディープインパクト）５勝，オーシャンＳ-G3
（芝1200ｍ），ターコイズＳ-G3（芝1600ｍ），フラワーＣ-G3（芝1800
ｍ），菜の花賞（芝1600ｍ），京成杯オータムＨ-G3２着

クロスキー（17 騸 鹿 ハーツクライ）入着，兵庫�１勝，佐賀�１勝，�
ラクスバラディー（19 牝 鹿ドゥラメンテ）１勝，�
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リアルインパクト
　鹿　2008

ディープインパクト
　鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊トキオリアリティー
　Tokio Reality
　栗　1994

Meadowlake
Hold Your Peace

Suspicious Native

What a Reality
In Reality

What Will Be

＊リッチダンサー
　Rich�Dancer
　黒鹿　2000

ホーリング
　Halling
　栗　1991

Diesis
Sharpen Up

Doubly Sure

Dance Machine
Green Dancer

Never a Lady

フェアリー フライト
　Fairy Flight
　鹿　1995

Fairy King
Northern Dancer

Fairy Bridge

Rising Tide
＊レッドアラート

Naiad Queen

� 5 代までにクロスなし

メス・鹿毛
2021年4月15日生
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79

クラブ募集馬のレイデオロ産駒として、最高価格も頷ける出来
映えです。透きとおるような薄い皮膚に覆われた馬体は骨量、
筋肉量ともに程よく、その華麗な佇まいには、誰もが見惚れて
しまいます。動き出しの一歩目からスナップがよく利いて、荒
れた放牧地でもバランスが崩れないフットワークに強靭な体幹
が見てとれます。常に群れの先頭に位置し、集団を率いる姿に
は風格さえ感じられ、トップホースとして世代を牽引する活躍
を期待してしまいます。「ダービー馬はダービー馬から」とはよ
く知られる血統格言ですが、史上初の父子3代制覇へ、本馬なら
そんな夢をも叶えてくれるのではないかと思えてなりません。

総額 8,000万円 一口出資額 200,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：友道康夫厩舎

ヒストリックスターの2179
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牡・鹿
１/13

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
レイデオロ

�
�
*シンボリクリスエス

鹿 2014 ラドラーダ *レディブロンド

�
�
�

�
�
Fairy King

*ファルブラヴ Gift of the Night
ヒストリックスター

�
�
*トニービン

鹿 2005 ベガ *アンティックヴァリュー（9）

*ファルブラヴ Falbrav は愛国産，全欧古馬チャンピオン，英仏伊・中央・香港
13勝，ジャパンＣ-G1，クイーン エリザベス二世Ｓ-G1。主な産駒：エーシンヴァ
ーゴウ（セントウルＳ-G2），アイムユアーズ（フィリーズレビュー-G2）。【ＢＭＳ：主
な産駒】ハープスター（桜花賞-G1），ステルヴィオ（マイルチャンピオンシップ
-G1），ケネドナ（ＢＲＣドゥームベンＣ-G1），テトラドラクマ（クイーンＣ-G3）

母ヒストリックスター（05 *ファルブラヴ）不出走。産駒
ピュアソウル（09 牡 鹿ディープインパクト）２勝
ヒストリックレディ（10 牝 栗 ネオユニヴァース）不出走。産駒

イストワールファム（牝 ローエングリン）４勝，山中湖特別（芝1800
ｍ），テレビ山梨杯（芝1800ｍ）

ジュリオ（牡リオンディーズ）３勝，�
ハープスター（11 牝 鹿 ディープインパクト）最優秀３歳牝馬，５勝，桜

花賞-G1（芝1600ｍ），札幌記念-G2（芝2000ｍ），チューリップ賞-G3
（芝1600ｍ），新潟２歳Ｓ-G3（芝1600ｍ），オークス-G1２着，阪神
ジュベナイルフィリーズ-G1２着，ジャパンＣ-G1５着，京都記念-G2
５着。産駒
ライラスター（牡ロードカナロア）１勝，�

リュラ（13 牝 黒鹿ステイゴールド）５戦，入着。産駒
ラコンタール（牡ロードカナロア）１勝，�

ゴールドティア（17 牝 鹿キングカメハメハ）３勝，響灘特別（Ｄ1700ｍ），
�

ライリッズ（19 牡 栗ドゥラメンテ）１勝，�
祖母ベガ（90 *トニービン）最優秀３歳牝馬，４勝，オークス-JPN1，桜花賞

-JPN1，チューリップ賞-OP，エリザベス女王杯-JPN1３着。産駒
アドマイヤベガ（牡 *サンデーサイレンス）４勝，ダービー-JPN1，京都新
聞杯-JPN2，ラジオたんぱ杯３歳Ｓ-JPN3，エリカ賞。種牡馬

アドマイヤドン（牡 *ティンバーカントリー）最優秀２歳牡馬，最優秀ダー
トホース（２回），中央・岩手・南関東�10勝，フェブラリーＳ-JPN1，Ｊ
ＢＣクラシック-JPN1（３回），帝王賞-JPN1，マイルチャンピオンシップ
南部杯-JPN1，同２着，朝日杯フューチュリティＳ -JPN1，エルムＳ
-JPN3，京都２歳Ｓ-OP，ジャパンＣダート-JPN1２着（２回）。種牡馬

アドマイヤボス（牡 *サンデーサイレンス）２勝，セントライト記念-JPN2，
大阪杯-JPN2３着，天皇賞�-JPN1５着。種牡馬

キャプテンベガ（牡 *サンデーサイレンス）５勝，関ヶ原Ｓ，東京新聞杯
-G3２着，朝日チャレンジＣ-G3３着，エプソムＣ-G3３着（２回）
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牡・鹿
１/13

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
レイデオロ

�
�
*シンボリクリスエス

鹿 2014 ラドラーダ *レディブロンド

�
�
�

�
�
Fairy King

*ファルブラヴ Gift of the Night
ヒストリックスター

�
�
*トニービン

鹿 2005 ベガ *アンティックヴァリュー（9）

*ファルブラヴ Falbrav は愛国産，全欧古馬チャンピオン，英仏伊・中央・香港
13勝，ジャパンＣ-G1，クイーン エリザベス二世Ｓ-G1。主な産駒：エーシンヴァ
ーゴウ（セントウルＳ-G2），アイムユアーズ（フィリーズレビュー-G2）。【ＢＭＳ：主
な産駒】ハープスター（桜花賞-G1），ステルヴィオ（マイルチャンピオンシップ
-G1），ケネドナ（ＢＲＣドゥームベンＣ-G1），テトラドラクマ（クイーンＣ-G3）

母ヒストリックスター（05 *ファルブラヴ）不出走。産駒
ピュアソウル（09 牡 鹿ディープインパクト）２勝
ヒストリックレディ（10 牝 栗 ネオユニヴァース）不出走。産駒

イストワールファム（牝 ローエングリン）４勝，山中湖特別（芝1800
ｍ），テレビ山梨杯（芝1800ｍ）

ジュリオ（牡リオンディーズ）３勝，�
ハープスター（11 牝 鹿 ディープインパクト）最優秀３歳牝馬，５勝，桜

花賞-G1（芝1600ｍ），札幌記念-G2（芝2000ｍ），チューリップ賞-G3
（芝1600ｍ），新潟２歳Ｓ-G3（芝1600ｍ），オークス-G1２着，阪神
ジュベナイルフィリーズ-G1２着，ジャパンＣ-G1５着，京都記念-G2
５着。産駒
ライラスター（牡ロードカナロア）１勝，�

リュラ（13 牝 黒鹿ステイゴールド）５戦，入着。産駒
ラコンタール（牡ロードカナロア）１勝，�

ゴールドティア（17 牝 鹿キングカメハメハ）３勝，響灘特別（Ｄ1700ｍ），
�

ライリッズ（19 牡 栗ドゥラメンテ）１勝，�
祖母ベガ（90 *トニービン）最優秀３歳牝馬，４勝，オークス-JPN1，桜花賞

-JPN1，チューリップ賞-OP，エリザベス女王杯-JPN1３着。産駒
アドマイヤベガ（牡 *サンデーサイレンス）４勝，ダービー-JPN1，京都新
聞杯-JPN2，ラジオたんぱ杯３歳Ｓ-JPN3，エリカ賞。種牡馬

アドマイヤドン（牡 *ティンバーカントリー）最優秀２歳牡馬，最優秀ダー
トホース（２回），中央・岩手・南関東�10勝，フェブラリーＳ-JPN1，Ｊ
ＢＣクラシック-JPN1（３回），帝王賞-JPN1，マイルチャンピオンシップ
南部杯-JPN1，同２着，朝日杯フューチュリティＳ -JPN1，エルムＳ
-JPN3，京都２歳Ｓ-OP，ジャパンＣダート-JPN1２着（２回）。種牡馬

アドマイヤボス（牡 *サンデーサイレンス）２勝，セントライト記念-JPN2，
大阪杯-JPN2３着，天皇賞�-JPN1５着。種牡馬

キャプテンベガ（牡 *サンデーサイレンス）５勝，関ヶ原Ｓ，東京新聞杯
-G3２着，朝日チャレンジＣ-G3３着，エプソムＣ-G3３着（２回）
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レイデオロ
　鹿　2014

キングカメハメハ
　鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

ラドラーダ
　青鹿　2006

＊シンボリクリスエス
Kris S.

Tee Kay

＊レディブロンド
Seeking the Gold

＊ウインドインハーヘア

ヒストリックスター
　鹿　2005

＊ファルブラヴ
　Falbrav
　鹿　1998

Fairy King
Northern Dancer

Fairy Bridge

Gift of the Night
Slewpy

Little Nana

ベガ
　鹿　1990

＊トニービン
＊カンパラ

Severn Bridge

＊アンティックヴァリュー
Northern Dancer

Moonscape

� Mr.�Prospector�4S×5S,�Northern�Dancer�4D×4D

牡・鹿毛
2021年1月13日生

100



PEDIGREE BROODMARE SIRE

FAMILY

COMMENT

80

母の産駒はその大半が勝ち上がっており、2つ上の半兄が新馬勝
ちを収めたことは未だ活力に衰えがないことを証明しています。
現に本馬は筋肉質で太い首差し、どっしりとした腹袋に長い四
肢、そして、常に冴え渡る毛ヅヤなど、惚れ惚れしてしまう好馬
体の持ち主です。見た目だけでなく動きも秀逸で、キレのある完
歩の大きなキャンターはダイナミックでブレが一切なく、直進性
の高さや優れた加速力はあらゆるシチュエーションへの対応を
可能にしそうです。大一番で見事なまでの操縦性の高さを武器
に、世代の頂点に立った父を彷彿とさせるだけに、再び世代の
頂点を見せてくれる可能性は十分ありそうです。

総額 5,600万円 一口出資額 140,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：中内田充正厩舎

ギーニョの2180
レ
イ
デ
オ
ロ
×
ギ
ー
ニ
ョ
［
牡
］

80

牡・鹿
４/１

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
レイデオロ

�
�
*シンボリクリスエス

鹿 2014 ラドラーダ *レディブロンド

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス Wishing Well
ギーニョ

�
�
Nureyev

鹿 2003 *フェアリードール Dream Deal（9）

*サンデーサイレンス Sunday Silence は米国産，米年度代表馬，北米９勝，
ケンタッキーダービー-G1。本邦総合・２歳チャンピオンサイアー。本邦ＢＭＳ
チャンピオン。主な産駒：ディープインパクト（年度代表馬，三冠）。【ＢＭＳ：主な
産駒】アーモンドアイ（ジャパンＣ-G1２回），ドゥラメンテ（ダービー-G1），アドマ
イヤムーン（ジャパンＣ-G1），メールドグラース（ＭＲＣコーフィールドＣ-G1）

母ギーニョ（03 *サンデーサイレンス）２勝［勝ち距離1800ｍ～2000ｍ］。産駒
ロンギングエース（10 牡 鹿 *シンボリクリスエス）３勝，小金井特別（Ｄ

2100ｍ），岩手�入着，北上川大賞典４着
アルピニスト（11 牡 鹿 *シンボリクリスエス）入着，東海�３勝
スワーヴジョージ（12 牡 鹿 *ハービンジャー）３勝，北斗特別（芝1800

ｍ），アイビーＳ-OP２着
ダノンサンシャイン（13 牡 栗 *ハービンジャー）１勝
トーセンブレイヴ（15 牡 黒鹿キングカメハメハ）１勝，南関東�４勝，�
サトノワールド（17 牡 鹿キングカメハメハ）２勝，�
アンジュマリッシュ（18 牝 青 *ノヴェリスト）１勝
スカイフォール（19 牡 鹿キングカメハメハ）２勝，北辰特別（芝1800ｍ），

�
クラシカルビジュー（20 牝 黒鹿 サトノクラウン）未出走

祖母 *フェアリードール Fairy Doll（91 Nureyev）米国産，英１戦。産駒
トゥザヴィクトリー（牝 *サンデーサイレンス）最優秀古牝馬，６勝，エリ

ザベス女王杯-JPN1。トゥザグローリー（牡 キングカメハメハ：日経
新春杯-G2），トゥザワールド（牡 キングカメハメハ：弥生賞-G2），ト
ーセンビクトリー（牝キングカメハメハ：中山牝馬Ｓ-G3）の母，リオ
ンリオン（牡 ルーラーシップ：青葉賞-G2）の祖母

サイレントディール（牡 *サンデーサイレンス）中央・佐賀�７勝，武蔵
野Ｓ-G3，シンザン記念-JPN3，佐賀記念-JPN3。種牡馬

ビーポジティブ（牝 *サンデーサイレンス）中央・南関東�３勝，クイーン
賞-JPN3。トリップ（牡 *クロフネ：京都２歳Ｓ-L）の母

ベネンシアドール（牝キングカメハメハ）不出走。デニムアンドルビー（牝
ディープインパクト：フローラＳ-G2，ローズＳ-G2，ジャパンＣ-G1２
着），�ラーゴブルー（牝 ハーツクライ：マリーンＣ-JPN3）の母

フェアリーダンス（牝アグネスタキオン）４戦，入着。フェアリーポルカ（牝
ルーラーシップ：中山牝馬Ｓ-G3，福島牝馬Ｓ-G3）の母

ビスクドール（牝 *サンデーサイレンス）入着。オウケンビリーヴ（牝 *クロ
フネ：クラスターＣ-JPN3）の母
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牡・鹿
４/１

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
レイデオロ

�
�
*シンボリクリスエス

鹿 2014 ラドラーダ *レディブロンド

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス Wishing Well
ギーニョ

�
�
Nureyev

鹿 2003 *フェアリードール Dream Deal（9）

*サンデーサイレンス Sunday Silence は米国産，米年度代表馬，北米９勝，
ケンタッキーダービー-G1。本邦総合・２歳チャンピオンサイアー。本邦ＢＭＳ
チャンピオン。主な産駒：ディープインパクト（年度代表馬，三冠）。【ＢＭＳ：主な
産駒】アーモンドアイ（ジャパンＣ-G1２回），ドゥラメンテ（ダービー-G1），アドマ
イヤムーン（ジャパンＣ-G1），メールドグラース（ＭＲＣコーフィールドＣ-G1）

母ギーニョ（03 *サンデーサイレンス）２勝［勝ち距離1800ｍ～2000ｍ］。産駒
ロンギングエース（10 牡 鹿 *シンボリクリスエス）３勝，小金井特別（Ｄ

2100ｍ），岩手�入着，北上川大賞典４着
アルピニスト（11 牡 鹿 *シンボリクリスエス）入着，東海�３勝
スワーヴジョージ（12 牡 鹿 *ハービンジャー）３勝，北斗特別（芝1800

ｍ），アイビーＳ-OP２着
ダノンサンシャイン（13 牡 栗 *ハービンジャー）１勝
トーセンブレイヴ（15 牡 黒鹿キングカメハメハ）１勝，南関東�４勝，�
サトノワールド（17 牡 鹿キングカメハメハ）２勝，�
アンジュマリッシュ（18 牝 青 *ノヴェリスト）１勝
スカイフォール（19 牡 鹿キングカメハメハ）２勝，北辰特別（芝1800ｍ），

�
クラシカルビジュー（20 牝 黒鹿 サトノクラウン）未出走

祖母 *フェアリードール Fairy Doll（91 Nureyev）米国産，英１戦。産駒
トゥザヴィクトリー（牝 *サンデーサイレンス）最優秀古牝馬，６勝，エリ

ザベス女王杯-JPN1。トゥザグローリー（牡 キングカメハメハ：日経
新春杯-G2），トゥザワールド（牡 キングカメハメハ：弥生賞-G2），ト
ーセンビクトリー（牝キングカメハメハ：中山牝馬Ｓ-G3）の母，リオ
ンリオン（牡 ルーラーシップ：青葉賞-G2）の祖母

サイレントディール（牡 *サンデーサイレンス）中央・佐賀�７勝，武蔵
野Ｓ-G3，シンザン記念-JPN3，佐賀記念-JPN3。種牡馬

ビーポジティブ（牝 *サンデーサイレンス）中央・南関東�３勝，クイーン
賞-JPN3。トリップ（牡 *クロフネ：京都２歳Ｓ-L）の母

ベネンシアドール（牝キングカメハメハ）不出走。デニムアンドルビー（牝
ディープインパクト：フローラＳ-G2，ローズＳ-G2，ジャパンＣ-G1２
着），�ラーゴブルー（牝 ハーツクライ：マリーンＣ-JPN3）の母

フェアリーダンス（牝アグネスタキオン）４戦，入着。フェアリーポルカ（牝
ルーラーシップ：中山牝馬Ｓ-G3，福島牝馬Ｓ-G3）の母

ビスクドール（牝 *サンデーサイレンス）入着。オウケンビリーヴ（牝 *クロ
フネ：クラスターＣ-JPN3）の母
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レイデオロ
　鹿　2014

キングカメハメハ
　鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

ラドラーダ
　青鹿　2006

＊シンボリクリスエス
Kris S.

Tee Kay

＊レディブロンド
Seeking the Gold

＊ウインドインハーヘア

ギーニョ
　鹿　2003

＊サンデーサイレンス
　Sunday Silence
　青鹿　1986

Halo
Hail to Reason

Cosmah

Wishing Well
Understanding

Mountain Flower

＊フェアリードール
　Fairy Doll
　栗　1991

Nureyev
Northern Dancer

Special

Dream Deal
Sharpen Up

Likely Exchange

� Nureyev�3D×5S,�Mr.�Prospector�4S×5S

牡・鹿毛
2021年4月1日生
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PEDIGREE BROODMARE SIRE

FAMILY

COMMENT

81

父の産駒は総じて前進気勢が強く、スピード能力も高いので、
短距離戦に良績が集中しています。本馬も例に漏れず、オンと
オフのハッキリとした気性の持ち主で、普段は扱いやすいもの
のひとたび放牧地に放つと闘争心を剥き出しにして、他馬を抜
き去ります。コンパクトにまとまった体型をしていますが、強
い体幹と柔らかい身のこなしが完全に体格差をカバーしており、
トップスピードまでギアを上げた時の走りは群れの中でも抜き
ん出ています。どんなコース形態にも対応できそうな器用さを
兼ね備えていますので、極限のスピードと立ち回りの上手さが
求められるスプリント路線で輝きを放ってくれそうです。

総額 2,400万円 一口出資額 60,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：音無秀孝厩舎

ライジングクロスの2181

81

牝・鹿
２/25

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
ミッキーアイル

�
�
*ロックオブジブラルタル

鹿 2011 *スターアイル *アイルドフランス

�
�
�

ケイプクロス
�
�
Green Desert

Cape Cross Park Appeal
*ライジングクロス ウッドライジング �

�
Nomination

黒鹿 2003 Woodrising Bodham（20）

ケイプクロス Cape Cross は愛国産，英５勝，ロッキンジＳ-G1。仏チャンピオ
ンサイアー。主な産駒：シーザ スターズ（英ダービー-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】
オーストラリア（英ダービー-G1，愛ダービー-G1），マサー（英ダービー-G1），タ
ーナワ（ＢＣターフ-G1），ローレンス（仏オークス-G1），*シリアスアティテュード
（チェヴァリーパークＳ-G1），ロジユニヴァース（ダービー-JPN1）

母 *ライジングクロス Rising Cross（03 Cape Cross）英国産，英５勝，パー
クヒルＳ-G2（芝13Ｆ197Ｙ），Lupe S-L（芝９Ｆ192Ｙ），英オークス-G1
２着，プレスティジＳ-G3２着，Spring Cup-L３着，コロネーションＣ-G1
４着，スウィートソレラＳ-G3４着，ソラリオＳ-G3４着，愛入着，愛オーク
ス-G1３着，北米入着，ビウィッチＳ-G3３着［勝ち距離７Ｆ～13Ｆ197
Ｙ］。産駒
クライナーヘルツ（10 牡 鹿 ネオユニヴァース）東海�３勝
ライザン（11 牡 青鹿 ネオユニヴァース）１勝
アースライズ（12 牝 青鹿 マンハッタンカフェ）３勝，カウントダウンＳ（芝

2000ｍ），賢島特別（芝1600ｍ），フラワーＣ-G3２着，マーメイドＳ
-G3３着，愛知杯-G3３着，オークス-G1４着，福島牝馬Ｓ-G3４
着，秋華賞-G1５着

ミッキークロス（14 牝 青鹿 ハーツクライ）２勝，汐留特別（芝2000ｍ）
フーラリ（18 牡 青スクリーンヒーロー）入着，東海�１勝，�
ライジングホープ（20 牝 鹿リアルスティール）未出走

祖母ウッドライジング Woodrising（92 Nomination）英３勝，英障３勝。産駒
フェネル ベイFennell Bay（騸 Dubawi）英８勝，英障２勝

曽祖母ボダム Bodham（78 Bustino）英２勝。産駒
バーシャム Barsham：英１勝。産駒
フォーケナム Falkenham：英３勝，Stardom S-L，ソラリオＳ-G3２

着，北米１勝，Oceanside S２着，ラホヤＨ-G3３着。種牡馬
ファーストロー First Law：英５戦。産駒

セントペテルスブルク St Petersburg：英６勝，Superior Mile
-L３着

ティッチウェルラスTitchwell Lass：英１勝。産駒
レレイフ Leleyf：英３勝，Hilary Needler Trophy-L３着

四代母クレイCley（71 Exbury）英１勝。産駒
スパルタンヘレン Spartan Helen：不出走。産駒

スパルタン シャリーフ Spartan Shareef：英伊５勝，セプテンバー
Ｓ-G3，ナポリ市大賞典-G3，Gala S-L，Reference Point S-L
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81

牝・鹿
２/25

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
ミッキーアイル

�
�
*ロックオブジブラルタル

鹿 2011 *スターアイル *アイルドフランス

�
�
�

ケイプクロス
�
�
Green Desert

Cape Cross Park Appeal
*ライジングクロス ウッドライジング �

�
Nomination

黒鹿 2003 Woodrising Bodham（20）

ケイプクロス Cape Cross は愛国産，英５勝，ロッキンジＳ-G1。仏チャンピオ
ンサイアー。主な産駒：シーザ スターズ（英ダービー-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】
オーストラリア（英ダービー-G1，愛ダービー-G1），マサー（英ダービー-G1），タ
ーナワ（ＢＣターフ-G1），ローレンス（仏オークス-G1），*シリアスアティテュード
（チェヴァリーパークＳ-G1），ロジユニヴァース（ダービー-JPN1）

母 *ライジングクロス Rising Cross（03 Cape Cross）英国産，英５勝，パー
クヒルＳ-G2（芝13Ｆ197Ｙ），Lupe S-L（芝９Ｆ192Ｙ），英オークス-G1
２着，プレスティジＳ-G3２着，Spring Cup-L３着，コロネーションＣ-G1
４着，スウィートソレラＳ-G3４着，ソラリオＳ-G3４着，愛入着，愛オーク
ス-G1３着，北米入着，ビウィッチＳ-G3３着［勝ち距離７Ｆ～13Ｆ197
Ｙ］。産駒
クライナーヘルツ（10 牡 鹿 ネオユニヴァース）東海�３勝
ライザン（11 牡 青鹿 ネオユニヴァース）１勝
アースライズ（12 牝 青鹿 マンハッタンカフェ）３勝，カウントダウンＳ（芝

2000ｍ），賢島特別（芝1600ｍ），フラワーＣ-G3２着，マーメイドＳ
-G3３着，愛知杯-G3３着，オークス-G1４着，福島牝馬Ｓ-G3４
着，秋華賞-G1５着

ミッキークロス（14 牝 青鹿 ハーツクライ）２勝，汐留特別（芝2000ｍ）
フーラリ（18 牡 青スクリーンヒーロー）入着，東海�１勝，�
ライジングホープ（20 牝 鹿リアルスティール）未出走

祖母ウッドライジング Woodrising（92 Nomination）英３勝，英障３勝。産駒
フェネル ベイFennell Bay（騸 Dubawi）英８勝，英障２勝

曽祖母ボダム Bodham（78 Bustino）英２勝。産駒
バーシャム Barsham：英１勝。産駒
フォーケナム Falkenham：英３勝，Stardom S-L，ソラリオＳ-G3２

着，北米１勝，Oceanside S２着，ラホヤＨ-G3３着。種牡馬
ファーストロー First Law：英５戦。産駒

セントペテルスブルク St Petersburg：英６勝，Superior Mile
-L３着

ティッチウェルラスTitchwell Lass：英１勝。産駒
レレイフ Leleyf：英３勝，Hilary Needler Trophy-L３着

四代母クレイCley（71 Exbury）英１勝。産駒
スパルタンヘレン Spartan Helen：不出走。産駒

スパルタン シャリーフ Spartan Shareef：英伊５勝，セプテンバー
Ｓ-G3，ナポリ市大賞典-G3，Gala S-L，Reference Point S-L
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ミッキーアイル
　鹿　2011

ディープインパクト
　鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊スターアイル
　Star Isle
　鹿　2004

＊ロックオブジブラルタル
＊デインヒル

Offshore Boom

＊アイルドフランス
Nureyev

＊ステラマドリッド

＊ライジングクロス
　Rising�Cross
　黒鹿　2003

ケイプ クロス
　Cape Cross
　黒鹿　1994

Green Desert
Danzig

Foreign Courier

Park Appeal
Ahonoora

Balidaress

ウッドライジング
　Woodrising
　鹿　1992

Nomination
Dominion

Rivers Maid

Bodham
Bustino

Cley

� Danzig�4D×5S,�Busted�5S×5D,�Northern�Dancer�5S×5D

メス・鹿毛
2021年2月25日生
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FAMILY
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82

伸びやかで身幅は薄めながら芯が通ったフレームと、弾性に優
れて緻密な感触の筋肉とが調和した好馬体で、凛々しい気配が
全身に漂います。スナップが利いてなにげない身のこなしにも
キレがあり、動き出しから機敏さを感じるように運動神経に優
れ、毎日の一挙一動に父の同時期の姿が蘇ります。感受性が強
く反応に鋭さはあるものの、時間を掛けかみ砕きながら学ぶ賢
明さも備え、心身ともに磨くほどに輝きそうな原石です。最終
コーナーを捲るロングスパートから、ライバルを圧倒しねじ伏
せる底力に富んだ走りで脚光を浴びることでしょう。「芝かダー
トか」広い視野で可能性を追い求めたい黄金色の優駿です。

総額 2,800万円 一口出資額 70,000円【全400口】
■生産：白老ファーム　■繋養：白老ファームYearling　■入厩予定：池添学厩舎

カイカヨソウの2182
オ
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
×
カ
イ
カ
ヨ
ソ
ウ
［
メ
ス
］

82

牝・栗
２/15

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ステイゴールド ゴールデンサッシュ
オルフェーヴル

�
�
メジロマックイーン

栗 2008 オリエンタルアート エレクトロアート

�
�
�

�
�
Woodman

*ティンバーカントリー Fall Aspen
カイカヨソウ

�
�
*エリシオ

鹿 2010 マチカネヤマザクラ *マチカネミラージュ（1）

*ティンバーカントリー Timber Country は米国産，米２歳牡馬チャンピオン，
北米５勝，プリークネスＳ-G1，ＢＣジュヴェナイル-G1。主な産駒：アドマイヤド
ン（朝日杯フューチュリティＳ-JPN1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ムハドラム（エクリプス
Ｓ-G1），スウィートアイディア（ＡＴＣザ ギャラクシー-G1），コパノリッキー（フェ
ブラリーＳ-G1２回），ララベル（ＪＢＣレディスクラシック-JPN1）

母カイカヨソウ（10 *ティンバーカントリー）北海道�３勝，ブリーダーズゴールド
ジュニアＣ（Ｄ1800ｍ），フローラルＣ（Ｄ1700ｍ），北海道２歳優駿
-JPN3３着，南関東�４勝，ロジータ記念（Ｄ2100ｍ），東京プリンセス賞
（Ｄ1800ｍ），東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600ｍ），ユングフラウ賞（Ｄ1400
ｍ），マリーンＣ-JPN3３着，桜花賞３着，戸塚記念３着，スパーキングレ
ディーＣ-JPN3４着，東京ダービー４着［勝ち距離1200ｍ～2100ｍ］。産
駒
カイカセンゲン（18 牝 鹿 ネオユニヴァース）南関東�３勝，ロジータ記

念（Ｄ2100ｍ），東京プリンセス賞５着，�
カイカノキセキ（19 牝 青鹿 *キンシャサノキセキ）１勝，２歳新馬（札幌・

芝1000ｍ，２歳レコード），函館２歳Ｓ-G3２着，マーガレットＳ-L３
着，葵Ｓ-G3５着，�

祖母マチカネヤマザクラ（00 *エリシオ）不出走。産駒
サルココッカ（牝 *スウェプトオーヴァーボード）１勝

曽祖母 *マチカネミラージュ（93 Machiavellian）英国産，３勝，ローズマリー
賞。産駒
マチカネマワンカナ：１勝

四代母メロドラマ Melodrama（78 Busted）英２勝。産駒
*レモンスフレⅡ Lemon Souffle：全欧２歳牝馬チャンピオン，英４勝，フ

ァルマスＳ-G2，チェリーヒントンＳ-G3，チェヴァリー パークＳ-G1３
着，コロネーションＳ-G1４着，愛１勝，モイグレアスタッドＳ-G1。ドル
チェリモーネ（忘れな草賞-OP）の母，デリッツァリモーネ（萩Ｓ-L）
の祖母

カランバ Caramba：英２勝，ナッソーＳ-G2，ファルマスＳ-G2，ムシドラＳ
-G3２着。オー グッドネス ミー Oh Goodness Me（パークイクス
プレスＳ-G3），エラディケイト Eradicate（Braveheart S-L）の祖
母，ブリムハムロックス Brimham Rocks（ＭＲＣナチュラリズムＳ
-G3），シャマード Chamade（Gillies Fillies' S-L）の曽祖母

メルポメネー Melpomene：英２勝，Roller S-L２着，October S-L３着，
伊１勝，Premio Pietro Bessero-L
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82

牝・栗
２/15

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ステイゴールド ゴールデンサッシュ
オルフェーヴル

�
�
メジロマックイーン

栗 2008 オリエンタルアート エレクトロアート

�
�
�

�
�
Woodman

*ティンバーカントリー Fall Aspen
カイカヨソウ

�
�
*エリシオ

鹿 2010 マチカネヤマザクラ *マチカネミラージュ（1）

*ティンバーカントリー Timber Country は米国産，米２歳牡馬チャンピオン，
北米５勝，プリークネスＳ-G1，ＢＣジュヴェナイル-G1。主な産駒：アドマイヤド
ン（朝日杯フューチュリティＳ-JPN1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ムハドラム（エクリプス
Ｓ-G1），スウィートアイディア（ＡＴＣザ ギャラクシー-G1），コパノリッキー（フェ
ブラリーＳ-G1２回），ララベル（ＪＢＣレディスクラシック-JPN1）

母カイカヨソウ（10 *ティンバーカントリー）北海道�３勝，ブリーダーズゴールド
ジュニアＣ（Ｄ1800ｍ），フローラルＣ（Ｄ1700ｍ），北海道２歳優駿
-JPN3３着，南関東�４勝，ロジータ記念（Ｄ2100ｍ），東京プリンセス賞
（Ｄ1800ｍ），東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600ｍ），ユングフラウ賞（Ｄ1400
ｍ），マリーンＣ-JPN3３着，桜花賞３着，戸塚記念３着，スパーキングレ
ディーＣ-JPN3４着，東京ダービー４着［勝ち距離1200ｍ～2100ｍ］。産
駒
カイカセンゲン（18 牝 鹿 ネオユニヴァース）南関東�３勝，ロジータ記

念（Ｄ2100ｍ），東京プリンセス賞５着，�
カイカノキセキ（19 牝 青鹿 *キンシャサノキセキ）１勝，２歳新馬（札幌・

芝1000ｍ，２歳レコード），函館２歳Ｓ-G3２着，マーガレットＳ-L３
着，葵Ｓ-G3５着，�

祖母マチカネヤマザクラ（00 *エリシオ）不出走。産駒
サルココッカ（牝 *スウェプトオーヴァーボード）１勝

曽祖母 *マチカネミラージュ（93 Machiavellian）英国産，３勝，ローズマリー
賞。産駒
マチカネマワンカナ：１勝

四代母メロドラマ Melodrama（78 Busted）英２勝。産駒
*レモンスフレⅡ Lemon Souffle：全欧２歳牝馬チャンピオン，英４勝，フ

ァルマスＳ-G2，チェリーヒントンＳ-G3，チェヴァリー パークＳ-G1３
着，コロネーションＳ-G1４着，愛１勝，モイグレアスタッドＳ-G1。ドル
チェリモーネ（忘れな草賞-OP）の母，デリッツァリモーネ（萩Ｓ-L）
の祖母

カランバ Caramba：英２勝，ナッソーＳ-G2，ファルマスＳ-G2，ムシドラＳ
-G3２着。オー グッドネス ミー Oh Goodness Me（パークイクス
プレスＳ-G3），エラディケイト Eradicate（Braveheart S-L）の祖
母，ブリムハムロックス Brimham Rocks（ＭＲＣナチュラリズムＳ
-G3），シャマード Chamade（Gillies Fillies' S-L）の曽祖母

メルポメネー Melpomene：英２勝，Roller S-L２着，October S-L３着，
伊１勝，Premio Pietro Bessero-L
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母馬優先

オルフェーヴル
　栗　2008

ステイゴールド
　黒鹿　1994

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

ゴールデンサッシュ
＊ディクタス

ダイナサッシュ

オリエンタルアート
　栗　1997

メジロマックイーン
メジロティターン

メジロオーロラ

エレクトロアート
＊ノーザンテースト
＊グランマスティーヴンス

カイカヨソウ
　鹿　2010

＊ティンバーカントリー
　Timber Country
　栗　1992

Woodman
Mr. Prospector

＊プレイメイト

Fall Aspen
Pretense

Change Water

マチカネヤマザクラ
　鹿　2000

＊エリシオ
Fairy King

Helice

＊マチカネミラージュ
Machiavellian

Melodrama

� ＊ノーザンテースト�4S×5S,�Mr.�Prospector�4D×5D,�Northern�Dancer�5S×5D

メス・栗毛
2021年2月15日生
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派手な流星だけではなく、伸びのあるトップラインにゆったり
とした腹袋、上体を支える頑健な四肢など、馬体を構成する様々
なパーツから父らしさを感じとることができます。馬体のつく
りに窮屈さはなく、各関節の可動域の広さが完歩の大きいスト
ライド走法を可能にしています。スピードの持続力に秀でた走
りをしており、群れを抜け出す抜群の推進力は現役時代の父を
想像させますので、芝の中距離路線が主戦場となりそうです。
闘争心旺盛で気の強い一面がありながら、冷静さを失わない芯
の強さも持ち合わせていますので、苦しい展開をモノともせず
に勝ち星を重ねていく、そんな競走生活を思い描いています。

総額 2,400万円 一口出資額 60,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：庄野靖志厩舎

クイックリトルミスの2183
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牡・栗
３/24

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ハーツクライ アイリッシュダンス
スワーヴリチャード

�
�
Unbridled's Song

栗 2014 *ピラミマ *キャリアコレクション

�
�
�

フロイド
�
�
Storm Cat

Freud Mariah's Storm
*クイックリトルミス スウィフトガール �

�
Unbridled

鹿 2004 Swift Girl Gather The Clan（17）

フロイド Freud は米国産，愛１勝，英入着，コーク＆オラリーＳ-G2３着。主な
産駒：シャープアステカ（シガーマイルＨ-G1），*フォースタークルック（フラワー
ボウルＳ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】*スピーチ（アシュランドＳ-G1，サンタアニ
タオークス-G2２着），フェイピエン（サマータイムオークス-G2），カタリナレッド
（チャーチルダウンズＳ-G2），ホットストーンズ（ベドーロージズＨ-G3）

母 *クイックリトルミス Quick Little Miss（04 Freud）米国産，北米２勝，
Moccasin S-L（ＡＷ７Ｆ），Debutante S（Ｄ6.5Ｆ），ハリウッドスターレッ
トＳ-G1２着，サンタイネスＳ-G2２着，オークリーフＢＣＳ-G1３着［勝
ち距離6.5Ｆ～７Ｆ］。産駒
ストリートハンター（09 牡 鹿 *ストリートセンス）１勝，兵庫�１勝，高知�

14勝
スターシンフォニー（10 牝 栗アグネスタキオン）４戦，入着。産駒
ヴァモスロード（牡エピファネイア）２勝，マカオジョッキークラブＴ（芝

1800ｍ），�
ミッキーパパイア（牝 ルーラーシップ）１勝

デコイ（11 牡 鹿ディープインパクト）１勝
クイックモーション（13 牝 鹿ディープインパクト）１勝
サイレントアスカ（14 牝 鹿 ハーツクライ）１勝
クリッパー（15 牝 青鹿ディープインパクト）２勝，デイジー賞（芝1800ｍ）
エアパルクール（19 牝 鹿ミッキーアイル）１戦，�

祖母スウィフトガール Swift Girl（97 Unbridled）北米１戦。産駒
*スカイディーバ Sky Diva（牝 Sky Mesa）北米２勝，フリゼットＳ-G1，Ｂ

Ｃジュヴェナイルフィリーズ-G1３着，デムワーゼルＳ-G2３着
リエントリー Re Entry（牝 Malibu Moon）不出走。産駒

ショットガン ホッティー Shotgun Hottie（牝 Gun Runner）北米
２勝，Ruthless S，モンマスオークス-G3２着，デラウェアオー
クス-G3２着，Busher Invitational S-L２着，ガゼルＳ-G3３着

ハーロットリーホリデー Harlotry Holiday（牝 Harlan's Holiday）北米２
戦。産駒
シティディーヴァ City Diva（牝 City Zip）北米２勝，Exacta Syst-

ems Juvenile Fillies S-L３着
曽祖母ギャザー ザ クラン Gather The Clan（85 General Assembly）北米
７勝，ヴァイオレットＨ-G3。ピュア クラン Pure Clan（アメリカンオークス
招待Ｓ-G1，フラワー ボウル招待Ｓ-G1），グレイター グッド Greater
Good（ケンタッキージョッキークラブＳ-G2）の母
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牡・栗
３/24

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ハーツクライ アイリッシュダンス
スワーヴリチャード

�
�
Unbridled's Song

栗 2014 *ピラミマ *キャリアコレクション

�
�
�

フロイド
�
�
Storm Cat

Freud Mariah's Storm
*クイックリトルミス スウィフトガール �

�
Unbridled

鹿 2004 Swift Girl Gather The Clan（17）

フロイド Freud は米国産，愛１勝，英入着，コーク＆オラリーＳ-G2３着。主な
産駒：シャープアステカ（シガーマイルＨ-G1），*フォースタークルック（フラワー
ボウルＳ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】*スピーチ（アシュランドＳ-G1，サンタアニ
タオークス-G2２着），フェイピエン（サマータイムオークス-G2），カタリナレッド
（チャーチルダウンズＳ-G2），ホットストーンズ（ベドーロージズＨ-G3）

母 *クイックリトルミス Quick Little Miss（04 Freud）米国産，北米２勝，
Moccasin S-L（ＡＷ７Ｆ），Debutante S（Ｄ6.5Ｆ），ハリウッドスターレッ
トＳ-G1２着，サンタイネスＳ-G2２着，オークリーフＢＣＳ-G1３着［勝
ち距離6.5Ｆ～７Ｆ］。産駒
ストリートハンター（09 牡 鹿 *ストリートセンス）１勝，兵庫�１勝，高知�

14勝
スターシンフォニー（10 牝 栗アグネスタキオン）４戦，入着。産駒
ヴァモスロード（牡エピファネイア）２勝，マカオジョッキークラブＴ（芝

1800ｍ），�
ミッキーパパイア（牝 ルーラーシップ）１勝

デコイ（11 牡 鹿ディープインパクト）１勝
クイックモーション（13 牝 鹿ディープインパクト）１勝
サイレントアスカ（14 牝 鹿 ハーツクライ）１勝
クリッパー（15 牝 青鹿ディープインパクト）２勝，デイジー賞（芝1800ｍ）
エアパルクール（19 牝 鹿ミッキーアイル）１戦，�

祖母スウィフトガール Swift Girl（97 Unbridled）北米１戦。産駒
*スカイディーバ Sky Diva（牝 Sky Mesa）北米２勝，フリゼットＳ-G1，Ｂ

Ｃジュヴェナイルフィリーズ-G1３着，デムワーゼルＳ-G2３着
リエントリー Re Entry（牝 Malibu Moon）不出走。産駒

ショットガン ホッティー Shotgun Hottie（牝 Gun Runner）北米
２勝，Ruthless S，モンマスオークス-G3２着，デラウェアオー
クス-G3２着，Busher Invitational S-L２着，ガゼルＳ-G3３着

ハーロットリーホリデー Harlotry Holiday（牝 Harlan's Holiday）北米２
戦。産駒
シティディーヴァ City Diva（牝 City Zip）北米２勝，Exacta Syst-

ems Juvenile Fillies S-L３着
曽祖母ギャザー ザ クラン Gather The Clan（85 General Assembly）北米
７勝，ヴァイオレットＨ-G3。ピュア クラン Pure Clan（アメリカンオークス
招待Ｓ-G1，フラワー ボウル招待Ｓ-G1），グレイター グッド Greater
Good（ケンタッキージョッキークラブＳ-G2）の母
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スワーヴリチャード
　栗　2014

ハーツクライ
　鹿　2001

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

アイリッシュダンス
＊トニービン
＊ビューパーダンス

＊ピラミマ
　Pirramimma
　黒鹿　2005

Unbridled's Song
Unbridled

Trolley Song

＊キャリアコレクション
General Meeting

River of Stars

＊クイックリトルミス
　Quick�Little�Miss
　鹿　2004

フロイド
　Freud
　鹿　1998

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

Mariah's Storm
Rahy

＊イメンス

スイフト ガール
　Swift Girl
　栗　1997

Unbridled
Fappiano

Gana Facil

Gather The Clan
General Assembly

What a Summer

� Unbridled�3D×4S,�Secretariat�5D×5D

牡・栗毛
2021年3月24日生
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やや幼さが残るコロンとした体型ではありますが、全身に十分
量の筋肉を纏っており、また骨量豊富な四肢が容積たっぷりの
胴部をしっかりと支える立ち姿は抜群の安定感を誇ります。全
身を大きく使った豪快なフットワークで放牧地の起伏を難なく
乗り越え、前を行く馬を見つければ一気にトップスピードまで
加速します。どんな相手にも挑戦状を叩きつける好戦的な気質
は父譲りと言えるでしょう。心技体全てにおいて伸びシロは十
分残されており、今後の鍛錬を経て数段階の進化を遂げること
は必至です。猛者ひしめき合うマイル戦線をリードしていく存
在となり、父晩年の傑作と称されるような活躍に期待します。

総額 2,600万円 一口出資額 65,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：高柳大輔厩舎
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牡・栗
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�
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�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス Wishing Well
ダイワメジャー

�
�
*ノーザンテースト

栗 2001 スカーレットブーケ *スカーレットインク

�
�
�

セルカーク
�
�
Sharpen Up

Selkirk Annie Edge
*アピールⅡ アメニクサ �

�
Linamix

芦 2008 Amenixa Amen（4）

セルカーク Selkirk は米国産，英６勝，クイーン エリザベス二世Ｓ-G1，ロッキ
ンジＳ-G2。主な産駒：ウィンス（英1000ギニー-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】*スタ
ーオブセヴィル（仏オークス-G1），マウントネルソン（エクリプスＳ-G1），インス
パイラル（コロネーションＳ-G1），シンプリー パーフェクト（フィリーズ マイル
-G1），ダリヤン（ガネー賞-G1），*ベンバトル（ドバイターフ-G1）

母 *アピールⅡ Appeal（08 Selkirk）愛国産，英３勝［勝ち距離13Ｆ～13Ｆ
194Ｙ］。産駒
アーチャーロックArcher Rock（13 騸 Fastnet Rock）独４勝
タングルウッド（15 牡 芦 Siyouni）１勝
マロリン（16 牝 鹿ヴィクトワールピサ）１勝，�
ペールエール（17 牡 栗ダイワメジャー）１勝，新潟２歳Ｓ-G3２着，デイ
リー杯２歳Ｓ-G2３着，�

インプロア（19 牝 芦キズナ）東海�１勝，�
アジャスタブル（20 牝 鹿ジャスタウェイ）未出走

祖母アメニクサ Amenixa（94 Linamix）英１勝。産駒
ジンジベリン Zinziberine（牝 Zieten）仏３勝，クリテリウムドメゾンラフ
ィット-G2，エクリプス賞-G3，ロベール パパン賞-G2２着，ボワ賞-G3
２着，アランベール賞-G3２着，モートリー賞-G3２着。産駒
ザンジバリ Zanzibari（牡 Smart Strike）仏２勝，カブール賞-G3。

種牡馬
ゼンジ Zenji（騸 ハットトリック）仏２勝，Prix Roland de Chambure

-L，トーマスブライアン賞-G3４着
ゼリミール Zelimir（騸 Grand Slam）仏２勝，Prix du Pont-Neuf

-L
ゼノビオス Zenobios（騸 Smart Strike）仏２勝，Prix Le Fabuleux

-L３着
ザルタナ Zaltana（牝 Cherokee Run）仏入着。ジルファ Zylpha（牝

Elusive City：Benazet Rennen-L）の母
パワーオブ ザ ムーン Power of The Moon（牝 Acclamation）仏１勝，
Prix de la Vallee d'Auge-L２着，Prix Ronde de Nuit-L２着，Prix
Yacowlef-L３着。産駒
チョペ Txope（牝 Siyouni）仏１勝，ミエスク賞-G3２着，Prix du
Pont Neuf-L２着，Prix Montenica-L３着，独２勝，独1000ギ
ニー-G2，Winterkonigin Trial-L

シタデル Citadelle（牝 Siyouni）仏２勝，ボワ賞-G3４着
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牡・栗
４/15

�
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�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス Wishing Well
ダイワメジャー

�
�
*ノーザンテースト

栗 2001 スカーレットブーケ *スカーレットインク

�
�
�

セルカーク
�
�
Sharpen Up

Selkirk Annie Edge
*アピールⅡ アメニクサ �

�
Linamix

芦 2008 Amenixa Amen（4）

セルカーク Selkirk は米国産，英６勝，クイーン エリザベス二世Ｓ-G1，ロッキ
ンジＳ-G2。主な産駒：ウィンス（英1000ギニー-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】*スタ
ーオブセヴィル（仏オークス-G1），マウントネルソン（エクリプスＳ-G1），インス
パイラル（コロネーションＳ-G1），シンプリー パーフェクト（フィリーズ マイル
-G1），ダリヤン（ガネー賞-G1），*ベンバトル（ドバイターフ-G1）

母 *アピールⅡ Appeal（08 Selkirk）愛国産，英３勝［勝ち距離13Ｆ～13Ｆ
194Ｙ］。産駒
アーチャーロックArcher Rock（13 騸 Fastnet Rock）独４勝
タングルウッド（15 牡 芦 Siyouni）１勝
マロリン（16 牝 鹿ヴィクトワールピサ）１勝，�
ペールエール（17 牡 栗ダイワメジャー）１勝，新潟２歳Ｓ-G3２着，デイ
リー杯２歳Ｓ-G2３着，�

インプロア（19 牝 芦キズナ）東海�１勝，�
アジャスタブル（20 牝 鹿ジャスタウェイ）未出走

祖母アメニクサ Amenixa（94 Linamix）英１勝。産駒
ジンジベリン Zinziberine（牝 Zieten）仏３勝，クリテリウムドメゾンラフ
ィット-G2，エクリプス賞-G3，ロベール パパン賞-G2２着，ボワ賞-G3
２着，アランベール賞-G3２着，モートリー賞-G3２着。産駒
ザンジバリ Zanzibari（牡 Smart Strike）仏２勝，カブール賞-G3。

種牡馬
ゼンジ Zenji（騸 ハットトリック）仏２勝，Prix Roland de Chambure

-L，トーマスブライアン賞-G3４着
ゼリミール Zelimir（騸 Grand Slam）仏２勝，Prix du Pont-Neuf

-L
ゼノビオス Zenobios（騸 Smart Strike）仏２勝，Prix Le Fabuleux

-L３着
ザルタナ Zaltana（牝 Cherokee Run）仏入着。ジルファ Zylpha（牝

Elusive City：Benazet Rennen-L）の母
パワーオブ ザ ムーン Power of The Moon（牝 Acclamation）仏１勝，
Prix de la Vallee d'Auge-L２着，Prix Ronde de Nuit-L２着，Prix
Yacowlef-L３着。産駒
チョペ Txope（牝 Siyouni）仏１勝，ミエスク賞-G3２着，Prix du
Pont Neuf-L２着，Prix Montenica-L３着，独２勝，独1000ギ
ニー-G2，Winterkonigin Trial-L

シタデル Citadelle（牝 Siyouni）仏２勝，ボワ賞-G3４着
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ダイワメジャー
　栗　2001

＊サンデーサイレンス
　Sunday Silence
　青鹿　1986

Halo
Hail to Reason

Cosmah

Wishing Well
Understanding

Mountain Flower

スカーレットブーケ
　栗　1988

＊ノーザンテースト
Northern Dancer

Lady Victoria

＊スカーレットインク
Crimson Satan

Consentida

＊アピールⅡ
　Appeal
　芦　2008

セルカーク
　Selkirk
　栗　1988

Sharpen Up
＊エタン

Rocchetta

Annie Edge
Nebbiolo

Friendly Court

アメニクサ
　Amenixa
　芦　1994

Linamix
＊メンデス

Lunadix

Amen
Alydar

Issues n' Answers

� 5 代までにクロスなし

牡・栗毛
2021年4月15日生
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伸びやかな骨格に程よい筋肉を纏い、透き通るような皮膚に光
り輝く毛ヅヤも相まって、まさに優美という表現が相応しく、新
たなヒロイン候補の登場に思わず胸が高鳴ります。ひとたび走
り出すと、四肢の可動域の広さから父譲りの柔軟さとバネを備
えていることがうかがえ、素軽くリズミカルなフットワークで縦
横無尽に駆け回る姿には心肺機能の高さも感じられます。悍性
の強さがあり、僚馬に対して時折見せる勝ち気な性格は、ゴー
ル前の激戦を制する勝負強さに結び付きそうで頼もしい限りで
す。母は英・愛オークスでともに3着と涙を吞みましたが、その
悲願は本馬が成就してくれるものと期待は高まります。

総額 3,600万円 一口出資額 90,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：斉藤崇史厩舎

ハーレクイーンの2185

85

牝・鹿
１/20

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
リアルスティール

�
�
Storm Cat

鹿 2012 *ラヴズオンリーミー Monevassia

�
�
�

キャンフォードクリフス
�
�
Tagula

Canford Cliffs Mrs Marsh
*ハーレクイーン オーレリア �

�
Rainbow Quest

鹿 2013 Aurelia Fern（12）

キャンフォードクリフス Canford Cliffs は愛国産，英愛７勝，愛2000ギニー
-G1，サセックスＳ-G1。主な産駒：ペインティドクリフス（レイルウェイＳ-G2），ジ
ンジン（バーデナーマイレ-G2），クリスタルクリフス（ナッソーＳ-G2），ラファレ
ーズ（ＭＶＲＣムーニーヴァリーフィリーズクラシック-G2）。【ＢＭＳ：主な産
駒】アメリアズジュエル（ＷＡＴＣカラカッタプレート-G2）

母 *ハーレクイーン Harlequeen（13 Canford Cliffs）英国産，英１勝，英オー
クス-G1３着，Chester S-L３着，ムシドラＳ-G3４着，愛入着，愛オークス
-G1３着，ギヴ サンクスＳ-G3３着［勝ち距離８Ｆ］。産駒
テーオーアリエス（19 牝 黒鹿ダイワメジャー）２勝，�
アッシュフォード（20 牡 鹿 ハーツクライ）未出走

祖母オーレリア Aurelia（01 Rainbow Quest）英１勝。産駒
シックスシルヴァーレイン Six Silver Lane（騸 Aussie Rules）愛12勝，

英２勝
アウロリアン Aurorian（騸 *ファンタスティックライト）英３勝
ウォーデル Wardell（騸 Rip Van Winkle）愛２勝

曽祖母ファーン Fern（89 Shirley Heights）英１勝，Lupe S-L３着，フィリーズ
マイル-G1４着。産駒
フライング ハイツ Flying Heights：独７勝，Preis des Casino Baden-

Baden-L２着，Fruehjahrszuchtpreis der Dreijaehrigen-L３着，ベ
ルギー障１勝

フランジ Frangy：英２勝。産駒
フォルテ デイマルミ Forte Dei Marmi：英５勝，ハクスリーＳ-G3

３着，加芝牡馬チャンピオン，北米５勝，ノーザンダンサーター
フＳ-G1，同３着，スカイクラシックＳ-G2（２回），シングスピー
ルＳ-G3，同４着，カナディアン国際Ｓ-G1３着，ディキシーＳ
-G2３着，ルイヴィルＨ-G3４着

サヴァレイン Savarain：英２勝，Noel Murless S-L，豪１勝
ワリス Wallis：英３勝，北米１勝，Spice Island S

フロンド Frond：英１勝。産駒
ナシュミアー Nashmiah：英５勝，Spring Cup-L，Michael Seely

Memorial S-L，Alice Keppel S-L，John Musker Fillies' S-L，
オーソーシャープＳ-G3３着，Atalanta S-L３着。フォンド ワ
ーズ Fond Words（Prix Ronde de Nuit-L）の母

ストリーツ アヘッド Streets Ahead：英２勝，Stonehenge S-L
イグラー Ighraa：仏２勝，Prix Finlande-L
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牝・鹿
１/20

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
リアルスティール

�
�
Storm Cat

鹿 2012 *ラヴズオンリーミー Monevassia

�
�
�

キャンフォードクリフス
�
�
Tagula

Canford Cliffs Mrs Marsh
*ハーレクイーン オーレリア �

�
Rainbow Quest

鹿 2013 Aurelia Fern（12）

キャンフォードクリフス Canford Cliffs は愛国産，英愛７勝，愛2000ギニー
-G1，サセックスＳ-G1。主な産駒：ペインティドクリフス（レイルウェイＳ-G2），ジ
ンジン（バーデナーマイレ-G2），クリスタルクリフス（ナッソーＳ-G2），ラファレ
ーズ（ＭＶＲＣムーニーヴァリーフィリーズクラシック-G2）。【ＢＭＳ：主な産
駒】アメリアズジュエル（ＷＡＴＣカラカッタプレート-G2）

母 *ハーレクイーン Harlequeen（13 Canford Cliffs）英国産，英１勝，英オー
クス-G1３着，Chester S-L３着，ムシドラＳ-G3４着，愛入着，愛オークス
-G1３着，ギヴ サンクスＳ-G3３着［勝ち距離８Ｆ］。産駒
テーオーアリエス（19 牝 黒鹿ダイワメジャー）２勝，�
アッシュフォード（20 牡 鹿 ハーツクライ）未出走

祖母オーレリア Aurelia（01 Rainbow Quest）英１勝。産駒
シックスシルヴァーレイン Six Silver Lane（騸 Aussie Rules）愛12勝，

英２勝
アウロリアン Aurorian（騸 *ファンタスティックライト）英３勝
ウォーデル Wardell（騸 Rip Van Winkle）愛２勝

曽祖母ファーン Fern（89 Shirley Heights）英１勝，Lupe S-L３着，フィリーズ
マイル-G1４着。産駒
フライング ハイツ Flying Heights：独７勝，Preis des Casino Baden-

Baden-L２着，Fruehjahrszuchtpreis der Dreijaehrigen-L３着，ベ
ルギー障１勝

フランジ Frangy：英２勝。産駒
フォルテ デイマルミ Forte Dei Marmi：英５勝，ハクスリーＳ-G3

３着，加芝牡馬チャンピオン，北米５勝，ノーザンダンサーター
フＳ-G1，同３着，スカイクラシックＳ-G2（２回），シングスピー
ルＳ-G3，同４着，カナディアン国際Ｓ-G1３着，ディキシーＳ
-G2３着，ルイヴィルＨ-G3４着

サヴァレイン Savarain：英２勝，Noel Murless S-L，豪１勝
ワリス Wallis：英３勝，北米１勝，Spice Island S

フロンド Frond：英１勝。産駒
ナシュミアー Nashmiah：英５勝，Spring Cup-L，Michael Seely

Memorial S-L，Alice Keppel S-L，John Musker Fillies' S-L，
オーソーシャープＳ-G3３着，Atalanta S-L３着。フォンド ワ
ーズ Fond Words（Prix Ronde de Nuit-L）の母

ストリーツ アヘッド Streets Ahead：英２勝，Stonehenge S-L
イグラー Ighraa：仏２勝，Prix Finlande-L
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リアルスティール
　鹿　2012

ディープインパクト
　鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊ラヴズオンリーミー
　Loves Only Me
　鹿　2006

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

Monevassia
Mr. Prospector

Miesque

＊ハーレクイーン
　Harlequeen
　鹿　2013

キャンフォード クリフス
　Canford Cliffs
　鹿　2007

Tagula
Taufan

Twin Island

Mrs Marsh
Marju

Drei

オーレリア
　Aurelia
　鹿　2001

Rainbow Quest
Blushing Groom

I Will Follow

Fern
Shirley Heights

Free Guest

� Lyphard�5S×5D

メス・鹿毛
2021年1月20日生
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気品あふれる顔立ちで、バランス良く筋肉をまとった馬体は洗
練されており、その流線形を描くシルエットはひときわ存在感を
放っています。放牧地では地面をしっかりと掴み、溜めたパワー
を一気に解き放つように瞬時に加速する様は、スプリント王者で
ある父から天性の瞬発力を授かったことをうかがわせます。精神
面も大人びており、オンとオフの切り替えが上手く、他馬との競
り合いでは闘争心を見せるものの、人に対しては従順で手を煩
わせることはありません。状況判断ができる賢さは実戦で武器と
なるはずで、いかなる場面でも鞍上の指示に鋭く反応し、瞬く間
に先頭に躍り出る、そんなシーンが目に浮かびます。

総額 2,800万円 一口出資額 70,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：吉岡辰弥厩舎

ローズノーブルの2186
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レ
フ
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ズ
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ル
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牝・黒鹿
３/21

�
�
�
�

�
�
�

ジオポンティ
�
�
Tale of the Cat

Gio Ponti Chipeta Springs
*ドレフォン エルティマース �

�
Ghostzapper

鹿 2013 Eltimaas Najecam

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
ローズノーブル

�
�
Sevres Rose

青 2009 *ヴィアンローズ Princesse de Viane（7）

ディープインパクトDeep Impact は早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠，
ジャパンＣ-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ジェンティルドンナ
（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（三冠）。【ＢＭＳ：主な産駒】ブロウアウト（フ
ァーストレイディＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），アリストテレス（アメリカＪＣＣ
-G2），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母ローズノーブル（09 ディープインパクト）４勝，ＳＴＶ賞（芝1500ｍ）［勝ち距
離1500ｍ～1800ｍ］。産駒
ノーブルワークス（16 牝 鹿 *ワークフォース）２勝，喜多方特別（芝1200

ｍ）
ジュビリーヘッド（17 牡 鹿ロードカナロア）４勝，船橋Ｓ（芝1200ｍ），札

幌スポニチ賞（芝1200ｍ），函館スプリントＳ-G3２着，青函Ｓ-OP２
着，�

ミントマーク（20 牡 青鹿 ルーラーシップ）未出走
祖母 *ヴィアンローズ Viane Rose（02 Sevres Rose）仏国産，仏４勝，ノネッ
ト賞-G3，Prix Finlande-L，プシケ賞-G3２着，Prix Rose de Mai-L２着，
ヴァントー賞-G3４着。産駒
アジュールローズ（牡ヴィクトワールピサ）３勝，プリンシパルＳ-L
シュヴァリエローズ（牡 ディープインパクト）３勝，萩Ｓ-L，寿Ｓ，福島民

報杯-L２着，若葉Ｓ-L２着，ホープフルＳ-G1５着，ラジオＮＩＫＫ
ＥＩ賞-G3５着，新潟２歳Ｓ-G3５着，�

ローズミラクル（牡フジキセキ）３勝，アクアマリンＳ，福島中央テレビ杯，
韋駄天Ｓ-OP３着，アイビスサマーダッシュ-G3５着，東海�１勝

アーズローヴァー（牝 *キンシャサノキセキ）３勝，知立特別
ライレローズ（牝ディープブリランテ）１勝，岩手�１勝
グレイトフルデッド（牝 ハーツクライ）１勝

曽祖母プランサス デヴィアヌ Princesse de Viane（95 Kaldoun）仏１勝。産
駒
オープンイーグル Open Eagle：仏３勝，英４勝，愛障３勝，英障１勝

四代母ライフオン ザロード Life On The Road（91 Persian Heights）不出
走。産駒
フィル デ ヴィアヌ Fils de Viane：仏４勝，Prix de Courcelles-L，ギシュ

賞-G3２着，グレフュール賞-G2４着
アリクスロード Alix Road：仏３勝，コンセイユドパリ賞-G2２着，サンタラ
リ賞-G1３着。サンバル Sumbal（グレフュール賞-G2）の母，ライラ
ックロード Lilac Road（ミドルトンＳ-G2）の祖母
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牝・黒鹿
３/21

�
�
�
�

�
�
�

ジオポンティ
�
�
Tale of the Cat

Gio Ponti Chipeta Springs
*ドレフォン エルティマース �

�
Ghostzapper

鹿 2013 Eltimaas Najecam

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
ローズノーブル

�
�
Sevres Rose

青 2009 *ヴィアンローズ Princesse de Viane（7）

ディープインパクトDeep Impact は早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠，
ジャパンＣ-G1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ジェンティルドンナ
（ジャパンＣ-G1２回），コントレイル（三冠）。【ＢＭＳ：主な産駒】ブロウアウト（フ
ァーストレイディＳ-G1），キセキ（菊花賞-G1），アリストテレス（アメリカＪＣＣ
-G2），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），ワンダフルタウン（青葉賞-G2）

母ローズノーブル（09 ディープインパクト）４勝，ＳＴＶ賞（芝1500ｍ）［勝ち距
離1500ｍ～1800ｍ］。産駒
ノーブルワークス（16 牝 鹿 *ワークフォース）２勝，喜多方特別（芝1200

ｍ）
ジュビリーヘッド（17 牡 鹿ロードカナロア）４勝，船橋Ｓ（芝1200ｍ），札

幌スポニチ賞（芝1200ｍ），函館スプリントＳ-G3２着，青函Ｓ-OP２
着，�

ミントマーク（20 牡 青鹿 ルーラーシップ）未出走
祖母 *ヴィアンローズ Viane Rose（02 Sevres Rose）仏国産，仏４勝，ノネッ
ト賞-G3，Prix Finlande-L，プシケ賞-G3２着，Prix Rose de Mai-L２着，
ヴァントー賞-G3４着。産駒
アジュールローズ（牡ヴィクトワールピサ）３勝，プリンシパルＳ-L
シュヴァリエローズ（牡 ディープインパクト）３勝，萩Ｓ-L，寿Ｓ，福島民

報杯-L２着，若葉Ｓ-L２着，ホープフルＳ-G1５着，ラジオＮＩＫＫ
ＥＩ賞-G3５着，新潟２歳Ｓ-G3５着，�

ローズミラクル（牡フジキセキ）３勝，アクアマリンＳ，福島中央テレビ杯，
韋駄天Ｓ-OP３着，アイビスサマーダッシュ-G3５着，東海�１勝

アーズローヴァー（牝 *キンシャサノキセキ）３勝，知立特別
ライレローズ（牝ディープブリランテ）１勝，岩手�１勝
グレイトフルデッド（牝 ハーツクライ）１勝

曽祖母プランサス デヴィアヌ Princesse de Viane（95 Kaldoun）仏１勝。産
駒
オープンイーグル Open Eagle：仏３勝，英４勝，愛障３勝，英障１勝

四代母ライフオン ザロード Life On The Road（91 Persian Heights）不出
走。産駒
フィル デ ヴィアヌ Fils de Viane：仏４勝，Prix de Courcelles-L，ギシュ

賞-G3２着，グレフュール賞-G2４着
アリクスロード Alix Road：仏３勝，コンセイユドパリ賞-G2２着，サンタラ
リ賞-G1３着。サンバル Sumbal（グレフュール賞-G2）の母，ライラ
ックロード Lilac Road（ミドルトンＳ-G2）の祖母
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母馬優先

＊ドレフォン
　Drefong
　鹿　2013

ジオ ポンティ
　Gio Ponti
　鹿　2005

Tale of the Cat
Storm Cat

Yarn

Chipeta Springs
Alydar

Salt Spring

エルティマース
　Eltimaas
　鹿　2007

Ghostzapper
Awesome Again

Baby Zip

Najecam
Trempolino

Sue Warner

ローズノーブル
　青　2009

ディープインパクト
　鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊ヴィアンローズ
　Viane Rose
　青鹿　2002

Sevres Rose
Caerleon

Indian Rose

Princesse de Viane
Kaldoun

Life On The Road

� 5 代までにクロスなし

メス・黒鹿毛
2021年3月21日生
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四肢が長く全体に伸びやかなシルエットで、まだ腰高ながら今
後キ甲が抜けることにより肩がパワフルに発育し、父のごとく
迫力に満ちた姿へと完成するでしょう。グリップが利いて路面
をしっかりと掴み、ブレのない飛節が強力な推進力を生み出し、
四季を通じて伸び伸びと走り回る姿に卓越した運動性を見てと
れます。積極的で物怖じしない度胸のよさも頼もしく、様々な
試練を乗り越えるたびに新たな目標へ向けて挑戦を続けていけ
そうで、経験を積むほど輝きを増すことでしょう。兄以上に筋
肉量も豊富なことから、パワフルなスピードを持ち味に、ダー
ト競馬の雄として一世を風靡する姿を想像しています。

総額 2,800万円 一口出資額 70,000円【全400口】
■生産：白老ファーム　■繋養：白老ファームYearling　■入厩予定：茶木太樹厩舎

ピエリーナの2187

87

牡・芦
４/17

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
リオンディーズ

�
�
スペシャルウィーク

黒鹿 2013 シーザリオ *キロフプリミエール

�
�
�

�
�
Smadoun

*チチカステナンゴ *スマラ
ピエリーナ

�
�
*サンデーサイレンス

芦 2011 バイラリーナ *ダンシングアウンティー（5）

*チチカステナンゴ Chichicastenango は仏国産，仏４勝，パリ大賞典-G1，リ
ュパン賞-G1。主な産駒：ヴィジオンデタ（仏ダービー-G1，ガネー賞-G1），ソノワ
（仏ダービー-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ナワール（グラティアトゥール賞-G3２
着），ヒュミドール（福島記念-G3２着），モモトンボ（紫苑Ｓ-L３着），ソウルトレイ
ン（ニュージーランドＴ-G2５着），ファストライフ（フローラＳ-G2５着）

母ピエリーナ（11 *チチカステナンゴ）東海�３勝，中央２勝［勝ち距離1400ｍ
～1800ｍ］。産駒
ホワイトクロウ（18 騸 芦 *ヘニーヒューズ）１勝，�
トウセツ（19 牡 芦 *ダンカーク）２勝，�

祖母バイラリーナ（97 *サンデーサイレンス）４勝，スイートピーＳ-OP，フリーウェ
イＳ，ミモザ賞，ターコイズＳ-OP２着，ディセンバーＳ-OP３着。産駒
バイラオーラ（牝 *トワイニング）４勝，鏑矢特別，函館２歳Ｓ-JPN3５着。

産駒
カンタオール（騸 *シンボリクリスエス）１勝，高知�１勝，佐賀�５

勝
サルダーナ（牝 ルーラーシップ）１勝，高知�２勝，�

サトノエクセル（牡 *ウォーエンブレム）入着，南関東�３勝
曽祖母 *ダンシングアウンティー Dancing Auntie（90 Nureyev）米国産，北

米５戦，入着。産駒
コンラッド：４勝，ラジオたんぱ賞-JPN3，迎春Ｓ，ダイヤモンドＳ-JPN3２

着，中山金杯-JPN3４着
オースミリンド：４勝，欅Ｓ，ホンコンジョッキークラブＴ-OP２着，菖蒲Ｓ-OP

２着。産駒
ナリタスプリング：５勝，桶狭間Ｓ，プラタナス賞，昇竜Ｓ-OP３着，マ
ーガレットＳ-L３着，兵庫�入着，兵庫ジュニアグランプリ-JPN2
３着

ナリタジューン：４勝，山科特別。産駒
ナリタパイレーツ：２勝，すみれＳ-OP

ナリタフォルテ：３勝，赤穂特別，�
ナリタシリカ：３勝，フラワーＣ-G3４着

サトノケンオー：障２勝，三木ホースランドパークジャンプＳ
四代母アーントキャロル Aunt Carol（78 Big Spruce）北米１戦。産駒
ノスタルジアズ スター Nostalgia's Star：北米９勝，チャールズＨ.スト
ラブＳ-G1，ホーソーンゴールドカップＨ-G2，ギャラントフォックスＨ
-G2，サンガブリエルＨ-G3，アリバイＨ-G3，El Cajon S。種牡馬
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牡・芦
４/17
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�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
リオンディーズ

�
�
スペシャルウィーク

黒鹿 2013 シーザリオ *キロフプリミエール

�
�
�

�
�
Smadoun

*チチカステナンゴ *スマラ
ピエリーナ

�
�
*サンデーサイレンス

芦 2011 バイラリーナ *ダンシングアウンティー（5）

*チチカステナンゴ Chichicastenango は仏国産，仏４勝，パリ大賞典-G1，リ
ュパン賞-G1。主な産駒：ヴィジオンデタ（仏ダービー-G1，ガネー賞-G1），ソノワ
（仏ダービー-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ナワール（グラティアトゥール賞-G3２
着），ヒュミドール（福島記念-G3２着），モモトンボ（紫苑Ｓ-L３着），ソウルトレイ
ン（ニュージーランドＴ-G2５着），ファストライフ（フローラＳ-G2５着）

母ピエリーナ（11 *チチカステナンゴ）東海�３勝，中央２勝［勝ち距離1400ｍ
～1800ｍ］。産駒
ホワイトクロウ（18 騸 芦 *ヘニーヒューズ）１勝，�
トウセツ（19 牡 芦 *ダンカーク）２勝，�

祖母バイラリーナ（97 *サンデーサイレンス）４勝，スイートピーＳ-OP，フリーウェ
イＳ，ミモザ賞，ターコイズＳ-OP２着，ディセンバーＳ-OP３着。産駒
バイラオーラ（牝 *トワイニング）４勝，鏑矢特別，函館２歳Ｓ-JPN3５着。

産駒
カンタオール（騸 *シンボリクリスエス）１勝，高知�１勝，佐賀�５

勝
サルダーナ（牝 ルーラーシップ）１勝，高知�２勝，�

サトノエクセル（牡 *ウォーエンブレム）入着，南関東�３勝
曽祖母 *ダンシングアウンティー Dancing Auntie（90 Nureyev）米国産，北

米５戦，入着。産駒
コンラッド：４勝，ラジオたんぱ賞-JPN3，迎春Ｓ，ダイヤモンドＳ-JPN3２

着，中山金杯-JPN3４着
オースミリンド：４勝，欅Ｓ，ホンコンジョッキークラブＴ-OP２着，菖蒲Ｓ-OP

２着。産駒
ナリタスプリング：５勝，桶狭間Ｓ，プラタナス賞，昇竜Ｓ-OP３着，マ
ーガレットＳ-L３着，兵庫�入着，兵庫ジュニアグランプリ-JPN2
３着

ナリタジューン：４勝，山科特別。産駒
ナリタパイレーツ：２勝，すみれＳ-OP

ナリタフォルテ：３勝，赤穂特別，�
ナリタシリカ：３勝，フラワーＣ-G3４着

サトノケンオー：障２勝，三木ホースランドパークジャンプＳ
四代母アーントキャロル Aunt Carol（78 Big Spruce）北米１戦。産駒
ノスタルジアズ スター Nostalgia's Star：北米９勝，チャールズＨ.スト
ラブＳ-G1，ホーソーンゴールドカップＨ-G2，ギャラントフォックスＨ
-G2，サンガブリエルＨ-G3，アリバイＨ-G3，El Cajon S。種牡馬
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母馬優先

リオンディーズ
　黒鹿　2013

キングカメハメハ
　鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

シーザリオ
　青　2002

スペシャルウィーク
＊サンデーサイレンス

キャンペンガール

＊キロフプリミエール
Sadler's Wells

Querida

ピエリーナ
　芦　2011

＊チチカステナンゴ
　Chichicastenango
　芦　1998

Smadoun
Kaldoun

Mossma

＊スマラ
Antheus

Small Partie

バイラリーナ
　栗　1997

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ダンシングアウンティー
Nureyev

Aunt Carol

� ＊サンデーサイレンス�3D×4S,�Nureyev�4D×5S,�Northern�Dancer�5S×5D×5D

牡・芦毛
2021年4月17日生
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PEDIGREE BROODMARE SIRE

FAMILY

COMMENT

88

至極順調な発育を遂げるなかで全体像にやや幼さを残すのは遅
生まれの分かもしれませんが、4歳になって一気にスターダムを
駆け上がった全兄の成長曲線を思えば心配には及びません。む
しろ、父産駒らしい豊かな腹袋を有する馬体が、将来の変わり
身を裏付けているかのようです。一方で、精神面の成熟度は1歳
馬離れしており、温厚で理解力に長けた振る舞いは先々の調教
や実戦を待ち遠しくさせます。全身を無駄なく連動させる所作
は美しく、ジワジワ加速しながら僚馬に追いついていく光景か
らは、いかにも長めの距離が合っていそうです。時間をかけて
心身のバランスを整え、兄同様に大舞台で輝きを放ちます。

総額 3,200万円 一口出資額 80,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：清水久詞厩舎

グレイシアブルーの2188
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牝・鹿
４/29

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
ルーラーシップ

�
�
*トニービン

鹿 2007 エアグルーヴ ダイナカール

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス Wishing Well
グレイシアブルー

�
�
Nureyev

青鹿 2002 *ブルーラスター Blue Note（16）

*サンデーサイレンス Sunday Silence は米国産，米年度代表馬，北米９勝，
ケンタッキーダービー-G1。本邦総合・２歳チャンピオンサイアー。本邦ＢＭＳ
チャンピオン。主な産駒：ディープインパクト（年度代表馬，三冠）。【ＢＭＳ：主な
産駒】アーモンドアイ（ジャパンＣ-G1２回），ドゥラメンテ（ダービー-G1），アドマ
イヤムーン（ジャパンＣ-G1），メールドグラース（ＭＲＣコーフィールドＣ-G1）

母グレイシアブルー（02 *サンデーサイレンス）３勝，日田特別（芝1200ｍ）［勝
ち距離1200ｍ～1400ｍ］。産駒
マウンテンブルー（09 騸 鹿 *ファルブラヴ）南関東�５勝
アイスプラネット（11 騸 芦 *クロフネ）南関東�２勝
メールドグラース（15 牡 黒鹿 ルーラーシップ）７勝，鳴尾記念-G3（芝
2000ｍ），小倉記念-G3（芝2000ｍ），新潟大賞典-G3（芝2000ｍ），
尼崎Ｓ（芝2200ｍ），豪１勝，ＭＲＣコーフィールドＣ-G1（芝2400
ｍ）。種牡馬

フェアウェザー（17 牝 鹿 *アイルハヴアナザー）南関東�３勝，�
シルブロン（18 牡 鹿トーセンジョーダン）２勝，�
ブリックスダール（20 牡 黒鹿 サトノクラウン）未出走

祖母 *ブルーラスター Blue Lustre（94 Nureyev）愛国産，不出走。産駒
グラスボンバー（牡 Machiavellian）７勝，福島記念-JPN3，同３着，同

４着，湘南Ｓ，若潮賞，アプローズ賞，オールカマー-JPN2２着，新潟
記念-JPN3２着，エプソムＣ-JPN3２着，同-G3３着，福島民報杯-L
２着，みなみ北海道Ｓ-L２着，七夕賞-JPN3３着（２回），アメリカＪ
ＣＣ-JPN2４着，中山金杯-G3５着

フォトジェニー（牝スペシャルウィーク）１勝，クイーンＣ-JPN3３着。産駒
ダノンルージュ（牝 サクラバクシンオー）４勝，紫川特別
ナンヨーファミユ（牡 *ワイルドラッシュ）２勝，飯盛山特別，兵庫�２

勝
エルブランコ（牝 *クロフネ）１勝

曽祖母ブルー ノート Blue Note（85 Habitat）仏５勝，モーリスド ギース賞
-G2，ポルトマヨ賞-G3。ブルー ダスター Blue Duster（全欧２歳牝馬
チャンピオン，チェヴァリーパークＳ-G1），ザイーテン Zieten（ミドル パー
クＳ-G1），スロー ジャズ Slow Jazz（Prix Petite Etoile-L）の母，ファン
タジア Fantasia（ネルグウィンＳ-G3），ピンク シンフォニー Pink Sy-
mphony（ギヴ サンクスＳ-G3），*ジャズプリンセス Jazz Princess（愛パ
ークＳ-G3），ミス オコナー Miss O Connor（パース賞-G3），ハニーク
リーパー Honeycreeper（ＡＴＣエイドリアンノックスＳ-G3）の曽祖母
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牝・鹿
４/29

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
ルーラーシップ

�
�
*トニービン

鹿 2007 エアグルーヴ ダイナカール

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス Wishing Well
グレイシアブルー

�
�
Nureyev

青鹿 2002 *ブルーラスター Blue Note（16）

*サンデーサイレンス Sunday Silence は米国産，米年度代表馬，北米９勝，
ケンタッキーダービー-G1。本邦総合・２歳チャンピオンサイアー。本邦ＢＭＳ
チャンピオン。主な産駒：ディープインパクト（年度代表馬，三冠）。【ＢＭＳ：主な
産駒】アーモンドアイ（ジャパンＣ-G1２回），ドゥラメンテ（ダービー-G1），アドマ
イヤムーン（ジャパンＣ-G1），メールドグラース（ＭＲＣコーフィールドＣ-G1）

母グレイシアブルー（02 *サンデーサイレンス）３勝，日田特別（芝1200ｍ）［勝
ち距離1200ｍ～1400ｍ］。産駒
マウンテンブルー（09 騸 鹿 *ファルブラヴ）南関東�５勝
アイスプラネット（11 騸 芦 *クロフネ）南関東�２勝
メールドグラース（15 牡 黒鹿 ルーラーシップ）７勝，鳴尾記念-G3（芝
2000ｍ），小倉記念-G3（芝2000ｍ），新潟大賞典-G3（芝2000ｍ），
尼崎Ｓ（芝2200ｍ），豪１勝，ＭＲＣコーフィールドＣ-G1（芝2400
ｍ）。種牡馬

フェアウェザー（17 牝 鹿 *アイルハヴアナザー）南関東�３勝，�
シルブロン（18 牡 鹿トーセンジョーダン）２勝，�
ブリックスダール（20 牡 黒鹿 サトノクラウン）未出走

祖母 *ブルーラスター Blue Lustre（94 Nureyev）愛国産，不出走。産駒
グラスボンバー（牡 Machiavellian）７勝，福島記念-JPN3，同３着，同

４着，湘南Ｓ，若潮賞，アプローズ賞，オールカマー-JPN2２着，新潟
記念-JPN3２着，エプソムＣ-JPN3２着，同-G3３着，福島民報杯-L
２着，みなみ北海道Ｓ-L２着，七夕賞-JPN3３着（２回），アメリカＪ
ＣＣ-JPN2４着，中山金杯-G3５着

フォトジェニー（牝スペシャルウィーク）１勝，クイーンＣ-JPN3３着。産駒
ダノンルージュ（牝 サクラバクシンオー）４勝，紫川特別
ナンヨーファミユ（牡 *ワイルドラッシュ）２勝，飯盛山特別，兵庫�２

勝
エルブランコ（牝 *クロフネ）１勝

曽祖母ブルー ノート Blue Note（85 Habitat）仏５勝，モーリスド ギース賞
-G2，ポルトマヨ賞-G3。ブルー ダスター Blue Duster（全欧２歳牝馬
チャンピオン，チェヴァリーパークＳ-G1），ザイーテン Zieten（ミドル パー
クＳ-G1），スロー ジャズ Slow Jazz（Prix Petite Etoile-L）の母，ファン
タジア Fantasia（ネルグウィンＳ-G3），ピンク シンフォニー Pink Sy-
mphony（ギヴ サンクスＳ-G3），*ジャズプリンセス Jazz Princess（愛パ
ークＳ-G3），ミス オコナー Miss O Connor（パース賞-G3），ハニーク
リーパー Honeycreeper（ＡＴＣエイドリアンノックスＳ-G3）の曽祖母
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ルーラーシップ
　鹿　2007

キングカメハメハ
　鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

エアグルーヴ
　鹿　1993

＊トニービン
＊カンパラ

Severn Bridge

ダイナカール
＊ノーザンテースト

シャダイフェザー

グレイシアブルー
　青鹿　2002

＊サンデーサイレンス
　Sunday Silence
　青鹿　1986

Halo
Hail to Reason

Cosmah

Wishing Well
Understanding

Mountain Flower

＊ブルーラスター
　Blue Lustre
　青鹿　1994

Nureyev
Northern Dancer

Special

Blue Note
Habitat

Balsamique

� Nureyev�3D×5S,�Northern�Dancer�4D×5S

メス・鹿毛
2021年4月29日生
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89

父は強烈な末脚を繰り出し、皐月賞と大阪杯を制しました。馬
体は雄大かつパワフルで、特に厚みのある胸のつくりを見れば
高い心肺機能の持ち主であることがわかります。本馬もその特
長を受け継ぎ、前躯の容積が大きく胴伸びもあり、ガッチリと
した体つきに成長しています。四肢の可動域は広く、滑らかな
脚さばきと上体の伸縮とが連動したダイナミックなフォームが
資質の高さを物語っており、運動後の息の入りも申し分ありま
せん。放牧地では僚馬への好戦的な姿勢を見せていますが、ス
タッフの指示には従順でオンオフのハッキリとした気性も頼も
しく、母の産駒らしい堅実な走りを期待しています。

総額 2,400万円 一口出資額 60,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：石坂公一厩舎

ヴィアンローズの2189

89

牡・鹿
３/25

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
アルアイン

�
�
Essence of Dubai

鹿 2014 *ドバイマジェスティ Great Majesty

�
�
�

セーヴルローズ
�
�
Caerleon

Sevres Rose Indian Rose
*ヴィアンローズ プランサス デヴィアヌ �

�
Kaldoun

青鹿 2002 Princesse de Viane Life On The Road（7）

セーヴルローズ Sevres Rose は愛国産，不出走。主な産駒：*ヴィアンローズ
（ノネット賞-G3），グリドフェール（ノアイユ賞-G2２着）。【ＢＭＳ：主な産駒】メ
アンドル（パリ大賞典-G1，サンクルー大賞典-G1，オイロパ賞-G1，ベルリン大
賞典-G1），マルキーズドセヴィニエ（ヴァントー賞-G3），アジュールローズ（プリ
ンシパルＳ-L），シュヴァリエローズ（萩Ｓ-L，ホープフルＳ-G1５着）

母 *ヴィアンローズ Viane Rose（02 Sevres Rose）仏国産，仏４勝，ノネット
賞-G3（芝2000ｍ），Prix Finlande-L（芝1800ｍ），プシケ賞-G3２着，Pr-
ix Rose de Mai-L２着，ヴァントー賞-G3４着［勝ち距離1500ｍ～2000
ｍ］。産駒
ディアシークレット（07 騸 青鹿フジキセキ）入着，東海�２勝
ローズノーブル（09 牝 青 ディープインパクト）４勝，ＳＴＶ賞（芝1500

ｍ）。産駒
ジュビリーヘッド（牡ロードカナロア）４勝，船橋Ｓ（芝1200ｍ），札幌
スポニチ賞（芝1200ｍ），函館スプリントＳ-G3２着，青函Ｓ-OP
２着，�

ノーブルワークス（牝 *ワークフォース）２勝，喜多方特別（芝1200
ｍ）

ローズミラクル（10 牡 青鹿 フジキセキ）３勝，アクアマリンＳ（芝1200
ｍ），福島中央テレビ杯（芝1200ｍ），韋駄天Ｓ-OP３着，アイビスサ
マーダッシュ-G3５着，東海�１勝

グレイトフルデッド（12 牝 青鹿 ハーツクライ）１勝
アジュールローズ（13 牡 青鹿ヴィクトワールピサ）３勝，プリンシパルＳ

-L（芝2000ｍ）
ジューンソリドール（14 牡 鹿ゴールドアリュール）入着，南関東�７勝，�
ライレローズ（15 牝 黒鹿ディープブリランテ）１勝，岩手�１勝
アーズローヴァー（16 牝 鹿 *キンシャサノキセキ）３勝，知立特別（芝

1200ｍ）
シュヴァリエローズ（18 牡 鹿 ディープインパクト）３勝，萩Ｓ-L（芝1800

ｍ），寿Ｓ（芝2000ｍ），福島民報杯-L２着，若葉Ｓ-L２着，ホープフ
ルＳ-G1５着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3５着，新潟２歳Ｓ-G3５
着，�

マイレッドスター（19 牡 青鹿キタサンブラック）東海�２勝，�
祖母プランサス デヴィアヌ Princesse de Viane（95 Kaldoun）仏１勝。産駒
オープン イーグル Open Eagle（騸 Montjeu）仏３勝，英４勝，愛障３

勝，英障１勝
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牡・鹿
３/25
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�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
アルアイン

�
�
Essence of Dubai

鹿 2014 *ドバイマジェスティ Great Majesty

�
�
�

セーヴルローズ
�
�
Caerleon

Sevres Rose Indian Rose
*ヴィアンローズ プランサス デヴィアヌ �

�
Kaldoun

青鹿 2002 Princesse de Viane Life On The Road（7）

セーヴルローズ Sevres Rose は愛国産，不出走。主な産駒：*ヴィアンローズ
（ノネット賞-G3），グリドフェール（ノアイユ賞-G2２着）。【ＢＭＳ：主な産駒】メ
アンドル（パリ大賞典-G1，サンクルー大賞典-G1，オイロパ賞-G1，ベルリン大
賞典-G1），マルキーズドセヴィニエ（ヴァントー賞-G3），アジュールローズ（プリ
ンシパルＳ-L），シュヴァリエローズ（萩Ｓ-L，ホープフルＳ-G1５着）

母 *ヴィアンローズ Viane Rose（02 Sevres Rose）仏国産，仏４勝，ノネット
賞-G3（芝2000ｍ），Prix Finlande-L（芝1800ｍ），プシケ賞-G3２着，Pr-
ix Rose de Mai-L２着，ヴァントー賞-G3４着［勝ち距離1500ｍ～2000
ｍ］。産駒
ディアシークレット（07 騸 青鹿フジキセキ）入着，東海�２勝
ローズノーブル（09 牝 青 ディープインパクト）４勝，ＳＴＶ賞（芝1500

ｍ）。産駒
ジュビリーヘッド（牡ロードカナロア）４勝，船橋Ｓ（芝1200ｍ），札幌
スポニチ賞（芝1200ｍ），函館スプリントＳ-G3２着，青函Ｓ-OP
２着，�

ノーブルワークス（牝 *ワークフォース）２勝，喜多方特別（芝1200
ｍ）

ローズミラクル（10 牡 青鹿 フジキセキ）３勝，アクアマリンＳ（芝1200
ｍ），福島中央テレビ杯（芝1200ｍ），韋駄天Ｓ-OP３着，アイビスサ
マーダッシュ-G3５着，東海�１勝

グレイトフルデッド（12 牝 青鹿 ハーツクライ）１勝
アジュールローズ（13 牡 青鹿ヴィクトワールピサ）３勝，プリンシパルＳ

-L（芝2000ｍ）
ジューンソリドール（14 牡 鹿ゴールドアリュール）入着，南関東�７勝，�
ライレローズ（15 牝 黒鹿ディープブリランテ）１勝，岩手�１勝
アーズローヴァー（16 牝 鹿 *キンシャサノキセキ）３勝，知立特別（芝

1200ｍ）
シュヴァリエローズ（18 牡 鹿 ディープインパクト）３勝，萩Ｓ-L（芝1800

ｍ），寿Ｓ（芝2000ｍ），福島民報杯-L２着，若葉Ｓ-L２着，ホープフ
ルＳ-G1５着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3５着，新潟２歳Ｓ-G3５
着，�

マイレッドスター（19 牡 青鹿キタサンブラック）東海�２勝，�
祖母プランサス デヴィアヌ Princesse de Viane（95 Kaldoun）仏１勝。産駒
オープン イーグル Open Eagle（騸 Montjeu）仏３勝，英４勝，愛障３

勝，英障１勝
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アルアイン
　鹿　2014

ディープインパクト
　鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊ドバイマジェスティ
　Dubai Majesty
　黒鹿　2005

Essence of Dubai
Pulpit

Epitome

Great Majesty
Great Above

Mistic Majesty

＊ヴィアンローズ
　Viane�Rose
　青鹿　2002

セーヴル ローズ
　Sevres Rose
　鹿　1993

Caerleon
Nijinsky

Foreseer

Indian Rose
General Holme

Lady Berry

プランサス デ ヴィアヌ
　Princesse de Viane
　鹿　1995

Kaldoun
Caro

Katana

Life On The Road
Persian Heights

Arkova

� 5 代までにクロスなし

牡・鹿毛
2021年3月25日生
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PEDIGREE BROODMARE SIRE

FAMILY

COMMENT

90

体高・体重共に水準以上の成長曲線を描いており、首差しから
胴部、そして四肢に至るまで伸びやかで美しい馬体をしていま
す。筋肉の発達も目覚ましく、放牧地では恵まれた体躯を活か
した躍動感あふれるキャンターを披露しています。他馬に対す
る闘争心が前進気勢の強さや豊富な運動量へと繋がっており、
育成過程を難なくこなして2歳戦から結果を残した兄姉同様、早
期デビューは既定路線と言えそうです。体型や走りをみている
と距離の融通は利きそうなので、父が活躍した中距離路線に適
性があると見ています。生まれの遅さや父系由来の成長力を加
味すると、長きに渡って競走生活が楽しめそうな1頭です。

総額 3,000万円 一口出資額 75,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：寺島良厩舎
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牡・鹿
４/14
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�
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�
�
*サンデーサイレンス

ハーツクライ アイリッシュダンス
ジャスタウェイ

�
�
Wild Again

鹿 2009 シビル *シャロン

�
�
�

ネイフ
�
�
Gulch

Nayef Height of Fashion
*ムーングロウ ミスティックゴデス �

�
Storm Bird

黒鹿 2009 Mystic Goddess Rose Goddess（3）

ネイフ Nayef は米国産，英・UAE９勝，チャンピオンＳ-G1。主な産駒：タマユ
ズ（ジャックルマロワ賞-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】パレスピア（ジャックル マロ
ワ賞-G1２回），エシャーダ（英チャンピオンズフィリーズ＆メアズＳ-G1），ハー
レム（ＶＲＣオーストラリアンＣ-G1２回），マノボ（ショードネイ賞-G2），ロクスリ
ー（ドーヴィル大賞典-G2），モントライゼ（京王杯２歳Ｓ-G2）

母 *ムーングロウ Moonglow（09 Nayef）英国産，英４戦。産駒
クルーシャル モーメント Crucial Moment（14 騸 Pivotal）英１勝，英障

３勝
ザップ Zap（15 騸 Mayson）英２勝，愛１勝
ウインターライトWinter Light（16 牝 Bated Breath）英２勝
ハルプモント（17 牡 鹿 Mayson）１勝
モントライゼ（18 牡 鹿 ダイワメジャー）２勝，京王杯２歳Ｓ-G2（芝

1400ｍ），小倉２歳Ｓ-G3２着，ファルコンＳ-G3３着，葵Ｓ-L５着，
�

ソリッドグロウ（19 牝 栗ダイワメジャー）１勝，�
スカーズ（20 牡 鹿 サトノアラジン）未出走

祖母ミスティック ゴデス Mystic Goddess（90 Storm Bird）英２勝，Sweet
Solera S-L，クイーンメアリーＳ-G3２着，チェリーヒントンＳ-G3３着，ロッ
クフェルＳ-G3３着。産駒
メディチアン Medicean（牡 Machiavellian）英６勝，エクリプスＳ-G1，
ロッキンジＳ-G1，クイーンアンＳ-G2，セレブレイション マイル-G2，イ
ンタナショナルＳ-G1３着，サセックスＳ-G1３着，セントジェイムズ
パレスＳ-G1３着，クイーンエリザベス二世Ｓ-G1４着。種牡馬

ムーンゴデスMoon Goddess（牝 Rainbow Quest）英１勝。産駒
ソーラー マジック Solar Magic（牝 Pivotal）英２勝，Rosemary S

-L，Valiant S-L２着，Snowdrop S-L２着
スタースコープ Starscope（牝 Selkirk）英１勝，英1000ギニー-G1

２着，コロネーションＳ-G1２着，Fillies' Trial-L３着。産駒
インスパイラル Inspiral（牝 Frankel）全欧２歳牝馬チャンピ
オン，英５勝，コロネーションＳ-G1，フィリーズ マイル-G1，
メイヒルＳ-G2，Star S-L，ファルマスＳ-G1２着

セレストラン Celestran（牡 Dansili）英２勝，Cocked Hat S-L
３着，サウジアラビア２勝

曽祖母ローズゴデス Rose Goddess（79 Sassafras）不出走。サナム Sanam
（愛・伊２歳牡馬チャンピオン，伊グランクリテリウム-G1）の母
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黒鹿 2009 Mystic Goddess Rose Goddess（3）

ネイフ Nayef は米国産，英・UAE９勝，チャンピオンＳ-G1。主な産駒：タマユ
ズ（ジャックルマロワ賞-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】パレスピア（ジャックル マロ
ワ賞-G1２回），エシャーダ（英チャンピオンズフィリーズ＆メアズＳ-G1），ハー
レム（ＶＲＣオーストラリアンＣ-G1２回），マノボ（ショードネイ賞-G2），ロクスリ
ー（ドーヴィル大賞典-G2），モントライゼ（京王杯２歳Ｓ-G2）

母 *ムーングロウ Moonglow（09 Nayef）英国産，英４戦。産駒
クルーシャル モーメント Crucial Moment（14 騸 Pivotal）英１勝，英障

３勝
ザップ Zap（15 騸 Mayson）英２勝，愛１勝
ウインターライトWinter Light（16 牝 Bated Breath）英２勝
ハルプモント（17 牡 鹿 Mayson）１勝
モントライゼ（18 牡 鹿 ダイワメジャー）２勝，京王杯２歳Ｓ-G2（芝

1400ｍ），小倉２歳Ｓ-G3２着，ファルコンＳ-G3３着，葵Ｓ-L５着，
�

ソリッドグロウ（19 牝 栗ダイワメジャー）１勝，�
スカーズ（20 牡 鹿 サトノアラジン）未出走

祖母ミスティック ゴデス Mystic Goddess（90 Storm Bird）英２勝，Sweet
Solera S-L，クイーンメアリーＳ-G3２着，チェリーヒントンＳ-G3３着，ロッ
クフェルＳ-G3３着。産駒
メディチアン Medicean（牡 Machiavellian）英６勝，エクリプスＳ-G1，
ロッキンジＳ-G1，クイーンアンＳ-G2，セレブレイション マイル-G2，イ
ンタナショナルＳ-G1３着，サセックスＳ-G1３着，セントジェイムズ
パレスＳ-G1３着，クイーンエリザベス二世Ｓ-G1４着。種牡馬

ムーンゴデスMoon Goddess（牝 Rainbow Quest）英１勝。産駒
ソーラー マジック Solar Magic（牝 Pivotal）英２勝，Rosemary S

-L，Valiant S-L２着，Snowdrop S-L２着
スタースコープ Starscope（牝 Selkirk）英１勝，英1000ギニー-G1

２着，コロネーションＳ-G1２着，Fillies' Trial-L３着。産駒
インスパイラル Inspiral（牝 Frankel）全欧２歳牝馬チャンピ
オン，英５勝，コロネーションＳ-G1，フィリーズ マイル-G1，
メイヒルＳ-G2，Star S-L，ファルマスＳ-G1２着

セレストラン Celestran（牡 Dansili）英２勝，Cocked Hat S-L
３着，サウジアラビア２勝

曽祖母ローズゴデス Rose Goddess（79 Sassafras）不出走。サナム Sanam
（愛・伊２歳牡馬チャンピオン，伊グランクリテリウム-G1）の母
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ジャスタウェイ
　鹿　2009

ハーツクライ
　鹿　2001

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

アイリッシュダンス
＊トニービン
＊ビューパーダンス

シビル
　鹿　1999

Wild Again
Icecapade

Bushel-n-Peck

＊シャロン
Mo Exception

Double Wiggle

＊ムーングロウ
　Moonglow
　黒鹿　2009

ネイフ
　Nayef
　鹿　1998

Gulch
Mr. Prospector

Jameela

Height of Fashion
Bustino

Highclere

ミスティック ゴデス
　Mystic Goddess
　栗　1990

Storm Bird
Northern Dancer

South Ocean

Rose Goddess
Sassafras

Cocarde

� Nearctic�5S×5D

牡・鹿毛
2021年4月14日生
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募集馬のご案内

地方入厩馬

※�募集馬には競走馬名がついていませんので、母馬の名および

生年で表示されています。競走馬名は登録時に決定します。

※�募集馬の価格はすべて消費税込みで表示されています。

※�募集馬写真撮影／2022年6月25日〜7月25日

※�繋養先は2022年7月29日現在のものです。

※ 母馬優先 �は母馬出資者優先制度の対象馬となります。
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2009年5月に地方競馬全国協会より

馬主認定を受けたキャロットファー

ム。以降、着実に勝ち星を積み重ね、

昨秋はカイカセンゲンがロジータ記念

で優勝しました。本馬の母は2007年

の地方募集馬として多くの重賞タイト

ルを獲得したカイカヨソウであり、ア

ワーブラッドを見事に地方の舞台で確

立してくれました。その下の世代に目

を移すと優駿スプリントを制したプラ

イルード、2歳世代には早くもホッカイドウ競馬で重賞へ挑戦したラビュリントス、そして、中央から転籍したノーヴァレンダ、

ダイアナブライトが交流重賞を制覇するなど、各世代がそれぞれの舞台で地方競馬を盛り上げています。

本年の募集世代から南関東牡馬クラシックの羽田盃、東京ダービーが交流重賞となり、3歳ダート3冠としてレース体系の整備

が行われました。魅力的なレースが増えたわけですが、その至極の舞台に本募集馬が臨むべく、これまで以上のラインアップ

を揃えさせていただきました。来春のホッカイドウ競馬、そして南関東4競馬場でのデビューから南関東クラシック路線を目指

していくことになりますので、ご期待いただければ幸いです。地方募集に関する仔細は、以下のご案内をご参照ください。
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地方競馬競走ガイド
［南関東・ホッカイドウ競馬］

維持費・出走回数
地方競馬は中央競馬に比べると賞金が低いと思われる方も多いかと思いますが、重賞競走やJRA認定競走は高額な賞金が用意されています。一
般競走の賞金においては中央競馬ほどでないことは事実ですが、中央競馬以上に細分化されたクラス分けや開催数の多さから出走できる数を十
分に確保することができます。また中央競馬と比べると厩舎預託料は比較的安価（南関東：約30〜60万円、ホッカイドウ競馬：約20〜50万円）
になっています。

レース体系
1．格付
南関東では、競走馬の年齢・収得賞金によってA1〜C3までのクラス分け（格付）を行っています。このクラス分け（格付）は、一定の収得賞金
額に到達した馬から格付基準により番組編成会議で決定されます。ただし、2歳馬や収得賞金が一定の金額に満たない3・4歳馬は格付けされず、
収得賞金別にグループ分けされます。
＊南関東競馬における収得賞金とは…当該競馬の南関東における前々開催の最終日までの1着から5着までの着内賞金の合計。

2．クラス分け（組）
上記の格付基準によってクラス分け（格付）された馬は、同一クラ
スであっても収得賞金に数百万円もの差がある場合があります。こ
れでは能力に差が出てしまいますので、さらに細かく同じ格付内で
収得賞金順によって一組、二組、三組…とグループ分けされます。
番組表においてB1（一）という記載がある場合のかっこ内の数字が
組になります。

3．格付時期
格付は3歳になってから開始されます。以下の表は格付される時期
を表しています。

年齢 3歳 4歳
月 2 3 4 5 6 7 10 1
格 A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3

格付時期

まず、2月にA1の基準に達している馬だけが格付されます。続いて
3月にはA2の基準、4月にはB1の基準に達している馬が順に格付さ
れ、最後に4歳1月にC3の基準に達している馬が格付されます。1月
以降は全ての4歳以上馬がA1〜C3に格付されます。

3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳以上
A1 2,800 3,500 4,400 5,200 5,900 6,000
A2 2,000 2,200 2,700 3,400 4,100 4,200
B1 1,500 1,700 2,100 2,500 3,000 3,100
B2 1,100 1,200 1,500 1,800 2,200 2,300
B3 700 800 1,100 1,400 1,800 1,900
C1 400 500 800 1,100 1,400 1,500
C2 200 300 500 800 1,100 1,200

C3 300未満
20以上

500未満
80以上

800未満
160以上

1,100未満
240以上

1,200未満
240以上

格付基準表（7月～12月） ＊単位：万円

クラス 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳以上
A1 2,600 3,300 4,200 5,000 5,600 6,000
A2 1,800 2,000 2,500 3,200 3,800 4,200
B1 1,300 1,500 1,900 2,300 2,800 3,100
B2 1,000 1,100 1,400 1,700 2,100 2,300
B3 600 700 1,000 1,300 1,700 1,900
C1 400 700 1,000 1,400 1,500
C2 200 400 700 1,100 1,200

C3 200未満
20以上

400未満
80以上

700未満
160以上

1,100未満
240以上

1,200未満
240以上

※�3月末までに20万以上の賞金を得られない4歳馬は南関東地区に
在籍することはできません。

格付基準表（1月～6月） ＊単位：万円
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開催スケジュール

能力検査

能力試験

新馬戦

新馬戦 2歳重賞 クラシック

2歳重賞

門別
入厩馬

南関東
入厩馬

月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

主な認定厩舎� 藤田輝信（大井）　　内田勝義（川崎）
� 渡邉和雄（大井）　　佐々木仁（川崎）
� 村上頼章（大井）　　岡林光浩（船橋）
� 辻野　豊（大井）
調教施設� 屋外700m坂路コース
� 屋外850m周回コース
� 屋外650m周回コース
� 角馬場
� ウォーキングマシン

ミッドウェイファーム

南関東4競馬場、ならびにホッカイドウ競馬では、馬房数の実質的拡大による出走頭数の確保を目的に、一定要件を満たしている民間育成牧場を
「認定厩舎」として認定しています。本来であれば公正確保のため、原則的に出走を予定している開催の10日前までには競馬場へ入厩する必要
がありますが、この認定を受けることにより、レース当日の輸送で出走させることが可能となります。認定厩舎制度を活用することで、レース
の直前まで牧場の充実した施設で調整を行った上で、競馬へ向かうことができるのです。

認定厩舎制度

ロジータ記念
【SⅠ】
川崎競馬場
2100m
1着賞金：
2,200万

11月

関東オークス
【JpnⅡ】
川崎競馬場
2100m
1着賞金：
3,500万

6月

東京プリンセス賞
【SⅠ】
大井競馬場
1800m
1着賞金：
2,000万

4～5月

桜花賞
【SⅠ】
浦和競馬場
1600m
1着賞金：
2,000万

3月

東京2歳優駿牝馬
【SⅠ】
大井競馬場
1600m
1着賞金：
2,000万

12月下旬

牝馬限定

ダービーグランプリ
【MⅠ】
盛岡競馬場
2000m
1着賞金：
2,500万

10月

戸塚記念
【SⅠ】
川崎競馬場
2100m
1着賞金：
3,000万

9月

ジャパンダートダービー
（名称を変更予定）

【JpnⅠ】
大井競馬場
2000m
1着賞金：
7,000万
※2024年より

10月

東京ダービー
【JpnⅠ】
大井競馬場
2000m
1着賞金：
10,000万
※2024年より

6月

兵庫チャンピオンシップ
【JpnⅡ】
園田競馬場
1400m
1着賞金：
4,000万
※2024年より

5月

羽田盃
【JpnⅠ】
大井競馬場
1800m
1着賞金：
5,000万
※2024年より

4月

全日本2歳優駿
【JpnⅠ】
川崎競馬場
1600m
1着賞金：
4,200万

12月中旬

3歳ダート3冠
（3競走全てに優勝した馬を対象とし、三冠ボーナス8,000万円を交付）

ハイセイコー記念
【SⅠ】
大井競馬場
1600m
1着賞金：
2,200万

10～11月

JBC2歳優駿
【JpnⅢ】
門別競馬場
1800m
1着賞金：
3,500万

11月上旬

主な2〜3歳限定重賞競走
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地方競馬主要競馬場紹介

アクセス

・東京モノレール「大井競馬場前駅」から2分
・京浜急行「立会川駅」から12分

・約2,000台（有料）

・JR大井町駅から運行

アクセス

・JR「南船橋駅」から10分
・京成電鉄「船橋競馬場駅」から5分

・約640台（有料）

アクセス

・京浜急行大師線「港町駅」から3分
・JR「川崎駅」から15分、京浜急行「京急川崎駅」から12分

・約700台（有料）

・JR川崎駅東口地下街26番出口（21番乗り場）から運行

アクセス

・JR「南浦和駅」から15分
・JR「浦和駅」から15分

・約450台（原則無料）

・JR南浦和駅東口前「浦和競馬ファンバス乗り場」から運行

アクセス

・約1,000台（無料）

・�JR札幌駅から運行。「門別競馬場前」で下車。�
所要時間1時間30分

大　井
競馬場

徒　歩

駐車場
無料バス

船　橋
競馬場

徒　歩

駐車場

川　崎
競馬場

徒　歩

駐車場
無料バス

浦　和
競馬場

徒　歩

駐車場
無料バス

門　別
競馬場

駐車場

高速バス

1500m（内） 1600m（内）

1700m（外） 1800m（外） 2000m（外）

1200m（外） 1000m（外）

右回り

1500m（内） 1600m（内）

1700m（外）

1400m（外）

1800m（外） 2000m（外）

1200m（外）
2600m
1000m

（外）
（外）

2400m
800m

（外）
（外）

右回り、左回り（1650mのみ）

2400m
1000m800m

1200m

1800m
1700m 1600m 1500m

左回り

2000m

1600m
1500m 1400m

900m
2100m

左回り

800m
2000m

1900m1600m

1500m
1400m 1300m

左回り

提供：〓〓〓
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開催日 競走名 格 場名 距離 1着賞金 出走資格
  4月  6日 クラウンカップ SⅢ 川崎 1600 1,500万 3歳
  4月13日 マリーンカップ JpnⅢ 船橋 1600 2,500万 3歳以上牝馬
  4月20日 東京スプリント JpnⅢ 大井 1200 2,700万 4歳以上
  4月21日 ブリリアントカップ SⅢ 大井 1800 1,300万 4歳以上
  4月27日 しらさぎ賞 SⅢ 浦和 1400 1,200万 4歳以上牝馬
  5月  3日 若潮スプリント SⅢ 船橋 1200 1,200万 3歳
  5月  3日 かきつばた記念 JpnⅢ 名古屋 1500 2,500万 4歳以上
  5月  4日 東京湾カップ SⅡ 船橋 1700 1,800万 3歳
  5月  4日 兵庫チャンピオンシップ JpnⅡ 園田 1870 3,500万 3歳
  5月  5日 かしわ記念 JpnⅠ 船橋 1600 8,000万 4歳以上
  5月11日 東京プリンセス賞 SⅠ 大井 1800 2,000万 3歳牝馬
  5月12日 羽田盃 SⅠ 大井 1800 3,500万 3歳
  5月18日 川崎マイラーズ SⅢ 川崎 1600 1,400万 3歳以上
  5月25日 大井記念 SⅠ 大井 2000 3,200万 4歳以上
  6月  1日 さきたま杯 JpnⅡ 浦和 1400 3,500万 4歳以上
  6月  2日 北海道スプリントカップ JpnⅢ 門別 1200 2,200万 3歳以上
  6月  8日 東京ダービー SⅠ 大井 2000 5,000万 3歳
  6月14日 川崎スパーキングスプリント SⅢ 川崎 900 1,200万 4歳以上
  6月15日 関東オークス JpnⅡ 川崎 2100 3,500万 3歳牝馬
  6月28日 優駿スプリント SⅡ 大井 1200 2,000万 3歳
  6月28日 栄冠賞 H2 門別 1200 400万 2歳
  6月29日 帝王賞 JpnⅠ 大井 2000 8,000万 4歳以上
  7月  6日 スパーキングレディーカップ JpnⅢ 川崎 1600 2,500万 3歳以上牝馬
  7月13日 ジャパンダートダービー JpnⅠ 大井 2000 6,000万 3歳
  7月14日 フルールカップ H3 門別 1000 300万 2歳牝馬
  7月18日 マーキュリーカップ JpnⅢ 盛岡 2000 2,800万 3歳以上
  7月20日 プラチナカップ SⅢ 浦和 1400 1,200万 3歳以上
  7月26日 習志野きらっとスプリント SⅠ 船橋 1000 3,100万 3歳以上
  7月27日 マイルグランプリ SⅡ 大井 1600 2,500万 3歳以上
  7月28日 ブリーダーズゴールドジュニアカップ H1 門別 1700 600万 2歳
  8月10日 フローラルカップ H3 門別 1600 300万 2歳牝馬
  8月11日 ブリーダーズゴールドカップ JpnⅢ 門別 2000 3,100万 3歳以上牝馬
  8月16日 クラスターカップ JpnⅢ 盛岡 1200 2,800万 3歳以上
  8月17日 黒潮盃 SⅡ 大井 1800 1,800万 3歳
  8月24日 サッポロクラシックカップ H2 門別 1700 500万 2歳
  8月25日 スパーキングサマーカップ SⅢ 川崎 1600 1,400万 3歳以上
  8月25日 サマーチャンピオン JpnⅢ 佐賀 1400 3,000万 3歳以上
  9月  7日 東京記念 SⅠ 大井 2400 3,200万 3歳以上
  9月  8日 アフター5スター賞 SⅢ 大井 1200 1,300万 3歳以上
  9月  8日 イノセントカップ H3 門別 1200 300万 2歳
  9月15日 戸塚記念 SⅠ 川崎 2100 3,000万 3歳
  9月21日 テレ玉杯オーバルスプリント JpnⅢ 浦和 1400 2,500万 3歳以上
  9月21日 リリーカップ H3 門別 1200 300万 2歳牝馬
  9月22日 ゴールドジュニア SⅢ 大井 1200 1,200万 2歳
  9月22日 サンライズカップ H1 門別 1800 500万 2歳
  9月28日 日本テレビ盃 JpnⅡ 船橋 1800 3,500万 3歳以上
10月  2日 ダービーグランプリ M1 盛岡 2000 2,500万 3歳
10月  4日 白山大賞典 JpnⅢ 金沢 2100 2,100万 3歳以上
10月  4日 ブロッサムカップ H2 門別 1700 500万 2歳牝馬
10月  5日 東京盃 JpnⅡ 大井 1200 3,500万 3歳以上
10月  6日 レディスプレリュード JpnⅡ 大井 1800 3,100万 3歳以上牝馬
10月10日 マイルチャンピオンシップ南部杯 JpnⅠ 盛岡 1600 6,000万 3歳以上
10月12日 鎌倉記念 SⅡ 川崎 1500 1,500万 2歳
10月19日 埼玉新聞栄冠賞 SⅢ 浦和 2000 1,200万 3歳以上
10月20日 エーデルワイス賞 JpnⅢ 門別 1200 2,000万 2歳牝馬
10月26日 平和賞 SⅢ 船橋 1600 1,300万 2歳
11月  2日 サンタアニタトロフィー SⅢ 大井 1600 1,300万 3歳以上
11月  3日 JBCクラシック JpnⅠ 盛岡 2000 1億 3歳以上
11月  3日 JBCスプリント JpnⅠ 盛岡 1200 8,000万 3歳以上
11月  3日 JBCレディスクラシック JpnⅠ 盛岡 1800 6,000万 3歳以上牝馬
11月  3日 JBC2歳優駿 JpnⅢ 門別 1800 3,500万 2歳
11月  8日 ローレル賞 SⅡ 川崎 1600 1,200万 2歳牝馬
11月  9日 ロジータ記念 SⅠ 川崎 2100 2,200万 3歳牝馬
11月16日 ハイセイコー記念 SⅠ 大井 1600 2,200万 2歳
11月23日 浦和記念 JpnⅡ 浦和 2000 4,000万 3歳以上
11月24日 兵庫ジュニアグランプリ JpnⅡ 園田 1400 3,000万 2歳
11月30日 クイーン賞 JpnⅢ 船橋 1800 2,500万 3歳以上牝馬
12月  8日 勝島王冠 SⅡ 大井 1800 2,200万 3歳以上
12月  8日 名古屋グランプリ JpnⅡ 名古屋 2100 3,500万 3歳以上
12月14日 全日本2歳優駿 JpnⅠ 川崎 1600 4,200万 2歳
12月21日 兵庫ゴールドトロフィー JpnⅢ 園田 1400 3,000万 3歳以上
12月22日 ゴールドカップ SⅠ 浦和 1400 3,100万 3歳以上
12月29日 東京大賞典 GⅠ 大井 2000 1憶 3歳以上
12月30日 東京シンデレラマイル SⅢ 大井 1600 1,300万 3歳以上牝馬
12月31日 東京2歳優駿牝馬 SⅠ 大井 1600 2,000万 2歳牝馬
  1月  3日 報知オールスターカップ SⅢ 川崎 2100 2,000万 4歳以上
  1月11日 ニューイヤーカップ SⅢ 浦和 1500 1,200万 3歳
  1月18日 船橋記念 SⅢ 船橋 1000 1,200万 4歳以上
  1月25日 TCK女王盃 JpnⅢ 大井 1800 2,200万 4歳以上牝馬
  2月  1日 川崎記念 JpnⅠ 川崎 2100 8,000万 4歳以上
  2月  8日 報知グランプリカップ SⅢ 船橋 1800 1,200万 4歳以上
  2月15日 ユングフラウ賞 SⅡ 浦和 1400 1,200万 3歳牝馬
  2月22日 金盃 SⅡ 大井 2600 2,200万 4歳以上
  2月23日 雲取賞 SⅢ 大井 1800 1,200万 3歳
  3月  1日 エンプレス杯 JpnⅡ 川崎 2100 4,000万 4歳以上牝馬
  3月  9日 フジノウェーブ記念 SⅢ 大井 1400 1,300万 4歳以上
  3月15日 ダイオライト記念 JpnⅡ 船橋 2400 4,000万 4歳以上
  3月22日 桜花賞 SⅠ 浦和 1500 2,000万 3歳牝馬
  3月29日 京浜盃 SⅡ 大井 1700 2,000万 3歳

地方競馬主要重賞競走一覧【2022年4月〜2023年3月】
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祖母の父に母の父、そしてルックスもそっくりな父と、日本の
大地に育まれた優駿の血を紡ぎあげた配合馬だけに、これから
のサクセスストーリーに思いを馳せたくなります。四季を通じ
て肌ツヤが冴える体質の健全さや、5月生まれでやや小ぶりな体
躯ながら、放牧地で異彩を放つ精気にあふれた姿に強い生命力
を感じます。肩が起き気味でパワフルに路面を掴む前さばきや、
キレのあるキックを繰り出す後躯の運びから、タイトなコーナー
でもグングンと加速する機動力が武器になるはずです。屈強な
ライバルに当たり負けしないハートも心強く、黄金色の勇姿が
カクテルライトの下で輝きを放つことでしょう。

総額 1,400万円 一口出資額 140,000円【全100口】
■生産：新冠橋本牧場　■繋養：白老ファームYearling　■入厩予定：門別・田中淳司厩舎もしくは南関東

ブリトマルティスの2191
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*サンデーサイレンス

ステイゴールド ゴールデンサッシュ
オルフェーヴル

�
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メジロマックイーン

栗 2008 オリエンタルアート エレクトロアート
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*サンデーサイレンス

スペシャルウィーク キャンペンガール
ブリトマルティス

�
�
メジロライアン

鹿 2004 アマートベン *スマートギニー（21）

スペシャルウィーク Special Week は門別産，10勝，ジャパンＣ-G1，ダービー
-JPN1。主な産駒：ブエナビスタ（年度代表馬，ジャパンＣ-G1），シーザリオ（オー
クス-JPN1）。【ＢＭＳ：主な産駒】エピファネイア（ジャパンＣ-G1，菊花賞-G1），
サートゥルナーリア（皐月賞-G1，ホープフルＳ-G1），リオンディーズ（朝日杯フュ
ーチュリティＳ-G1），ディアドラ（ナッソーＳ-G1，秋華賞-G1）

母ブリトマルティス（04 スペシャルウィーク）４勝，パールＳ（芝1800ｍ），糸魚
川特別（芝2000ｍ），マーメイドＳ-G3４着［勝ち距離1600ｍ～2000ｍ］。
産駒
クローソー（12 牝 鹿 *ハービンジャー）３勝
レッドラトナ（14 牝 鹿 *タートルボウル）１勝
ラブリュス（19 牡 栗 *アジアエクスプレス）１勝，�
ラビュリントス（20 牝 鹿 *キンシャサノキセキ）北海道�１勝，�

祖母アマートベン（95 メジロライアン）３勝，清澄特別。産駒
ドビュッシー（牡 *ブライアンズタイム）２勝，南関東�１勝
ペリー（牡 *クロフネ）南関東�４勝，中央１勝，障１勝
ルールダーマ（牡ヴィクトワールピサ）兵庫�４勝，中央１勝，高知�２

勝，�
ウイニングショット（牡 *ブライアンズタイム）１勝
アマートハイヌーン（牡エアジハード）入着，北海道�２勝，東海�５勝

曽祖母 *スマートギニー Smart Ginny（84 Smarten）米国産，北米８勝。産駒
アマートベンハー：１勝，南関東�３勝

四代母ラッカブル Luckable（75 Hail to Reason）北米１戦。産駒は２頭のみ
五代母ラッキー オウル ミー Lucky Ole Me（68 Olden Times）北米６勝，
ジャージーベルＨ。産駒
クズ Kudz：英豪６勝，SAJC Labor Day Cup-L，ＶＲＣメルボルンＣ

-G1３着，サガロＳ-G3３着，ドンカスターＣ-G3３着。種牡馬
ラッキー ノース Lucky North：英・北米４勝，Hot Springs H-L，Phoe-

nix H-L，Diplomat Way H２着，Carousel H-L３着。種牡馬
ラッキーオウルクイーン Lucky Ole Queen：不出走。ディキシー ラック

Dixie Luck（カムリーＳ-G2），ラッキー ディライト Lucky Delight
（Sweet and Sassy S）の母，リミット アウト Limit Out（ジェローム
Ｈ-G2，ベイショアＳ-G3），メモリー ワーク Memory Work（Ann
Dear S），キング オブ シン King of Syn（Idaho Cup Juvenile Ch-
ampionship S），クーパー ストリート Cooper Street（Idaho Cup
Juvenile Championship S）の祖母
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四代母ラッカブル Luckable（75 Hail to Reason）北米１戦。産駒は２頭のみ
五代母ラッキー オウル ミー Lucky Ole Me（68 Olden Times）北米６勝，
ジャージーベルＨ。産駒
クズ Kudz：英豪６勝，SAJC Labor Day Cup-L，ＶＲＣメルボルンＣ

-G1３着，サガロＳ-G3３着，ドンカスターＣ-G3３着。種牡馬
ラッキー ノース Lucky North：英・北米４勝，Hot Springs H-L，Phoe-

nix H-L，Diplomat Way H２着，Carousel H-L３着。種牡馬
ラッキーオウルクイーン Lucky Ole Queen：不出走。ディキシー ラック

Dixie Luck（カムリーＳ-G2），ラッキー ディライト Lucky Delight
（Sweet and Sassy S）の母，リミット アウト Limit Out（ジェローム
Ｈ-G2，ベイショアＳ-G3），メモリー ワーク Memory Work（Ann
Dear S），キング オブ シン King of Syn（Idaho Cup Juvenile Ch-
ampionship S），クーパー ストリート Cooper Street（Idaho Cup
Juvenile Championship S）の祖母
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オルフェーヴル
　栗　2008

ステイゴールド
　黒鹿　1994

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

ゴールデンサッシュ
＊ディクタス

ダイナサッシュ

オリエンタルアート
　栗　1997

メジロマックイーン
メジロティターン

メジロオーロラ

エレクトロアート
＊ノーザンテースト
＊グランマスティーヴンス

ブリトマルティス
　鹿　2004

スペシャルウィーク
　黒鹿　1995

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

キャンペンガール
マルゼンスキー

レディーシラオキ

アマートベン
　鹿　1995

メジロライアン
アンバーシャダイ

メジロチェイサー

＊スマートギニー
Smarten

Luckable

�＊サンデーサイレンス�3S×3D,�＊ノーザンテースト�4S×5S×5D,�＊シェリル�5S×5D,�Hail�to�Reason�5S×5D×5D

牡・栗毛
2021年5月13日生
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骨量・筋肉量ともに豊富で力感が漲り、なかでも胸前や臀部の
厚みが際立ち、低重心で安定感抜群の好馬体に目を奪われます。
アゴが立派で目鼻立ちもスッキリとした顔つきや、逞しく発達
した肩や首つきもパワフルな個性を象徴しており、パンチ力を
追求した配合の意図が見事に体現されています。力強くキビキ
ビした身のこなしからも芯の強さが明らかで、両親の特長も後
押しとなり、深い砂でも持ち前の決め手を発揮することができ
るでしょう。粘りのある負けん気の強さと、素直で賢明な呑み
込みのよさを兼備したメリハリの利く気性にも好感がもて、混
戦の馬群から豪快に抜け出す勝負度胸も備えていそうです。

総額 1,800万円 一口出資額 180,000円【全100口】
■生産：白老ファーム　■繋養：白老ファームYearling　■入厩予定：門別・田中淳司厩舎もしくは南関東

ココファンタジアの2192
ニ
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フ
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牝・青鹿
３/10

�
�
�
�

�
�
�

ストリートクライ
�
�
Machiavellian

Street Cry Helen Street
*ニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディキシー �

�
Dixie Union

鹿 2011 Justwhistledixie General Jeanne

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ステイゴールド ゴールデンサッシュ
ココファンタジア

�
�
*クロフネ

黒鹿 2013 ココシュニック *ゴールドティアラ（10）

ステイゴールド Stay Gold は白老産，中央・UAE・香港７勝，香港ヴァーズ
-G1。主な産駒：オルフェーヴル（三冠，有馬記念-G1），ゴールドシップ（有馬記
念-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】アランバローズ（全日本２歳優駿-JPN1），ライオ
ンボス（アイビスサマーダッシュ-G3），クリスマス（函館２歳Ｓ-G3），ブラックバゴ
（アンドロメダＳ-L），ショウナンマグマ（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3２着）

母ココファンタジア（13 ステイゴールド）３勝，知立特別（芝1400ｍ），小樽特別
（芝1200ｍ）［勝ち距離1200ｍ～1800ｍ］。産駒
ファンタジスタ（20 牡 鹿 ルーラーシップ）未出走

祖母ココシュニック（05 *クロフネ）３勝。産駒
ステファノス（牡ディープインパクト）４勝，富士Ｓ-G3，白百合Ｓ-OP，つ
ばき賞，天皇賞�-G1２着，同３着，大阪杯-G1２着，オールカマー
-G2２着，鳴尾記念-G3２着，中山記念-G2３着，毎日杯-G3３着，
毎日王冠-G2４着，同５着，セントライト記念-G2４着，皐月賞-G1５
着，宝塚記念-G1５着，香港入着，香港クイーン エリザベス二世Ｃ
-G1２着，香港Ｃ-G1３着，同４着。種牡馬

フィニフティ（牝ディープインパクト）１勝，クイーンＣ-G3２着
リャスナ（牝ディープインパクト）２勝
ココスタイル（牡 ネオユニヴァース）１勝
スノーハレーション（牝ディープインパクト）１勝，�

曽祖母 *ゴールドティアラ（96 Seeking the Gold）米国産，中央・岩手・東海
�９勝，マイルチャンピオンシップ南部杯-JPN1，同４着，プロキオンＳ
-JPN3，シリウスＳ-JPN3，ユニコーンＳ-JPN3，かきつばた記念-JPN3，ギャ
ラクシーＳ-OP，ゆうすげＳ，寒梅賞，フェブラリーＳ-JPN1２着，同５着，
平安Ｓ-JPN3３着，クイーンＣ-JPN3３着，ガーネットＳ-JPN3４着，根岸
Ｓ-JPN3４着，中日スポーツ賞４歳Ｓ-JPN3４着，武蔵野Ｓ-JPN3５着，
クリスタルＣ-JPN3５着，南関東�入着，かしわ記念-JPN3３着。産駒
ゴールデンハインド：６勝，万葉Ｓ-L，札幌日経オープン-L，支笏湖特
別，横津岳特別

ロングロウ：５勝，上賀茂Ｓ，滝桜賞
エンプレスティアラ：２戦，入着。産駒
レッドレグナント：４勝，多摩川Ｓ，道新スポーツ賞，サフラン賞，アネ

モネＳ-L２着
ボルドネス：３勝，石狩特別，佐賀�３勝，岩手�２勝，�
ジュンブロッサム：２勝，出雲崎特別，アーリントンＣ-G3４着，共同通

信杯-G3４着，�
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牝・青鹿
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�

ストリートクライ
�
�
Machiavellian

Street Cry Helen Street
*ニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディキシー �

�
Dixie Union

鹿 2011 Justwhistledixie General Jeanne

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ステイゴールド ゴールデンサッシュ
ココファンタジア

�
�
*クロフネ

黒鹿 2013 ココシュニック *ゴールドティアラ（10）

ステイゴールド Stay Gold は白老産，中央・UAE・香港７勝，香港ヴァーズ
-G1。主な産駒：オルフェーヴル（三冠，有馬記念-G1），ゴールドシップ（有馬記
念-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】アランバローズ（全日本２歳優駿-JPN1），ライオ
ンボス（アイビスサマーダッシュ-G3），クリスマス（函館２歳Ｓ-G3），ブラックバゴ
（アンドロメダＳ-L），ショウナンマグマ（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3２着）

母ココファンタジア（13 ステイゴールド）３勝，知立特別（芝1400ｍ），小樽特別
（芝1200ｍ）［勝ち距離1200ｍ～1800ｍ］。産駒
ファンタジスタ（20 牡 鹿 ルーラーシップ）未出走

祖母ココシュニック（05 *クロフネ）３勝。産駒
ステファノス（牡ディープインパクト）４勝，富士Ｓ-G3，白百合Ｓ-OP，つ
ばき賞，天皇賞�-G1２着，同３着，大阪杯-G1２着，オールカマー
-G2２着，鳴尾記念-G3２着，中山記念-G2３着，毎日杯-G3３着，
毎日王冠-G2４着，同５着，セントライト記念-G2４着，皐月賞-G1５
着，宝塚記念-G1５着，香港入着，香港クイーン エリザベス二世Ｃ
-G1２着，香港Ｃ-G1３着，同４着。種牡馬

フィニフティ（牝ディープインパクト）１勝，クイーンＣ-G3２着
リャスナ（牝ディープインパクト）２勝
ココスタイル（牡 ネオユニヴァース）１勝
スノーハレーション（牝ディープインパクト）１勝，�

曽祖母 *ゴールドティアラ（96 Seeking the Gold）米国産，中央・岩手・東海
�９勝，マイルチャンピオンシップ南部杯-JPN1，同４着，プロキオンＳ
-JPN3，シリウスＳ-JPN3，ユニコーンＳ-JPN3，かきつばた記念-JPN3，ギャ
ラクシーＳ-OP，ゆうすげＳ，寒梅賞，フェブラリーＳ-JPN1２着，同５着，
平安Ｓ-JPN3３着，クイーンＣ-JPN3３着，ガーネットＳ-JPN3４着，根岸
Ｓ-JPN3４着，中日スポーツ賞４歳Ｓ-JPN3４着，武蔵野Ｓ-JPN3５着，
クリスタルＣ-JPN3５着，南関東�入着，かしわ記念-JPN3３着。産駒
ゴールデンハインド：６勝，万葉Ｓ-L，札幌日経オープン-L，支笏湖特
別，横津岳特別

ロングロウ：５勝，上賀茂Ｓ，滝桜賞
エンプレスティアラ：２戦，入着。産駒
レッドレグナント：４勝，多摩川Ｓ，道新スポーツ賞，サフラン賞，アネ

モネＳ-L２着
ボルドネス：３勝，石狩特別，佐賀�３勝，岩手�２勝，�
ジュンブロッサム：２勝，出雲崎特別，アーリントンＣ-G3４着，共同通

信杯-G3４着，�
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母馬優先

＊ニューイヤーズデイ
　New�Year's�Day
　鹿　2011

ストリート クライ
　Street Cry
　黒鹿　1998

Machiavellian
Mr. Prospector

Coup de Folie

Helen Street
Troy

Waterway

ジャストホイッスルディキシー
　Justwhistledixie
　黒鹿　2006

Dixie Union
Dixieland Band

She's Tops

General Jeanne
Honour and Glory

Ahpo Hel

ココファンタジア
　黒鹿　2013

ステイゴールド
　黒鹿　1994

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

ゴールデンサッシュ
＊ディクタス

ダイナサッシュ

ココシュニック
　芦　2005

＊クロフネ
＊フレンチデピュティ
＊ブルーアヴェニュー

＊ゴールドティアラ
Seeking the Gold

Bright Tiara

� Mr.�Prospector�4S×5D,�Halo�4D×5S

メス・青鹿毛
2021年3月10日生
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地方交流重賞を舞台に活躍を見せたブランシェクール。その第2
仔として誕生した本馬は遅生まれながら雄大な馬格に恵まれ、
骨量豊富で各関節のパーツが大きい、如何にも地方の砂質が合
いそうなパワーホースに出ました。放牧地をトビの大きいスト
ライド走法で駆けており、直線の長い舞台を得意とした両親と
同じく、将来は長くいい脚を使って追い込んでくる姿が想像で
きます。本世代より3歳ダート三冠競走が整備され、クラシック
は中央馬との戦いになりますが、ポテンシャルの高さで引けを
取りません。本馬は南関東の総大将として相手を迎え撃ち、最
高峰の東京ダービーで最高の栄誉を勝ちとることでしょう。

総額 2,000万円 一口出資額 200,000円【全100口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：門別・田中淳司厩舎もしくは南関東

ブランシェクールの2193

93

牡・芦
４/22

�
�
�
�

�
�
�

ポッセ
�
�
Silver Deputy

Posse Raska
*マインドユアビスケッツ ジャズメイン �

�
Toccet

栗 2013 Jazzmane Alljazz

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ダイワメジャー スカーレットブーケ
ブランシェクール

�
�
*クロフネ

芦 2013 モンプティクール *ゲートドクール（4）

ダイワメジャー Daiwa Major は千歳産，最優秀短距離馬（２回），９勝，皐月
賞-JPN1，天皇賞�-JPN1。２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：レーヌミノル
（桜花賞-G1），アドマイヤマーズ（香港マイル-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ショウ
ナンナデシコ（かしわ記念-JPN1），ナミュール（チューリップ賞-G2），グランブリッ
ジ（関東オークス-JPN2），アルサトワ（大阪城Ｓ-L），ストライプ（クロッカスＳ-L）

母ブランシェクール（13 ダイワメジャー）４勝，成田特別（Ｄ2400ｍ），南関東
�入着，ＴＣＫ女王盃-JPN3２着，南関東�入着，エンプレス杯-JPN2２
着，レディスプレリュード-JPN2２着，スパーキングレディーＣ-JPN3５着［勝
ち距離1800ｍ～2400ｍ］。本馬は第２仔

祖母モンプティクール（03 *クロフネ）３勝。産駒
ノーヴァレンダ（牡ダイワメジャー）２勝，もちの木賞，南関東�１勝，全

日本２歳優駿-JPN1，石川・佐賀�入着，佐賀記念-JPN3３着，白山
大賞典-JPN3３着，南関東�３勝，ダイオライト記念-JPN2，報知オー
ルスターＣ

ヴレクール（牡ゴールドアリュール）２勝
フェールデクール（牡ダノンシャンティ）南関東�１勝

曽祖母 *ゲートドクール Gaiete de Coeur（87 Lomond）愛国産，仏２勝。産駒
リトルオードリー：３勝，４歳牝馬特別�-JPN2，紅梅賞-OP，オークス

-JPN1３着。産駒
ポポラス：入着。産駒
シャッセロール：３勝，祇園特別。プラダリア（青葉賞-G2）の母

*ココパシオン Coco Passion：仏４勝，シェーヌ賞-G3，Criterium de
Lyon-L，Prix de la Cochere-L，Prix Amandine-L３着，伊入着，ド
ルメーロ賞-G3３着。産駒
ココナッツパンチ：１勝，目黒記念-JPN2２着，弥生賞-JPN2２着
セクシーココナッツ：１勝。産駒

ザラストロ：２勝，新潟２歳Ｓ-G3
プレノタート：３勝，若戸大橋特別，フィリーズレビュー-G2３着
パシオンルージュ：３勝，閃光特別。ファインルージュ（紫苑Ｓ

-G3，フェアリーＳ-G3，秋華賞-G1２着）の母
ラルティスタ：３勝，雷光特別。メイショウチタン（安土城Ｓ-L３

着）の母
リュバンドール：２勝。産駒

バイモユリ：１勝。産駒
ボンセルヴィーソ：４勝，東風Ｓ-L，渡月橋Ｓ，�
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ポッセ
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Silver Deputy

Posse Raska
*マインドユアビスケッツ ジャズメイン �
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Toccet

栗 2013 Jazzmane Alljazz
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�
*サンデーサイレンス

ダイワメジャー スカーレットブーケ
ブランシェクール

�
�
*クロフネ

芦 2013 モンプティクール *ゲートドクール（4）

ダイワメジャー Daiwa Major は千歳産，最優秀短距離馬（２回），９勝，皐月
賞-JPN1，天皇賞�-JPN1。２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：レーヌミノル
（桜花賞-G1），アドマイヤマーズ（香港マイル-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ショウ
ナンナデシコ（かしわ記念-JPN1），ナミュール（チューリップ賞-G2），グランブリッ
ジ（関東オークス-JPN2），アルサトワ（大阪城Ｓ-L），ストライプ（クロッカスＳ-L）

母ブランシェクール（13 ダイワメジャー）４勝，成田特別（Ｄ2400ｍ），南関東
�入着，ＴＣＫ女王盃-JPN3２着，南関東�入着，エンプレス杯-JPN2２
着，レディスプレリュード-JPN2２着，スパーキングレディーＣ-JPN3５着［勝
ち距離1800ｍ～2400ｍ］。本馬は第２仔

祖母モンプティクール（03 *クロフネ）３勝。産駒
ノーヴァレンダ（牡ダイワメジャー）２勝，もちの木賞，南関東�１勝，全

日本２歳優駿-JPN1，石川・佐賀�入着，佐賀記念-JPN3３着，白山
大賞典-JPN3３着，南関東�３勝，ダイオライト記念-JPN2，報知オー
ルスターＣ

ヴレクール（牡ゴールドアリュール）２勝
フェールデクール（牡ダノンシャンティ）南関東�１勝

曽祖母 *ゲートドクール Gaiete de Coeur（87 Lomond）愛国産，仏２勝。産駒
リトルオードリー：３勝，４歳牝馬特別�-JPN2，紅梅賞-OP，オークス

-JPN1３着。産駒
ポポラス：入着。産駒
シャッセロール：３勝，祇園特別。プラダリア（青葉賞-G2）の母

*ココパシオン Coco Passion：仏４勝，シェーヌ賞-G3，Criterium de
Lyon-L，Prix de la Cochere-L，Prix Amandine-L３着，伊入着，ド
ルメーロ賞-G3３着。産駒
ココナッツパンチ：１勝，目黒記念-JPN2２着，弥生賞-JPN2２着
セクシーココナッツ：１勝。産駒

ザラストロ：２勝，新潟２歳Ｓ-G3
プレノタート：３勝，若戸大橋特別，フィリーズレビュー-G2３着
パシオンルージュ：３勝，閃光特別。ファインルージュ（紫苑Ｓ

-G3，フェアリーＳ-G3，秋華賞-G1２着）の母
ラルティスタ：３勝，雷光特別。メイショウチタン（安土城Ｓ-L３

着）の母
リュバンドール：２勝。産駒

バイモユリ：１勝。産駒
ボンセルヴィーソ：４勝，東風Ｓ-L，渡月橋Ｓ，�
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母馬優先

＊マインドユアビスケッツ
　Mind�Your�Biscuits
　栗　2013

ポッセ
　Posse
　鹿　2000

Silver Deputy
Deputy Minister

Silver Valley

Raska
Rahy

Borishka

ジャズメイン
　Jazzmane
　栗　2006

Toccet
Awesome Again

Cozzene's Angel

Alljazz
Stop the Music

Bounteous

ブランシェクール
　芦　2013

ダイワメジャー
　栗　2001

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

スカーレットブーケ
＊ノーザンテースト
＊スカーレットインク

モンプティクール
　芦　2003

＊クロフネ
＊フレンチデピュティ
＊ブルーアヴェニュー

＊ゲートドクール
Lomond

Gay Apparel

�Deputy�Minister�4S×5S×5D,�Hail�to�Reason�5S×5D,�Northern�Dancer�5D×5D

牡・芦毛
2021年4月22日生
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通算1,300勝を超える勝ち星をNARで積み重ねてきた名伯楽
は、ジルズパレスを“素晴らしいスピードを持つ馬”と評しまし
たが、強過ぎる気性が禍して大成は叶いませんでした。母となっ
て送り出す初年度産駒は敏感で寂しがり屋な一面があったもの
の、月齢を重ねるにつれてその不安は解消しており、今では手
が掛かるようなことはありません。首差しや胸、腹回りは容積
十分で、特に厚めのトモは最後の直線で強力な爆発力を生み出
すパワーの源となりそうです。放牧地で見せる低重心で地を這
うようなフォームは父を彷彿とさせるもので、両親の確かなス
ピード性能を受け継いでいることが容易に想像できます。

総額 1,600万円 一口出資額 160,000円【全100口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：門別・田中淳司厩舎もしくは南関東

ジルズパレスの2194
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牡・栗
３/11

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*エンドスウィープ

*スウェプトオーヴァーボード Sheer Ice
レッドファルクス

�
�
*サンデーサイレンス

芦 2011 ベルモット *レガシーオブストレングス

�
�
�

テイル オブ ザキャット
�
�
Storm Cat

Tale of the Cat Yarn
*ジルズパレス ジルズジェム �

�
Mineshaft

鹿 2013 Jill's Gem Wilzada（4）

テイル オブ ザキャット Tale of the Cat は米国産，北米５勝，キングズビシ
ョップＳ-G2。北米２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ストップチャージングマリ
ア（ＢＣディスタフ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】イッツトリッキー（ＣＣＡオークス
-G1），アメイジング マリア（ファルマスＳ-G1），ディクラシファイ（トリプル ベンド
Ｓ-G1），ドルトムント（サンタアニタダービー-G1）

母 *ジルズパレス（13 Tale of the Cat）米国産，１勝，南関東�４勝［勝ち距
離900ｍ～1400ｍ］。本馬が初仔

祖母ジルズジェム Jill's Gem（06 Mineshaft）不出走。産駒
スパー Spur（騸 Spring At Last）北米４勝
クリエイティヴマインシャフトCreative Mineshaft（騸 Creative Cause）北

米２勝
曽祖母ウィルザダ Wilzada（99 Meadowlake）北米９勝，Interborough H-L，

Half Moon S，ナッソーカウンティＢＣＳ-G2３着，セイフリーケプトＳ-G3
３着。産駒
トロピックオブアクエリアスTropic of Aquarius：北米入着。産駒

ヤンキー ディヴィジョン Yankee Division：北米８勝，Alex M.
Robb S３着

四代母ハロー ムーン Hello Moon（88 Cozzene）北米４勝，Belle Isle S。産
駒
*ガッサンホワイト：岩手�２勝，中央１勝，黒松賞
シマーリングナイトShimmering Night：北米１勝。産駒

シャイニング モーメント Shining Moment：北米３勝，Opelousas
S，Prairie Gold Lassie S，E. L. Gaylord Memorial S２着，
Mountaineer Juvenile Fillies S-L３着，Dixie Belle S３着。産
駒
ウィリー ボイ Willy Boi：北米６勝，スマイル スプリント招待Ｓ

-G3，同４着，Hutcheson S-L，Big Drama S，OBS Soph-
omore S２着，Ａ.Ｇ.ヴァンダービルトＨ-G1３着

ノラインザ スカイNora in the Sky：北米２勝。ヴェラザノイン
ザスカイ Verrazanointhesky（Jim Edgar Illinois Futuri-
ty３着）の母

シマーリング サンセット Shimmering Sunset：北米４勝，El Paso
Times H２着，Prairie Rose S３着，Hoist Her Flag S３着

五代母ビスパングル Bespangle（77 Dr. Fager）北米１戦。グアダリー Gua-
dery（アスタリタＳ-G2，フリゼットＳ-G1３着）の母
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牡・栗
３/11

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*エンドスウィープ

*スウェプトオーヴァーボード Sheer Ice
レッドファルクス

�
�
*サンデーサイレンス

芦 2011 ベルモット *レガシーオブストレングス

�
�
�

テイル オブ ザキャット
�
�
Storm Cat

Tale of the Cat Yarn
*ジルズパレス ジルズジェム �

�
Mineshaft

鹿 2013 Jill's Gem Wilzada（4）

テイル オブ ザキャット Tale of the Cat は米国産，北米５勝，キングズビシ
ョップＳ-G2。北米２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ストップチャージングマリ
ア（ＢＣディスタフ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】イッツトリッキー（ＣＣＡオークス
-G1），アメイジング マリア（ファルマスＳ-G1），ディクラシファイ（トリプル ベンド
Ｓ-G1），ドルトムント（サンタアニタダービー-G1）

母 *ジルズパレス（13 Tale of the Cat）米国産，１勝，南関東�４勝［勝ち距
離900ｍ～1400ｍ］。本馬が初仔

祖母ジルズジェム Jill's Gem（06 Mineshaft）不出走。産駒
スパー Spur（騸 Spring At Last）北米４勝
クリエイティヴマインシャフトCreative Mineshaft（騸 Creative Cause）北

米２勝
曽祖母ウィルザダ Wilzada（99 Meadowlake）北米９勝，Interborough H-L，

Half Moon S，ナッソーカウンティＢＣＳ-G2３着，セイフリーケプトＳ-G3
３着。産駒
トロピックオブアクエリアスTropic of Aquarius：北米入着。産駒

ヤンキー ディヴィジョン Yankee Division：北米８勝，Alex M.
Robb S３着

四代母ハロー ムーン Hello Moon（88 Cozzene）北米４勝，Belle Isle S。産
駒
*ガッサンホワイト：岩手�２勝，中央１勝，黒松賞
シマーリングナイトShimmering Night：北米１勝。産駒

シャイニング モーメント Shining Moment：北米３勝，Opelousas
S，Prairie Gold Lassie S，E. L. Gaylord Memorial S２着，
Mountaineer Juvenile Fillies S-L３着，Dixie Belle S３着。産
駒
ウィリー ボイ Willy Boi：北米６勝，スマイル スプリント招待Ｓ

-G3，同４着，Hutcheson S-L，Big Drama S，OBS Soph-
omore S２着，Ａ.Ｇ.ヴァンダービルトＨ-G1３着

ノラインザ スカイNora in the Sky：北米２勝。ヴェラザノイン
ザスカイ Verrazanointhesky（Jim Edgar Illinois Futuri-
ty３着）の母

シマーリング サンセット Shimmering Sunset：北米４勝，El Paso
Times H２着，Prairie Rose S３着，Hoist Her Flag S３着

五代母ビスパングル Bespangle（77 Dr. Fager）北米１戦。グアダリー Gua-
dery（アスタリタＳ-G2，フリゼットＳ-G1３着）の母
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レッドファルクス
　芦　2011

＊スウェプトオーヴァーボード
　Swept Overboard
　芦　1997

＊エンドスウィープ
＊フォーティナイナー

Broom Dance

Sheer Ice
Cutlass

Hey Dolly A.

ベルモット
　栗　1997

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊レガシーオブストレングス
Affirmed

Katonka

＊ジルズパレス
　Jill's�Palace
　鹿　2013

テイル オブ ザ キャット
　Tale of the Cat
　黒鹿　1994

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

Yarn
Mr. Prospector

Narrate

ジルズ ジェム
　Jill's Gem
　栗　2006

Mineshaft
A.P. Indy

Prospectors Delite

Wilzada
Meadowlake

Hello Moon

� Mr.�Prospector�4D×5S×5D

牡・栗毛
2021年3月11日生
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胸前が発育して腰つきも逞しい身幅のある体形で、膝下が短く
前躯と後躯の均整にも優れているため、抜群の安定性を感じま
す。この弾力に富んだ勇姿はファミリーの血筋由来と言えそう
で、代謝のよさを物語る薄い皮膚やシャープな首つきなど、父
系らしい品格も兼備しています。全身を機敏に伸縮させる走り
には力感と同時に切れもあり、ピッチを刻んで瞬く間に加速す
るダッシュの鋭さからも、スピードを活かした決め手勝負で台
頭することでしょう。環境の変化にも動じない堂々とした気性
も心強く、強者揃いの激戦でも鞍上と意をひとつにレースを組
み立て、持てる力をキッチリ出しきることができそうです。

総額 1,000万円 一口出資額 100,000円【全100口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：白老ファームYearling　■入厩予定：門別・田中淳司厩舎もしくは南関東

ティッカーテープの2195

95

牝・鹿
５/３

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
ワールドエース

�
�
Acatenango

鹿 2009 *マンデラ Mandellicht

�
�
�

ロイヤルアプローズ
�
�
*ワージブ

Royal Applause Flying Melody
*ティッカーテープ アルジャン デュボワ �

�
Silver Hawk

鹿 2001 Argent Du Bois Wiener Wald（8）

ロイヤル アプローズ Royal Applause は英国産，全欧チャンピオンスプリンタ
ー，英９勝，スプリントＣ-G1，ミドル パークＳ-G1。主な産駒：*ティッカーテープ
（アメリカンオークス-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ブルーポイント（キングズ スタン
ドＳ-G1２回，ダイヤモンド ジュビリーＳ-G1），ラガナー（リディア テシオ賞
-G1），アダーイ（ハンガーフォードＳ-G2），フォルモジナ（レイルウェイＳ-G2）

母 *ティッカーテープ Ticker Tape（01 Royal Applause）英国産，英２勝，
Radley S-L３着，北米６勝，アメリカン オークス-G1（芝10Ｆ），クイーン
エリザベス二世チャレンジカップＳ-G1（芝９Ｆ），パッカーアップＳ-G3
（芝９Ｆ），Providencia S-L（芝８Ｆ），Tuzla H-L（芝８Ｆ），China Doll
S-L（芝８Ｆ），デルマーオークス-G1２着，サンゴルゴニオＨ-G2２着，
ミエスクＳ-G3２着，セニョリータＳ-G3２着，ロイヤルヒロインＳ-G3２着，
ウイルシャーＨ-G3２着，Blue Norther S-L２着，メイトリアークＳ-G1３
着，パロマーＢＣＨ-G2３着，マイチャーマーＨ-G3３着，Osunitas H３
着［勝ち距離６Ｆ110Ｙ～10Ｆ］。産駒
ロイヤルディクリー Royal Decree（09 牝 Street Cry）北米２戦。産駒

ウォー ディクリー War Decree（牡 War Front）愛２勝，ダイヤモ
ンドＳ-G3（ＡＷ10Ｆ150Ｙ），英１勝，ヴィンティジＳ-G2（芝７
Ｆ），ハクスリーＳ-G2２着，スーパーラティヴＳ-G2２着。種牡
馬

スキムズ Skims（牝 Frankel）北米２勝，アパラチアンＳ-G2３着，
ワンダーアゲインＳ-G2３着

ノーブルクオリティNoble Quality（牡 Elusive Quality）北米２勝，
English Channel S３着

レイズアップ Raise Up（10 牝 Henrythenavigator）北米２戦。産駒
エンパイアマイスター Empiremeister（騸 Bodemeister）北米３

勝，Ontario County S３着
エンプレスメイカー Empress Maker（11 牝 *エンパイアメーカー）北米２

勝
ティッカーコード（12 牝 栗 Giant's Causeway）３戦。産駒

オータムレッド（牝ワールドエース）２勝，クローバー賞-OP（芝1500
ｍ），アルテミスＳ-G3５着，�

カナテープ（19 牝 鹿ロードカナロア）１勝，�
スカイロケット（20 牡 鹿ジャスタウェイ）未出走

祖母アルジャン デュボワ Argent Du Bois（96 Silver Hawk）仏入着。ブラ
ンド Brando（騸 Pivotal：モーリスドギース賞-G1）の母
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牝・鹿
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�
*サンデーサイレンス

ディープインパクト *ウインドインハーヘア
ワールドエース

�
�
Acatenango

鹿 2009 *マンデラ Mandellicht

�
�
�

ロイヤルアプローズ
�
�
*ワージブ

Royal Applause Flying Melody
*ティッカーテープ アルジャン デュボワ �

�
Silver Hawk

鹿 2001 Argent Du Bois Wiener Wald（8）

ロイヤル アプローズ Royal Applause は英国産，全欧チャンピオンスプリンタ
ー，英９勝，スプリントＣ-G1，ミドル パークＳ-G1。主な産駒：*ティッカーテープ
（アメリカンオークス-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ブルーポイント（キングズ スタン
ドＳ-G1２回，ダイヤモンド ジュビリーＳ-G1），ラガナー（リディア テシオ賞
-G1），アダーイ（ハンガーフォードＳ-G2），フォルモジナ（レイルウェイＳ-G2）

母 *ティッカーテープ Ticker Tape（01 Royal Applause）英国産，英２勝，
Radley S-L３着，北米６勝，アメリカン オークス-G1（芝10Ｆ），クイーン
エリザベス二世チャレンジカップＳ-G1（芝９Ｆ），パッカーアップＳ-G3
（芝９Ｆ），Providencia S-L（芝８Ｆ），Tuzla H-L（芝８Ｆ），China Doll
S-L（芝８Ｆ），デルマーオークス-G1２着，サンゴルゴニオＨ-G2２着，
ミエスクＳ-G3２着，セニョリータＳ-G3２着，ロイヤルヒロインＳ-G3２着，
ウイルシャーＨ-G3２着，Blue Norther S-L２着，メイトリアークＳ-G1３
着，パロマーＢＣＨ-G2３着，マイチャーマーＨ-G3３着，Osunitas H３
着［勝ち距離６Ｆ110Ｙ～10Ｆ］。産駒
ロイヤルディクリー Royal Decree（09 牝 Street Cry）北米２戦。産駒

ウォー ディクリー War Decree（牡 War Front）愛２勝，ダイヤモ
ンドＳ-G3（ＡＷ10Ｆ150Ｙ），英１勝，ヴィンティジＳ-G2（芝７
Ｆ），ハクスリーＳ-G2２着，スーパーラティヴＳ-G2２着。種牡
馬

スキムズ Skims（牝 Frankel）北米２勝，アパラチアンＳ-G2３着，
ワンダーアゲインＳ-G2３着

ノーブルクオリティNoble Quality（牡 Elusive Quality）北米２勝，
English Channel S３着

レイズアップ Raise Up（10 牝 Henrythenavigator）北米２戦。産駒
エンパイアマイスター Empiremeister（騸 Bodemeister）北米３

勝，Ontario County S３着
エンプレスメイカー Empress Maker（11 牝 *エンパイアメーカー）北米２

勝
ティッカーコード（12 牝 栗 Giant's Causeway）３戦。産駒

オータムレッド（牝ワールドエース）２勝，クローバー賞-OP（芝1500
ｍ），アルテミスＳ-G3５着，�

カナテープ（19 牝 鹿ロードカナロア）１勝，�
スカイロケット（20 牡 鹿ジャスタウェイ）未出走

祖母アルジャン デュボワ Argent Du Bois（96 Silver Hawk）仏入着。ブラ
ンド Brando（騸 Pivotal：モーリスドギース賞-G1）の母
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ワールドエース
　鹿　2009

ディープインパクト
　鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊マンデラ
　Mandela
　栗　2000

Acatenango
Surumu

Aggravate

Mandellicht
Be My Guest

Mandelauge

＊ティッカーテープ
　Ticker�Tape
　鹿　2001

ロイヤル アプローズ
　Royal Applause
　鹿　1993

＊ワージブ
＊トライマイベスト

Coryana

Flying Melody
Auction Ring

Whispering Star

アルジャン デュ ボワ
　Argent Du Bois
　鹿　1996

Silver Hawk
Roberto

Gris Vitesse

Wiener Wald
Woodman

Chapel of Dreams

� Hail�to�Reason�5S×5D,�Northern�Dancer�5S×5D×5D

メス・鹿毛
2021年5月3日生
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