
  101 エイシンテンダーの１８   牡 鹿 2018年 2月24日生

ルーラーシップ
鹿  2007

エイシンテンダー
鹿  2002

キングカメハメハ

エアグルーヴ

エイシンサンディ

エイシンララミー(USA)

Kingmambo(USA) 　　２０

マンファス(IRE) ２２－ｄ

トニービン(IRE) １９－ｂ

ダイナカール 　８－ｆ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

エイシンウイザード 　３－ｌ

Time for a Change(USA) 　５－ｆ

Gander Crude(USA) 　２－ｎ

Northern Dancer(CAN) : S5xM5

母：
エイシンテンダー（2002  鹿 エイシンサンディ）3勝, チューリップ賞 Ｇ３（阪神芝1600）, オークス Ｇ１（東京芝2400）4着, 菜の花

賞 ＯＰ（中山芝1200）
エイシンドルチェ（2011 牝 鹿 エイシンデピュティ）出走,［兵庫･高知］11勝
エイシンダーラ（2012 牝 鹿 キングカメハメハ）入着,［兵庫･南関東］2勝
エイシンクウカイ（2014 牡 鹿 ジャングルポケット）出走,［石川･南関東］9勝,現役
ミントグリーン（2015 牝 鹿 エイシンアポロン（USA））入着,［兵庫］1勝,現役

２代母：
エイシンララミー（USA）（1992  鹿 Time for a Change（USA））

エイシンアイノウタ（1996 牝 鹿 サンデーサイレンス（USA））1勝
ブラックウージ（2001 牡 黒鹿 ミシエロ（USA））［北海道･兵庫･高知］12勝
エイシンラブソング（2002 牝 黒鹿 エイシンワシントン（USA））2勝
エイシンアモーレ（2003 牝 鹿 エイシンワシントン（USA））2勝, フィリーズレビュー Ｇ２（阪神芝1400）3着, 阪神ジュベ

ナイルフィリーズ Ｇ１（阪神芝1600）4着, フェニックス賞 ＯＰ（小倉芝1200）, 紅梅Ｓ ＯＰ（京都芝1400）3着
マイネルシーガル（2004 牡 黒鹿 ゼンノエルシド（IRE））4勝, 富士Ｓ ［G3］（東京芝1600）, スプリングＳ ［Jpn2］（中山

芝1800）2着, 京成杯オータムＨ ［G3］（中山芝1600）3着, いちょうＳ ＯＰ（東京芝1600）, ジュニアＣ ＯＰ（中山
芝1600）,［HKG］出走

ハッピーネーション（2006 牝 鹿 アグネスデジタル（USA））1勝,［兵庫･南関東］出走
エーシンアガペー（2007 牝 青 ロージズインメイ（USA））1勝,［石川･兵庫･広島･東海］9勝,福山牝馬特別（福山ダ1600）,マ

イル争覇（福山ダ1600）,摂津盃（園田ダ1700）,兵庫大賞典（園田ダ1870）2着,姫山菊花賞（園田ダ1700）2着,兵庫サ
マークイーン賞（姫路ダ1800）2着etc

トーホウガーベラ（2015 牝 鹿 ハービンジャー（GB））1勝
アルテミシア（2010 牝 鹿 クロフネ（USA））1勝,障害1勝

エイシンベリンダ（2001 牝 鹿 エルコンドルパサー（USA））1勝
ハッピーベリンダ（2011 牝 鹿 アグネスデジタル（USA））2勝
ウインオベロン（2012 牡 黒鹿 カネヒキリ）入着,［兵庫･東海］8勝,オータムＣ（笠松ダ1900）,名港盃（名古屋ダ1900）2着

３代母：
Gander Crude（USA）（1976  鹿 Quack（USA））

Light Crude（USA）（1986 牡 鹿 Fluorescent Light（USA））［USA］4勝,インメモーリアムＳ Ｌ（USA）,ドンレオンＳ Ｌ（US
A）

４代母：
Grey Oil（USA）（1959  芦 Oil Capitol（USA））［USA］3勝

　［子］　Delta Oil（USA）（1969 牡 芦 Delta Judge（USA））［USA］13勝,ハッチソンＳ（USA）3着,種牡馬
５代母：
Roman Risk（USA）（1955  鹿 Roman（USA））

６代母：
Run a Risk（USA）（1946  栗 Count Fleet（USA））［USA］1勝

　［子］　Patty's Song（1957 牝  Spy Song（USA））［USA］6勝,アルシバイアディズＳ（USA）2着
　　　　Hi Greco（1958 牡  Greek Ship（USA））［USA］3勝,サラナクＨ（USA）3着
　［孫］　Gun Song（USA）（1966 牡  Gun Shot（USA））［USA］6勝,ヴェントナーＨ（USA）,ボードウォークＨ（USA）,ベンジャミン

フランクリンＨ（USA）
　　　　Hempens Song（USA）（1969 牝 栗 Hempen（USA））［USA］8勝,マグノリアＳ（USA）,プリンストンＳ（USA）2着,シグ

ネチャーＳ（USA）2着



  102 チーズマヨの１８   牡 栗 2018年 3月 5日生

クリエイター２(USA)
芦  2013

チーズマヨ
鹿  2009

Tapit(USA)

Morena(PER)

シンボリクリスエス(USA)

マルカコマチ

Pulpit(USA) 　２－ｆ

Tap Your Heels(USA) 　３－ｏ

Privately Held(USA) 　８－ｆ

Charytin(PER) 　２－ｏ

Kris S.(USA) １０－ａ

Tee Kay(USA) 　８－ｈ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ナショナルフラッグ ２３－ｂ

Seattle Slew(USA) : S5xM5   Hail to Reason(USA) : M5xM5

母：
チーズマヨ（2009  鹿 シンボリクリスエス（USA））入着,［兵庫］2勝

ハイチーズ（2015 牡 鹿 タートルボウル（IRE））出走,現役,［南関東･東海］1勝
デンコウハピネス（2016 牝 黒鹿 ヘニーヒューズ（USA））2勝,現役
キタノコマチ（2017 牝 黒鹿 タートルボウル（IRE））出走,［北海道］1勝,現役

２代母：
マルカコマチ（1995  鹿 サンデーサイレンス（USA））4勝, 京都牝馬特別 Ｇ３（京都芝1600）, 京阪杯 Ｇ３（京都芝1800）3着, 朝日Ｃ

ｈＣ Ｇ３（阪神芝2000）3着, マーメイドＳ Ｇ３（阪神芝2000）3着, 小倉大賞典 Ｇ３（中京芝1800）3着, カウントダウンＳ Ｏ
Ｐ（阪神芝1600）2着etc

マルカアイチャン（2003 牝 栗 フレンチデピュティ（USA））2勝, つわぶき賞 ５００万下（中京芝1200）
シルバーウエイブ（2009 牡 栗 ジャングルポケット）2勝, 水仙賞 ５００万下（中山芝2200）
セトノフラッパー（2010 牝 栗 タイキシャトル（USA））3勝, 西郷特別 ５００万下（福島芝1800）
シャドウアプローチ（2013 牡 栗 ジャングルポケット）2勝, 朝日杯フューチュリティＳ ［G1］（阪神芝1600）3着, 京王杯

２歳Ｓ ［G2］（東京芝1400）3着, ききょうＳ ＯＰ（阪神芝1400）
アスクデピュティ（2004 牝 栗 フレンチデピュティ（USA））5勝, 白富士Ｓ ［Ｌ］（東京芝2000）3着, 紫苑Ｓ ［Ｌ］（中山芝200

0）3着, ウェルカムＳ １６００万下（東京芝2000）
ミュゼスルタン（2012 牡 鹿 キングカメハメハ）3勝, 新潟２歳Ｓ ［G3］（新潟芝1600）, ＮＨＫマイルＣ ［G1］（東京芝

1600）3着, 青梅特別 １０００万下（東京ダ1600）,種牡馬

３代母：
ナショナルフラッグ（1986  栗 デイクタス（FR））4勝, 阿寒湖特別 ９００万下（札幌芝2000）, 積丹特別 ５００万下（札幌芝2000）, 

青葉城特別 ５００万下（福島芝1800）
インターフラッグ（1993 牡 栗 ノーザンテースト（CAN））8勝, ステイヤーズＳ Ｇ２（中山芝3600）, 札幌日経ＯＰ ＯＰ（札幌芝

2600）, 嵐山Ｓ ＯＰ（京都芝3000）etc,［岩手･山形･熊本］4勝,東北サラ大賞典（上山ダ1800）,みちのく大賞典（盛岡ダ20
00）2着,シアンモア記念（水沢ダ1600）3着,種牡馬

ダイワジアン（1996 牡 栗 ノーザンテースト（CAN））6勝, 中山記念 Ｇ２（中山芝1800）3着, 福島ＴＶＯＰ ＯＰ（福島芝1800）
2着, 白秋Ｓ １６００万下（東京芝1600）, 本栖湖特別 １０００万下（東京芝1800）, アプローズ賞 ９００万下（東京芝16
00）

ラバンディエーラ（2000 牝 栗 サンデーサイレンス（USA））4勝, 摂津特別 １０００万下（阪神芝1600）
ブレークビーツ（2010 セン 鹿 ジャングルポケット）3勝, 日高特別 １０００万下（札幌芝1800）etc,［岩手･兵庫･南関東］

2勝,桂樹杯（盛岡芝1600）,かきつばた賞（盛岡芝2400）,ＯＲＯＣ（盛岡芝1700）2着,かきつばた賞（盛岡芝2400）3着
,ハーベストＣ（盛岡芝1000）3着

フラッグシップ（2002 牝 鹿 サンデーサイレンス（USA））3勝, 福島牝馬Ｓ ［G3］（福島芝1800）2着, 織姫賞 ５００万下（福島
芝1800）

ナショナルホリデー（2004 牝 栗 ダンスインザダーク）3勝, 鳥屋野特別 ５００万下（新潟芝1800）

４代母：
ダイナワールド（1980  栗 ハンターコム（GB））

５代母：
ハニードリーマー（USA）（1973  鹿 Dewan（USA））［USA］入着

　［孫］　アロハドリーム（1993 牡 栗 クリエイター（GB））6勝, 函館記念 Ｇ３（函館芝2000）, 中京記念 Ｇ３（中京芝2000）, 札幌記念
 Ｇ２（札幌芝2000）3着, 新潟大賞典 Ｇ３（新潟芝2000）2着, 新潟大賞典 Ｇ３（新潟芝2000）3着, エイプリルＳ Ｏ
Ｐ（中山芝2000）2着etc

　　　　ユートピア（2000 牡 栗 フォーティナイナー（USA））3勝, ユニコーンＳ Ｇ３（東京ダ1600）etc,［UAE･USA］2勝,ゴドルフィ
ンマイル Ｇ２（UAE）,ウェストチェスターＨ Ｇ３（USA）etc,［岩手･南関東･東海］4勝,マイルＣｈＳ南部杯（中央交
流） Ｇ１（盛岡ダ1600）2回,ダービーＧＰ（中央交流） Ｇ１（盛岡ダ2000）,全日本２歳優駿（中央交流） Ｇ１（川崎ダ
1600）etc



  103 ティンバーランドの１８   牡 芦 2018年 5月 2日生

スウェプトオーヴァーボード(USA)
芦  1997

ティンバーランド
栗  2004

エンドスウィープ(USA)

Sheer Ice(USA)

ティンバーカントリー(USA)

シーセモア

フォーティナイナー(USA) 　１－ｎ

Broom Dance(USA) 　４－ｒ

Cutlass(USA) 　５－ｈ

Hey Dolly A.(USA) 　８－ｆ

Woodman(USA) 　１－ｓ

Fall Aspen(USA) 　４－ｍ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

カイウンテンシ １５－ａ

Mr. Prospector(USA) : S4xM4

母：
ティンバーランド（2004  栗 ティンバーカントリー（USA））［北海道･南関東］4勝,フロイラインＣ（旭川ダ1500）

ケイツーモリガン（2010 牝 栗 タニノギムレット）出走,［東海］1勝
シゲルサヌキ（2011 牝 栗 タニノギムレット）出走,［南関東］1勝
ステファニーラン（2012 牝 鹿 スウェプトオーヴァーボード（USA））［北海道･南関東］6勝,フローラルＣ（中央認定）（門別ダ1

700）,リリーＣ（中央認定）（門別ダ1200）,ヒダカソウＣ（門別ダ1600）2着
ファラオ（2013 牡 鹿 スウェプトオーヴァーボード（USA））［南関東］2勝
シャーロットリン（2014 牝 栗 アサクサキングス）［北海道･高知･南関東］1勝,現役
ノーブルジャーニー（2015 牝 栗 ドリームジャーニー）出走,［高知］2勝,現役
ストーミーラヴ（2017 牝 栗 ヘニーヒューズ（USA））［北海道］2勝,現役

２代母：
シーセモア（1998  鹿 サンデーサイレンス（USA））1勝

スマイルジャック（2005 牡 黒鹿 タニノギムレット）5勝, スプリングＳ ［Jpn2］（中山芝1800）, 日本ダービー ［Jpn1］（東
京芝2400）2着, 安田記念 ［G1］（東京芝1600）3着2回, 東京新聞杯 ［G3］（東京芝1600）, 関屋記念 ［G3］（新潟芝160
0）, マイラーズＣ ［G2］（阪神芝1600）3着etc,［岩手･南関東･東海］出走,種牡馬

ソルスティス（2007 牝 芦 クロフネ（USA））出走
マイネルエアダクス（2011 牡 芦 チチカステナンゴ（FR））出走,［南関東･東海］1勝
ポートカナベラル（2013 牝 鹿 カンパニー）［北海道･東海］1勝,現役
ジェイリー（2017 牝 青鹿 ロージズインメイ（USA））［南関東］1勝,現役

テーオーゼウス（2008 牡 黒鹿 タニノギムレット）1勝,障害1勝,［石川･兵庫･南関東･東海］入着
スマイルゲート（2009 牝 黒鹿 タニノギムレット）1勝,［南関東］出走

ワイルドアクター（2015 牡 鹿 ルーラーシップ）出走,［兵庫･東海］2勝,現役
ダディフィンガー（2016 牡 鹿 ヨハネスブルグ（USA））1勝,現役

アンスーリール（2010 牝 鹿 タニノギムレット）入着,［北海道･兵庫］1勝
マイネルチャンプ（2013 牡 黒鹿 キングカメハメハ）入着,［岩手･南関東］3勝

３代母：
カイウンテンシ（1987  鹿 マルゼンスキー）4勝, 頌春賞 ９００万下（中山ダ1800）, 猪苗代特別 ９００万下（福島ダ1700）, 岩室特別

５００万下（新潟芝1600）
トミケンカイウン（1996 牝 栗 ワカオライデン）［北海道･南関東･東海］2勝

ミノアラシライデン（2005 牡 鹿 フサイチブライアン）［岩手･東海］3勝
エアーメール（1999 牡 鹿 フジキセキ）入着,［岩手･兵庫･南関東］2勝

４代母：
ロマンギヤル（1979  鹿 セントクレスピン（GB））［南関東］出走

　［子］　アエロプラーヌ（1985 牡 鹿 マルゼンスキー）出走,［岩手･南関東･東海］11勝,川崎記念（川崎ダ2000）,ダービーＧＰ（水沢ダ
2000）,東京王冠賞（大井ダ2600）,金盃 ５上ＯＰ（大井ダ2000）2着,帝王賞 ５上（大井ダ2000）3着,ダイヤモンド特
別（名古屋ダ1900）etc,種牡馬

　［孫］　ピンクサイレンス（2004 牝 青鹿 タヤスツヨシ）［北海道･佐賀･熊本］7勝,ル・プランタン賞（佐賀ダ1800）3着,花吹雪賞（佐
賀ダ1800）3着



  104 ベガグレシヤスの１８   牡 鹿 2018年 3月 5日生

キズナ
青鹿 2010

ベガグレシヤス
芦  2007

ディープインパクト

キャットクイル(CAN)

アドマイヤドン

ハヤテグレシャス

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ウインドインハーヘア(IRE) 　２－ｆ

Storm Cat(USA) 　８－ｃ

Pacific Princess(USA) １３－ａ

ティンバーカントリー(USA) 　４－ｍ

ベガ 　９－ｆ

ネヴアーダンス(USA) １０－ａ

ホワイトグレシヤス 　９－ｂ

Northern Dancer(CAN) : S5xM5

母：
ベガグレシヤス（2007  芦 アドマイヤドン）［北海道･広島･南関東］6勝

ブルベアライノ（2014 牡 芦 ロージズインメイ（USA））出走,［南関東］4勝,現役
ビッグマロン（2015 牡 鹿 ショウナンカンプ）［南関東］4勝,現役
ソスピタ（2017 牝 芦 スクリーンヒーロー）入着,現役

２代母：
ハヤテグレシャス（1992  芦 ネヴアーダンス（USA））3勝,［石川･南関東･東海］1勝,東京盃（中央交流）（大井ダ1200）3着,スプリンタ

ーズＣ Ａ級（金沢ダ1500）3着
ツルギフクセント（1998 牝 鹿 スリルシヨー（USA））2勝,［岩手･石川］入着

イクサイトメント（2004 牝 青鹿 キングヘイロー）［北海道･南関東］3勝
シービショップ（2009 牡 黒鹿 バイオマスター（USA））［北海道･高知］2勝
シャンタル（2010 牝 鹿 ホールウォーカー）［南関東］1勝
ランゲツ（2011 牝 鹿 ホールウォーカー）［北海道･南関東］1勝
ヒデトラ（2014 牡 青鹿 アサクサキングス）［佐賀］2勝

ナムラハトル（2001 牝 芦 ジェニュイン）3勝
タマノタカラ（2002 牡 芦 タマモクロス）［佐賀･南関東］4勝
テイエムオオタカ（2008 牡 鹿 ホワイトマズル（GB））5勝, スワンＳ ［G2］（京都芝1400）2着, 京王杯２歳Ｓ ［G2］（東京芝1

400）3着, 函館スプリントＳ ［G3］（函館芝1200）2着, キーンランドＣ ［G3］（札幌芝1200）3着, ファルコンＳ ［G3］
（阪神芝1200）3着, アーリントンＣ ［G3］（阪神芝1600）3着etc

３代母：
ホワイトグレシヤス（1980  芦 ラナーク（GB））

ホワイトメロディ（1990 牝 芦 ダンサーズイメージ（USA））［南関東］2勝

４代母：
モーストグレイシヤス（USA）（1971  栗 Tambourine（USA））

　［孫］　イズミカツリュウ（1996 牡 鹿 グルームダンサー（USA））出走,［石川･高知･北関東･南関東･東海］18勝,中日杯 Ａ級（金沢ダ2
300）,スプリングＣ Ａ級（金沢ダ1900）,高崎皐月賞（高崎ダ2000）,北國王冠 Ａ級（金沢ダ2600）2着,百万石賞 Ａ級
（金沢ダ2300）3着2回,ＪＴＢ賞 Ａ級（金沢ダ2000）2着etc

５代母：
Cordially（USA）（1962  鹿 Ambiorix（FR））［USA］5勝,マザーグースＳ（USA）,デラウェアオークス（USA）2着,ヴァインランドＨ

（USA）2着,デムワゼルＳ（USA）3着
　［子］　Forever Cordial（USA）（1977 牝 黒鹿 Never Bend（USA））［USA］8勝,ゴールデンロッドＳ Ｇ３（USA）2着
　［孫］　Best Game（USA）（1980 牝 黒鹿 Great Above（USA））［USA］12勝,カラーミーブルーＨ Ｌ（USA）
　［曾孫］Makaleha（USA）（1987 牡 鹿 Never Tabled（USA））［USA］10勝,アラミーダンＨ Ｌ（USA）,サンマテアンＨ Ｌ（USA）3

着,ヴァレイホデイＨ Ｌ（USA）3着,スウィーピダＨ Ｌ（USA）3着,ベニカＨ ＬＲ（USA）3着
　　　　Kelly's Landing（USA）（2001 セン 黒鹿 Patton（USA））［UAE･USA］10勝,ドバイゴールデンシャヒーン Ｇ１（UAE）,ミ

スタープロスペクターＨ Ｇ３（USA）,フィーニクスＢＣＳ Ｇ３（USA）,アリスタイディズＨ Ｇ３（USA）,アリスタ
イディズＨ Ｇ３（USA）2着

　　　　Bingham（USA）（2005 セン 鹿 Monarchos（USA））［USA］8勝,コットンフィツシモンズマイルＨ Ｌ（USA）,ポモーナダー
ビー Ｌ（USA）

６代母：
Be Gracious（USA）（1947  栗 Discovery（USA））［USA］10勝

　［孫］　On My Way（USA）（1970 牡 鹿 Laugh Aloud（USA））［USA･GB･ITY･GER･FR］4勝,コンセイユドパリ賞 Ｇ２（FR）,凱旋
門賞 Ｇ１（FR）2着,プランスドランジュ賞 Ｇ３（FR）,サンクルー大賞 Ｇ１（FR）2着,オイロパ賞 Ｇ１（GER）2着,ワ
シントンＤＣ国際 Ｇ１（USA）2着etc



  105 アーベントロートの１８   牡 芦 2018年 3月12日生

クロフネ(USA)
芦  1998

アーベントロート
黒鹿 2009

フレンチデピュティ(USA)

ブルーアヴェニュー(USA)

フジキセキ

ビルアンドクー

Deputy Minister(CAN) １０－ａ

Mitterand(USA) 　４－ｍ

Classic Go Go(USA) 　５－ｆ

Eliza Blue(USA) 　２－ｒ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ミルレーサー(USA) ２２－ｄ

ジェイドロバリー(USA) 　５－ｈ

ユメシバイ １０－ａ

５代までにクロスなし

母：
アーベントロート（2009  黒鹿 フジキセキ）2勝

トワイライトパレス（2016 牝 黒鹿 ベルシャザール）出走,［佐賀］1勝,現役
オット（2017 牡 黒鹿 パイロ（USA））入着,現役

２代母：
ビルアンドクー（1998  鹿 ジェイドロバリー（USA））4勝, ＴＶ山梨杯 １０００万下（東京芝1400）, 高山特別 ５００万下（中京芝18

00）
メジャーフォルム（2012 牝 栗 ダイワメジャー）3勝, おおぞら特別 １０００万下（札幌ダ1000）

３代母：
ユメシバイ（1990  黒鹿 トニービン（IRE））4勝, ターコイズＳ ＯＰ（中山芝1800）3着, 多摩川特別 ９００万下（東京芝1600）, 戎橋特

別 ９００万下（阪神芝1600）
ユメノシルシ（2002 牡 黒鹿 フジキセキ）7勝, 新潟記念 ［G3］（新潟芝2000）, 七夕賞 ［G3］（福島芝2000）3着, 福島ＴＶＯＰ

 ［Ｌ］（福島芝1800）, 湾岸Ｓ １６００万下（中山芝2200）, 潮来特別 １０００万下（中山芝2500）
アイアムドラマ（2003 牡 鹿 アグネスタキオン）1勝,［広島･高知･南関東］4勝,二十四万石賞（高知ダ1900）3着
ショウワモダン（2004 牡 鹿 エアジハード）10勝, 安田記念 ［G1］（東京芝1600）, ダービー卿ＣｈＴ ［G3］（中山芝1600）, 

中山記念 ［G2］（中山芝1800）3着, ディセンバーＳ ［Ｌ］（中山芝1800）, 東風Ｓ ［Ｌ］（中山芝1600）, 福島ＴＶＯＰ ［
Ｌ］（福島芝1800）2着etc

４代母：
ヨドセンリヨウ（1975  黒鹿 エルセンタウロ（ARG））1勝

　［子］　ダイナアドニス（1982 セン 青鹿 ハードツービート（IRE））4勝, 灘Ｓ １４００万下（阪神芝2500）, 睦月賞 ９００万下（京都芝
2400）

　　　　センリョウヤクシャ（1986 牡 鹿 ノーザンテースト（CAN））6勝, 阪急杯 Ｇ３（阪神芝1400）, スワンＳ Ｇ２（京都芝1400）
3着, セントウルＳ Ｇ３（中京芝1200）2着, 阪神３歳Ｓ Ｇ１（阪神芝1600）4着, オパールＳ ＯＰ（京都芝1200）, 陽
春Ｓ ＯＰ（阪神芝1600）etc,種牡馬

　［孫］　アクティブレディー（1988 牝 鹿 ノーザンテースト（CAN））4勝, 乙訓特別 ９００万下（京都芝1800）, すいれん賞 ５００万
下（中京芝2000）

　　　　バラードシンガー（1990 牝 鹿 ノーアテンシヨン（FR））3勝, 野地特別 ５００万下（福島芝2000）, アマリリス賞 ５００万下
（福島芝2000）

　　　　イブキインターハイ（1992 牡 黒鹿 ジェイドロバリー（USA））2勝, 京都４歳特別 Ｇ３（京都芝2000）, 毎日杯 Ｇ３（京都芝2
000）2着, すみれＳ ＯＰ（京都芝2200）3着,［大分］4勝

　　　　シーズグレイス（1993 牝 栗 サンデーサイレンス（USA））3勝, エリザベス女王杯 Ｇ１（京都芝2200）3着, ローズＳ Ｇ２（阪神
芝2000）2着, フェアリーＳ Ｇ３（中山芝1200）2着, 萩Ｓ ＯＰ（京都芝1400）, 芙蓉Ｓ ＯＰ（中山芝1600）,［HKG］
出走,［東海］出走

　［曾孫］プレストロバリー（1995 牡 鹿 ジェイドロバリー（USA））1勝,［佐賀］4勝,吉野ヶ里記念（佐賀ダ1400）2着
　　　　シャドウスケイプ（1999 牡 栗 フォーティナイナー（USA））4勝, 根岸Ｓ Ｇ３（東京ダ1400）, ガーネットＳ Ｇ３（中山ダ120

0）2着, ガーネットＳ Ｇ３（中山ダ1200）3着etc,［北海道･岩手･南関東･東海］1勝,クラスターＣ（中央交流） Ｇ３（
盛岡ダ1200）,東京盃（中央交流） Ｇ２（大井ダ1200）3着,グランシャリオＣ（中央交流） Ｇ３（旭川ダ1600）2着etc

　　　　トーセンシャナオー（2003 牡 栗 サンデーサイレンス（USA））1勝, セントライト記念 Ｇ２（中山芝2200）, プリンシパルＳ
 ＯＰ（東京芝2000）3着, 若葉Ｓ ＯＰ（阪神芝2000）3着,［佐賀］1勝

　　　　ウツミランカスター（2004 牡 鹿 カコイーシーズ（USA））［岩手･南関東］10勝,スパーキングサマーＣ（川崎ダ1600）2着
　　　　アーバンウィナー（2007 牡 黒鹿 タヤスツヨシ）4勝, 札幌２歳Ｓ ［Jpn3］（札幌芝1800）3着, いちょうＳ ［Ｌ］（東京芝160

0）2着

５代母：
リリーオブザナイル（USA）（1966  黒鹿 Never Bend（USA））［USA］1勝

　［子］　アスワン（1979 牡 鹿 ノーザンテースト（CAN））3勝, ＮＨＫ杯（東京芝2000）, 京成杯（中山芝1600）, 弥生賞（中山芝1800）
3着,種牡馬



  106 ニューステップの１８   牡 栗 2018年 4月23日生

フリオーソ
栗  2004

ニューステップ
栗  2009

ブライアンズタイム(USA)

ファーザ(USA)

アドマイヤムーン

プラントオジジアン

Roberto(USA) １２－ｃ

Kelley's Day(USA) 　４－ｒ

Mr. Prospector(USA) １３－ｃ

Baya(USA) 　４－ｎ

エンドスウィープ(USA) 　４－ｒ

マイケイティーズ 　７－ｆ

オジジアン(USA) １６－ａ

キクカローバート(USA) ２２－ｂ

Roberto(USA) : S3xM4   Mr. Prospector(USA) : S3xM5   Nashua(USA) : S5xS5

母：
ニューステップ（2009  栗 アドマイヤムーン）出走

ツルガオウ（2014 牡 栗 パイロ（USA））［南関東］2勝,現役
ローズドラノエル（2017 牝 栗 ナカヤマフェスタ）現役

２代母：
プラントオジジアン（1999  栗 オジジアン（USA））出走,［兵庫］出走

サンツェッペリン（2004 牡 鹿 テンビー（GB））2勝, 皐月賞 ［Jpn1］（中山芝2000）2着, 京成杯 ［Jpn3］（中山芝2000）, 日本
ダービー ［Jpn1］（東京芝2400）4着, ホープフルＳ ＯＰ（中山芝2000）2着,［北海道］入着

プッシュ（2008 牝 栗 ネオユニヴァース）出走
トウケイフクキタル（2013 牡 栗 グラスワンダー（USA））1勝

シギル（2010 牝 鹿 アドマイヤムーン）出走,［北海道･南関東］出走
コスモミローディア（2016 牡 黒鹿 ダノンバラード）1勝,現役

トウケイダンディ（2013 牡 栗 ロージズインメイ（USA））1勝,［兵庫］1勝

３代母：
キクカローバート（USA）（1987  栗 Roberto（USA））1勝

キクカグローバル（1996 牝 鹿 マルゼンスキー）
キクカアジュディ（2000 牝 鹿 アジュディケーティング（USA））1勝,［兵庫･南関東］2勝
キクカネイチャ（2001 牡 黒鹿 リンドシェーバー（USA））2勝,［南関東］出走
キクカラヴリイ（2004 牝 鹿 マイネルラヴ（USA））2勝, 鹿屋特別 ５００万下（小倉芝1700）
キクカタキシード（2007 牡 栗 ブラックタキシード）3勝, 鳴滝特別 １０００万下（京都芝2200）,［東海］入着

４代母：
Old Grenada（USA）（1972  栗 Pronto（ARG））［USA］3勝

　［子］　Main Top（USA）（1979 牡 栗 Good Counsel（USA））［USA］8勝,ジャイプールＳ Ｌ（USA）2着
　　　　Old Exclusive（USA）（1985 牡 鹿 His Majesty（USA））［USA］5勝,エルカホンＳ ＬＲ（USA）
　［孫］　Trotulio（USA）（1991 牡 芦 Marfa（USA））1勝,ラサロＳバレラ賞2着
　　　　Cherokee Prince（USA）（2000 セン 黒鹿 Cherokee Run（USA））［USA］10勝,インデペンデンスデイＳ Ｌ（USA）2回

,レイバーデイＳ Ｌ（USA）
　［曾孫］King of Scat（USA）（1996 牡 栗 Eastern Echo（USA））［USA］4勝,サウスウェストＳ Ｇ３（USA）3着,レミントンフュチ

ュリティ Ｌ（USA）

５代母：
Fiorita（USA）（1963  栗 Princequillo（IRE））

　［子］　Villager（USA）（1967 牡 栗 シヤトーゲイ（USA））［USA］6勝,クリーヴランドゴールドＣ（USA）
　　　　Liberal（USA）（1973 牡 栗 Arts and Letters（USA））［USA］7勝,ガヴァナーズＣ Ｌ（USA）3着
　　　　Nophe（USA）（1981 牝 黒鹿 Super Concorde（USA））［GB･GER］1勝,ツークンフツレネン Ｇ２（GER）3着,チェリーヒント

ンＳ Ｇ３（GB）2着
　［孫］　キョウエイエール（1987 牡 栗 ホープフリーオン（USA））3勝, 寒狭川特別 ９００万下（中京芝2500）, 勝山城特別 ５００万下

（小倉芝2000）,［新潟］1勝,迎春賞 Ａ１（・新潟ダ1800）3着

６代母：
Olympia Dell（USA）（1953  栗 Olympia（USA））［USA］6勝,ミスウッドフォードＳ（USA）

　［孫］　Lianga（USA）（1971 牝 芦 ダンサーズイメージ（USA））［GB･FR］11勝,ジャックルマロワ賞 Ｇ１（FR）,ロベールパパン賞
 Ｇ１（FR）,ジュライＣ Ｇ２（GB）,ヘイドックスプリントＣ Ｇ２（GB）,アベイドロンシャン賞 Ｇ２（FR）,モーリス
ドゲースト賞 Ｇ３（FR）etc

　　　　Diamonds Are Trump（USA）（1975 牡 黒鹿 Bold Bidder（USA））［IRE･GB］4勝,愛ナショナルＳ Ｇ２（IRE）,ホワイト
ホールＳ Ｇ３（IRE）2着,タイロスＳ Ｌ（IRE）2着,ユーガルＳ Ｌ（IRE）3着,種牡馬



  107 フェールクークーの１８   牡 栗 2018年 5月 6日生

プリサイスエンド(USA)
黒鹿 1997

フェールクークー
栗  2005

エンドスウィープ(USA)

Precisely(USA)

アラムシャー(IRE)

ウッディークー

フォーティナイナー(USA) 　１－ｎ

Broom Dance(USA) 　４－ｒ

Summing(USA) 　１－ｇ

Crisp 'n Clear(USA) ２１－ａ

Key of Luck(USA) 　１－ｎ

Alaiyda(USA) 　９－ｃ

Woodman(USA) 　１－ｓ

ブリズントゥアウィン(CAN) 　４－ｒ

Mr. Prospector(USA) : S4xM4

母：
フェールクークー（2005  栗 アラムシャー（IRE））1勝,［東海］2勝

ポワソンダブリル（2012 牡 栗 メイショウボーラー）出走,［南関東］2勝
タリズマ（2014 牡 青鹿 アドマイヤマックス）出走,［岩手］2勝
フェールデュビアン（2015 牝 鹿 ディープブリランテ）1勝,現役
ラインカリーナ（2016 牝 栃栗 パイロ（USA））2勝,現役, 伏竜Ｓ ＯＰ（中山ダ1800）3着, くすのき賞 ５００万下（小倉ダ1700）

,［北海道･南関東］1勝,関東オークス（中央交流） ［Jpn2］（川崎ダ2100）,ブリーダーズＧＣ（中央交流） ［Jpn3］（門別
ダ2000）3着

フェールアシュバル（2017 牝 栗 トゥザグローリー）出走,現役

２代母：
ウッディークー（1995  栗 Woodman（USA））1勝

ゴッドヘイロー（2000 牡 青鹿 ジョリーズヘイロー（USA））4勝, 栗東Ｓ ［Ｌ］（京都ダ1200）2着, 大和特別 １０００万下（京都
ダ1400）, 高田城特別 ５００万下（新潟ダ1200）, 大内宿特別 ５００万下（福島ダ1150）,［兵庫･南関東･東海］3勝

ビヨンドザムーン（2003 牡 栗 デザートキング（IRE））1勝
フォレストルーラー（2006 牡 鹿 コマンダーインチーフ（GB））2勝,［東海］入着
ブランダムール（2009 牝 栗 アドマイヤコジーン）5勝, カンナＳ ＯＰ（中山芝1200）2着, ＵＨＢ賞 ＯＰ（札幌芝1200）3着, Ｔ

Ｖｈ杯 １６００万下（函館芝1200）, 道新スポ杯 １０００万下（函館芝1200）, 基坂特別 ５００万下（函館芝1200）, 十勝
岳特別 ５００万下（札幌芝1200）

３代母：
ブリズントゥアウィン（CAN）（1988  栗 Briartic（CAN））［USA］4勝

ベリーリーズナブル（1997 牝 栗 マイニング（USA））1勝,［新潟･南関東･東海］入着
ディペンドオンユー（1998 牝 栗 オジジアン（USA））2勝

ウィッシュアウェイ（2005 牡 鹿 ジョリーズヘイロー（USA））1勝
ラシーク（2009 牝 鹿 スタチューオブリバティ（USA））3勝,［北海道･南関東］出走

ストームガスト（2016 牡 黒鹿 シニスターミニスター（USA））1勝,現役
マイティーコスモス（1999 牝 栗 エルハーブ（USA））1勝,［南関東］入着
ジェネスサンダー（2000 牡 芦 ブラックタイアフェアー（IRE））2勝,［北海道･岩手･南関東］出走
プレミアシチー（2002 牡 栗 トワイニング（USA））1勝
タキオンシチー（2003 牡 栗 アグネスタキオン）1勝,［北海道･東海］1勝

４代母：
Reasonable Win（CAN）（1972  黒鹿 Winisteo（CAN））［USA］20勝,ヴェイグランシーＨ Ｇ３（USA）2着,カナディアンオーク

ス Ｌ（USA）,マーサワシントンＨ Ｌ（USA）2着
　［子］　Stormy Gladiator（CAN）（1986 セン 栗 Great Gladiator（USA））［USA］12勝,オータムＨ Ｌ（USA）,ダラムＣ Ｌ（USA

）2着,ホロミーターＳ Ｌ（USA）3着,キンガーヴィーＳ ＬＲ（USA）3着
　　　　Parental Pressure（CAN）（1991 牡 栗 Regal Classic（CAN））［USA］14勝,アケダクトＨ Ｇ３（USA）2着,ダラムＣ Ｇ

３（USA）3着,ボールドヴェンチャーＳ Ｌ（USA）,カーネルマクラフリンＨ Ｌ（USA）2着,タンパベイダービー Ｌ（U
SA）3着

５代母：
Reasonable Wife（CAN）（1968  鹿 Reasonably Fair）

　［曾孫］Road Rush（CAN）（1991 牡 鹿 Broad Brush（USA））［USA］4勝,グレイＳ Ｇ３（USA）
　　　　Falkenburg（USA）（1995 セン 鹿 Storm Bird（CAN））［USA］5勝,フランクＪフランシスメモリアルダッシュ Ｇ１（USA

）3着,ポーモノクＨ Ｌ（USA）
　　　　ウォーターポラリス（USA）（1997 牝 芦 El Prado（IRE））1勝, フェアリーＳ Ｇ３（中山芝1200）2着, フローラＳ ＯＰ（中山

芝1200）3着



  108 テンザンコノハナの１８   牡 黒鹿 2018年 4月 1日生

キンシャサノキセキ(AUS)
鹿  2003

テンザンコノハナ
鹿  2004

フジキセキ

ケルトシャーン(USA)

カリズマティック(USA)

テンザンユタカ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ミルレーサー(USA) ２２－ｄ

Pleasant Colony(USA) 　５－ａ

Featherhill(FR) 　　１４

Summer Squall(USA) 　３－ｌ

Bali Babe(USA) １０－ａ

サクラユタカオー １１－ｃ

ロツクターキ １９－ｃ

Northern Dancer(CAN) : S5xM5

母：
テンザンコノハナ（2004  鹿 カリズマティック（USA））4勝

エンプレスペスカ（2011 牝 青鹿 ブライアンズタイム（USA））入着,［兵庫･東海］3勝
ビクトリアペスカ（2014 牝 鹿 タニノギムレット）出走,［佐賀］入着,現役
メイショウテンモン（2015 牡 栗 ディープブリランテ）1勝,現役
メイショウタオ（2017 牡 黒鹿 フェノーメノ）出走,現役

２代母：
テンザンユタカ（1991  鹿 サクラユタカオー）5勝, 愛知杯 Ｇ３（中京芝2000）, サファイヤＳ Ｇ３（中京芝2000）, 紅梅賞 ＯＰ（阪神

芝1200）
テンザンウタゲ（1999 牡 栗 エルハーブ（USA））入着,［兵庫］6勝
スティルヘブン（2007 牝 鹿 チーフベアハート（CAN））

グランデコマンド（2012 牡 鹿 ダンディコマンド）入着,［佐賀］1勝
テンザンノハナ（2009 牝 栗 ティンバーカントリー（USA））［佐賀･熊本］3勝

３代母：
ロツクターキ（1976  鹿 チヤイナロツク（GB））1勝

アストロキング（1981 牡 鹿 アローエクスプレス）2勝
イシダワイルド（1982 牝 鹿 フアバージ（FR））2勝

サステン（1989 牡 栗 ホツトスパーク（IRE））［山形･大分］3勝
イシダグローリー（1991 牡 黒鹿 オグリイチバン）［東海］3勝
アンダーテイカ（1992 牡 黒鹿 ダイゼンシルバー）［北関東］2勝
マウントチグサ（1994 牝 鹿 テユーター（USA））［石川･北関東］4勝
サカモトデクター（1995 牡 黒鹿 ノーザンディクテイター（USA））［岩手］1勝
ベストパラダイス（1996 牡 栗 アスワン）［南関東］1勝

イシダアスカ（1984 牡 鹿 リイフオー（GB））2勝,［北海道･高知］入着
テンザンダンス（1990 牝 栗 ナグルスキー（CAN））2勝, 唐津特別 ５００万下（小倉ダ1700）

４代母：
ターキ（1968  鹿 ソロナウエー（IRE））出走

　［子］　ミネ（1972 牝 鹿 ヴエンチア（GB））4勝, 支笏特別 ６００万下（札幌ダ1800）

５代母：
アクーステイクス（IRE）（1957  栗 Whistler（GB））［GB］1勝

　［子］　アカギドル（1964 牡 栗 ダイハード（GB））6勝, 鳴尾記念（京都芝2400）2着, デイリー杯３歳Ｓ（京都芝1600）2着, 短距離特別
７００万下（京都芝1400）, ムーンライトＨ ３５０万下（阪神芝1900）, 紅葉盃 １００万下（京都芝1400）,［北関東
］入着

６代母：
Pink Shell（GB）（1952  鹿 Pink Flower（GB））

　［孫］　マウントフアイヤー（1968 牡 栗 ソロナウエー（IRE））4勝, 犬吠岬特別 ６００万下（中山芝1600）, 秋分賞 ４００万下（中山
芝1200）,［北関東］12勝,宇都宮記念（宇都宮ダ2000）,高崎大賞典（高崎ダ2000）

　　　　ハーバーチケツト（1971 牡 黒鹿 ロムルス（GB））2勝, ＮＨＫ杯（東京芝2000）3着, アルメリア賞 ２００万下（中山芝1600）



  109 プリンセスルーシーの１８   牡 鹿 2018年 2月27日生

ダイワメジャー
栗  2001

プリンセスルーシー(IRE)
鹿  2010

サンデーサイレンス(USA)

スカーレットブーケ

Strategic Prince(GB)

Leala(IRE)

Halo(USA) 　２－ｄ

Wishing Well(USA) 　３－ｅ

ノーザンテースト(CAN) １４－ｃ

スカーレツトインク(USA) 　４－ｄ

Dansili(GB) 　　１１

Ausherra(USA) 　２－ｉ

Montjeu(IRE) 　１－ｕ

Silver Bubble(USA) 　５－ｇ

Northern Dancer(CAN) : S4xM5

母：
プリンセスルーシー（IRE）（2010  鹿 Strategic Prince（GB））［IRE］入着

カーティバル（2015 牝 鹿 ロードカナロア）1勝,［岩手］出走
モノディアロゴス（2016 牡 鹿 ロードカナロア）1勝
ピュリフィアン（2017 牝 鹿 ダイワメジャー）現役

２代母：
Leala（IRE）（2002  鹿 Montjeu（IRE））

Obviously（IRE）（2008 セン 鹿 Choisir（AUS））［IRE･USA･CAN］13勝,ＢＣターフスプリント Ｇ１（USA）,シューメイカー
マイルＳ Ｇ１（USA）2回,アメリカンＨ Ｇ２（USA）,デルマーマイルＨ Ｇ２（USA）2回,アロヨセコマイル Ｇ２（USA）,ポ
ーカーＳ Ｇ３（USA）etc

３代母：
Silver Bubble（USA）（1993  黒鹿 Silver Hawk（USA））

Silver Solver（IRE）（1999 牡 鹿 アントレプレナー（GB））［UAE･FR］2勝

４代母：
Strait Lane（USA）（1974  黒鹿 Chieftain（USA））

　［子］　シルバーレーン（USA）（1985 牝 黒鹿 Silver Hawk（USA））［IRE･USA･GB･FR］3勝,愛オークス Ｇ１（IRE）3着,グロット賞
 Ｇ３（FR）,ラクープドメゾンラフィット Ｇ３（FR）2着,コリーダ賞 Ｇ３（FR）2着,ペピニエール賞 Ｌ（FR）2着,トゥ
ーレル賞 Ｌ（FR）2着

　　　　ホークスター（USA）（1986 牡 黒鹿 Silver Hawk（USA））出走,［USA］6勝,オークトリー招待Ｈ Ｇ１（USA）,セクレタリアト
Ｓ Ｇ１（USA）,ノーフォークＳ Ｇ１（USA）,デルマーダービー Ｇ２（USA）,ハリウッドターフＨ Ｇ１（USA）2着,サ
ンルイスレイＳ Ｇ１（USA）2着etc,種牡馬

　　　　Silver Kite（USA）（1989 牡 黒鹿 Silver Hawk（USA））［USA･FR］5勝,サラマンドル賞 Ｇ１（FR）3着,グレフュール賞 Ｇ
２（FR）3着,サンパトリック賞 Ｌ（FR）,ヤコウレフ賞 Ｌ（FR）,アラドゥラユードリー賞 Ｌ（FR）2着,種牡馬

　［孫］　Starmaniac（USA）（1993 牡 黒鹿 Septieme Ciel（USA））［USA･FR］4勝,２歳クリテリヨム Ｇ２（FR）2着,エクリプス賞 
Ｇ３（FR）2着,ポンヌフ賞 Ｌ（FR）2着,ポンタルム賞 Ｌ（FR）2着,アラドゥラユードリー賞 Ｌ（FR）2着

　　　　ブラックホーク（GB）（1994 牡 鹿 Nureyev（USA））9勝, 安田記念 Ｇ１（東京芝1600）, スプリンターズＳ Ｇ１（中山芝120
0）, スワンＳ Ｇ２（京都芝1400）, 阪急杯 Ｇ３（阪神芝1200）, ダービー卿ＣｈＴ Ｇ３（中山芝1600）, 高松宮記念
 Ｇ１（中京芝1200）2着etc,種牡馬

　　　　ミュージックホーク（USA）（2001 牡 栗 Silver Hawk（USA））4勝, 函館２歳Ｓ Ｇ３（函館芝1200）3着, ジューンＳ １６００
万下（東京芝2000）, 有松特別 １０００万下（中京芝1800）, 筑前特別 ５００万下（小倉芝1800）

　　　　ピンクカメオ（2004 牝 鹿 フレンチデピュティ（USA））4勝, ＮＨＫマイルＣ ［Jpn1］（東京芝1600）, オークス ［Jpn1］（東
京芝2400）5着, 中山牝馬Ｓ ［G3］（中山芝1800）2着, 菜の花賞 ＯＰ（中山芝1600）, マリーゴールド賞 ＯＰ（新潟
芝1400）2着, くるみ賞 ５００万下（東京芝1400）,［南関東］出走

　　　　カウアイレーン（2006 牝 黒鹿 キングカメハメハ）5勝, クイーンＳ ［G3］（札幌芝1800）3着, ターコイズＳ ［Ｌ］（中山芝1
600）, 東京スマイルプレミアム １６００万下（東京芝1600）

　［曾孫］マルターズホーク（USA）（1997 牡 鹿 サザンヘイロー（USA））6勝, 共同通信杯４歳Ｓ Ｇ３（東京芝1800）3着, 福島民報杯
ＯＰ（福島芝1200）3着, ＮＳＴＯＰ ＯＰ（新潟芝1400）3着, 駿風Ｓ ＯＰ（新潟芝1000）3着2回, ＴＶ愛知ＯＰ ＯＰ

（中京芝1200）3着, 春望Ｓ １６００万下（中山ダ1200）etc
　　　　シベリアンホーク（USA）（2000 牡 鹿 スピニングワールド（USA））4勝, 京成杯オータムＨ Ｇ３（中山芝1600）2着, キャピ

タルＳ ＯＰ（東京芝1600）, 福島ＴＶＯＰ ＯＰ（福島芝1800）2着, エーデルワイスＳ １０００万下（東京芝1600）
, きんせんか賞 ５００万下（中山芝1200）,［北関東］出走,種牡馬

　　　　Pre Eminence（AUS）（2005 セン 鹿 Encosta De Lago（AUS））［AUS］3勝,ＭＶＲＣアリスタークラークＳ Ｇ２（AUS）
,ＭＲＣノーマンロビンソンＳ Ｇ３（AUS）,ヴィクトリアダービー Ｇ１（AUS）3着

　　　　ステイフーリッシュ（2015 牡 鹿 ステイゴールド）2勝,現役, 京都新聞杯 ［G2］（京都芝2200）, ホープフルＳ ［G1］（中山
芝2000）3着, 京都記念 ［G2］（京都芝2200）2着, 福島記念 ［G3］（福島芝2000）2着, 中山金杯 ［G3］（中山芝20
00）2着, 函館記念 ［G3］（函館芝2000）3着etc



  110 オボロヅキの１８   牡 栗 2018年 3月 4日生

サウスヴィグラス(USA)
栗  1996

オボロヅキ
栗  2005

エンドスウィープ(USA)

ダーケストスター(USA)

カリズマティック(USA)

アイチェックユー(USA)

フォーティナイナー(USA) 　１－ｎ

Broom Dance(USA) 　４－ｒ

Star de Naskra(USA) １０－ｂ

Minnie Riperton(USA) 　５－ｇ

Summer Squall(USA) 　３－ｌ

Bali Babe(USA) １０－ａ

Miswaki(USA) １６－ｇ

ジョーンズギフト(GB) １６－ｃ

Mr. Prospector(USA) : S4xM4   Northern Dancer(CAN) : S5xM5

母：
オボロヅキ（2005  栗 カリズマティック（USA））出走,［南関東］2勝

ウルフマン（2011 牡 栗 スマートボーイ）［北海道･南関東］3勝
ラブミークン（2012 牡 栗 サウスヴィグラス（USA））3勝, コスモス賞 ＯＰ（札幌芝1800）3着,［南関東･東海］5勝,現役
サムバディトゥラブ（2013 牝 鹿 スマートボーイ）［北海道･東海］3勝
ジュンアイノキミ（2014 牝 鹿 セイントアレックス（USA））［北海道･南関東］3勝,ブロッサムＣ（中央認定）（門別ダ1600）,フ

ローラルＣ（中央認定）（門別ダ1600）2着
ロトヴィーナス（2015 牝 栗 サウスヴィグラス（USA））出走,［佐賀･南関東］8勝,現役
クツシタヌゲタ（2016 牡 栗 サウスヴィグラス（USA））［南関東］1勝,現役
キクノヴィゴ（2017 牡 栗 サウスヴィグラス（USA））出走,現役

２代母：
アイチェックユー（USA）（1997  鹿 Miswaki（USA））3勝

イチゴイチエ（2004 牝 黒鹿 マンハッタンカフェ）3勝
ダイシンサンダー（2011 牡 鹿 アドマイヤムーン）5勝,現役, 米子Ｓ ［Ｌ］（阪神芝1600）3着, 鞍馬Ｓ ＯＰ（京都芝1200）

3着, 錦Ｓ １６００万下（京都芝1600）, 下鴨Ｓ １６００万下（京都芝2000）, 北大路特別 １０００万下（京都芝200
0）, 豊川特別 ５００万下（中京芝1600）

３代母：
ジョーンズギフト（GB）（1990  鹿 デュラブ（USA））［GB］出走

Tomori（USA）（1999 牝 栗 ロイヤルアカデミー２（USA））［ITY･GER］1勝,独ダービー Ｇ１（GER）3着,ヘンケルレネン Ｇ２
（GER）2着,リディアテシオ賞 Ｇ２（ITY）3着,ドイツ統一賞 Ｇ３（GER）3着

４代母：
アグサン（IRE）（1985  青 Lord Gayle（USA））［GB］入着

　［子］　ビワハイジ（1993 牝 青鹿 Caerleon（USA））4勝, 阪神３歳牝馬Ｓ Ｇ１（阪神芝1600）, 京都牝馬特別 Ｇ３（京都芝1600）, 札幌
３歳Ｓ Ｇ３（札幌芝1200）, チューリップ賞 Ｇ３（阪神芝1600）2着,（1995）最優秀２歳牝馬

　［孫］　アドマイヤジャパン（2002 牡 栗 サンデーサイレンス（USA））2勝, 菊花賞 Ｇ１（京都芝3000）2着, 皐月賞 Ｇ１（中山芝200
0）3着, 京成杯 Ｇ３（中山芝2000）, 弥生賞 Ｇ２（中山芝2000）2着, Ｒたんぱ杯２歳Ｓ Ｇ３（阪神芝2000）3着,種牡
馬

　　　　アドマイヤオーラ（2004 牡 鹿 アグネスタキオン）4勝, 弥生賞 ［Jpn2］（中山芝2000）, 京都記念 ［G2］（京都芝2200）, 日
本ダービー ［Jpn1］（東京芝2400）3着, シンザン記念 ［Jpn3］（京都芝1600）, 皐月賞 ［Jpn1］（中山芝2000）4
着, 京都金杯 ［G3］（京都芝1600）2着etc,［UAE］出走,種牡馬

　　　　ブエナビスタ（2006 牝 黒鹿 スペシャルウィーク）9勝, ジャパンＣ ［G1］（東京芝2400）, オークス ［Jpn1］（東京芝2400
）, 桜花賞 ［Jpn1］（阪神芝1600）, 天皇賞（秋） ［G1］（東京芝2000）, 阪神ジュベナイルフィリーズ ［Jpn1］（阪
神芝1600）, ヴィクトリアマイル ［G1］（東京芝1600）etc,［UAE］入着,（2008）最優秀２歳牝馬,（2009）最優秀３
歳牝馬,（2010）年度代表馬,（2010）最優秀４歳以上牝馬,（2011）最優秀４歳以上牝馬

　　　　トーセンレーヴ（2008 牡 鹿 ディープインパクト）8勝, エプソムＣ ［G3］（東京芝1800）, 青葉賞 ［G2］（東京芝2400）3着
, 毎日杯 ［G3］（阪神芝1800）3着, ディセンバーＳ ［Ｌ］（中山芝2000）, アンドロメダＳ ［Ｌ］（京都芝2000）, ア
イルランドＴ ［Ｌ］（東京芝2000）etc,種牡馬

　　　　ジョワドヴィーヴル（2009 牝 鹿 ディープインパクト）2勝, 阪神ジュベナイルフィリーズ ［G1］（阪神芝1600）, チューリ
ップ賞 ［G3］（阪神芝1600）3着, ヴィクトリアマイル ［G1］（東京芝1600）4着,（2011）最優秀２歳牝馬

　　　　サングレアル（2011 牝 青鹿 ゼンノロブロイ）2勝, フローラＳ ［G2］（東京芝2000）, 秋華賞 ［G1］（京都芝2000）5着
　［曾孫］ヨザクラチグサ（2007 牝 黒鹿 プリサイスエンド（USA））［広島･東海］入着,プリンセス特別（笠松ダ1400）2着,ジュニアクラ

ウン（笠松ダ1400）2着
　　　　ロッテンマイヤー（2013 牝 鹿 クロフネ（USA））3勝, クイーンＣ ［G3］（東京芝1600）3着, 忘れな草賞 ［ＬＲ］（阪神芝20

00）
　　　　アーデルワイゼ（2015 牝 青鹿 エイシンフラッシュ）2勝,現役, もみじＳ ＯＰ（京都芝1400）2着



  111 ナショナルホリデーの１８   牡 栗 2018年 3月13日生

スクリーンヒーロー
栗  2004

ナショナルホリデー
栗  2004

グラスワンダー(USA)

ランニングヒロイン

ダンスインザダーク

ナショナルフラッグ

Silver Hawk(USA) ２１－ａ

Ameriflora(USA) １２－ｃ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ダイナアクトレス 　１－ｓ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ダンシングキイ(USA) 　　　７

デイクタス(FR) １６－ｄ

ダイナワールド ２３－ｂ

サンデーサイレンス(USA) : S3xM3   Hail to Reason(USA) : S5xS5xM5   Northern Dancer(CAN) : S5xS5xM5

母：
ナショナルホリデー（2004  栗 ダンスインザダーク）3勝, 鳥屋野特別 ５００万下（新潟芝1800）

フロールシータ（2011 牝 栗 エアジハード）1勝,［北海道･岩手･兵庫］1勝
マルカベッカム（2013 牡 鹿 ワークフォース（GB））1勝
ナショナルアンセム（2017 牝 鹿 ロードカナロア）現役

２代母：
ナショナルフラッグ（1986  栗 デイクタス（FR））4勝, 阿寒湖特別 ９００万下（札幌芝2000）, 積丹特別 ５００万下（札幌芝2000）, 

青葉城特別 ５００万下（福島芝1800）
インターフラッグ（1993 牡 栗 ノーザンテースト（CAN））8勝, ステイヤーズＳ Ｇ２（中山芝3600）, 札幌日経ＯＰ ＯＰ（札幌芝

2600）, 嵐山Ｓ ＯＰ（京都芝3000）etc,［岩手･山形･熊本］4勝,東北サラ大賞典（上山ダ1800）,みちのく大賞典（盛岡ダ20
00）2着,シアンモア記念（水沢ダ1600）3着,種牡馬

マルカコマチ（1995 牝 鹿 サンデーサイレンス（USA））4勝, 京都牝馬特別 Ｇ３（京都芝1600）, 京阪杯 Ｇ３（京都芝1800）3着
, 朝日ＣｈＣ Ｇ３（阪神芝2000）3着, マーメイドＳ Ｇ３（阪神芝2000）3着, 小倉大賞典 Ｇ３（中京芝1800）3着, カウン
トダウンＳ ＯＰ（阪神芝1600）2着etc

マルカアイチャン（2003 牝 栗 フレンチデピュティ（USA））2勝, つわぶき賞 ５００万下（中京芝1200）
シルバーウエイブ（2009 牡 栗 ジャングルポケット）2勝, 水仙賞 ５００万下（中山芝2200）
セトノフラッパー（2010 牝 栗 タイキシャトル（USA））3勝, 西郷特別 ５００万下（福島芝1800）
シャドウアプローチ（2013 牡 栗 ジャングルポケット）2勝, 朝日杯フューチュリティＳ ［G1］（阪神芝1600）3着, 

京王杯２歳Ｓ ［G2］（東京芝1400）3着, ききょうＳ ＯＰ（阪神芝1400）
アスクデピュティ（2004 牝 栗 フレンチデピュティ（USA））5勝, 白富士Ｓ ［Ｌ］（東京芝2000）3着, 紫苑Ｓ ［Ｌ］（中山芝

2000）3着, ウェルカムＳ １６００万下（東京芝2000）
ミュゼスルタン（2012 牡 鹿 キングカメハメハ）3勝, 新潟２歳Ｓ ［G3］（新潟芝1600）, ＮＨＫマイルＣ ［G1］（東

京芝1600）3着, 青梅特別 １０００万下（東京ダ1600）,種牡馬
ダイワジアン（1996 牡 栗 ノーザンテースト（CAN））6勝, 中山記念 Ｇ２（中山芝1800）3着, 福島ＴＶＯＰ ＯＰ（福島芝1800）

2着, 白秋Ｓ １６００万下（東京芝1600）, 本栖湖特別 １０００万下（東京芝1800）, アプローズ賞 ９００万下（東京芝16
00）

ラバンディエーラ（2000 牝 栗 サンデーサイレンス（USA））4勝, 摂津特別 １０００万下（阪神芝1600）
ブレークビーツ（2010 セン 鹿 ジャングルポケット）3勝, 日高特別 １０００万下（札幌芝1800）etc,［岩手･兵庫･南関東］

2勝,桂樹杯（盛岡芝1600）,かきつばた賞（盛岡芝2400）,ＯＲＯＣ（盛岡芝1700）2着,かきつばた賞（盛岡芝2400）3着
,ハーベストＣ（盛岡芝1000）3着

フラッグシップ（2002 牝 鹿 サンデーサイレンス（USA））3勝, 福島牝馬Ｓ ［G3］（福島芝1800）2着, 織姫賞 ５００万下（福島
芝1800）

３代母：
ダイナワールド（1980  栗 ハンターコム（GB））

モブハンター（1989 牡 栗 マツチレススピード）入着,［南関東］3勝

４代母：
ハニードリーマー（USA）（1973  鹿 Dewan（USA））［USA］入着

　［孫］　アロハドリーム（1993 牡 栗 クリエイター（GB））6勝, 函館記念 Ｇ３（函館芝2000）, 中京記念 Ｇ３（中京芝2000）, 札幌記念
 Ｇ２（札幌芝2000）3着, 新潟大賞典 Ｇ３（新潟芝2000）2着, 新潟大賞典 Ｇ３（新潟芝2000）3着, エイプリルＳ Ｏ
Ｐ（中山芝2000）2着etc

　　　　メイプルシロップ（1994 牝 栗 ヘクタープロテクター（USA））3勝, ローズＳ Ｇ２（阪神芝2000）2着, 西部日刊スポ杯 ９００
万下（小倉芝2000）, 対馬特別 ５００万下（小倉芝1800）

　　　　ユートピア（2000 牡 栗 フォーティナイナー（USA））3勝, ユニコーンＳ Ｇ３（東京ダ1600）etc,［UAE･USA］2勝,ゴドルフィ
ンマイル Ｇ２（UAE）,ウェストチェスターＨ Ｇ３（USA）etc,［岩手･南関東･東海］4勝,マイルＣｈＳ南部杯（中央交
流） Ｇ１（盛岡ダ1600）2回,ダービーＧＰ（中央交流） Ｇ１（盛岡ダ2000）,全日本２歳優駿（中央交流） Ｇ１（川崎ダ
1600）etc
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マクフィ(GB)
鹿  2007

ハイレイヤー
鹿  2007

Dubawi(IRE)

Dhelaal(GB)

シンボリクリスエス(USA)

セシルカット

Dubai Millennium(GB) 　４－ｍ

Zomaradah(GB) 　９－ｅ

Green Desert(USA) 　　Ａ４

Irish Valley(USA) １６－ｃ

Kris S.(USA) １０－ａ

Tee Kay(USA) 　８－ｈ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ダイナカール 　８－ｆ

Northern Dancer(CAN) : S5xM5   Hail to Reason(USA) : M5xM5

母：
ハイレイヤー（2007  鹿 シンボリクリスエス（USA））入着,［東海］2勝

ペタルーダ（2014 牝 鹿 クロフネ（USA））［南関東］5勝,現役
ラクロアクリスエス（2015 牡 鹿 タートルボウル（IRE））1勝
ライトマン（2017 牡 鹿 エイシンフラッシュ）出走,現役

２代母：
セシルカット（1992  栗 サンデーサイレンス（USA））5勝, 栗子特別 ９００万下（福島芝2000）

オーバルカット（2000 牝 鹿 エリシオ（FR））
ホワイトピルグリム（2005 牡 芦 クロフネ（USA））5勝, 金鯱賞 ［G2］（中京芝2000）3着, 都大路Ｓ ［Ｌ］（京都芝1800）

3着, 寿Ｓ １６００万下（京都芝2000）, メルボルンＴ １６００万下（京都芝2000）, 高千穂特別 １０００万下（小倉
芝2000）, ひめさゆり賞 ５００万下（福島芝1800）

セシルブルース（2003 牝 黒鹿 エルコンドルパサー（USA））出走
アイムユアーズ（2009 牝 栗 ファルブラヴ（IRE））5勝, フィリーズレビュー ［G2］（阪神芝1400）, 桜花賞 ［G1］（阪神芝

1600）3着, クイーンＳ ［G3］（函館芝1800）, クイーンＳ ［G3］（札幌芝1800）, ファンタジーＳ ［G3］（京都芝1
400）, 阪神ジュベナイルフィリーズ ［G1］（阪神芝1600）2着etc

トーセンアルニカ（2010 牝 鹿 メイショウサムソン）5勝, エリザベス女王杯 ［G1］（京都芝2200）4着, 迎春Ｓ １６００万
下（中山芝2500）, いわき特別 １０００万下（福島芝1800）, 山中湖特別 １０００万下（東京芝1800）

３代母：
ダイナカール（1980  鹿 ノーザンテースト（CAN））5勝, ＡＪＣＣ Ｇ２（中山芝2200）2着, 中山記念 Ｇ２（中山芝1800）3着, Ａｒ共

和国杯 Ｇ２（東京芝2500）3着, オークス（東京芝2400）, 桜花賞（阪神芝1600）3着, 報知４歳牝馬特別（阪神芝1400）2着etc,（
1982）最優秀２歳牝馬,（1983）最優秀３歳牝馬

カーリーエンジェル（1990 牝 栗 ジヤツジアンジエルーチ（USA））入着
エガオヲミセテ（1995 牝 栃栗 サンデーサイレンス（USA））4勝, マイラーズＣ Ｇ２（阪神芝1600）, サンスポ阪神牝馬特

別 Ｇ２（阪神芝1600）, エリザベス女王杯 Ｇ１（京都芝2200）3着, 府中牝馬Ｓ Ｇ３（東京芝1800）2着, マーメイド
Ｓ Ｇ３（阪神芝2000）3着2回, 秋華賞 Ｇ１（京都芝2000）4着etc

オレハマッテルゼ（2000 牡 栗 サンデーサイレンス（USA））9勝, 高松宮記念 Ｇ１（中京芝1200）, 京王杯スプリングＣ Ｇ
２（東京芝1400）, 京王杯スプリングＣ Ｇ２（東京芝1400）2着, 京王杯スプリングＣ ［G2］（東京芝1400）3着, 東
京新聞杯 Ｇ３（東京芝1600）2着, 阪急杯 Ｇ３（阪神芝1400）3着etc,種牡馬

エアグルーヴ（1993 牝 鹿 トニービン（IRE））9勝, オークス Ｇ１（東京芝2400）, 天皇賞（秋） Ｇ１（東京芝2000）, 札幌記念 Ｇ
２（札幌芝2000）2回, 産経大阪杯 Ｇ２（阪神芝2000）, ジャパンＣ Ｇ１（東京芝2400）2着2回, 有馬記念 Ｇ１（中山芝25
00）3着etc,（1997）年度代表馬,（1997）最優秀４歳以上牝馬

アドマイヤグルーヴ（2000 牝 鹿 サンデーサイレンス（USA））8勝, エリザベス女王杯 Ｇ１（京都芝2200）2回, 阪神牝馬
Ｓ Ｇ２（阪神芝1600）, ローズＳ Ｇ２（阪神芝2000）, 桜花賞 Ｇ１（阪神芝1600）3着, 天皇賞（秋） Ｇ１（東京芝20
00）3着, マーメイドＳ Ｇ３（阪神芝2000）etc,（2004）最優秀４歳以上牝馬

ドゥラメンテ（2012 牡 鹿 キングカメハメハ）5勝, 日本ダービー ［G1］（東京芝2400）, 皐月賞 ［G1］（中山芝200
0）, 中山記念 ［G2］（中山芝1800）, 宝塚記念 ［G1］（阪神芝2200）2着, 共同通信杯 ［G3］（東京芝1800）2
着etc,［UAE］入着,ドバイシーマクラシック Ｇ１（UAE）2着,（2015）最優秀３歳牡馬,種牡馬

フォゲッタブル（2006 牡 黒鹿 ダンスインザダーク）4勝, ステイヤーズＳ ［G2］（中山芝3600）, 菊花賞 ［Jpn1］（京都
芝3000）2着, ダイヤモンドＳ ［G3］（東京芝3400）, セントライト記念 ［Jpn2］（中山芝2200）3着, 阪神大賞典 
［G2］（阪神芝3000）3着, 有馬記念 ［G1］（中山芝2500）4着etc

ルーラーシップ（2007 牡 鹿 キングカメハメハ）7勝, ＡＪＣＣ ［G2］（中山芝2200）, 金鯱賞 ［G2］（京都芝2000）, 日経
新春杯 ［G2］（京都芝2400）, ジャパンＣ ［G1］（東京芝2400）3着, 有馬記念 ［G1］（中山芝2500）3着etc,［UAE
･HKG］1勝,Ｑエリザベス二世Ｃ Ｇ１（HKG）,種牡馬

エルフィンフェザー（1995 牝 鹿 サンデーサイレンス（USA））3勝
エルフィンパーク（2005 牝 黒鹿 タニノギムレット）

ブレスジャーニー（2014 牡 鹿 バトルプラン（USA））3勝,現役, 東スポ杯２歳Ｓ ［G3］（東京芝1800）, サウジアラ
ビアロイヤルＣ ［G3］（東京芝1600）, チャレンジＣ ［G3］（阪神芝2000）3着
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シニスターミニスター(USA)
鹿  2003

スマイルビジン
鹿  2006

Old Trieste(USA)

Sweet Minister(USA)

ゴールドヘイロー

ポピーブーケ

A.P. Indy(USA) 　３－ｌ

Lovlier Linda(USA) １４－ｃ

The Prime Minister(USA) 　１－ｇ

Sweet Blue(USA) 　４－ｍ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ニアーザゴールド(USA) 　１－ｓ

サンダーガルチ(USA) １１－ｄ

ミヤマポピー ２１－ａ

Mr. Prospector(USA) : S5xM5xM5

母：
スマイルビジン（2006  鹿 ゴールドヘイロー）［南関東］1勝

アドマイヤビジン（2011 牝 芦 クロフネ（USA））2勝, ファンタジーＳ ［G3］（京都芝1400）3着, 紅梅Ｓ ＯＰ（京都芝1400）
ヒマリチャン（2016 牝 栗 ケープブランコ（IRE））出走,［兵庫･東海］1勝,現役
エクメディクイーン（2017 牝 栗 シニスターミニスター（USA））入着,現役

２代母：
ポピーブーケ（2000  栗 サンダーガルチ（USA））

モエレマーメイド（2005 牝 鹿 ゴールドヘイロー）［北海道･岩手･南関東］2勝
ローリエクン（2010 牡 鹿 ゴールドヘイロー）［兵庫］1勝

３代母：
ミヤマポピー（1985  鹿 カブラヤオー）3勝, エリザベス女王杯 Ｇ１（京都芝2400）, 京都記念 Ｇ２（京都芝2400）3着, 北洋特別 ４０

０万下（函館芝1800）
ミヤマテイオー（1992 牡 黒鹿 スルーザドラゴン（USA））［南関東］2勝
ジョージホープ（1993 牡 黒鹿 ミルジヨージ（USA））［南関東］2勝
ポピーブロッサム（1996 牝 黒鹿 アルカング（USA））［北海道］4勝

ミヤマアジュディ（2002 牡 鹿 アジュディケーティング（USA））［北海道･北関東･南関東］1勝
メーテルスマイル（2006 牝 青 シーロ（USA））出走,［石川･熊本･南関東］10勝
ソラトブシーロ（2007 牡 青 シーロ（USA））［岩手･兵庫･南関東］3勝
フラワーシーズン（2010 牝 栗 サムライハート）［岩手･南関東］1勝

バトルフィールド（1998 牡 青鹿 ウォーニング（GB））3勝
ゼンノカルナック（1999 牡 栗 ダンスインザダーク）2勝,障害1勝, 毎日杯 Ｇ３（阪神芝2000）3着, 中京２歳Ｓ ＯＰ（中京芝18

00）

４代母：
グリーンシヤトー（1974  栗 シヤトーゲイ（USA））6勝, 桃山特別 １１００万下（京都芝1600）, 宇治川特別 ７００万下（京都芝1600

）, 嵯峨特別 ６００万下（京都芝2000）
　［子］　シヤトーダンサー（1981 牝 芦 ダンサーズイメージ（USA））3勝, 松島特別 ９００万下（福島芝1700）, 隅田川特別 ９００万下

（中山芝1600）,［石川］12勝
　　　　タマモクロス（1984 牡 芦 シービークロス）9勝, 天皇賞（秋） Ｇ１（東京芝2000）, 天皇賞（春） Ｇ１（京都芝3200）, 宝塚記念

 Ｇ１（阪神芝2200）, 阪神大賞典 Ｇ２（阪神芝3000）, 鳴尾記念 Ｇ２（阪神芝2500）, ジャパンＣ Ｇ１（東京芝2400
）2着etc,（1988）年度代表馬,（1988）最優秀４歳以上牡馬,（1988）最優秀父内国産馬,種牡馬

　［孫］　ドラゴンダンサー（1989 牡 鹿 スルーザドラゴン（USA））4勝, 猪苗代特別 ９００万下（福島ダ1700）,［新潟］1勝
　　　　ミスエメラルド（1990 牝 鹿 トウシヨウボーイ）4勝, 尾瀬特別 ９００万下（福島芝1200）, 村上特別 ５００万下（新潟芝120

0）, 三国特別 ５００万下（新潟芝1600）
　　　　ドラゴンベリファ（1992 牡 芦 ベリフア（IRE））3勝, 庄内川特別 ５００万下（中京芝1200）, ひめゆり賞 ５００万下（中京芝1

700）,［東海］入着
　　　　カルミナブラーナ（1994 牝 黒鹿 リンドシェーバー（USA））5勝, 文月Ｓ １６００万下（阪神芝1200）, 錦秋特別 ９００万下（

東京芝1400）, 習志野特別 ５００万下（中山芝1800）,［南関東］入着

５代母：
クインビー（1966  鹿 テユーダーペリオツド（GB））3勝

　［曾孫］バトルノホシ（2002 牝 鹿 バトルイニシャチブ）出走,［北海道･佐賀･熊本･北関東］3勝,かもしか賞（宇都宮ダ1500）

６代母：
コーサ（1960  黒鹿 ヒンドスタン（GB））

　［孫］　カシマセイカン（1976 牡 黒鹿 ピツチアウト（USA））4勝, つつじ賞 ＯＰ（函館芝1200）, ウィンターＳ １２００万下（中山芝
1600）, バイオレット賞 ８００万下（中山芝1800）,種牡馬



  114 ファンアンドゲイムスの１８   牡 鹿 2018年 4月22日生

トゥザグローリー
鹿  2007

ファンアンドゲイムス(IRE)
栗  2001

キングカメハメハ

トゥザヴィクトリー

Rahy(USA)

シャープウィッテッド(GB)

Kingmambo(USA) 　　２０

マンファス(IRE) ２２－ｄ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

フェアリードール(USA) 　９－ｆ

Blushing Groom(FR) ２２－ｄ

Glorious Song(CAN) １２－ｃ

Sadler's Wells(USA) 　５－ｈ

Oh So Sharp(IRE) 　９－ｃ

Halo(USA) : S4xM4   Nureyev(USA) : S4xS5   Northern Dancer(CAN) : M4xS5   Special(USA) : S5xM5   Sharpen Up(GB) : S5xM5

母：
ファンアンドゲイムス（IRE）（2001  栗 Rahy（USA））［GB］2勝,ゼットランドＳ Ｌ（GB）,ストーンヘンジＳ Ｌ（GB）3着

Funhouse（GB）（2006 牝 栗 Pivotal（GB））［FR］3勝
ファンフェア（2008 牝 栗 アルカセット（USA））1勝
サマーパーティ（2011 牡 鹿 コマンズ（AUS））出走,［石川･南関東］1勝
ヤマノルミナス（2012 牝 栗 ディープスカイ）1勝,［南関東］出走
アップビート（2014 牝 鹿 パイロ（USA））1勝
ゲイムスパン（2015 牝 鹿 ハードスパン（USA））［兵庫･南関東･東海］3勝,現役
バカラクイーン（2016 牝 栗 アドマイヤムーン）1勝,現役

２代母：
シャープウィッテッド（GB）（1994  鹿 Sadler's Wells（USA））［GB］出走

セトウチアポロン（2003 牡 栗 フジキセキ）2勝, いちょうＳ ＯＰ（東京芝1600）3着,［広島］入着
３代母：
Oh So Sharp（IRE）（1982  栗 Kris（GB））［GB］7勝,英オークス Ｇ１（GB）,英１０００ギニー Ｇ１（GB）,英セントレジャー Ｇ１

（GB）,Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ Ｇ１（GB）2着,フィリーズマイル Ｇ３（GB）,ネルグウィンＳ Ｇ３（GB）etc
Shaima（USA）（1988 牝 鹿 Shareef Dancer（USA））［USA･GB･FR］3勝,ロングアイランドＨ Ｇ２（USA）,ストレンソールＳ

Ｌ（GB）,ラドリーＳ Ｌ（GB）,アタランタＳ Ｌ（GB）2着
Shantou（USA）（1993 牡 鹿 Alleged（USA））［USA･GB･ITY］6勝,英セントレジャー Ｇ１（GB）,伊ジョッキークラブ大

賞 Ｇ１（ITY）,ミラノ大賞 Ｇ１（ITY）,プリンセスオヴウェイルズＳ Ｇ２（GB）,英ダービー Ｇ１（GB）3着,ジェフリ
ーフリアＳ Ｇ２（GB）3着etc,種牡馬

Rosefinch（USA）（1989 牝 栗 Blushing Groom（FR））［USA･GER･FR］2勝,サンタラリ賞 Ｇ１（FR）,オイローパシャンピオ
ナート Ｇ３（GER）3着

Roscius（IRE）（1997 牡 鹿 Sadler's Wells（USA））［GB･FR］1勝,キングエドワード七世Ｓ Ｇ２（GB）3着,プリドミネイ
トＳ Ｌ（GB）

Finko（IRE）（1998 牝 鹿 Caerleon（USA））［FR］1勝
Jimando（AUS）（2009 セン 鹿 コマンズ（AUS））［AUS］8勝,ムーニーヴァリーＳ Ｇ２（AUS）3着,ＶＲＣエクス

フォードプレイト Ｌ（AUS）,ＭＲＣデビュータントＳ Ｌ（AUS）,スーパーインポーズプレイト Ｌ（AUS）3着,
ＭＲＣチェアマンズＳ Ｌ（AUS）3着

Tanzania（USA）（1999 牝 鹿 Darshaan（GB））
True Story（GB）（2011 セン 黒鹿 Manduro（GER））［UAE･GB］3勝,アルラシディヤ Ｇ２（UAE）2着,ダンテＳ Ｇ

２（GB）3着,ウインターヒルＳ Ｇ３（GB）2着,ローズオヴランカスターＳ Ｇ３（GB）3着,シングスピールＳ Ｌ
（UAE）,フィールデンＳ Ｌ（GB）

Gold Star（GB）（2014 セン 鹿 Nathaniel（IRE））［UAE･GB］3勝,現役,ドバイシティオヴゴールド Ｇ２（UAE）3着
Savoire Vivre（GB）（1997 牡 鹿 Sadler's Wells（USA））［GB･FR］1勝,ジェフリーフリアＳ Ｇ２（GB）2着

４代母：
Oh So Fair（USA）（1967  鹿 Graustark（USA））［IRE］1勝

　［子］　Roussalka（GB）（1972 牝 鹿 Habitat（USA））［GB］7勝,コロネイションＳ Ｇ２（GB）,英ナッソーＳ Ｇ２（GB）2回,チェリ
ーヒントンＳ Ｇ３（GB）,チャイルドＳ Ｇ３（GB）2着,クリスタルマイルＳ Ｇ３（GB）3着,プリンセスマーガレット
Ｓ Ｌ（GB）

　［孫］　Ristna（GB）（1988 牝 栗 Kris（GB））［USA･GB］4勝,サンチャリオットＳ Ｇ２（GB）,シープスヘッドベイＨ Ｇ３（USA）2
着

　［曾孫］Bribon（FR）（2003 セン 栗 Mark of Esteem（IRE））［USA･CAN･FR］11勝,メトロポリタンＨ Ｇ１（USA）,トルーノースＨ 
Ｇ２（USA）,ボールドルーラーＨ Ｇ３（USA）,ウェストチェスターＳ Ｇ３（USA）,シガーマイル Ｇ１（USA）2着,ア
ルフレッドＧヴァンダービルトＨ Ｇ１（USA）3着etc



  115 グレイトグレイスの１８   牡 栗 2018年 5月13日生

マクフィ(GB)
鹿  2007

グレイトグレイス
鹿  1997

Dubawi(IRE)

Dhelaal(GB)

グルームダンサー(USA)

スカーレットリボン

Dubai Millennium(GB) 　４－ｍ

Zomaradah(GB) 　９－ｅ

Green Desert(USA) 　　Ａ４

Irish Valley(USA) １６－ｃ

Blushing Groom(FR) ２２－ｄ

Featherhill(FR) 　　１４

ノーザンテースト(CAN) １４－ｃ

スカーレツトインク(USA) 　４－ｄ

Northern Dancer(CAN) : M4xS5xM5

母：
グレイトグレイス（1997  鹿 グルームダンサー（USA））出走,［北海道･新潟･兵庫］入着

キーンゲイル（2003 セン 黒鹿 スペシャルウィーク）4勝, 加古川特別 １０００万下（阪神ダ1800）, 御嶽特別 １０００万下（中
京ダ1700）

ガクエングレイス（2004 牝 鹿 アドマイヤベガ）出走,［佐賀］1勝
タケデンオー（2005 牡 鹿 バチアー（IRE））入着,［南関東］1勝
イケイケゴーゴー（2007 牡 青鹿 ロージズインメイ（USA））出走,［北海道･東海］2勝
オースミマイカ（2008 牝 鹿 ディープインパクト）2勝, 忘れな草賞 ＯＰ（阪神芝2000）3着
グラツィオーソ（2012 牡 栗 スペシャルウィーク）出走,［佐賀］4勝
アルセーヌメジャー（2014 セン 栗 ダイワメジャー）出走,［南関東･東海］6勝,現役
ステイタス（2015 セン 黒鹿 ステイゴールド）出走,［北海道･東海］5勝,現役
ダブルスカーレット（2017 牝 鹿 ダイワメジャー）出走,現役

２代母：
スカーレットリボン（1985  栗 ノーザンテースト（CAN））3勝, 報知４歳牝馬特別 Ｇ２（阪神芝1400）, ヒヤシンス賞 ＯＰ（東京芝1

400）2着, カンナ賞 ＯＰ（中山芝1200）2着, ターコイズＳ ＯＰ（中山芝2000）3着, 紅梅賞 ４００万下（中山ダ1200）
タヤスアンティーム（1995 牡 鹿 トニービン（IRE））6勝, 東海Ｓ Ｇ２（中京ダ2300）3着, 関越Ｓ ＯＰ（新潟ダ1800）2着, 北陸Ｓ

ＯＰ（新潟ダ1800）2着, ブリリアントＳ ＯＰ（東京ダ2100）2着, エニフＳ ＯＰ（京都ダ1800）3着, 春待月Ｓ １６００万
下（中京ダ2300）etc,［南関東］出走

サンセットバレー（1998 牝 鹿 グルームダンサー（USA））出走
カウントオンミー（2003 牝 黒鹿 バブルガムフェロー）1勝,［岩手］2勝

ドライヴナイト（2013 牡 黒鹿 カジノドライヴ（USA））6勝,現役, すばるＳ ［Ｌ］（京都ダ1400）, 福島民友Ｃ ［Ｌ］
（福島ダ1700）2着, ギャラクシーＳ ＯＰ（阪神ダ1400）3着, 貴船Ｓ １６００万下（京都ダ1400）, はこべら賞
５００万下（中京ダ1400）,［南関東］出走

リボンアート（2001 牝 青鹿 サンデーサイレンス（USA））6勝, 朱雀Ｓ １６００万下（京都芝1200）, 西部日刊スポ杯 １０００万
下（小倉芝1200）, 小郡特別 １０００万下（小倉芝1200）, 舞子特別 ５００万下（阪神芝1400）

リボントリコロール（2010 牝 芦 チチカステナンゴ（FR））2勝, 秋華賞 ［G1］（京都芝2000）5着, 紫苑Ｓ ［ＬＲ］（中山芝
2000）2着, 出雲崎特別 ５００万下（新潟芝2200）

３代母：
スカーレツトインク（USA）（1971  栗 Crimson Satan（USA））［USA］出走

スカーレットローズ（1987 牝 栗 ノーザンテースト（CAN））2勝
スカーレットレディ（1995 牝 黒鹿 サンデーサイレンス（USA））1勝

ヴァーミリアン（2002 牡 黒鹿 エルコンドルパサー（USA））5勝, フェブラリーＳ ［G1］（東京ダ1600）, ジャパンＣ
ダート ［G1］（東京ダ2100）etc,［UAE］出走,［兵庫･南関東･東海］10勝,ＪＢＣクラシック（中央交流） ［Jp
n1］（名古屋ダ1900）,ＪＢＣクラシック（中央交流） ［Jpn1］（園田ダ1870）,ＪＢＣクラシック（中央交流） 
［Jpn1］（大井ダ2000）,東京大賞典（中央交流） ［Jpn1］（大井ダ2000）etc,（2007）Ｄグレード競走最優秀馬
,（2007）ＮＡＲ特別表彰馬,（2007）最優秀ダートホース,種牡馬

スカーレットブーケ（1988 牝 栗 ノーザンテースト（CAN））6勝, 中山牝馬Ｓ Ｇ３（中山芝1800）, 京都牝馬特別 Ｇ３（京都芝1
600）, クイーンＣ Ｇ３（東京芝1600）, 札幌３歳Ｓ Ｇ３（札幌芝1200）, エリザベス女王杯 Ｇ１（京都芝2400）3着, サン
スポ４歳牝馬特別 Ｇ２（東京芝2000）2着etc

ダイワメジャー（2001 牡 栗 サンデーサイレンス（USA））9勝, 皐月賞 Ｇ１（中山芝2000）, 安田記念 ［G1］（東京芝1600
）, 天皇賞（秋） Ｇ１（東京芝2000）, マイルＣｈＳ ［G1］（京都芝1600）, マイルＣｈＳ Ｇ１（京都芝1600）, 毎日王
冠 Ｇ２（東京芝1800）etc,［UAE］入着,（2006）最優秀短距離馬,（2007）最優秀短距離馬,種牡馬

ダイワスカーレット（2004 牝 栗 アグネスタキオン）8勝, 有馬記念 ［G1］（中山芝2500）, 桜花賞 ［Jpn1］（阪神芝160
0）, 秋華賞 ［Jpn1］（京都芝2000）, エリザベス女王杯 ［G1］（京都芝2200）, ローズＳ ［Jpn2］（阪神芝1800）,
産経大阪杯 ［G2］（阪神芝2000）etc,（2007）最優秀３歳牝馬,（2007）最優秀父内国産馬



  116 スノーボードロマンの１８   牝 芦 2018年 3月17日生

バゴ(FR)
黒鹿 2001

スノーボードロマン
芦  2010

Nashwan(USA)

Moonlight's Box(USA)

スウェプトオーヴァーボード(USA)

カミモリローマン

Blushing Groom(FR) ２２－ｄ

Height of Fashion(FR) 　２－ｆ

Nureyev(USA) 　５－ｈ

Coup de Genie(USA) 　２－ｄ

エンドスウィープ(USA) 　４－ｒ

Sheer Ice(USA) 　８－ｆ

ブライアンズタイム(USA) 　４－ｒ

イティサール(GB) １０－ｃ

Mr. Prospector(USA) : S4xM5

母：
スノーボードロマン（2010  芦 スウェプトオーヴァーボード（USA））

ミュークレックス（2014 牡 鹿 バゴ（FR））1勝,［兵庫］出走
ベイビーキャズ（2015 セン 鹿 アルデバラン２（USA））1勝,［南関東］入着,現役

２代母：
カミモリローマン（1998  栗 ブライアンズタイム（USA））出走,［岩手･東海］7勝

ナンヨーオウトー（2008 牡 栗 リンカーン）1勝,［南関東］出走

３代母：
イティサール（GB）（1987  青鹿 Caerleon（USA））［GB］入着

Kafhar（GB）（1993 牡 鹿 In The Wings（GB））［ITY］3勝,グイドベラルデリ賞 Ｇ２（ITY）3着,ボッティチェルリ賞 Ｌ（ITY）
Beltisaal（FR）（1994 牝 鹿 Belmez（USA））［FR］出走

Belle Artiste（IRE）（2002 牝 鹿 Namid（GB））［IRE］2勝,出走,デリンズタウンスタッド１０００ギニーＴＲ Ｇ３（IRE
）

Sweeter Still（IRE）（2005 牝 黒鹿 ロックオブジブラルタル（IRE））［IRE･USA･CAN］5勝,セニョリータＳ Ｇ３（USA
）,プロヴィデンシアＳ Ｇ２（USA）2着,ハニムーンＨ Ｇ２（USA）3着,サンディブルーＨ Ｌ（USA）,チャイナドール
Ｓ Ｌ（USA）

Kameko（USA）（2017 牡 黒鹿 Kitten's Joy（USA））［GB］2勝,現役,フューチュリティトロフィＳ Ｇ１（GB）,ロイ
ヤルロッジＳ Ｇ２（GB）2着,ソラリオＳ Ｇ３（GB）2着

Kingsbarns（IRE）（2010 牡 鹿 Galileo（IRE））［IRE･GB･FR］2勝,レイシングポストトロフィ Ｇ１（GB）,クイーンエリ
ザベス二世Ｓ Ｇ１（GB）3着,ロイヤルホイップＳ Ｇ３（IRE）2着,愛ヘリテジＳ Ｌ（IRE）3着

トーホウビーナス（1997 牝 栗 Woodman（USA））1勝
トーホウチェイサー（2007 牡 栗 ゴールドアリュール）6勝, ＮＳＴ賞 ［Ｌ］（新潟ダ1200）, すばるＳ ［Ｌ］（京都ダ120

0）3着, 千葉Ｓ ＯＰ（中山ダ1200）3着, 越後Ｓ １６００万下（新潟ダ1200）, 橿原Ｓ １６００万下（京都ダ1200）,［
東海］2勝

４代母：
House Tie（IRE）（1975  鹿 Be Friendly（GB））［IRE］1勝

　［子］　アカデミック２（IRE）（1985 牡 黒鹿 Mill Reef（USA））［USA･FR］3勝,サンフアンカピストラーノＨ Ｇ１（USA）3着,トル
ーヴィル市賞 Ｌ（FR）,サンタヘルトルデスＨ ＬＲ（USA）2着,ポンタルム賞 Ｌ（FR）2着,種牡馬

　［孫］　Alderbrook（GB）（1989 牡 鹿 Ardross（IRE））［GB･GER･FR］11勝,海外障害4勝,ドラール賞 Ｇ２（FR）,セレクトＳ Ｇ３（
GB）,ガネー賞 Ｇ１（FR）2着,ヴィルトシャフト大賞 Ｇ２（GER）2着,グッドウッドフェスティヴァルＳ Ｌ（GB）

　　　　Danish（IRE）（1991 牝 鹿 デインヒル（USA））［IRE･USA･ITY･FR］6勝,Ｑエリザベス二世チャレンジＣ Ｇ１（USA）,サラ
トガＢＣＨ Ｇ３（USA）,フラワーボ－ルＨ Ｇ１（USA）2着,フラワーボ－ルＨ Ｇ１（USA）3着,ニューヨークＨ Ｇ２
（USA）2着2回,ダイアナＨ Ｇ２（USA）2着etc

　　　　Restructure（IRE）（1992 牡 鹿 デインヒル（USA））［IRE･GB･GER］6勝,ミンストレルＳ Ｇ３（IRE）,クイーンアンＳ Ｇ
２（GB）2着,シュプリームＳ Ｇ３（GB）2着,英パークＳ Ｇ３（GB）3着,ダーリーＳ Ｌ（GB）,ジョーエルＳ Ｌ（GB）2
着

　　　　Royal Strand（IRE）（1994 牡 栗 ロイヤルアカデミー２（USA））［USA］10勝,ナイアガラＨ Ｇ２（USA）2着,バーナード
バルークＨ Ｇ２（USA）2着,パンアメリカンＨ Ｇ２（USA）3着,シカモアＳ Ｌ（USA）,シカモアＳ Ｌ（USA）,ケント
ＢＣＳ Ｌ（USA）etc

　　　　Hawkeye（IRE）（1998 牡 鹿 デインヒル（USA））［SIN･IRE･USA･GB･ITY･FR･HKG］3勝,デズモンドＳ Ｇ３（IRE）,クイー
ンエリザベス二世Ｓ Ｇ１（GB）3着,ムーランドロンシャン賞 Ｇ１（FR）3着,ミラノ大賞 Ｇ１（ITY）3着,サンダウンガ
ラＳ Ｌ（GB）2着

　　　　Ace（IRE）（2001 牡 鹿 デインヒル（USA））［UAE･IRE･USA･GB･FR］3勝,ＢＣターフ Ｇ１（USA）2着,デズモンドＳ Ｇ３（
IRE）,プリンスオヴウェイルズＳ Ｇ１（GB）2着,ガネー賞 Ｇ１（FR）3着,タタソールズゴールドＣ Ｇ１（IRE）3着,タ
ーフクラシック招待Ｓ Ｇ１（USA）3着etc

　［曾孫］Tahreeb（FR）（2001 牡 栗 Indian Ridge（IRE））［UAE･GB･GER］4勝,ヴィルトシャフト大賞 Ｇ３（GER）,ミルリーフＳ Ｇ
２（GB）3着,グローブトロッターマイレ Ｇ３（GER）3着,ヘロンＳ Ｌ（GB）,ニューマーケットＳ Ｌ（GB）2着



  117 バクシンスクリーンの１８   牝 栗 2018年 3月22日生

バゴ(FR)
黒鹿 2001

バクシンスクリーン
栗  2007

Nashwan(USA)

Moonlight's Box(USA)

サクラバクシンオー

サンデースクリーン

Blushing Groom(FR) ２２－ｄ

Height of Fashion(FR) 　２－ｆ

Nureyev(USA) 　５－ｈ

Coup de Genie(USA) 　２－ｄ

サクラユタカオー １１－ｃ

サクラハゴロモ 　４－ｍ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ネクストムービー ２１－ａ

Northern Dancer(CAN) : S4xM5   ノーザンテースト(CAN) : M4xM5   Halo(USA) : M4xS5

母：
バクシンスクリーン（2007  栗 サクラバクシンオー）

トップアドバンス（2011 牡 鹿 アルデバラン２（USA））2勝
パイナワレア（2012 牝 栗 ヨハネスブルグ（USA））1勝,［南関東］2勝
ワイエムデマクール（2013 牡 栗 ヨハネスブルグ（USA））1勝
ファイブフォース（2014 牝 鹿 アルデバラン２（USA））3勝,現役, 稲光特別 ５００万下（新潟芝1000）

２代母：
サンデースクリーン（1994  青鹿 サンデーサイレンス（USA））1勝

マイネルビスタ（2004 牡 栗 アフリート（CAN））1勝,［岩手･東海］4勝,北上川大賞典（盛岡ダ2500）
サマーアクトレス（2005 牝 黒鹿 サクラバクシンオー）3勝, 石打特別 ５００万下（新潟芝1600）

ウインミストレス（2014 牝 黒鹿 キングカメハメハ）1勝,［南関東］出走

３代母：
ネクストムービー（1985  栃栗 デイクタス（FR））2勝

サイレントトーキー（1991 牡 鹿 アレミロード（USA））5勝, 松籟Ｓ １５００万下（京都芝2400）, 鳴滝特別 ９００万下（京都芝
2400）,［佐賀］出走

ムービースクリーン（1993 牝 鹿 トニービン（IRE））1勝
トゥザスターダム（2000 牝 青 ダンスインザダーク）3勝, 遊楽部特別 ５００万下（函館芝1800）

トゥザサミット（2007 牡 鹿 クロフネ（USA））3勝, マイルストーン賞 ５００万下（中京芝1600）
マイネルディーン（2009 牡 青 ダンスインザダーク）5勝, 東スポ杯２歳Ｓ ［G3］（東京芝1800）3着, 福島ＴＶＯＰ ［Ｌ］

（福島芝1800）3着, 福島民報杯 ［Ｌ］（福島芝2000）3着, グレイトフルＳ １６００万下（中山芝2200）, ライラック
賞 １０００万下（札幌芝2000）, 豊明特別 １０００万下（中京芝2000）

マイネルディアベル（2011 牡 青鹿 ナイキアディライト）3勝, 朝日杯フューチュリティＳ ［G1］（中山芝1600）4着, クロ
ッカスＳ ＯＰ（東京芝1400）, パラダイスＳ ＯＰ（東京芝1400）3着, くるみ賞 ５００万下（東京芝1400）

４代母：
ダイナビーム（1979  栃栗 ノーザンテースト（CAN））

　［子］　サンライズエース（1983 牡 栗 デイクタス（FR））4勝, 大和特別 ９００万下（京都ダ1200）
　　　　ムービースター（1986 牡 栗 デイクタス（FR））9勝, 中山記念 Ｇ２（中山芝1800）, 天皇賞（秋） Ｇ１（東京芝2000）2着, 安田

記念 Ｇ１（東京芝1600）3着, 中京記念 Ｇ３（中京芝2000）, 北九州記念 Ｇ３（小倉芝1800）, 金鯱賞 Ｇ３（中京芝1
800）etc,種牡馬

　　　　ヒロストラート（1990 牡 芦 テンパレートシル（USA））6勝, 京葉Ｓ １５００万下（中山ダ1800）, 頌春賞 ９００万下（東京ダ
1400）

　　　　オースミタイカン（1995 牡 黒鹿 サンデーサイレンス（USA））4勝, 函館記念 Ｇ３（函館芝2000）2着, 八雲特別 ９００万下（
函館芝1800）, 臥牛山特別 ５００万下（函館芝1800）,［北海道］出走

　　　　リガメエントキセキ（1997 牡 黒鹿 フジキセキ）［南関東］7勝,ジャパンＤダービー（中央交流） Ｇ１（大井ダ2000）5着,報知
ＧＰＣ（船橋ダ1800）,東京湾Ｃ（船橋ダ1800）,ミレニアムＣ（船橋ダ1600）,船橋記念（船橋ダ1800）2着2回,京成盃
グランドマイラーズ（船橋ダ1600）2着etc

　［孫］　スギノエクセル（1997 牡 鹿 メジロライアン）2勝, 京王杯３歳Ｓ Ｇ２（東京芝1400）3着, クローバー賞 ＯＰ（札幌芝1500）
, ラベンダー賞 ＯＰ（函館芝1200）3着

　　　　ギオンパワー（2004 牡 栗 キャプテンスティーヴ（USA））出走,［佐賀］8勝,ロータスクラウン賞（佐賀ダ1800）,九州ダービー
栄城賞（佐賀ダ2000）2着,飛燕賞（佐賀ダ1800）2着,九州ジュニアＣｈ（佐賀ダ1750）2着

　　　　サカジロスイセイ（2009 牡 鹿 マイネルラヴ（USA））3勝, 西日本スポ杯 １０００万下（小倉ダ1700）,［兵庫･東海］3勝,岐阜
金賞（笠松ダ1900）2着

　［曾孫］ラピダメンテ（2011 セン 栗 サクラバクシンオー）3勝, 鶴ヶ城特別 １０００万下（福島ダ1150）,［岩手･石川･南関東･東海］
2勝,現役

　　　　キッズライトオン（2012 牡 栗 スニッツェル（AUS））3勝, 喜多方特別 ５００万下（福島芝1200）



  118 ディープショコラの１８   牝 栗 2018年 4月 2日生

エスケンデレヤ(USA)
栗  2007

ディープショコラ
栗  2012

Giant's Causeway(USA)

Aldebaran Light(USA)

ディープスカイ

ホッカイショコラ

Storm Cat(USA) 　８－ｃ

Mariah's Storm(USA) 　　１１

Seattle Slew(USA) １３－ｃ

Altair(USA) 　２－ｄ

アグネスタキオン 　１－ｌ

アビ(GB) ２３－ｂ

スペシャルウィーク 　３－ｌ

ホッカイテースト 　３－ｌ

サンデーサイレンス(USA) : M4xM4   Northern Dancer(CAN) : S5xS5xM5

母：
ディープショコラ（2012  栗 ディープスカイ）

２代母：
ホッカイショコラ（2002  栗 スペシャルウィーク）3勝, 富里特別 ５００万下（中山芝2000）

マイネルメリエンダ（2011 牡 栗 チーフベアハート（CAN））4勝, 京都金杯 ［G3］（京都芝1600）3着, ジュニアＣ ＯＰ（中山芝
1600）2着, 野路菊Ｓ ＯＰ（阪神芝1800）3着, 秋風Ｓ １６００万下（新潟芝1600）, 羊ヶ丘特別 １０００万下（札幌芝15
00）

３代母：
ホッカイテースト（1988  鹿 ノーザンテースト（CAN））入着

シンコウマルロー（1993 セン 鹿 シンボリルドルフ）4勝, いわき特別 ９００万下（福島芝1700）, 古町特別 ５００万下（新潟芝
1600）

ホッカイアレス（1994 牝 鹿 シンボリルドルフ）
セレブレーション（2000 牡 鹿 アラジ（USA））出走,［北海道･兵庫］1勝,華月賞（旭川ダ1500）3着
マイネルプルート（2004 牡 黒鹿 ステイゴールド）3勝, 小豆島特別 １０００万下（阪神芝1400）
トムアウトランダー（2005 牡 栗 アフリート（CAN））3勝

ホッカイラヴ（1998 牝 栗 アフリート（CAN））1勝
ホッカイディウ（2005 牡 栗 ジェリ（USA））1勝
アナコンダ（2009 牝 鹿 フサイチコンコルド）1勝

ホッカイカレン（1999 牝 鹿 サクラバクシンオー）［南関東］1勝
チョコクランチ（2005 牝 鹿 スペシャルウィーク）1勝

４代母：
ニホンピロオーロラ（1982  鹿 イングリツシユプリンス（IRE））1勝

　［孫］　マルカチーノ（1996 牡 栗 リファーズウィッシュ（FR））障害2勝,［石川･南関東･東海］11勝,新緑賞（笠松ダ1600）3着
　［曾孫］オークトルネード（2000 牡 鹿 ロイヤルタッチ）出走,［東海］5勝,ゴールドウィング賞（名古屋1600）2着,ゴールドジュニア

（笠松ダ1600）3着,新春ペガサスＣ（名古屋1400）3着

５代母：
ニホンピロエバート（1974  鹿 チヤイナロツク（GB））1勝

　［子］　ニホンピロウイナー（1980 牡 黒鹿 ステイールハート（IRE））16勝, 安田記念 Ｇ１（東京芝1600）, マイルＣｈＳ Ｇ１（京都芝
1600）2回, 京王杯スプリングＣ Ｇ２（東京芝1400）, マイラーズＣ Ｇ２（阪神芝1600）, スワンＳ Ｇ２（京都芝140
0）, 天皇賞（秋） Ｇ１（東京芝2000）3着etc,（1983）最優秀スプリンター,（1984）最優秀スプリンター,（1985）最優
秀スプリンター,種牡馬

　［孫］　ニホンピロスワン（1997 牝 鹿 パラダイスクリーク（USA））3勝, ローズＳ Ｇ２（阪神芝2000）, 朝日ＣｈＣ Ｇ３（阪神芝200
0）3着, 都大路Ｓ ＯＰ（京都芝1600）2着, カウントダウンＳ ＯＰ（阪神芝1600）3着, あずさ賞 ５００万下（京都芝
1400）

　　　　テイエムサウスポー（1998 牡 栗 フォーティナイナー（USA））2勝, 京王杯３歳Ｓ Ｇ２（東京芝1400）, デイリー杯３歳Ｓ Ｇ
２（京都芝1600）2着, 小倉３歳Ｓ Ｇ３（小倉芝1200）2着, 朝日杯３歳Ｓ Ｇ１（中山芝1600）5着, ファイナルＳ ＯＰ
（阪神芝1600）3着

　［曾孫］マイネルパナシュ（2001 牡 栃栗 マーベラスサンデー）2勝, アイビーＳ ＯＰ（東京芝1400）

６代母：
ライトフレーム（1959  黒鹿 ライジングフレーム（IRE））

　［子］　キタノカチドキ（1971 牡 鹿 テスコボーイ（GB））11勝, 皐月賞（東京芝2000）, 菊花賞（京都芝3000）, 阪神３歳Ｓ（阪神芝16
00）, マイラーズＣ（阪神芝1600）, 京都新聞杯（京都芝2000）, スプリングＳ（中山芝1800）etc,（1973）最優秀２歳
牡馬,（1974）年度代表馬,（1974）最優秀３歳牡馬,種牡馬

　　　　リードスワロー（1975 牝 鹿 フジオンワード（USA））5勝, エリザベス女王杯（京都芝2400）, 阪急杯（阪神芝1600）, スワンＳ
（京都芝1600）3着, 桜花賞（阪神芝1600）4着, オークス（東京芝2400）5着, 小倉大賞典（小倉芝1800）2着etc



  119 イットーエンプレスの１８   牝 黒鹿 2018年 4月 9日生

エスケンデレヤ(USA)
栗  2007

イットーエンプレス
黒鹿 2012

Giant's Causeway(USA)

Aldebaran Light(USA)

エンパイアメーカー(USA)

イットービコー

Storm Cat(USA) 　８－ｃ

Mariah's Storm(USA) 　　１１

Seattle Slew(USA) １３－ｃ

Altair(USA) 　２－ｄ

Unbridled(USA) 　１－ｒ

Toussaud(USA) 　６－ｄ

フォーティナイナー(USA) 　１－ｎ

キープイットアップ 　７－ｅ

Mr. Prospector(USA) : M4xM5   Northern Dancer(CAN) : S5xS5xM5   Raise a Native(USA) : S5xM5

母：
イットーエンプレス（2012  黒鹿 エンパイアメーカー（USA））

ジュンヴァルボンヌ（2016 牝 鹿 アルデバラン２（USA））出走,［南関東］出走,現役
フローラルドレス（2017 牝 鹿 ヨハネスブルグ（USA））出走,現役

２代母：
イットービコー（1999  鹿 フォーティナイナー（USA））1勝,［南関東］4勝

アポロプリンセス（2015 牝 栗 カネヒキリ）1勝,現役

３代母：
キープイットアップ（1994  鹿 モガミチャンピオン）出走

マイネトップレディ（2003 牝 鹿 ムタファーウエク（USA））2勝, 芙蓉Ｓ ＯＰ（中山芝1600）3着, カーネーションＣ ５００万下
（東京芝1800）

４代母：
イツトー（1971  黒鹿 ヴエンチア（GB））7勝, 高松宮杯（中京芝2000）, スワンＳ（京都芝1600）, 阪神３歳Ｓ（阪神芝1600）2着, マイ

ラーズＣ（阪神芝1600）2着, 朝日ＣｈＣ（阪神芝2000）2着, 阪急杯（阪神芝1600）3着etc,（1973）最優秀２歳牝馬,（1975）最優
秀４歳以上牝馬

　［子］　ハギノトツプレデイ（1977 牝 黒鹿 サンシー（FR））7勝, 桜花賞（阪神芝1600）, エリザベス女王杯（京都芝2400）, 高松宮杯
（中京芝2000）, 京都牝馬特別（阪神芝1600）, 宝塚記念（阪神芝2200）4着, 巴賞 ＯＰ（函館芝1800）,（1980）最優秀
３歳牝馬

　　　　ニツポーハヤテ（1978 牡 黒鹿 サンシー（FR））7勝, 安田記念（東京芝1600）3着, 大雪Ｈ １３００万下（札幌ダ2000）, 高尾特
別 １３００万下（東京芝1800）, 道新スポ賞 ８００万下（札幌ダ1500）, 和布刈特別 ８００万下（小倉芝1800）, 清
澄特別 ８００万下（中山芝1600）etc,種牡馬

　　　　ハギノカムイオー（1979 牡 鹿 テスコボーイ（GB））8勝, 宝塚記念（阪神芝2200）, 高松宮杯（中京芝2000）, スワンＳ（京都芝
1600）, 京都新聞杯（京都芝2000）, スプリングＳ（中山芝1800）, 神戸新聞杯（阪神芝2000）etc,種牡馬

　　　　チュニカオー（1985 牡 鹿 ヴアリイフオージユ（IRE））4勝, 阪神大賞典 Ｇ２（阪神芝3000）3着, すばるＳ ＯＰ（京都芝2000）
, エメラルドＳ ＯＰ（阪神芝2500）2着, 白百合Ｓ ＯＰ（阪神芝2000）2着, 新春賞 ９００万下（京都芝2000）, アザレ
ア賞 ４００万下（阪神芝2000）,種牡馬

　　　　カムイイットー（1986 牝 黒鹿 ラツキーソブリン（USA））2勝, シンザン記念 Ｇ３（京都芝1600）3着, 初雛賞 ４００万下（阪神
芝1600）

　［孫］　ダイイチルビー（1987 牝 黒鹿 トウシヨウボーイ）6勝, 安田記念 Ｇ１（東京芝1600）, スプリンターズＳ Ｇ１（中山芝1200）
, 京王杯スプリングＣ Ｇ２（東京芝1400）, 京都牝馬特別 Ｇ３（京都芝1600）, マイルＣｈＳ Ｇ１（京都芝1600）2着
, スワンＳ Ｇ２（京都芝1400）2着etc,（1991）最優秀４歳以上牝馬,（1991）最優秀スプリンター

　　　　メイプルベガ（1997 牝 鹿 ロイヤルアカデミー２（USA））出走,［南関東］14勝,ファーストレディー賞（大井ダ1790）2着,トゥ
インクルレディ賞（大井ダ1590）3着

　［曾孫］ダイイチシガー（1994 牝 鹿 トニービン（IRE））2勝, オークス Ｇ１（東京芝2400）3着, サンスポ４歳牝馬特別 Ｇ２（東京芝2
000）2着, クイーンＣ Ｇ３（東京芝1600）3着, 忘れな草賞 ＯＰ（阪神芝2000）2着, 白菊賞 ５００万下（京都芝160
0）

　　　　マイネルセレクト（1999 牡 栗 フォーティナイナー（USA））7勝, ガーネットＳ Ｇ３（中山ダ1200）, シリウスＳ Ｇ３（阪神ダ
1400）etc,［UAE］出走,［高知･南関東］3勝,ＪＢＣスプリント（中央交流） Ｇ１（大井ダ1200）,東京盃（中央交流） 
Ｇ２（大井ダ1200）,黒船賞（中央交流） Ｇ３（高知ダ1400）,ＪＢＣスプリント（中央交流） Ｇ１（大井ダ1190）2着,
種牡馬

　　　　エイムアットビップ（2005 牝 鹿 アグネスデジタル（USA））2勝, 阪神ジュベナイルフィリーズ ［Jpn1］（阪神芝1600）3着,
ファンタジーＳ ［Jpn3］（京都芝1400）2着, りんどう賞 ５００万下（京都芝1400）

　　　　ミトノコウモンダ（2005 牡 黒鹿 ストローズクリーク（USA））［北海道･佐賀･熊本･南関東］11勝,荒尾ダービー（荒尾ダ2000
）

　　　　ワタリルーブル（2010 牝 黒鹿 プリサイスエンド（USA））［岩手･南関東］2勝,ビギナーズＣ（中央認定）（水沢ダ1400）,プリン
セスＣ（中央認定）（水沢ダ1400）2着,知床賞（中央認定）（盛岡ダ1400）2着



  120 エーシンスピカの１８   牝 鹿 2018年 2月19日生

リオンディーズ
黒鹿 2013

エーシンスピカ
鹿  2009

キングカメハメハ

シーザリオ

アグネスタキオン

バーモントガール(USA)

Kingmambo(USA) 　　２０

マンファス(IRE) ２２－ｄ

スペシャルウィーク 　３－ｌ

キロフプリミエール(GB) １６－ａ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

アグネスフローラ 　１－ｌ

ミシエロ(USA) 　３－ｌ

Raging Apalachee(USA) １４－ａ

サンデーサイレンス(USA) : M3xS4   Mr. Prospector(USA) : S4xM5

母：
エーシンスピカ（2009  鹿 アグネスタキオン）入着,［東海］出走

エイシンノホシ（2016 牝 鹿 タイキシャトル（USA））1勝,現役

２代母：
バーモントガール（USA）（1997  鹿 ミシエロ（USA））1勝

エイシンヴァイデン（USA）（2002 牡 栗 Touch Gold（USA））3勝,障害1勝, 野路菊Ｓ ＯＰ（阪神芝1600）, フェニックス賞 ＯＰ
（小倉芝1200）,［岩手･兵庫･東海］入着,ウインター争覇（笠松ダ1900）2着

エーシンベロシティ（USA）（2005 牝 黒鹿 Lemon Drop Kid（USA））出走,［佐賀･南関東･東海］13勝
アオイプリンス（2013 セン 鹿 エンパイアメーカー（USA））1勝,［南関東］入着
メイショウテッコン（2015 牡 青鹿 マンハッタンカフェ）5勝,現役, 日経賞 ［G2］（中山芝2500）, ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

 ［G3］（福島芝1800）, 神戸新聞杯 ［G2］（阪神芝2400）3着, 白百合Ｓ ［ＬＲ］（京都芝1800）, 梅花賞 ５００万下
（京都芝2400）

エーシンベタラネリ（USA）（2006 牝 鹿 Elusive Quality（USA））［東海］出走
エイシンサブウェイ（2012 牡 鹿 マンハッタンカフェ）1勝,［兵庫･南関東］3勝,現役
メディクス（2016 牡 栗 ゴールドアリュール）1勝,現役
エイシンハルニレ（2017 牡 鹿 エイシンアポロン（USA））［北海道･岩手］1勝,現役,若駒賞（中央認定）（盛岡ダ1600）2着

エーシンテュポーン（USA）（2007 牡 鹿 Dynaformer（USA））1勝,［兵庫･東海］2勝
エーシンバリントン（2008 牡 鹿 Awesome Again（CAN））3勝,［兵庫･佐賀］1勝
エーシンヘディング（2010 牡 鹿 タニノギムレット）3勝,［兵庫］出走
エイシンイースト（2011 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ）1勝,［兵庫･東海］4勝,摂津盃（園田ダ1700）2着

３代母：
Raging Apalachee（USA）（1988  黒鹿 Apalachee（USA））

Artax（USA）（1995 牡 黒鹿 Marquetry（USA））［USA］7勝,ＢＣスプリント Ｇ１（USA）,カーターＨ Ｇ１（USA）,ヴォスバー
グＳ Ｇ１（USA）,サンフェリペＳ Ｇ２（USA）,フォレストヒルズＨ Ｇ２（USA）,サンタカタリーナＳ Ｇ３（USA）etc,種牡
馬

Another Rage（USA）（1996 牝 黒鹿 Farma Way（USA））［USA］入着
ゲンキナシャチョウ（USA）（2001 牡 黒鹿 Menifee（USA））2勝,［東海］3勝

シャドウメモリー（USA）（1999 牝 鹿 Siphon（BRZ））1勝
サブコンシャス（2005 牡 鹿 ジャングルポケット）3勝

４代母：
Fagers Charisma（USA）（1976  黒鹿 Dr. Fager（USA））［USA］2勝

　［子］　Fagers Charm（USA）（1981 牝 鹿 Sham（USA））［USA］7勝,ダディズダットサンＨ ＬＲ（USA）2着
　［孫］　Charmonnier（USA）（1988 セン 鹿 Batonnier（USA））［USA･HKG］6勝,サンベルナルディノＨ Ｇ２（USA）2着,マリブＳ

 Ｇ２（USA）2着,デルマーＢＣＨ Ｇ２（USA）3着,香港国際Ｃ Ｇ３（HKG）3着,ロングエイカーズマイルＨ Ｇ３（US
A）3着,アクアクＨ Ｌ（USA）2着etc

　　　　Charm a Gendarme（USA）（1989 牝 鹿 Batonnier（USA））［USA］5勝,セニョリータＢＣＳ Ｇ３（USA）,サンカルロス
Ｓ Ｌ（USA）2着,ルーサーバーバンクＨ Ｌ（USA）3着

　　　　Malameeze（USA）（2003 牡 栗 Saint Ballado（CAN））［USA･CAN］3勝,レインズエンドＳ Ｇ２（USA）3着
　［曾孫］Tout Charmant（USA）（1996 牝 鹿 Slewvescent（USA））［USA］9勝,メイトリアークＳ Ｇ１（USA）,デルマーオークス

 Ｇ１（USA）,ダリアＨ Ｇ２（USA）,サンゴルゴニオＨ Ｇ２（USA）,ウィルシャーＨ Ｇ３（USA）,ギャラクシーＳ Ｇ
３（USA）etc

　　　　Forest Grove（USA）（2001 牡 栗 Forestry（USA））［USA］5勝,ロスアンジェルスタイムズＨ Ｇ３（USA）,カウントフリ
ートスプリントＨ Ｇ３（USA）2着,オーシャンプレイスリゾートＳ Ｌ（USA）,デイトナＨ Ｌ（USA）2着,種牡馬

　　　　Charbonnier（USA）（2001 セン 鹿 Robannier（USA））［USA］3勝,ジョゼフＴグレイスＨ Ｌ（USA）2着
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グランプリボス
鹿  2008

キャニオンリリー
黒鹿 1999

サクラバクシンオー

ロージーミスト

エルハーブ(USA)

ミスフアピー(USA)

サクラユタカオー １１－ｃ

サクラハゴロモ 　４－ｍ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ビューティフルベーシック(USA) 　８－ｃ

Chief's Crown(USA) ２３－ｂ

Histoire(FR) 　１－ｗ

Fappiano(USA) １６－ａ

Notably(USA) 　１－ｎ

Secretariat(USA) : S4xM5   Northern Dancer(CAN) : S5xM5

母：
キャニオンリリー（1999  黒鹿 エルハーブ（USA））3勝

リリーザサン（2005 牡 栗 マリエンバード（IRE））入着,［石川･南関東］7勝
ウィズインライアン（2006 牝 鹿 メジロライアン）2勝,［兵庫］1勝
コスモスルス（2007 牝 黒鹿 アドマイヤマックス）入着,［南関東］1勝
チャンスワン（2008 牡 栗 オペラハウス（GB））出走,［北海道･岩手･佐賀］5勝
ウインバース（2010 牡 黒鹿 タニノギムレット）出走,［石川･兵庫･佐賀］13勝,現役
フクノドリーム（2011 牝 栗 ヨハネスブルグ（USA））2勝, アイビスサマーダッシュ ［G3］（新潟芝1000）2着, すずらん賞 ＯＰ

（函館芝1200）,［北海道］1勝,エーデルワイス賞（中央交流） ［Jpn3］（門別ダ1200）
キシュウマイウェイ（2013 牝 青鹿 ケイムホーム（USA））出走,［北海道･高知･南関東］15勝,現役
タイセイプライド（2015 牡 青鹿 ヨハネスブルグ（USA））3勝, クリスマスローズＳ ＯＰ（中山芝1200）, ダリア賞 ＯＰ（新潟芝

1400）,［北海道･岩手･佐賀］1勝,現役,ＯＲＯターフスプリント（盛岡芝1000）2着
グレイトゲイナー（2017 牡 青鹿 キンシャサノキセキ（AUS））入着,現役

２代母：
ミスフアピー（USA）（1984  鹿 Fappiano（USA））

レディープロスパー（1988 牝 栗 ミナガワマンナ）2勝,［北海道･佐賀･熊本］9勝,天山賞 Ａ１（佐賀ダ2400）
マルハチジャルダン（2000 牡 鹿 アンバーシヤダイ）出走,［岩手･山形･石川･南関東］9勝,さつき賞（上山ダ1700）,若葉賞

（上山ダ1500）
エスワンスペクター（2001 牝 鹿 シャンハイ（USA））出走,［北海道･兵庫･佐賀･南関東］5勝,エーデルワイス賞（中央交流

） Ｇ３（門別ダ1200）,花吹雪賞（佐賀ダ1800）
ディーエスコンドル（2008 牡 鹿 フサイチコンコルド）3勝, オホーツクＨ １０００万下（札幌ダ1700）,［南関東］出

走
エスワンプリンス（2009 牡 鹿 アジュディケーティング（USA））［岩手･兵庫･佐賀･南関東･東海］20勝,笠松ＧＰ（笠

松ダ1400）,吉野ヶ里記念（佐賀ダ1400）,園田ＦＣスプリント（園田ダ820）,鶴見岳賞（佐賀ダ1400）,玄界灘賞
（佐賀ダ2000）,志布志湾賞（佐賀ダ1800）etc

エンビライナー（1989 牡 鹿 ブレイヴエストローマン（USA））5勝, 銀嶺Ｓ ＯＰ（東京ダ1400）2着, 武蔵野Ｓ ＯＰ（東京ダ1600
）3着, 春風Ｓ １５００万下（中山ダ1800）, 晩秋特別 ９００万下（東京ダ1400）, 早春賞 ９００万下（東京ダ1600）

キャニオンロマン（1994 牡 黒鹿 ブレイヴエストローマン（USA））［北海道･南関東］10勝,フロンティアスプリント盃（大井ダ1
200）,羽田盃（大井ダ1800）,黒潮盃（大井ダ1700）,京浜盃（大井ダ1700）,金盃（大井ダ2000）2着,星雲賞 一般（旭川ダ16
00）3着

３代母：
Notably（USA）（1973  黒鹿 In Reality（USA））［USA］6勝,ベッドオーロージズＨ Ｇ３（USA）2着,コレクションＨ Ｇ３（USA）3着

Notable Sword（USA）（1991 牝 鹿 Crusader Sword（USA））［USA］4勝,ガーデニアＢＣＳ Ｌ（USA）3着
Diablo's Notably（USA）（1995 牝 黒鹿 ディアブロ（USA））［USA］2勝,ディアリープレシャスＳ Ｌ（USA）,ルースレスＳ

Ｌ（USA）2着

４代母：
Notable Lady（USA）（1967  鹿 Sir Gaylord（USA））

　［子］　Royal Forbes（USA）（1978 牡 黒鹿 Bold Forbes（USA））［USA］入着,サンミゲルＳ Ｌ（USA）2着
　［曾孫］Chauffe Au Rouge（USA）（1996 セン 鹿 Red Attack（USA））［USA］18勝,ルイジアナダウンズＨ Ｌ（USA）3着
５代母：
Hasty Matelda（USA）（1961  黒鹿 Hasty Road（USA））［USA］1勝,メイトロンＳ（USA）,スピナウェイＳ（USA）2着,スカイラ

ヴィルＳ（USA）2着
　［子］　Gay Matelda（USA）（1965 牝 黒鹿 Sir Gaylord（USA））［USA］9勝,アラバマＳ（USA）,ガーデニアＳ（USA）,プリンスト

ンＨ（USA）,ジャージーベルＨ（USA）,ＣＣＡオークス（USA）2着,フリゼットＳ（USA）2着etc
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ヴィクトワールピサ
黒鹿 2007

ポッドコンジュ
栗  2011

ネオユニヴァース

ホワイトウォーターアフェア(GB)

コンデュイット(IRE)

メジロトンキニーズ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ポインテッドパス(GB) 　１－ｌ

Machiavellian(USA) 　２－ｄ

Much Too Risky(GB) 　８－ｄ

Dalakhani(IRE) 　９－ｅ

Well Head(IRE) 　１－ｌ

ダンスインザダーク 　　　７

メジロクロヒメ 　７－ｃ

サンデーサイレンス(USA) : S3xM4   Halo(USA) : S4xS5xM5

母：
ポッドコンジュ（2011  栗 コンデュイット（IRE））入着

ドナアンブロージア（2016 牝 栗 パイロ（USA））出走,［北海道･南関東］1勝
ジンパーク（2017 牡 鹿 スピルバーグ）［南関東］出走,現役

２代母：
メジロトンキニーズ（2002  鹿 ダンスインザダーク）3勝, ダイヤモンドＳ Ｇ３（東京芝3400）2着, 昇仙峡特別 １０００万下（東京芝

1800）
グローリアスレイ（2012 牝 芦 チチカステナンゴ（FR））1勝
トリオンフ（2014 セン 黒鹿 タートルボウル（IRE））6勝,現役, 小倉記念 ［G3］（小倉芝2000）, 小倉大賞典 ［G3］（小倉芝180

0）, 鳴尾記念 ［G3］（阪神芝2000）2着, 寿Ｓ １６００万下（京都芝2000）, 若戸大橋特別 ５００万下（小倉芝1800）
アルファライズ（2016 牝 青鹿 エイシンフラッシュ）2勝,現役

３代母：
メジロクロヒメ（1989  青鹿 モガミ（FR））3勝, 八瀬特別 ９００万下（京都芝2400）, 檜山特別 ５００万下（函館芝2000）

メジロバーバラ（1997 牝 栗 ミシル（USA））6勝, ニューイヤーＳ ＯＰ（中山芝1600）3着, 市川Ｓ １６００万下（中山芝1600）
, ＨＴＢ杯 １０００万下（函館芝1200）, 潮騒特別 １０００万下（函館芝1200）

タムロトップステイ（2009 牡 栗 ダイワメジャー）2勝, アザレア賞 ５００万下（阪神芝2400）

４代母：
メジロツシマ（1974  栗 バウンテイアス（GB））2勝,障害1勝

　［子］　メジロガイヤン（1980 牡 黒鹿 メジロムサシ）5勝, 千葉日報杯 ９００万下（中山芝2200）
　　　　メジロトーマス（1981 牡 栃栗 フイデイオン（FR））6勝, 京都記念 Ｇ２（京都芝2400）, 天皇賞（春） Ｇ１（京都芝3200）2着,

金杯 Ｇ３（京都芝2000）, 宝塚記念 Ｇ１（阪神芝2200）2着, 京都記念 Ｇ２（京都芝2400）3着, 三宮Ｓ １４００万下
（阪神芝2200）etc

　　　　メジロマーシャス（1985 牡 芦 メジロテイターン）8勝, 函館記念 Ｇ３（函館芝2000）, 毎日王冠 Ｇ２（東京芝1800）3着, 愛
知杯 Ｇ３（中京芝2000）2着, 福島記念 Ｇ３（福島芝2000）2着, 福島民友Ｃ ＯＰ（福島芝1800）, 巴賞 ＯＰ（函館芝
1800）3着etc

　　　　メジロジョリー（1987 牝 鹿 モガミ（FR））3勝, 江差特別 ５００万下（函館芝1800）

５代母：
メジロアイリス（1964  黒鹿 ヒンドスタン（GB））3勝,障害3勝, 障碍特別 ２勝下（東京障2900）

　［孫］　メジロデユレン（1983 牡 鹿 フイデイオン（FR））6勝, 有馬記念 Ｇ１（中山芝2500）, 菊花賞 Ｇ１（京都芝3000）, 天皇賞（春
） Ｇ１（京都芝3200）3着, 日経新春杯 Ｇ２（京都芝2200）3着, 有馬記念 Ｇ１（中山芝2500）5着, 巴賞 ＯＰ（函館芝
1800）3着etc,種牡馬

　　　　メジロマックイーン（1987 牡 芦 メジロテイターン）12勝, 菊花賞 Ｇ１（京都芝3000）, 天皇賞（春） Ｇ１（京都芝3200）2回
, 宝塚記念 Ｇ１（阪神芝2200）, 京都大賞典 Ｇ２（京都芝2400）2回, 産經大阪杯 Ｇ２（阪神芝2000）, 阪神大賞典 Ｇ
２（阪神芝3000）etc,（1991）最優秀４歳以上牡馬,種牡馬

６代母：
アサマユリ（1959  栗 ボストニアン）2勝

　［子］　メジロスイセイ（1968 牡 栗 ネヴアービート（GB））9勝, 京都記念（秋）（京都芝2400）, 京都記念（秋）（京都芝2400）2着, 京
都記念（春）（京都芝2400）3着, 阪神大賞典（阪神芝3100）3着, 天皇賞（春）（京都芝3200）4着, 北九州記念（小倉芝
1800）2着etc,［岩手･新潟］4勝

　［孫］　メジロファントム（1975 牡 鹿 ロンバード（GB））5勝, 目黒記念（秋）（東京芝2500）, 有馬記念（中山芝2500）2着, 天皇賞（秋
）（東京芝3200）2着2回, 天皇賞（春）（京都芝3200）3着, 東京新聞杯（中山芝2000）, 宝塚記念（阪神芝2200）3着et
c

　［曾孫］リージェントブラフ（1996 牡 鹿 パークリージエント（CAN））6勝, ジャパンＣダート Ｇ１（中山ダ1800）2着etc,［UAE］出
走,［岩手･南関東･東海］3勝,川崎記念（中央交流） Ｇ１（川崎ダ2100）,名古屋ＧＰ（中央交流） Ｇ２（名古屋ダ2500
）,ダイオライト記念（中央交流） Ｇ２（船橋ダ2400）,東京大賞典（中央交流） Ｇ１（大井ダ2000）2着,帝王賞（中央交
流） Ｇ１（大井ダ2000）2着etc,種牡馬
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ルーラーシップ
鹿  2007

ティンクルハート
青鹿 2003

キングカメハメハ

エアグルーヴ

サンデーサイレンス(USA)

ファレノプシス

Kingmambo(USA) 　　２０

マンファス(IRE) ２２－ｄ

トニービン(IRE) １９－ｂ

ダイナカール 　８－ｆ

Halo(USA) 　２－ｄ

Wishing Well(USA) 　３－ｅ

ブライアンズタイム(USA) 　４－ｒ

キャットクイル(CAN) １３－ａ

Hail to Reason(USA) : M4xM5

母：
ティンクルハート（2003  青鹿 サンデーサイレンス（USA））出走

エピカ（2010 牝 黒鹿 マイネルラヴ（USA））1勝
キャノンストーム（2013 牡 黒鹿 ワークフォース（GB））1勝
キャメロン（2016 牡 鹿 ケープブランコ（IRE））1勝,現役
フローラルオーク（2017 牝 芦 クロフネ（USA））出走,［兵庫］出走,現役

２代母：
ファレノプシス（1995  黒鹿 ブライアンズタイム（USA））7勝, 桜花賞 Ｇ１（阪神芝1600）, 秋華賞 Ｇ１（京都芝2000）, エリザベス女

王杯 Ｇ１（京都芝2200）, ローズＳ Ｇ２（阪神芝2000）, オークス Ｇ１（東京芝2400）3着, 札幌記念 Ｇ２（札幌芝2000）2着e
tc,（1998）最優秀３歳牝馬,（2000）最優秀４歳以上牝馬

スパンゴールド（2002 牝 青鹿 サンデーサイレンス（USA））1勝
ラバニーユ（2012 牝 芦 クロフネ（USA））2勝, 妙見山特別 １０００万下（阪神ダ1400）,［兵庫］3勝

ルアシェイア（2004 牝 黒鹿 フジキセキ）3勝
ブライトムーン（2014 牝 黒鹿 ルーラーシップ）4勝,現役, 西海賞 １０００万下（小倉芝2000）, 日田特別 ５００万下（小倉

芝2000）, 鳥栖特別 ５００万下（小倉芝2000）
アディアフォーン（2006 牝 黒鹿 ダンスインザダーク）3勝, ファンタジーＳ ［Jpn3］（京都芝1400）3着
ラナンキュラス（2007 牝 青 スペシャルウィーク）2勝, フィリーズレビュー ［G2］（阪神芝1400）2着, 阪神ジュベナイルフィ

リーズ ［Jpn1］（阪神芝1600）4着, りんどう賞 ５００万下（京都芝1400）

３代母：
キャットクイル（CAN）（1990  鹿 Storm Cat（USA））［GB］入着

アランダ（1996 牝 黒鹿 サンデーサイレンス（USA））1勝
ネイキッド（2004 牡 栗 フレンチデピュティ（USA））5勝, エルムＳ ［G3］（新潟ダ1800）2着, 平安Ｓ ［G3］（京都ダ180

0）3着, ベテルギウスＳ ＯＰ（阪神ダ2000）3着, しらかばＳ ＯＰ（札幌ダ1700）3着, 大阪スポ杯 １６００万下（阪
神ダ1800）, 福島放送賞 １０００万下（福島ダ1700）,［石川･南関東］出走

エリモアラルマ（2006 牡 鹿 アフリート（CAN））3勝,［石川･兵庫･広島･高知･南関東･東海］14勝,兵庫大賞典（園田ダ1870
）,六甲盃（園田ダ2400）,新春賞（園田ダ1870）2着,マイル争覇（福山ダ1600）3着

サンデーブレイク（1999 牡 鹿 フォーティナイナー（USA））［USA］4勝,ピーターパンＳ Ｇ２（USA）,ベルモントＳ Ｇ１（USA
）3着,ウッドメモリアルＳ Ｇ１（USA）3着,アルカディアＨ Ｇ２（USA）3着

キズナ（2010 牡 青鹿 ディープインパクト）6勝, 日本ダービー ［G1］（東京芝2400）, 産経大阪杯 ［G2］（阪神芝2000）, 京都新
聞杯 ［G2］（京都芝2200）, 毎日杯 ［G3］（阪神芝1800）, 産経大阪杯 ［G2］（阪神芝2000）2着etc,［FR］1勝,ニエル賞
 Ｇ２（FR）,（2013）最優秀３歳牡馬,種牡馬

４代母：
Pacific Princess（USA）（1973  鹿 Damascus（USA））［USA］7勝,デラウェアオークス Ｇ１（USA）,ヘムステッドＨ Ｇ２（US

A）,メイトロンＳ Ｇ１（USA）2着,マスケットＨ Ｇ２（USA）2着,ガゼルＨ Ｇ２（USA）2着,テストＳ Ｇ３（USA）3着
　［孫］　ビワハヤヒデ（1990 牡 芦 シャルード（USA））10勝, 菊花賞 Ｇ１（京都芝3000）, 天皇賞（春） Ｇ１（阪神芝3200）, 宝塚記念

 Ｇ１（阪神芝2200）, 京都記念 Ｇ２（阪神芝2200）, 神戸新聞杯 Ｇ２（阪神芝2000）, デイリー杯３歳Ｓ Ｇ２（京都芝
1400）etc,（1993）年度代表馬,（1993）最優秀３歳牡馬,（1994）最優秀４歳以上牡馬,種牡馬

　　　　ナリタブライアン（1991 牡 黒鹿 ブライアンズタイム（USA））12勝, 日本ダービー Ｇ１（東京芝2400）, 有馬記念 Ｇ１（中山
芝2500）, 皐月賞 Ｇ１（中山芝2000）, 菊花賞 Ｇ１（京都芝3000）, 朝日杯３歳Ｓ Ｇ１（中山芝1600）, 阪神大賞典 
Ｇ２（阪神芝3000）etc,（1993）最優秀２歳牡馬,（1994）年度代表馬,（1994）最優秀３歳牡馬,種牡馬

　　　　ビワタケヒデ（1995 牡 黒鹿 ブライアンズタイム（USA））3勝, Ｒたんぱ賞 Ｇ３（福島芝1800）, 小倉記念 Ｇ３（京都芝1800）
3着, 若葉Ｓ ＯＰ（中山芝2000）3着, かきつばた賞 ５００万下（中京芝2500）,種牡馬

　［曾孫］ラストインパクト（2010 牡 青鹿 ディープインパクト）7勝, 金鯱賞 ［G2］（中京芝2000）, 京都大賞典 ［G2］（京都芝2400
）, ジャパンＣ ［G1］（東京芝2400）2着, 小倉大賞典 ［G3］（小倉芝1800）, 阪神大賞典 ［G2］（阪神芝3000）3着
etc,［UAE］入着,ドバイシーマクラシック Ｇ１（UAE）3着

　　　　セダブリランテス（2014 牡 鹿 ディープブリランテ）4勝,現役, 中山金杯 ［G3］（中山芝2000）, ラジオＮＩＫＫＥＩ賞 ［G
3］（福島芝1800）, Ａｒ共和国杯 ［G2］（東京芝2500）3着, 早苗賞 ５００万下（新潟芝1800）



  124 テンセイフジの１８   牝 鹿 2018年 4月28日生

モンテロッソ(GB)
鹿  2007

テンセイフジ
鹿  2002

Dubawi(IRE)

Porto Roca(AUS)

ハウスバスター(USA)

ハローメルヘン

Dubai Millennium(GB) 　４－ｍ

Zomaradah(GB) 　９－ｅ

Barathea(IRE) １４－ａ

Antelliere(AUS) 　　２８

Mt. Livermore(USA) 　９－ａ

Big Dreams(USA) 　　１３

シンボリルドルフ １１－ｃ

オトギバナシ 　２－ｓ

５代までにクロスなし

母：
テンセイフジ（2002  鹿 ハウスバスター（USA））出走,［南関東］5勝,関東オークス（中央交流） Ｇ３（川崎ダ2100）,スパーキングレデ

ィーＣ（中央交流） Ｇ３（川崎ダ1600）3着,ＴＣＫ女王盃（中央交流） Ｇ３（大井ダ1800）3着,東京プリンセス賞（大井ダ1800）
,桜花賞（浦和ダ1600）3着

アバーブゴッド（2009 牝 青鹿 ストームファング（USA））出走,［北海道･岩手･兵庫］5勝
シンゼンプロフィア（2010 牡 栗 バゴ（FR））出走,［東海］3勝
ブラックビアド（2011 セン 鹿 アッミラーレ）［石川･南関東］10勝,現役
アスタキサンチン（2012 牝 栗 ヴリル（AUS））2勝,［兵庫･南関東］1勝
コウユーモエルコイ（2014 牝 黒鹿 パイロ（USA））出走,［北海道･石川･東海］1勝
イサチルルンルン（2015 牝 鹿 パイロ（USA））2勝,現役
ノーブルフューチャ（2016 牝 栗 フリオーソ）入着,［岩手］入着,現役
ジェッター（2017 牝 栗 アドマイヤムーン）出走,現役

２代母：
ハローメルヘン（1993  栗 シンボリルドルフ）［新潟･佐賀］3勝

キミノハナ（1998 牝 鹿 ヒシアリダー（USA））［南関東］3勝
テンダーハート（2000 牡 鹿 ゼネラリスト（GB））［東海］11勝
ホウコウフジ（2004 牝 栗 タイキシャーロック）［南関東］5勝
リトルエイコーン（2005 牡 栗 デュラブ（USA））出走,［佐賀］12勝

３代母：
オトギバナシ（1986  黒鹿 デイクタス（FR））出走

ツキフクオー（1992 牡 鹿 イナリワン）出走,［高知･北関東･南関東］16勝,東京王冠賞（大井ダ2600）,アフター５スター賞（大井
ダ1800）,東京大賞典（大井ダ2800）3着,ゴールドジュニアー ＯＰ（大井ダ1400）

ハッピースマイル（1998 牝 栗 ジェイドロバリー（USA））1勝, グラジオラス賞 ５００万下（福島芝1800）,［岩手］1勝

４代母：
シヤダイメルヘン（1981  鹿 ノーザンテースト（CAN））出走

５代母：
ラビユーラ（USA）（1966  鹿 Never Bend（USA））［USA］1勝

　［子］　ニチドウタロー（1976 牡 鹿 エルセンタウロ（ARG））5勝, 天皇賞（春）（阪神芝3200）, 中京３歳Ｓ ＯＰ（中京芝1400）, もみ
じ賞 ４００万下（京都芝1400）,種牡馬

　［曾孫］マダムルコント（2005 牝 栗 メジロライアン）出走,［北海道･南関東］3勝,東京２歳優駿牝馬（大井ダ1600）,ローレル賞（川崎
ダ1600）

６代母：
Bouillabaisse（USA）（1956  栗 Counterpoint（USA））［USA］5勝

　［子］　Fish House（USA）（1964 牝 黒鹿 Porterhouse（USA））［USA］6勝,サンタスサーナＳ（USA）,ガーデニアＳ（USA）2着,ジ
ュニアリーグＳ（USA）2着,プリンセスＳ（USA）3着,パサディナＳ（USA）3着

　［孫］　Jim（USA）（1970 牡 鹿 Tom Rolfe（USA））［USA］5勝,ロングエイカーズマイルＳ Ｇ３（USA）
　　　　Free Round（USA）（1972 牡 黒鹿 Round Table（USA））［FR］2勝,ウジェーヌアダム賞 Ｇ２（FR）,サラマンドル賞 Ｇ１（

FR）2着,仏グランクリテリヨム Ｇ１（FR）3着,ヤコウレフ賞 Ｌ（FR）,ジェベル賞 Ｌ（FR）3着,種牡馬
　［曾孫］ダイナボンダー（1983 牝 栗 ノーザンテースト（CAN））7勝, 福島ＲＣ７０周年記念 ＯＰ（福島芝1200）, 立夏賞 １４００万下

（東京芝1400）, 新潟日報賞 ９００万下（新潟芝1600）, 飯盛山特別 ９００万下（福島芝2000）, 相川特別 ４００万
下（新潟芝1600）

　　　　ノムラテンカムテキ（1992 セン 栗 ジェイドロバリー（USA））出走,［南関東］7勝,しらさぎ賞（浦和ダ1900）,ゴールドＣ（浦
和ダ2000）3着,若潮盃（船橋ダ1800）

　　　　Little Miss Fast（USA）（1993 牝 鹿 Premiership（USA））［USA］5勝,カムリーＳ Ｇ３（USA）,ブサンダＳ Ｌ（USA）



  125 アイギーナの１８   牝 芦 2018年 2月22日生

クリエイター２(USA)
芦  2013

アイギーナ
黒鹿 2013

Tapit(USA)

Morena(PER)

エンパイアメーカー(USA)

ディアアレトゥーサ

Pulpit(USA) 　２－ｆ

Tap Your Heels(USA) 　３－ｏ

Privately Held(USA) 　８－ｆ

Charytin(PER) 　２－ｏ

Unbridled(USA) 　１－ｒ

Toussaud(USA) 　６－ｄ

トーセンダンス 　　　７

ディアウィンク 　３－ｈ

Unbridled(USA) : M3xS4   Mr. Prospector(USA) : S5xM5   Nijinsky(CAN) : S5xM5

母：
アイギーナ（2013  黒鹿 エンパイアメーカー（USA））出走

２代母：
ディアアレトゥーサ（2007  黒鹿 トーセンダンス）3勝, 福島記念 ［G3］（福島芝2000）2着, 紫苑Ｓ ［Ｌ］（中山芝2000）, 村上特別

５００万下（新潟芝1600）

３代母：
ディアウィンク（1998  鹿 タイトスポット（USA））1勝,［南関東］出走

マイネルクラッチ（2004 牡 鹿 スクワートルスクワート（USA））3勝, 月岡温泉特別 １０００万下（新潟芝1600）
ドリームザドリーム（2005 牡 鹿 エイシンプレストン（USA））1勝
ナカヤマフェスタ（2006 牡 鹿 ステイゴールド）5勝, 宝塚記念 ［G1］（阪神芝2200）, セントライト記念 ［Jpn2］（中山芝22

00）, 東スポ杯２歳Ｓ ［Jpn3］（東京芝1800）, 日本ダービー ［Jpn1］（東京芝2400）4着etc,［FR］入着,凱旋門賞 Ｇ１
（FR）2着,フォワ賞 Ｇ２（FR）2着,（2010）最優秀４歳以上牡馬,種牡馬

ディアエスペランサ（2008 牝 鹿 ロックオブジブラルタル（IRE））入着
ゴールドポセイドン（2014 牡 鹿 ステイゴールド）1勝,［南関東］出走

サトノセレリティ（2011 牡 鹿 ディープスカイ）4勝,障害1勝

４代母：
セイレイ（1991  鹿 デインヒル（USA））3勝, 南武特別 ９００万下（東京芝2400）, 佐倉特別 ５００万下（中山芝2500）

５代母：
センスオブリズム（IRE）（1984  鹿 Cure the Blues（USA））［IRE］入着

　［子］　Forest Concert（IRE）（1989 牝 栗 Thatching（IRE））［IRE］2勝,ビーミシュスタウトＳ Ｌ（IRE）3着
６代母：
Sensibility（USA）（1971  鹿 Hail to Reason（USA））［IRE･FR］1勝

　［子］　Lake Champlain（IRE）（1983 牝 鹿 Kings Lake（USA））［IRE･USA］6勝,愛１０００ギニー Ｇ１（IRE）2着,愛プリティポ
リーＳ Ｇ２（IRE）2着,愛メイトロンＳ Ｇ３（IRE）2着,コロンビアナＨ Ｇ３（USA）3着,グレンカーンＳ Ｇ３（IRE）
3着,カーディナルＨ Ｌ（USA）etc

　　　　Beyond the Lake（IRE）（1986 セン 鹿 Kings Lake（USA））［IRE･USA･FR］9勝,ロイヤルホイップＳ Ｇ３（IRE）,ボーリ
ンググリーンＨ Ｇ２（USA）3着,ヒルコットＳ Ｌ（IRE）,オールドカネルＳ Ｌ（IRE）,バリーサックスＳ Ｌ（IRE）3着

　［孫］　Theatrical（IRE）（1982 牡 黒鹿 Nureyev（USA））［IRE･USA･GB･GER］10勝,ＢＣターフ Ｇ１（USA）,ターフクラシック 
Ｇ１（USA）,マンノウォーＳ Ｇ１（USA）,ソードダンサーＨ Ｇ１（USA）,ハイアリアターフＣ Ｇ１（USA）,ボーリン
ググリーンＨ Ｇ１（USA）etc,種牡馬

　　　　タイキブリザード（USA）（1991 牡 黒鹿 Seattle Slew（USA））6勝, 安田記念 Ｇ１（東京芝1600）, 京王杯スプリングＣ Ｇ
２（東京芝1400）, 産経大阪杯 Ｇ２（阪神芝2000）, 有馬記念 Ｇ１（中山芝2500）2着, 安田記念 Ｇ１（東京芝1600）
2着, 安田記念 Ｇ１（東京芝1600）3着etc,［USA･USA］入着,種牡馬

　　　　Saranac Lake（USA）（1999 牝 鹿 Smart Strike（CAN））［IRE･USA］4勝,愛デビュターントＳ Ｇ３（IRE）
　［曾孫］パラダイスクリーク（USA）（1989 牡 鹿 Irish River（FR））入着,［USA］14勝,アーリントンミリオンＳ Ｇ１（USA）,ハリウ

ッドダービー Ｇ１（USA）,ワシントンＤＣ国際 Ｇ１（USA）,マンハッタンＳ Ｇ１（USA）,ディクシーＨ Ｇ２（USA）
,アーリータイムズターフクラシック Ｇ２（USA）etc,種牡馬

　　　　I'm Very Irish（USA）（1991 牡 鹿 Pleasant Colony（USA））［USA］5勝,ジャマイカＨ Ｇ２（USA）3着,フォアラナーＳ Ｇ
３（USA）2着,アクアクＨ Ｌ（USA）2着,シスルダウンＢＣＨ Ｌ（USA）2着

　　　　Wild Event（USA）（1993 牡 鹿 Wild Again（USA））［USA］10勝,アーリータイムズターフクラシック Ｇ１（USA）,ＷＬマ
クナイトＨ Ｇ２（USA）,アーリントンＨ Ｇ２（USA）,リヴァーシティＨ Ｇ３（USA）,フォースターデイヴＨ Ｇ３（U
SA）,キーンランドマイル Ｇ３（USA）etc,種牡馬

　　　　Forbidden Apple（USA）（1995 牡 黒鹿 Pleasant Colony（USA））［USA･HKG］8勝,マンハッタンＨ Ｇ１（USA）,ケルソ
Ｈ Ｇ２（USA）2回,ベルモントＢＣＨ Ｇ２（USA）,ＢＣマイル Ｇ１（USA）2着,マンハッタンＨ Ｇ１（USA）2着,アー
リントンミリオンＳ Ｇ１（USA）3着etc



  126 イトククリの１８   牝 黒鹿 2018年 1月24日生

パイロ(USA)
黒鹿 2005

イトククリ
鹿  2008

Pulpit(USA)

Wild Vision(USA)

サクラバクシンオー

フォーリアクイーン

A.P. Indy(USA) 　３－ｌ

Preach(USA) 　２－ｆ

Wild Again(USA) 　３－ｅ

Carol's Wonder(USA) 　８－ｄ

サクラユタカオー １１－ｃ

サクラハゴロモ 　４－ｍ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

フォーリア(GB) 　９－ｅ

Northern Dancer(CAN) : M5xM5

母：
イトククリ（2008  鹿 サクラバクシンオー）3勝, 長万部特別 ５００万下（函館芝1200）, 刈谷特別 ５００万下（中京芝1200）

ドゥナス（2017 牝 栗 パイロ（USA））［南関東］入着,現役

２代母：
フォーリアクイーン（1997  鹿 サンデーサイレンス（USA））出走

トップオバマ（2006 牡 黒鹿 マリエンバード（IRE））［石川･南関東］11勝,ＭＲＯ金賞（金沢ダ1700）3着

３代母：
フォーリア（GB）（1989  鹿 Sadler's Wells（USA））［GB］3勝

ホクセツクィーン（1999 牝 鹿 サンデーサイレンス（USA））1勝
サンエイキャピタル（2015 牡 黒鹿 シニスターミニスター（USA））［岩手］5勝,現役,不来方賞（盛岡ダ2000）,ウイナーＣ（

水沢ダ1400）

４代母：
Dunoof（GB）（1983  芦 Shirley Heights（GB））［GB･ITY］1勝

　［子］　Seltitude（IRE）（1996 牝 鹿 Fairy King（USA））［GB･FR］3勝,セーネオワーズ賞 Ｇ３（FR）,グロシェーヌ賞 Ｇ２（FR）3着
,サンジョルジュ賞 Ｇ３（FR）3着

　［孫］　Dunnella（IRE）（1998 牝 鹿 Brief Truce（USA））［ITY･GER］2勝,イデエフェスタレネン Ｌ（GER）2着,ＦＩＡ欧生産者基金
賞 Ｌ（ITY）3着

　　　　Delsun（IRE）（2001 セン 鹿 Monsun（GER））［SIN･ITY･GER］1勝,ドクトルブッシュ記念 Ｇ３（GER）3着,エマヌエーレフ
ィリベルト賞 Ｌ（ITY）2着

　　　　Diamantwelle（IRE）（2002 牝 鹿 ザール（GB））［ITY･GER･FR］2勝,バッジオ賞 Ｌ（ITY）
　　　　Charlotte O Fraise（IRE）（2004 牝 鹿 Beat Hollow（GB））［FR］2勝,カルヴァドス賞 Ｇ３（FR）
　　　　Luck Money（IRE）（2005 牡 黒鹿 Indian Ridge（IRE））［IRE･USA･GB］3勝,コヴェントリーＳ Ｇ２（GB）3着
　　　　Diamantgottin（GER）（2005 牝 鹿 ファンタスティックライト（USA））［GER］1勝,ヴィンターケーニギン賞 Ｇ３（GER）

2着
　　　　Lover Man（IRE）（2009 セン 鹿 Lawman（FR））［GB･GER･FR･BEL］3勝,ハンプトン賞 Ｌ（FR）
　［曾孫］Pleine Forme（USA）（2008 牝 黒鹿 Grand Slam（USA））［USA･GB･GER･FR］2勝,バーデンバーデンＣ Ｌ（GER）2着,ケル

ン牝馬賞 Ｌ（GER）2着
　　　　Isaan Queen（IRE）（2016 牝 鹿 War Command（USA））［GB］3勝,現役,チェルマーＳ Ｌ（GB）
　　　　Diamanta（GER）（2016 牝 黒鹿 Maxios（GB））［GER］1勝,現役,デュッセルドルフ賞 Ｌ（GER）3着
５代母：
Sunbittern（GB）（1970  芦 シーホーク（FR））［GB］3勝

　［子］　High Hawk（IRE）（1980 牝 鹿 Shirley Heights（GB））出走,［IRE･GB･ITY･FR］6勝,ローマ賞 Ｇ１（ITY）,リブルズデイルＳ
 Ｇ２（GB）,パークヒルＳ Ｇ２（GB）,愛オークス Ｇ１（IRE）2着,ロワイヤリュー賞 Ｇ３（FR）,伊オークス Ｇ１（ITY
）2着

　［孫］　Infamy（IRE）（1984 牝 芦 Shirley Heights（GB））［USA･GB］7勝,ロスマンズインターナショナル Ｇ１（USA）,サンチャリオ
ットＳ Ｇ２（GB）,ゴードンリチャーズＳ Ｇ３（GB）,コロネイションＣ Ｇ１（GB）2着,サンチャリオットＳ Ｇ２（G
B）2着,ハードウィックＳ Ｇ２（GB）2着etc

　　　　In The Wings（GB）（1986 牡 鹿 Sadler's Wells（USA））［USA･GB･FR］7勝,ＢＣターフ Ｇ１（USA）,サンクルー大賞 Ｇ１
（FR）,コロネイションＣ Ｇ１（GB）,フォワ賞 Ｇ３（FR）,プランスドランジュ賞 Ｇ３（FR）,ガネー賞 Ｇ１（FR）2着
etc,種牡馬

　　　　ハイライズ（IRE）（1995 牡 鹿 ハイエステイト（IRE））入着, ジャパンＣ Ｇ１（東京芝2400）3着,［UAE･USA･GB･FR］5勝,英
ダービー Ｇ１（GB）,Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ Ｇ１（GB）2着,リングフィールドダービートライアルＳ Ｇ３
（GB）,ドバイシーマクラシック Ｇ３（UAE）3着,ニューベリーアークトライアル Ｌ（GB）2着,種牡馬

　［曾孫］Virginia Waters（USA）（2002 牝 鹿 Kingmambo（USA））［IRE･GB］3勝,英１０００ギニー Ｇ１（GB）,レパーズタウン１
０００ギニーＴＲ Ｇ３（IRE）,愛メイトロンＳ Ｇ１（IRE）3着,愛パークＳ Ｇ３（IRE）3着,フレイムオヴタラＳ Ｌ（IR
E）2着



  127 マイネレーヌの１８   牝 鹿 2018年 4月21日生

エピファネイア
鹿  2010

マイネレーヌ
鹿  2006

シンボリクリスエス(USA)

シーザリオ

マイネルラヴ(USA)

グレースマリヤ

Kris S.(USA) １０－ａ

Tee Kay(USA) 　８－ｈ

スペシャルウィーク 　３－ｌ

キロフプリミエール(GB) １６－ａ

Seeking the Gold(USA) 　５－ｃ

Heart of Joy(USA) １４－ｃ

グルームダンサー(USA) 　　１４

ミホグレース 　７－ｃ

Lyphard(USA) : M5xM5

母：
マイネレーヌ（2006  鹿 マイネルラヴ（USA））入着,［北海道］出走

アンジュデュバン（2011 牝 黒鹿 ハーツクライ）2勝
アカラナータ（2014 牡 青鹿 マンハッタンカフェ）1勝
スピアーノ（2015 牝 黒鹿 ヴィクトワールピサ）2勝,現役
ジャスタクイーン（2016 牝 鹿 ジャスタウェイ）出走,［東海］4勝,現役

２代母：
グレースマリヤ（1996  鹿 グルームダンサー（USA））

コスモフォーチュン（2002 牝 鹿 マイネルラヴ（USA））5勝, 北九州記念 Ｇ３（小倉芝1200）, 小倉２歳Ｓ Ｇ３（小倉芝1200）
3着, 疾風特別 １０００万下（新潟芝1000）, 鏑矢特別 １０００万下（新潟芝1000）, れんげ賞 ５００万下（阪神芝1200）

マイネボヌール（2009 牝 青鹿 ロージズインメイ（USA））4勝, 紅梅Ｓ ＯＰ（京都芝1400）2着, 朝日岳特別 １０００万下（
新潟芝1400）, 志摩特別 ５００万下（中京芝1400）2回

ウインハピネス（2015 牡 黒鹿 アイルハヴアナザー（USA））出走,［石川･兵庫･東海］7勝,現役,オータムＣ（笠松ダ1900）
コスモプラチナ（2003 牝 鹿 ステイゴールド）6勝, マーメイドＳ ［G3］（阪神芝2000）, 天の川Ｓ １６００万下（新潟芝2000

）, 佐渡特別 １０００万下（新潟芝2200）, 対馬特別 ５００万下（小倉芝1700）
トーセンミネルバ（2008 牝 鹿 キングカメハメハ）1勝

Hallelujah Boy（JPN）（2013 牡 栗 トーセンファントム）2勝,［AUS］3勝,現役,ＡＤホリンデイルＳ Ｇ２（AUS）3着
,ＢＲＣテイルズクオリティＳ Ｌ（AUS）

３代母：
ミホグレース（1987  鹿 アスワン）

マイネルベナード（2001 牡 栗 チーフベアハート（CAN））3勝, 若草Ｓ ＯＰ（阪神芝2200）, 萩Ｓ ＯＰ（京都芝1800）2着, 芙蓉Ｓ
ＯＰ（中山芝1600）2着, 大阪城Ｓ ＯＰ（阪神芝2000）3着, 黄菊賞 ５００万下（京都芝1800）

イグゼキュティヴ（2006 牡 鹿 チーフベアハート（CAN））1勝, 札幌２歳Ｓ ［Jpn3］（札幌芝1800）2着, 京都２歳Ｓ ［Ｌ］（京
都芝2000）, コスモス賞 ＯＰ（札幌芝1800）2着, ラベンダー賞 ＯＰ（函館芝1200）3着,［北海道･岩手］4勝,桂樹杯（盛岡
芝1600）3着,かきつばた賞（盛岡芝2400）3着,（2008）ＮＡＲ最優秀ターフ馬

４代母：
ビユーテイマリヤ（1980  黒鹿 トライバルチーフ（GB））［南関東］1勝

　［子］　ミホベスト（1984 牡 鹿 サテインゴ（GB））3勝, ニセコ特別 ４００万下（札幌ダ1500）
　　　　ナリタタイセイ（1989 牡 黒鹿 ダイナガリバー）4勝, ＮＨＫ杯 Ｇ２（東京芝2000）, 皐月賞 Ｇ１（中山芝2000）2着, 若駒Ｓ 

ＯＰ（京都芝2000）, 若葉Ｓ ＯＰ（中山芝2000）3着, 若菜賞 ５００万下（京都芝1400）
　　　　ファイトガリバー（1993 牝 鹿 ダイナガリバー）3勝, 桜花賞 Ｇ１（阪神芝1600）, オークス Ｇ１（東京芝2400）2着, 紅梅賞

ＯＰ（京都芝1200）2着, アネモネＳ ＯＰ（阪神芝1400）3着, 桃花賞 ５００万下（中山芝1600）
　［孫］　ナリタプロテクター（1993 牡 鹿 ヘクタープロテクター（USA））7勝, 谷川岳Ｓ ＯＰ（新潟芝1600）, ポートアイランドＳ Ｏ

Ｐ（阪神芝1600）, 札幌日経ＯＰ ＯＰ（札幌芝1800）, 吾妻小富士ＯＰ ＯＰ（福島芝1800）2着, 東風Ｓ ＯＰ（中山芝
1600）3着, 道新杯 ＯＰ（札幌芝1800）3着etc,［山形･高知］10勝

　　　　ナンゴクジョオー（1998 牝 鹿 ビワハヤヒデ）［北海道･岩手･山形･高知］4勝,金の鞍賞（高知ダ1400）
　　　　ペガサスファイト（2002 牡 鹿 エルコンドルパサー（USA））5勝,障害1勝, アメジストＳ １６００万下（東京芝2000）, 木曽川

特別 １０００万下（中京芝2500）
　［曾孫］ショウナンカンムリ（2009 牡 鹿 ダイワメジャー）3勝, 須磨特別 １０００万下（阪神芝1800）, はなみずき賞 ５００万下（阪

神芝1800）
　　　　メイショウヤマホコ（2010 牡 黒鹿 タニノギムレット）2勝, 金山特別 ５００万下（中京芝2200）,［高知］入着,現役
　　　　トーコーニーケ（2011 牝 鹿 キングカメハメハ）［兵庫･南関東･東海］9勝,関東オークス（中央交流） ［Jpn2］（川崎ダ2100）

2着,園田金盃（中央騎手騎乗）（園田ダ1870）,のじぎく賞（園田ダ1700）,東海クイーンＣ（名古屋ダ1600）,若草賞（名
古屋ダ1400）,園田クイーンセレクション（園田ダ1400）etc,（2014）ＮＡＲ３歳最優秀牝馬

　　　　ピスハンド（2017 牡 鹿 ヘニーヒューズ（USA））［兵庫］1勝,現役,兵庫若駒賞（中央認定）（園田ダ1400）2着
　　　　ドンナフォルテ（2017 牝 黒鹿 フェノーメノ）［石川］3勝,現役,金沢プリンセスＣ（中央認定）（金沢ダ1400）2着



  128 ダイワジャンヌの１８   牝 黒鹿 2018年 3月14日生

キズナ
青鹿 2010

ダイワジャンヌ
黒鹿 2005

ディープインパクト

キャットクイル(CAN)

タニノギムレット

ケーキカット

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ウインドインハーヘア(IRE) 　２－ｆ

Storm Cat(USA) 　８－ｃ

Pacific Princess(USA) １３－ａ

ブライアンズタイム(USA) 　４－ｒ

タニノクリスタル 　９－ｃ

デヒア(USA) 　２－ｏ

トリムカット(USA) 　５－ｉ

Roberto(USA) : M4xM4   Hail to Reason(USA) : S5xM5xM5   Secretariat(USA) : S5xM5

母：
ダイワジャンヌ（2005  黒鹿 タニノギムレット）5勝, 阿武隈Ｓ １６００万下（福島芝2000）, 野島崎特別 １０００万下（中山芝1800

）, 粟島特別 ５００万下（新潟芝1800）, 新発田城特別 ５００万下（新潟芝1400）
クリスタルキャノン（2013 牝 芦 クロフネ（USA））1勝,障害1勝
ケンネプチューン（2014 牡 栗 ディープスカイ）［南関東］4勝,現役
ララロワ（2015 セン 黒鹿 ルーラーシップ）出走,現役,［北海道］4勝
ワインレッドローズ（2016 牝 黒鹿 ルーラーシップ）1勝,現役

２代母：
ケーキカット（1998  黒鹿 デヒア（USA））1勝

スラージ（2004 牡 鹿 マヤノトップガン）1勝,［東海］4勝

３代母：
トリムカット（USA）（1988  黒鹿 Roberto（USA））［USA］4勝,バイユーＨ Ｌ（USA）3着

ラッキーヒーロー（USA）（1996 セン 鹿 Rahy（USA））3勝,障害1勝, 会津特別 ５００万下（福島芝1800）
ドリームスタート（USA）（1997 牝 栗 Diesis（GB））1勝

ヤマタケディガー（2006 牡 栗 チーフベアハート（CAN））3勝, 利根川特別 １０００万下（中山ダ1800）
ドリームトレイン（2009 牡 黒鹿 ホワイトマズル（GB））4勝, 不知火特別 １０００万下（小倉芝1800）, 和田岬特別 ５００

万下（阪神芝1800）
ナイスカット（1999 牝 黒鹿 エルハーブ（USA））3勝,［南関東］入着

コスモエスプレッソ（2009 牡 栗 アグネスデジタル（USA））入着,［北海道･南関東･東海］4勝,新春盃（名古屋ダ1800）,東海
菊花賞（名古屋ダ1900）3着

コスモナイスガイ（2010 牡 黒鹿 アグネスデジタル（USA））3勝, 成田特別 １０００万下（中山ダ2400）,［南関東］入着
コスモカット（2013 牡 鹿 マツリダゴッホ）出走,［岩手･佐賀･南関東］10勝,夏至賞（佐賀ダ1400）

ギンガハーバー（2002 牡 鹿 アラジ（USA））入着, フェニックス賞 ＯＰ（小倉芝1200）3着,［石川･兵庫］2勝,兼六園ジュニアＣ
（金沢ダ1400）2着

ステキナデアイ（2004 牝 鹿 ホワイトマズル（GB））［北海道］出走
アスカリーブル（2009 牝 黒鹿 ブラックタキシード）［岩手･兵庫･南関東］11勝,関東オークス（中央交流） ［Jpn2］（川崎

ダ2100）,戸塚記念（川崎ダ2100）,黒潮盃（大井ダ1800）,東京プリンセス賞（大井ダ1800）,ユングフラウ賞（浦和ダ
1400）,ビューチフル・ドリーマーＣ（水沢ダ1900）etc,（2012）ＮＡＲ３歳最優秀牝馬

アクアリーブル（2017 牝 栗 パイロ（USA））［北海道･岩手］2勝,現役,知床賞（中央認定）（盛岡ダ1400）
クールフォーマ（2005 セン 鹿 フォーティナイナー（USA））2勝,［北海道･兵庫］6勝,新春賞（園田ダ1870）

４代母：
Trim Colony（USA）（1983  鹿 Pleasant Colony（USA））［USA］3勝,ハリウッドスターレットＳ Ｇ１（USA）2着,オークリーフＳ

 Ｇ１（USA）2着,サンタイサベルＳ ＬＲ（USA）
　［子］　Trim Account（USA）（1993 牡 鹿 Private Account（USA））［USA］7勝,クレームフレーシュＳ Ｌ（USA）2着,クリサンシマ

ムＳ Ｌ（USA）2着
　［孫］　Diamond Isle（USA）（2002 セン 黒鹿 Gilded Time（USA））［USA］7勝,ブリーダーズフュチュリティ Ｇ１（USA）3着,クレ

イドルＳ Ｇ３（USA）2着

５代母：
Trim and Tidy（USA）（1971  栗 Sea Bird（FR））［USA］出走

　［曾孫］Dancing Rhythm（USA）（1995 牝 鹿 Flying Pidgeon（USA））［USA］3勝,セニョリータＳ Ｇ３（USA）
６代母：
Wavy Navy（USA）（1954  鹿 War Admiral（USA））［USA］2勝

　［子］　Hoist the Flag（USA）（1968 牡 鹿 Tom Rolfe（USA））［USA］5勝,カウディンＳ（USA）,ベイショアＳ（USA）,種牡馬



  129 トウカイライフの１８   牝 青鹿 2018年 2月12日生

ブラックタイド
黒鹿 2001

トウカイライフ
黒鹿 2007

サンデーサイレンス(USA)

ウインドインハーヘア(IRE)

トウカイテイオー

ファヴォリ

Halo(USA) 　２－ｄ

Wishing Well(USA) 　３－ｅ

Alzao(USA) 　９－ｈ

Burghclere(GB) 　２－ｆ

シンボリルドルフ １１－ｃ

トウカイナチユラル １９－ｂ

リアルシヤダイ(USA) 　２－ｃ

ベイリーフスイータ 　　　５

Hail to Reason(USA) : S4xM5   Northern Dancer(CAN) : S5xM5

母：
トウカイライフ（2007  黒鹿 トウカイテイオー）3勝,［南関東］1勝

サーチュイン（2016 牝 芦 クロフネ（USA））1勝,現役
ルーチェデラヴィタ（2017 牝 鹿 キズナ）2勝,現役, コスモス賞 ＯＰ（札幌芝1800）

２代母：
ファヴォリ（1996  青鹿 リアルシヤダイ（USA））3勝, 蔵王特別 ５００万下（福島芝2600）

グラマトフィラム（2004 牝 黒鹿 クロフネ（USA））2勝
ディーエスバズーカ（2015 牡 黒鹿 ドリームジャーニー）1勝
ヴィルフォーマ（2016 牡 黒鹿 ベルシャザール）［南関東］1勝,現役

カンタカ（2005 牝 青鹿 ジャングルポケット）出走,［佐賀･南関東］10勝
ギオンハイクイーン（2009 牝 青鹿 リンカーン）［佐賀･熊本］5勝
オールマイウェイ（2010 牡 鹿 サクラバクシンオー）［岩手］7勝,かきつばた賞（盛岡芝2400）,桂樹杯（盛岡芝1600）2着,せきれ

い賞（盛岡芝2400）3着,はまなす賞（盛岡芝1600）3着
キタノペガサス（2015 牡 黒鹿 アドマイヤムーン）出走,［東海］2勝

３代母：
ベイリーフスイータ（1987  黒鹿 ターゴワイス（USA））入着

ロトキャロル（1995 牝 青鹿 キャロルハウス（IRE））［大分･佐賀･熊本］5勝
シンニュウシャイン（1997 牡 黒鹿 メリーナイス）出走,［北海道］1勝
シャインノイモウト（1998 牝 青鹿 ネーハイシーザー）［佐賀･熊本］1勝

４代母：
マギーサンイツ（1981  青鹿 キングオブダービー（USA））出走

５代母：
マギージグス（NZ）（1966  青 Gigantic（GB））［NZ］1勝

　［子］　タケノダイヤ（1978 牝 青鹿 テスコボーイ（GB））4勝, 京成杯３歳Ｓ（東京芝1400）, エリザベス女王杯（京都芝2400）2着, 桜
花賞（阪神芝1600）4着, クイーンＣ（東京芝1600）2着, 東京新聞杯（東京芝2000）3着, ＵＨＢ杯 ＯＰ（函館芝1700
）2回

　［曾孫］マルチダイヤ（1999 牝 青鹿 ナグルスキー（CAN））［北海道･石川･高知］11勝,金の鞍賞（高知ダ1400）2着
　　　　トミノジョーンズ（2005 牡 鹿 ミラクルアドマイヤ）出走,［石川･南関東･東海］9勝,新緑賞（笠松ダ1600）2着,ゴールドジュ

ニア（笠松ダ1600）2着

６代母：
Maggie（NZ）（1954  青 Alpheus（GB））［NZ］1勝

　［子］　Hyde（NZ）（1961 セン 栗 Jekyll（GB））［AUS］4勝,ＡＴＣサマーＣ（AUS）,ＨＥタンクレドＣ（AUS）2着,ジェイムズバーン
ズプレイト（AUS）,ＮＳＷタタソ－ルズクラブＣ（AUS）3着,クイーンズランドタタソールズクラブＣ（AUS）3着

　　　　Florissa（NZ）（1973 牝 青 Azemann（GB））［AUS］5勝,ＱＴＣダービー Ｇ１（AUS）,クイーンズランドオークス Ｇ１（AU
S）2着



  130 スズカグレイスの１８   牝 鹿 2018年 4月25日生

マクフィ(GB)
鹿  2007

スズカグレイス
鹿  2002

Dubawi(IRE)

Dhelaal(GB)

サンデーサイレンス(USA)

ワキアオブスズカ

Dubai Millennium(GB) 　４－ｍ

Zomaradah(GB) 　９－ｅ

Green Desert(USA) 　　Ａ４

Irish Valley(USA) １６－ｃ

Halo(USA) 　２－ｄ

Wishing Well(USA) 　３－ｅ

ダンスオブライフ(USA) 　５－ｇ

ワキア(USA) 　９－ａ

Mr. Prospector(USA) : S5xM5   Northern Dancer(CAN) : S5xM5

母：
スズカグレイス（2002  鹿 サンデーサイレンス（USA））1勝

スズカキングダム（2009 牡 鹿 キングカメハメハ）2勝,［南関東］入着
スズカグランデ（2011 セン 栗 キングカメハメハ）入着,障害1勝,［岩手］3勝
ラーケン（2014 牝 鹿 エンパイアメーカー（USA））出走,［北海道･南関東］5勝,現役
スズカノロッソ（2015 牡 鹿 モンテロッソ（GB））1勝,現役
スズカヘネシー（2017 牡 鹿 ヘニーヒューズ（USA））現役

２代母：
ワキアオブスズカ（1993  鹿 ダンスオブライフ（USA））2勝

スズカドリーム（2000 牡 青鹿 サンデーサイレンス（USA））2勝, 京成杯 Ｇ３（中山芝2000）, 毎日杯 Ｇ３（阪神芝2000）3着
３代母：
ワキア（USA）（1987  鹿 Miswaki（USA））［USA］7勝,パサディナＳ Ｌ（USA）3着

サイレンススズカ（1994 牡 栗 サンデーサイレンス（USA））9勝, 宝塚記念 Ｇ１（阪神芝2200）, 毎日王冠 Ｇ２（東京芝1800）,
金鯱賞 Ｇ２（中京芝2000）, 中山記念 Ｇ２（中山芝1800）, 小倉大賞典 Ｇ３（中京芝1800）, 神戸新聞杯 Ｇ２（阪神芝20
00）2着etc,［HKG］出走,（1998）特別賞

コマンドスズカ（1995 牡 鹿 コマンダーインチーフ（GB））5勝, 八瀬特別 １０００万下（京都芝2400）, 稲荷特別 ９００万下（京
都芝2000）, 湯浜特別 ５００万下（函館芝2000）, 多摩川特別 ５００万下（東京芝2000）

ラスカルスズカ（1996 牡 鹿 コマンダーインチーフ（GB））4勝, 天皇賞（春） Ｇ１（京都芝3200）2着, 菊花賞 Ｇ１（京都芝3000）
3着, 阪神大賞典 Ｇ２（阪神芝3000）2着, 中山記念 Ｇ２（中山芝1800）3着, 金鯱賞 Ｇ２（中京芝2000）3着, 神戸新聞杯 Ｇ
２（阪神芝2000）3着etc,種牡馬

４代母：
Rascal Rascal（USA）（1981  黒鹿 Ack Ack（USA））［USA］4勝

　［子］　Beggarman Thief（USA）（1990 牡 黒鹿 Arctic Tern（USA））［GB］2勝,ホーリスヒルＳ Ｇ３（GB）
　　　　Benny the Dip（USA）（1994 牡 黒鹿 Silver Hawk（USA））［GB］5勝,英ダービー Ｇ１（GB）,ダンテＳ Ｇ２（GB）,ロイヤ

ルロッジＳ Ｇ２（GB）,エクリプスＳ Ｇ１（GB）2着,ヨークインターナショナルＳ Ｇ１（GB）3着,レイシングポスト
トロフィ Ｇ１（GB）3着etc,種牡馬

　　　　クリプティックラスカル（USA）（1995 牡 鹿 Cryptoclearance（USA））［USA］7勝,パームビーチＳ Ｇ３（USA）,フォアラ
ナーＳ Ｇ３（USA）,ピルグリムＳ Ｇ３（USA）,ジャージーダービー Ｇ２（USA）3着,ジャイプールＨ Ｇ３（USA）3着
,エヴァグレイズＳ Ｌ（USA）,種牡馬

　［孫］　Srta Shiomary（USA）（1995 牝 鹿 Lord Avie（USA））［PR］1勝,エドゥアルドＣインスア賞（PR）3着
　　　　Ifitstobeitsuptome（USA）（1997 セン 鹿 デヒア（USA））［USA］13勝,イロクオイＳ Ｇ３（USA）2着,ギャラリーファニ

チャージュヴェナイルＳ Ｌ（USA）2着,リズンスターＳ Ｌ（USA）3着
　［曾孫］Innocent Man（USA）（2009 セン 栗 ヘニーヒューズ（USA））［USA］4勝,チックラングＳ Ｌ（USA）3着
　　　　Sharp Sensation（USA）（2010 セン 黒鹿 Sharp Humor（USA））［USA･CAN］6勝,ターフモンスターＨ Ｇ３（USA）,ケ

ネディロードＳ Ｇ２（USA）2着,ターフモンスターＨ Ｇ３（USA）3着,ウッドフォードＳ Ｇ３（USA）3着,カールボイ
ズメモリアルＳ Ｌ（USA）

５代母：
Savage Bunny（USA）（1974  黒鹿 Never Bend（USA））［USA］4勝

　［孫］　Digital Dan（USA）（1996 牡 黒鹿 オジジアン（USA））［USA］6勝,アルバータダービー Ｇ３（USA）,ブリティッシュコロ
ンビアダービー Ｇ２（USA）3着

　［曾孫］Pleasant Hill（USA）（2003 牝 黒鹿 Pleasant Tap（USA））［USA］3勝,ガーデニアＨ Ｇ３（USA）
　　　　Harissa（USA）（2007 牝 鹿 Afleet Alex（USA））［USA］6勝,バーバラフリッチーＨ Ｇ２（USA）,インディアナオークス Ｇ

２（USA）3着,アイオワオークス Ｇ３（USA）2着,ランゴーンＳ Ｌ（USA）,スレイライドＳ Ｌ（USA）,サンランドパー
クオークス Ｌ（USA）

　　　　Really Sharp（USA）（2010 セン 栗 Sharp Humor（USA））［USA･CAN］2勝,現役,ヴィジャルＳ Ｇ３（USA）,加エクリプス
Ｓ Ｇ２（USA）2着,ナシュアＳ Ｇ２（USA）3着,ジャークカルティエＳ Ｌ（USA）3着
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クリエイター２(USA)
芦  2013

ヨシカワクン
鹿  2010

Tapit(USA)

Morena(PER)

アドマイヤムーン

ショコット

Pulpit(USA) 　２－ｆ

Tap Your Heels(USA) 　３－ｏ

Privately Held(USA) 　８－ｆ

Charytin(PER) 　２－ｏ

エンドスウィープ(USA) 　４－ｒ

マイケイティーズ 　７－ｆ

デインヒル(USA) 　２－ｄ

ショーガール２(USA) 　５－ｅ

Mr. Prospector(USA) : S5xM5

母：
ヨシカワクン（2010  鹿 アドマイヤムーン）3勝, 飛竜特別 ５００万下（新潟芝1000）

ホトダニー（2017 牡 鹿 メイショウボーラー）現役

２代母：
ショコット（1997  鹿 デインヒル（USA））5勝, マーメイドＳ Ｇ３（阪神芝2000）3着, 中山牝馬Ｓ Ｇ３（中山芝1800）3着, ターコイズ

Ｓ ＯＰ（中山芝1800）, 神奈川新聞杯 １０００万下（中山芝1800）
メイショウカリン（2014 牝 鹿 ケイムホーム（USA））4勝,現役, 河北新報杯 １０００万下（福島芝1200）, 岡崎特別 １０００万

下（中京芝1200）

３代母：
ショーガール２（USA）（1992  鹿 Alleged（USA））

ゴージャスステップ（1996 牝 鹿 Rubiano（USA））1勝

４代母：
Bold Bikini（USA）（1969  鹿 Boldnesian（USA））［USA］6勝,ジャージーベルＨ（USA）

　［子］　Strike Your Colors（USA）（1976 牡 鹿 Hoist the Flag（USA））［USA］3勝,ブリーダーズフュチュリティ Ｇ２（USA）
,米フュチュリティＳ Ｇ１（USA）2着,アーリントンＷフュチュリティ Ｇ１（USA）3着,ヤングアメリカＳ Ｌ（USA）
2着

　　　　Cerada Ridge（USA）（1977 牝 栗 Riva Ridge（USA））［USA］7勝,アシュランドＳ Ｇ２（USA）2着
　　　　Law Society（USA）（1982 牡 黒鹿 Alleged（USA））［IRE･GB］5勝,愛ダービー Ｇ１（IRE）,愛ナショナルＳ Ｇ２（IRE）,英

ダービー Ｇ１（GB）2着,チェスターヴァーズ Ｇ３（GB）,アングルシーＳ Ｇ３（IRE）,デューハーストＳ Ｇ１（GB）2
着,種牡馬

　　　　Alfarazdq（USA）（1983 牡 栗 Exclusive Native（USA））［GB･AUS］3勝,ＶＲＣクイーンエリザベスＳ Ｇ２（AUS）2着,レ
イバーデイＣ Ｌ（AUS）,マリーブリッジＧＣ Ｌ（AUS）2着

　　　　Legal Bid（USA）（1984 牡 栗 Spectacular Bid（USA））［GB］3勝,リングフィールドダービートライアルＳ Ｇ３（GB）,キ
ングエドワード七世Ｓ Ｇ２（GB）2着,ジェフリーフリアＳ Ｇ２（GB）2着,フィールデンＳ Ｌ（GB）,グッドウッドマ
ーチＳ Ｌ（GB）2着

　［孫］　Feminine Wiles（IRE）（1989 牝 鹿 Ahonoora（GB））［USA･GB･ITY･FR］2勝,サンチャリオットＳ Ｇ２（GB）2着,メイヒ
ルＳ Ｇ３（GB）2着,バリーマコールスタッドＳ Ｌ（GB）,スタンランＨ Ｌ（USA）3着

　　　　Shine Share（IRE）（1990 牝 鹿 El Gran Senor（USA））［GER］2勝,ノイス牝馬賞 Ｇ３（GER）3着,ドイツ牝馬賞 Ｇ３（GE
R）3着,ルードヴィッヒゲーベルス記念 Ｌ（GER）,スレンデレラレネン Ｌ（GER）2着

　［曾孫］Contract Law（USA）（1987 牡 黒鹿 リイフオー（GB））［IRE･GB］1勝,リッチモンドＳ Ｇ２（GB）
　　　　Denmars Dream（USA）（1990 セン 栗 マイニング（USA））［USA］3勝,カリフォルニアダービー Ｇ３（USA）,サンヴィ

センテＳ Ｇ３（USA）2着,サンミゲルＳ Ｌ（USA）
　　　　Subya（GB）（1992 牝 鹿 Night Shift（USA））［IRE･GB･GER］5勝,ロックフェルＳ Ｇ３（GB）2着,ルーペＳ Ｌ（GB）,マサカ

Ｓ Ｌ（GB）,サンダウンスターＳ Ｌ（GB）
　　　　ニコールファーリー（GB）（1994 牝 鹿 Pharly（FR））［GB･ITY］5勝,伊オークス Ｇ１（ITY）,伊１０００ギニー Ｇ２（ITY）
　　　　Leave A Legacy（USA）（1995 牡 鹿 Marquetry（USA））［USA］8勝,アークラテクスＨ Ｇ３（USA）2着,エドモンドＨ Ｌ

（USA）,グレイトウエストＳ Ｌ（USA）,レミントンフュチュリティ Ｌ（USA）,ガヴァナーズＣ Ｌ（USA）2着,レミン
トンパークダービー Ｌ（USA）2着etc

　　　　Pastel（GB）（1999 牝 栗 Lion Cavern（USA））［GB］1勝,プリンセスマーガレットＳ Ｇ３（GB）2着,エンプレスＳ Ｌ（GB）2
着,セントヒューズＳ Ｌ（GB）2着

　　　　Keiki（AUS）（2004 牝  Falvelon（AUS））［AUS］2勝,ＢＴＣシャンペインクラシック Ｇ２（AUS）,ＡＴＣキャノンベリーＳ
Ｌ（AUS）2着

　　　　Sunrise Smarty（USA）（2007 牡 鹿 Smarty Jones（USA））［USA］4勝,フォールハイウエイトＨ Ｇ３（USA）
　　　　Archbishop（USA）（2009 セン 鹿 Arch（USA））［USA･GB･FR･TUR］2勝,グッドウッドサラブレッドＳ Ｇ３（GB）,トプ

カピトロフィ Ｇ２（TUR）2着,ポールドムサック賞 Ｇ３（FR）2着
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エスケンデレヤ(USA)
栗  2007

プリニア
栗  2013

Giant's Causeway(USA)

Aldebaran Light(USA)

プリサイスエンド(USA)

グディニア

Storm Cat(USA) 　８－ｃ

Mariah's Storm(USA) 　　１１

Seattle Slew(USA) １３－ｃ

Altair(USA) 　２－ｄ

エンドスウィープ(USA) 　４－ｒ

Precisely(USA) ２１－ａ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ノースオブダンジグ(USA) 　３－ｎ

Northern Dancer(CAN) : S5xS5xM5

母：
プリニア（2013  栗 プリサイスエンド（USA））

２代母：
グディニア（2000  鹿 サンデーサイレンス（USA））出走

アンブロークン（2005 セン 青鹿 シンボリクリスエス（USA））1勝

３代母：
ノースオブダンジグ（USA）（1983  鹿 Danzig（USA））［USA］2勝

ポールトゥウィン（1989 牝 黒鹿 リアルシヤダイ（USA））1勝
グロンシャール（1996 牝 鹿 ヘクタープロテクター（USA））4勝

パーティードレス（2011 牝 栗 デュランダル）5勝, 大阪スポ杯 １６００万下（阪神ダ1400）,［KOR］出走,［南関東］
入着,東京シンデレラマイル（大井ダ1600）2着

ノースショアー（1992 牝 黒鹿 サンデーサイレンス（USA））1勝, 新潟３歳Ｓ Ｇ３（新潟芝1200）2着, フローラＳ ＯＰ（中山芝1
200）3着

ノースサンデー（1993 牝 黒鹿 サンデーサイレンス（USA））3勝, 桜花賞 Ｇ１（阪神芝1600）3着, 京都牝馬特別 Ｇ３（京都芝16
00）3着, クイーンＣ Ｇ３（東京芝1600）3着, アネモネＳ ＯＰ（阪神芝1400）, ききょうＳ ＯＰ（京都芝1200）

ノースダンシング（2000 牡 黒鹿 ダンシングブレーヴ（USA））［佐賀･熊本］23勝,九州記念（荒尾ダ2000）
ノースサファイア（1994 牝 鹿 ジェイドロバリー（USA））2勝

ステータスティアラ（2004 牝 鹿 スターオブコジーン（USA））［兵庫］7勝,姫路プリンセスＣ（姫路ダ1400）3着
ヤマノサファイア（2008 牡 栗 ワイルドラッシュ（USA））4勝, 妙高特別 １０００万下（新潟ダ1200）

マチカネアカツキ（1999 牡 黒鹿 サンデーサイレンス（USA））3勝, 日本ダービー Ｇ１（東京芝2400）3着, Ｒたんぱ杯２歳Ｓ Ｇ
３（阪神芝2000）2着, 東スポ杯２歳Ｓ Ｇ３（東京芝1800）2着, コスモス賞 ＯＰ（札幌芝1800）, プリンシパルＳ ＯＰ（東
京芝2200）2着, いちょうＳ ＯＰ（東京芝1600）2着etc

ホーマンソレイユ（2001 牝 黒鹿 サンデーサイレンス（USA））1勝
ホーマンベルウィン（2008 セン 黒鹿 キングカメハメハ）1勝,［佐賀］2勝,大村湾賞（佐賀ダ1400）3着

４代母：
North Angle（USA）（1979  鹿 Quadrangle（USA））［USA］2勝

　［子］　North Watch（USA）（1985 牝 鹿 Cannonade（USA））［USA］4勝,ブルーディライトＨ Ｌ（USA）2着,ダンスアロットＳ Ｌ
（USA）2着,ジャミーラＳ ＬＲ（USA）2着,ポライトリーＳ ＬＲ（USA）2着,アンアランデルＨ Ｌ（USA）3着

５代母：
Turn to North（USA）（1965  鹿 Turn-to（IRE））［USA］1勝

　［孫］　Dew Line（USA）（1979 牡 鹿 Cannonade（USA））［USA］8勝,レイザーバックＨ Ｇ３（USA）,ローマーＨ Ｇ３（USA）,ア
メリカンダービー Ｇ１（USA）2着,ブルックリンＨ Ｇ１（USA）3着,アーリントンクラシック Ｇ１（USA）3着,セクレ
タリアトＳ Ｇ２（USA）2着etc

　　　　Caveat（USA）（1980 牡 黒鹿 Cannonade（USA））［USA］6勝,ベルモントＳ Ｇ１（USA）,ケンタッキーダービー Ｇ１（US
A）3着,アーカンソーダービー Ｇ１（USA）2着,トロピカルパークダービー Ｇ２（USA）2着,ブリーダーズフュチュリ
ティ Ｇ２（USA）2着,ピルグリムＳ Ｇ３（USA）2着etc,種牡馬

　［曾孫］Groscar（USA）（1987 セン 鹿 Carnivalay（USA））［USA］16勝,チョイスＨ Ｇ３（USA）,ランプライターＨ Ｇ３（USA）
　　　　Benchmark（USA）（1991 牡 鹿 Alydar（USA））［USA］7勝,グッドウッドＨ Ｇ２（USA）,サンベルナルディノＨ Ｇ２（US

A）,デルマーＢＣＳ Ｇ２（USA）,カリフォルニアンＳ Ｇ２（USA）3着,トリプルベンドＢＣＨ Ｇ２（USA）3着,サンデ
ィエゴＨ Ｇ３（USA）2着etc,種牡馬

　　　　Tranquility Lake（USA）（1995 牝 鹿 Rahy（USA））［USA］11勝,ゲイムリーＨ Ｇ１（USA）,イエローリボンＳ Ｇ１（US
A）,サンタバルバラＨ Ｇ２（USA）,クレメントＬハーシュＨ Ｇ２（USA）,パロマーＨ Ｇ２（USA）,ウィルシャーＨ 
Ｇ３（USA）etc
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クリエイター２(USA)
芦  2013

エルメスグリーン
鹿  2006

Tapit(USA)

Morena(PER)

アグネスタキオン

エルメスティアラ

Pulpit(USA) 　２－ｆ

Tap Your Heels(USA) 　３－ｏ

Privately Held(USA) 　８－ｆ

Charytin(PER) 　２－ｏ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

アグネスフローラ 　１－ｌ

ブライアンズタイム(USA) 　４－ｒ

シンコウエルメス(IRE) 　４－ｎ

Hail to Reason(USA) : M5xM5

母：
エルメスグリーン（2006  鹿 アグネスタキオン）2勝

エルメスショコラ（2013 牝 鹿 アドマイヤムーン）出走,［岩手］4勝
ハナサキ（2014 牝 青 アイルハヴアナザー（USA））2勝
シャンボールナイト（2015 セン 青鹿 ノヴェリスト（IRE））2勝,現役

２代母：
エルメスティアラ（1998  鹿 ブライアンズタイム（USA））

セイクレットレーヴ（2009 牡 鹿 アドマイヤムーン）2勝, ＮｚＴ ［G2］（中山芝1600）2着, ＮＨＫマイルＣ ［G1］（東京芝16
00）5着, クロッカスＳ ＯＰ（東京芝1400）, ジュニアＣ ＯＰ（中山芝1600）2着,［高知］4勝

ディーマジェスティ（2013 牡 鹿 ディープインパクト）4勝, 皐月賞 ［G1］（中山芝2000）, 朝日杯セントライト記念 ［G2］（
中山芝2200）, 日本ダービー ［G1］（東京芝2400）3着, 共同通信杯 ［G3］（東京芝1800）, 菊花賞 ［G1］（京都芝3000）
4着,種牡馬

３代母：
シンコウエルメス（IRE）（1993  鹿 Sadler's Wells（USA））出走

エルノヴァ（1999 牝 鹿 サンデーサイレンス（USA））5勝, エリザベス女王杯 Ｇ１（京都芝2200）3着, ステイヤーズＳ Ｇ２（中山
芝3600）2着, オールカマー Ｇ２（中山芝2200）3着, クイーンＳ Ｇ３（札幌芝1800）2着, メトロポリタンＳ ＯＰ（東京芝
2400）2着, ＨＴＢ杯 １０００万下（函館芝1800）etc

Lake Toya（USA）（2002 牝 鹿 Darshaan（GB））［GB･FR］4勝,フロール賞 Ｇ３（FR）3着,ギリーズＳ Ｌ（GB）,カラヴェル賞
Ｌ（FR）,ギリーズフィリーズＳ Ｌ（GB）2着,ジュベール賞 Ｌ（FR）2着,リヴァーイーデンＳ Ｌ（GB）3着

Sobetsu（GB）（2014 牝 鹿 Dubawi（IRE））［GB･FR］3勝,サンタラリ賞 Ｇ１（FR）,ノネット賞 Ｇ２（FR）,英ナッソーＳ
 Ｇ１（GB）3着

スノーパイン（GB）（2010 牝 芦 Dalakhani（IRE））［FR］2勝
タワーオブロンドン（2015 牡 鹿 Raven's Pass（USA））7勝,現役, スプリンターズＳ ［G1］（中山芝1200）, セントウルＳ

 ［G2］（阪神芝1200）, 京王杯スプリングＣ ［G2］（東京芝1400）, 京王杯２歳Ｓ ［G2］（東京芝1400）, アーリン
トンＣ ［G3］（阪神芝1600）, 朝日杯フューチュリティＳ ［G1］（阪神芝1600）3着etc

４代母：
Doff the Derby（USA）（1981  鹿 Master Derby（USA））

　［子］　ジェネラス（IRE）（1988 牡 栗 Caerleon（USA））［IRE･GB･FR］6勝,英ダービー Ｇ１（GB）,愛ダービー Ｇ１（IRE）,Ｋジョー
ジ六世＆ＱエリザベスＳ Ｇ１（GB）,デューハーストＳ Ｇ１（GB）,コヴェントリーＳ Ｇ３（GB）2着,ヴィンテージＳ
 Ｇ３（GB）3着,種牡馬

　　　　オースミタイクーン（IRE）（1991 牡 鹿 ラストタイクーン（IRE））10勝, マイラーズＣ Ｇ２（阪神芝1600）, セントウルＳ 
Ｇ３（阪神芝1400）, 京王杯スプリングＣ Ｇ２（東京芝1400）2着, マイラーズＣ Ｇ２（阪神芝1600）2着, 有馬記念 
Ｇ１（中山芝2500）5着, エプソムＣ Ｇ３（東京芝1800）2着etc,種牡馬

　　　　Imagine（IRE）（1998 牝 鹿 Sadler's Wells（USA））［IRE･GB］4勝,英オークス Ｇ１（GB）,愛１０００ギニー Ｇ１（IRE）,愛
パークＳ Ｇ３（IRE）,ロックフェルＳ Ｇ２（GB）2着,レパーズタウン１０００ギニーＴＲ Ｌ（IRE）2着,アサシＳ Ｌ（
IRE）3着etc

　［孫］　Horatio Nelson（IRE）（2003 牡 鹿 デインヒル（USA））［IRE･GB･FR］4勝,ジャンリュクラガルデール賞 Ｇ１（FR）,愛フ
ュチュリティＳ Ｇ２（IRE）,シュパーラティヴＳ Ｇ３（GB）,デューハーストＳ Ｇ１（GB）2着

　　　　Kitty Matcham（IRE）（2005 牝 鹿 ロックオブジブラルタル（IRE））［IRE･GB･FR］2勝,ロックフェルＳ Ｇ２（GB）
　［曾孫］Moonlight Cloud（GB）（2008 牝 鹿 Invincible Spirit（IRE））［USA･GB･FR･HKG］12勝,ジャックルマロワ賞 Ｇ１（FR）,ム

ーランドロンシャン賞 Ｇ１（FR）,フォレ賞 Ｇ１（FR）,モーリスドゲースト賞 Ｇ１（FR）3回,ポルトマイヨ賞 Ｇ３（
FR）2回,パレロワイヤル賞 Ｇ３（FR）etc

　　　　Cape Dollar（IRE）（2008 牝 鹿 Cape Cross（IRE））［GB･FR］2勝,ロックフェルＳ Ｇ２（GB）,プレスティージＳ Ｇ３（GB
）3着,サンダウンディスタフＳ Ｌ（GB）3着

　　　　Probably（IRE）（2010 牡 鹿 Danehill Dancer（IRE））［NOR･DEN･UAE･SWE･IRE･GER］4勝,レイルウェイＳ Ｇ２（IRE）,
ベレスフォードＳ Ｇ２（IRE）3着,スカンディナヴィアオープン選手権 Ｇ３（DEN）2着,ハノーファーダービートライ
アル Ｌ（GER）2着,ノルスクダービー（NOR）,デンマークジョッキークラブＣ（DEN）2着2回



  134 アドバンスクラーレの１８   牡 黒鹿 2018年 5月14日生

ドゥラメンテ
鹿  2012

アドバンスクラーレ
青鹿 2007

キングカメハメハ

アドマイヤグルーヴ

サクラバクシンオー

ヴァンドノワール

Kingmambo(USA) 　　２０

マンファス(IRE) ２２－ｄ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

エアグルーヴ 　８－ｆ

サクラユタカオー １１－ｃ

サクラハゴロモ 　４－ｍ

ヘクタープロテクター(USA) ２２－ｂ

プリンセスデリーデ(GB) 　３－ｃ

Mr. Prospector(USA) : S4xM5   ノーザンテースト(CAN) : M4xS5

母：
アドバンスクラーレ（2007  青鹿 サクラバクシンオー）出走,［南関東］出走

アドマイヤデライト（2013 牡 黒鹿 アドマイヤムーン）2勝, 伏拝特別 ５００万下（福島芝1200）
アドバンスクライ（2014 牡 鹿 ストリートセンス（USA））出走,［南関東･東海］2勝,現役
グローバルステップ（2016 牡 青鹿 キンシャサノキセキ（AUS））出走,［南関東］出走,現役
ホテルカリホルニア（2017 牡 鹿 ゴールドアリュール）現役

２代母：
ヴァンドノワール（1996  青 ヘクタープロテクター（USA））1勝

ブラックエンブレム（2005 牝 黒鹿 ウォーエンブレム（USA））4勝, 秋華賞 ［Jpn1］（京都芝2000）, フラワーＣ ［Jpn3］（中
山芝1800）, オークス ［Jpn1］（東京芝2400）4着, きんせんか賞 ５００万下（中山芝1600）,［UAE］出走

ブライトエンブレム（2012 牡 鹿 ネオユニヴァース）2勝, 札幌２歳Ｓ ［G3］（札幌芝1800）, 弥生賞 ［G2］（中山芝200
0）2着, 皐月賞 ［G1］（中山芝2000）4着

アストラエンブレム（2013 セン 鹿 ダイワメジャー）5勝,現役, 新潟記念 ［G3］（新潟芝2000）2着, エプソムＣ ［G3］（
東京芝1800）2着, 大阪城Ｓ ［Ｌ］（阪神芝1800）, 東風Ｓ ［Ｌ］（中山芝1600）2着, ディセンバーＳ ［Ｌ］（中山芝
1800）3着, サウジアラビアロイヤルＣ（重賞）（東京芝1600）3着etc

ウィクトーリア（2016 牝 鹿 ヴィクトワールピサ）3勝, フローラＳ ［G2］（東京芝2000）, ローズＳ ［G2］（阪神芝1800
）3着, オークス ［G1］（東京芝2400）4着

３代母：
プリンセスデリーデ（GB）（1981  鹿 Vaguely Noble（GB））［FR］1勝,フロール賞 Ｇ３（FR）3着,ラヌラグ賞 Ｌ（FR）2着,シャルルラ

フィット賞 Ｌ（FR）3着
プリンセストリステ（GB）（1987 牝 鹿 Sadler's Wells（USA））［FR］入着

マチカネオイカゼ（2005 牝 鹿 マイネルラヴ（USA））2勝,［北海道･岩手･兵庫］1勝,ビューチフル・ドリーマーＣ（盛岡ダ
2000）,瑞穂賞（門別ダ1800）3着

Douce France（IRE）（1989 牝 鹿 Fabulous Dancer（USA））［FR］6勝,オクシタニー賞 Ｌ（FR）,ソレリーナ賞 Ｌ（FR）2着
プリンセスリーベ（1992 牝 黒鹿 ノーザンテースト（CAN））4勝

ナリタセンチュリー（1999 牡 鹿 トニービン（IRE））8勝, 京都記念 Ｇ２（京都芝2200）, 京都大賞典 Ｇ２（京都芝2400）,
宝塚記念 Ｇ１（京都芝2200）2着, ジャパンＣ Ｇ１（東京芝2400）5着, 天皇賞（春） Ｇ１（京都芝3200）5着, 中京記
念 Ｇ３（中京芝2000）2着etc,種牡馬

カネマサゴールド（2007 セン 青 ゴールドヘイロー）［北海道･岩手･高知･南関東］18勝,赤レンガ記念（門別ダ1800）,高知
県知事賞（高知ダ2400）2着,赤レンガ記念（門別ダ1800）2着

ノーブルドノール（1993 牝 鹿 ノーザンテースト（CAN））出走
ニシノナースコール（2002 牝 黒鹿 ブライアンズタイム（USA））6勝, 秋華賞 Ｇ１（京都芝2000）3着, 関越Ｓ ［Ｌ］（新潟

ダ1800）3着, 名鉄杯 ＯＰ（中京ダ1700）etc,［南関東］1勝,エンプレス杯（中央交流） ［Jpn2］（川崎ダ2100）,エン
プレス杯（中央交流） ［Jpn2］（川崎ダ2100）2着,スパーキングＬＣ（中央交流） ［Jpn3］（川崎ダ1600）3着

プリンセスバトル（1995 牝 鹿 ノーザンテースト（CAN））1勝,［東海］出走
テイエムマンボ（2002 牝 鹿 ホワイトマズル（GB））出走,［佐賀･熊本］6勝,荒炎賞（荒尾ダ2000）,ロータスクラウン賞（佐

賀ダ1800）3着
アースファイヤー（2005 牝 芦 クロフネ（USA））入着,［北海道］4勝,ノースクイーンＣ（門別ダ1800）

４代母：
Flashy（GB）（1971  黒鹿 Sir Ivor（USA））［GB･FR］4勝,ストレンソールＳ Ｌ（GB）

　［子］　Feu de Guerre（USA）（1980 牡 鹿 Graustark（USA））［ITY･FR］3勝,プリンチペアメデオ賞 Ｇ２（ITY）,フェデリコテシ
オ賞 Ｇ２（ITY）2着,ボスケッティ賞 Ｌ（ITY）2着

　［曾孫］Montare（IRE）（2002 牝 鹿 Montjeu（IRE））［GB･FR］7勝,ロイヤルオーク賞 Ｇ１（FR）,コンセイユドパリ賞 Ｇ２（FR）,ロ
ワイヤリュー賞 Ｇ２（FR）,コンセイユドパリ賞 Ｇ２（FR）,ヴェルメイユ賞 Ｇ１（FR）2着,ポモーヌ賞 Ｇ２（FR）2着
etc



  135 ショウナンガッドの１８   牡 鹿 2018年 2月 9日生

ルーラーシップ
鹿  2007

ショウナンガッド
鹿  2003

キングカメハメハ

エアグルーヴ

フジキセキ

シャンラン(IRE)

Kingmambo(USA) 　　２０

マンファス(IRE) ２２－ｄ

トニービン(IRE) １９－ｂ

ダイナカール 　８－ｆ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ミルレーサー(USA) ２２－ｄ

Great Commotion(USA) 　１－ｄ

Down the Line(GB) １１－ｄ

Nureyev(USA) : M4xS5   Blakeney(GB) : S5xM5   Northern Dancer(CAN) : S5xM5

母：
ショウナンガッド（2003  鹿 フジキセキ）1勝

バーボンシーダー（2010 牡 鹿 チチカステナンゴ（FR））出走,［石川･南関東］3勝
アンジュシュエット（2011 牝 黒鹿 フレンチデピュティ（USA））2勝
スマートマリウス（2013 牡 鹿 エンパイアメーカー（USA））入着,［兵庫･高知･南関東］1勝
スマートスピカ（2015 牝 鹿 キングカメハメハ）出走,［北海道･兵庫］1勝
アスカナターシャ（2016 牝 青鹿 ロードカナロア）出走,［東海］入着,現役

２代母：
シャンラン（IRE）（1993  鹿 Great Commotion（USA））［USA･FR］4勝,デラーント賞 Ｌ（FR）,アイメリドモーレオン賞 Ｌ（FR）3着

ショウナンタレント（2004 牝 鹿 アグネスタキオン）3勝, フラワーＣ ［Jpn3］（中山芝1800）, 菜の花賞 ＯＰ（中山芝1600）
2着, きんせんか賞 ５００万下（中山芝1600）,［南関東］出走

エルカミーノレアル（2011 セン 鹿 キングカメハメハ）2勝, 葵Ｓ ［ＬＲ］（京都芝1200）3着, 福島２歳Ｓ ＯＰ（福島芝12
00）

ショウナンアルバ（2005 牡 鹿 ウォーエンブレム（USA））4勝, 共同通信杯 ［Jpn3］（東京芝1800）, スワンＳ ［G2］（京都芝1
400）2着, スプリングＳ ［Jpn2］（中山芝1800）3着, ＴＶユー福島賞 １６００万下（福島芝1200）, 若竹賞 ５００万下（
中山芝1800）

ショウナンパルフェ（2008 牡 鹿 アグネスタキオン）2勝, 青葉賞 ［G2］（東京芝2400）2着, いちょうＳ ［Ｌ］（東京芝1600）3
着, 葉牡丹賞 ５００万下（中山芝2000）

３代母：
Down the Line（GB）（1980  鹿 Brigadier Gerard（GB））［IRE･GB］1勝

Be Forum（IRE）（1986 牡 鹿 Coquelin（USA））［GB･ITY］9勝

４代母：
Sizzler（GB）（1974  鹿 Blakeney（GB））［GB］1勝

　［子］　Sizzling Hot（GB）（1985 牡 鹿 Formidable（USA））［GB･ITY］6勝,セッテコルリ賞 Ｌ（ITY）
５代母：
Death Ray（GB）（1959  鹿 Tamerlane（GB））［GB］5勝

　［子］　More Light（GB）（1976 牡 鹿 Morston（FR））［GB］4勝,英ジョッキークラブＳ Ｇ３（GB）,ゴードンＳ Ｇ３（GB）,デュー
ハーストＳ Ｇ１（GB）2着,ハードウィックＳ Ｇ２（GB）2着,英シャンペインＳ Ｇ２（GB）2着,プリンセスオヴウェイ
ルズＳ Ｇ２（GB）3着etc,種牡馬

　　　　Shoot a Line（GB）（1977 牝 鹿 High Line（GB））［IRE･USA･GB･GER］7勝,愛オークス Ｇ１（IRE）,ヨークシャーオークス
 Ｇ１（GB）,パークヒルＳ Ｇ２（GB）,リブルズデイルＳ Ｇ２（GB）,チェシャーオークス Ｇ３（GB）,アスコットゴー
ルドＣ Ｇ１（GB）2着etc

　　　　Sharp End（GB）（1978 牡 鹿 Sharpen Up（GB））［GB･ITY･GER］6勝,バーデナーマイレ Ｇ３（GER）,バーデンバーデン市
賞 Ｌ（GER）,ヴァルスロード鳥類園大賞 Ｌ（GER）,ジルベルネパイチェ Ｌ（GER）3着

　［孫］　Line of Thunder（USA）（1987 牝 鹿 Storm Bird（CAN））［USA･GB］3勝,チヴァリーパークＳ Ｇ１（GB）2着,セプターＳ
Ｌ（GB）2着

　［曾孫］サンダーガルチ（USA）（1992 牡 栗 Gulch（USA））［USA］9勝,ケンタッキーダービー Ｇ１（USA）,ベルモントＳ Ｇ１（US
A）,トラヴァーズＳ Ｇ１（USA）,フロリダダービー Ｇ１（USA）,スワップスＳ Ｇ２（USA）,ファウンテンオヴユース
Ｓ Ｇ２（USA）etc,種牡馬

　　　　バトルライン（USA）（1993 牡 鹿 オジジアン（USA））7勝, エルムＳ Ｇ３（札幌ダ1700）, プロキオンＳ Ｇ３（阪神ダ1400
）, フェブラリーＳ Ｇ１（東京ダ1600）3着etc,［岩手･南関東･東海］2勝,全日本サラブレッドＣ（中央交流） Ｇ３（笠
松ダ1400）,かしわ記念（中央交流） Ｇ３（船橋ダ1600）,帝王賞（中央交流） Ｇ１（大井ダ2000）2着etc,種牡馬

　　　　El Lute（GER）（1994 牡 黒鹿 Scenic（IRE））［GER］8勝,エミレーツマイレ Ｇ３（GER）,ローランペリエマイレ Ｇ３（GER
）2着,ジルベルネパイチェ Ｌ（GER）2着



  136 エレナバレーの１８   牡 鹿 2018年 3月10日生

サウスヴィグラス(USA)
栗  1996

エレナバレー
青鹿 2013

エンドスウィープ(USA)

ダーケストスター(USA)

ブレイクランアウト(USA)

ウェディングバレー(USA)

フォーティナイナー(USA) 　１－ｎ

Broom Dance(USA) 　４－ｒ

Star de Naskra(USA) １０－ｂ

Minnie Riperton(USA) 　５－ｇ

Smart Strike(CAN) ２３－ｂ

キュー(USA) 　１－ｔ

Peaks and Valleys(USA) 　Ａ２９

Dime Queen(USA) １３－ｃ

Mr. Prospector(USA) : S4xM4

母：
エレナバレー（2013  青鹿 ブレイクランアウト（USA））出走

２代母：
ウェディングバレー（USA）（2001  芦 Peaks and Valleys（USA））4勝, アイビスサマーダッシュ Ｇ３（新潟芝1000）2着, クリスマス

ローズＳ ＯＰ（中山ダ1200）, 菜の花賞 ＯＰ（中山芝1200）2着, 疾風特別 １０００万下（新潟芝1000）, 黒松賞 ５００万下（中
山芝1200）

ツクババレー（2008 牝 鹿 ジャングルポケット）1勝,［兵庫･南関東］出走
ツクバリンカーン（2010 牡 芦 リンカーン）2勝
ツクバジャパン（2011 牡 芦 デュランダル）3勝, 伏拝特別 ５００万下（福島芝1200）, 下北半島特別 ５００万下（函館芝1200）
ツクバグランディー（2012 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ）出走,［岩手］5勝
アケイシャ（2016 牝 鹿 シビルウォー）［高知］1勝,現役

３代母：
Dime Queen（USA）（1991  芦 Sham（USA））［USA］1勝

Geronimo's Joy（USA）（1997 牝 芦 Blush Rambler（USA））［USA］2勝,ナタルマＳ Ｇ３（USA）3着
Emma Ain't Bluffin（CAN）（2004 牝 芦 Pine Bluff（USA））［CAN］4勝

White Moon（CAN）（2014 牝 栗 Victor's Cry（USA））［PR･USA･CAN］2勝,現役
Josie's Riddle（CAN）（2015 セン 芦 Giant Gizmo（USA））［USA･CAN］6勝,現役

West Win（USA）（1998 牝 黒鹿 West by West（USA））［USA］2勝
Sweet Baby Jake（USA）（2000 セン 黒鹿 Farma Way（USA））［USA］7勝
In for a Dime（USA）（2004 牝 鹿 Include（USA））［USA］7勝

Lady Paradime（USA）（2011 牝 栗 Parading（USA））［USA］5勝
Ten Penny Princess（USA）（2012 牝 栗 サンダーガルチ（USA））［USA］5勝,現役

Blue Sky Vow（USA）（2005 牝 芦 Broken Vow（USA））
Cooper's Clipper（USA）（2009 セン 芦 Holy Bull（USA））［USA］2勝
Celestina Gal（USA）（2010 牝 鹿 ディスクリートキャット（USA））［PER］4勝
Sky o' Blue（USA）（2013 牝 芦 ヘニーヒューズ（USA））［USA］3勝

Tango Tango（USA）（2007 セン 芦 Orientate（USA））［USA･CAN］4勝

４代母：
Nymphe des Bois（USA）（1980  芦 Caro（IRE））［FR］1勝

　［孫］　Night in Reno（USA）（1994 牡 黒鹿 Bet Big（USA））［USA］3勝,入着,アーリントンＷフュチュリティ Ｇ２（USA）,米フ
ュチュリティＳ Ｇ１（USA）2着

　　　　Golden Furiously（USA）（1996 牡 芦 Furiously（USA））［USA･ITY］8勝,グイドベラルデリ賞 Ｇ２（ITY）2着,ルモン賞 Ｌ
（ITY）2着

　［曾孫］Wild Glory（USA）（2001 牝 黒鹿 Forest Wildcat（USA））［USA］3勝,オンタリオデビュターントＳ Ｌ（USA）3着
　　　　Spot（USA）（2011 セン 芦 Pulpit（USA））［USA］2勝,スウェイルＳ Ｇ２（USA）
　　　　Kalithea（ARG）（2011 牝 芦 Exchange Rate（USA））［ARG］7勝,ＣＥディスタフ Ｇ１（ARG）,亜１０００ギニー Ｇ１（AR

G）,亜オークス Ｇ１（ARG）,アルトゥーロＲ＆アルトゥーロブルリッチ賞 Ｇ２（ARG）2回,ルイスＭカンポス将軍賞
 Ｇ２（ARG）,クリアドレス大賞 Ｇ１（ARG）3着etc

５代母：
Myrtlewood Beauty（USA）（1972  鹿 Never Bend（USA））［USA］2勝,スカイルキルＳ Ｇ３（USA）2着

　［子］　Locust Bayou（USA）（1981 牡 鹿 Majestic Prince（USA））［USA］6勝,ハスケル招待Ｈ Ｇ１（USA）3着
　［孫］　Holst（USA）（1984 牡 黒鹿 Explodent（USA））［GB･FR］4勝,サンジョルジュ賞 Ｇ３（FR）,エクリプス賞 Ｇ３（FR）,グロシ

ェーヌ賞 Ｇ２（FR）2着2回,サンジョルジュ賞 Ｇ３（FR）2着,コールドシャッス賞 Ｌ（FR）2着,ボヌヴァル賞 Ｌ（FR
）3着,種牡馬
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パイロ(USA)
黒鹿 2005

フウコウメイビ
鹿  2010

Pulpit(USA)

Wild Vision(USA)

サクラバクシンオー

フウレイカ

A.P. Indy(USA) 　３－ｌ

Preach(USA) 　２－ｆ

Wild Again(USA) 　３－ｅ

Carol's Wonder(USA) 　８－ｄ

サクラユタカオー １１－ｃ

サクラハゴロモ 　４－ｍ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

セトフローリアン２(AUS) 　４－ｍ

Mr. Prospector(USA) : S4xM5

母：
フウコウメイビ（2010  鹿 サクラバクシンオー）入着,［北海道･兵庫･南関東］5勝

ナイトクイーン（2017 牝 黒鹿 モンテロッソ（GB））［高知］入着,現役

２代母：
フウレイカ（2000  黒鹿 サンデーサイレンス（USA））2勝

ラッキーバニラ（2007 牡 青鹿 シンボリクリスエス（USA））5勝,障害1勝, 日本海Ｓ １６００万下（新潟芝2200）, 信夫山特別 １
０００万下（福島芝2600）

３代母：
セトフローリアン２（AUS）（1990  黒鹿 Bellotto（USA））［AUS］5勝,ＡＴＣアドリアンノックスＳ Ｇ３（AUS）,ＡＴＣオークス 

Ｇ１（AUS）2着,ＧＯＳＲＣベルオヴザターフＳ Ｌ（AUS）3着,ベンディゴＣ Ｌ（AUS）3着
タイガーカフェ（1999 牡 黒鹿 サンデーサイレンス（USA））4勝, 皐月賞 Ｇ１（中山芝2000）2着, 弥生賞 Ｇ２（中山芝2000）3着

, エイプリルＳ ［Ｌ］（中山芝2000）, ホープフルＳ ＯＰ（中山芝2000）, 巴賞 ＯＰ（函館芝1800）2着, 白富士Ｓ ＯＰ（中
山芝2000）2着etc

ピューマカフェ（2002 牝 青鹿 サンデーサイレンス（USA））1勝
フロリダパンサー（2011 牡 青鹿 シンボリクリスエス（USA））3勝,［北海道･東海］5勝,現役,東海ゴールドＣ（笠松ダ1900

）2着,マーチＣ（笠松ダ1900）2着
フサイチジャンク（2003 牡 青鹿 サンデーサイレンス（USA））4勝, 皐月賞 Ｇ１（中山芝2000）3着, 若葉Ｓ ＯＰ（阪神芝2000）

, 若駒Ｓ ＯＰ（京都芝2000）, 福寿草特別 ５００万下（京都芝2000）,［南関東］出走

４代母：
Yeatsina（AUS）（1984  黒鹿 Yeats（USA））［AUS］1勝

　［子］　Presina（AUS）（1992 牝 鹿 Prego（IRE））［AUS］6勝,ＰＪベルＨ Ｌ（AUS）,サーダグラスウォドリーＨ Ｌ（AUS）,ドゥー
ムベンスリッパーＳ Ｌ（AUS）,クエゼットＳ Ｌ（AUS）3着

　　　　The Golden Dane（AUS）（1996 牝 鹿 デインヒル（USA））［AUS］4勝,ＡＴＣフライトＳ Ｇ１（AUS）2着,ＶＲＣヴァニ
ティＳ Ｇ３（AUS）3着,ダービームンロクオリティＳ Ｌ（AUS）,ATCレジナルドアレンクオリティＨ Ｌ（AUS）,ＭＲ
ＣマンフレッドＳ Ｌ（AUS）3着

　［孫］　Lawson's Storm（AUS）（1999 セン 黒鹿 Bellotto（USA））［AUS］6勝,ＭＲＣサンダウンギニーズ Ｇ２（AUS）2着,ＳＡ
ＪＣスプリングＳ Ｇ３（AUS）3着,ＳＡＪＣアデレイドギニーズ Ｇ３（AUS）3着,ＳＡＪＣバースデイＣ Ｌ（AUS）,
パットグレノンメモリアルマイル Ｌ（AUS）3着

　　　　Brindabella（AUS）（2000 牝 黒鹿 Bellotto（USA））［AUS］7勝,ＭＲＣハウナウＳ Ｇ３（AUS）,ＯＪスミスチャレンジＳ 
Ｌ（AUS）,ＳＡＪＣクラシックマイル Ｌ（AUS）,ベンディゴＣ Ｌ（AUS）2着

　　　　Peacemaker（AUS）（2003 牡  Brief Truce（USA））［AUS］5勝,ＳＡＪＣＲＡリーＳ Ｇ３（AUS）3着,ジョンＤリーＳ Ｌ
（AUS）,ＳＡＪＣコリンヘイズメモリアルＣ Ｌ（AUS）,シティオヴアデレイドＨ Ｌ（AUS）2着

　［曾孫］Eagle Falls（AUS）（2005 セン 黒鹿 Hussonet（USA））［SIN･UAE･AUS］8勝,ＭＲＣオークレイプレイト Ｇ１（AUS）,Ｖ
ＲＣリンリスゴーＳ Ｇ２（AUS）,ＭＲＣルービトンＳ Ｇ３（AUS）,ＶＲＣニューマーケットＨ Ｇ１（AUS）2着,ＭＶ
ＲＣマニカトＳ Ｇ１（AUS）3着,ＭＶＲＣアリスタークラークＳ Ｇ２（AUS）2着

　　　　Gai's Choice（AUS）（2007 牝 栗 General Nediym（AUS））［AUS］7勝,クイーンズランドタタソールズティアラ Ｇ１（AU
S）3着,ＩＴＣガイウォーターハウスクラシック Ｌ（AUS）

　　　　Mahara（AUS）（2009 牝 栗 Hussonet（USA））［AUS］5勝,ＶＲＣメイビーマハルＳ Ｇ３（AUS）,アスピレイションクオリ
ティＳ Ｇ３（AUS）2着,ＡＴＣウィグルＳ Ｇ３（AUS）3着

　　　　ペロン（AUS）（2009 牝 栗 Husson（ARG））［AUS］6勝,ＶＲＣローズオヴキングストンＳ Ｇ２（AUS）2着,ＡＴＣシェラコＳ
 Ｇ３（AUS）2着,ＩＴＣガイウォーターハウスクラシック Ｌ（AUS）,ＶＲＣボブホイステッドＳ Ｌ（AUS）2着

　　　　Atmospherical（AUS）（2010 牝 鹿 Northern Meteor（AUS））［AUS］6勝,ＭＲＣルービトンＳ Ｇ２（AUS）3着,サーＪモ
ナッシュＳ Ｇ３（AUS）3着,ディルマアールグレイＳ Ｌ（AUS）,スコーンデニーシズジョイＳ Ｌ（AUS）,スコーンオ
ルテンシアＳ Ｌ（AUS）3着

　　　　Fabrizio（AUS）（2011 セン 黒鹿 High Chaparral（IRE））［AUS］8勝,現役,ホークスベリーゴールドＣ Ｇ３（AUS）,ランセス
トンＣ Ｇ３（AUS）2着,メルボルンカップデイプレイト Ｌ（AUS）,ゴスフォードＧＣ Ｌ（AUS）3着,ムーニーヴァリ
ーナイトＣ Ｌ（AUS）3着,ＡＴＣオーストラリアデイＣ Ｌ（AUS）3着etc
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キズナ
青鹿 2010

ワイキキブリーズ
栗  2007

ディープインパクト

キャットクイル(CAN)

フレンチデピュティ(USA)

エターナルシャイン

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ウインドインハーヘア(IRE) 　２－ｆ

Storm Cat(USA) 　８－ｃ

Pacific Princess(USA) １３－ａ

Deputy Minister(CAN) １０－ａ

Mitterand(USA) 　４－ｍ

ノーザンテースト(CAN) １４－ｃ

マークプロミス 　１－ｌ

Northern Dancer(CAN) : M4xS5xM5

母：
ワイキキブリーズ（2007  栗 フレンチデピュティ（USA））2勝,［南関東］入着

ヤエノヒカリ（2016 牝 鹿 キンシャサノキセキ（AUS））出走,［佐賀］1勝,現役

２代母：
エターナルシャイン（1999  栗 ノーザンテースト（CAN））出走

シュウボンバー（2005 牡 栗 スペシャルウィーク）2勝, 高田城特別 ５００万下（新潟ダ1200）,［岩手･東海］入着

３代母：
マークプロミス（1992  栗 トウシヨウボーイ）2勝, 桃花賞 ５００万下（中山芝1600）

マークターミー（1997 牡 鹿 ジェイドロバリー（USA））3勝,［北関東］1勝
プロミストーク（1998 牝 黒鹿 ジェイドロバリー（USA））

セイウンニムカウ（2002 牡 鹿 カーネギー（IRE））2勝, 京王杯２歳Ｓ Ｇ２（東京芝1400）3着, アーリントンＣ Ｇ３（阪神芝
1600）2着, ＮＨＫマイルＣ Ｇ１（東京芝1600）5着, 朝日杯フューチュリティＳ Ｇ１（中山芝1600）5着, コスモス
賞 ＯＰ（札幌芝1800）3着, くるみ賞 ５００万下（東京芝1400）,［東海］出走

デンコウブルー（2006 牝 黒鹿 キングカメハメハ）出走
ウインヴォルケーノ（2013 牡 黒鹿 ロージズインメイ（USA））出走,［佐賀］16勝,現役,仙酔峡賞（佐賀ダ1750）2着,錦

江湾賞（佐賀ダ1800）2着,すみれ賞（佐賀ダ1800）3着
ナムラローマン（2000 牝 鹿 ダンスインザダーク）出走

ナムラアミューズ（2008 牝 芦 アドマイヤコジーン）
ナムラヒューマン（2012 牡 芦 スクリーンヒーロー）3勝,［岩手･高知］1勝,現役,御厨人窟賞（高知ダ1400）3着,だる

ま夕日賞（高知ダ1600）3着
リヴァプール（2002 牝 鹿 ダンスインザダーク）5勝, ファンタジーＳ Ｇ３（京都芝1400）3着, グリーンＳ １６００万下（阪神芝

2400）, 金峰山特別 １０００万下（東京芝2000）, 金山特別 ５００万下（中京芝2500）, サフラン賞 ５００万下（東京芝1
400）

アースザスリー（2010 牝 鹿 シンボリクリスエス（USA））3勝, 石打特別 ５００万下（新潟芝1800）
ツルマルヤマト（2007 牡 栗 ダンスインザダーク）入着,［岩手･兵庫･東海］3勝,北上川大賞典（盛岡ダ2500）2着

４代母：
ヤングサリー（1979  栗 リマンド（GB））1勝

　［子］　ケースバイケース（1989 牡 鹿 アスワン）2勝, 秋吉台特別 ５００万下（小倉芝1800）
　［曾孫］サクラハート（2004 牡 栗 ヤマニンゼファー）［広島］8勝,ヤングヒーロー（福山ダ1600）3着

５代母：
イコマエイカン（1967  鹿 Sallymount（GB））1勝

　［子］　クインリマンド（1973 牝 栗 リマンド（GB））3勝, 桜花賞（阪神芝1600）2着, サンスポ４歳牝馬特別（東京芝1800）3着, きさら
ぎ賞（中京芝1800）2着, 紅梅賞 ＯＰ（京都芝1600）, ３歳牝馬特別 ３００万下（阪神芝1200）

　　　　アグネスレデイー（1976 牝 鹿 リマンド（GB））5勝, オークス（東京芝2400）, 京都記念（春）（中京芝2400）, 朝日ＣｈＣ（阪
神芝2000）, エリザベス女王杯（阪神芝2400）2着, サンスポ４歳牝馬特別（東京芝1800）2着, 日経新春杯（阪神芝24
00）3着etc,（1979）最優秀３歳牝馬

　［孫］　アグネスフローラ（1987 牝 鹿 ロイヤルスキー（USA））5勝, 桜花賞 Ｇ１（阪神芝1600）, オークス Ｇ１（東京芝2400）2着, 
チューリップ賞 ＯＰ（阪神芝1600）, エルフィンＳ ＯＰ（阪神芝1600）, 若菜賞 ５００万下（京都芝1400）,（1990）
最優秀３歳牝馬

　［曾孫］アグネスフライト（1997 牡 栗 サンデーサイレンス（USA））4勝, 日本ダービー Ｇ１（東京芝2400）, 京都新聞杯 Ｇ３（京都芝
2000）, 京都記念 Ｇ２（京都芝2200）2着, 神戸新聞杯 Ｇ２（阪神芝2000）2着, 菊花賞 Ｇ１（京都芝3000）5着, 若草
Ｓ ＯＰ（阪神芝2200）,種牡馬

　　　　アグネスタキオン（1998 牡 栗 サンデーサイレンス（USA））4勝, 皐月賞 Ｇ１（中山芝2000）, 弥生賞 Ｇ２（中山芝2000）, Ｒ
たんぱ杯３歳Ｓ Ｇ３（阪神芝2000）,種牡馬
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エスケンデレヤ(USA)
栗  2007

フェレット
鹿  1997

Giant's Causeway(USA)

Aldebaran Light(USA)

サンデーサイレンス(USA)

フェルモイ(USA)

Storm Cat(USA) 　８－ｃ

Mariah's Storm(USA) 　　１１

Seattle Slew(USA) １３－ｃ

Altair(USA) 　２－ｄ

Halo(USA) 　２－ｄ

Wishing Well(USA) 　３－ｅ

Irish River(FR) 　１－ｗ

Victoress(USA) ２２－ｂ

Northern Dancer(CAN) : S5xS5xM5

母：
フェレット（1997  鹿 サンデーサイレンス（USA））入着

ホクセツキングオー（2007 牡 鹿 サウスヴィグラス（USA））5勝, 大阪スポ杯 １６００万下（阪神ダ1400）, 伊良湖特別 １００
０万下（中京ダ1400）

クラウンビアンコ（2009 牡 鹿 ホワイトマズル（GB））［佐賀･南関東］4勝
フレンドスイート（2011 牝 黒鹿 バゴ（FR））3勝, 鈴鹿特別 １０００万下（中京ダ1400）,［南関東･東海］3勝
ウインフェルベール（2013 牡 青鹿 サウスヴィグラス（USA））1勝,［岩手･兵庫･高知･南関東･東海］入着
フレンドパリ（2014 牝 黒鹿 アグネスデジタル（USA））1勝,［岩手･南関東］1勝,現役
セパヌイール（2015 牝 栗 サウスヴィグラス（USA））3勝,現役
ニシノフルバンク（2016 牡 栗 サウスヴィグラス（USA））1勝,現役
ニシノホライゾン（2017 牡 鹿 シニスターミニスター（USA））入着,現役

２代母：
フェルモイ（USA）（1989  鹿 Irish River（FR））［GB］2勝

アバンダンメント（IRE）（1995 牝 鹿 Caerleon（USA））［IRE］1勝,ロチェスタウンＳ Ｌ（IRE）2着
メッサーシュミット（2005 セン 鹿 スクワートルスクワート（USA））2勝, ひまわり賞 ＯＰ（小倉芝1200）, フェニックス

賞 ＯＰ（小倉芝1200）3着,［兵庫･熊本･南関東］入着
パリスドール（2007 牝 鹿 サイレントハンター）2勝, ひまわり賞 ＯＰ（小倉芝1200）,［兵庫･熊本］出走

フェリシア（2002 牝 黒鹿 グラスワンダー（USA））2勝, フェアリーＳ Ｇ３（中山芝1200）, ファルコンＳ Ｇ３（中京芝1200）2
着

３代母：
Victoress（USA）（1984  鹿 Conquistador Cielo（USA））［FR］1勝

Gwynn（IRE）（1997 牝 鹿 Darshaan（GB））
Gagnoa（IRE）（2005 牝 鹿 Sadler's Wells（USA））［IRE･FR］3勝,仏オークス Ｇ１（FR）2着,愛オークス Ｇ１（IRE）3着

,ペネロープ賞 Ｇ３（FR）,レゼルヴォワール賞 Ｇ３（FR）,サンタラリ賞 Ｇ１（FR）2着
Etoile（USA）（2017 牝 鹿 War Front（USA））［IRE］1勝,現役,ナースジュヴェナイルフィリーズスプリント Ｇ３（I

RE）
Pour Moi（IRE）（2008 牡 鹿 Montjeu（IRE））［GB･FR］3勝,英ダービー Ｇ１（GB）,グレフュール賞 Ｇ２（FR）,ラフォル

ス賞 Ｇ３（FR）3着,種牡馬

４代母：
Royal Statute（CAN）（1969  鹿 Northern Dancer（CAN））［USA］1勝

　［子］　Awaasif（CAN）（1979 牝 鹿 Snow Knight（GB））［USA･GB･ITY･FR］4勝,ヨークシャーオークス Ｇ１（GB）,伊ジョッキー
クラブ大賞 Ｇ１（ITY）,凱旋門賞 Ｇ１（FR）3着

　［孫］　Snow Bride（USA）（1986 牝 栗 Blushing Groom（FR））［GB･FR］5勝,英オークス Ｇ１（GB）,ミュージドラＳ Ｇ３（GB）
,プリンセスロイヤルＳ Ｇ３（GB）,ダニーパックベイコンＳ Ｌ（GB）

　［曾孫］ヘクタープロテクター（USA）（1988 牡 栗 Woodman（USA））［GB･FR］9勝,仏２０００ギニー Ｇ１（FR）,ジャックルマロ
ワ賞 Ｇ１（FR）,仏グランクリテリヨム Ｇ１（FR）,モルニー賞 Ｇ１（FR）,サラマンドル賞 Ｇ１（FR）,フォンテヌブロ
ー賞 Ｇ３（FR）etc,種牡馬

　　　　シャンハイ（USA）（1989 牡 鹿 Procida（USA））［USA･ITY･FR］3勝,仏２０００ギニー Ｇ１（FR）,イスパーン賞 Ｇ１（FR）
3着,ジャンプラ賞 Ｇ１（FR）3着,ミュゲ賞 Ｇ３（FR）2着,エドモンブラン賞 Ｇ３（FR）2着,シュマンドフェルデュノ
ール賞 Ｇ３（FR）2着etc,種牡馬

　　　　ラムタラ（USA）（1992 牡 栗 Nijinsky（CAN））［GB･FR］4勝,英ダービー Ｇ１（GB）,凱旋門賞 Ｇ１（FR）,Ｋジョージ六世＆
ＱエリザベスＳ Ｇ１（GB）,ワシントンシンガーＳ Ｌ（GB）,種牡馬

　　　　Bosra Sham（USA）（1993 牝 栗 Woodman（USA））［GB］7勝,英１０００ギニー Ｇ１（GB）,英チャンピオンＳ Ｇ１（GB
）,フィリーズマイル Ｇ１（GB）,プリンスオヴウェイルズＳ Ｇ２（GB）,ブリガディアジェラルドＳ Ｇ３（GB）,フレ
ッドダーリングＳ Ｇ３（GB）etc
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ルーラーシップ
鹿  2007

ダンスフェイム
鹿  2010

キングカメハメハ

エアグルーヴ

ファルブラヴ(IRE)

ダンスオールナイト

Kingmambo(USA) 　　２０

マンファス(IRE) ２２－ｄ

トニービン(IRE) １９－ｂ

ダイナカール 　８－ｆ

Fairy King(USA) 　５－ｈ

Gift of the Night(USA) 　４－ｉ

エルコンドルパサー(USA) 　５－ｈ

ダンスパートナー 　　　７

Kingmambo(USA) : S3xM4   Northern Dancer(CAN) : M4xS5

母：
ダンスフェイム（2010  鹿 ファルブラヴ（IRE））入着

オレンジブラウニー（2017 牝 鹿 ストロングリターン）出走,現役

２代母：
ダンスオールナイト（2003  鹿 エルコンドルパサー（USA））5勝, 中山牝馬Ｓ ［G3］（中山芝1800）3着, 初音Ｓ １６００万下（東京芝

1600）
ダンスアミーガ（2011 牝 栗 サクラバクシンオー）5勝, ターコイズＳ（重賞）（中山芝1600）2着, 仲秋Ｓ １６００万下（阪神芝1

400）, 長岡Ｓ １６００万下（新潟芝1600）, 五頭連峰特別 １０００万下（新潟芝1600）
ヨカグラ（2013 セン 栗 ハービンジャー（GB））1勝,障害4勝,現役, 小倉サマージャンプ ＪＧ３（小倉障3390）

３代母：
ダンスパートナー（1992  鹿 サンデーサイレンス（USA））4勝, オークス Ｇ１（東京芝2400）, エリザベス女王杯 Ｇ１（京都芝2200）

, 桜花賞 Ｇ１（京都芝1600）2着, 京阪杯 Ｇ３（京都芝2200）, エリザベス女王杯 Ｇ１（京都芝2200）2着, 宝塚記念 Ｇ１（阪神芝
2200）3着2回etc,［FR］入着,（1995）最優秀３歳牝馬,（1996）最優秀４歳以上牝馬

ドリームパートナー（2000 セン 鹿 エリシオ（FR））4勝, 弥彦特別 １０００万下（新潟芝1800）
マンボパートナー（USA）（2005 セン 青鹿 Kingmambo（USA））入着,［北海道･岩手･東海］9勝,ステイヤーズＣ（門別ダ2600）

3着
スマーティーダンス（USA）（2006 牝 栗 Smarty Jones（USA））入着,［東海］1勝

ダンシングワンダー（2012 牝 栗 グラスワンダー（USA））4勝, 驀進特別 １０００万下（新潟芝1000）, 稲光特別 ５００万
下（新潟芝1000）

フェデラリスト（2007 牡 黒鹿 エンパイアメーカー（USA））5勝, 中山記念 ［G2］（中山芝1800）, 中山金杯 ［G3］（中山芝200
0）, 産経大阪杯 ［G2］（阪神芝2000）2着, 東京ウェルカムプレミアム １６００万下（東京芝2000）, 鎌ケ谷特別 １００
０万下（中山芝2000）,［兵庫･南関東］2勝,種牡馬

ロンギングダンサー（2009 牡 黒鹿 シンボリクリスエス（USA））5勝,障害2勝, 新潟記念 ［G3］（新潟芝2000）3着, 新潟競馬場
開設５０周年記念 １６００万下（新潟芝2000）, テレ玉杯 １０００万下（東京芝1800）

４代母：
ダンシングキイ（USA）（1983  鹿 Nijinsky（CAN））

　［子］　エアダブリン（1991 牡 鹿 トニービン（IRE））5勝, 日本ダービー Ｇ１（東京芝2400）2着, 菊花賞 Ｇ１（京都芝3000）3着, ダイ
ヤモンドＳ Ｇ３（東京芝3200）, ステイヤーズＳ Ｇ３（中山芝3600）, 青葉賞 Ｇ３（東京芝2400）, 宝塚記念 Ｇ１（京
都芝2200）3着etc,種牡馬

　　　　ダンスインザダーク（1993 牡 鹿 サンデーサイレンス（USA））5勝, 菊花賞 Ｇ１（京都芝3000）, 京都新聞杯 Ｇ２（京都芝22
00）, 弥生賞 Ｇ２（中山芝2000）, 日本ダービー Ｇ１（東京芝2400）2着, きさらぎ賞 Ｇ３（京都芝1800）2着, Ｒたん
ぱ杯３歳Ｓ Ｇ３（阪神芝2000）3着etc,（1996）最優秀３歳牡馬,種牡馬

　　　　エアギャングスター（1996 セン 鹿 サンデーサイレンス（USA））4勝, 札幌記念 Ｇ２（札幌芝2000）2着, 函館記念 Ｇ３（函館
芝2000）3着, 巴賞 ＯＰ（函館芝2000）, いちょうＳ ＯＰ（東京芝1600）, ＵＨＢ杯 ＯＰ（函館芝1800）2着, カシオ
ペアＳ ＯＰ（京都芝1800）3着etc,［北海道］出走

　　　　ダンスインザムード（2001 牝 青鹿 サンデーサイレンス（USA））5勝, 桜花賞 Ｇ１（阪神芝1600）, ヴィクトリアマイル Ｇ１
（東京芝1600）, 天皇賞（秋） Ｇ１（東京芝2000）2着, 天皇賞（秋） Ｇ１（東京芝2000）3着, フラワーＣ Ｇ３（中山芝
1800）etc,［USA･HKG］1勝,キャッシュコールＳ Ｇ３（USA）etc,（2004）最優秀３歳牝馬,（2006）最優秀４歳以上
牝馬

　［孫］　フサイチオフトラ（2004 牡 鹿 ブラックホーク（GB））2勝, 萩Ｓ ＯＰ（京都芝1800）,［佐賀］2勝,はがくれ大賞典（佐賀ダ200
0）

　　　　ダンスファンタジア（2008 牝 鹿 ファルブラヴ（IRE））3勝, フェアリーＳ ［G3］（中山芝1600）, ポートアイランドＳ ［Ｌ］
（阪神芝1600）3着, 赤松賞 ５００万下（東京芝1600）

　　　　カイザーバル（2013 牝 黒鹿 エンパイアメーカー（USA））5勝, 秋華賞 ［G1］（京都芝2000）3着, ローズＳ ［G2］（阪神芝18
00）3着, 渡月橋Ｓ １６００万下（京都芝1400）, 久多特別 １０００万下（京都芝1400）, 天神橋特別 １０００万下
（阪神芝1600）, 君子蘭賞 ５００万下（阪神芝1800）



  141 アニーの１８   牡 鹿 2018年 3月28日生

ベルシャザール
青鹿 2008

アニー
鹿  2008

キングカメハメハ

マルカキャンディ

ファンタスティックライト(USA)

アニーブラウン

Kingmambo(USA) 　　２０

マンファス(IRE) ２２－ｄ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ジーナロマンティカ(USA) 　１－ｅ

Rahy(USA) １２－ｃ

Jood(USA) １４－ｃ

ノーザンテースト(CAN) １４－ｃ

アルズアニー(USA) ２１－ａ

Halo(USA) : S4xM5   Northern Dancer(CAN) : M4xS5xM5

母：
アニー（2008  鹿 ファンタスティックライト（USA））出走,［兵庫］2勝

トゥモローアンセム（2015 セン 栗 ヤマニンセラフィム）出走,［北海道･南関東］5勝,現役
サダムゲンヤ（2016 牡 鹿 サダムパテック）1勝,現役

２代母：
アニーブラウン（1991  芦 ノーザンテースト（CAN））出走

クリノヨリリン（1996 牝 栗 ジェイドロバリー（USA））入着
ナムラベンケイ（2003 牡 鹿 ブラックホーク（GB））出走,［兵庫･広島･佐賀･東海］17勝,福山菊花賞（福山ダ2250）,福山桜

花賞（福山ダ2250）,椿賞（福山ダ1800）,福山大賞典（福山ダ2600）,ファイナルＧＰ（福山ダ1800）2着,金杯（福山ダ
1600）2着etc

ホーリーブラウン（1998 牝 栗 フジキセキ）3勝
セイクリッドバレー（2006 牡 栗 タニノギムレット）4勝, 新潟大賞典 ［G3］（新潟芝2000）, セントライト記念 ［Jpn2

］（中山芝2200）2着, ダイヤモンドＳ ［G3］（東京芝3400）2着, 関屋記念 ［G3］（新潟芝1600）2着, 新潟大賞典 ［
G3］（新潟芝2000）2着, 新潟記念 ［G3］（新潟芝2000）3着etc

コーラルプリンセス（2014 牝 芦 クロフネ（USA））3勝,現役, 赤松賞 ５００万下（東京芝1600）
ヘカティー（1999 牝 鹿 ジェイドロバリー（USA））1勝,障害1勝,［北海道］入着

サザンギャラクシー（NZ）（2005 牡 鹿 アドマイヤベガ）4勝, 衣笠特別 １０００万下（京都芝1800）, 葉山特別 １０００
万下（東京芝1600）

トーセンザオー（2000 牡 芦 バブルガムフェロー）7勝, ギャラクシーＳ ［Ｌ］（阪神ダ1400）3着, 尾張Ｓ ＯＰ（中京芝1200）, 
飛騨Ｓ １６００万下（中京芝1200）, 愛・地球博開催記念 １０００万下（中京芝1200）, 秋元湖特別 ５００万下（福島芝1
200）, 小石原特別 ５００万下（小倉芝1200）,［岩手･南関東･東海］入着

トーセンピングス（2006 牡 芦 マンハッタンカフェ）4勝,［南関東］3勝,京成盃グランドマイラーズ（船橋ダ1600）2着
ケセラセラ（2009 牝 芦 ゴールドアリュール）出走,［東海］5勝

ミライヘノトビラ（2017 牝 芦 トランセンド）［石川］1勝,現役,金沢プリンセスＣ（中央認定）（金沢ダ1400）3着

３代母：
アルズアニー（USA）（1979  芦 Al Hattab（USA））［USA］9勝,グラスボロＨ ＬＲ（USA）,マダムバタフライＨ ＬＲ（USA）3着,アル

マノースＨ Ｌ（USA）3着
オーディン（1989 牡 芦 ノーザンテースト（CAN））入着, 平安Ｓ Ｇ３（阪神ダ1800）2着,［岩手･新潟］10勝,新潟記念 Ａ１（・新

潟ダ1600）,南部杯（水沢ダ1600）2着,新潟記念 Ａ１（・新潟ダ1600）2着,金蹄賞 Ａ１（三条ダ1700）3着,村杉Ｈ Ｂ３（・
新潟ダ1700）

バイタルフォース（1992 牡 芦 ノーザンテースト（CAN））5勝, すみれＳ ＯＰ（京都芝2200）, サンタクロースＳ １６００万下（
阪神ダ1800）, やまなみＳ １６００万下（小倉芝1700）, 三田特別 ９００万下（阪神芝2000）

イブキプランタン（1993 牝 芦 ジェイドロバリー（USA））
イブキライズアップ（1998 牡 芦 イブキマイカグラ）出走,［高知･佐賀］25勝,高知県知事賞（高知ダ2400）,珊瑚冠賞（高知

ダ1900）3着
フラットチャット（1996 牡 芦 エルハーブ（USA））4勝, 安芸Ｓ １６００万下（阪神ダ1400）, 天白川特別 ９００万下（中京ダ1

700）

４代母：
Annie Burns（USA）（1973  鹿 Spring Double（USA））［USA］4勝

５代母：
Shy（USA）（1955  栗 Princequillo（IRE））［USA］出走

６代母：
Bashful（USA）（1940  芦 Man o' War（USA））［USA］出走

　［曾孫］Petite Rouge（USA）（1961 牝 芦 Ballydam（IRE））［USA］12勝,スピナウェイＳ（USA）,アディロンダックＳ（USA）,ア
スタリタＳ（USA）,ソロリティＳ（USA）2着,ヴェイグランシーＨ（USA）2着,コリーンＳ（USA）2着



  142 サブラタの１８   牡 鹿 2018年 1月12日生

リーチザクラウン
青鹿 2006

サブラタ
黒鹿 2010

スペシャルウィーク

クラウンピース

ウォーエンブレム(USA)

レディオブチャド(IRE)

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

キャンペンガール 　３－ｌ

Seattle Slew(USA) １３－ｃ

クラシッククラウン(USA) ２３－ｂ

Our Emblem(USA) 　６－ａ

Sweetest Lady(USA) ２０－ｂ

ラストタイクーン(IRE) 　８－ｃ

Sahara Breeze(IRE) 　１－ｍ

Mr. Prospector(USA) : S4xM4

母：
サブラタ（2010  黒鹿 ウォーエンブレム（USA））出走

テイケイドルチェ（2015 牝 鹿 ゼンノロブロイ）入着,現役,［兵庫］3勝
アレクサンドレッタ（2016 牝 鹿 ダイワメジャー）出走,［東海］入着,現役

２代母：
レディオブチャド（IRE）（1997  黒鹿 ラストタイクーン（IRE））［GB･FR］4勝,マルセルブサック賞 Ｇ１（FR）,アスタルテ賞 Ｇ２（

FR）,グロット賞 Ｇ３（FR）
アフリカンビート（2002 牡 鹿 サンデーサイレンス（USA））3勝, 六社特別 １０００万下（東京芝1600）, 尖閣湾特別 ５００万下

（新潟芝1800）
ボーダレスワールド（2005 牡 鹿 ダンスインザダーク）4勝, ＳＴＶ賞 １０００万下（札幌芝1200）, 播磨特別 １０００万下（阪

神芝1400）,［北海道］入着
ポールアックス（2006 セン 鹿 キングカメハメハ）4勝, 潮来特別 １０００万下（中山芝2500）, 新発田城特別 ５００万下（新潟

芝1400）
ジュエルオブナイル（2007 牝 鹿 デュランダル）4勝, 小倉２歳Ｓ ［Jpn3］（小倉芝1200）, 葵Ｓ ［Ｌ］（京都芝1200）3着, 京洛

Ｓ ＯＰ（京都芝1200）2着, 紅梅Ｓ ＯＰ（京都芝1400）3着, ＴＶユー福島賞 １６００万下（福島芝1200）, 耶馬渓特別 １
０００万下（小倉芝1200）

ゴールドケープ（2014 牝 鹿 ワークフォース（GB））2勝, フィリーズレビュー ［G2］（阪神芝1400）3着, 白菊賞 ５００万
下（京都芝1600）

オースミチャド（2011 牡 鹿 ネオユニヴァース）3勝, 周防灘特別 １０００万下（小倉芝1200）, 八幡特別 ５００万下（小倉芝12
00）,［岩手･東海］2勝

ミッキーユニバース（2012 牡 鹿 ネオユニヴァース）2勝, いちょうＳ（重賞）（東京芝1600）3着
３代母：
Sahara Breeze（IRE）（1986  鹿 Ela-Mana-Mou（IRE））［GB］入着

Alcazar（IRE）（1995 セン 鹿 Alzao（USA））［IRE･GB･FR］12勝,ロイヤルオーク賞 Ｇ１（FR）,ケルゴルレイ賞 Ｇ２（FR）,サ
ガロＳ Ｇ３（GB）2回,ロイヤルオーク賞 Ｇ１（FR）2着,カドラン賞 Ｇ１（FR）2着,ロイヤルオーク賞 Ｇ１（FR）3着etc

Pelagia（IRE）（1998 牝 鹿 Lycius（USA））［GB］出走
Upper Hand（GB）（2003 セン 栗 Mark of Esteem（IRE））［GB･HKG］4勝,リッチモンドＳ Ｇ２（GB）2着,メリオンＳ Ｌ

（GB）3着

４代母：
Diamond Land（GB）（1978  黒鹿 Sparkler（GB））［IRE］1勝,アゼイリャＳ Ｌ（IRE）2着

　［子］　Ivanka（IRE）（1990 牝 鹿 ダンシングブレーヴ（USA））［GB］2勝,フィリーズマイル Ｇ１（GB）,レイシングポストトロフィ
 Ｇ１（GB）2着,メイヒルＳ Ｇ３（GB）3着

　［孫］　ツクバシンフォニー（GB）（1993 牡 黒鹿 デインヒル（USA））4勝, エプソムＣ Ｇ３（東京芝1800）, ＮＨＫマイルＣ Ｇ１（
東京芝1600）2着, 毎日王冠 Ｇ２（東京芝1800）2着, 目黒記念 Ｇ２（東京芝2500）2着, 弥生賞 Ｇ２（中山芝2000）
2着, 札幌記念 Ｇ２（札幌芝2000）3着etc,種牡馬

　　　　Solskjaer（IRE）（2000 牡 鹿 デインヒル（USA））［IRE･GB］3勝,ロイヤルホイップＳ Ｇ２（IRE）,ハクスレーＳ Ｇ３（GB
）2着,メルドＳ Ｇ３（IRE）2着,愛ヘリテジＳ Ｌ（IRE）,ソロナウェイＳ Ｌ（IRE）2着,アメシストＳ Ｌ（IRE）2着etc

　　　　Yeats（IRE）（2001 牡 鹿 Sadler's Wells（USA））［IRE･GB･AUS･CAN･FR］15勝,アスコットゴールドＣ Ｇ１（GB）4回,コロ
ネイションＣ Ｇ１（GB）,ロイヤルオーク賞 Ｇ１（FR）,愛セントレジャー Ｇ１（IRE）,グッドウッドＣ Ｇ２（GB）2回
,愛ダービートライアルＳ Ｇ２（IRE）etc

　［曾孫］Lady Wingshot（IRE）（2009 牝 鹿 Lawman（FR））［IRE］4勝,フェアリーブリッジＳ Ｇ３（IRE）,コンコルドＳ Ｇ３（IRE
）2着,コリブＳ Ｌ（IRE）,ノッケアＳ Ｌ（IRE）,フレイムオヴタラＳ Ｌ（IRE）2着

　　　　Torcedor（IRE）（2012 セン 鹿 Fastnet Rock（AUS））［UAE･IRE･GB･GER］5勝,現役,サガロＳ Ｇ３（GB）,ヴィンテジクロ
ップＳ Ｇ３（IRE）,愛セントレジャー Ｇ１（IRE）2着,グッドウッドＣ Ｇ１（GB）2着,アスコットゴールドＣ Ｇ１（G
B）3着,英ＢＣロングディスタンスＣ Ｇ２（GB）2着etc
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エピファネイア
鹿  2010

セシリア
栗  2009

シンボリクリスエス(USA)

シーザリオ

アグネスタキオン

マシュール(USA)

Kris S.(USA) １０－ａ

Tee Kay(USA) 　８－ｈ

スペシャルウィーク 　３－ｌ

キロフプリミエール(GB) １６－ａ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

アグネスフローラ 　１－ｌ

Giant's Causeway(USA) 　　１１

ヴェイルオブアヴァロン(USA) 　２－ｆ

サンデーサイレンス(USA) : M3xS4   Hail to Reason(USA) : S5xM5

母：
セシリア（2009  栗 アグネスタキオン）2勝

セントセシリア（2016 牝 栗 ハービンジャー（GB））1勝,現役
レディトゥラン（2017 牝 鹿 キングズベスト（USA））入着,現役

２代母：
マシュール（USA）（2003  鹿 Giant's Causeway（USA））

センセーション（2011 牝 鹿 ゼンノロブロイ）3勝, 仲春特別 １０００万下（阪神芝1400）, マカオＪクラブＴ ５００万下（中京
芝1200）,［兵庫］入着

３代母：
ヴェイルオブアヴァロン（USA）（1997  鹿 サンダーガルチ（USA））［USA･GB･FR］7勝,ドラローズＨ Ｇ３（USA）,ギャラクシー

Ｓ Ｇ２（USA）3着,ジャストアゲイムＨ Ｇ３（USA）3着,セプターＳ Ｌ（GB）2着,フォーチュンＳ Ｌ（GB）2着
リルダヴァル（2007 牡 栗 アグネスタキオン）6勝, ＮＨＫマイルＣ ［G1］（東京芝1600）3着, 中京記念 ［G3］（中京芝1600）

3着, 小倉大賞典 ［G3］（小倉芝1800）3着, 鳴尾記念 ［G3］（阪神芝1800）3着, 毎日杯 ［G3］（阪神芝1800）3着, 都大路
Ｓ ［Ｌ］（京都芝1800）etc

ヴォルシェーブ（2011 牡 栗 ネオユニヴァース）6勝, 目黒記念 ［G2］（東京芝2500）2着, Ａｒ共和国杯 ［G2］（東京芝2500）
3着, メトロポリタンＳ ［Ｌ］（東京芝2400）, 日本海Ｓ １６００万下（新潟芝2200）, 御堂筋Ｓ １６００万下（阪神芝240
0）, 芦ノ湖特別 １０００万下（東京芝2400）etc

４代母：
ウインドインハーヘア（IRE）（1991  鹿 Alzao（USA））［IRE･GB･GER］3勝,アラルポカル Ｇ１（GER）,英オークス Ｇ１（GB）2着,

ヨークシャーオークス Ｇ１（GB）3着,ニューベリーフィリーズトライアルＳ Ｌ（GB）,英プリティポリーＳ Ｌ（GB）
　［子］　ブラックタイド（2001 牡 黒鹿 サンデーサイレンス（USA））3勝, スプリングＳ Ｇ２（中山芝1800）, きさらぎ賞 Ｇ３（京都芝

1800）2着, 中山金杯 ［G3］（中山芝2000）3着, 都大路Ｓ ［Ｌ］（京都芝1600）2着, オーストラリアＴ ［Ｌ］（京都
芝1800）2着, アンドロメダＳ ＯＰ（京都芝2000）2着etc,種牡馬

　　　　ディープインパクト（2002 牡 鹿 サンデーサイレンス（USA））12勝, 日本ダービー Ｇ１（東京芝2400）, ジャパンＣ Ｇ１（東
京芝2400）, 有馬記念 Ｇ１（中山芝2500）, 皐月賞 Ｇ１（中山芝2000）, 菊花賞 Ｇ１（京都芝3000）, 天皇賞（春） Ｇ
１（京都芝3200）etc,［FR］出走,（2005）年度代表馬,（2005）最優秀３歳牡馬,（2006）年度代表馬,（2006）最優秀４
歳以上牡馬,種牡馬

　　　　オンファイア（2003 牡 鹿 サンデーサイレンス（USA））1勝, 東スポ杯２歳Ｓ Ｇ３（東京芝1800）3着,種牡馬
　［孫］　Jeremy（USA）（2003 牡 黒鹿 Danehill Dancer（IRE））［USA･GB･FR］4勝,サンダウンマイル Ｇ２（GB）,ジャージーＳ Ｇ

３（GB）,クイーンアンＳ Ｇ１（GB）2着,サセックスＳ Ｇ１（GB）3着,ハンガーフォードＳ Ｇ２（GB）2着,キングチャ
ールズ二世Ｓ Ｌ（GB）etc,種牡馬

　　　　ゴルトブリッツ（2007 牡 栗 スペシャルウィーク）6勝, アンタレスＳ ［G3］（阪神ダ1800）, アンタレスＳ ［G3］（京都ダ1
800）, 仁川Ｓ ［Ｌ］（阪神ダ2000）, 門司Ｓ １６００万下（小倉ダ1700）,［北海道･岩手･南関東］4勝,帝王賞（中央交
流） ［Jpn1］（大井ダ2000）,マーキュリーＣ（中央交流） ［Jpn3］（盛岡ダ2000）

　　　　ダノンパッション（2007 牡 青鹿 アグネスタキオン）2勝, デイリー杯２歳Ｓ ［Jpn2］（京都芝1600）3着, 黄菊賞 ５００万下
（京都芝1800）

　［曾孫］レイデオロ（2014 牡 鹿 キングカメハメハ）7勝,現役, 日本ダービー ［G1］（東京芝2400）, 天皇賞（秋） ［G1］（東京芝2000
）, オールカマー ［G2］（中山芝2200）, 神戸新聞杯 ［G2］（阪神芝2400）, ホープフルＳ ［G2］（中山芝2000）, ジ
ャパンＣ ［G1］（東京芝2400）2着etc,［UAE］出走,（2017）最優秀３歳牡馬,（2018）最優秀４歳以上牡馬

　　　　アドマイヤミヤビ（2014 牝 芦 ハーツクライ）3勝, オークス ［G1］（東京芝2400）3着, クイーンＣ ［G3］（東京芝1600）, 
百日草特別 ５００万下（東京芝2000）

　　　　プラチナヴォイス（2014 牡 鹿 エンパイアメーカー（USA））3勝,現役, スプリングＳ ［G2］（中山芝1800）3着, 萩Ｓ ［ＬＲ］
（京都芝1800）, 名古屋日刊スポ杯 １０００万下（中京芝2000）

　　　　レイエンダ（2015 牡 黒鹿 キングカメハメハ）4勝,現役, エプソムＣ ［G3］（東京芝1800）, 朝日杯セントライト記念 ［G2］
（中山芝2200）2着, 富士Ｓ ［G3］（東京芝1600）2着, 松前特別 １０００万下（函館芝2000）, 夏木立賞 ５００万下
（東京芝2000）

　　　　アブソルティスモ（2017 牡 黒鹿 ダイワメジャー）1勝,現役, サウジアラビアロイヤルＣ ［G3］（東京芝1600）3着
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マクフィ(GB)
鹿  2007

バイオレントハート
黒鹿 2004

Dubawi(IRE)

Dhelaal(GB)

ダンスインザダーク

グレートクリスティーヌ(USA)

Dubai Millennium(GB) 　４－ｍ

Zomaradah(GB) 　９－ｅ

Green Desert(USA) 　　Ａ４

Irish Valley(USA) １６－ｃ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ダンシングキイ(USA) 　　　７

Danzig(USA) 　７－ａ

Great Lady M.(USA) ２２－ｄ

Danzig(USA) : M3xS4   Northern Dancer(CAN) : M4xS5xM5   Nearctic(CAN) : M5xM5

母：
バイオレントハート（2004  黒鹿 ダンスインザダーク）出走

ワイドキング（2010 牡 鹿 キングカメハメハ）入着,［南関東］1勝
ウィットウォーター（2011 牝 黒鹿 ヨハネスブルグ（USA））4勝, 乙訓特別 １０００万下（京都芝1200）,［南関東］出走
スリルオブジョイ（2012 牝 鹿 バゴ（FR））出走,［南関東］1勝
ワカダンナ（2014 牡 芦 スウェプトオーヴァーボード（USA））出走,［東海］2勝
バイオレントブロー（2015 セン 黒鹿 バゴ（FR））3勝,現役, 壇之浦特別 １０００万下（小倉芝2000）, 知床特別 ５００万下（札幌

芝2000）
グランヴィクトリア（2016 牝 鹿 スウェプトオーヴァーボード（USA））出走,［北海道］1勝,現役

２代母：
グレートクリスティーヌ（USA）（1987  鹿 Danzig（USA））［USA］1勝

エアステビア（1997 牝 黒鹿 Woodman（USA））1勝
ダブルスパーク（2009 牝 芦 アドマイヤコジーン）2勝,［岩手･石川･南関東］2勝,ＯＲＯターフスプリント（盛岡芝1000）

,ハーベストＣ（盛岡芝1000）
ビリーヴ（1998 牝 鹿 サンデーサイレンス（USA））10勝, スプリンターズＳ Ｇ１（新潟芝1200）, 高松宮記念 Ｇ１（中京芝1200

）, 函館スプリントＳ Ｇ３（函館芝1200）, セントウルＳ Ｇ３（阪神芝1200）, スプリンターズＳ Ｇ１（中山芝1200）2着
, 京王杯スプリングＣ Ｇ２（東京芝1400）3着etc,［HKG］出走,（2003）最優秀４歳以上牝馬

ファリダット（USA）（2005 牡 青鹿 Kingmambo（USA））5勝, 安田記念 ［G1］（東京芝1600）3着, 阪神Ｃ ［Jpn2］（阪
神芝1400）2着, 京王杯スプリングＣ ［G2］（東京芝1400）3着, 京阪杯 ［G3］（京都芝1200）2着, プロキオンＳ ［
G3］（中京ダ1400）3着, 京都金杯 ［G3］（京都芝1600）3着etc,［UAE］出走

フィドゥーシア（USA）（2012 牝 鹿 Medaglia d'Oro（USA））7勝, アイビスサマーダッシュ ［G3］（新潟芝1000）2着, 春
雷Ｓ ［Ｌ］（中山芝1200）, 葵Ｓ ［ＬＲ］（京都芝1200）2着, 韋駄天Ｓ ＯＰ（新潟芝1000）, 長篠Ｓ １６００万下（中
京芝1200）, 別府特別 １０００万下（小倉芝1200）etc

ジャンダルム（USA）（2015 牡 黒鹿 Kitten's Joy（USA））2勝,現役, デイリー杯２歳Ｓ ［G2］（京都芝1600）, ホープフル
Ｓ ［G1］（中山芝2000）2着, 弥生賞 ［G2］（中山芝2000）3着, 京成杯オータムＨ ［G3］（中山芝1600）3着

シマノタカラチャン（1999 牝 黒鹿 ジェイドロバリー（USA））1勝
リコーデリンジャー（2015 牝 黒鹿 スウェプトオーヴァーボード（USA））［北海道･南関東］3勝,現役,エーデルワイス賞（

中央交流） ［Jpn3］（門別ダ1200）3着,リリーＣ（中央認定）（門別ダ1200）3着

３代母：
Great Lady M.（USA）（1975  芦 Icecapade（USA））［USA］14勝,エイグリームＨ Ｌ（USA）,ラブレアＳ Ｌ（USA）,モーヴィック

Ｈ Ｌ（USA）3着,ラスフローレスＨ Ｌ（USA）3着
Lady's Secret（USA）（1982 牝 芦 Secretariat（USA））［USA］25勝,ＢＣディスタフ Ｇ１（USA）,ホイットニーＨ Ｇ１（U

SA）,サンタマルガリータＨ Ｇ１（USA）,ベルダムＳ Ｇ１（USA）2回,シュヴィーＨ Ｇ１（USA）,ラフィアンＨ Ｇ１（USA
）2回etc,（1986）年度代表馬

スリーピングインシアトル（USA）（1995 牝 芦 Seattle Slew（USA））
サウンドバリアー（2007 牝 芦 アグネスデジタル（USA））2勝, フィリーズレビュー ［G2］（阪神芝1400）

Mary's Spirit（USA）（1989 牝 芦 Mr. Prospector（USA））［USA］1勝
Lady Cruella（USA）（1996 牝 芦 Capote（USA））［USA］4勝

Leah's Secret（USA）（2003 牝 黒鹿 Tiger Ridge（USA））［USA］9勝,トップフライトＨ Ｇ２（USA）,チルッキＳ
 Ｇ２（USA）,レイヴンランＳ Ｇ２（USA）,シカゴＨ Ｇ３（USA）,ルイヴィルＳ Ｇ２（USA）2着,アレールデュポ
ンＢＣディスタフＳ Ｇ２（USA）2着etc

スターマイライフ（USA）（1994 牝 芦 Storm Cat（USA））1勝
ロイヤルペルラ（2000 牝 芦 ブライアンズタイム（USA））

トレンドハンター（2008 牝 青鹿 マンハッタンカフェ）3勝, 桜花賞 ［G1］（阪神芝1600）3着, フラワーＣ ［G3］（
阪神芝1800）
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クリエイター２(USA)
芦  2013

アズマガール
鹿  2009

Tapit(USA)

Morena(PER)

キングカメハメハ

サイレントラヴ

Pulpit(USA) 　２－ｆ

Tap Your Heels(USA) 　３－ｏ

Privately Held(USA) 　８－ｆ

Charytin(PER) 　２－ｏ

Kingmambo(USA) 　　２０

マンファス(IRE) ２２－ｄ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

フアーストラブ 　３－ｌ

Mr. Prospector(USA) : M4xS5

母：
アズマガール（2009  鹿 キングカメハメハ）出走,［兵庫］入着

ベルウッドキング（2015 牡 鹿 バゴ（FR））1勝
アリスチャン（2016 牝 鹿 メイショウボーラー）出走,［石川］1勝,現役
スタニングビスタ（2017 牝 栗 エスケンデレヤ（USA））出走,現役

２代母：
サイレントラヴ（2001  鹿 サンデーサイレンス（USA））出走

ホクセツダンス（2008 牝 栗 アグネスデジタル（USA））5勝, 神無月Ｓ １６００万下（東京ダ1400）, 羊蹄山特別 １０００万下（
札幌ダ1700）

モリトシラユリ（2014 牝 芦 クロフネ（USA））3勝,現役, フェアリーＳ ［G3］（中山芝1600）3着
３代母：
フアーストラブ（1986  鹿 ナイスダンサー（CAN））［南関東］4勝

メモリアルガイ（1992 牡 栗 サツカーボーイ）3勝, 石打特別 ５００万下（新潟芝1600）
メロウキス（1993 牝 栗 リアルシヤダイ（USA））3勝, 甲東特別 ９００万下（阪神芝1600）

ナチュラルメイク（2002 牝 栗 フレンチデピュティ（USA））3勝, カンナＳ ＯＰ（中山芝1200）2着, おおぞら特別 １０００
万下（札幌芝1200）, ゆきつばき賞 ５００万下（新潟芝1200）,［北海道］1勝

ミッキーナチュラル（2009 牡 栗 ネオユニヴァース）4勝, 両津湾特別 ５００万下（新潟ダ1800）
キープユアスマイル（2003 牝 栗 アグネスタキオン）2勝, 紫苑Ｓ ＯＰ（中山芝1800）2着

ノボリユキオー（1996 牡 鹿 トニービン（IRE））6勝, 北九州短距離Ｓ ＯＰ（小倉芝1200）2着, ＴＶ愛知ＯＰ ＯＰ（中京芝1200）
2着, 淀短距離Ｓ ＯＰ（京都芝1200）3着, 安芸Ｓ １６００万下（阪神ダ1400）, 賢島特別 ９００万下（中京芝1200）etc,［
佐賀･東海］入着,サマーＣｈ（中央交流） Ｇ３（佐賀ダ1400）2着

プレシャスソング（1998 牡 黒鹿 サンデーサイレンス（USA））2勝, 青葉賞 Ｇ２（東京芝2400）2着, 佐渡特別 １０００万下（新
潟芝2200）

アズマタイショウ（2006 牡 鹿 キングカメハメハ）2勝, わらび賞 ５００万下（新潟ダ1800）

４代母：
レデイーシラオキ（1978  鹿 セントクレスピン（GB））4勝, 中距離特別 ４００万下（阪神芝2000）

　［孫］　スペシャルウィーク（1995 牡 黒鹿 サンデーサイレンス（USA））10勝, 日本ダービー Ｇ１（東京芝2400）, ジャパンＣ Ｇ１（
東京芝2400）, 天皇賞（秋） Ｇ１（東京芝2000）, 天皇賞（春） Ｇ１（京都芝3200）, 阪神大賞典 Ｇ２（阪神芝3000）,
ＡＪＣＣ Ｇ２（中山芝2200）etc,（1999）特別賞,種牡馬

５代母：
ミスアシヤガワ（1964  鹿 ヒンドスタン（GB））2勝

　［孫］　スターサンシャイン（1986 牡 栗 サンシヤインボーイ）4勝, 京都４歳特別 Ｇ３（京都芝2000）, 毎日杯 Ｇ３（阪神芝2000）
, きさらぎ賞 Ｇ３（京都芝2000）3着, 寒梅賞 ４００万下（京都ダ1800）,種牡馬

　［曾孫］ジョーディシラオキ（1997 牝 鹿 オジジアン（USA））3勝, チューリップ賞 Ｇ３（阪神芝1600）, セプテンバーＳ １６００万
下（中山芝1200）,［北海道］2勝

　　　　ヒミツヘイキ（1999 牡 鹿 ダミスター（USA））1勝, ユニコーンＳ Ｇ３（東京ダ1600）,［岩手･南関東］4勝,報知ＧＰＣ（船橋ダ
1800）,平和賞（船橋ダ1600）,東京湾Ｃ（船橋ダ1800）2着,（2002）ＮＡＲ３歳最優秀馬

６代母：
シラオキ（1946  栗 プリメロ（GB））9勝, 日本ダービー（東京芝2400）2着, オークス（東京芝2400）3着, 皐月賞（中山芝1950）5着

　［子］　コダマ（1957 牡 栗 ブツフラー（GB））12勝, 日本ダービー（東京芝2400）, 皐月賞（中山芝2000）, 宝塚記念（阪神芝2000）, 阪
神３歳Ｓ（阪神芝1200）, スワンＳ（京都芝1800）, 大阪杯（阪神芝1800）etc,（1960）年度代表馬,（1960）最優秀３歳
牡馬,種牡馬

　　　　シンツバメ（1958 牡 鹿 ヒンドスタン（GB））4勝, 皐月賞（中山芝2000）, 阪神３歳Ｓ（阪神芝1400）2着, 三歳中距離特別 ５０
万下（阪神芝1600）



  146 マヤノヴァイオラの１８   牡 黒鹿 2018年 3月20日生

リアルインパクト
鹿  2008

マヤノヴァイオラ
鹿  2012

ディープインパクト

トキオリアリティー(USA)

エンパイアメーカー(USA)

ギルティーコンシェンス(IRE)

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ウインドインハーヘア(IRE) 　２－ｆ

Meadowlake(USA) 　４－ｎ

What a Reality(USA) 　３－ｌ

Unbridled(USA) 　１－ｒ

Toussaud(USA) 　６－ｄ

アントレプレナー(GB) 　６－ｅ

グリントインハーアイ(USA) 　２－ｆ

ウインドインハーヘア(IRE) : S3xM4   In Reality(USA) : S4xM5   Northern Dancer(CAN) : M5xM5

母：
マヤノヴァイオラ（2012  鹿 エンパイアメーカー（USA））［石川］3勝

２代母：
ギルティーコンシェンス（IRE）（2001  栗 アントレプレナー（GB））

サーラジャー（2013 牡 栗 カジノドライヴ（USA））［北海道･南関東］3勝,サッポロクラシックＣ（中央認定）（門別ダ1200）3着

３代母：
グリントインハーアイ（USA）（1996  鹿 アラジ（USA））［GB］出走

Jeremy（USA）（2003 牡 黒鹿 Danehill Dancer（IRE））［USA･GB･FR］4勝,サンダウンマイル Ｇ２（GB）,ジャージーＳ Ｇ３
（GB）,クイーンアンＳ Ｇ１（GB）2着,サセックスＳ Ｇ１（GB）3着,ハンガーフォードＳ Ｇ２（GB）2着,キングチャールズ
二世Ｓ Ｌ（GB）etc,種牡馬

ティアモブリーオ（USA）（2007 牡 鹿 エンパイアメーカー（USA））5勝, 麦秋Ｓ １６００万下（東京ダ1600）, テレ玉杯 １００
０万下（東京ダ1600）,［兵庫･南関東･東海］3勝,梅見月杯（名古屋ダ1900）3着

４代母：
ウインドインハーヘア（IRE）（1991  鹿 Alzao（USA））［IRE･GB･GER］3勝,アラルポカル Ｇ１（GER）,英オークス Ｇ１（GB）2着,

ヨークシャーオークス Ｇ１（GB）3着,ニューベリーフィリーズトライアルＳ Ｌ（GB）,英プリティポリーＳ Ｌ（GB）
　［子］　ヴェイルオブアヴァロン（USA）（1997 牝 鹿 サンダーガルチ（USA））［USA･GB･FR］7勝,ドラローズＨ Ｇ３（USA）,ギャ

ラクシーＳ Ｇ２（USA）3着,ジャストアゲイムＨ Ｇ３（USA）3着,セプターＳ Ｌ（GB）2着,フォーチュンＳ Ｌ（GB）
2着

　　　　ブラックタイド（2001 牡 黒鹿 サンデーサイレンス（USA））3勝, スプリングＳ Ｇ２（中山芝1800）, きさらぎ賞 Ｇ３（京都芝
1800）2着, 中山金杯 ［G3］（中山芝2000）3着, 都大路Ｓ ［Ｌ］（京都芝1600）2着, オーストラリアＴ ［Ｌ］（京都
芝1800）2着, アンドロメダＳ ＯＰ（京都芝2000）2着etc,種牡馬

　　　　ディープインパクト（2002 牡 鹿 サンデーサイレンス（USA））12勝, 日本ダービー Ｇ１（東京芝2400）, ジャパンＣ Ｇ１（東
京芝2400）, 有馬記念 Ｇ１（中山芝2500）, 皐月賞 Ｇ１（中山芝2000）, 菊花賞 Ｇ１（京都芝3000）, 天皇賞（春） Ｇ
１（京都芝3200）etc,［FR］出走,（2005）年度代表馬,（2005）最優秀３歳牡馬,（2006）年度代表馬,（2006）最優秀４
歳以上牡馬,種牡馬

　　　　オンファイア（2003 牡 鹿 サンデーサイレンス（USA））1勝, 東スポ杯２歳Ｓ Ｇ３（東京芝1800）3着,種牡馬
　［孫］　ゴルトブリッツ（2007 牡 栗 スペシャルウィーク）6勝, アンタレスＳ ［G3］（阪神ダ1800）, アンタレスＳ ［G3］（京都ダ1

800）, 仁川Ｓ ［Ｌ］（阪神ダ2000）, 門司Ｓ １６００万下（小倉ダ1700）,［北海道･岩手･南関東］4勝,帝王賞（中央交
流） ［Jpn1］（大井ダ2000）,マーキュリーＣ（中央交流） ［Jpn3］（盛岡ダ2000）

　　　　リルダヴァル（2007 牡 栗 アグネスタキオン）6勝, ＮＨＫマイルＣ ［G1］（東京芝1600）3着, 中京記念 ［G3］（中京芝160
0）3着, 小倉大賞典 ［G3］（小倉芝1800）3着, 鳴尾記念 ［G3］（阪神芝1800）3着, 毎日杯 ［G3］（阪神芝1800）3
着, 都大路Ｓ ［Ｌ］（京都芝1800）etc

　　　　ダノンパッション（2007 牡 青鹿 アグネスタキオン）2勝, デイリー杯２歳Ｓ ［Jpn2］（京都芝1600）3着, 黄菊賞 ５００万下
（京都芝1800）

　　　　ヴォルシェーブ（2011 牡 栗 ネオユニヴァース）6勝, 目黒記念 ［G2］（東京芝2500）2着, Ａｒ共和国杯 ［G2］（東京芝250
0）3着, メトロポリタンＳ ［Ｌ］（東京芝2400）, 日本海Ｓ １６００万下（新潟芝2200）, 御堂筋Ｓ １６００万下（阪
神芝2400）, 芦ノ湖特別 １０００万下（東京芝2400）etc

　［曾孫］レイデオロ（2014 牡 鹿 キングカメハメハ）7勝,現役, 日本ダービー ［G1］（東京芝2400）, 天皇賞（秋） ［G1］（東京芝2000
）, オールカマー ［G2］（中山芝2200）, 神戸新聞杯 ［G2］（阪神芝2400）, ホープフルＳ ［G2］（中山芝2000）, ジ
ャパンＣ ［G1］（東京芝2400）2着etc,［UAE］出走,（2017）最優秀３歳牡馬,（2018）最優秀４歳以上牡馬

　　　　アドマイヤミヤビ（2014 牝 芦 ハーツクライ）3勝, オークス ［G1］（東京芝2400）3着, クイーンＣ ［G3］（東京芝1600）, 
百日草特別 ５００万下（東京芝2000）

　　　　プラチナヴォイス（2014 牡 鹿 エンパイアメーカー（USA））3勝,現役, スプリングＳ ［G2］（中山芝1800）3着, 萩Ｓ ［ＬＲ］
（京都芝1800）, 名古屋日刊スポ杯 １０００万下（中京芝2000）

　　　　レイエンダ（2015 牡 黒鹿 キングカメハメハ）4勝,現役, エプソムＣ ［G3］（東京芝1800）, 朝日杯セントライト記念 ［G2］
（中山芝2200）2着, 富士Ｓ ［G3］（東京芝1600）2着, 松前特別 １０００万下（函館芝2000）, 夏木立賞 ５００万下
（東京芝2000）

　　　　アブソルティスモ（2017 牡 黒鹿 ダイワメジャー）1勝,現役, サウジアラビアロイヤルＣ ［G3］（東京芝1600）3着



  147 グランプリソフィの１８   牝 黒鹿 2018年 5月15日生

ノヴェリスト(IRE)
黒鹿 2009

グランプリソフィ
鹿  2007

Monsun(GER)

Night Lagoon(GER)

アグネスタキオン

マンファス(IRE)

Konigsstuhl(GER) 　５－ｈ

Mosella(GER) 　８－ａ

Lagunas(GB) 　９－ｅ

Nenuphar(IRE) 　４－ｒ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

アグネスフローラ 　１－ｌ

ラストタイクーン(IRE) 　８－ｃ

Pilot Bird(GB) ２２－ｄ

Literat(GER) : S5xS5   Northern Dancer(CAN) : S5xM5

母：
グランプリソフィ（2007  鹿 アグネスタキオン）

ハローミスソフィ（2017 牝 青 ヴィクトワールピサ）出走,現役

２代母：
マンファス（IRE）（1991  黒鹿 ラストタイクーン（IRE））［GB］入着

The Deputy（IRE）（1997 牡 黒鹿 Petardia（GB））［USA･GB］4勝,サンタアニタダービー Ｇ１（USA）,サンタカタリーナＳ 
Ｇ２（USA）,サンフェリペＳ Ｇ２（USA）2着,ヒルライズＨ Ｌ（USA）,種牡馬

ハンターズマーク（USA）（2000 牝 鹿 Titus Livius（FR））［USA･GB］1勝
ハッピーディレンマ（2007 牝 栗 アグネスタキオン）入着

ヒプノティスト（2013 牡 栗 クロフネ（USA））3勝, アイビーＳ ＯＰ（東京芝1800）3着
ターゲットマシン（2008 牡 青鹿 ディープインパクト）3勝, 寒竹賞 ５００万下（中山芝2000）
クロンヌドール（2009 牝 鹿 アグネスタキオン）入着

マッスルビーチ（2016 牡 黒鹿 メイショウサムソン）3勝,現役, 鳥取特別 １０００万下（阪神ダ1800）
キングカメハメハ（2001 牡 鹿 Kingmambo（USA））7勝, 日本ダービー Ｇ１（東京芝2400）, ＮＨＫマイルＣ Ｇ１（東京芝1600

）, 神戸新聞杯 Ｇ２（阪神芝2000）, 毎日杯 Ｇ３（阪神芝2000）, 京成杯 Ｇ３（中山芝2000）3着, すみれＳ ＯＰ（阪神芝2
200）etc,（2004）最優秀３歳牡馬,種牡馬

レースパイロット（2002 牝 黒鹿 サンデーサイレンス（USA））2勝, フローラＳ Ｇ２（東京芝2000）2着, エルフィンＳ ＯＰ（京
都芝1600）3着, ミモザ賞 ５００万下（中山芝2000）

３代母：
Pilot Bird（GB）（1983  鹿 Blakeney（GB））［GB］1勝,サーチャールズクロアメモリアルＳ Ｌ（GB）

Alaroos（IRE）（1988 牝 鹿 Persian Bold（IRE））
Arawak Cay（IRE）（1995 セン 鹿 Common Grounds（GB））［GB･HKG］1勝,英ノーフォークＳ Ｇ３（GB）3着,シュパー

ラティヴＳ Ｌ（GB）3着

４代母：
The Dancer（FR）（1977  鹿 Green Dancer（USA））［GB･FR］3勝,英オークス Ｇ１（GB）3着,ランカシャーオークス Ｇ３（GB）3着

,サーチャールズクロアメモリアルＳ Ｌ（GB）,メイヒルＳ Ｌ（GB）
　［子］　Pretty Lady（GB）（1985 牝 鹿 High Top（GB））［GB］2勝,コックオヴザノースＳ Ｌ（GB）
　　　　Mack the Knife（GB）（1989 セン 鹿 Kris（GB））［GB］6勝,海外障害1勝,レイシングポストトロフィ Ｇ１（GB）2着,ロイ

ヤルロッジＳ Ｇ２（GB）2着,チェスターヴァーズ Ｇ３（GB）3着,レスターマーキュリーＳ Ｌ（GB）,ゴドルフィンＳ
Ｌ（GB）2着,フレッドアーチャーＳ Ｌ（GB）2着etc

　［孫］　Dance Turn（GB）（1991 牡 鹿 ダミスター（USA））［IRE･GB］4勝,愛インターナショナルＳ Ｇ２（IRE）2着,スティヴントン
Ｓ Ｌ（GB）2着

　　　　ユーセイシュタイン（1996 牡 鹿 ニホンピロウイナー）2勝,障害4勝, 京都ジャンプＳ ＪＧ３（京都障3170）, もみじＳ ＯＰ（
京都芝1200）2着, フェニックス賞 ＯＰ（京都芝1200）2着, かえで賞 ５００万下（京都芝1200）

　　　　Dizzy De Lago（AUS）（2001 牝 鹿 Encosta De Lago（AUS））［AUS］入着,ＳＡＪＣデケットヴィルＳ Ｌ（AUS）2着
　［曾孫］Musir（AUS）（2006 牡 鹿 Redoute's Choice（AUS））［UAE･SAF･GB･TUR･HKG］8勝,ゴールデンホースシューＳ Ｇ１（SA

F）,アルラシディヤ Ｇ２（UAE）,トプカピトロフィ Ｇ２（TUR）,ＵＡＥダービー Ｇ２（UAE）,アルマクトゥームチャ
レンジＲ１ Ｇ３（UAE）,ＵＡＥ２０００ギニー Ｇ３（UAE）etc

５代母：
Khazaeen（IRE）（1968  鹿 Charlottesville（GB））

　［孫］　Alwuhush（USA）（1985 牡 鹿 Nureyev（USA））出走,［USA･GB･ITY･GER］5勝,ミラノ大賞 Ｇ１（ITY）,伊共和国大統領賞
 Ｇ１（ITY）,カールトンＦバークＨ Ｇ１（USA）,ターフクラシック Ｇ１（USA）2着,アラルポカル Ｇ１（GER）2着,マ
ンノウォーＳ Ｇ１（USA）3着etc,種牡馬

　［曾孫］Lady Eli（USA）（2012 牝 黒鹿 Divine Park（USA））［USA］10勝,ゲイムリーＳ Ｇ１（USA）,ダイアナＳ Ｇ１（USA）,フラワ
ーボールＳ Ｇ１（USA）,ベルモントオークス Ｇ１（USA）,ＢＣジュヴェナイルフィリーズターフ Ｇ１（USA）,ボー
ルストンスパＳ Ｇ２（USA）etc



  148 タッキーナの１８   牝 栗 2018年 4月30日生

ハービンジャー(GB)
鹿  2006

タッキーナ
栗  2006

Dansili(GB)

Penang Pearl(FR)

アグネスタキオン

ビアンキ(USA)

デインヒル(USA) 　２－ｄ

Hasili(IRE) 　　１１

Bering(GB) 　７－ｆ

Guapa(GB) 　１－ｋ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

アグネスフローラ 　１－ｌ

Gulch(USA) 　　Ａ４

Northern Trick(USA) 　４－ｍ

Northern Dancer(CAN) : M4xS5xS5

母：
タッキーナ（2006  栗 アグネスタキオン）

マニール（2010 牝 栗 ケイムホーム（USA））［南関東］5勝
マルヒロトリック（2011 牝 栗 ヨハネスブルグ（USA））［南関東］6勝
タキオンメーカー（2012 牝 鹿 エンパイアメーカー（USA））

イッツクール（2016 牡 栗 アルデバラン２（USA））2勝,現役, マーガレットＳ ［ＬＲ］（阪神芝1200）2着, ききょうＳ ＯＰ
（阪神芝1400）,［兵庫］出走

ブルベアジュラフ（2014 牡 鹿 クロフネ（USA））1勝,現役
ゲレンデマッチョ（2017 牡 鹿 ヴィクトワールピサ）［南関東］入着,現役

２代母：
ビアンキ（USA）（1998  鹿 Gulch（USA））［GB］入着

ベレッツァ（2003 牝 黒鹿 フジキセキ）2勝

３代母：
Northern Trick（USA）（1981  栗 Northern Dancer（CAN））［FR］4勝,仏オークス Ｇ１（FR）,ヴェルメイユ賞 Ｇ１（FR）,凱旋門

賞 Ｇ１（FR）2着,ノネット賞 Ｇ３（FR）,サンタラリ賞 Ｇ１（FR）2着
ランジェリー（GB）（1988 牝 鹿 Shirley Heights（GB））［FR］入着

Limnos（JPN）（1994 牡 栗 ヘクタープロテクター（USA））［FR］4勝,フォワ賞 Ｇ２（FR）,ジャンドショードネイ賞 Ｇ
２（FR）,モーリスドニュイユ賞 Ｇ２（FR）2着,エドゥヴィル賞 Ｇ３（FR）2着,ルファビュルー賞 Ｌ（FR）,ロードシー
モア賞 Ｌ（FR）2着

Shiva（JPN）（1995 牝 栗 ヘクタープロテクター（USA））［IRE･GB］4勝,タタソールズゴールドＣ Ｇ１（IRE）,ブリガデ
ィアジェラルドＳ Ｇ３（GB）,アールオヴセフトンＳ Ｇ３（GB）,英チャンピオンＳ Ｇ１（GB）2着,エクリプスＳ Ｇ
１（GB）3着

Burning Sunset（GB）（1997 牝 栗 Caerleon（USA））［GB･FR］2勝,アルクール賞 Ｇ２（FR）3着,ソリテュッド賞 Ｌ（
FR）

Smoking Sun（USA）（2009 牡 黒鹿 Smart Strike（CAN））［SIN･USA･FR･HKG］11勝,現役,アルクール賞 Ｇ２（
FR）,シンガポール国際Ｃ Ｇ１（SIN）2着,ラクープドメゾンラフィット Ｇ３（FR）2着,ラクープ Ｇ３（FR）2着
,ラクープドメゾンラフィット Ｇ３（FR）3着,ゴントービロン賞 Ｇ３（FR）3着etc

Molasses（FR）（1998 牝 栗 Machiavellian（USA））
Magadan（IRE）（2005 牡 鹿 High Chaparral（IRE））［FR］3勝,エドゥヴィル賞 Ｇ３（FR）,パリ大賞 Ｇ１（FR）3着

,シャンティー大賞 Ｇ２（FR）3着,ロードシーモア賞 Ｌ（FR）
Light Shift（USA）（2004 牝 鹿 Kingmambo（USA））［IRE･GB･FR］4勝,英オークス Ｇ１（GB）,愛オークス Ｇ１（IRE）

2着,英ナッソーＳ Ｇ１（GB）3着,チェシャーオークス Ｌ（GB）
Ulysses（IRE）（2013 牡 栗 Galileo（IRE））［USA･GB･FR］5勝,ヨークインターナショナルＳ Ｇ１（GB）,エクリプ

スＳ Ｇ１（GB）,Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ Ｇ１（GB）2着,凱旋門賞 Ｇ１（FR）3着,ゴードンリチャーズ
Ｓ Ｇ３（GB）,ゴードンＳ Ｇ３（GB）etc

Strawberry Fledge（USA）（2005 牝 鹿 Kingmambo（USA））［FR］入着
Cloth of Stars（IRE）（2013 牡 鹿 Sea The Stars（IRE））［UAE･GB･FR］7勝,ガネー賞 Ｇ１（FR）,アルクール賞

 Ｇ２（FR）,グレフュール賞 Ｇ２（FR）,凱旋門賞 Ｇ１（FR）2着,凱旋門賞 Ｇ１（FR）3着,エクスビュリ賞 Ｇ３（
FR）etc

Hyades（USA）（2006 牡 鹿 アルデバラン２（USA））［USA･GB］2勝,チャールズホイッティンガムメモリアルＨ Ｇ１（
USA）2着,アメリカンＨ Ｇ２（USA）3着

４代母：
Trick Chick（USA）（1966  栗 Prince John（USA））

　［子］　On the Sly（USA）（1973 牡 黒鹿 Roi Dagobert（FR））［USA］14勝,ジョッキークラブゴールドＣ Ｇ１（USA）,グレイラグ
Ｈ Ｇ２（USA）,ホーソンゴールドＣ Ｇ２（USA）,ローズモントＳ Ｇ２（USA）,ウッドメモリアルＳ Ｇ１（USA）2着
,ギャラントフォックスＨ Ｇ２（USA）2着etc,種牡馬



  149 アクティビューティの１８   牝 鹿 2018年 4月 6日生

オルフェーヴル
栗  2008

アクティビューティ
芦  2007

ステイゴールド

オリエンタルアート

バゴ(FR)

ファンドリオボッコ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ゴールデンサッシュ 　１－ｔ

メジロマックイーン 　７－ｃ

エレクトロアート 　８－ｃ

Nashwan(USA) 　２－ｆ

Moonlight's Box(USA) 　２－ｄ

ワツスルタツチ(USA) 　２－ｄ

ハギノオボツコー １９－ｂ

ノーザンテースト(CAN) : S4xS5   Northern Dancer(CAN) : M4xS5xM5   Cosmah(USA) : S5xM5

母：
アクティビューティ（2007  芦 バゴ（FR））5勝,［北海道･岩手･石川･南関東］1勝,クイーン賞（中央交流） ［Jpn3］（船橋ダ1800）,Ｊ

ＢＣＬクラシック（中央交流） ［Jpn1］（金沢ダ1500）2着,エンプレス杯（中央交流） ［Jpn2］（川崎ダ2100）2着,Ｌプレリュ
ード（中央交流） ［Jpn2］（大井ダ1800）2着,ＴＣＫ女王盃（中央交流） ［Jpn3］（大井ダ1800）2着2回,クイーン賞（中央交流
） ［Jpn3］（船橋ダ1800）2着etc

ウインアクティーボ（2017 牡 鹿 キンシャサノキセキ（AUS））入着,現役

２代母：
ファンドリオボッコ（1994  芦 ワツスルタツチ（USA））3勝

プリンスコウベ（2001 牡 芦 フジキセキ）5勝, 清里特別 １０００万下（東京ダ1400）
サンライズバクシン（2003 牡 芦 サクラバクシンオー）1勝
ボストンオー（2005 牡 芦 アドマイヤベガ）5勝, バーデンバーデンＣ ［Ｌ］（福島芝1200）2着, 道頓堀Ｓ １６００万下（阪神芝

1400）, 心斎橋Ｓ １６００万下（阪神芝1400）, 鳥羽特別 １０００万下（中京芝1200）, 有明特別 ５００万下（小倉芝120
0）

ボストンリョウマ（2008 牡 青鹿 マンハッタンカフェ）1勝,障害1勝,［岩手･兵庫］2勝,桂樹杯（盛岡芝1600）
アルモガバルス（2013 牡 芦 ハーツクライ）［高知･佐賀･南関東･東海］3勝

３代母：
ハギノオボツコー（1981  芦 ゼダーン（GB））

トップデボネア（1991 牝 芦 プラウドデボネア（USA））1勝
トップジャンボ（1999 牡 鹿 テイエムジャンボ）6勝, 白川郷Ｓ １６００万下（中京ダ1700）, 瀬戸特別 １０００万下（中京

ダ1700）, 和布刈特別 １０００万下（小倉ダ1700）, なでしこ賞 ５００万下（中京ダ1700）
イサミステルス（2001 牝 栗 トワイニング（USA））3勝

アリアーヌ（2009 牝 鹿 スズカマンボ）出走,［石川･兵庫･東海］11勝
シゲルハマオリサイ（2012 牡 栗 バゴ（FR））出走,［南関東］4勝
シゲルハマチ（2013 牡 栗 オレハマッテルゼ）出走,［佐賀］5勝
グランドガール（2014 牝 鹿 メイショウサムソン）2勝,現役

トップウーマン（2002 牝 芦 テイエムジャンボ）入着,［石川］8勝
シャインジュエリー（2004 牝 鹿 テイエムジャンボ）1勝,［石川･南関東］4勝
スピードジャンボ（2006 セン 芦 テイエムジャンボ）出走,［石川］5勝

ハギノズイショウ（1993 牡 芦 リユウズイシヨウ）［北海道･新潟･大分］5勝

４代母：
ゼツトスター（1965  青 テユーダーペリオツド（GB））4勝,障害2勝, 中京３歳Ｓ（中京芝1400）, ひまわり特別 １００万下（小倉芝120

0）
　［子］　アリーナオー（1978 牡 栗 プルバン（GB））6勝, 京都記念（春）（京都芝2400）, 阪神大賞典（阪神芝3000）, 日経新春杯（京都芝

2400）2着, 京都大賞典（京都芝2400）3着, 大原特別 １２００万下（京都芝3200）, 北野特別 ４００万下（京都芝16
00）,［山形･和歌山･高知］9勝

５代母：
モリアキ（1958  黒鹿 クモノハナ）3勝

６代母：
ステーツニータ（1949  黒鹿 イブキヤマ）入着,障害4勝

　［子］　ミユキホマレ（1957 牡 青 ミナミホマレ）7勝, 阪神大賞典（阪神芝2200）2着, 鳴尾記念（阪神芝2400）2着, 日本経済新春杯（
京都芝2400）3着, 朝日ＣｈＣ（阪神芝2000）2着, 淀Ｓ １５０万下（京都芝2000）, 中距離特別 １２０万下（京都芝2
000）etc

　　　　カツエル（1959 牡 黒鹿 フアイナルスコア（NZ））地全協会長賞（益田ダ1370）,農林大臣賞典（益田ダ1370）,地全協会長賞（益
田ダ1350）2着,農林大臣賞典（・札幌ダ2000）2着,農林大臣賞典（益田ダ1350）3着,地全協会長賞（益田ダ1350）3着
etc



  150 コパノマルコリーニの１８   牝 鹿 2018年 3月 5日生

ヴィクトワールピサ
黒鹿 2007

コパノマルコリーニ
栗  2004

ネオユニヴァース

ホワイトウォーターアフェア(GB)

マヤノトップガン

ステファーナ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ポインテッドパス(GB) 　１－ｌ

Machiavellian(USA) 　２－ｄ

Much Too Risky(GB) 　８－ｄ

ブライアンズタイム(USA) 　４－ｒ

アルプミープリーズ(USA) １４－ａ

リアルシヤダイ(USA) 　２－ｃ

ダイナコマネチ ２２－ｂ

Halo(USA) : S4xS5   Roberto(USA) : M4xM4   Hail to Reason(USA) : S5xM5xM5

母：
コパノマルコリーニ（2004  栗 マヤノトップガン）［兵庫］出走

ジパングティアラ（2009 牝 鹿 スタチューオブリバティ（USA））出走,［岩手］1勝
サイモンラムセス（2010 牡 鹿 ブラックタイド）5勝,現役, 小倉大賞典 ［G3］（小倉芝1800）3着, グリーンＳ １６００万下（阪

神芝2400）, シンザンＣ ５００万下（東京芝1400）
クリノコマチ（2011 牝 栗 サンライズペガサス）3勝, 国立特別 １０００万下（東京芝1400）
リアン（2012 牡 栗 カネヒキリ）出走,［石川･東海］2勝
エリナイトニケ（2017 牝 鹿 エイシンフラッシュ）出走,現役

２代母：
ステファーナ（1993  栗 リアルシヤダイ（USA））入着

コパノジャーノー（2001 牝 鹿 エリシオ（FR））［北海道］入着
スターインパルス（2014 牝 栗 サウスヴィグラス（USA））［岩手･石川･南関東･東海］6勝,桜花賞（浦和ダ1600）,秋桜賞（名

古屋ダ1400）,プリンセスＣ（中央認定）（水沢ダ1400）,ローレル賞（川崎ダ1600）3着,読売レディス杯（金沢ダ1500
）2着

プライドキム（2002 牡 栗 アフリート（CAN））2勝, マーチＳ Ｇ３（中山ダ1800）2着,［岩手･兵庫･南関東･東海］5勝,全日本２歳
優駿（中央交流） Ｇ１（川崎ダ1600）,クラスターＣ（中央交流） ［Jpn3］（水沢ダ1400）,兵庫ジュニアＧＰ（中央交流） Ｇ
３ 重賞（園田ダ1400）,兵庫ＣｈＳ（中央交流） Ｇ２（園田ダ1870）3着,報知ＧＰＣ（船橋ダ1800）etc

プレゼンスウーマン（2003 牝 栗 サクラローレル）2勝
イツモシアワセ（2013 牝 鹿 ドリームジャーニー）出走,［兵庫･高知･佐賀･南関東］6勝,現役,ロータスクラウン賞（佐賀ダ

1800）2着
サンライズトゥルー（2009 牡 鹿 ディープインパクト）2勝, 長良川特別 ５００万下（中京芝2200）

３代母：
ダイナコマネチ（1983  栗 ノーザンテースト（CAN））出走

システィーナ（1989 牝 栗 サクラユタカオー）8勝, 京都牝馬特別 Ｇ３（京都芝1600）, 関屋記念 Ｇ３（新潟芝1600）2着, 七夕賞
 Ｇ３（福島芝2000）3着, エプソムＣ Ｇ３（東京芝1800）3着, マーチＳ Ｇ３（中山ダ1800）3着, クリスマスＳ ＯＰ（中山
芝1600）etc

タフグレイス（1996 牝 栗 トニービン（IRE））5勝, 中山金杯 Ｇ３（東京芝2000）2着, 千葉Ｓ １６００万下（中山芝1800）,
両国特別 ９００万下（中山芝1800）2回

ミヤビフェラーリ（2000 牡 栗 ブライアンズタイム（USA））3勝,［石川･南関東･東海］3勝,尾張名古屋杯（名古屋ダ1600）
3着

ミヤビキララ（2002 牝 鹿 スペシャルウィーク）3勝, 香取特別 １０００万下（中山芝1800）, 土湯温泉特別 ５００万下（福
島芝1800）

ミヤビジャスパー（2011 牡 鹿 アドマイヤムーン）3勝, 若駒Ｓ ［ＬＲ］（京都芝2000）2着, 野分特別 １０００万下（
阪神芝1800）, アルメリア賞 ５００万下（阪神芝1800）

ミヨシオリベイラ（1990 牝 栗 ジヤツジアンジエルーチ（USA））入着
ランアップ（2002 牝 鹿 カコイーシーズ（USA））出走,［佐賀･熊本］2勝,九州ジュニアＧＰ（荒尾ダ1500）,ル・プランタン

賞（佐賀ダ1800）3着
パラダイスフラワー（2004 牝 栗 ティンバーカントリー（USA））［北海道･岩手･南関東］8勝,エーデルワイス賞（中央交流） Ｇ

３（旭川ダ1600）,日高賞（水沢ダ1600）,南部駒賞（水沢ダ1600）,ひまわり賞（水沢ダ1900）2着,金杯（水沢ダ1600）2着
エスプレッソ（2009 牡 黒鹿 ディクタット（GB））出走,［岩手］4勝,若駒賞（盛岡ダ1600）2着,金杯（水沢ダ1600）3着

リザルト（2005 牝 黒鹿 マイネルラヴ（USA））出走,［北海道･岩手］10勝,ジュニアＧＰ（盛岡芝1600）3着

４代母：
シヤダイリーズン（1974  栗 マリーノ（FR））2勝

　［孫］　グッドタイミング（1985 牡 鹿 リアルシヤダイ（USA））5勝, ブラッドストーンＳ ＯＰ（中山芝3200）, 若草賞 ＯＰ（京都芝2
400）, 白川特別 ９００万下（京都芝2400）, 石清水特別 ９００万下（京都芝2200）



  151 ルイゼリアクィーンの１８   牝 鹿 2018年 3月 8日生

ケープブランコ(IRE)
栗  2007

ルイゼリアクィーン
黒鹿 2014

Galileo(IRE)

Laurel Delight(GB)

キングズベスト(USA)

ヴィクトリアルイゼ

Sadler's Wells(USA) 　５－ｈ

Urban Sea(USA) 　９－ｈ

Presidium(GB) 　２－ｏ

Foudroyer(GB) 　１－ｓ

Kingmambo(USA) 　　２０

Allegretta(GB) 　９－ｈ

シンボリクリスエス(USA) 　８－ｈ

アタラマ(IRE) 　９－ｂ

Sadler's Wells(USA) : S3xM4   Allegretta(GB) : M3xS4   Mr. Prospector(USA) : M4xS5

母：
ルイゼリアクィーン（2014  黒鹿 キングズベスト（USA））

２代母：
ヴィクトリアルイゼ（2005  鹿 シンボリクリスエス（USA））入着,［北海道］出走

ティアラン（2011 牝 鹿 ネオユニヴァース）［南関東］4勝
ゴルジ（2013 牡 青鹿 ダノンシャンティ）［南関東］2勝
コスモロブロイ（2015 牡 青鹿 ゼンノロブロイ）2勝,障害1勝,現役

３代母：
アタラマ（IRE）（1999  鹿 Sadler's Wells（USA））［USA･GB･GER］2勝,ニューベリーフィリーズトライアルＳ Ｌ（GB）3着,モントロ

ーズフィリーズＳ Ｌ（GB）3着
ヒシポラリス（2004 牡 鹿 Point Given（USA））4勝, 小名浜特別 ５００万下（福島ダ1700）, 花見山特別 ５００万下（福島ダ170

0）,［南関東］出走
アッシュール（2007 牡 鹿 スペシャルウィーク）3勝
カシスウーロン（2009 牡 鹿 キングカメハメハ）［SIN］6勝,現役
ショウナンアーリー（2013 牡 鹿 アドマイヤムーン）出走,［南関東］2勝
ディグアップセンス（2014 牡 鹿 ストリートセンス（USA））出走,［石川］5勝

４代母：
Regal Portrait（IRE）（1992  鹿 ロイヤルアカデミー２（USA））［GB］出走

　［子］　King's Ivory（IRE）（1997 牡 鹿 Lake Coniston（IRE））［ITY］10勝,カパネレ賞 Ｌ（ITY）2着,ディヴィノアモーレ賞 Ｌ（ITY
）3着

５代母：
Regal Beauty（USA）（1981  黒鹿 Princely Native（USA））［GB］出走

　［子］　ハイエステイト（IRE）（1986 牡 黒鹿 Shirley Heights（GB））［GB］6勝,ロイヤルロッジＳ Ｇ２（GB）,ヴィンテージＳ Ｇ３（
GB）,ソラリオＳ Ｇ３（GB）,コヴェントリーＳ Ｇ３（GB）,ウイリアムヒルクラシック Ｇ３（GB）3着,種牡馬

　　　　King's Loch（IRE）（1989 牡 鹿 サーモンリープ（USA））［USA･GB･FR］3勝,グッドウッドファウンデイションＳ Ｌ（GB
）,アスコットオータムＳ Ｌ（GB）2着

　　　　King's Theatre（IRE）（1991 牡 鹿 Sadler's Wells（USA））［IRE･USA･GB･ITY･FR］5勝,Ｋジョージ六世＆Ｑエリザベス
Ｓ Ｇ１（GB）,レイシングポストトロフィ Ｇ１（GB）,英ダービー Ｇ１（GB）2着,愛ダービー Ｇ１（IRE）2着,クレイヴ
ァンＳ Ｇ３（GB）,ヨークインターナショナルＳ Ｇ１（GB）3着etc,種牡馬

　［孫］　Talaash（IRE）（1997 牡 鹿 Darshaan（GB））［GB･GER･FR］2勝,クレルフォンテーヌ大賞 Ｌ（FR）
　　　　Carpanetto（IRE）（2000 牡 鹿 パントレセレブル（USA））［IRE･USA･FR］2勝,バリーローンＳ Ｌ（IRE）2着
６代母：
Dennis Belle（USA）（1960  黒鹿 Crafty Admiral（USA））［USA］6勝

　［子］　Swing the Harbor（USA）（1973 牡 鹿 Groton（USA））［USA］19勝,パトリオットＳ Ｇ３（USA）3着
　［孫］　Beau Britches（USA）（1975 牡 栗 Oxford Accent）［USA］8勝,ＬスミスメモリアルＨ Ｌ（USA）
　［曾孫］Born to Shop（USA）（1984 セン 鹿 Shelter Half（USA））［USA］22勝,スポートペイジＨ Ｇ３（USA）3着,チーフペネケ

ックＨ Ｌ（USA）,イクスプローラーＨ Ｌ（USA）,メリーランドスプリントＨ ＬＲ（USA）2着,イクスプローラーＨ Ｌ
（USA）2着,メリーランドスプリントＨ ＬＲ（USA）3着



  152 ビューティコマンダの１８   牝 黒鹿 2018年 3月13日生

エスケンデレヤ(USA)
栗  2007

ビューティコマンダ
鹿  2007

Giant's Causeway(USA)

Aldebaran Light(USA)

コマンダーインチーフ(GB)

ビューティマロン

Storm Cat(USA) 　８－ｃ

Mariah's Storm(USA) 　　１１

Seattle Slew(USA) １３－ｃ

Altair(USA) 　２－ｄ

ダンシングブレーヴ(USA) 　３－ｄ

Slightly Dangerous(USA) １４－ｆ

アンバーシヤダイ 　４－ｍ

サンコシコ 　７－ｃ

Roberto(USA) : M4xS5   Northern Dancer(CAN) : S5xS5xM5xM5   Raise a Native(USA) : S5xM5

母：
ビューティコマンダ（2007  鹿 コマンダーインチーフ（GB））

ベアファースト（2011 牝 黒鹿 アルデバラン２（USA））出走,［南関東･東海］7勝
ブリーズスズカ（2013 牡 青鹿 ヨハネスブルグ（USA））2勝,現役,［兵庫･東海］1勝
ハンズスミス（2014 牡 鹿 アルデバラン２（USA））入着,［南関東］3勝,現役
ファイアプルーフ（2015 牡 黒鹿 ケイムホーム（USA））1勝,障害1勝,現役
アマノコマンダー（2016 牡 鹿 ケイムホーム（USA））出走,［石川･南関東］1勝,現役

２代母：
ビューティマロン（1996  栗 アンバーシヤダイ）［南関東］入着

オーナーズチェス（2002 牡 鹿 サクラチトセオー）出走,［北海道･石川･兵庫･南関東･東海］7勝,駿蹄賞（名古屋ダ1900）2着,ス
プリングＣ（名古屋ダ1800）2着

ジェネラスボーイ（2003 牡 鹿 キンググローリアス（USA））1勝
ディープカジノ（2011 牡 鹿 オンファイア）1勝

３代母：
サンコシコ（1983  鹿 トウシヨウボーイ）出走

ノーブルウイナー（1988 牡 鹿 ヨシノスキー）［高知･南関東］10勝,大井記念（大井ダ2500）,ロイヤルＣ Ａ２（大井ダ1600）
カーカンパニー（1989 牡 鹿 ハードツービート（IRE））1勝
フジミラハイナ（1990 牡 鹿 ゴライタス（USA））1勝,［高知･北関東］1勝
ヨシノルーブル（1993 牝 鹿 ラシアンルーブル（USA））1勝
マヤノフォーティ（1999 牝 栗 フォーティナイナー（USA））1勝,［兵庫･熊本･南関東･東海］入着

４代母：
ダテノエース（1967  栗 ダイハード（GB））［南関東］1勝

　［子］　ニツシヨウプリンス（1979 牡 黒鹿 フオルテイノ（FR））6勝, 河北新報杯 ８００万下（福島芝1800）, 利尻特別 ４００万下（札
幌ダ1800）,［岩手］出走

　　　　イワサンリバ（1982 牡 鹿 アローエクスプレス）5勝, 爽春賞 １４００万下（中山芝1200）
　［孫］　ヤマシゲオー（1987 牡 鹿 ヤマニン（USA））1勝, もくれん賞 ５００万下（中山芝2000）,［石川］4勝
　［曾孫］キョウエイヒホウ（1992 牡 鹿 トドロキヒホウ）出走,［高知･南関東］5勝,東京湾Ｃ（船橋ダ2000）,戸塚記念（川崎ダ2000）3

着
　　　　マロンカラー（1992 セン 栗 コリムスキー（USA））［石川･東海］7勝,３歳優駿（金沢ダ1500）3着
　　　　アカネブライアン（1999 牝 鹿 サニーブライアン）出走,［北海道･南関東］4勝,フローラルＣ（旭川ダ1600）3着

５代母：
トモエ（1951  栗 月友）8勝

　［孫］　トモエツバメ（1966 牡 鹿 ジヤヴリン（IRE））4勝, 小倉大賞典（小倉芝1800）3着, 千草賞 １６０万下（中山芝1600）,［南関東
･東海］5勝,新春ＧＰ（・中京芝2000）,東海桜花賞（・中京芝2000）2着

　　　　メジロスイセイ（1968 牡 栗 ネヴアービート（GB））9勝, 京都記念（秋）（京都芝2400）, 京都記念（秋）（京都芝2400）2着, 京
都記念（春）（京都芝2400）3着, 阪神大賞典（阪神芝3100）3着, 天皇賞（春）（京都芝3200）4着, 北九州記念（小倉芝
1800）2着etc,［岩手･新潟］4勝

　　　　メジロホーク（1975 牡 黒鹿 フアリングドン（AUS））6勝, 中京記念（中京芝2000）, スワンＳ（小倉芝2000）2着, 睦月賞 １２
００万下（中山ダ1800）, 千葉Ｓ １１００万下（中山芝1600）, 寒菊賞 ３００万下（中山芝1600）

　［曾孫］メジロファントム（1975 牡 鹿 ロンバード（GB））5勝, 目黒記念（秋）（東京芝2500）, 有馬記念（中山芝2500）2着, 天皇賞（秋
）（東京芝3200）2着2回, 天皇賞（春）（京都芝3200）3着, 東京新聞杯（中山芝2000）, 宝塚記念（阪神芝2200）3着et
c

　　　　メジロハイネ（1980 牝 栗 メジロゲツコウ）5勝, 中山牝馬Ｓ Ｇ３（中山芝1800）, オークス（東京芝2400）3着, セントライト
記念（中山芝2200）, 京成杯３歳Ｓ（東京芝1400）3着, Ｒたんぱ賞（福島芝1800）3着, うぐいす賞 ８００万下（東京
芝1600）etc



  153 エグゼリーナの１８   牝 鹿 2018年 2月18日生

クリエイター２(USA)
芦  2013

エグゼリーナ
青鹿 2001

Tapit(USA)

Morena(PER)

フジキセキ

ロイヤルコスマー

Pulpit(USA) 　２－ｆ

Tap Your Heels(USA) 　３－ｏ

Privately Held(USA) 　８－ｆ

Charytin(PER) 　２－ｏ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ミルレーサー(USA) ２２－ｄ

ロイヤルスキー(USA) 　８－ｆ

マツチレスネイテイヴ(USA) 　２－ｄ

Cosmah(USA) : M5xM5

母：
エグゼリーナ（2001  青鹿 フジキセキ）入着,［北海道･兵庫］3勝

デザイア（2009 牝 鹿 アルカセット（USA））［南関東］1勝
キネオリュウセイ（2010 牡 黒鹿 タイキシャトル（USA））2勝,［南関東］出走
ハツコイ（2011 牝 鹿 ヨハネスブルグ（USA））1勝
アキブレイブ（2014 セン 黒鹿 ジャングルポケット）出走,［高知］7勝,現役
トモジャスティス（2015 牡 黒鹿 タイキシャトル（USA））1勝,現役

２代母：
ロイヤルコスマー（1982  鹿 ロイヤルスキー（USA））3勝, 桜花賞 Ｇ１（阪神芝1600）2着, 報知４歳牝馬特別 Ｇ２（阪神芝1400）2着

, オークス Ｇ１（東京芝2400）5着, トパーズＳ ＯＰ（京都芝2000）, オパールＳ ＯＰ（京都芝1200）3着, 栗東Ｓ ＯＰ（京都芝1
400）3着etc

ロイヤルタイム（1988 牝 鹿 ナグルスキー（CAN））1勝
ワンモアマイライン（1998 牡 鹿 サツカーボーイ）4勝, 東海Ｓ Ｇ２（中京ダ2300）2着, マーチＳ Ｇ３（中山ダ1800）2着

, アンタレスＳ Ｇ３（京都ダ1800）3着, 甲南Ｓ １６００万下（阪神ダ1800）, 露草賞 ５００万下（阪神ダ1800）,［岩
手･南関東］出走

ミルクレープ（1999 牝 栗 アフリート（CAN））出走
ヒメキミ（2006 牝 栃栗 ブラックタキシード）［北海道･広島］16勝,福山３歳牝馬特別（福山ダ1600）

レディコスマー（1990 牝 栗 ノーザンテースト（CAN））2勝
マヤノクリオネ（1997 牝 栗 サクラユタカオー）出走

フェイクフェイス（2003 牡 鹿 スターオブコジーン（USA））2勝, すずらん賞 ＯＰ（札幌芝1200）,［北海道］1勝
シャドウビンテージ（2000 牡 鹿 コマンダーインチーフ（GB））4勝, メトロポリタンＳ ＯＰ（東京芝2400）, 南武特別 １

０００万下（東京芝2400）
ロイヤルティアラ（1991 牝 栗 ノーザンテースト（CAN））5勝, 初凪賞 ９００万下（東京ダ1600）

シアトルユー（2000 牡 栗 ブライアンズタイム（USA））6勝, 昇竜Ｓ ＯＰ（中京ダ1700）2着, ホープフルＳ ＯＰ（中山芝20
00）3着, 安達太良Ｓ １６００万下（福島ダ1700）, 鎌倉特別 １０００万下（東京ダ1400）, 西湖特別 １０００万下
（東京ダ1400）

グレイスティアラ（2003 牝 鹿 フジキセキ）1勝,［北海道･兵庫･南関東］3勝,全日本２歳優駿（中央交流） Ｇ１（川崎ダ16
00）,兵庫ＣｈＳ（中央交流） Ｇ２（園田ダ1870）,エーデルワイス賞（中央交流） Ｇ３（門別ダ1200）,関東オークス（
中央交流） Ｇ２（川崎ダ2100）2着,スパーキングレディーＣ（中央交流） Ｇ３（川崎ダ1600）2着,クイーン賞（中央交
流） Ｇ３（船橋ダ1800）3着

フサイチユーキャン（1997 牝 鹿 サンデーサイレンス（USA））5勝, サンスポ４歳牝馬特別 Ｇ２（東京芝2000）3着, 京都牝馬Ｓ
 Ｇ３（京都芝1600）3着, 新春Ｓ １６００万下（京都芝1600）, タイランドＣ １６００万下（中京芝1800）, 国東特別 ５０
０万下（小倉芝2000）

３代母：
マツチレスネイテイヴ（USA）（1968  鹿 Raise a Native（USA））［USA］3勝

マツチレススピード（1981 牡 鹿 Arts and Letters（USA））4勝, ＮｚＴ４歳Ｓ Ｇ３（東京芝1600）3着, 白百合Ｓ ＯＰ（阪神芝20
00）, オリーブ賞 ８００万下（阪神芝2200）, つばき賞 ４００万下（京都ダ1800）,種牡馬

４代母：
Royal Match（USA）（1964  黒鹿 Turn-to（IRE））

　［孫］　John's Gold（USA）（1979 牡 鹿 Bold Bidder（USA））［USA］6勝,ロングフェローＨ Ｇ２（USA）,ペンシルヴァニアガヴァ
ナーズＣ Ｇ３（USA）,フォートマーシーＨ Ｇ３（USA）,ジャマイカＨ Ｇ３（USA）,メトロポリタンＨ Ｇ１（USA）3
着,ジェロームＨ Ｇ２（USA）2着etc,種牡馬

　［曾孫］Catrail（USA）（1990 牡 鹿 Storm Cat（USA））［USA･GB･FR］6勝,英チャレンジＳ Ｇ２（GB）,ダイアデムＳ Ｇ３（GB）,ヘ
イドックスプリントＣ Ｇ１（GB）2着,ジュライＣ Ｇ１（GB）3着,モーリスドゲースト賞 Ｇ２（FR）2着,コーク＆オラ
リーＳ Ｇ３（GB）3着etc,種牡馬



  154 シャラントレディの１８   牝 栗 2018年 3月 5日生

マジェスティックウォリアー(USA)
鹿  2005

シャラントレディ
黒鹿 2007

A.P. Indy(USA)

Dream Supreme(USA)

フジキセキ

コニャックレディ(USA)

Seattle Slew(USA) １３－ｃ

Weekend Surprise(USA) 　３－ｌ

Seeking the Gold(USA) 　５－ｃ

Spinning Round(USA) 　７－ｆ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ミルレーサー(USA) ２２－ｄ

Olympio(USA) 　８－ｄ

Carmanetta(USA) 　２－ｆ

Secretariat(USA) : S4xS5   Buckpasser(USA) : S5xS5   Raise a Native(USA) : S5xM5   Hail to Reason(USA) : M5xM5

母：
シャラントレディ（2007  黒鹿 フジキセキ）2勝

アングレーム（2015 牝 黒鹿 ハービンジャー（GB））1勝,現役
スティングレイ（2016 牡 鹿 クロフネ（USA））1勝,現役
エクストラオールド（2017 牡 鹿 エイシンフラッシュ）現役

２代母：
コニャックレディ（USA）（1995  栗 Olympio（USA））［USA］4勝,マルガリータＨ Ｌ（USA）

カフェオリンポス（USA）（2001 牡 栗 Grand Slam（USA））6勝, フェブラリーＳ ［G1］（東京ダ1600）4着, トパーズＳ ＯＰ
（京都ダ1800）, コーラルＳ ＯＰ（阪神ダ1400）etc,［岩手･南関東］1勝,ジャパンＤダービー（中央交流） Ｇ１（大井ダ20
00）,マイルＣｈＳ南部杯（中央交流） ［Jpn1］（盛岡ダ1600）3着,東京大賞典（中央交流） Ｇ１（大井ダ2000）4着,種牡馬

リントス（2009 牝 黒鹿 ウォーエンブレム（USA））1勝
グトルフォス（2016 牡 鹿 ゴールドアリュール）2勝,現役

マイネルユニブラン（2014 牡 黒鹿 スズカマンボ）2勝,現役, 臥牛山特別 ５００万下（函館芝2000）

３代母：
Carmanetta（USA）（1984  栗 Roberto（USA））［USA･FR］4勝,イエルバブエナＨ Ｇ３（USA）2着,ヴァントー賞 Ｇ３（FR）2着,デ

バートロメモリアルＨ Ｌ（USA）2着
Amerique（USA）（1994 セン 黒鹿 St. Jovite（USA））［USA］3勝,海外障害1勝,サンフアンカピストラーノＨ Ｇ１（USA）,ユ

ナイテドネイションズＨ Ｇ１（USA）3着,ケイプヘンローペンＳ Ｌ（USA）2着

４代母：
True Native（USA）（1972  鹿 Raise a Native（USA））

　［子］　Masters Wonder（USA）（1980 牝 黒鹿 Proud Clarion（USA））［USA］入着,マザリーンＳ Ｌ（USA）2着,サマーＳ Ｌ（US
A）3着,オンタリオデビュターントＳ ＬＲ（USA）3着

　［孫］　Cee Me Tizzy（USA）（1994 牡 芦 Cee's Tizzy（USA））［USA］7勝,ゲイトウエイトゥグローリＳ Ｌ（USA）2着
５代母：
Fleeting Doll（USA）（1961  鹿 Fleet Nasrullah（USA））［USA］2勝

　［子］　Modern Spirit（USA）（1966 牡 鹿 Donut King（USA））［USA］12勝,ウィルロジャーズＳ（USA）2着,ボールドウィンＳ（U
SA）2着

　　　　Tales to Tell（USA）（1967 牝 鹿 Donut King（USA））［USA］6勝,サンクスギヴィングデイＨ（USA）
　　　　Shake a Leg（USA）（1970 牝 鹿 Raise a Native（USA））［IRE･USA･GB］9勝,ミスウッドフォードＳ Ｇ３（USA）,レイル

ウェイＳ（IRE）2着,アングルシーＳ（IRE）2着,ウォーターフォードテスティモニアルＳ（IRE）,マハーナーサリーＨ（
IRE）2着

　［孫］　London Bells（CAN）（1977 牡 鹿 Nijinsky（CAN））［IRE･USA･GB］4勝,コヴェントリーＳ Ｇ２（GB）2着,種牡馬
　　　　クリスタルグリツターズ（USA）（1980 牡 鹿 Blushing Groom（FR））［IRE･USA･GB･FR］5勝,イスパーン賞 Ｇ１（FR）2回

,仏２０００ギニー Ｇ１（FR）2着,エドモンブラン賞 Ｇ３（FR）,エクリプス賞 Ｇ３（FR）,サラマンドル賞 Ｇ１（FR）
3着,クリテリヨムドメゾンラフィット Ｇ２（FR）3着,種牡馬

　　　　Danzatore（CAN）（1980 牡 鹿 Northern Dancer（CAN））［IRE］4勝,ベレスフォードＳ Ｇ２（IRE）,アシュフォードカース
ルＳ Ｇ３（IRE）,ザミンストレルＳ Ｌ（IRE）,種牡馬

　　　　Tertiary Zone（USA）（1984 牡 鹿 The Minstrel（CAN））［USA･GB］3勝,ロレンスリアリゼイションＳ Ｇ２（USA）,ケル
ソＨ Ｇ３（USA）2着

　［曾孫］Danarani（AUS）（1991 牝 鹿 デインヒル（USA））［AUS］4勝,ＡＴＣフライトＳ Ｇ１（AUS）,ＡＴＣティーローズＳ Ｇ２
（AUS）,コールフィールド１０００ギニー Ｇ１（AUS）2着,ＳＡＪＣオーストラレシアンオークス Ｇ１（AUS）3着,Ｍ
ＲＣトゥーラクＨ Ｇ１（AUS）3着,ＡＴＣシルヴァーシャドーＳ Ｇ２（AUS）2着etc

６代母：
Chinese Doll（USA）（1949  鹿 Silver Horde）［USA］11勝

　［子］　Mr. America（USA）（1958 牡 鹿 Free America（USA））［USA］4勝,アーゴノートＳ（USA）,シネマＨ（USA）2着,デルマー
フュチュリティ（USA）2着,ハギンＳ（USA）3着



  155 ハタノリュウールの１８   牝 鹿 2018年 3月24日生

スウェプトオーヴァーボード(USA)
芦  1997

ハタノリュウール
栗  2014

エンドスウィープ(USA)

Sheer Ice(USA)

ディープブリランテ

ハタノギャラン

フォーティナイナー(USA) 　１－ｎ

Broom Dance(USA) 　４－ｒ

Cutlass(USA) 　５－ｈ

Hey Dolly A.(USA) 　８－ｆ

ディープインパクト 　２－ｆ

ラヴアンドバブルズ(USA) 　１－ｂ

アフリート(CAN) 　１－ｈ

ハタノプリエ 　１－ｗ

Mr. Prospector(USA) : S4xM4   サンデーサイレンス(USA) : M4xM5

母：
ハタノリュウール（2014  栗 ディープブリランテ）

２代母：
ハタノギャラン（2005  栗 アフリート（CAN））入着,［南関東］1勝,東京プリンセス賞（大井ダ1800）2着

ガスター（2011 牝 鹿 ファスリエフ（USA））入着,［南関東］4勝
セントヘレンズ（2012 牡 栗 キングヘイロー）［北海道･南関東］1勝

３代母：
ハタノプリエ（1997  栗 ブライアンズタイム（USA））2勝

スギノブレイド（2006 セン 栗 アフリート（CAN））4勝, 三条特別 ５００万下（新潟ダ1800）
ハタノディアナ（2007 牝 栗 タイキシャトル（USA））入着,［南関東］入着

バードウィーク（2014 牝 黒鹿 シンボリクリスエス（USA））出走,［東海］1勝
ハタノゼフィロス（2008 牡 栗 フレンチデピュティ（USA））2勝,［北海道･南関東］4勝,コスモバルク記念（門別ダ1800）3着
ハタノヴァンクール（2009 牡 栗 キングカメハメハ）4勝,［北海道･石川･南関東］3勝,川崎記念（中央交流） ［Jpn1］（川崎ダ2

100）,ジャパンＤダービー（中央交流） ［Jpn1］（大井ダ2000）,ブリーダーズＧＣ（中央交流） ［Jpn2］（門別ダ2000）
,東京大賞典 ［G1］（大井ダ2000）2着,ダイオライト記念（中央交流） ［Jpn2］（船橋ダ2400）2着,白山大賞典（中央交流
） ［Jpn3］（金沢ダ2100）2着etc,種牡馬

レッドジュピター（2010 牝 栗 プリサイスエンド（USA））出走,［東海］入着
ザイオン（2015 牡 鹿 パイロ（USA））2勝,［南関東］入着,現役

アンジュドボヌール（2011 牝 栗 タイキシャトル（USA））1勝, 西尾特別 ５００万下（中京芝2000）,［兵庫］3勝
ハタノアデール（2014 牝 栗 ハービンジャー（GB））1勝,［北海道］出走

４代母：
ハヤベニコマチ（1992  栗 サンデーサイレンス（USA））［北海道］2勝

　［子］　アースクリスハーン（2003 牡 栗 ヘクタープロテクター（USA））4勝, 豊明特別 １０００万下（中京芝1800）
　　　　ジャガーメイル（2004 牡 鹿 ジャングルポケット）6勝, 天皇賞（春） ［G1］（京都芝3200）, ジャパンＣ ［G1］（東京芝2400

）3着, Ａｒ共和国杯 ［Jpn2］（東京芝2500）2着, 京都記念 ［G2］（京都芝2200）2着etc,［HKG］入着,香港ヴァーズ
 Ｇ１（HKG）2着,香港ヴァーズ Ｇ１（HKG）3着

　　　　アースマリン（2005 牝 鹿 マリエンバード（IRE））3勝, 開聞岳特別 １０００万下（小倉ダ1700）

５代母：
ターンツーダイナ（1978  鹿 ノーザンテースト（CAN））入着

　［孫］　マイネルレーニア（2004 牡 栗 グラスワンダー（USA））6勝, スワンＳ ［G2］（京都芝1400）, 京王杯２歳Ｓ Ｇ２（東京芝14
00）, アーリントンＣ ［Jpn3］（阪神芝1600）3着, 新潟２歳Ｓ Ｇ３（新潟芝1600）3着, 朝日杯フューチュリティＳ
 Ｇ１（中山芝1600）5着, ポートアイランドＳ ［Ｌ］（阪神芝1600）etc

６代母：
ナイスランデイング（USA）（1965  鹿 First Landing（USA））［USA］4勝

　［孫］　イクノディクタス（1987 牝 栗 デイクタス（FR））9勝, 安田記念 Ｇ１（東京芝1600）2着, オールカマー Ｇ３（中山芝2200）, 
小倉記念 Ｇ３（小倉芝2000）, 金鯱賞 Ｇ３（中京芝1800）, 京阪杯 Ｇ３（京都芝2000）, 宝塚記念 Ｇ１（阪神芝2200
）2着etc,（1992）最優秀４歳以上牝馬

　　　　ハセノトライアン（1987 牡 鹿 スポーツキー（USA））出走,［岩手･南関東］7勝,戸塚記念（川崎ダ2000）,全日本３歳優駿（川崎
ダ1600）,東京王冠賞（大井ダ2600）2着,ダービーＧＰ（水沢ダ2000）3着,グランドマイラーズ ４上（船橋ダ1600）,
クリスタルナイトＣ Ａ３（大井ダ1700）

　　　　エミノディクタス（1988 牝 鹿 デイクタス（FR））4勝, 小倉３歳Ｓ Ｇ３（小倉芝1200）2着, 阪神３歳Ｓ Ｇ１（京都芝1600）4
着, もみじＳ ＯＰ（京都芝1600）, 紅梅賞 ＯＰ（京都芝1200）3着, ゴールデンホイップＴ １５００万下（阪神芝200
0）, 習志野特別 ９００万下（中山芝2000）

　［曾孫］ビッグマウス（2003 牡 栗 デュラブ（USA））出走,［北海道］3勝,華月賞（旭川ダ1500）,春霞賞（・札幌ダ1000）3着



  156 ユメノトキメキの１８   牝 黒鹿 2018年 4月 5日生

ラブリーデイ
黒鹿 2010

ユメノトキメキ
鹿  2007

キングカメハメハ

ポップコーンジャズ

マーベラスサンデー

バトルカグヤ

Kingmambo(USA) 　　２０

マンファス(IRE) ２２－ｄ

ダンスインザダーク 　　　７

グレイスルーマー 　　１９

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

モミジダンサー 　９－ｈ

ポリッシュネイビー(USA) 　１－ｓ

メイクミーレインボーズ(USA) 　２－ｓ

サンデーサイレンス(USA) : M3xS4   Mr. Prospector(USA) : S4xM5   Northern Dancer(CAN) : M5xM5

母：
ユメノトキメキ（2007  鹿 マーベラスサンデー）3勝

アシャカデッシュ（2015 牡 鹿 アーネストリー）1勝
ムサシネイビー（2017 牡 青鹿 ベルシャザール）［南関東］1勝,現役

２代母：
バトルカグヤ（1994  鹿 ポリッシュネイビー（USA））3勝

ヤマミビッグワン（2001 牡 鹿 オジジアン（USA））［石川］3勝

３代母：
メイクミーレインボーズ（USA）（1987  黒鹿 Fappiano（USA））［USA］1勝

レインボーチェイス（1993 牡 黒鹿 ブレイヴエストローマン（USA））2勝,［佐賀］出走

４代母：
Fantastic Review（USA）（1973  鹿 Reviewer（USA））［USA］1勝

　［子］　Bit of Coral（USA）（1978 牡 黒鹿 Buffalo Lark（USA））［USA］3勝,アルサブＳ Ｌ（USA）2着
　　　　Ecstatica（USA）（1979 牝 鹿 Damascus（USA））［GB］1勝,フレッドダーリングＳ Ｇ３（GB）3着
　　　　To Tipperary（USA）（1980 牡 鹿 Ack Ack（USA））［USA･FR］6勝,キングエドワードゴールドＣ Ｇ３（USA）
　［孫］　Super Fortunate（USA）（1989 牝 鹿 Fortunate Prospect（USA））［USA］7勝,マリオンＨヴァンバーグメモリアルＳ Ｌ

（USA）,レイディハリーＨ Ｌ（USA）,ナショナルＪＣオークス Ｌ（USA）2着
　　　　Hero's Light（USA）（1989 牡 栗 Hero's Honor（USA））［NOR･DEN･SWE･GB･ITY･GER］9勝,カンポベロ賞 Ｌ（ITY）2着

,スウェーデンオープンマイル（SWE）,ポカロブ（DEN）2着,スウェーデンオープンマイル（SWE）2着,ニッケスミネス
ロプニング（SWE）3着,ゴールデンマイル（DEN）3着

　　　　Fortunate Review（USA）（1993 セン 黒鹿 Fortunate Prospect（USA））［USA］19勝,バハマズＳ Ｌ（USA）,キャリーバ
ックＳ Ｌ（USA）

　　　　Adrift（AUS）（1996 セン 鹿 Marooned（GB））［SIN］5勝,シルヴァーＣ（SIN）,コミッティーズプライズ（SIN）2着,ライオン
シティＣ（SIN）2着,シルヴァープレイト（SIN）3着

　　　　シャフツベリー（1999 牡 鹿 メジロライアン）5勝,障害1勝, ラジオ福島賞 １０００万下（福島芝1200）, 飯豊特別 １０００万
下（新潟芝1400）, 喜多方特別 ５００万下（福島芝1200）

　［曾孫］Stellar Affair（USA）（1990 牝 芦 Skywalker（USA））［USA］5勝,マッチングＳ Ｌ（USA）
　　　　トロワプレジール（2007 牡 黒鹿 ホワイトマズル（GB））3勝, 早鞆特別 １０００万下（小倉ダ1700）
　　　　サカジロロイヤル（2008 牡 黒鹿 バゴ（FR））6勝, 京阪杯 ［G3］（京都芝1200）3着, 春雷Ｓ ［Ｌ］（中山芝1200）, 京洛Ｓ Ｏ

Ｐ（京都芝1200）3着, みちのくＳ １６００万下（福島芝1200）, 高砂特別 １０００万下（阪神芝1200）, 開聞岳特別
１０００万下（小倉芝1200）,［岩手］入着

　　　　リアルサンボーイ（2009 牡 栗 フォーティナイナーズサン（USA））［岩手］2勝,若駒賞（盛岡ダ1600）3着

５代母：
Happy Flirt（USA）（1958  黒鹿 Johns Joy（USA））［USA］3勝

　［子］　Flirting Around（USA）（1971 牡 鹿 Round Table（USA））［GB･FR］7勝,キングズスタンドＳ Ｇ１（GB）,サンジョルジュ
賞 Ｇ３（FR）,グロシェーヌ賞 Ｇ３（FR）,モートリー賞 Ｇ３（FR）,クリテリヨムドメゾンラフィット Ｇ２（FR）3着
,パレロワイヤル賞 Ｇ３（FR）3着etc,種牡馬

　［孫］　Christoforo（USA）（1971 セン 黒鹿 First Landing（USA））［USA］14勝,ジャージーダービー Ｇ１（USA）3着
　　　　Cechov（USA）（1973 牡 鹿 プリンスロイヤル（GB））［ITY］19勝,ラツィオ賞 Ｇ３（ITY）,プリンチペアメデオ賞 Ｇ２（ITY

）2着,ファンティーニ大賞 Ｌ（ITY）2着,ヴィラボルゲーゼ賞 Ｌ（ITY）2着,トゥディーニ賞 Ｌ（ITY）2着

６代母：
Saracen Flirt（USA）（1945  黒鹿 Pilate（USA））［USA］出走

　［子］　Oh Johnny（USA）（1953 牡 鹿 Johns Joy（USA））［USA］18勝,トラヴァーズＳ（USA）,ゴーサムＳ（USA）,グレイラグＨ
（USA）,クイーンズカウンティＨ（USA）,ウィザーズＳ（USA）,ディスプレイＨ（USA）etc

　［孫］　Terlago（USA）（1967 牡 黒鹿 Terrang（USA））［USA］7勝,サンタアニタダービー（USA）,サンフェリペＨ（USA）,ワールズ
プレイグラウンドＳ（USA）,グレイトアメリカンＳ（USA）2着



  157 フェリスホイールの１８   牝 黒鹿 2018年 3月10日生

ダノンレジェンド(USA)
黒鹿 2010

フェリスホイール
鹿  2006

Macho Uno(USA)

マイグッドネス(USA)

ダンスインザダーク

プレイヤーホイール(CAN)

Holy Bull(USA) １６－ｇ

Primal Force(USA) 　１－ｃ

Storm Cat(USA) 　８－ｃ

Caressing(USA) 　９－ｆ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ダンシングキイ(USA) 　　　７

Conquistador Cielo(USA) 　８－ｈ

Halo Reply(CAN) 　４－ｇ

Halo(USA) : M4xM4   Mr. Prospector(USA) : M4xS5   Northern Dancer(CAN) : S5xM5xM5

母：
フェリスホイール（2006  鹿 ダンスインザダーク）1勝

ラグランドルー（2014 牝 鹿 バゴ（FR））出走,［東海］1勝
フェリスウイング（2017 牝 栗 タイキシャトル（USA））［岩手･南関東］1勝,現役

２代母：
プレイヤーホイール（CAN）（1986  栗 Conquistador Cielo（USA））［USA］2勝,ナタルマＳ Ｌ（USA）2着

Strategic Maneuver（USA）（1991 牝 鹿 Cryptoclearance（USA））［USA］5勝,メイトロンＳ Ｇ１（USA）,スピナウェイ
Ｓ Ｇ１（USA）,スカイラヴィルＳ Ｇ２（USA）,デムワゼルＳ Ｇ２（USA）,フロリダオークス Ｌ（USA）3着

ダンジグウィズウルヴス（USA）（1997 牝 鹿 Danzig（USA））［GB］出走
ダイアモンドヘッド（2003 セン 鹿 サンデーサイレンス（USA））1勝, デイリー杯２歳Ｓ Ｇ２（京都芝1600）2着, 朝

日杯フューチュリティＳ Ｇ１（中山芝1600）5着,［南関東］1勝
Ishiguru（USA）（1998 牡 鹿 Danzig（USA））［IRE･GB･FR］3勝,フライイングファイヴＳ Ｇ３（IRE）,ベルグレイヴＳ 

Ｌ（IRE）,リチャードＨフォートメモリアルＳ Ｌ（IRE）2着
Cat Fighter（USA）（2000 牝 黒鹿 Storm Cat（USA））［USA］3勝,ラカニャーダＳ Ｇ２（USA）,ルイヴィルＢＣＨ Ｇ２

（USA）3着,エルエンシノＳ Ｇ２（USA）3着,ダブルドッグデアＳ Ｌ（USA）2着,アイオワディスタフＢＣＳ Ｌ（USA
）3着

Wile Cat（USA）（2003 牝 鹿 Storm Cat（USA））
Shumoos（USA）（2009 牝 栗 Distorted Humor（USA））［USA･GB］3勝,サイレニアＳ Ｇ３（GB）,クイーンメアリ

ーＳ Ｇ２（GB）2着,チェリーヒントンＳ Ｇ２（GB）3着,ラスフローレスＳ Ｇ３（USA）3着,ＢＣジュヴェナイル
スプリント Ｌ（USA）2着

Lynnette（USA）（2008 牝 鹿 ヨハネスブルグ（USA））［USA］2勝
Jennifer Lynnette（CAN）（2013 牝 鹿 Elusive Quality（USA））［USA･CAN］4勝,現役,ロイヤルノースＳ Ｇ３

（CAN）,ヘンドリーＳ Ｇ３（USA）3着,スターシュートＳ Ｌ（USA）2着,ライセンスフィーＳ Ｌ（USA）3着,グロ
ーリアスソングＳ Ｌ（USA）3着

Secret Psalm（USA）（1992 牝 鹿 Cryptoclearance（USA））［USA］出走
Delosvientos（USA）（2003 セン 黒鹿 Siphon（BRZ））［USA］8勝,ブルックリンＨ Ｇ２（USA）,ポイントギヴンＳ Ｌ

（USA）,フィットトゥファイトＳ Ｌ（USA）,ギャラントフォックスＨ Ｌ（USA）
Heart's Song（USA）（2012 牝 黒鹿 Desert Party（USA））［USA］4勝,ゴールデンロッドＳ Ｇ２（USA）3着

Ashford Castle（USA）（1994 牝 黒鹿 Bates Motel（USA））［USA］7勝,アシュランドマイルＳ Ｇ３（USA）2着,ボールスト
ンスパＨ Ｇ３（USA）3着,リヴァーシティーズＳ Ｇ３（USA）3着,リヴァーダウンズＢＣＨ Ｌ（USA）,パゴホップＳ Ｌ（U
SA）2着

Aspasias Tizzy（USA）（2003 牝 黒鹿 Tiznow（USA））［GB］1勝
Above The Rest（IRE）（2011 セン 鹿 Excellent Art（GB））［UAE･IRE･GB］8勝,現役,チップチェイスＳ Ｇ３（G

B）,レイディウルフラナＳ Ｌ（GB）
Missionary（USA）（1995 牡 栗 Deputy Minister（CAN））［USA］8勝,フォートローダデイルＨ Ｇ３（USA）3着,ダマスカスＨ

Ｌ（USA）,カンタベリーダービー Ｌ（USA）,ケンタッキーカーネルＳ Ｌ（USA）,ピートアゼルムＨ Ｌ（USA）
フォルナリーナ（1996 牝 鹿 Capote（USA））3勝, 報知４歳牝馬特別 Ｇ２（阪神芝1400）3着
フィールグルービー（1998 牝 鹿 トニービン（IRE））出走

ハートビートソング（2007 牡 栗 ゼンノロブロイ）5勝, 目黒記念 ［G2］（東京芝2500）2着, 青葉賞 ［G2］（東京芝2400
）3着, アンタレスＳ ［G3］（阪神ダ1800）3着, ブリリアントＳ ［Ｌ］（東京ダ2100）2着, ブラジルＣ ［ＬＲ］（東京
ダ2100）3着, ベテルギウスＳ ＯＰ（阪神ダ2000）etc

３代母：
Halo Reply（CAN）（1980  栗 Halo（USA））［USA］6勝,イヤリングセイルズＳ ＬＲ（USA）,プリンセスエリザベスＳ ＬＲ（USA）

2着,シェイディウエルＳ ＬＲ（USA）2着,ワンダーホエアＳ ＬＲ（USA）3着
Heaven for Bid（USA）（1987 牝 芦 Spectacular Bid（USA））［USA］2勝,サンタイネスＳ Ｇ２（USA）3着,サンタイサベルＳ

ＬＲ（USA）2着



  158 ワンサイドゲームの１８   牝 芦 2018年 4月 9日生

キズナ
青鹿 2010

ワンサイドゲーム
芦  2009

ディープインパクト

キャットクイル(CAN)

ウォーエンブレム(USA)

グッドゲーム(USA)

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ウインドインハーヘア(IRE) 　２－ｆ

Storm Cat(USA) 　８－ｃ

Pacific Princess(USA) １３－ａ

Our Emblem(USA) 　６－ａ

Sweetest Lady(USA) ２０－ｂ

Fly Till Dawn(USA) 　９－ｆ

Boom Bird(USA) 　９－ｂ

Storm Bird(CAN) : S4xM4   Mr. Prospector(USA) : M4xM5

母：
ワンサイドゲーム（2009  芦 ウォーエンブレム（USA））入着

シゲルクーガー（2014 セン 鹿 シンボリクリスエス（USA））入着,障害1勝,［兵庫･佐賀］入着
アリュールベルン（2015 セン 芦 ゴールドアリュール）1勝,［兵庫･東海］3勝,現役
フラテルニテ（2016 牝 芦 クロフネ（USA））1勝,現役

２代母：
グッドゲーム（USA）（1997  芦 Fly Till Dawn（USA））［USA］6勝,ヴァリーヴューＳ Ｇ３（USA）,レイクプラシドＨ Ｇ２（USA）2

着,ミントジュレップＨ Ｇ３（USA）3着,クリスティアナＳ Ｌ（USA）,ヒルトップＳ Ｌ（USA）2着
Sweet Game（IRE）（2003 牝 芦 Dixieland Band（USA））［GB］出走

Rica Mia（USA）（2007 牝 鹿 Gulch（USA））入着
Cinco Amigos（PAN）（2015 牡 黒鹿 Storm Treasure（USA））3勝,現役,エラクリオＢブスタマンテ賞2着,ルベーン

Oアルファロ＆ルベーンOペレス賞3着,ルイス、Ｒマルティンス＆Ａポッセ賞3着
クオリティスタート（2014 牝 栗 ダノンシャンティ）出走,［北海道･南関東］11勝,現役,ヒダカソウＣ（門別ダ1600）,ノースクイ

ーンＣ（門別ダ1800）3着

３代母：
Boom Bird（USA）（1989  栗 Storm Bird（CAN））［USA］3勝

Global View（USA）（1994 牡 芦 Fly Till Dawn（USA））［USA］5勝,イロクオイＳ Ｇ３（USA）
４代母：
Boom and Bust（USA）（1983  鹿 Mr. Prospector（USA））［USA］5勝,ローズＳ Ｌ（USA）

　［孫］　Lager（USA）（1994 セン 栗 Pleasant Tap（USA））［USA］10勝,スタイヴァサントＨ Ｇ３（USA）,イクセルシアＨ Ｇ３（U
SA）,ブルックリンＨ Ｇ２（USA）2着,サバーバンＨ Ｇ２（USA）3着,エクリプスＨ Ｌ（USA）3着

　［曾孫］Million Dollar Run（USA）（2005 牝 栗 Tejano Run（USA））［USA］3勝,レイルバードＳ Ｇ３（USA）
　　　　Somers Town（ARG）（2012 牝 栗 Freud（USA））［ARG］1勝,現役,アミルカルＡメルカデル賞 Ｌ（ARG）
５代母：
Belle Gallante（USA）（1972  鹿 Gallant Man（GB））［USA］2勝

　［子］　Bellefella（USA）（1985 セン 鹿 Diesis（GB））［IRE･USA･GB･FR］3勝,英２０００ギニー Ｇ１（GB）3着,リッチモンドＳ Ｇ
２（GB）2着

　［孫］　With Flair（USA）（1996 牝 鹿 Broad Brush（USA））［USA］7勝,メイプルリーフＳ Ｇ３（USA）,セリーニＳ Ｇ１（USA）3
着,マザリーンＳ Ｌ（USA）3着

　　　　Tap Dance（USA）（1998 牝 栗 Pleasant Tap（USA））［USA］5勝,ボニーミスＳ Ｇ２（USA）,ブラックアイドスーザンＳ 
Ｇ２（USA）3着,セイビンＨ Ｇ３（USA）3着

　　　　Swagger Jack（USA）（2008 牡 黒鹿 Smart Strike（CAN））［USA］5勝,カーターＨ Ｇ１（USA）,ガルフストリームパー
クH Ｇ２（USA）2着,ガルフストリームスプリントＣｈ．Ｓ Ｇ３（USA）2着

　［曾孫］Malibu Prayer（USA）（2006 牝 鹿 Malibu Moon（USA））［USA］6勝,ラフィアンＨ Ｇ１（USA）,チルッキＳ Ｇ２（USA）
,マザーグースＳ Ｇ１（USA）2着,モリーピッチャーＳ Ｇ２（USA）2着,デラウェアオークス Ｇ２（USA）2着,モンマ
スオークス Ｇ３（USA）2着etc

　　　　Silverside（USA）（2006 牡 鹿 Pleasantly Perfect（USA））［NOR･SPA･UAE･GB･GER･FR･TUR］8勝,ゴルデネパイチェ Ｇ
２（GER）,ポーラーＣ Ｇ３（NOR）3着,エドモンブラン賞 Ｇ３（FR）3着

　　　　Valid（USA）（2010 セン 黒鹿 Medaglia d'Oro（USA））［USA］12勝,モンマスＣ Ｇ２（USA）,スキップアウェイＳ Ｇ３（US
A）,フィリップＨアイズリンＳ Ｇ３（USA）,フレッドＷフーパーＳ Ｇ３（USA）,ドンＨ Ｇ１（USA）2着,モンマスＣ
 Ｇ２（USA）2着etc

６代母：
Prayer Bell（USA）（1954  鹿 Better Self（USA））

　［子］　Silent Screen（USA）（1967 牡 栗 Prince John（USA））［USA］7勝,米シャンペインＳ（USA）,アーリントンＷフュチュリ
ティ（USA）,サラナクＨ（USA）,カウディンＳ（USA）,プリークネスＳ（USA）3着,バハマズＳ（USA）etc,種牡馬



  159 チャプレットの１８   牝 栗 2018年 3月11日生

ヘニーヒューズ(USA)
栗  2003

チャプレット
黒鹿 2011

ヘネシー(USA)

Meadow Flyer(USA)

ゼンノロブロイ

ブレスマイソウル

Storm Cat(USA) 　８－ｃ

Island Kitty(USA) 　８－ｃ

Meadowlake(USA) 　４－ｎ

Shortley(USA) 　　２５

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ローミンレイチェル(USA) 　２－ｂ

タマモクロス ２１－ａ

ウェルデン(USA) 　５－ｈ

Northern Dancer(CAN) : S5xM5

母：
チャプレット（2011  黒鹿 ゼンノロブロイ）1勝,［南関東］出走

ウィンターリリー（2016 牝 芦 スウェプトオーヴァーボード（USA））2勝,現役, くるみ賞 ５００万下（東京芝1400）
マロンジェム（2017 牡 栗 トーセンジョーダン）出走,現役

２代母：
ブレスマイソウル（1997  青鹿 タマモクロス）出走

ケンブリッジレーザ（2003 牡 青 タイキシャトル（USA））4勝, 小倉記念 ［Jpn3］（小倉芝2000）3着, 淡路特別 １０００万下（
阪神芝2400）, 背振山特別 ５００万下（小倉芝2000）

３代母：
ウェルデン（USA）（1984  鹿 Danzig（USA））

Alsaariyah（USA）（1988 牝 黒鹿 Diesis（GB））［GB］入着
Dolar Negro（BRZ）（1996 牡 黒鹿 Clackson（BRZ））［BRZ］11勝,セマナ国際賞 Ｌ（BRZ）2着

エンジェルマインド（1992 牝 栗 Rahy（USA））出走
プレイザフィールド（1997 牝 黒鹿 スキャン（USA））5勝, 函館日刊スポ杯 １０００万下（函館芝1200）, 知立特別 １００

０万下（中京芝1200）, 礼文特別 ５００万下（札幌芝1200）
トリノ（2008 牡 栗 ステイゴールド）3勝, 是政特別 １０００万下（東京ダ2100）
トピカ（2010 牝 栗 プリサイスエンド（USA））

ウィンターフェル（2016 牡 青 ダノンバラード）出走,［北海道･南関東］3勝,現役,北海道２歳優駿（中央交流） ［Jpn
3］（門別ダ1800）2着,ジャパンＤダービー（中央交流） ［Jpn1］（大井ダ2000）4着,全日本２歳優駿（中央交流
） ［Jpn1］（川崎ダ1600）5着,戸塚記念（川崎ダ2100）2着,羽田盃（大井ダ1800）2着,京浜盃（大井ダ1700）2着
etc

４代母：
Wield（USA）（1978  黒鹿 ジヤツジヤー（USA））

　［孫］　アンシェルブルー（2007 牝 黒鹿 マンハッタンカフェ）4勝, 阪神牝馬Ｓ ［G2］（阪神芝1400）2着, セントウルＳ ［G2］（阪
神芝1200）3着, 函館スプリントＳ ［G3］（函館芝1200）3着, ヴィクトリアマイル ［G1］（東京芝1600）5着, ター
コイズＳ ［Ｌ］（中山芝1600）3着, パラダイスＳ ＯＰ（東京芝1400）2着etc

５代母：
Special（USA）（1969  鹿 Forli（ARG））［USA］出走

　［孫］　Sadler's Wells（USA）（1981 牡 鹿 Northern Dancer（CAN））［IRE･GB･FR］6勝,愛２０００ギニー Ｇ１（IRE）,エクリプ
スＳ Ｇ１（GB）,フィーニクスチャンピオンＳ Ｇ１（IRE）,愛ダービートライアルＳ Ｇ２（IRE）,ベレスフォードＳ Ｇ
２（IRE）,仏ダービー Ｇ１（FR）2着etc,種牡馬

　　　　Tate Gallery（USA）（1983 牡 鹿 Northern Dancer（CAN））［IRE･GB］2勝,愛ナショナルＳ Ｇ１（IRE）,グラッドネスＳ Ｌ
（IRE）3着,種牡馬

　　　　ジェイドロバリー（USA）（1987 牡 黒鹿 Mr. Prospector（USA））［FR］2勝,仏グランクリテリヨム Ｇ１（FR）,ラロシェット
賞 Ｇ３（FR）2着,フォンテヌブロー賞 Ｇ３（FR）3着,アラドゥラユードリー賞 Ｌ（FR）,ヤコウレフ賞 Ｌ（FR）2着,種
牡馬

　　　　Archipenko（USA）（2004 牡 鹿 Kingmambo（USA））［UAE･IRE･USA･GB･FR･HKG］6勝,Ｑエリザベス二世Ｃ Ｇ１（HKG
）,サマーマイルＳ Ｇ２（GB）,アルファヒディフォート Ｇ２（UAE）,愛ダービートライアルＳ Ｇ２（IRE）,ザビールマ
イル Ｇ３（UAE）,アーリントンミリオンＳ Ｇ１（USA）2着etc

　［曾孫］Bienamado（USA）（1996 牡 栗 Bien Bien（USA））［USA･GB･FR］8勝,サンフアンカピストラーノＨ Ｇ１（USA）,ハリウ
ッドターフカップ Ｇ１（USA）,チャールズホイッティンガムＨ Ｇ１（USA）,サンマルコスＳ Ｇ２（USA）,サンセッ
トＨ Ｇ２（USA）,コンデ賞 Ｇ３（FR）etc

　　　　Blame（USA）（2006 牡 鹿 Arch（USA））［USA］9勝,ＢＣクラシック Ｇ１（USA）,ホイットニーＨ Ｇ１（USA）,スティーヴ
ンフォスターＨ Ｇ１（USA）,ファイエットＳ Ｇ２（USA）,クラークＨ Ｇ２（USA）,ウィリアムＤシェーファーＳ Ｇ
３（USA）etc,種牡馬



  160 クロワラモーの１８   牝 鹿 2018年 4月30日生

マクフィ(GB)
鹿  2007

クロワラモー
黒鹿 2007

Dubawi(IRE)

Dhelaal(GB)

スペシャルウィーク

メジェール

Dubai Millennium(GB) 　４－ｍ

Zomaradah(GB) 　９－ｅ

Green Desert(USA) 　　Ａ４

Irish Valley(USA) １６－ｃ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

キャンペンガール 　３－ｌ

タバスコキャット(USA) １２－ｄ

カスパースカイゴールド(USA) 　　２０

Seeking the Gold(USA) : S4xM4

母：
クロワラモー（2007  黒鹿 スペシャルウィーク）3勝, 宇治川特別 １０００万下（京都芝1400）, 奥只見特別 ５００万下（福島芝1700

）
ショウモクリリー（2015 牝 黒鹿 シンボリクリスエス（USA））［北海道･南関東］2勝,現役
オーパキャマラード（2016 牝 黒鹿 ダンカーク（USA））2勝,現役

２代母：
メジェール（1997  鹿 タバスコキャット（USA））5勝, 天王山特別 １０００万下（京都ダ1400）, 白鳥大橋特別 １０００万下（札幌ダ1

000）, 御池特別 ９００万下（京都ダ1200）, 香春岳特別 ５００万下（小倉芝1200）
ハングインゼア（2004 牝 鹿 タイキシャトル（USA））1勝,［兵庫］出走

ネイバルエンスン（2012 セン 鹿 プリサイスエンド（USA））1勝,［南関東･東海］9勝,現役
タッカースタート（2014 牝 黒鹿 シンボリクリスエス（USA））出走,［南関東］3勝
ストロングリアン（2015 牡 黒鹿 ローレルゲレイロ）［南関東］1勝,現役
セツゲツカ（2016 牡 鹿 カネヒキリ）出走,［北海道･南関東］1勝,現役

メリュジーヌ（2006 牝 鹿 フレンチデピュティ（USA））3勝
メリオール（2012 牝 鹿 キングカメハメハ）［北海道］出走

オールスマート（2016 牡 鹿 スマートファルコン）［南関東］1勝,現役
メルテッドハニー（2017 牝 黒鹿 カレンブラックヒル）1勝,現役

メジェルダ（2013 牝 鹿 ディープインパクト）1勝, ファンタジーＳ ［G3］（京都芝1400）2着
ミントフレイバー（2015 牝 栗 ヘニーヒューズ（USA））［南関東］5勝,現役
ストレルカ（2016 牡 鹿 ヘニーヒューズ（USA））1勝

アルタキオン（2008 牡 栗 アグネスタキオン）［兵庫］1勝
アルレガーロ（2009 牝 栗 スペシャルウィーク）1勝

トミケンジョメルト（2015 牡 栗 タートルボウル（IRE））［南関東］3勝,現役
ハディア（2017 牡 鹿 ローレルゲレイロ）1勝,現役

アルジャン（2010 牡 鹿 ネオユニヴァース）出走,［石川･兵庫･東海］4勝

３代母：
カスパースカイゴールド（USA）（1992  鹿 Seeking the Gold（USA））

マヤノムサシ（1998 牡 鹿 コマンダーインチーフ（GB））1勝,［北海道･北関東･東海］3勝
ミラクルアラン（1999 牡 鹿 エリシオ（FR））出走,［兵庫･東海］15勝
マヤノセイリュウ（2000 牝 栗 マヤノトップガン）1勝
ミアモーレ（2001 牝 鹿 コマンダーインチーフ（GB））入着

リキサンキャロル（2006 牝 栗 ニューイングランド）1勝
モルフェメイト（2008 牝 黒鹿 ニューイングランド）1勝,［北海道］2勝

ゴールドロジャー（2008 牡 黒鹿 タイキシャトル（USA））3勝

４代母：
ビベ（USA）（1985  栗 Nureyev（USA））［USA･GB］4勝,サンタルシアＨ ＬＲ（USA）

　［子］　Peteski（CAN）（1990 牡 栗 Affirmed（USA））［USA］7勝,モルソンイクスポートミリオン Ｇ２（USA）,スーパーダービー
 Ｇ１（USA）3着,種牡馬

　　　　フミノウインダム（2003 牡 鹿 フジキセキ）2勝, 犬山特別 ５００万下（中京芝1800）

５代母：
ビバレジナ（USA）（1979  鹿 His Majesty（USA））［USA］出走

　［子］　アストロゲート（1989 牡 鹿 Secretariat（USA））2勝, 青葉賞 ＯＰ（東京芝2400）2着, 山吹賞 ５００万下（中山芝2200）,種牡
馬



  161 グレイスサンセットの１８   牝 芦 2018年 5月14日生

ダンカーク(USA)
芦  2006

グレイスサンセット
鹿  2005

Unbridled's Song(USA)

Secret Status(USA)

ジャングルポケット

ワールドウッド

Unbridled(USA) 　１－ｒ

Trolley Song(USA) 　４－ｍ

A.P. Indy(USA) 　３－ｌ

Private Status(USA) 　８－ｇ

トニービン(IRE) １９－ｂ

ダンスチャーマー(USA) １１－ｇ

ラシアンボンド(USA) 　４－ｇ

キヨウエイミート ２２－ｂ

Raise a Native(USA) : S5xM5   Northern Dancer(CAN) : M5xM5

母：
グレイスサンセット（2005  鹿 ジャングルポケット）2勝

マイネルアーベント（2013 牡 鹿 ケイムホーム（USA））出走,［岩手･南関東］7勝
スモウブインタリズ（2017 牡 鹿 ワールドエース）［北海道］1勝,現役

２代母：
ワールドウッド（1995  栗 ラシアンボンド（USA））4勝, 深秋特別 ９００万下（東京ダ1600）

ダンシングタイガー（2003 セン 鹿 ダンスインザダーク）1勝,［兵庫･広島･熊本･南関東･東海］6勝
ロジゴールド（2006 牝 栗 ゴールドアリュール）1勝

３代母：
キヨウエイミート（1983  栗 クラウンドプリンス（USA））2勝

キョウエイヨシノ（1990 牝 鹿 プラウドデボネア（USA））4勝, 貴船Ｓ １５００万下（京都ダ1400）, 桜島特別 ９００万下（小倉
ダ1700）, さざんか賞 ５００万下（阪神ダ1400）

キョウエイトルース（1997 牝 栗 フジキセキ）2勝,［高知･南関東･東海］1勝
コンフォーコ（2005 セン 栗 トワイニング（USA））5勝, 初日の出Ｓ １６００万下（中山ダ1200）,［北海道･南関東］入

着
ツインクルスター（2009 牝 栗 サクラバクシンオー）5勝, 市川Ｓ １６００万下（中山芝1200）, 初風特別 １０００万

下（中山芝1200）
サウンドトゥルー（2010 セン 栗 フレンチデピュティ（USA））7勝, チャンピオンズＣ ［G1］（中京ダ1800）, チャン

ピオンズＣ ［G1］（中京ダ1800）3着etc,［南関東］4勝,現役,ＪＢＣクラシック（中央交流） ［Jpn1］（大井ダ
2000）,東京大賞典（中央交流） ［G1］（大井ダ2000）,日本ＴＶ盃（中央交流） ［Jpn2］（船橋ダ1800）,東京大
賞典 ［G1］（大井ダ2000）2着etc,（2016）最優秀ダートホース

ルールソヴァール（2012 セン 栗 フレンチデピュティ（USA））6勝,現役, みやこＳ ［G3］（京都ダ1800）2着, ベテル
ギウスＳ ＯＰ（阪神ダ1800）, 夏至Ｓ １６００万下（東京ダ1600）, シャングリラ賞 １０００万下（東京ダ160
0）, 利根川特別 １０００万下（中山ダ1800）,［佐賀］1勝,佐賀記念（中央交流） ［Jpn3］（佐賀ダ2000）

アナザートゥルース（2014 セン 栗 アイルハヴアナザー（USA））6勝,現役, アンタレスＳ ［G3］（阪神ダ1800）, ア
レキサンドライトＳ １６００万下（中山ダ1800）, 茨城新聞杯 １０００万下（中山ダ1800）,［東海］入着,名古
屋大賞典（中央交流） ［Jpn3］（名古屋ダ1900）3着

キョウエイマリー（1998 牝 栗 ヘクタープロテクター（USA））［南関東］6勝
ローンウルフ（2005 セン 栗 グラスワンダー（USA））3勝,障害1勝

インターマーベラス（1999 牡 鹿 トニービン（IRE））3勝
アンダーゴールド（2006 牝 鹿 ホワイトマズル（GB））［岩手･南関東］3勝,ひまわり賞（盛岡ダ2000）

４代母：
キヨウエイオリーブ（USA）（1979  栗 Little Current（USA））出走

　［子］　キョウエイポイント（1985 牡 栗 グランデイ（IRE））2勝, 呉竹賞 ４００万下（京都ダ1800）
　　　　キョウエイエール（1987 牡 栗 ホープフリーオン（USA））3勝, 寒狭川特別 ９００万下（中京芝2500）, 勝山城特別 ５００万下

（小倉芝2000）,［新潟］1勝,迎春賞 Ａ１（・新潟ダ1800）3着

５代母：
Fiorita（USA）（1963  栗 Princequillo（IRE））

６代母：
Olympia Dell（USA）（1953  栗 Olympia（USA））［USA］6勝,ミスウッドフォードＳ（USA）

　［孫］　Lianga（USA）（1971 牝 芦 ダンサーズイメージ（USA））［GB･FR］11勝,ジャックルマロワ賞 Ｇ１（FR）,ロベールパパン賞
 Ｇ１（FR）,ジュライＣ Ｇ２（GB）,ヘイドックスプリントＣ Ｇ２（GB）,アベイドロンシャン賞 Ｇ２（FR）,モーリス
ドゲースト賞 Ｇ３（FR）etc

　　　　Diamonds Are Trump（USA）（1975 牡 黒鹿 Bold Bidder（USA））［IRE･GB］4勝,愛ナショナルＳ Ｇ２（IRE）,ホワイト
ホールＳ Ｇ３（IRE）2着,タイロスＳ Ｌ（IRE）2着,ユーガルＳ Ｌ（IRE）3着,種牡馬



  201 テスラーの１８   牡 鹿 2018年 5月 6日生

マクフィ(GB)
鹿  2007

テスラー(IRE)
鹿  1999

Dubawi(IRE)

Dhelaal(GB)

Fayruz(GB)

マンファス(IRE)

Dubai Millennium(GB) 　４－ｍ

Zomaradah(GB) 　９－ｅ

Green Desert(USA) 　　Ａ４

Irish Valley(USA) １６－ｃ

Song(GB) 　５－ｄ

Friendly Jester(GB) 　３－ｂ

ラストタイクーン(IRE) 　８－ｃ

Pilot Bird(GB) ２２－ｄ

Northern Dancer(CAN) : S5xM5

母：
テスラー（IRE）（1999  鹿 Fayruz（GB））［IRE］出走

Telltime（IRE）（2004 牝 鹿 Danetime（IRE））［GB］2勝
マンチャ（USA）（2006 牝 鹿 キングズベスト（USA））出走,［兵庫］3勝
チュウワストライク（2009 牡 鹿 Smart Strike（CAN））1勝
ベストブレーン（2010 牡 鹿 ダイワメジャー）入着,［岩手･兵庫］3勝
フジヤマテスラ（2011 牝 鹿 ゼンノロブロイ）出走,［高知］2勝
ワショウ（2017 牡 鹿 キングズベスト（USA））［東海］出走,現役

２代母：
マンファス（IRE）（1991  黒鹿 ラストタイクーン（IRE））［GB］入着

The Deputy（IRE）（1997 牡 黒鹿 Petardia（GB））［USA･GB］4勝,サンタアニタダービー Ｇ１（USA）,サンタカタリーナＳ 
Ｇ２（USA）,サンフェリペＳ Ｇ２（USA）2着,ヒルライズＨ Ｌ（USA）,種牡馬

ハンターズマーク（USA）（2000 牝 鹿 Titus Livius（FR））［USA･GB］1勝
ハッピーディレンマ（2007 牝 栗 アグネスタキオン）入着

ヒプノティスト（2013 牡 栗 クロフネ（USA））3勝, アイビーＳ ＯＰ（東京芝1800）3着
ターゲットマシン（2008 牡 青鹿 ディープインパクト）3勝, 寒竹賞 ５００万下（中山芝2000）
クロンヌドール（2009 牝 鹿 アグネスタキオン）入着

マッスルビーチ（2016 牡 黒鹿 メイショウサムソン）3勝,現役, 鳥取特別 １０００万下（阪神ダ1800）
キングカメハメハ（2001 牡 鹿 Kingmambo（USA））7勝, 日本ダービー Ｇ１（東京芝2400）, ＮＨＫマイルＣ Ｇ１（東京芝1600

）, 神戸新聞杯 Ｇ２（阪神芝2000）, 毎日杯 Ｇ３（阪神芝2000）, 京成杯 Ｇ３（中山芝2000）3着, すみれＳ ＯＰ（阪神芝2
200）etc,（2004）最優秀３歳牡馬,種牡馬

レースパイロット（2002 牝 黒鹿 サンデーサイレンス（USA））2勝, フローラＳ Ｇ２（東京芝2000）2着, エルフィンＳ ＯＰ（京
都芝1600）3着, ミモザ賞 ５００万下（中山芝2000）

３代母：
Pilot Bird（GB）（1983  鹿 Blakeney（GB））［GB］1勝,サーチャールズクロアメモリアルＳ Ｌ（GB）

Alaroos（IRE）（1988 牝 鹿 Persian Bold（IRE））
Arawak Cay（IRE）（1995 セン 鹿 Common Grounds（GB））［GB･HKG］1勝,英ノーフォークＳ Ｇ３（GB）3着,シュパー

ラティヴＳ Ｌ（GB）3着

４代母：
The Dancer（FR）（1977  鹿 Green Dancer（USA））［GB･FR］3勝,英オークス Ｇ１（GB）3着,ランカシャーオークス Ｇ３（GB）3着

,サーチャールズクロアメモリアルＳ Ｌ（GB）,メイヒルＳ Ｌ（GB）
　［子］　Pretty Lady（GB）（1985 牝 鹿 High Top（GB））［GB］2勝,コックオヴザノースＳ Ｌ（GB）
　　　　Mack the Knife（GB）（1989 セン 鹿 Kris（GB））［GB］6勝,海外障害1勝,レイシングポストトロフィ Ｇ１（GB）2着,ロイ

ヤルロッジＳ Ｇ２（GB）2着,チェスターヴァーズ Ｇ３（GB）3着,レスターマーキュリーＳ Ｌ（GB）,ゴドルフィンＳ
Ｌ（GB）2着,フレッドアーチャーＳ Ｌ（GB）2着etc

　［孫］　Dance Turn（GB）（1991 牡 鹿 ダミスター（USA））［IRE･GB］4勝,愛インターナショナルＳ Ｇ２（IRE）2着,スティヴントン
Ｓ Ｌ（GB）2着

　　　　ユーセイシュタイン（1996 牡 鹿 ニホンピロウイナー）2勝,障害4勝, 京都ジャンプＳ ＪＧ３（京都障3170）, もみじＳ ＯＰ（
京都芝1200）2着, フェニックス賞 ＯＰ（京都芝1200）2着, かえで賞 ５００万下（京都芝1200）

　　　　Dizzy De Lago（AUS）（2001 牝 鹿 Encosta De Lago（AUS））［AUS］入着,ＳＡＪＣデケットヴィルＳ Ｌ（AUS）2着
　［曾孫］Musir（AUS）（2006 牡 鹿 Redoute's Choice（AUS））［UAE･SAF･GB･TUR･HKG］8勝,ゴールデンホースシューＳ Ｇ１（SA

F）,アルラシディヤ Ｇ２（UAE）,トプカピトロフィ Ｇ２（TUR）,ＵＡＥダービー Ｇ２（UAE）,アルマクトゥームチャ
レンジＲ１ Ｇ３（UAE）,ＵＡＥ２０００ギニー Ｇ３（UAE）etc
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キズナ
青鹿 2010

パープルカフェ
鹿  2003

ディープインパクト

キャットクイル(CAN)

Vettori(IRE)

パーベック(IRE)

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ウインドインハーヘア(IRE) 　２－ｆ

Storm Cat(USA) 　８－ｃ

Pacific Princess(USA) １３－ａ

Machiavellian(USA) 　２－ｄ

Air Distingue(USA) 　５－ｇ

Polish Precedent(USA) 　８－ｈ

Cocotte(GB) 　　１１

Halo(USA) : S4xM5   Northern Dancer(CAN) : S5xM5

母：
パープルカフェ（2003  鹿 Vettori（IRE））2勝, グリーンチャンネルＣ ５００万下（札幌芝1800）

レーヌベルキス（2013 牝 黒鹿 マンハッタンカフェ）入着,［南関東］1勝

２代母：
パーベック（IRE）（1993  栗 Polish Precedent（USA））

セントラルカフェ（2004 牡 鹿 マンハッタンカフェ）2勝, 南相馬特別 ５００万下（福島芝2000）

３代母：
Cocotte（GB）（1983  鹿 Troy（GB））［GB･FR］1勝,プシュケ賞 Ｇ３（FR）2着,スイートソレラＳ Ｌ（GB）2着

Glowing Ardour（GB）（1988 牝 黒鹿 ダンシングブレーヴ（USA））［IRE･USA･GB］3勝,シルケングライダーＳ Ｇ３（IRE）
Got a Crush（USA）（1993 牝 鹿 Allen's Prospect（USA））［USA］5勝

Palmilla（USA）（2003 牝 鹿 Crowd Pleaser（USA））［USA］4勝,ロバートＧディックメモリアルＨ Ｇ３（USA）,グ
レンズフォールズＨ Ｇ３（USA）2着,ダウイジャーＳ Ｌ（USA）2着,ジョンＷルーニーメモリアルＳ Ｌ（USA）
2着

Gotablush（GB）（1996 牝 鹿 Nashwan（USA））［USA･FR］2勝,ファンランド賞 Ｌ（FR）2着
Mood Indigo（IRE）（1998 牝 鹿 Indian Ridge（IRE））［IRE］1勝

Luminous Eyes（IRE）（2006 牝 栗 Bachelor Duke（USA））［IRE･AUS］2勝,シルヴァーフラッシュＳ Ｇ３（IRE）
,ブラウンズタウンＳ Ｇ３（IRE）2着

アニマ２（GB）（1989 牝 黒鹿 Ajdal（USA））［GB］入着
Sadima（IRE）（1998 牝 鹿 Sadler's Wells（USA））［IRE］1勝

Youmzain（IRE）（2003 牡 鹿 Sinndar（IRE））［UAE･IRE･GB･GER･FR･HKG］6勝,サンクルー大賞 Ｇ１（FR）,オイ
ロパ賞 Ｇ１（GER）,グレイトヴォルティジュールＳ Ｇ２（GB）,凱旋門賞 Ｇ１（FR）2着3回,Ｋジョージ六世＆
ＱエリザベスＳ Ｇ１（GB）2着,Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ Ｇ１（GB）3着etc

Creachadoir（IRE）（2004 牡 鹿 キングズベスト（USA））［UAE･IRE･GB･FR･HKG］4勝,ロッキンジＳ Ｇ１（GB）
,仏２０００ギニー Ｇ１（FR）2着,愛２０００ギニー Ｇ１（IRE）2着,レパーズタウン２０００ギニーＴＲ Ｇ３
（IRE）,テトラークＳ Ｇ３（IRE）,ジョーエルＳ Ｇ３（GB）etc

Shreyas（IRE）（2005 牝 芦 Dalakhani（IRE））［IRE･GB］4勝,ラヴァラックメモリアルフィリーズＳ Ｇ３（IRE）,キ
ルターナンＳ Ｇ３（IRE）3着,バリーローンＳ Ｇ３（IRE）3着,ニジンスキーＳ Ｌ（IRE）,グレンカーンＳ Ｌ（IRE
）

Hazel Bay（IRE）（2015 牝 鹿 Iffraaj（GB））［IRE］入着,現役,デヴォイＳ Ｌ（IRE）2着,サルサビルＳ Ｌ（IRE）2着
ハニーバン（GB）（1991 牝 鹿 Unfuwain（USA））［GB］入着,出走

ハニーダンサー（2004 牝 栗 Danehill Dancer（IRE））入着,［兵庫］出走
ローランダー（2017 牝 栗 トゥザグローリー）1勝,現役, ひまわり賞 ＯＰ（小倉芝1200）2着

ピルサドスキー（IRE）（1992 牡 鹿 Polish Precedent（USA））1勝, ジャパンＣ Ｇ１（東京芝2400）,［IRE･USA･GB･GER･FR］
9勝,ＢＣターフ Ｇ１（USA）,英チャンピオンＳ Ｇ１（GB）,エクリプスＳ Ｇ１（GB）,バーデン大賞 Ｇ１（GER）,愛チャン
ピオンＳ Ｇ１（IRE）etc,種牡馬

Peach Out of Reach（IRE）（1996 牝 鹿 Sadler's Wells（USA））［IRE］1勝,バリーローンＳ Ｌ（IRE）
ファインモーション（IRE）（1999 牝 鹿 デインヒル（USA））8勝, 秋華賞 Ｇ１（京都芝2000）, エリザベス女王杯 Ｇ１（京都芝

2200）, 札幌記念 Ｇ２（札幌芝2000）, 阪神牝馬Ｓ Ｇ２（阪神芝1600）, ローズＳ Ｇ２（阪神芝2000）, マイルＣｈＳ Ｇ１
（京都芝1600）2着etc,（2002）最優秀３歳牝馬

Baraka（IRE）（2001 牝 鹿 デインヒル（USA））［IRE･GB］1勝,リングフィールドオークストライアルＳ Ｌ（GB）
Briolette（IRE）（2002 牝 鹿 Sadler's Wells（USA））［IRE･GB］2勝,プリンセスロイヤルＳ Ｇ３（GB）2着,トリゴーＳ Ｌ（IRE

）

４代母：
Gay Milly（FR）（1977  鹿 Mill Reef（USA））［GB･FR］1勝

　［曾孫］Henry Clay（GB）（2009 牡 鹿 Dubawi（IRE））［UAE･GB］9勝,アルマクトゥームチャレンジＲ３ Ｇ１（UAE）3着
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エピファネイア
鹿  2010

カルディア
鹿  2012

シンボリクリスエス(USA)

シーザリオ

ゼンノロブロイ

レディアーティスト

Kris S.(USA) １０－ａ

Tee Kay(USA) 　８－ｈ

スペシャルウィーク 　３－ｌ

キロフプリミエール(GB) １６－ａ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ローミンレイチェル(USA) 　２－ｂ

フレンチデピュティ(USA) 　４－ｍ

レディバラード(IRE) １２－ｃ

サンデーサイレンス(USA) : M3xS4   Halo(USA) : M4xS5xM5   Hail to Reason(USA) : S5xM5

母：
カルディア（2012  鹿 ゼンノロブロイ）出走,［北海道･兵庫］1勝

ロードグリュック（2017 牡 鹿 ルーラーシップ）入着,現役

２代母：
レディアーティスト（2004  鹿 フレンチデピュティ（USA））1勝

ロードクルセイダー（2010 牡 黒鹿 フジキセキ）2勝, 伏竜Ｓ ＯＰ（中山ダ1800）2着

３代母：
レディバラード（IRE）（1997  黒鹿 Unbridled（USA））5勝, 阿蘇Ｓ ＯＰ（小倉ダ1700）, 福島ＴＶ杯 １６００万下（福島ダ1700）, ア

カシヤＳ ９００万下（札幌ダ1700）,［南関東］2勝,ＴＣＫ女王盃（中央交流） Ｇ３（大井ダ2000）,クイーン賞（中央交流） Ｇ３
（船橋ダ1800）,スパーキングレディーＣ（中央交流） Ｇ３（川崎ダ1600）2着
ロードアリエス（2005 牡 黒鹿 シンボリクリスエス（USA））2勝,障害1勝, 京都新聞杯 ［Jpn2］（京都芝2200）2着, 蓬莱峡特別

１０００万下（阪神芝1800）
ダノンバラード（2008 牡 黒鹿 ディープインパクト）5勝, ＡＪＣＣ ［G2］（中山芝2200）, 皐月賞 ［G1］（東京芝2000）3着, 

Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ ［G3］（阪神芝2000）, 宝塚記念 ［G1］（阪神芝2200）2着, 日経新春杯 ［G2］（京都芝2400
）2着, オールカマー ［G2］（中山芝2200）3着etc,種牡馬

４代母：
Angelic Song（CAN）（1988  鹿 Halo（USA））

　［子］　Sligo Bay（IRE）（1998 牡 鹿 Sadler's Wells（USA））［IRE･USA･FR］4勝,ハリウッドターフカップ Ｇ１（USA）,シネマＨ 
Ｇ３（USA）,ハリウッドダービー Ｇ１（USA）2着,クリテリヨムドサンクルー Ｇ１（FR）3着,オークトリーダービー
 Ｇ２（USA）2着,サンガブリエルＨ Ｇ２（USA）2着etc,種牡馬

　　　　Wolfe Tone（IRE）（2001 牡 鹿 Sadler's Wells（USA））［IRE･GB］2勝,ムアズブリッジＳ Ｇ３（IRE）3着,パディパワーＳ Ｌ
（GB）

　　　　ミレニアムウイング（IRE）（2003 牡 鹿 Sadler's Wells（USA））5勝, みなみ北海道Ｓ ［Ｌ］（函館芝2600）, 青嵐賞 １０００
万下（東京芝2400）, 支笏湖特別 １０００万下（札幌芝2600）

　［孫］　Pleasant Divorce（USA）（1998 セン 栗 Pleasant Tap（USA））［USA］6勝,ギャラントフォックスＨ Ｇ３（USA）2着,スタ
イミーＨ Ｇ３（USA）3着

　　　　エアマックール（USA）（2005 牡 黒鹿 Giant's Causeway（USA））6勝, アルデバランＳ ＯＰ（京都ダ1900）, ブラジルＣ ＯＰ
（東京ダ2100）2着, 麦秋Ｓ １６００万下（東京ダ1600）, 総武Ｓ １６００万下（中山ダ1800）, 江戸川特別 １０００
万下（中山ダ1800）

　　　　フサイチセブン（2006 牡 鹿 Fusaichi Pegasus（USA））5勝, シリウスＳ ［G3］（阪神ダ2000）3着, アンタレスＳ ［G3］（京
都ダ1800）3着, 阿蘇Ｓ ＯＰ（小倉ダ1700）, アルデバランＳ ＯＰ（京都ダ1900）2着, 雅Ｓ １６００万下（京都ダ19
00）etc,［南関東］1勝,ダイオライト記念（中央交流） ［Jpn2］（船橋ダ2400）,種牡馬

　　　　エアイグアス（USA）（2006 牡 黒鹿 Giant's Causeway（USA））2勝,［佐賀］1勝,松浦川賞（佐賀ダ1750）
　　　　グラッツィア（2008 牡 鹿 キングカメハメハ）6勝,障害1勝, ラジオ日本賞 ＯＰ（中山ダ1800）, ブラジルＣ ＯＰ（東京ダ2100

）2着, ＫＢＣ杯 １６００万下（小倉ダ1700）etc,［石川･南関東］入着,川崎記念（中央交流） ［Jpn1］（川崎ダ2100）
3着,日本ＴＶ盃（中央交流） ［Jpn2］（船橋ダ1800）3着,白山大賞典（中央交流） ［Jpn3］（金沢ダ2100）3着

　　　　スーパームーン（2009 牡 青鹿 ブライアンズタイム（USA））5勝, ＡＪＣＣ ［G2］（中山芝2200）2着, Ａｒ共和国杯 ［G2］（
東京芝2500）3着, ディセンバーＳ ［Ｌ］（中山芝2000）2着, 白富士Ｓ ［Ｌ］（東京芝2000）3着, アイルランドＴ ［
Ｌ］（東京芝2000）3着, 札幌競馬場グランドＯＰ記念 １６００万下（札幌芝2000）etc,［GB］出走

　　　　Tristesse（USA）（2011 牝 鹿 Broken Vow（USA））［FR］4勝,パナセ賞 Ｌ（FR）
　［曾孫］ライトインパリス（IRE）（2012 牝 鹿 Aussie Rules（USA））［USA･FR］6勝,エンデヴァーＳ Ｇ３（USA）2着,イートンタウン

Ｓ Ｇ３（USA）2着,ラソレリナ賞 Ｌ（FR）3着,欧生産者基金クリテリヨム Ｌ（FR）3着
　　　　エアアルマス（USA）（2015 牡 鹿 マジェスティックウォリアー（USA））6勝,現役, エニフＳ ［Ｌ］（阪神ダ1400）, 太秦Ｓ 

ＯＰ（京都ダ1800）, 安芸Ｓ １６００万下（阪神ダ1400）, 天神橋特別 １０００万下（阪神芝1600）
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フリオーソ
栗  2004

ウインブリアン
青鹿 2014

ブライアンズタイム(USA)

ファーザ(USA)

アイルハヴアナザー(USA)

コスモプラチナ

Roberto(USA) １２－ｃ

Kelley's Day(USA) 　４－ｒ

Mr. Prospector(USA) １３－ｃ

Baya(USA) 　４－ｎ

Flower Alley(USA) １７－ｂ

Arch's Gal Edith(USA) ２３－ｂ

ステイゴールド 　１－ｔ

グレースマリヤ 　７－ｃ

Nashua(USA) : S5xS5

母：
ウインブリアン（2014  青鹿 アイルハヴアナザー（USA））出走

２代母：
コスモプラチナ（2003  鹿 ステイゴールド）6勝, マーメイドＳ ［G3］（阪神芝2000）, 天の川Ｓ １６００万下（新潟芝2000）, 佐渡

特別 １０００万下（新潟芝2200）, 対馬特別 ５００万下（小倉芝1700）
ウインティアラ（2012 牝 鹿 ハービンジャー（GB））1勝,［岩手］1勝
ウインラナキラ（2015 牝 鹿 キングカメハメハ）1勝,現役

３代母：
グレースマリヤ（1996  鹿 グルームダンサー（USA））

コスモフォーチュン（2002 牝 鹿 マイネルラヴ（USA））5勝, 北九州記念 Ｇ３（小倉芝1200）, 小倉２歳Ｓ Ｇ３（小倉芝1200）
3着, 疾風特別 １０００万下（新潟芝1000）, 鏑矢特別 １０００万下（新潟芝1000）, れんげ賞 ５００万下（阪神芝1200）

マイネボヌール（2009 牝 青鹿 ロージズインメイ（USA））4勝, 紅梅Ｓ ＯＰ（京都芝1400）2着, 朝日岳特別 １０００万下（
新潟芝1400）, 志摩特別 ５００万下（中京芝1400）2回

マイネルウィルトス（2016 牡 黒鹿 スクリーンヒーロー）1勝,現役
マイネハッピー（2010 牝 黒鹿 ブライアンズタイム（USA））

タイセイパルフェ（2015 牝 黒鹿 ロードカナロア）1勝,［南関東］入着,現役
ウインベントゥーラ（2012 牡 鹿 ディープインパクト）1勝,［兵庫］4勝,現役
ウインハピネス（2015 牡 黒鹿 アイルハヴアナザー（USA））出走,［石川･兵庫･東海］7勝,現役,オータムＣ（笠松ダ1900）

マイネレーヌ（2006 牝 鹿 マイネルラヴ（USA））入着,［北海道］出走
アンジュデュバン（2011 牝 黒鹿 ハーツクライ）2勝
アカラナータ（2014 牡 青鹿 マンハッタンカフェ）1勝
スピアーノ（2015 牝 黒鹿 ヴィクトワールピサ）2勝,現役

トーセンミネルバ（2008 牝 鹿 キングカメハメハ）1勝
Hallelujah Boy（JPN）（2013 牡 栗 トーセンファントム）2勝,［AUS］3勝,現役,ＡＤホリンデイルＳ Ｇ２（AUS）3着

,ＢＲＣテイルズクオリティＳ Ｌ（AUS）
メモリーミネルバ（2014 牝 鹿 トーセンファントム）1勝,［南関東］出走
トーセンウィナー（2015 牝 栗 トーセンホマレボシ）1勝,［佐賀･南関東］入着,現役

４代母：
ミホグレース（1987  鹿 アスワン）

　［子］　マイネルベナード（2001 牡 栗 チーフベアハート（CAN））3勝, 若草Ｓ ＯＰ（阪神芝2200）, 萩Ｓ ＯＰ（京都芝1800）2着, 芙蓉
Ｓ ＯＰ（中山芝1600）2着, 大阪城Ｓ ＯＰ（阪神芝2000）3着, 黄菊賞 ５００万下（京都芝1800）

　　　　イグゼキュティヴ（2006 牡 鹿 チーフベアハート（CAN））1勝, 札幌２歳Ｓ ［Jpn3］（札幌芝1800）2着, 京都２歳Ｓ ［Ｌ］（
京都芝2000）, コスモス賞 ＯＰ（札幌芝1800）2着, ラベンダー賞 ＯＰ（函館芝1200）3着,［北海道･岩手］4勝,桂樹
杯（盛岡芝1600）3着,かきつばた賞（盛岡芝2400）3着,（2008）ＮＡＲ最優秀ターフ馬

５代母：
ビユーテイマリヤ（1980  黒鹿 トライバルチーフ（GB））［南関東］1勝

　［子］　ナリタタイセイ（1989 牡 黒鹿 ダイナガリバー）4勝, ＮＨＫ杯 Ｇ２（東京芝2000）, 皐月賞 Ｇ１（中山芝2000）2着, 若駒Ｓ 
ＯＰ（京都芝2000）, 若葉Ｓ ＯＰ（中山芝2000）3着, 若菜賞 ５００万下（京都芝1400）

　　　　ファイトガリバー（1993 牝 鹿 ダイナガリバー）3勝, 桜花賞 Ｇ１（阪神芝1600）, オークス Ｇ１（東京芝2400）2着, 紅梅賞
ＯＰ（京都芝1200）2着, アネモネＳ ＯＰ（阪神芝1400）3着, 桃花賞 ５００万下（中山芝1600）

　［曾孫］トーコーニーケ（2011 牝 鹿 キングカメハメハ）［兵庫･南関東･東海］9勝,関東オークス（中央交流） ［Jpn2］（川崎ダ2100）
2着,園田金盃（中央騎手騎乗）（園田ダ1870）,のじぎく賞（園田ダ1700）,東海クイーンＣ（名古屋ダ1600）,若草賞（名
古屋ダ1400）,園田クイーンセレクション（園田ダ1400）etc,（2014）ＮＡＲ３歳最優秀牝馬
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キンシャサノキセキ(AUS)
鹿  2003

イタリアンオリーブ
栗  2004

フジキセキ

ケルトシャーン(USA)

アフリート(CAN)

バルドネキア(IRE)

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ミルレーサー(USA) ２２－ｄ

Pleasant Colony(USA) 　５－ａ

Featherhill(FR) 　　１４

Mr. Prospector(USA) １３－ｃ

Polite Lady(USA) 　１－ｈ

Indian Ridge(IRE) 　３－ｅ

Rosa de Caerleon(IRE) ２０－ｃ

５代までにクロスなし

母：
イタリアンオリーブ（2004  栗 アフリート（CAN））1勝,［兵庫･高知･南関東･東海］1勝

ゴーアップファイト（2011 牡 栗 サウスヴィグラス（USA））出走,［東海］3勝
トミケンブレスク（2012 牡 鹿 ネオユニヴァース）出走,［南関東］1勝
ナンヨーリノ（2013 牝 黒鹿 マンハッタンカフェ）出走,［岩手･石川］4勝
トップゴーイング（2014 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ）1勝
エンペラータイム（2015 牡 鹿 エンパイアメーカー（USA））［南関東］1勝

２代母：
バルドネキア（IRE）（1995  栗 Indian Ridge（IRE））［ITY･FR］4勝,プシュケ賞 Ｇ３（FR）,伊オークス Ｇ１（ITY）2着,オペラ賞 Ｇ２

（FR）2着,リディアテシオ賞 Ｇ２（ITY）3着,アルキダミア賞 Ｌ（ITY）,トリコラ賞 Ｌ（ITY）etc
タヤスターゲット（2001 牡 栗 Ashkalani（IRE））3勝, 成田特別 １０００万下（中山ダ2400）, 甲斐路特別 １０００万下（東京ダ

2100）,［南関東･東海］2勝
プラジェラート（2003 牝 鹿 エルコンドルパサー（USA））2勝

イタリアンネオ（2011 牡 黒鹿 ネオユニヴァース）3勝, 三春駒特別 １０００万下（福島芝2000）, 若竹賞 ５００万下（中山
芝1800）,［佐賀］出走

イタリアンレッド（2006 牝 鹿 ネオユニヴァース）8勝, 府中牝馬Ｓ ［G2］（東京芝1800）, 小倉記念 ［G3］（小倉芝2000）, 七
夕賞 ［G3］（中山芝2000）, ムーンライトＨ １６００万下（阪神芝2000）, 西海賞 １０００万下（小倉芝1800）, 対馬特別
５００万下（小倉芝1700）

バレーノロッソ（2015 牡 栗 ノヴェリスト（IRE））3勝,現役, 鴨川特別 １０００万下（京都芝2000）, 脊振山特別 ５００万下
（小倉芝1800）

リンゴット（2008 セン 栗 デュランダル）3勝, ＴＶ山梨杯 １０００万下（東京芝1600）,［SIN］入着

３代母：
Rosa de Caerleon（IRE）（1986  芦 Caerleon（USA））［ITY］6勝,バグッタ賞 Ｇ３（ITY）,ロイヤルメアズ賞 Ｇ３（ITY）,ドルメー

ロ賞 Ｇ３（ITY）3着,セレーニョ賞 Ｌ（ITY）,ピエトロベッセーロ賞 Ｌ（ITY）,クリテリウムナツィオナーレ Ｌ（ITY）etc
Dudu（IRE）（1991 牝 芦 Law Society（USA））［ITY］1勝,バッジオ賞 Ｌ（ITY）3着
Magiustrina（IRE）（1996 牝 鹿 Indian Ridge（IRE））［ITY］4勝,ジーノマントヴァーニ賞 Ｌ（ITY）,クリテリウムフェミニー

レ Ｌ（ITY）,レプブリケマリナーレ賞 Ｌ（ITY）2着,トリコラ賞 Ｌ（ITY）3着
Il Supremo（IRE）（2008 牡 栗 Daggers Drawn（USA））［ITY］8勝,エミレーツ航空賞 Ｌ（ITY）
Dark Ray（IRE）（2009 牝 鹿 Dark Angel（IRE））［ITY］6勝,ブオンタレンタ賞 Ｌ（ITY）,クリテリウムパルテノペオ Ｌ（

ITY）2着,ブオンタレンタ賞 Ｌ（ITY）3着
Oropa（IRE）（1999 牝 栗 Indian Ridge（IRE））［ITY］1勝,ＦＩＡ欧生産者基金賞 Ｌ（ITY）2着,メラーノ温泉賞 Ｌ（ITY）3着

Osservatorio（ITY）（2006 牡 黒鹿 Colossus（IRE））［ITY］3勝,伊２０００ギニー Ｇ３（ITY）3着,ガルドネ賞 Ｌ（ITY）
2着

Nebbia Di Latte（ITY）（2007 牝 鹿 Colossus（IRE））［ITY］10勝,ウバルドパンドルフィ賞 Ｌ（ITY）3着
４代母：
Carose（GB）（1974  芦 Caro（IRE））［FR］入着

　［曾孫］Cape Fear（GB）（2001 牡 鹿 Cape Cross（IRE））［GB･FR］2勝,ジュライＳ Ｇ２（GB）2着,レスタシャーＳ Ｌ（GB）2着,ウ
ッドコートＳ Ｌ（GB）3着

　　　　Exceptional Art（GB）（2006 セン 栗 Exceed And Excel（AUS））［GB･FR･HKG］4勝,ビヴァリービュレットスプリント
Ｓ Ｌ（GB）

　　　　Don't Tell Mary（IRE）（2007 牝 鹿 Starcraft（NZ））［GB･GER］2勝,ヒラリーニードラートロフィ Ｌ（GB）
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クリエイター２(USA)
芦  2013

アカカホール
栗  2013

Tapit(USA)

Morena(PER)

ダイワメジャー

フォーティカラーズ

Pulpit(USA) 　２－ｆ

Tap Your Heels(USA) 　３－ｏ

Privately Held(USA) 　８－ｆ

Charytin(PER) 　２－ｏ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

スカーレットブーケ 　４－ｄ

フォーティナイナー(USA) 　１－ｎ

ダンジグカラーズ(USA) ２３－ｂ

Mr. Prospector(USA) : M4xS5   Northern Dancer(CAN) : M5xM5

母：
アカカホール（2013  栗 ダイワメジャー）出走

２代母：
フォーティカラーズ（2000  栗 フォーティナイナー（USA））

キャンバス（2011 セン 栗 ディープスカイ）3勝, 駒場特別 １０００万下（函館ダ1700）,［北海道］3勝

３代母：
ダンジグカラーズ（USA）（1994  鹿 Danzig（USA））3勝

モエレパントレ（2002 牡 鹿 パントレセレブル（USA））［南関東］3勝

４代母：
Winning Colors（USA）（1985  芦 Caro（IRE））［USA］8勝,ケンタッキーダービー Ｇ１（USA）,サンタアニタダービー Ｇ１（US

A）,サンタアニタオークス Ｇ１（USA）,ＢＣディスタフ Ｇ１（USA）2着,プリークネスＳ Ｇ１（USA）3着,ラスヴィルヘネスＳ
 Ｇ１（USA）2着etc

　［子］　ゴールデンカラーズ（USA）（1993 牝 鹿 Mr. Prospector（USA））3勝, クイーンＣ Ｇ３（東京芝1600）2着, フローラＳ ＯＰ（
東京芝1400）, ひいらぎ賞 ５００万下（中山芝1600）

　［孫］　チアフルスマイル（2000 牝 黒鹿 サンデーサイレンス（USA））8勝, キーンランドＣ Ｇ３（札幌芝1200）, 京都牝馬Ｓ Ｇ３（京
都芝1600）2着, 愛知杯 Ｇ３（中京芝2000）2着, クイーンＳ Ｇ３（札幌芝1800）3着, 中山牝馬Ｓ Ｇ３（中山芝1800
）3着, 谷川岳Ｓ ＯＰ（新潟芝1400）etc

　　　　La Conseillante（USA）（2004 牝 鹿 Elusive Quality（USA））［USA･FR］3勝,アイメリドモーレオン賞 Ｌ（FR）
　　　　Il Banchiere（GB）（2009 セン 鹿 Bertolini（USA））［ITY］7勝,入着,ガルドネ賞 Ｌ（ITY）2着,トスカーナ賞 Ｌ（ITY）3着
　　　　Silver Ride（USA）（2012 セン 芦 Candy Ride（ARG））［USA･CAN］5勝,現役,ヴォスバーグＳ Ｇ１（USA）3着
　　　　ホレミンサイヤ（2012 牝 栗 アドマイヤムーン）出走,［岩手･南関東･東海］6勝,留守杯日高賞（ＧＤＪ）（水沢ダ1600）
　　　　Eskimo Kisses（USA）（2015 牝 栗 To Honor and Serve（USA））［USA］3勝,現役,アラバマＳ Ｇ１（USA）,アシュランド

Ｓ Ｇ１（USA）2着,フェアグラウンズオークス Ｇ２（USA）2着
　［曾孫］プラチナグロース（2010 セン 芦 ゴールドアリュール）2勝,［南関東］5勝,現役,東京盃（中央交流） ［Jpn2］（大井ダ1200）3

着,アフター５スター賞（大井ダ1200）2着
　　　　アクロマティック（2010 セン 栗 ジャングルポケット）出走,［石川･兵庫･高知･佐賀･東海］11勝,現役,名港盃（名古屋ダ1900

）,梅見月杯（名古屋ダ1900）,新春賞（園田ダ1870）,イヌワシ賞（金沢ダ2000）2着,兵庫大賞典（園田ダ1870）2着,嘉
瀬川賞（佐賀ダ2000）3着etc

　　　　クロスオーバー（2011 牝 鹿 サウスヴィグラス（USA））出走,［北海道･岩手･石川･兵庫･高知･佐賀･南関東］10勝,師走賞（佐賀
ダ1400）,久住山賞（佐賀ダ1400）,ロータスクラウン賞（佐賀ダ1800）,ル・プランタン賞（佐賀ダ1800）,花吹雪賞（
佐賀ダ1800）,長月賞（佐賀ダ1750）2着etc

　　　　War Envoy（USA）（2012 牡 鹿 War Front（USA））［IRE･USA･GB･FR］2勝,英シャンペインＳ Ｇ２（GB）2着,レイルウェイ
Ｓ Ｇ２（IRE）3着,ラウンドタワーＳ Ｇ３（IRE）3着,パットンＳ Ｌ（IRE）2着,ロチェスタウンＳ Ｌ（IRE）3着

　　　　スターローズ（2012 牝 鹿 スマートボーイ）［北海道･南関東］7勝,ユングフラウ賞（浦和ダ1400）,東京プリンセス賞（ＧＤＪ
）（大井ダ1800）2着

　　　　Sadhus（ARG）（2014 牡 黒鹿 Manipulator（USA））［ARG］4勝,現役,独立記念日賞 Ｇ３（ARG）2着
　　　　ガブリヒーロー（2015 牡 芦 スズカマンボ）［北海道･佐賀］1勝,筑紫野賞（佐賀ダ1750）3着

５代母：
All Rainbows（USA）（1973  鹿 Bold Hour（USA））［USA］7勝,デラウェアオークス Ｇ１（USA）3着,ファンタジーＳ Ｇ２（USA）

3着,オープンファイアＳ Ｇ３（USA）2着
　［孫］　タップダンスシチー（USA）（1997 牡 鹿 Pleasant Tap（USA））12勝, ジャパンＣ Ｇ１（東京芝2400）, 宝塚記念 Ｇ１（阪神

芝2200）, 金鯱賞 Ｇ２（中京芝2000）3回, 京都大賞典 Ｇ２（京都芝2400）, 有馬記念 Ｇ１（中山芝2500）2着2回, 朝
日ＣｈＣ Ｇ３（阪神芝2000）etc,［FR］出走,種牡馬

　［曾孫］Freedom's Daughter（USA）（2000 牝 鹿 Saint Ballado（CAN））［USA］2勝,スカイラヴィルＳ Ｇ２（USA）
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リオンディーズ
黒鹿 2013

スターカットジェム
栗  2006

キングカメハメハ

シーザリオ

フォーティナイナー(USA)

ミスグローリー

Kingmambo(USA) 　　２０

マンファス(IRE) ２２－ｄ

スペシャルウィーク 　３－ｌ

キロフプリミエール(GB) １６－ａ

Mr. Prospector(USA) １３－ｃ

File(USA) 　１－ｎ

サクラユタカオー １１－ｃ

グラツドタイデイングス(FR) 　　１１

Mr. Prospector(USA) : M3xS4

母：
スターカットジェム（2006  栗 フォーティナイナー（USA））出走

ブリリアントジェム（2011 牝 黒鹿 ハイアーゲーム）［岩手･南関東･東海］1勝
フェイマスアゲン（2013 牝 栗 カネヒキリ）出走,［東海］2勝
シャドウブリランテ（2014 牡 鹿 ディープブリランテ）2勝
カシノデジール（2015 牝 鹿 ディープブリランテ）入着,［兵庫］4勝,現役
ポベーダテソーロ（2016 牡 鹿 ブラックタイド）入着,現役
スズカスペクトル（2017 牝 栗 スピルバーグ）現役

２代母：
ミスグローリー（1990  栃栗 サクラユタカオー）［岩手］2勝

タムロチェリー（1999 牝 栗 セクレト（USA））3勝, 阪神ジュベナイルフィリーズ Ｇ１（阪神芝1600）, 小倉２歳Ｓ Ｇ３（小倉芝
1200）,（2001）最優秀２歳牝馬

タムロブライト（2006 牝 芦 シルバーチャーム（USA））出走
ミライヘノツバサ（2013 牡 芦 ドリームジャーニー）4勝,現役, 日経賞 ［G2］（中山芝2500）2着, ＡＪＣＣ ［G2］（

中山芝2200）3着, 福島ＴＶＯＰ ＯＰ（福島芝1800）3着, 迎春Ｓ １６００万下（中山芝2200）, 習志野特別 １
０００万下（中山芝2000）, 山吹賞 ５００万下（中山芝2200）

タムロスカイ（2007 牡 栗 フジキセキ）6勝, 小倉日経ＯＰ ［ＬＲ］（小倉芝1800）2着, 大阪城Ｓ ［Ｌ］（阪神芝1800）3着
, メイＳ ＯＰ（東京芝1800）, 常総Ｓ １６００万下（中山芝2000）, 逢坂山特別 １０００万下（京都芝1800）, 国東特
別 ５００万下（小倉芝1800）2回

３代母：
グラツドタイデイングス（FR）（1979  黒鹿 Pharly（FR））［GB］2勝

Stop Press（USA）（1988 牝 鹿 Sharpen Up（GB））［GB･FR］5勝,ルーアン大賞 Ｌ（FR）
Street Poker（GB）（1998 牡 鹿 デインヒル（USA））［DEN･GER･FR］4勝,出走,ヘッセンポカール Ｇ３（GER）,ヴァル

ターＪヤコブスレネン Ｇ３（GER）,オイローパシャンピオナート Ｇ２（GER）2着,ザクセン賞 Ｌ（GER）2着,ダール
ヴィッツ賞 Ｌ（GER）2着

４代母：
Gaily（USA）（1971  鹿 Sir Gaylord（USA））［IRE･GB･FR］2勝,愛１０００ギニー Ｇ１（IRE）,愛オークス Ｇ１（IRE）2着,ヴェルメイ

ユ賞 Ｇ１（FR）3着,グリーンシールドＳ Ｌ（GB）3着
　［孫］　Moon Solitaire（IRE）（1997 牡 鹿 Night Shift（USA））［USA･GB］5勝,キングエドワードＨ Ｇ２（USA）,ケルソＨ Ｇ２（

USA）3着,ボーリンググリーンＨ Ｇ２（USA）3着
　［曾孫］ピルサドスキー（IRE）（1992 牡 鹿 Polish Precedent（USA））1勝, ジャパンＣ Ｇ１（東京芝2400）,［IRE･USA･GB･GER･FR

］9勝,ＢＣターフ Ｇ１（USA）,英チャンピオンＳ Ｇ１（GB）,エクリプスＳ Ｇ１（GB）,バーデン大賞 Ｇ１（GER）,愛
チャンピオンＳ Ｇ１（IRE）etc,種牡馬

　　　　ファインモーション（IRE）（1999 牝 鹿 デインヒル（USA））8勝, 秋華賞 Ｇ１（京都芝2000）, エリザベス女王杯 Ｇ１（京都
芝2200）, 札幌記念 Ｇ２（札幌芝2000）, 阪神牝馬Ｓ Ｇ２（阪神芝1600）, ローズＳ Ｇ２（阪神芝2000）, マイルＣｈ
Ｓ Ｇ１（京都芝1600）2着etc,（2002）最優秀３歳牝馬

　　　　ロックドゥカンブ（NZ）（2004 牡 青鹿 Red Ransom（USA））4勝, セントライト記念 ［Jpn2］（中山芝2200）, 菊花賞 ［Jp
n1］（京都芝3000）3着, ラジオＮＩＫＫＥＩ賞 ［Jpn3］（福島芝1800）, 目黒記念 ［Jpn2］（東京芝2500）3着, 有
馬記念 ［G1］（中山芝2500）4着, マカオＪクラブＴ ５００万下（中京芝2000）

　　　　Naaqoos（GB）（2006 牡 鹿 Oasis Dream（GB））［FR］3勝,ジャンリュクラガルデール賞 Ｇ１（FR）,ジェベル賞 Ｌ（FR）2着
　　　　Keyora（NZ）（2006 セン 黒鹿 Bachelor Duke（USA））［AUS･NZ］6勝,ホークスベイギニーズ Ｇ２（NZ）,ウエリントンギニ

ーズ Ｇ２（NZ）
　　　　Sir John Hawkwood（IRE）（2009 セン 鹿 Sir Percy（GB））［GB･AUS］8勝,ＡＴＣメトロポリタンＨ Ｇ１（AUS）,ＡＴ

ＣスカイハイＳ Ｇ３（AUS）,ＢＲＣブリズベンＣ Ｇ２（AUS）2着,ＡＴＣチェアマンズＨ Ｇ２（AUS）2着,ＭＶＲＣ
ＪＲＡＣ Ｇ３（AUS）2着,ＡＴＣキングストンタウンＳ Ｇ３（AUS）2着etc



  208 チャオプラヤの１８   牡 栗 2018年 3月 9日生

ヘニーヒューズ(USA)
栗  2003

チャオプラヤ
鹿  2011

ヘネシー(USA)

Meadow Flyer(USA)

ネオユニヴァース

ジョイオブフライト(USA)

Storm Cat(USA) 　８－ｃ

Island Kitty(USA) 　８－ｃ

Meadowlake(USA) 　４－ｎ

Shortley(USA) 　　２５

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ポインテッドパス(GB) 　１－ｌ

Silver Hawk(USA) ２１－ａ

Skillful Joy(USA) １１－ｇ

Hail to Reason(USA) : M5xM5

母：
チャオプラヤ（2011  鹿 ネオユニヴァース）入着

インターロード（2016 牡 黒鹿 ロージズインメイ（USA））入着,［兵庫］出走,現役
ヒルノエドワード（2017 牡 黒鹿 ルーラーシップ）入着,現役

２代母：
ジョイオブフライト（USA）（1996  鹿 Silver Hawk（USA））

テイエムキングダム（2007 牡 青鹿 キングヘイロー）1勝,［東海］1勝
ストークアンドレイ（2010 牝 芦 クロフネ（USA））2勝, 函館２歳Ｓ ［G3］（函館芝1200）
ハクユウフライヤー（2016 牡 芦 クロフネ（USA））1勝,［南関東］入着,現役

３代母：
Skillful Joy（USA）（1979  栗 Nodouble（USA））［USA］8勝,デルマーデビュタントＳ Ｇ２（USA）,リンダヴィスタＨ Ｇ３（USA

）,サンタスサーナＳ Ｇ１（USA）2着,ファンタジーＳ Ｇ１（USA）2着,サンタイネスＳ Ｇ２（USA）2着,ハニムーンＨ Ｇ２（US
A）3着etc

ダンスチャーマー（USA）（1990 牝 黒鹿 Nureyev（USA））
カサノバダンディ（1997 牡 栗 トニービン（IRE））2勝, べにばな賞 ５００万下（東京芝2000）
ジャングルポケット（1998 牡 鹿 トニービン（IRE））5勝, 日本ダービー Ｇ１（東京芝2400）, ジャパンＣ Ｇ１（東京芝240

0）, 天皇賞（春） Ｇ１（京都芝3200）2着, 皐月賞 Ｇ１（中山芝2000）3着, 共同通信杯 Ｇ３（東京芝1800）, 札幌３歳
Ｓ Ｇ３（札幌芝1800）etc,（2001）年度代表馬,（2001）最優秀３歳牡馬,種牡馬

タガノヴィヴィアン（2000 牝 栗 ティンバーカントリー（USA））
ダノンヴィッター（2004 牡 黒鹿 スペシャルウィーク）2勝, 山吹賞 ５００万下（中山芝2200）

キタサンバースデー（2004 牝 黒鹿 マリエンバード（IRE））出走
シンネン（2010 牡 栗 ステイゴールド）2勝, あすなろ賞 ５００万下（小倉芝2000）

ダンジグジョイ（USA）（1992 牝 鹿 Danzig（USA））
ホシノピアス（2001 牝 鹿 ジェイドロバリー（USA））1勝, フェアリーＳ Ｇ３（中山芝1200）2着

リベラノ（USA）（1999 牝 栗 Rubiano（USA））［USA］2勝
ミコノス（2005 牝 芦 With Approval（CAN））3勝

オルノス（2013 牝 芦 ゴールドアリュール）3勝
コウエイテンプウ（2006 牝 鹿 デヒア（USA））2勝

バイラ（2015 牡 鹿 ヘニーヒューズ（USA））3勝,現役, 端午Ｓ ＯＰ（京都ダ1400）, 天王山Ｓ ＯＰ（京都ダ1200）3着, 
ポラリスＳ ＯＰ（阪神ダ1400）3着,［南関東］出走

タガノジョーカー（2007 牝 栗 バゴ（FR））3勝, 中京スポ杯 １０００万下（小倉ダ1700）
タガノリベラノ（2008 牝 黒鹿 マンハッタンカフェ）4勝
アルムダプタ（2010 牡 栗 スペシャルウィーク）1勝,［北海道･南関東］1勝,北海道２歳優駿（中央交流） ［Jpn3］（門別ダ

1800）

４代母：
Skillful Miss（USA）（1974  鹿 Daryl's Joy（NZ））［USA］2勝

５代母：
Poliniss（USA）（1961  鹿 Greek Game（USA））［USA］4勝

　［子］　Wedge Shot（USA）（1971 牡 黒鹿 Crozier（USA））［USA］3勝,米フュチュリティＳ Ｇ１（USA）,サプリングＳ Ｇ１（US
A）2着,カウディンＳ Ｇ２（USA）3着,ボールドウィンＳ Ｇ３（USA）2着

　　　　Eximious（USA）（1975 牝 鹿 Crozier（USA））［USA］7勝,レイルバードＳ Ｇ３（USA）
　［孫］　Precisionist（USA）（1981 牡 栗 Crozier（USA））［USA］20勝,ＢＣスプリント Ｇ１（USA）,チャールズＨストラブＳ Ｇ

１（USA）,カリフォルニアンＳ Ｇ１（USA）,ウッドワードＳ Ｇ１（USA）,サンフェルナンドＳ Ｇ１（USA）,スワップ
スＳ Ｇ１（USA）etc
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ルーラーシップ
鹿  2007

イリデッセンス
鹿  2013

キングカメハメハ

エアグルーヴ

ダイワメジャー

スペリオルパール

Kingmambo(USA) 　　２０

マンファス(IRE) ２２－ｄ

トニービン(IRE) １９－ｂ

ダイナカール 　８－ｆ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

スカーレットブーケ 　４－ｄ

ティンバーカントリー(USA) 　４－ｍ

パシフィカス(USA) １３－ａ

Mr. Prospector(USA) : S4xM5   ノーザンテースト(CAN) : S4xM4   Northern Dancer(CAN) : M4xS5xM5

母：
イリデッセンス（2013  鹿 ダイワメジャー）入着

２代母：
スペリオルパール（1998  鹿 ティンバーカントリー（USA））

タガノボーディング（2003 牡 鹿 ブライアンズタイム（USA））3勝, 摂津特別 １０００万下（阪神芝1600）
タガノサムアップ（2007 牝 栗 フジキセキ）入着

タガノトリオンフ（2012 牝 鹿 ワイルドラッシュ（USA））入着,［兵庫･東海］13勝,兵庫クイーンＣ（園田ダ1700）2回,新春
賞（園田ダ1870）2着,摂津盃（園田ダ1700）3着,兵庫サマークイーン賞（園田ダ1700）3着

ラストインパクト（2010 牡 青鹿 ディープインパクト）7勝, 金鯱賞 ［G2］（中京芝2000）, 京都大賞典 ［G2］（京都芝2400）
, ジャパンＣ ［G1］（東京芝2400）2着, 小倉大賞典 ［G3］（小倉芝1800）, 阪神大賞典 ［G2］（阪神芝3000）3着etc,［U
AE］入着,ドバイシーマクラシック Ｇ１（UAE）3着

タガノベルーガ（2011 牝 鹿 ネオユニヴァース）2勝, 忘れな草賞 ＯＰ（阪神芝2000）2着

３代母：
パシフィカス（USA）（1981  鹿 Northern Dancer（CAN））［GB］2勝

ビワハヤヒデ（1990 牡 芦 シャルード（USA））10勝, 菊花賞 Ｇ１（京都芝3000）, 天皇賞（春） Ｇ１（阪神芝3200）, 宝塚記念 Ｇ
１（阪神芝2200）, 京都記念 Ｇ２（阪神芝2200）, 神戸新聞杯 Ｇ２（阪神芝2000）, デイリー杯３歳Ｓ Ｇ２（京都芝1400）
etc,（1993）年度代表馬,（1993）最優秀３歳牡馬,（1994）最優秀４歳以上牡馬,種牡馬

ナリタブライアン（1991 牡 黒鹿 ブライアンズタイム（USA））12勝, 日本ダービー Ｇ１（東京芝2400）, 有馬記念 Ｇ１（中山芝
2500）, 皐月賞 Ｇ１（中山芝2000）, 菊花賞 Ｇ１（京都芝3000）, 朝日杯３歳Ｓ Ｇ１（中山芝1600）, 阪神大賞典 Ｇ２（阪
神芝3000）etc,（1993）最優秀２歳牡馬,（1994）年度代表馬,（1994）最優秀３歳牡馬,種牡馬

ビワビーナス（1994 牝 鹿 トニービン（IRE））3勝, 大倉山特別 ９００万下（札幌芝1800）, 富良野特別 ５００万下（札幌芝2600
）

アンテヴォルテ（2003 牝 鹿 ブライアンズタイム（USA））1勝
タガノゴールド（2011 牡 栗 ゴールドアリュール）5勝,［石川･兵庫･南関東･東海］6勝,現役,北國王冠（金沢ダ2600）

,イヌワシ賞（金沢ダ2000）,六甲盃（園田ダ2400）2回,姫山菊花賞（園田ダ1700）,兵庫大賞典（園田ダ1870）3着
,姫山菊花賞（園田ダ1700）2着etc

ビワタケヒデ（1995 牡 黒鹿 ブライアンズタイム（USA））3勝, Ｒたんぱ賞 Ｇ３（福島芝1800）, 小倉記念 Ｇ３（京都芝1800）3
着, 若葉Ｓ ＯＰ（中山芝2000）3着, かきつばた賞 ５００万下（中京芝2500）,種牡馬

ビワパシフィカス（1999 牝 黒鹿 ブライアンズタイム（USA））出走
アドマイヤシズカ（2004 牝 黒鹿 ダンスインザダーク）出走

ナイトフォックス（2012 牡 鹿 サクラバクシンオー）3勝, ジュニアＣ ＯＰ（中山芝1600）,［南関東］入着,現役
セイルラージ（2007 牡 鹿 アグネスタキオン）5勝, 巴賞 ［ＬＲ］（函館芝1800）2着, ニューイヤーＳ ［Ｌ］（中山芝1600）

2着, 福島民報杯 ［Ｌ］（福島芝2000）3着, 錦Ｓ １６００万下（京都芝1600）, 三年坂特別 １０００万下（京都芝160
0）

４代母：
Pacific Princess（USA）（1973  鹿 Damascus（USA））［USA］7勝,デラウェアオークス Ｇ１（USA）,ヘムステッドＨ Ｇ２（US

A）,メイトロンＳ Ｇ１（USA）2着,マスケットＨ Ｇ２（USA）2着,ガゼルＨ Ｇ２（USA）2着,テストＳ Ｇ３（USA）3着
　［孫］　ファレノプシス（1995 牝 黒鹿 ブライアンズタイム（USA））7勝, 桜花賞 Ｇ１（阪神芝1600）, 秋華賞 Ｇ１（京都芝2000）, エ

リザベス女王杯 Ｇ１（京都芝2200）, ローズＳ Ｇ２（阪神芝2000）, オークス Ｇ１（東京芝2400）3着, 札幌記念 Ｇ
２（札幌芝2000）2着etc,（1998）最優秀３歳牝馬,（2000）最優秀４歳以上牝馬

　　　　サンデーブレイク（1999 牡 鹿 フォーティナイナー（USA））［USA］4勝,ピーターパンＳ Ｇ２（USA）,ベルモントＳ Ｇ１（U
SA）3着,ウッドメモリアルＳ Ｇ１（USA）3着,アルカディアＨ Ｇ２（USA）3着

　　　　キズナ（2010 牡 青鹿 ディープインパクト）6勝, 日本ダービー ［G1］（東京芝2400）, 産経大阪杯 ［G2］（阪神芝2000）, 京都
新聞杯 ［G2］（京都芝2200）, 毎日杯 ［G3］（阪神芝1800）, 産経大阪杯 ［G2］（阪神芝2000）2着etc,［FR］1勝,ニ
エル賞 Ｇ２（FR）,（2013）最優秀３歳牡馬,種牡馬

　［曾孫］セダブリランテス（2014 牡 鹿 ディープブリランテ）4勝,現役, 中山金杯 ［G3］（中山芝2000）, ラジオＮＩＫＫＥＩ賞 ［G
3］（福島芝1800）, Ａｒ共和国杯 ［G2］（東京芝2500）3着, 早苗賞 ５００万下（新潟芝1800）
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ヴィクトワールピサ
黒鹿 2007

アグネスパサー
鹿  2001

ネオユニヴァース

ホワイトウォーターアフェア(GB)

エルコンドルパサー(USA)

アグネスセレーネー

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ポインテッドパス(GB) 　１－ｌ

Machiavellian(USA) 　２－ｄ

Much Too Risky(GB) 　８－ｄ

Kingmambo(USA) 　　２０

サドラーズギャル(IRE) 　５－ｈ

トニービン(IRE) １９－ｂ

アグネスフローラ 　１－ｌ

Halo(USA) : S4xS5   Mr. Prospector(USA) : S4xM4

母：
アグネスパサー（2001  鹿 エルコンドルパサー（USA））出走

アグネスサクラ（2006 牝 鹿 ホワイトマズル（GB））3勝, 白藤賞 ５００万下（中京芝1800）
ブレイキングドーン（2016 牡 黒鹿 ヴィクトワールピサ）2勝,現役, ラジオＮＩＫＫＥＩ賞 ［G3］（福島芝1800）, 弥生賞

 ［G2］（中山芝2000）3着, Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ ［G3］（京都芝2000）2着, ホープフルＳ ［G1］（中山芝
2000）5着

アグネスピンキー（2008 牝 鹿 タニノギムレット）1勝,［兵庫］5勝
アグネスダリム（2009 牝 栗 ゴールドアリュール）3勝
ボルンカズマ（2016 牡 栗 ジャスタウェイ）1勝,現役

２代母：
アグネスセレーネー（1996  栗 トニービン（IRE））出走

アグネストレジャー（2002 牡 黒鹿 サンデーサイレンス（USA））4勝, 白富士Ｓ ［Ｌ］（東京芝2000）3着, むらさき賞 １６００
万下（東京芝1800）, 三田特別 １０００万下（阪神芝2200）, 遠賀川特別 ５００万下（小倉芝1800）

アグネスラック（2003 牝 芦 クロフネ（USA））3勝, 豊明特別 １０００万下（中京芝1800）

３代母：
アグネスフローラ（1987  鹿 ロイヤルスキー（USA））5勝, 桜花賞 Ｇ１（阪神芝1600）, オークス Ｇ１（東京芝2400）2着, チューリッ

プ賞 ＯＰ（阪神芝1600）, エルフィンＳ ＯＰ（阪神芝1600）, 若菜賞 ５００万下（京都芝1400）,（1990）最優秀３歳牝馬
アグネスタカオー（1993 牡 鹿 サンデーサイレンス（USA））3勝, 蓬莱峡特別 ９００万下（阪神芝1600）
アグネスフライト（1997 牡 栗 サンデーサイレンス（USA））4勝, 日本ダービー Ｇ１（東京芝2400）, 京都新聞杯 Ｇ３（京都芝2

000）, 京都記念 Ｇ２（京都芝2200）2着, 神戸新聞杯 Ｇ２（阪神芝2000）2着, 菊花賞 Ｇ１（京都芝3000）5着, 若草Ｓ ＯＰ
（阪神芝2200）,種牡馬

アグネスタキオン（1998 牡 栗 サンデーサイレンス（USA））4勝, 皐月賞 Ｇ１（中山芝2000）, 弥生賞 Ｇ２（中山芝2000）, Ｒた
んぱ杯３歳Ｓ Ｇ３（阪神芝2000）,種牡馬

４代母：
アグネスレデイー（1976  鹿 リマンド（GB））5勝, オークス（東京芝2400）, 京都記念（春）（中京芝2400）, 朝日ＣｈＣ（阪神芝2000）

, エリザベス女王杯（阪神芝2400）2着, サンスポ４歳牝馬特別（東京芝1800）2着, 日経新春杯（阪神芝2400）3着etc,（1979）最
優秀３歳牝馬

　［子］　アグネスシヤレード（1984 牝 黒鹿 ターゴワイス（USA））1勝, エルフィンＳ ＯＰ（京都芝1600）2着, 紅梅賞 ＯＰ（京都芝12
00）3着

　［孫］　アグネスパレード（1991 牝 鹿 バンブーアトラス）2勝, オークス Ｇ１（東京芝2400）3着, チューリップ賞 Ｇ３（中京芝170
0）, エリザベス女王杯 Ｇ１（京都芝2400）3着, サンスポ阪神牝馬特別 Ｇ２（阪神芝2000）2着, ローズＳ Ｇ２（阪神
芝2000）2着, 中日新聞杯 Ｇ３（中京芝1800）2着etc

　　　　アグネスハヤテオー（1995 牡 栗 ドクターデヴィアス（IRE））3勝, 生田特別 ９００万下（阪神芝2500）, 栂尾特別 ９００万下
（京都芝2200）, すいれん賞 ５００万下（阪神芝2500）,［新潟･東海］1勝

　　　　アグネスプレジャー（1996 牡 鹿 ラストタイクーン（IRE））3勝, 霞ケ浦特別 ９００万下（中山芝1200）
　　　　アグネスブレイブ（1999 牡 鹿 ラムタラ（USA））4勝, 甲南Ｓ １６００万下（阪神ダ1800）, 成田特別 １０００万下（中山ダ2

400）
　　　　アグネススターチ（2005 牡 鹿 バブルガムフェロー）4勝, プリンシパルＳ ［Ｌ］（東京芝2000）2着, 京橋特別 １０００万下

（阪神芝2000）, 兵庫特別 １０００万下（阪神芝2400）
　［曾孫］アグネスポイント（1999 牡 黒鹿 ホワイトマズル（GB））3勝, つばき賞 ５００万下（京都芝2000）
　　　　アグネスナチュラル（2006 牝 鹿 サクラバクシンオー）4勝, 葵Ｓ ［Ｌ］（京都芝1400）3着, 阪神ドリームプレミアム １００

０万下（阪神芝1200）, ＴＶｈ賞 １０００万下（札幌芝1200）
　　　　アグネスウイッシュ（2008 牡 黒鹿 サクラバクシンオー）4勝, 山城Ｓ １６００万下（京都芝1200）, 宗像特別 １０００万下

（小倉芝1200）



  211 ハニーダンサーの１８   牝 黒鹿 2018年 5月13日生

スクワートルスクワート(USA)
黒鹿 1998

ハニーダンサー
栗  2004

Marquetry(USA)

Lost the Code(USA)

Danehill Dancer(IRE)

ハニーバン(GB)

Conquistador Cielo(USA) 　８－ｈ

Regent's Walk(CAN) １１－ｆ

Lost Code(USA) １１－ａ

Smarter by the Day(CAN) 　９－ｈ

デインヒル(USA) 　２－ｄ

Mira Adonde(USA) ２２－ｂ

Unfuwain(USA) 　２－ｆ

Cocotte(GB) 　　１１

Northern Dancer(CAN) : M4xS5xM5

母：
ハニーダンサー（2004  栗 Danehill Dancer（IRE））入着,［兵庫］出走

ブループルチェッラ（2009 牝 黒鹿 ファンタスティックライト（USA））1勝
グンシン（2010 牡 鹿 シンボリクリスエス（USA））入着,［兵庫･東海］5勝
ハーベストブルー（2012 牝 鹿 ステイゴールド）出走,［石川･佐賀･東海］7勝
シンライエトワール（2015 牡 黒鹿 バトルプラン（USA））［南関東］1勝,現役
キンショーダンサー（2016 牝 栗 ディープブリランテ）入着,［兵庫･佐賀］出走,現役
ローランダー（2017 牝 栗 トゥザグローリー）1勝,現役, ひまわり賞 ＯＰ（小倉芝1200）2着

２代母：
ハニーバン（GB）（1991  鹿 Unfuwain（USA））［GB］入着,出走

サラサラ（2006 牝 鹿 シンボリクリスエス（USA））出走,［石川･東海］2勝

３代母：
Cocotte（GB）（1983  鹿 Troy（GB））［GB･FR］1勝,プシュケ賞 Ｇ３（FR）2着,スイートソレラＳ Ｌ（GB）2着

Glowing Ardour（GB）（1988 牝 黒鹿 ダンシングブレーヴ（USA））［IRE･USA･GB］3勝,シルケングライダーＳ Ｇ３（IRE）
Got a Crush（USA）（1993 牝 鹿 Allen's Prospect（USA））［USA］5勝

Palmilla（USA）（2003 牝 鹿 Crowd Pleaser（USA））［USA］4勝,ロバートＧディックメモリアルＨ Ｇ３（USA）,グ
レンズフォールズＨ Ｇ３（USA）2着,ダウイジャーＳ Ｌ（USA）2着,ジョンＷルーニーメモリアルＳ Ｌ（USA）
2着

Mood Indigo（IRE）（1998 牝 鹿 Indian Ridge（IRE））［IRE］1勝
Luminous Eyes（IRE）（2006 牝 栗 Bachelor Duke（USA））［IRE･AUS］2勝,シルヴァーフラッシュＳ Ｇ３（IRE）

,ブラウンズタウンＳ Ｇ３（IRE）2着
アニマ２（GB）（1989 牝 黒鹿 Ajdal（USA））［GB］入着

Sadima（IRE）（1998 牝 鹿 Sadler's Wells（USA））［IRE］1勝
Youmzain（IRE）（2003 牡 鹿 Sinndar（IRE））［UAE･IRE･GB･GER･FR･HKG］6勝,サンクルー大賞 Ｇ１（FR）,オイ

ロパ賞 Ｇ１（GER）,グレイトヴォルティジュールＳ Ｇ２（GB）,凱旋門賞 Ｇ１（FR）2着3回,Ｋジョージ六世＆
ＱエリザベスＳ Ｇ１（GB）2着,Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ Ｇ１（GB）3着etc

Creachadoir（IRE）（2004 牡 鹿 キングズベスト（USA））［UAE･IRE･GB･FR･HKG］4勝,ロッキンジＳ Ｇ１（GB）
,仏２０００ギニー Ｇ１（FR）2着,愛２０００ギニー Ｇ１（IRE）2着,レパーズタウン２０００ギニーＴＲ Ｇ３
（IRE）,テトラークＳ Ｇ３（IRE）,ジョーエルＳ Ｇ３（GB）etc

Shreyas（IRE）（2005 牝 芦 Dalakhani（IRE））［IRE･GB］4勝,ラヴァラックメモリアルフィリーズＳ Ｇ３（IRE）,キ
ルターナンＳ Ｇ３（IRE）3着,バリーローンＳ Ｇ３（IRE）3着,ニジンスキーＳ Ｌ（IRE）,グレンカーンＳ Ｌ（IRE
）

ピルサドスキー（IRE）（1992 牡 鹿 Polish Precedent（USA））1勝, ジャパンＣ Ｇ１（東京芝2400）,［IRE･USA･GB･GER･FR］
9勝,ＢＣターフ Ｇ１（USA）,英チャンピオンＳ Ｇ１（GB）,エクリプスＳ Ｇ１（GB）,バーデン大賞 Ｇ１（GER）,愛チャン
ピオンＳ Ｇ１（IRE）etc,種牡馬

Peach Out of Reach（IRE）（1996 牝 鹿 Sadler's Wells（USA））［IRE］1勝,バリーローンＳ Ｌ（IRE）
ファインモーション（IRE）（1999 牝 鹿 デインヒル（USA））8勝, 秋華賞 Ｇ１（京都芝2000）, エリザベス女王杯 Ｇ１（京都芝

2200）, 札幌記念 Ｇ２（札幌芝2000）, 阪神牝馬Ｓ Ｇ２（阪神芝1600）, ローズＳ Ｇ２（阪神芝2000）, マイルＣｈＳ Ｇ１
（京都芝1600）2着etc,（2002）最優秀３歳牝馬

Baraka（IRE）（2001 牝 鹿 デインヒル（USA））［IRE･GB］1勝,リングフィールドオークストライアルＳ Ｌ（GB）
Briolette（IRE）（2002 牝 鹿 Sadler's Wells（USA））［IRE･GB］2勝,プリンセスロイヤルＳ Ｇ３（GB）2着,トリゴーＳ Ｌ（IRE

）

４代母：
Gay Milly（FR）（1977  鹿 Mill Reef（USA））［GB･FR］1勝

　［曾孫］Henry Clay（GB）（2009 牡 鹿 Dubawi（IRE））［UAE･GB］9勝,アルマクトゥームチャレンジＲ３ Ｇ１（UAE）3着



  212 シアトルハッピーの１８   牝 黒鹿 2018年 2月 9日生

トーセンラー
黒鹿 2008

シアトルハッピー
鹿  2007

ディープインパクト

プリンセスオリビア(USA)

キングヘイロー

シアトルロケット(USA)

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ウインドインハーヘア(IRE) 　２－ｆ

Lycius(USA) 　４－ｉ

Dance Image(IRE) １７－ｂ

ダンシングブレーヴ(USA) 　３－ｄ

グッバイヘイロー(USA) 　８－ｈ

Seattle Slew(USA) １３－ｃ

Perlita(FR) 　４－ｎ

Halo(USA) : S4xM4   Lyphard(USA) : M4xS5xS5   Northern Dancer(CAN) : S5xM5

母：
シアトルハッピー（2007  鹿 キングヘイロー）［南関東］出走

スプレンディード（2013 牡 鹿 アドマイヤオーラ）出走,［東海］3勝
ハタノダムール（2014 牡 青鹿 ヒルノダムール）［北海道･佐賀･南関東］2勝,現役
モズフラリーマン（2017 牡 黒鹿 フェノーメノ）現役

２代母：
シアトルロケット（USA）（1985  鹿 Seattle Slew（USA））［USA］出走

Redoubtable（USA）（1991 牡 鹿 Grey Dawn（FR））［UAE･GB］23勝,ミドルパークＳ Ｇ１（GB）3着,英ノーフォークＳ Ｇ
３（GB）3着,英ナショナルＳ Ｌ（GB）,ジョンオヴゴーントＳ Ｌ（GB）2着

ラッキーブレイク（2001 牡 鹿 ジェリ（USA））6勝, 東海Ｓ ［G2］（中京ダ2300）2着, シリウスＳ ［G3］（阪神ダ2000）2着, フ
ァイナルＳ ＯＰ（阪神ダ1800）2着, トパーズＳ ＯＰ（京都ダ1800）2着, 阿蘇Ｓ ＯＰ（小倉ダ1700）3着, ながつきＳ １６
００万下（中山ダ1800）etc,［南関東］出走

３代母：
Perlita（FR）（1972  鹿 ボールドリツク（USA））［FR］入着

ペルセポリス２（FR）（1979 牡 芦 Kalamoun（GB））［GB･FR］4勝,リュパン賞 Ｇ１（FR）,ノアイユ賞 Ｇ２（FR）,ラロシェット
賞 Ｇ３（FR）,オムニョム二世賞 Ｌ（FR）2着,種牡馬

Peruvienne（IRE）（1980 牝 鹿 Luthier（FR））［FR］出走
Garm（USA）（1986 牡 栗 Lyphard（USA））［FR］3勝,ラヌラグ賞 Ｌ（FR）,マルセイユ大賞 Ｌ（FR）3着
Pont Audemer（USA）（1992 牝 鹿 Chief's Crown（USA））［FR］3勝,ティベールヴィル賞 Ｌ（FR）,ジュベール賞 Ｌ（

FR）,ヴュルカイン賞 Ｌ（FR）2着,ベルドニュイ賞 Ｌ（FR）3着
Pont d'Or（IRE）（1999 牡 鹿 Exit to Nowhere（USA））［FR］6勝,エクスビュリ賞 Ｇ３（FR）3着,アルザス大賞 Ｌ（

FR）,モーリスカヨー賞 Ｌ（FR）,エドリ賞 Ｌ（FR）2着,デルビーデルウェスト Ｌ（FR）3着
Plessaya（USA）（1988 牝 鹿 Nureyev（USA））［FR］出走

Parthe（FR）（1994 牡 鹿 Highest Honor（FR））［NOR･DEN･SWE･GER］10勝,スカンディナヴィアオープン選手権 Ｇ３
（DEN）2着,オスロＣ（NOR）,デューティタイムトロフィ（NOR）,オスロＣ（NOR）2着,デューティタイムトロフィ（N
OR）3着,オスロＣ（NOR）3着etc

Chaddleworth（IRE）（1990 牡 鹿 Ahonoora（GB））［IRE･GB］2勝,ヘイドックスプリングトロフィ Ｌ（GB）
４代母：
Pola Bella（FR）（1965  黒鹿 Darius（GB））［FR］6勝,仏１０００ギニー（FR）,ムーランドロンシャン賞（FR）,クリテリヨムドメゾ

ンラフィット（FR）,仏オークス（FR）2着,グロット賞（FR）,ノネット賞（FR）etc
　［孫］　Vayrann（IRE）（1978 牡 黒鹿 Brigadier Gerard（GB））［GB･FR］4勝,英チャンピオンＳ Ｇ１（GB）,ジャンドショードネイ

賞 Ｇ２（FR）,プランスドランジュ賞 Ｇ３（FR）,パリ大賞 Ｇ１（FR）3着,アヴル賞 Ｌ（FR）2着,種牡馬
　　　　Valiyar（IRE）（1979 牡 鹿 Red God（USA））［GB･FR］4勝,クイーンアンＳ Ｇ３（GB）,ロッキンジＳ Ｇ３（GB）2着,ダイオ

メドＳ Ｇ３（GB）3着,種牡馬
　　　　Yashgan（GB）（1981 牡 黒鹿 Hot Grove（GB））［USA･FR］6勝,オークトリー招待Ｓ Ｇ１（USA）,ドラール賞 Ｇ２（FR）,サ

ンガブリエルＨ Ｇ３（USA）,ギシュ賞 Ｇ３（FR）,イスパーン賞 Ｇ１（FR）2着,ワシントンＤＣ国際 Ｇ１（USA）2着
etc,種牡馬

　　　　Varadavour（IRE）（1989 牡 鹿 Lomond（USA））［USA･FR］8勝,カールトンＦバークＨ Ｇ２（USA）,エスコンディドＨ Ｌ
（USA）,ルヴァーズダルジャン Ｌ（FR）2着

　［曾孫］ナトルーン（FR）（1984 牡 黒鹿 Akarad（FR））［FR］3勝,仏ダービー Ｇ１（FR）,アヴル賞 Ｌ（FR）,種牡馬
　　　　Valanour（IRE）（1992 牡 鹿 Lomond（USA））［IRE･USA･GB･FR］5勝,パリ大賞 Ｇ１（FR）,ガネー賞 Ｇ１（FR）,アルクール

賞 Ｇ２（FR）,ギシュ賞 Ｇ３（FR）,種牡馬
　　　　Vereva（IRE）（1994 牝 黒鹿 Kahyasi（IRE））［FR］3勝,仏オークス Ｇ１（FR）,ノネット賞 Ｇ３（FR）2着,セーヌ賞 Ｌ（FR）



  213 エイシンアリエルの１８   牝 栗 2018年 2月26日生

ドゥラメンテ
鹿  2012

エイシンアリエル
鹿  2012

キングカメハメハ

アドマイヤグルーヴ

サクラバクシンオー

エイシンチタニア

Kingmambo(USA) 　　２０

マンファス(IRE) ２２－ｄ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

エアグルーヴ 　８－ｆ

サクラユタカオー １１－ｃ

サクラハゴロモ 　４－ｍ

スピニングワールド(USA) 　８－ｆ

ヴィデオピアノ(USA) 　３－ｄ

Mr. Prospector(USA) : S4xM5   ノーザンテースト(CAN) : M4xS5   Nureyev(USA) : M4xS5   Northern Dancer(CAN) : M5xM5

母：
エイシンアリエル（2012  鹿 サクラバクシンオー）1勝

エイシンカプリコン（2017 牝 鹿 トゥザワールド）現役

２代母：
エイシンチタニア（2001  鹿 スピニングワールド（USA））出走

エーシンセーフティ（2006 牡 鹿 エイシンサンディ）1勝,［兵庫･南関東･東海］10勝
エーシンダックマン（2007 牡 鹿 サクラバクシンオー）6勝, アイビスサマーダッシュ ［G3］（新潟芝1000）2着, シルクロード

Ｓ ［G3］（京都芝1200）2着, 淀短距離Ｓ ［Ｌ］（京都芝1200）, 福島民友Ｃ ［Ｌ］（福島芝1200）3着, 橘Ｓ ＯＰ（京都芝
1400）, オパールＳ ＯＰ（京都芝1200）2着etc

エーシンタヒチ（2010 牝 鹿 オレハマッテルゼ）出走,［佐賀］14勝

３代母：
ヴィデオピアノ（USA）（1990  鹿 Fappiano（USA））［USA］2勝

エイシンツルギザン（2000 牡 黒鹿 サクラバクシンオー）3勝, ＮｚＴ Ｇ２（中山芝1600）, ＮＨＫマイルＣ Ｇ１（東京芝1600
）2着, ＵＨＢ杯 ［Ｌ］（函館芝1200）2着, 淀短距離Ｓ ［Ｌ］（京都芝1200）2着, キャピタルＳ ＯＰ（東京芝1600）2着, は
なのき賞 ５００万下（中京芝1200）

エイシンブランド（2002 牡 鹿 ヘネシー（USA））1勝,［東海］出走

４代母：
Videogenic（USA）（1982  鹿 Caucasus（USA））［USA］20勝,サンタアナＨ Ｇ１（USA）,レイディーズＨ Ｇ１（USA）,オーキッド

Ｈ Ｇ２（USA）,ロングアイランドＨ Ｇ２（USA）,レアトリートＨ Ｇ３（USA）,ヴァイオレットＨ Ｇ３（USA）etc

５代母：
Video Babe（USA）（1973  鹿 T.V. Commercial（USA））［USA］4勝

　［子］　Shu Fellow（USA）（1990 セン 鹿 Saratoga Six（USA））［USA］11勝,ジャージーショアＳ Ｌ（USA）3着
　［孫］　Busterblock（USA）（1993 セン 黒鹿 Risen Star（USA））［USA］14勝,インディマイルＨ Ｌ（USA）2着
　　　　Mama Ella（USA）（1996 牝 栗 Gate Dancer（USA））［USA］4勝,ヘヴンリープライズＳ Ｌ（USA）3着
　　　　Valid Video（USA）（2000 セン 黒鹿 Valid Wager（USA））［USA］6勝,キングズビショップＳ Ｇ１（USA）,キャリーバック

Ｓ Ｇ３（USA）,サプリングＳ Ｇ３（USA）,ジェイムズＢモズリーＨ Ｌ（USA）2着
　　　　Infinite Resource（USA）（2004 牡 栗 Distorted Humor（USA））［USA］8勝,サンフアンカウンティコミッショナーズＨ

Ｌ（USA）
　　　　Moralist（USA）（2005 セン 黒鹿 Talk Is Money（USA））［USA］10勝,シェイカータウンＳ Ｇ３（USA）3着,アーリントンス

プリントＨ Ｌ（USA）3着
　［曾孫］Richwoman（USA）（2004 牝 黒鹿 Successful Appeal（USA））［USA］3勝,デビュターントＳ Ｇ３（USA）,ミスプリークネ

スＳ Ｇ３（USA）3着,ジョスルＳ Ｌ（USA）3着
　　　　Mali（USA）（2009 牝 鹿 Bwana Charlie（USA））［USA］3勝,イノーギュラルＳ Ｌ（USA）3着
　　　　Street Babe（USA）（2011 セン 黒鹿 ストリートセンス（USA））［USA］3勝,現役,マインシャフトＨ Ｇ３（USA）
　　　　Wonderment（USA）（2013 牝 芦 Cosmonaut（USA））［USA］5勝,ブルボネットオークス Ｇ３（USA）,ドグウッドＳ Ｌ（

USA）2着
　　　　リゾネーター（USA）（2014 セン 鹿 Blame（USA））3勝, 伏竜Ｓ ＯＰ（中山ダ1800）,［兵庫･南関東］出走,ジャパンＤダービ

ー（中央交流） ［Jpn1］（大井ダ2000）4着

６代母：
Joe's Lil Girl（USA）（1967  黒鹿 Sunrise Flight（USA））［USA］7勝

　［子］　Joe's Bee（USA）（1975 牝 鹿 King's Bishop（USA））［USA］7勝,レイルバードＳ Ｇ３（USA）3着
　　　　Ziggy's Boy（USA）（1982 牡 黒鹿 Danzig（USA））［USA］7勝,フォアゴーＨ Ｇ２（USA）,カーターＨ Ｇ２（USA）2着,フ

ォールハイウエイトＨ Ｇ２（USA）3着,ローズベンＨ Ｇ３（USA）2着,リヴァリッジＳ Ｌ（USA）,ダンススペルＳ Ｌ
（USA）2着etc,種牡馬



  214 ラストワルツの１８   牝 鹿 2018年 3月23日生

ロードカナロア
鹿  2008

ラストワルツ
鹿  2007

キングカメハメハ

レディブラッサム

ゼンノロブロイ

パーフェクトサークル(GB)

Kingmambo(USA) 　　２０

マンファス(IRE) ２２－ｄ

Storm Cat(USA) 　８－ｃ

サラトガデュー(USA) 　２－ｓ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ローミンレイチェル(USA) 　２－ｂ

Caerleon(USA) 　１－ｓ

Fair Salinia(IRE) １６－ｃ

Mr. Prospector(USA) : S4xM5   Northern Dancer(CAN) : S5xM5

母：
ラストワルツ（2007  鹿 ゼンノロブロイ）入着,［南関東］出走

ハッピーノリチャン（2012 牝 栗 サクラバクシンオー）3勝, 吾妻小富士賞 １０００万下（福島芝1200）
ビップディオス（2014 牡 栗 キングズベスト（USA））出走,［東海］1勝
レクイエム（2015 牝 芦 クロフネ（USA））出走,［高知･佐賀］4勝,現役
モンテアーサー（2016 牡 青鹿 シンボリクリスエス（USA））1勝,現役, 野路菊Ｓ ＯＰ（阪神芝1800）3着
スワーヴヨハン（2017 牡 黒鹿 エスケンデレヤ（USA））現役

２代母：
パーフェクトサークル（GB）（1989  青鹿 Caerleon（USA））［GB･FR］2勝,ネルグウィンＳ Ｇ３（GB）2着,ミュージドラＳ Ｇ３（G

B）2着,セプターＳ Ｌ（GB）
Sharemono（USA）（1994 牡 黒鹿 Woodman（USA））［IRE］1勝,アングルシーＳ Ｇ３（IRE）2着
スターリーヘヴン（2000 牝 黒鹿 サンデーサイレンス（USA））6勝, 福島牝馬Ｓ Ｇ３（福島芝1800）2着, オーロＣ ＯＰ（東京芝

1400）3着, 都大路Ｓ ＯＰ（京都芝1600）3着, キャピタルＳ ＯＰ（東京芝1600）3着, ユートピアＳ １６００万下（東京芝
1600）, 久多特別 １０００万下（京都芝1400）etc,［南関東］出走

３代母：
Fair Salinia（IRE）（1975  黒鹿 Petingo（GB））［IRE･GB･FR］4勝,英オークス Ｇ１（GB）,愛オークス Ｇ１（IRE）,ヨークシャーオ

ークス Ｇ１（GB）,英１０００ギニー Ｇ１（GB）2着,チヴァリーパークＳ Ｇ１（GB）2着
Legend of Arabia（IRE）（1983 牝 鹿 Great Nephew（GB））

Edbaysaan（IRE）（1990 牡 鹿 Slip Anchor（GB））［GB］3勝,英セントレジャー Ｇ１（GB）3着,英ジョッキークラブＣ Ｇ
３（GB）2着,ジュライトロフィ Ｌ（GB）3着

インパクト（IRE）（1988 牝 黒鹿 Green Desert（USA））［GB］1勝
ダイワメンフィス（2001 セン 黒鹿 ウォーニング（GB））7勝, バーデンバーデンＣ ＯＰ（福島芝1200）, フリーウェイＳ １

６００万下（東京芝1400）, ＴＵＦ杯 １６００万下（福島芝1200）etc,［北海道･岩手･兵庫･高知･南関東］5勝,北海道
スプリントＣ（中央交流） ［Jpn3］（旭川ダ1000）2着,星雲賞 一般（旭川ダ1600）2着,赤レンガ記念 一般（・札幌ダ
1700）3着

Perfect Vintage（GB）（1990 セン 鹿 Shirley Heights（GB））［GB･GER･FR］9勝,クインシー賞 Ｇ３（FR）,ラクープドメゾ
ンラフィット Ｇ３（FR）2着,ドーヴィルグランＨ Ｌ（FR）,セネマルヌ県議会大賞 Ｌ（FR）,コンピエーニュ大賞 Ｌ（FR）2
着

On Fair Stage（IRE）（1993 牝 鹿 Sadler's Wells（USA））［IRE･GB］2勝,ルビーＳ Ｌ（IRE）,プラティナムＳ Ｌ（IRE）3着
Gale Force（FR）（2002 牡 鹿 Sinndar（IRE））［FR］2勝,クープデトロワザン Ｌ（FR）,クレルフォンテーヌ大賞 Ｌ（FR）

2着
Imposing（GB）（2006 セン 鹿 Danehill Dancer（IRE））［GB･AUS］7勝,ＡＴＣサマーＣ Ｇ３（AUS）2回,ＢＴＣドゥーム

ベンＣ Ｇ１（AUS）3着,ＡＴＣヴィリアーズＳ Ｇ２（AUS）2着,ＡＤホリンデイルＳ Ｇ２（AUS）3着,ＡＴＣコリンス
ティーヴンクオリティＨ Ｇ３（AUS）2着,ＡＴＣサマーＣ Ｇ３（AUS）3着etc

Reliable Man（GB）（2008 牡 芦 Dalakhani（IRE））［GB･AUS･CAN･FR］5勝,仏ダービー Ｇ１（FR）,ＡＴＣクイーンエ
リザベスＳ Ｇ１（AUS）,ニエル賞 Ｇ２（FR）,パリ大賞 Ｇ１（FR）3着,ガネー賞 Ｇ１（FR）3着,ラクープドメゾンラフ
ィット Ｇ３（FR）2着,種牡馬

４代母：
Fair Arabella（USA）（1968  黒鹿 シヤトーゲイ（USA））［USA］2勝

　［子］　Rambo Dancer（CAN）（1984 牡 鹿 Northern Dancer（CAN））［USA･GB］4勝,レッドスミスＨ Ｇ２（USA）,サマートロフ
ィＳ Ｌ（GB）2着,種牡馬

　［孫］　Wixon（FR）（1990 牝 鹿 Fioravanti（USA））［GB･FR］3勝,プティクヴェール賞 Ｇ３（FR）,クリテリヨムドメゾンラフィット
 Ｇ２（FR）2着,アランベール賞 Ｇ３（FR）2着,エクリプス賞 Ｇ３（FR）2着,アンプリュダンス賞 Ｌ（FR）,ヤコウレフ
賞 Ｌ（FR）

　［曾孫］Sueboog（IRE）（1990 牝 鹿 Darshaan（GB））［GB］2勝,フレッドダーリングＳ Ｇ３（GB）,英ナッソーＳ Ｇ２（GB）3着,ミ
ュージドラＳ Ｇ３（GB）3着



  215 プレンティオブラヴの１８   牝 黒鹿 2018年 3月10日生

ホッコータルマエ
鹿  2009

プレンティオブラヴ
黒鹿 2002

キングカメハメハ

マダムチェロキー

コマンダーインチーフ(GB)

マニックサンデー

Kingmambo(USA) 　　２０

マンファス(IRE) ２２－ｄ

Cherokee Run(USA) １５－ｃ

アンフォイルド(USA) 　９－ｅ

ダンシングブレーヴ(USA) 　３－ｄ

Slightly Dangerous(USA) １４－ｆ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

バブルプロスペクター(USA) 　１－ｂ

Mr. Prospector(USA) : S4xM5   Lyphard(USA) : M4xM5   Raise a Native(USA) : S5xM5   Hail to Reason(USA) : M5xM5

母：
プレンティオブラヴ（2002  黒鹿 コマンダーインチーフ（GB））出走

ウインベルセルク（2006 牡 鹿 ムーンバラッド（IRE））1勝, 種市特別 ５００万下（福島ダ1700）,［石川･佐賀］2勝
ウインシュヴァルツ（2007 牡 青 ロージズインメイ（USA））2勝,［南関東］出走
ミヤジチョビ（2009 牡 栗 アグネスデジタル（USA））1勝,［東海］9勝
アダチヤマ（2011 牡 鹿 シンボリクリスエス（USA））出走,［北海道･兵庫･南関東］9勝,現役
アルジャウザー（2016 牡 鹿 ワークフォース（GB））［南関東］出走,現役

２代母：
マニックサンデー（1997  栗 サンデーサイレンス（USA））2勝, サンスポ４歳牝馬特別 Ｇ２（東京芝2000）

エポワス（2008 セン 鹿 ファルブラヴ（IRE））7勝, キーンランドＣ ［G3］（札幌芝1200）, 函館スプリントＳ ［G3］（函館芝12
00）3着, 大阪―ハンブルクＣ ［Ｌ］（阪神芝1400）, ＵＨＢ賞 ＯＰ（札幌芝1200）, タンザナイトＳ ＯＰ（阪神芝1400）2
着, ＵＨＢ賞 ＯＰ（札幌芝1200）2着etc

３代母：
バブルプロスペクター（USA）（1984  栗 Miswaki（USA））［IRE］1勝

Flaponny（USA）（1989 牝 鹿 Vernon Castle（USA））［FR］4勝
Flip Flop（FR）（2001 牝 鹿 Zieten（USA））［USA･FR］4勝,イエローリボンＳ Ｇ１（USA）2着,ウィルシャーＨ Ｇ３（US

A）3着,シャルルラフィット賞 Ｌ（FR）
Qurbaan（USA）（2013 牡 栗 Speightstown（USA））［UAE･USA･GB･FR･TUR］6勝,現役,バーナードバルークＨ Ｇ

２（USA）,タンパベイターフクラシックＳ Ｇ１（USA）2着,メイカーズ４６マイルＳ Ｇ１（USA）3着,シャドウ
ェルターフマイルＳ Ｇ１（USA）3着,フォートローダデイルＳ Ｇ２（USA）2着,フォービドンアップルＳ Ｇ３
（USA）3着etc

バブルウイングス（FR）（1992 牝 鹿 In The Wings（GB））［GB］4勝
ショウナンパントル（2002 牝 鹿 サンデーサイレンス（USA））2勝, 阪神ジュベナイルフィリーズ Ｇ１（阪神芝1600）, 新

潟２歳Ｓ Ｇ３（新潟芝1600）2着, 紫苑Ｓ ＯＰ（中山芝1800）2着,（2004）最優秀２歳牝馬
ショウナンアチーヴ（2011 牡 黒鹿 ショウナンカンプ）3勝, ＮｚＴ ［G2］（中山芝1600）, 朝日杯フューチュリティ

Ｓ ［G1］（中山芝1600）2着, からまつ賞 ５００万下（東京芝1400）
バブルドリーム（FR）（1993 牝 鹿 Akarad（FR））

ラヴアンドバブルズ（USA）（2001 牝 鹿 Loup Sauvage（USA））［FR］3勝,クロエ賞 Ｇ３（FR）,クレオパトル賞 Ｇ３（F
R）2着,クリテリヨムドラングドック Ｌ（FR）,サブロネット賞 Ｌ（FR）2着

ディープブリランテ（2009 牡 鹿 ディープインパクト）3勝, 日本ダービー ［G1］（東京芝2400）, 皐月賞 ［G1］（中
山芝2000）3着, 東スポ杯２歳Ｓ ［G3］（東京芝1800）, スプリングＳ ［G2］（中山芝1800）2着, 共同通信杯
 ［G3］（東京芝1800）2着,［GB］出走,種牡馬

Barnabas（ITY）（1995 牝 鹿 Slip Anchor（GB））
Choose Me Please（IRE）（2005 牝 栗 Choisir（AUS））

フォンタネリーチェ（IRE）（2012 牝 鹿 Vale of York（IRE））［ITY･FR］5勝,プリミパッシ賞 Ｇ３（ITY）,ドルメーロ
賞 Ｇ３（ITY）,ヴィットリオクレスピ賞 Ｌ（ITY）,アレッサンドロペローネ賞 Ｌ（ITY）

ザッツザプレンティ（2000 牡 鹿 ダンスインザダーク）3勝, 菊花賞 Ｇ１（京都芝3000）, ジャパンＣ Ｇ１（東京芝2400）2着, 
日本ダービー Ｇ１（東京芝2400）3着, Ｒたんぱ杯２歳Ｓ Ｇ３（阪神芝2000）, 阪神大賞典 Ｇ２（阪神芝3000）2着, 金鯱賞
 Ｇ２（中京芝2000）3着etc,種牡馬

４代母：
バブルカンパニー（FR）（1977  栗 Lyphard（USA））［USA･FR］1勝

　［子］　Intimiste（USA）（1987 牡 栗 Arctic Tern（USA））［USA･FR］5勝,クリテリヨムドサンクルー Ｇ１（FR）,ノアイユ賞 Ｇ２
（FR）,アイソノミー賞 Ｌ（FR）2着

　　　　バブルガムフェロー（1993 牡 鹿 サンデーサイレンス（USA））7勝, 天皇賞（秋） Ｇ１（東京芝2000）, 朝日杯３歳Ｓ Ｇ１（中
山芝1600）, 毎日王冠 Ｇ２（東京芝1800）, 鳴尾記念 Ｇ２（阪神芝2000）, スプリングＳ Ｇ２（中山芝1800）, 天皇賞
（秋） Ｇ１（東京芝2000）2着etc,（1995）最優秀２歳牡馬,種牡馬



  216 レッドランタンの１８   牝 黒鹿 2018年 2月18日生

クリエイター２(USA)
芦  2013

レッドランタン
青鹿 2012

Tapit(USA)

Morena(PER)

オレハマッテルゼ

メモリーズオブロニー(USA)

Pulpit(USA) 　２－ｆ

Tap Your Heels(USA) 　３－ｏ

Privately Held(USA) 　８－ｆ

Charytin(PER) 　２－ｏ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

カーリーエンジェル 　８－ｆ

Storm Cat(USA) 　８－ｃ

Pass Away(USA) １２－ｃ

５代までにクロスなし

母：
レッドランタン（2012  青鹿 オレハマッテルゼ）1勝

２代母：
メモリーズオブロニー（USA）（1992  青鹿 Storm Cat（USA））［USA］3勝

ロニーサンライズ（1999 牝 栃栗 ブラックタイアフェアー（IRE））1勝
サダムテンジン（2006 牝 栗 サウスヴィグラス（USA））3勝

トレヴィサンライズ（2000 牝 鹿 サンダーガルチ（USA））1勝,［高知･佐賀］出走
ゴールドマッシモ（2007 牝 鹿 ネオユニヴァース）2勝

エルゼロ（2013 牡 鹿 ワークフォース（GB））2勝,障害2勝,現役
トーホウファイター（2001 牡 青鹿 エルコンドルパサー（USA））5勝, 芦屋川特別 １０００万下（阪神芝1400）, 日南特別 １０

００万下（小倉芝1800）, マラヤンＲＡＴ １０００万下（中京芝1200）, 白藤賞 ５００万下（中京芝1800）
ツルマルオトメ（2002 牝 青鹿 タイキシャトル（USA））4勝, ダリア賞 ＯＰ（新潟芝1400）2着, 桶狭間特別 １０００万下（中京芝

1200）, 西日本スポ杯 １０００万下（小倉芝1200）, つわぶき賞 ５００万下（中京芝1200）
シンジュボシ（2010 牝 栗 ダイワメジャー）4勝, 祇園特別 １０００万下（京都芝1200）, 伊万里特別 ５００万下（小倉芝1

200）
サムシングジャスト（2016 牝 黒鹿 ヴィクトワールピサ）3勝,現役, 宝ケ池特別 １０００万下（京都芝1600）

ツルマルジャパン（2006 セン 青 マンハッタンカフェ）2勝, 小倉２歳Ｓ ［Jpn3］（小倉芝1200）3着, マリーゴールド賞 ＯＰ（
新潟芝1400）

３代母：
Pass Away（USA）（1971  鹿 Swing Pass（USA））［USA］9勝

Princess Greta（USA）（1981 牝 鹿 Buckaroo（USA））［USA］1勝
Ranches（PR）（1998 牝 鹿 Noblesse Oil）［PR］5勝,クリアドレスポトランカス賞（PR）3着

Passing Ships（USA）（1984 セン 鹿 Fifth Marine（USA））［USA］16勝,ギャラントフォックスＨ Ｇ２（USA）,ディスプレ
イＨ Ｇ３（USA）

Passing Relic（USA）（1989 牝 栗 Fifth Marine（USA））［USA］2勝
Strictly Ballroom（USA）（1995 牝 鹿 Fred Astaire（USA））［USA］1勝

Nesandfer（USA）（2006 牡 黒鹿 Petionville（USA））1勝,パナマ馬主協会賞2着,パナマ調教師組合賞3着
Rocket City（USA）（1991 セン 鹿 Fred Astaire（USA））［USA］5勝,オーシャンポートＨ Ｇ３（USA）3着

４代母：
Reelaway（USA）（1955  黒鹿 War Relic（USA））［USA］5勝

５代母：
Blue Whirl（USA）（1948  鹿 Whirlaway（USA））［USA］7勝

６代母：
Bleebok（USA）（1941  黒鹿 Blue Larkspur（USA））［USA］1勝

　［孫］　Apatontheback（USA）（1958 牝 鹿 Olympia（USA））［USA］9勝,ソロリティＳ（USA）,ファッションＳ（USA）,コロニア
ルＨ（USA）2着,ベッツィーロスＳ（USA）2着,プライオレスＳ（USA）2着,カムリーＳ（USA）2着etc

　　　　Bramalea（USA）（1959 牝 黒鹿 Nashua（USA））［USA］8勝,ＣＣＡオークス（USA）,ガゼルＨ（USA）,ジャスミンＳ（USA
）,デラウェアオークス（USA）2着,デラウェアＨ（USA）3着,スカイラヴィルＳ（USA）3着etc

　　　　Advocator（USA）（1963 牡 鹿 Round Table（USA））［USA］10勝,セミノールＨ（USA）,カウディンＳ（USA）,ケンタッキ
ーダービー（USA）2着,ベルモントＳ（USA）3着,サンライズＨ（USA）,トボガンＨ（USA）etc,種牡馬

　［曾孫］Delta Judge（USA）（1960 牡 黒鹿 Traffic Judge（USA））［USA］8勝,サプリングＳ（USA）,フォールハイウエイトＨ（US
A）,ピムリコフュチュリティ（USA）2着,ホイットニーＳ（USA）3着,トレモントＳ（USA）3着,種牡馬

　　　　Roberto（USA）（1969 牡 鹿 Hail to Reason（USA））［IRE･GB･FR］7勝,コロネイションＣ Ｇ１（GB）,ニジンスキーＳ Ｇ２
（IRE）2着,英ダービー（GB）,ベンソン＆ヘッジズゴールドＣ（GB）,愛ナショナルＳ（IRE）,英２０００ギニー（GB）2
着etc,種牡馬



  217 レディバゴの１８   牝 鹿 2018年 3月 2日生

ケープブランコ(IRE)
栗  2007

レディバゴ
鹿  2013

Galileo(IRE)

Laurel Delight(GB)

バゴ(FR)

ビリーヴザミラクル

Sadler's Wells(USA) 　５－ｈ

Urban Sea(USA) 　９－ｈ

Presidium(GB) 　２－ｏ

Foudroyer(GB) 　１－ｓ

Nashwan(USA) 　２－ｆ

Moonlight's Box(USA) 　２－ｄ

フジキセキ ２２－ｄ

アズウィロー(CAN) １１－ｄ

Northern Dancer(CAN) : S4xM5xM5   Height of Fashion(FR) : M4xM5   Special(USA) : S5xM5   Mr. Prospector(USA) : S5xM5

母：
レディバゴ（2013  鹿 バゴ（FR））入着

２代母：
ビリーヴザミラクル（2002  栗 フジキセキ）2勝

カレンミラコーリ（2010 牡 栗 マヤノトップガン）出走,［高知･東海］2勝
エンジェルフォース（2011 牝 鹿 ジャングルポケット）出走,［南関東］1勝
エドノジョウオー（2015 牝 青鹿 ヴァーミリアン）［南関東］1勝,現役
マイネルアルケミー（2016 牡 栗 ダンカーク（USA））2勝,現役, クリスマスローズＳ ＯＰ（中山芝1200）3着, 福島２歳Ｓ ＯＰ（

福島芝1200）3着

３代母：
アズウィロー（CAN）（1991  鹿 Alwasmi（USA））［USA］4勝

Wagering Willow（USA）（1998 牝 黒鹿 Valid Wager（USA））［USA］2勝
It's the Ritz（USA）（2003 セン 黒鹿 Rizzi（CAN））［USA］4勝

As Expected（USA）（1999 セン 黒鹿 Valid Expectations（USA））［USA･CAN］9勝,コノートＣ Ｇ３（USA）2着
ウインストーリア（2000 牡 鹿 エンドスウィープ（USA））入着,［南関東］2勝
カレンママ（2001 牝 栗 エンドスウィープ（USA））3勝,［東海］入着

カレンジェニオ（2008 牡 栗 スペシャルウィーク）4勝,［高知･南関東］6勝
カレンシュガーレイ（2009 牡 鹿 ハーツクライ）1勝,［兵庫･高知･佐賀］6勝
カレンタントミール（2010 牝 鹿 シェルゲーム（GB））出走

カレンアネーロ（2015 牡 鹿 ブラックタイド）出走,［高知･佐賀］2勝
カレングロリアーレ（2016 牡 鹿 トーセンホマレボシ）3勝,現役, 相模湖特別 １０００万下（東京芝1400）

カレンステイシー（2011 牝 栗 アドマイヤジャパン）3勝
カレンローザネーラ（2012 牝 鹿 サムライハート）1勝,［高知･東海］4勝
カレンコマンドール（2013 セン 鹿 ベーカバド（FR））2勝,［高知］入着
カレンガリアード（2015 牡 黒鹿 トーセンホマレボシ）3勝,現役, 香嵐渓特別 １０００万下（中京ダ1400）

４代母：
Willow Flight（CAN）（1979  栗 Lend Lease（USA））［USA］8勝,タトリングＨ Ｌ（USA）2着,オンタリオメイトロンＨ Ｌ（USA）2

着,ホイムジカルＳ Ｌ（USA）2着,ベルマホーンＳ ＬＲ（USA）2着,フュアリーＳ ＬＲ（USA）2着,メイプルリーフＳ ＬＲ（USA
）2着etc

　［子］　Victor Cooley（CAN）（1993 セン 黒鹿 Cool Victor（CAN））［USA］13勝,ヴォスバーグＳ Ｇ１（USA）,コモンウェルスＢ
ＣＳ Ｇ２（USA）,ウッドバインミリオンＳ Ｇ１（USA）2着,フォアゴーＨ Ｇ２（USA）2着,スティーヴンフォスター
Ｈ Ｇ２（USA）2着,エクリプスＨ Ｇ３（USA）2着etc



  218 アイハヴアジョイの１８   牝 鹿 2018年 2月15日生

バゴ(FR)
黒鹿 2001

アイハヴアジョイ
栗  2014

Nashwan(USA)

Moonlight's Box(USA)

アイルハヴアナザー(USA)

ジョイオブフライト(USA)

Blushing Groom(FR) ２２－ｄ

Height of Fashion(FR) 　２－ｆ

Nureyev(USA) 　５－ｈ

Coup de Genie(USA) 　２－ｄ

Flower Alley(USA) １７－ｂ

Arch's Gal Edith(USA) ２３－ｂ

Silver Hawk(USA) ２１－ａ

Skillful Joy(USA) １１－ｇ

５代までにクロスなし

母：
アイハヴアジョイ（2014  栗 アイルハヴアナザー（USA））

２代母：
ジョイオブフライト（USA）（1996  鹿 Silver Hawk（USA））

テイエムキングダム（2007 牡 青鹿 キングヘイロー）1勝,［東海］1勝
ストークアンドレイ（2010 牝 芦 クロフネ（USA））2勝, 函館２歳Ｓ ［G3］（函館芝1200）
ハクユウフライヤー（2016 牡 芦 クロフネ（USA））1勝,［南関東］入着,現役

３代母：
Skillful Joy（USA）（1979  栗 Nodouble（USA））［USA］8勝,デルマーデビュタントＳ Ｇ２（USA）,リンダヴィスタＨ Ｇ３（USA

）,サンタスサーナＳ Ｇ１（USA）2着,ファンタジーＳ Ｇ１（USA）2着,サンタイネスＳ Ｇ２（USA）2着,ハニムーンＨ Ｇ２（US
A）3着etc

ダンスチャーマー（USA）（1990 牝 黒鹿 Nureyev（USA））
カサノバダンディ（1997 牡 栗 トニービン（IRE））2勝, べにばな賞 ５００万下（東京芝2000）
ジャングルポケット（1998 牡 鹿 トニービン（IRE））5勝, 日本ダービー Ｇ１（東京芝2400）, ジャパンＣ Ｇ１（東京芝240

0）, 天皇賞（春） Ｇ１（京都芝3200）2着, 皐月賞 Ｇ１（中山芝2000）3着, 共同通信杯 Ｇ３（東京芝1800）, 札幌３歳
Ｓ Ｇ３（札幌芝1800）etc,（2001）年度代表馬,（2001）最優秀３歳牡馬,種牡馬

タガノヴィヴィアン（2000 牝 栗 ティンバーカントリー（USA））
ダノンヴィッター（2004 牡 黒鹿 スペシャルウィーク）2勝, 山吹賞 ５００万下（中山芝2200）

キタサンバースデー（2004 牝 黒鹿 マリエンバード（IRE））出走
シンネン（2010 牡 栗 ステイゴールド）2勝, あすなろ賞 ５００万下（小倉芝2000）

ダンジグジョイ（USA）（1992 牝 鹿 Danzig（USA））
ホシノピアス（2001 牝 鹿 ジェイドロバリー（USA））1勝, フェアリーＳ Ｇ３（中山芝1200）2着

リベラノ（USA）（1999 牝 栗 Rubiano（USA））［USA］2勝
ミコノス（2005 牝 芦 With Approval（CAN））3勝

オルノス（2013 牝 芦 ゴールドアリュール）3勝
アノ（2016 牡 栗 フレンチデピュティ（USA））3勝,現役

コウエイテンプウ（2006 牝 鹿 デヒア（USA））2勝
バイラ（2015 牡 鹿 ヘニーヒューズ（USA））3勝,現役, 端午Ｓ ＯＰ（京都ダ1400）, 天王山Ｓ ＯＰ（京都ダ1200）3着, 

ポラリスＳ ＯＰ（阪神ダ1400）3着,［南関東］出走
タガノジョーカー（2007 牝 栗 バゴ（FR））3勝, 中京スポ杯 １０００万下（小倉ダ1700）
タガノリベラノ（2008 牝 黒鹿 マンハッタンカフェ）4勝
アルムダプタ（2010 牡 栗 スペシャルウィーク）1勝,［北海道･南関東］1勝,北海道２歳優駿（中央交流） ［Jpn3］（門別ダ

1800）

４代母：
Skillful Miss（USA）（1974  鹿 Daryl's Joy（NZ））［USA］2勝

５代母：
Poliniss（USA）（1961  鹿 Greek Game（USA））［USA］4勝

　［子］　Wedge Shot（USA）（1971 牡 黒鹿 Crozier（USA））［USA］3勝,米フュチュリティＳ Ｇ１（USA）,サプリングＳ Ｇ１（US
A）2着,カウディンＳ Ｇ２（USA）3着,ボールドウィンＳ Ｇ３（USA）2着

　　　　Eximious（USA）（1975 牝 鹿 Crozier（USA））［USA］7勝,レイルバードＳ Ｇ３（USA）
　［孫］　Precisionist（USA）（1981 牡 栗 Crozier（USA））［USA］20勝,ＢＣスプリント Ｇ１（USA）,チャールズＨストラブＳ Ｇ

１（USA）,カリフォルニアンＳ Ｇ１（USA）,ウッドワードＳ Ｇ１（USA）,サンフェルナンドＳ Ｇ１（USA）,スワップ
スＳ Ｇ１（USA）etc



  219 ドリームサンサンの１８   牝 青鹿 2018年 4月11日生

サウスヴィグラス(USA)
栗  1996

ドリームサンサン
黒鹿 2010

エンドスウィープ(USA)

ダーケストスター(USA)

サクラバクシンオー

ドリームゴールド

フォーティナイナー(USA) 　１－ｎ

Broom Dance(USA) 　４－ｒ

Star de Naskra(USA) １０－ｂ

Minnie Riperton(USA) 　５－ｇ

サクラユタカオー １１－ｃ

サクラハゴロモ 　４－ｍ

ステイゴールド 　１－ｔ

コクサイプレジール ２１－ａ

Northern Dancer(CAN) : S5xM5

母：
ドリームサンサン（2010  黒鹿 サクラバクシンオー）入着,［南関東］出走

リッカサンサン（2015 牝 栗 サウスヴィグラス（USA））［岩手･兵庫･南関東］5勝,現役
トキオティーダ（2016 牡 鹿 スマートファルコン）現役

２代母：
ドリームゴールド（2005  青鹿 ステイゴールド）出走,［南関東］2勝

ドリームブレイク（2011 牡 黒鹿 タニノギムレット）［南関東］3勝
ドリームパッカード（2013 牝 青鹿 パイロ（USA））［南関東］5勝,現役
ドリームガーサント（2015 牡 鹿 トビーズコーナー（USA））［南関東］1勝,現役
レイワデジタル（2017 牡 黒鹿 アグネスデジタル（USA））［南関東］2勝,現役

３代母：
コクサイプレジール（1990  鹿 ランズダーン（USA））

コクサイスピード（1994 牡 鹿 カコイーシーズ（USA））［高知･北関東･南関東］17勝
シーズブリッジ（1996 牡 鹿 カコイーシーズ（USA））［北関東･南関東］1勝
ミラクルブリッジ（1999 牡 鹿 カコイーシーズ（USA））［南関東］2勝
ドリームモンスター（2002 牡 鹿 ジェイドロバリー（USA））［南関東］4勝
ドリームプリンセス（2003 牝 黒鹿 フジキセキ）［南関東］4勝

ドリームダッシュ（2009 牡 黒鹿 オペラハウス（GB））［南関東］4勝

４代母：
ブルースパロー（1975  鹿 エルセンタウロ（ARG））［南関東］7勝

５代母：
ゴールデンスネツプ（1969  鹿 ガーサント（FR））［南関東］9勝,開設記念（川崎ダ2150）,クイーン賞（船橋ダ1800）,キヨフジ記念（川

崎ダ2000）,ゴールドＣ（浦和ダ2000）2着,報知オールスターＣ（川崎ダ2000）3着

６代母：
ゴールデンフイズ（GB）（1957  栗 Golden Cloud（GB））［GB］1勝

　［子］　ミストウキヨウ（1963 牝 栗 ガーサント（FR））1勝, クイーンＣ（中山芝1800）2着
　　　　コウユウ（1965 牝 栗 ガーサント（FR））7勝, 桜花賞（阪神芝1600）, デイリー杯３歳Ｓ（阪神芝1400）, 函館記念（函館芝2000

）3着, きさらぎ賞（中京芝1700）3着, タイムス杯 ７００万下（札幌芝1800）, うずしお特別 ７００万下（阪神芝200
0）etc

　　　　シヤダイセンター（1967 牝 鹿 ラヴアンダン（FR））7勝, 中日新聞杯（中京芝1800）, エルムＳ（札幌芝1200）, ４歳牝馬Ｓ（東
京芝1800）, ３歳牝馬Ｓ（中山芝1600）

　［孫］　オカザキジヨウ（1969 牡 鹿 ヴイミー（FR））6勝, 福島記念（福島芝2000）, 新潟記念（新潟芝2000）3着etc,［北海道･岩手］3
勝,瑞穂賞（岩見沢ダ1900）,ＪＲＡ理事長賞（・函館ダ1700）2着,金杯（・札幌ダ1800）2着,農林水産大臣賞典（岩見
沢ダ1900）3着

　　　　ミズホショウリュウ（1977 牡 栗 ボンモー（FR））2勝, デイリー杯３歳Ｓ（中京芝1400）2着, 阪神３歳Ｓ（阪神芝1600）5着, 
黄菊賞 ４００万下（中京芝1200）

　［曾孫］ミルコウジ（1982 牡 鹿 ミルジヨージ（USA））［南関東］4勝,東京ダービー（大井ダ2400）,黒潮盃（大井ダ1800）2着,種牡馬
　　　　エイシンヒエン（1985 牡 黒鹿 ミルジヨージ（USA））3勝, デイリー杯３歳Ｓ Ｇ２（京都芝1400）3着, 白鷺特別 ９００万下（阪

神芝2500）, 美濃特別 ４００万下（中京芝1800）,種牡馬
　　　　ピュアガール（2000 牝 黒鹿 ゴールデンフェザント（USA））［北関東］6勝,白百合特別（宇都宮ダ1900）



  220 レッドメイヴの１８   牝 鹿 2018年 3月22日生

マクフィ(GB)
鹿  2007

レッドメイヴ
鹿  2011

Dubawi(IRE)

Dhelaal(GB)

ディープインパクト

シンディ(USA)

Dubai Millennium(GB) 　４－ｍ

Zomaradah(GB) 　９－ｅ

Green Desert(USA) 　　Ａ４

Irish Valley(USA) １６－ｃ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ウインドインハーヘア(IRE) 　２－ｆ

A.P. Indy(USA) 　３－ｌ

Dance Design(IRE) ２３－ａ

Northern Dancer(CAN) : S5xM5

母：
レッドメイヴ（2011  鹿 ディープインパクト）1勝

メイクアノイズ（2016 牝 鹿 シンボリクリスエス（USA））出走,［兵庫･南関東］3勝,現役
ランテーナモア（2017 牝 鹿 ヘニーヒューズ（USA））現役

２代母：
シンディ（USA）（2000  鹿 A.P. Indy（USA））［GB･FR］1勝

シンデレラロマンス（2005 牝 鹿 Elusive Quality（USA））2勝,［兵庫］1勝
レッドカーラ（2012 牝 黒鹿 マンハッタンカフェ）2勝, タイランドＣ ５００万下（中京芝1400）

ツクバコガネオー（2008 セン 栗 キングカメハメハ）5勝, マリーンＳ ［ＬＲ］（函館ダ1700）3着2回, ラジオ日本賞 ＯＰ（中山
ダ1800）2着, ラジオ日本賞 ＯＰ（中山ダ1800）3着, 師走Ｓ １６００万下（中山ダ1800）, 釧路湿原特別 １０００万下（札
幌ダ1700）etc,［岩手］1勝,すずらん賞（盛岡ダ1600）2着

モンシュシュ（2010 牝 鹿 スペシャルウィーク）2勝, 滝桜賞 ５００万下（福島ダ1700）,［南関東］入着,関東オークス（中央交流
） ［Jpn2］（川崎ダ2100）3着

３代母：
Dance Design（IRE）（1993  鹿 Sadler's Wells（USA））［IRE･USA･GB･GER･FR］7勝,愛オークス Ｇ１（IRE）,タタソールズゴー

ルドＣ Ｇ２（IRE）,愛プリティポリーＳ Ｇ２（IRE）2回,愛１０００ギニー Ｇ１（IRE）2着,バイエリシェスツフトレネン Ｇ１（G
ER）2着,愛チャンピオンＳ Ｇ１（IRE）2着etc

Dance to the Band（USA）（2003 牝 鹿 Kingmambo（USA））［IRE］出走
Mara Despina（IRE）（2010 牝 鹿 Oratorio（IRE））［TUR］5勝,アヤソフィアＳ（TUR）3着

Salsa Steps（USA）（2004 牝 栗 Giant's Causeway（USA））［GB］2勝
Spicy Dal（GB）（2010 牝 栗 Dalakhani（IRE））［GB］1勝,バリーマコールスタッドＳ Ｌ（GB）2着

４代母：
Elegance In Design（IRE）（1986  栗 Habitat（USA））［IRE･USA］2勝,パールスプリントＳ Ｌ（IRE）,ワッスルＳ Ｌ（IRE）2着,

ウォーターフォードテスティモニアルＳ Ｌ（IRE）2着,ハードウィックＣ Ｌ（IRE）3着
　［子］　Hibernian Rhapsody（IRE）（1995 牡 黒鹿 Darshaan（GB））［IRE･USA］4勝,トロピカルターフＨ Ｇ３（USA）,アップル

トンＨ Ｇ２（USA）2着,ブーゲンヴィリアＨ Ｇ３（USA）2着,ニューハンプシャーＳ Ｇ３（USA）3着
　［孫］　Unwritten Rule（IRE）（2005 セン 芦 Dalakhani（IRE））［IRE･HKG］2勝,バリーサックスＳ Ｇ３（IRE）3着
　　　　Go For Goal（IRE）（2011 セン 芦 Verglas（IRE））［IRE･HKG］2勝,現役,レパーズタウン２０００ギニーＴＲ Ｌ（IRE）
　［曾孫］Anita Partner（IRE）（2012 牝 鹿 マジェスティックウォリアー（USA））［USA･CAN］4勝,現役,モンロヴィアＳ Ｇ２（USA

）3着

５代母：
Areola（GB）（1968  栗 Kythnos（GB））［IRE･GB］3勝,フィーニクスＳ（IRE）,クイーンメアリーＳ（GB）2着

　［子］　Chalon（IRE）（1979 牝 栗 Habitat（USA））［GB］7勝,コロネイションＳ Ｇ２（GB）,チャイルドＳ Ｇ３（GB）,ネルグウィン
Ｓ Ｇ３（GB）

　　　　Executive Perk（IRE）（1985 牡 鹿 Lord Gayle（USA））［IRE･FR］5勝,コンコルドＳ Ｇ３（IRE）,バリーマコイＳ Ｇ３（IR
E）,ロジャーズゴールドＣ Ｇ２（IRE）2着,フィーニクスインターナショナルＳ Ｇ２（IRE）3着,ムアズブリッジＳ Ｌ
（IRE）,ミンストレルＳ Ｌ（IRE）

　［孫］　クリエイター（GB）（1986 牡 栗 Mill Reef（USA））［USA･GB･FR］7勝,イスパーン賞 Ｇ１（FR）,ガネー賞 Ｇ１（FR）,アルク
ール賞 Ｇ２（FR）,ドラール賞 Ｇ２（FR）,ギヨームドルナーノ賞 Ｇ２（FR）,バドワイザー国際 Ｇ１（USA）3着etc,種
牡馬

　［曾孫］モエレジーニアス（2003 牡 鹿 フサイチコンコルド）2勝, 函館２歳Ｓ Ｇ３（函館芝1200）, 札幌２歳Ｓ Ｇ３（札幌芝1800）3
着, ラベンダー賞 ＯＰ（函館芝1200）,［北海道］1勝,北海道２歳優駿（中央交流） Ｇ３（門別ダ1800）2着,栄冠賞（旭
川ダ1000）2着,（2005）ＮＡＲ最優秀ターフ馬

　　　　Buccellati（GB）（2004 牡 栗 ソヴィエトスター（USA））［GB･AUS･CAN･FR･TUR･HKG］8勝,オーモンドＳ Ｇ３（GB）,セ
ントサイモンＳ Ｇ３（GB）,カナダ国際Ｓ Ｇ１（USA）3着,ゴードンリチャーズＳ Ｇ３（GB）3着,ゴドルフィンＳ Ｌ
（GB）



  221 レディアモーレの１８   牝 栗 2018年 3月26日生

ヴィクトワールピサ
黒鹿 2007

レディアモーレ
栗  2003

ネオユニヴァース

ホワイトウォーターアフェア(GB)

フレンチデピュティ(USA)

エンドイットダーリン(USA)

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ポインテッドパス(GB) 　１－ｌ

Machiavellian(USA) 　２－ｄ

Much Too Risky(GB) 　８－ｄ

Deputy Minister(CAN) １０－ａ

Mitterand(USA) 　４－ｍ

Alydar(USA) 　９－ｃ

Endicotta(USA) 　２－ｈ

Halo(USA) : S4xS5   Raise a Native(USA) : M4xS5   Hail to Reason(USA) : S5xM5

母：
レディアモーレ（2003  栗 フレンチデピュティ（USA））

ドキドキ（2008 牡 鹿 ホワイトマズル（GB））出走,［北海道･岩手］1勝
パチャママ（2009 牝 鹿 ファスリエフ（USA））1勝
セイミニスター（2010 牡 鹿 ネオユニヴァース）出走,［石川］9勝
ビレッジエンパイア（2013 牡 鹿 エンパイアメーカー（USA））1勝,［佐賀］2勝,現役
キュイラッサ（2014 牝 栗 ヴィクトワールピサ）入着,［北海道･南関東･東海］入着,現役
アスタービオラ（2017 牡 鹿 ヴィクトワールピサ）出走,現役

２代母：
エンドイットダーリン（USA）（1987  鹿 Alydar（USA））［USA］1勝

ブライトサンディー（1992 牝 栗 サンデーサイレンス（USA））6勝, 函館記念 Ｇ３（函館芝2000）, サファイヤＳ Ｇ３（京都芝2
000）, エリザベス女王杯 Ｇ１（京都芝2400）2着, 道新杯 ＯＰ（札幌芝1800）, 紅梅賞 ＯＰ（京都芝1200）3着, シクラメ
ンＳ ＯＰ（阪神芝1400）3着etc

モエレメルシー（2005 牝 栗 マジックマイルズ（USA））［北海道･兵庫･広島］3勝
ウインテンダネス（2013 牡 栗 カンパニー）6勝,現役, 目黒記念 ［G2］（東京芝2500）, 緑風Ｓ １６００万下（東京芝

2400）, 小牧特別 １０００万下（中京芝2000）, 浦佐特別 ５００万下（新潟芝2000）, 三春駒特別 ５００万下
（福島芝2000）

タカラサンデー（2006 牡 栗 ナリタトップロード）4勝, 初咲賞 １０００万下（中山芝2200）,［南関東］出走
フィールドサンデー（1998 牝 黒鹿 サンデーサイレンス（USA））3勝, シンザン記念 Ｇ３（京都芝1600）3着, 白梅賞 ５００万下

（京都芝1600）

３代母：
Endicotta（USA）（1976  鹿 Roberto（USA））［USA］8勝,ブラックヘレンＨ Ｇ２（USA）2着

Huntress（USA）（1985 牝 鹿 Naskra（USA））［USA］1勝
Hunt for Missouri（USA）（1992 セン 鹿 Little Missouri（USA））［USA］3勝,ハリウッドプレヴューＳ Ｇ３（USA）3着

Feather Ridge（USA）（1986 牡 鹿 Cox's Ridge（USA））［USA］4勝,ジムビームＳ Ｇ２（USA）2着,ゴールデングラスＳ Ｌ
（USA）

Our Friend Terry（USA）（1992 牝 黒鹿 Cox's Ridge（USA））
White Cat（USA）（2000 牡 栗 Mountain Cat（USA））［USA］3勝,トランシルヴァニアＳ Ｇ３（USA）,パームビーチＳ 

Ｇ３（USA）2着,デイヴフェルドマンＳ Ｌ（USA）2着
That Voodoo Youdo（USA）（2007 牝 黒鹿 Speightstown（USA））［CAN］3勝

Gris Gris（USA）（2014 牝 黒鹿 Spring At Last（USA））［USA］3勝,現役,シルヴァーブレットデイＳ Ｌ（USA）3着
Opry（USA）（2016 牡 黒鹿 デクラレーションオブウォー（USA））［USA］1勝,現役,ウィズアンティシペイションＳ

 Ｇ３（USA）

４代母：
Miss Devereux（USA）（1967  栗 Spy Song（USA））［USA］2勝

　［孫］　Hyperactive（USA）（1987 牝 鹿 Hyperborean（USA））［USA］15勝,ジピードゥーＨ Ｌ（USA）2回,ミスデイドＨ Ｌ（US
A）,ラディベルＨ Ｌ（USA）,バーンズリターンＨ Ｌ（USA）,イーグレットＨ Ｌ（USA）,ダリアＨ Ｌ（USA）2着etc

　　　　Starion（USA）（1989 セン 鹿 Baldski（USA））［USA］6勝,ペンブロークパインズＨ Ｌ（USA）
　［曾孫］Political Whit（USA）（1993 牡 黒鹿 Lines of Power（USA））［USA］12勝,メリーランドＢＣＨ Ｇ３（USA）2着,フィンガ

ーレイクスＳ Ｇ３（USA）2着,サムヒューストンスプリントＨ Ｌ（USA）2回,バービゾンストリークＳ Ｌ（USA）2着
,ＴＴＢＡダービー Ｌ（USA）2着,バチェラーＳ Ｌ（USA）2着etc

　　　　Panis（USA）（1998 牡 鹿 Miswaki（USA））［FR］3勝,メシドール賞 Ｇ３（FR）,コンデ賞 Ｇ３（FR）,ギシュ賞 Ｇ３（FR）3着
,シェーヌ賞 Ｇ３（FR）3着,種牡馬

　　　　Tv Sports Director（USA）（1998 セン 黒鹿 Line In The Sand（USA））［USA］8勝,ＦＴローダデイルＨ Ｇ３（USA）3
着,ニードルズＳ Ｌ（USA）,ザヴィッドＳ Ｌ（USA）2着,シンプリーマジェスティクＳ Ｌ（USA）2着
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クリエイター２(USA)
芦  2013

エヴァ
黒鹿 2006

Tapit(USA)

Morena(PER)

キングカメハメハ

ラブフォーエバー

Pulpit(USA) 　２－ｆ

Tap Your Heels(USA) 　３－ｏ

Privately Held(USA) 　８－ｆ

Charytin(PER) 　２－ｏ

Kingmambo(USA) 　　２０

マンファス(IRE) ２２－ｄ

サンデーサイレンス(USA) 　３－ｅ

ノンストップレディ 　１－ｒ

Mr. Prospector(USA) : M4xS5

母：
エヴァ（2006  黒鹿 キングカメハメハ）2勝

コトブキホーク（2014 牡 黒鹿 アイルハヴアナザー（USA））2勝
キミニトドケ（2015 牝 鹿 アグネスデジタル（USA））出走,［岩手］1勝
タイムオブブリス（2016 牝 鹿 タイムパラドックス）［南関東］1勝,現役
コトブキテティス（2017 牝 黒鹿 ハービンジャー（GB））入着,現役

２代母：
ラブフォーエバー（1997  鹿 サンデーサイレンス（USA））3勝, 堀川特別 ５００万下（京都芝1600）

ロールオブザダイス（2005 牡 栗 トワイニング（USA））6勝, 平安Ｓ ［G3］（京都ダ1800）etc,［北海道･岩手･石川･佐賀･南関東
･東海］入着,東京大賞典（中央交流） ［Jpn1］（大井ダ2000）3着,ダイオライト記念（中央交流） ［Jpn2］（船橋ダ2400）
3着,佐賀記念（中央交流） ［Jpn3］（佐賀ダ2000）2着,マーキュリーＣ（中央交流） ［Jpn3］（盛岡ダ2000）3着,佐賀記念
（中央交流） ［Jpn3］（佐賀ダ2000）3着

３代母：
ノンストップレディ（1990  鹿 ノーザンテースト（CAN））2勝

フレンチマリー（2006 牝 栗 フレンチデピュティ（USA））出走,［北海道･岩手･南関東］4勝,オパールＣ（盛岡芝1700）2着

４代母：
マガロ（USA）（1980  黒鹿 Caro（IRE））［USA］4勝

　［子］　Coolawin（USA）（1986 牝 黒鹿 Nodouble（USA））［USA］9勝,オーキッドＨ Ｇ２（USA）,Ｑエリザベス二世チャレンジＣ
 Ｇ２（USA）,ビウィッチＳ Ｇ３（USA）,ポインセティアＳ Ｇ３（USA）,オーキッドＨ Ｇ２（USA）2着,ラプレヴォワ
イヤントＨ Ｇ２（USA）3着etc

　　　　タヤスツヨシ（1992 牡 黒鹿 サンデーサイレンス（USA））4勝, 日本ダービー Ｇ１（東京芝2400）, 皐月賞 Ｇ１（中山芝2000）
2着, Ｒたんぱ杯３歳Ｓ Ｇ３（阪神芝2000）, 共同通信杯４歳Ｓ Ｇ３（東京芝1800）2着, もみじＳ ＯＰ（阪神芝1600
）2着, エリカ賞 ５００万下（阪神芝2000）,種牡馬

　［孫］　Silver Rhapsody（USA）（1995 牝 黒鹿 Silver Hawk（USA））［GB･GER･FR］2勝,プリンセスロイヤルＳ Ｇ３（GB）,ヨー
クシャーオークス Ｇ１（GB）3着,英ジョッキークラブＳ Ｇ２（GB）2着,プリンセスオヴウェイルズＳ Ｇ２（GB）3着
,ランカシャーオークス Ｇ３（GB）3着

　　　　レディソーサリス（1997 牝 鹿 サンデーサイレンス（USA））6勝, 秋野Ｓ ＯＰ（新潟芝2000）, 札幌日経ＯＰ ＯＰ（札幌芝260
0）3着, 北海道新聞杯 １６００万下（札幌芝1800）, かもめ島特別 １０００万下（函館芝1800）, 美浦特別 ９００万
下（中山芝2500）

　　　　アルダントヌイ（2005 牝 栗 フレンチデピュティ（USA））3勝, スイートピーＳ ［Ｌ］（東京芝1800）3着
　　　　Cuban Sunday（AUS）（2007 セン 鹿 Benicio（AUS））［AUS］5勝,ＭＲＣヘザリーＨ Ｌ（AUS）,ガリリーシリーズファイ

ナル Ｌ（AUS）3着
　　　　ミオリチャン（2007 牝 芦 スウェプトオーヴァーボード（USA））4勝, アネモネＳ ［Ｌ］（中山芝1600）3着, 福島２歳Ｓ ＯＰ（

福島芝1200）2着, 七重浜特別 １０００万下（函館芝1200）, ＳＴＶ賞 １０００万下（札幌芝1200）, まりも特別 ５
００万下（札幌芝1200）

　　　　モエレダイヤモンド（2007 牝 鹿 ゴールドヘイロー）出走,［北海道･佐賀］2勝,飛燕賞（佐賀ダ1800）2着
　　　　モエレフルール（2009 牝 黒鹿 ゴールドヘイロー）2勝, ジュニアＣ ＯＰ（中山芝1600）3着
　　　　ヴェスヴィオ（2012 牡 栗 ロージズインメイ（USA））［岩手･南関東］2勝,現役,東京ダービー（ＤＷ）（中央騎手騎乗）（大井ダ2

000）3着,京浜盃（大井ダ1700）3着,ハイセイコー記念（大井ダ1600）3着
　［曾孫］ビッグファルコン（2001 牡 栗 フジキセキ）2勝, クリスタルＣ Ｇ３（中山芝1200）2着, ＮＨＫマイルＣ Ｇ１（東京芝1600）

5着,［岩手］3勝

５代母：
Magic（USA）（1969  黒鹿 Buckpasser（USA））

　［曾孫］Unbridled（USA）（1987 牡 鹿 Fappiano（USA））［USA］8勝,ケンタッキーダービー Ｇ１（USA）,ＢＣクラシック Ｇ１（U
SA）,フロリダダービー Ｇ１（USA）,プリークネスＳ Ｇ１（USA）2着,ＢＣクラシック Ｇ１（USA）3着,スーパーダー
ビー Ｇ１（USA）2着etc,種牡馬


