
母 アイハヴアジョイ（14栗 ＊アイルハヴアナザー）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
チョコレートミルク（19牡鹿 ＊マクフィ）�出走，�２勝
クワスタッキー（20牝栗 ＊マクフィ）�出走

２代母 ＊ジョイオブフライト（96 USA鹿 Silver Hawk）不出走
グローリーバニヤン（02牝 ＊アジュディケーティング）��１勝
ホブノブ（03牡 ＊フォーティナイナー）入着３回，�２勝
テイエムキングダム（07牡 キングヘイロー）１勝，�１勝
ストークアンドレイ（10牝 ＊クロフネ）２勝，函館２歳Ｓ‐G3，ＳＴＶ杯２着
シャインスバル（12牡 キングヘイロー）��１勝
ハクユウフライヤー（16牡 ＊クロフネ）１勝，�１勝���入着９回

３代母 スキルフルジョイ Skillful Joy（79 USA栗 Nodouble）USA８勝，デルマー
デビュタントＳ‐G2，リンダヴィスタＨ‐G3，Hollywood Starlet S，Senor
ita S，ファンタジーＳ‐G1 ２着，etc.

＊ダンスチャーマー（90牝 Nureyev）不出走
カサノバダンディ（97牡 ＊トニービン）２勝，べにばな賞，ロベリア賞２着，本

栖湖特別３着
ジャングルポケット（98牡 ＊トニービン）５勝，ジャパンＣ‐G1，日本ダービー

‐Jpn1，共同通信杯‐Jpn3，etc.，年代表，優３牡，種牡馬
＊ダンジグジョイ（92牝 Danzig）不出走

ホシノピアス（01牝 ＊ジェイドロバリー）１勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着
＊リベラノ（99牝 Rubiano）USA２勝

ミコノス（05牝 With Approval）３勝，ＴＶＱ杯３着
コウエイテンプウ（06牝 ＊デヒア）２勝
バイラ（15牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，端午Ｓ‐OP，天王山Ｓ‐OP ３着，
ポラリスＳ‐OP ３着，etc.，��２勝��

シダー（19牝 ホッコータルマエ）�３勝，対馬特別，トルマリンＳ２着，
晩秋Ｓ３着，etc.

タガノジョーカー（07牝 ＊バゴ）３勝，中京スポーツ杯
アルムダプタ（10牡 スペシャルウィーク）１勝，	１勝��，北海道２歳優駿‐Jpn3

101 アイハヴアジョイ２０２１ 牡・栗 ３／ ４

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊ Flower Alley

�
�
�
�
�

��
��

�アイルハヴアナザー Arch's Gal Edithアイハヴアジョイ
＊ Silver Hawk

��
��
�ジョイオブフライト栗 2014 Skillful Joy
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母 アムールレジェンド（09黒鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ティヴォリオベーネ（15牝鹿 ローエングリン）�１勝
リュクスレジェンド（17牝鹿 ＊クロフネ）�２勝
ヨシノレジェンド（20牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）�出走

２代母 ＊パーソナルレジェンド（00 USA栗 Awesome Again）USA６勝，ターンバッ
クジアラームＨ‐G3，Stage Door Betty H‐L，パーソナルエンサインＳ‐G1
２着，デルマーオークス‐G1 ３着，エルエンシノＳ‐G2 ２着，etc.
ミラクルレジェンド（07牝 フジキセキ）５勝，レパードＳ（重賞）‐L，関越Ｓ‐L，etc.，

��７勝�，エンプレス杯‐Jpn2，マリーンＣ‐Jpn3，クイーン賞‐Jpn3，etc.
グレートタイム（15牡 キングカメハメハ）�５勝，仁川Ｓ‐L，ブラジルＣ‐L，

ユニコーンＳ‐G3 ２着，ブラジルＣ‐L ２着，etc.，��入着，ジャパン
Ｄダービー‐Jpn1 ３着

ローマンレジェンド（08牡 スペシャルウィーク）９勝，エルムＳ‐G3（２回），みや
こＳ‐G3，チャンピオンズＣ‐G1 ３着，etc.，��１勝，東京大賞典‐G1，か
しわ記念‐Jpn1 ３着，etc.

アーバンレジェンド（10牝 アグネスタキオン）４勝，蹴上特別
タイセイアゲイン（18牡 ＊パイロ）３勝，天草特別，プラタナス賞，豊前Ｓ３着，

���出走�出走，全日本２歳優駿‐Jpn1 ４着
セラミックロード（11牡 ディープインパクト）�２勝
オーサムレジェンド（12� ゼンノロブロイ）３勝，中京スポニチ賞３着
プリマレジェンド（13牝 ヴィクトワールピサ）��２勝
アリストレジェンド（14牡 ヴィクトワールピサ）入着，��４勝��４勝
レジェンディスト（15牝 ＊エンパイアメーカー）２勝
パーソナルビリーフ（16牝 ヴィクトワールピサ）�１勝
ヒロイックテイル（17牡 スクリーンヒーロー）�５勝，ブリリアントＳ‐L，仁川Ｓ

‐L ３着，カノープスＳ‐OP ３着，晩秋Ｓ，昇仙峡特別，etc.
ワセダハーツ（18牡 ハーツクライ）�２勝

３代母 ハイランドレジェンド Highland Legend（91 USA栗 Storm Bird）GB２勝，
Lupe S‐L ２着

102 アムールレジェンド２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ２
マルジュ ＊ラストタイクーン

��
��
�

�
�
�
�
� Marju

�
�
�
�
�
�
�
�
� Flame of Taraサトノクラウン

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアアムールレジェンド
＊ Awesome Again

��
��
�パーソナルレジェンド黒鹿 2009 Highland Legend
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母 アルフィルク（09栗 アグネスタキオン）入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（８）〕
マックスハート（14牡栗 オウケンブルースリ）��６勝
ドラゴンハート（15牡栗 オウケンブルースリ）１勝，�１勝��
プレイングラン（16牡栗 オウケンブルースリ）１勝
アルシャイン（18牡黒鹿 ホッコータルマエ）���１勝
ジュンフシナ（20牡黒鹿 エピファネイア）�出走

２代母 タイキポーラ（96栃栗 トウカイテイオー）７勝，マーメイドＳ‐Jpn3，エル
フィンＳ‐OP ２着，道頓堀Ｓ，飛鳥Ｓ，不知火特別，etc.
タイキフーガ（03� ＊グラスワンダー）�３勝�１勝
キャサリンアイドル（05牝 バブルガムフェロー）�２勝

カンパニリズモ（14� ジャングルポケット）入着，��７勝
レディボロニヤ（15牝 ＊サウスヴィグラス）�	５勝��１勝
クリスリターン（17� ストロングリターン）���４勝

ポーラシークエンス（06牝 ＊アグネスデジタル）
１勝�６勝�入着
ネオポラリス（07� ネオユニヴァース）２勝，ムーニーバレーレーシングクラブ賞，

	２勝
ポーラメソッド（11牡 ＊チチカステナンゴ）２勝
エルブルース（12牝 ＊チチカステナンゴ）��６勝
マージーサイド（13� ヴァーミリアン）��１勝
グランディール（16牡 ルーラーシップ）�
３勝���

３代母 ＊スターオブザノース（86 IRE 栃栗 Chief Singer）IRE１勝
タイキルドルフ（91� シンボリルドルフ）３勝，織姫賞３着，松島特別３着
タイキテンペスト（92牡 ＊キャロルハウス）１勝，咲花特別２着
タイキアルタイル（95� ＊ダンスオブライフ）
１勝�

４代母 ノーザンシーンNorthern Scene（79 IRE 栗 Habitat）GB１勝
［子］ ロクトンノースRocton North（88� Ballad Rock）GB・GER３勝

トカチTokachi（89 牡 ＊ダンスオブライフ）IRE・SWE２勝
アンダーウォータースキューバディヴァUndawaterscubadiva（92� Keen）
GB１勝

103 アルフィルク２０２１ 牡・栗 ３／２９
＊サンデーサイレンス

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル メジロマックイーン

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラアルフィルク トウカイテイオー

��
��
�タイキポーラ栗 2009 ＊スターオブザノース
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母 エイシンリオ（13黒鹿 ＊ロージズインメイ）��２勝�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
エイシンレゲンダ（20牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）��１勝�，フルールＣ
（Ｄ1000）３着

２代母 エーシンアマゾーン（07栗 ＊ファルブラヴ）１勝，�１勝
エイシンカーニバル（12牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，�３勝�入着２回�
エイシンセラード（15牝 カネヒキリ）４勝，上総Ｓ，�１勝�１勝��	，兵庫サ

マークイーン賞，東海菊花賞３着

３代母 ＊ワイオミングガール（97 USA栗 Supremo）３勝

４代母 アバヴザソルトAbove the Salt（88 USA栗 Master Derby）USA11 勝
［子］ ＊エイシンキャメロン（96牡 With Approval）４勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，

アーリントンＣ‐Jpn3，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
＊キャメロンガール（01牝 With Approval）２勝，もみじＳ‐OP ３着，鳥

栖特別，つわぶき賞２着，etc.
＊マシロンガール（03牝 With Approval）３勝，登別特別３着

［孫］ アルマエルナト（11
 ネオユニヴァース）５勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，
ＵＨＢ賞‐OP ３着，南総Ｓ，etc.

エーシンブランコス（09牡 ゴールドアリュール）３勝，大須特別，��１勝
キリノトップラン（10牡 メイショウサムソン）入着，�２勝，ロータスク
ラウン賞

アルマスティング（16
 ヴィクトワールピサ）２勝，２０１９ＹＪＳＦＲ中山
２戦３着，��３勝

エイシンスペーシア（11
 ゼンノロブロイ）１勝，渡島特別３着，障害１
勝，�７勝

［曾孫］ アラビアンナイト（18牝 エピファネイア）�２勝，スイートピーＳ‐L ２
着，赤倉特別２着，ひいらぎ賞３着

メイショウコギク（20牝 サトノクラウン）�１勝，りんどう賞２着，秋明
菊賞３着

104 エイシンリオ２０２１ 牡・青鹿 ３／１４
＊サンデーサイレンス

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Devil His Due

�
�
�
�
�

��
��

�ロージズインメイ Tell a Secretエイシンリオ ＊ファルブラヴ

��
��
�エーシンアマゾーン黒鹿 2013 ＊ワイオミングガール
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母 エイブルインレース（06鹿 フジキセキ）入着２回，クイーンＣ‐G3 ３着，クローバ
ー賞‐L（芝 1500）３着，�１勝�２勝，オパールＣ（芝 1700），ジュニアＧＰ（芝 1600）
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－７（26）〕
エックスファクター（11牡鹿 ＊シンボリクリスエス）��８勝
エクストリングラン（12牡鹿 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��４勝�
イッツマイタイム（13牝鹿 ＊ワイルドラッシュ）��１勝�１勝�入着
イントゥゾーン（14牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��４勝�
ビーエイブルトゥ（16牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��３勝��１勝
チャームインレース（17牝鹿 ＊パイロ）入着３回，���入着�入着２回
レッツゴーアスク（18牝鹿 ロードカナロア）入着３回，りんどう賞（芝 1400）３着，

��１勝
ソレイユスマイル（19牝青鹿 ＊パイロ）���２勝
ストームインレース（20牡鹿 ＊ディスクリートキャット）���出走

２代母 ＊フサイチエイブル（96 USA栗 Deputy Minister）USA１勝
サイレントアスク（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，カーネーションＣ，府中Ｓ３

着，浅草特別３着
リメインサイレント（10牝 ＊ホワイトマズル）５勝，西宮Ｓ，大倉山特別，リボ

ン賞，八甲田山特別，ディープインパクトＣ２着，etc.
コマンダーシップ（03牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝
エイブルブラッド（08牡 ネオユニヴァース）２勝，大雪Ｈ３着，もちの木賞３着，

障害２勝

３代母 スタ－ダスク Stardusk（84 USA栗 Stage Door Johnny）USA５勝，ロン
グアイランドＨ‐G2，クイーンシャーロットＨ‐G3 ４着
ワイエッタアープWyetta Earp（99牝 Silver Deputy）USA１勝

ゴールドヴェンデッタGold Vendetta（05� Gold Fever）USA６勝，Ne
w York Stallion Cab Calloway S‐R ２着

４代母 ダスクDusk（68 USA鹿 Olden Times）不出走
［子］ ジョニーディー Johnny D.（74 牡 Stage Door Johnny）USA７勝，ワシ

ントンＤＣ国際‐G1，レキシントンＨ‐G2，Turf Classic S，etc.

105 エイブルインレース２０２１ 牡・栗 ２／ ９

＊

ストリートクライ Machiavellian

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ Street Cry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Helen Streetニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディクシー Dixie Union

��
��
�JustwhistledixieUSA 鹿 2011 General Jeanne

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーエイブルインレース
＊ Deputy Minister

��
��
�フサイチエイブル鹿 2006 Stardusk
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母 オースミミズホ（10鹿 スペシャルウィーク）１勝，瓢湖特別（芝 2200）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（５）〕
オースミヌーベル（16牡芦 ＊クロフネ）１勝，��１勝�
ニシノルーチェ（17牝鹿 ルーラーシップ）��２勝
ライジングサン（18牝鹿 ロードカナロア）��２勝�入着

２代母 オースミハルカ（00鹿 フサイチコンコルド）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，クイ
ーンＳ‐Jpn3（２回），チューリップ賞‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２着
（２回），米子Ｓ‐L ２着，etc.
オースミアザレア（07牝 スペシャルウィーク）入着

アユツリオヤジ（14牡 ＊サウスヴィグラス）５勝，ＴＶユー福島賞
ブルベアトリュフ（15牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，白秋Ｓ，甲東特別，仲春

特別２着
ナリタキングロード（08牡 ディープインパクト）１勝，�２勝�
オースミイチバン（09� アグネスタキオン）２勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，�１勝

��１勝	入着
�，ダイオライト記念‐Jpn2，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，名古屋Ｇ
Ｐ‐Jpn2 ３着，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ４着

オースミフブキ（11牝 マンハッタンカフェ）入着２回，�２勝
オースミラナキラ（12牡 ハーツクライ）４勝，リボン賞２着，加古川特別３着，大

津特別３着，五条坂特別３着
オースミジョージ（15牡 ＊ノヴェリスト）�３勝�入着４回
オースミレーヴ（16牡 ＊ノヴェリスト）��９勝
ナリタサーガ（17� エピファネイア）�２勝
ナリタブルホーク（18牡 ロードカナロア）入着，��３勝

３代母 ホッコーオウカ（93鹿 ＊リンドシェーバー）入着７回
トーアコマンダー（98牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，樅の木賞，障害１勝，�１勝
オースミエルスト（99牡 ＊ウォーニング）２勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，シンザン

記念‐Jpn3 ３着，京都２歳Ｓ‐OP ２着，etc.
オースミグラスワン（02牡 ＊グラスワンダー）７勝，新潟大賞典‐Jpn3（２回），大阪

城Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L ３着，etc.
ローデッド（12牝 ディープインパクト）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着

106 オースミミズホ２０２１ 牡・鹿 ５／ １

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

�
�
�
�
�
�
�
�
� Chipeta Springsドレフォン エルティマース Ghostzapper

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールオースミミズホ フサイチコンコルド

��
��
�オースミハルカ鹿 2010 ホッコーオウカ

＊フロリースカツプ 3l
Alydar S4×M5 Nijinsky M5×M5



母 ガーランドワルツ（14鹿 ハーツクライ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
アークヴェリスト（20牝鹿 ＊ノヴェリスト）���出走

２代母 ＊スーパーバレリーナ（94 CAN鹿 Storm Bird）入着
シングルプレイヤー（99牡 ＊アフリート）２勝
レインボーマリーン（06牝 サクラバクシンオー）１勝
ウインバリアシオン（08牡 ハーツクライ）４勝，日経賞‐G2，青葉賞‐G2，日本ダ

ービー‐G1 ２着，有馬記念‐G1 ２着，菊花賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ビップベリンダ（15牝 ハーツクライ）１勝

３代母 ＊カウントオンアチェンジ（87 USA栗 Time for a Change）USA６勝，Et
obicoke H‐L（２回），George C. Hendrie H‐L ２着，Ontario Matron S
‐R ３着，Ontario Matron H‐R ３着
ナイスチェンジNice Change（95牝 Gulch）USA入着２回

シドカップ Sidcup（02� Running Stag）USA４勝，Prairie Bayou S，
Tejano Run S２着

ロックゴールド Rock Gold（04� El Prado）USA５勝，Don Ciccio S３着
バーニーファイフBarnie Fife（96 牝 Deputy Minister）USA入着

アメリカンクラシック American Classic（04� Distorted Humor）USA10 勝，
Budweiser S，Bill Thomas Memorial S２着，K.L.A.Q. H２
着，etc.

ニコネリーNiconellie（12� West Acre）USA４勝，Gulfstream Park Unb
ridled S‐R ３着，Prized S‐R ３着

４代母 カウントオンキャシー Count On Kathy（78 USA芦 Dancing Count）US
A４勝，Flirtation S２着，Politely S‐R ２着，Caesar's Wish H‐R ３
着，Miss Delaware S３着，Trevose S３着，etc.
［孫］ カウンテスダイアナ Countess Diana（95牝 Deerhound）USA７勝，ス

ピナウェイＳ‐G1，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1，アルシバイ
アディズＳ‐G2，etc.

エクソジェナス Exogenous（98 牝 Unbridled）USA５勝，ベルダムＳ
‐G1，ガゼルＨ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1 ２着，etc.

107 ガーランドワルツ２０２１ 牡・鹿 ４／１３

＊

フォレストリー Storm Cat

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Shared Interestディスクリートキャット プリティディスクリート Private Account

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスガーランドワルツ
＊ Storm Bird

��
��
�スーパーバレリーナ鹿 2014 ＊カウントオンアチェンジ

19c
Storm Bird M3×S4 Damascus S4×M5



母 ＊カニョット（05 ARG栗 Sunray Spirit）FR・ARG４勝，サンイシドロ２歳牝馬大
賞‐G1，ミゲルアンヘル＆トマスＪセルマン賞‐G2，フランシスコＪベアスレイ
賞‐G2，亜オークス‐G1 ３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－２（10）〕
メイアルーア（12牡栗 スペシャルウィーク）２勝，燧ヶ岳特別（芝 2600）
カラドゥラ（15牝鹿 ハーツクライ）���８勝
ファクトゥーラ（16牝黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝，��入着
アルマス（17牡栗 オルフェーヴル）���２勝
コートダルジャン（18牝鹿 ハーツクライ）１勝
パルメリータ（20牝栗 スクリーンヒーロー）�出走

２代母 カンパーニュCompagne（97 ARG鹿 Payant）ARG出走
カランボレCarambole（02 牝 Silver Finder）不出走

シュマンデュシエル Chemin Du Ciel（16 牡 Equal Stripes）�ARG３勝，ミ
ゲルＦマルティネス大佐賞‐G3，パレルモ大賞‐G1 ３着，サンイシドロ
メルチョルＡポッセ杯大賞‐G1 ３着，ナシオナル大賞‐G1 ３着，ミゲル
カーネ賞‐G2 ３着，etc.

クルティザンヌCourtisane（03牝 Silver Finder）ARG４勝
イークアルコート Equal Court（09 牡 Equal Stripes）ARG６勝，P. Irineo L

eguisamo‐L，P. Carlos Gardel‐L ２着，P. Gobierno de la Ciuda
d de Buenosaires‐L ２着，イタリア賞‐G3 ３着

マダムストライプスMadame Stripes（12 牝 Equal Stripes）USA・ARG４勝，
メガヘルツＳ‐G3，Osunitas S‐R，亜１０００ギニー‐G1 ２着，ゲイ
ムリーＳ‐G1 ３着，イエローリボンＨ‐G2 ２着，etc.

イークアルカウンセラー Equal Councellor（13 牡 Equal Stripes）ARG２勝，
亜グランクリテリウム‐G1 ２着，ＣＥジュヴェナイル‐G1 ３着

カルバドス Calvados（08� Snipewalk）USA・ARG７勝，P. Regimiento de Gr
anaderos A Caballo‐L，ポルテニョ賞‐G3 ２着，Laurel Turf C‐L ２着，
スターズアンドストライプスＳ‐G3 ３着，P. Regimiento de Granaderos
A Caballo‐L ３着

クルーピエCroupier（16 牡 Equal Stripes）�ARG４勝

３代母 セリーヌ Celine（80 ARG鹿 Lefty）ARG１勝，P. Juan Salvador Boucau‐L

108 カニョット２０２１ 牡・栗 ４／ ２
＊サンデーサイレンス
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��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊

サンレイスピリット ＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�Sunray Spirit Baskingカニョット カンパーニュ Payant

��
��
�Compagne栗ARG 2005 Celine

11g
Halo S4×S5 Raise a Native S5×M5



母 グーテデロワ（07黒鹿 スペシャルウィーク）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－３（10）〕
スズカグラーテ（14牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）４勝，岩室温泉特別（Ｄ1200），舞

浜特別（Ｄ1200），シドニーＴ（Ｄ1200）２着，桑園特別（Ｄ1000）２着，鶴ヶ城
特別（Ｄ1150）２着（２回），箕面特別（Ｄ1200）２着，春風Ｓ（Ｄ1200）３着，鳴
海特別（Ｄ1200）３着，冬桜賞（Ｄ1200）３着

クグロフ（15牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）入着，��６勝�入着
ルレーヴドゥリリ（17牝黒鹿 ルーラーシップ）�入着３回，�２勝
ミトノキサキ（19牝黒鹿 ルーラーシップ）��１勝�１勝

２代母 ＊シャーパリ（92 CHI 鹿 Winning）USA・CHI４勝，タンテオデポトランカス
‐G1，ホセＳバエサ賞‐G3

＊ウイニングタイム（98牡 Gilded Time）１勝，�２勝���
＊ロケットスタート（99牝 ＊スピニングワールド）１勝，�１勝��入着
＊マンボカーニバル（00牝 Kingmambo）１勝

スリーカーニバル（10牝 マンハッタンカフェ）４勝，道新スポーツ杯，湯沢特
別，大日岳特別２着，医王寺特別２着，犬山特別２着

パスクア（03牡 ＊アサティス）１勝，��１勝
エアリーズ（04牡 ＊スキャターザゴールド）３勝，障害１勝，�８勝
グランドメープル（05牝 スマートボーイ）１勝，�４勝

３代母 シャプール Shapur（84 CHI 鹿 Sharp‐Eyed Quillo）CHI３勝，ホセＳバエ
サ賞‐G3 ３着
シューマン Schuman（93牡 Winning）CHI12 勝，カルロスＢシルバ賞‐G3，コン

パラシオン賞‐G3，フェルナンドＭボルデウ賞‐G2 ２着，etc.，種牡馬
シンプリー Simply（94 牝 Winning）CHI１勝

ラオーハセカ La Hoja Seca（08牝 Riyadian）PER１勝，アウグストＢレギア
大賞‐G1，オスカルＢパソス賞‐G2 ３着，ポスティン賞‐G2 ３着
グラシアディビーナGracia Divina（15牝 Street Hero）PER３勝，パン
プローナ賞‐G1，アルゼンチン共和国賞‐G3 ３着

ラインペニテンテ La Impenitente（04 牝 High Pitched）CHI８勝，P. Victor Ra
by‐L，ムニシパルデビーニャデルマル賞‐G2 ２着（２回），フランシスコバ
エサソトマヨル賞‐G2 ２着，etc.

109 グーテデロワ２０２１ 牡・黒鹿 ３／１４
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プルピット A.P. Indy
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�
� Pulpit

�
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�
�
�
�
� Preachパイロ ワイルドヴィジョン Wild Again

��
��
�Wild VisionUSA 黒鹿 2005 Carol's Wonder

＊サンデーサイレンス
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�
�
�
�
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�スペシャルウィーク キャンペンガールグーテデロワ
＊ Winning

��
��
�シャーパリ黒鹿 2007 Shapur

3d
Nijinsky M4×M5 Raise a Native S5×M5



母 クサナギノツルギ（07栗 デュランダル）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（19）〕
ソードヴァルキリー（14牝黒鹿 ＊ホワイトマズル）��４勝�５勝�１勝�
スパーダネーラ（16�青鹿 ＊スクワートルスクワート）�入着，�３勝
エクメディノツルギ（17牝鹿 ＊スクワートルスクワート）���１勝�入着
スーチャン（18牝栗 トゥザグローリー）�	４勝
サリーチャン（19牝黒鹿 ＊キングズベスト）入着３回，�
１勝��
トリシューラ（20牡鹿 ＊ディスクリートキャット）�出走

２代母 センボンザクラ（92栗 サクラユタカオー）４勝，若水賞，蔵王特別，ローズマ
リー賞，船橋Ｓ２着，春望Ｓ２着，etc.
モスフロックス（99牝 ＊サンデーサイレンス）入着

ドリームガードナー（05牡 ＊トワイニング）２勝，シンザン記念‐Jpn3 ２着，デ
ィセンバーＳ‐L ２着，鳴尾記念‐G3 ３着，ベゴニア賞，シドニーＴ３着

プラントハンター（10牡 ＊クロフネ）４勝，銀蹄Ｓ２着，上総Ｓ２着，�３勝
��入着３回

クィーンスプマンテ（04牝 ジャングルポケット）６勝，エリザベス女王杯‐G1，み
なみ北海道Ｓ‐L，八甲田山特別，鳥屋野特別，堀川特別２着，etc.
アスティ（16� オルフェーヴル）�２勝，横津岳特別，奥の細道特別３着，横

津岳特別３着，潮来特別３着，	３勝��
ナリタカービン（06牡 ＊ホワイトマズル）３勝，錦江湾特別３着，くすのき賞３着，

�入着，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ３着
デンカノホウトウ（10牡 デュランダル）
10 勝
クイーンズシアター（11牝 ディープインパクト）１勝

３代母 ダイナフランダース（79鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，ブラッドストーンＳ，
みなみ北海道Ｓ，ルビーＳ，伏拝特別
フリースピリツト（86牝 ＊リアルシヤダイ）出走

エリットビーナス（96牝 ＊ジェイドロバリー）入着３回
スーパーマルトク（03牝 アドマイヤボス）３勝，ＵＨＢ杯‐L ２着，函館日
刊スポーツ杯

ルーベンスメモリー（00牡 ジェニュイン）６勝，みなみ北海道Ｓ‐L ２着，エイプリ
ルＳ‐L ３着，迎春Ｓ，etc.

110 クサナギノツルギ２０２１ 牡・栗 ５／２９
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ガリレオ Sadler's Wells
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� Galileo
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�
� Urban Seaケープブランコ ローレルディライト Presidium
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��
�Laurel DelightIRE 栗 2007 Foudroyer

＊サンデーサイレンス

�
�
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�
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��

�デュランダル サワヤカプリンセスクサナギノツルギ サクラユタカオー

��
��
�センボンザクラ栗 2007 ダイナフランダース

＊レデイフランダーズ 4r
Northern Dancer S4×M5×M5 ノーザンテーストM4×M4



母 ゲッカビジン（15鹿 ＊ヨハネスブルグ）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
カナ（20牝芦 ＊クリエイターⅡ）�出走

２代母 オクシペタルム（08黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
タイムファクター（16牡 ＊ケープブランコ）���３勝�４勝
アスターコルネット（17牡 ＊マジェスティックウォリアー）１勝
グランツアーテム（18牡 ＊マクフィ）�３勝

３代母 エアウイングス（94青鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn2，スイートピーＳ‐OP
エクスプロイト（00牡 ＊コマンダーインチーフ）５勝，両国特別，湾岸Ｓ２着，初日

の出賞３着，etc.
ウイングレット（01牝 ＊タイキシャトル）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，ターコイズＳ

‐L，スイートピーＳ‐L，etc.
ウイングドウィール（09牝 ＊シンボリクリスエス）５勝，佐渡Ｓ，冬至特別，カ

ーネーションＣ，etc.
ウイングチップ（12� ＊シンボリクリスエス）４勝，福島ＴＶＯＰ‐OP ３着，

外房特別，初富士Ｓ２着，etc.
ソアリングピアス（03牝 ＊エルコンドルパサー）１勝

ナムラバンザイ（15牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝，もみじＳ‐OP ３着，中京２歳
Ｓ‐OP ３着，��６勝��１勝�２勝

エオリアンハープ（06牝 キングカメハメハ）５勝，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，ターコイ
ズＳ‐L ３着，紫苑Ｓ‐L ３着，etc.

キングストーン（11牡 キングカメハメハ）４勝，稲荷特別，若戸大橋特別，門司Ｓ
２着，etc.

４代母 ＊シークレットシェアラー（80 USA栗 Secretariat）USA４勝，ロングアイラン
ドＨ‐G2 ３着
［子］ シェアザグロ－リ－Share the Glory（88 牡 Halo）USA６勝，Vanla

ndingham S‐L，レッドスミスＨ‐G2 ３着，ニッカボッカーＨ‐G3
２着，etc.，種牡馬

111 ゲッカビジン２０２１ 牡・青鹿 ３／ ８
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ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat
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� Giant's Causeway
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�
� Mariah's Stormエスケンデレヤ アルデバランライト Seattle Slew
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��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊
＊ヘネシー
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�ヨハネスブルグ Mythゲッカビジン ＊シンボリクリスエス

��
��
�オクシペタルム鹿 2015 エアウイングス

＊シークレットシェアラー 2n
Storm Cat S3×M4 Northern Dancer S5×S5 Secretariat S5×M5
Roberto S5×M5



母 コウエイラブリー（12鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ゴールドランタン（18牝鹿 ＊シニスターミニスター）��１勝��１勝
ゴールドレーベン（19牡黒鹿 ＊マクフィ）���１勝

２代母 ダイワサンルージュ（06鹿 ＊コロナドズクエスト）出走
グランプリブレイド（11牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝
ローザルージュ（13牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝，�１勝���入着３回
クールマドカ（14牝 ＊ヨハネスブルグ）�３勝�入着５回�
クールキッズ（15牝 ゴールドアリュール）�２勝

３代母 サンルージュ（92鹿 ＊シエイデイハイツ）不出走
デザートモーニング（02牡 ＊グラスワンダー）１勝，臥牛山特別３着
ダイワパッション（03牝 ＊フォーティナイナー）４勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，

フェアリーＳ‐Jpn3，黒松賞
エポカドーロ（15牡 オルフェーヴル）３勝，皐月賞‐G1，日本ダービー‐G1 ２

着，スプリングＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
キングストンボーイ（18牡 ドゥラメンテ）�２勝，青葉賞‐G2 ２着，関越Ｓ

‐OP ２着，ベゴニア賞
マイネルヴルメリオ（04牡 バブルガムフェロー）１勝，和田岬特別３着，�２勝

４代母 ＊チカノヴァ（83 USA鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ ダロスDaros（89� ＊ダミスター）GB・FR・USA４勝，デルマーダービ

ー‐G2，Doncaster Mile‐L，オークトリー招待Ｓ‐G1 ３着，etc.

５代母 ケルンルージュ Cairn Rouge（77 IRE 鹿 ＊ピツトカーン）GB・FR・IRE・U
SA６勝，愛１０００ギニー‐G1，英チャンピオンＳ‐G1，コロネイションＳ‐G2，マ
ルカイＳ‐G3，英チャンピオンＳ‐G1 ２着，etc.
［孫］ バートベルトリヒアゲン Bad Bertrich Again（93 牡 ＊ドージング）FR・

GER・ITY・USA・SWI３勝，オイローパシャンピオナート‐G2
デインフェアDanefair（92 牝 ＊デインヒル）FR４勝，ミネルヴ賞‐G3，
P. des Tuileries‐L，P. Melisande‐L

112 コウエイラブリー２０２１ 牡・鹿 ３／１２
＊サンデーサイレンス
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� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song
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�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊ Unbridled
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�エンパイアメーカー Toussaudコウエイラブリー ＊コロナドズクエスト

��
��
�ダイワサンルージュ鹿 2012 サンルージュ

＊チカノヴァ 1l
Unbridled M3×S4 Mr. Prospector M5×M5 Northern Dancer M5×M5



母 サクラベッシー（07鹿 サクラプレジデント）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（15）〕
サクラヘラクレス（15牡鹿 サクラゼウス）��１勝�３勝��２勝�７勝
ブレイブゼウス（19牡黒鹿 サクラゼウス）���入着６回�２勝
ブルーアストロン（20牡黒鹿 ＊ビーチパトロール）���入着２回

２代母 サクラブルース（96鹿 Cure the Blues）１勝
サクラグッドラック（01牡 サクラバクシンオー）５勝，知多特別，ＴＵＦ杯２着
サクラゴスペル（08牡 サクラプレジデント）９勝，京王杯スプリングＣ‐G2，オー

シャンＳ‐G3（２回），スプリンターズＳ‐G1 ２着，高松宮記念‐G1 ４着，安
田記念‐G1 ５着，etc.，�１勝�入着

サクラジュレップ（10牝 サクラプレジデント）出走
カイザーメランジェ（15牡 サクラオリオン）�４勝，函館スプリントＳ‐G3，春

雷Ｓ‐L ３着，ＵＨＢ賞‐OP ３着，サンライズＳ，ＨＢＣ賞，etc.，�１勝
サクラベルカント（12牡 サクラゼウス）１勝
サージュ（16牡 サクラプレジデント）�１勝	１勝��入着 11回�，東京湾Ｃ３着

３代母 ＊スループリンセス（84 USA鹿 Seattle Slew）USA２勝
スルージンフィズ Slew Gin Fizz（91 牡 Relaunch）USA４勝，シェリダンＳ‐G3，

ホープフルＳ‐G1 ２着，サラトガスペシャルＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
アイガットリズム Igotrhythm（92牝 Dixieland Band）USA８勝，エイグリームＨ

‐G2，ラスフローレスＨ‐G3，Soviet Problem Breeders' Cup H‐L，etc.
ネイティヴリズムNative Rhythm（98牡 Woodman）USA７勝，Bertram

F. Bongard S‐R ３着
ゴーンミュージカルGone Musical（99 牝 GoneWest）USA２勝
ジェットセッティング Jet Setting（05 牝 Forestry）USA３勝，Love Is E
ternal S‐R ３着

＊ラングラクィーン（94牝 Relaunch）４勝，潮来特別，青嵐賞，くすのき賞，etc.
ドリームモーテルDreamMotel（95 牝 Relaunch）不出走

チャリミーオンChari Me On（01牝 ＊カリズマティック）不出走
オフサイクルOff Cycle（11 牝 Harborage）USA13 勝，Acadiana S‐R

スルーペグ Slew Peg（03牝 Fusaichi Pegasus）USA３勝，ターフウェイＢＣＳ
‐G3 ３着
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レモンドロップキッド Kingmambo

��
��
�

�
�
�
�
� Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�
�
�
�
� Charming Lassieビーチパトロール バッシュフルバーティー Quiet American

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーサクラベッシー Cure the Blues

��
��
�サクラブルース鹿 2007 ＊スループリンセス

13c
Mr. Prospector S4×S5 Seattle Slew S4×M4 Gold Digger S5×M5
Dr. Fager S5×M5 Hail to Reason M5×M5



母 ＊サパス（02 USA栗 Kingmambo）FR１勝
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（17）〕
ティンパニー（10牝栗 ＊バゴ）入着，�２勝
バゴガエシ（12牡栗 ＊バゴ）�２勝
ジャストフォファン（13牡鹿 ＊バゴ）�７勝��１勝�５勝��入着３回，王冠賞
（Ｄ1800），オパールＣ（芝 1700）２着，北斗盃（Ｄ1600）２着，せきれい賞
（芝 2400）３着，北海優駿（Ｄ2000）３着

ヴィーナスフローラ（14牝栗 ハーツクライ）３勝，ポプラ特別（Ｄ1700）２着，小
樽特別（芝 1200）２着

パトリオットラン（19牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�１勝
シゲルビクトリウム（20牡鹿 ＊タリスマニック）�未出走

２代母 ヴェリートルー Very True（92 USA栗 Proud Truth）USA６勝，レアトリ
ートＨ‐G3，Montauk H‐R，レイディーズＨ‐G2 ３着，Montauk H‐R
２着，Yaddo H‐R ２着，etc.
プラネタリープールズPlanetary Pools（99 牝 ＊スピニングワールド）FR１勝
アルニターク Alnitak（01 牡 Nureyev）FR・NOR・SWE・DEN３勝，パリ大賞

‐G1 ３着，Valley Chapel Memorial‐L ２着，Valley Chapel Memoria
l‐L ３着，Walter Nilsens Minnelop‐L ３着

３代母 トレイボーンTray Bone（85 USA栗 Le Fabuleux）不出走
レッドラディオール Red Radior（95 牡 EndsWell）PR４勝，C. Norman H. Dav

ila‐L
ディクシーズヒーローDixie's Hero（00	 Skip Away）USA３勝，John D. Mar

sh S‐R ２着

４代母 ティビアTibia（72 USA鹿 Gray Phantom）USA１勝
［孫］ ハイランドヴィクセン Highland Vixen（93牝 Highland Ruckus）USA

５勝，Star Shoot S‐L，Polite Lady H，Fanfreluche S‐R，etc.
［曾孫］ サンダータッチ Thunder Touch（01牡 Gulch）USA６勝，フォールハ

イウエイトＨ‐G3，Vincent A. Moscarelli Memorial H‐L，ボール
ドルーラーＨ‐G3 ３着，種牡馬
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＊

＊サンデーサイレンス

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊

キングマンボ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Kingmambo Miesqueサパス ヴェリートルー Proud Truth

��
��
�Very True栗USA 2002 Tray Bone

A4
Le Fabuleux S4×M4 Ribot S5×M5 Flower Bowl S5×M5
Northern Dancer S5×M5



母 ジュエルメッセージ（13鹿 ダイワメジャー）１勝，�２勝，瑞穂賞（Ｄ1800）２着
〔産駒馬名登録数：２〕
モンテジュエル（19牝芦 ＊ザファクター）���出走
イエスウィズキャン（20牡鹿 ＊デクラレーションオブウォー）�未出走

２代母 レディサファイア（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
ロードコランダム（14牡 ハーツクライ）入着，�１勝��入着６回
ワンプレート（18牡 ＊ロードアルティマ）１勝

３代母 レディブラッサム（96鹿 Storm Cat）５勝，マラヤンＲＡＴ，船橋Ｓ２着，雪
割草特別２着，寒竹賞２着
ロードバリオス（05牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，ポートアイランドＳ‐L ２着，

ＴＶ愛知ＯＰ‐L ３着，六甲Ｓ‐OP，etc.，種牡馬
ロードカナロア（08牡 キングカメハメハ）11勝，安田記念‐G1，スプリンターズＳ

‐G1（２回），高松宮記念‐G1，etc.，HKG２勝，香港スプリント‐G1（２回），
優短距（2回），年代表，種牡馬

ロードガルーダ（09牡 アグネスタキオン）４勝，賢島特別，千種川特別，フリーウ
ェイＳ２着

アウトシャイン（10牝 ネオユニヴァース）１勝
カーテンコール（17牝 スクリーンヒーロー）３勝，豊川特別，西郷特別２着

４代母 ＊サラトガデュー（89 USA鹿 Cormorant）USA８勝，ベルダムＳ‐G1，ガゼ
ルＨ‐G1，カムリーＳ‐G2，Over All S‐L，Hyde Park H‐R，etc.
［子］ アルカザン（05牡 ダンスインザダーク）２勝，京都２歳Ｓ‐L，大山崎特別

３着
［孫］ カシノティーダ（16牝 ＊ケイムホーム）１勝，ひまわり賞‐OP

５代母 スーパールナ Super Luna（82 USA鹿 In Reality）不出走
［孫］ スマイルマイロード Smile My Lord（98� Not For Love）USA６勝，

Raise A Cup H‐L，アムステルダムＳ‐G2 ３着，メリーランドＢ
ＣＨ‐G3 ２着，etc.

サラトガキュア Saratoga Cure（94� Cure the Blues）USA７勝，C
haseMe S‐R，E. William Furey Memorial S‐L ３着
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ルロワデザニモー Candy Stripes
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��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケジュエルメッセージ ＊シンボリクリスエス

��
��
�レディサファイア鹿 2013 レディブラッサム

＊サラトガデュー 2s
Lyphard S5×S5



母 タイヨウノコ（12鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ヒスイクロシェット（17牝青鹿 フェノーメノ）�２勝�

２代母 ムーンライトソナタ（99黒鹿 サクラバクシンオー）４勝，賢島特別，有田特別，
長岡特別，知多特別２着（２回），芦屋川特別２着，etc.
エリーゼ（08牝 ＊ストラヴィンスキー）�２勝
リバティーホール（09牝 ＊ケイムホーム）１勝，白河特別２着，福島中央ＴＶ杯３着，

�２勝��
バーニングハート（10牝 ＊ストラヴィンスキー）１勝，福島２歳Ｓ‐OP ２着
マイカイ（11牝 ＊ヨハネスブルグ）�３勝��５勝
チタノプリンセス（14牝 サクラプレジデント）���９勝�入着２回
ルーナセレナータ（16牝 トーセンラー）入着，�３勝�入着３回
デザートムーン（17牝 ベルシャザール）���５勝
ハヅキ（18牝 ＊ゴスホークケン）��４勝

３代母 ＊ブルースフォーユー（87 IRE 鹿 Cure the Blues）�入着４回

４代母 アーブリーArburie（71 IRE 栗 Exbury）FR・IRE１勝
［子］ アスクザウィンド Ask theWind（80牝 Run the Gantlet）FR・IRE３

勝，Hard Fought S‐L
［孫］ ファントムブリーズ Phantom Breeze（86牡 ＊ヴィジョン）IRE・USA８

勝，パンアメリカンＨ‐G2，マンハッタンＨ‐G2，愛ダービートライ
アルＳ‐G2，etc.，種牡馬

ミスティウィンドMistyWind（88牡 Be My Guest）IRE・USA６勝，
Point Reyes Invitational H‐R，Vallejo Day H‐L ２着，Ber
keley H２着，etc.，種牡馬

ホストオヴエインジェルズ Host of Angels（85 牝 General Assembly）
IRE・USA６勝，Brownstown Stud S‐L ２着，Phoenix Oaks
Trial‐L ２着

［曾孫］ ストライクレイト Strike Rate（00 牝 Smart Strike）USA４勝，Winte
rgreen S，Decoration Day H‐L ３着
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ダンシリ ＊デインヒル
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�
� Dansili

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hasiliハービンジャー ペナンパール Bering

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudタイヨウノコ サクラバクシンオー

��
��
�ムーンライトソナタ鹿 2012 ＊ブルースフォーユー

2u
Northern Dancer S5×S5×M5



母 ティノ（13黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
テーオーディエス（18牝鹿 ラブリーデイ）�２勝，十日町特別（芝 1400）
ベラジオマサキ（19牡鹿 ビッグアーサー）��２勝
ガンバリーレ（20牡鹿 サトノアラジン）�出走

２代母 ライプオレンジ（95栗 ＊ヘクタープロテクター）１勝
キープザフェイス（02牝 エアジハード）４勝，苗場特別，河口湖特別
ドトウヒメDoto Hime（04牝 ＊メイショウドトウ）KOR２勝
レッドアイ（06� タニノギムレット）４勝，伊勢佐木特別３着
オランジュドール（10牝 エアジハード）�１勝�入着４回�

３代母 ダイナオレンジ（83栗 ＊ノーザンテースト）８勝，新潟記念‐Jpn3，吾妻小富
士賞‐OP，フリーウェイＳ，越後特別，赤倉特別２着，etc.
レディシュイエロー（90牝 ＊アレミロード）入着２回

アプリコットデュー（95牝 ＊ヘクタープロテクター）５勝，漁火Ｓ，米沢特別，
庄内川特別，etc.

スマイリングカット（91牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，松浜特別３着
オレンジジェラート（98牝 ＊トニービン）１勝，�３勝
ダイワリベラル（11牡 ダイワメジャー）６勝，ニューイヤーＳ‐L，東風Ｓ
‐L ２着，ニューイヤーＳ‐L ３着，etc.，�１勝���

センターライジング（93牝 ＊ヘクタープロテクター）４勝，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，中京３歳Ｓ‐OP，コスモス賞‐OP，etc.
センターグランタス（04牝 アグネスタキオン）１勝
エイティーンガール（16牝 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，京阪杯‐G3，キーン
ランドＣ‐G3，キーンランドＣ‐G3 ２着，etc.

ブラッドオレンジ（96牡 フジキセキ）４勝，シドニーＴ，小石原特別，知多特別３
着，etc.

４代母 ＊サワーオレンジ（73 USA黒鹿 Delta Judge）USA１勝
［子］ シヤダイアイバー（79牝 ＊ノーザンテースト）３勝，オークス，カーネー

ションＣ
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＊
＊ヘネシー
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� ヘニーヒューズ

�
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�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag
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��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンティノ ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ライプオレンジ黒鹿 2013 ダイナオレンジ

＊サワーオレンジ 8g
５代までにクロスなし



母 ティンクルチャーミ（07芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（６）〕
メイショウオオヨド（14牡芦 メイショウサムソン）入着２回，�１勝�入着
フォーアネーム（16牝鹿 ＊ワークフォース）入着，�４勝�入着２回
メモワールミノル（17牡芦 ＊ノヴェリスト）２勝
スカーレットジンク（18牡芦 ミッキーアイル）�１勝，��１勝
サクセスミノル（19牡芦 ラブリーデイ）�１勝
ゴコウサス（20牡黒鹿 ラブリーデイ）�入着２回

２代母 ピサノベネチアン（02栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
サトノパンサー（08牡 キングカメハメハ）５勝，プロミネントＪＳＴ，京橋特別，

筥崎特別，足立山特別，アメジストＳ２着，etc.
メイショウヤギュウ（09牡 ＊クロフネ）１勝
バロンミノル（10牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
スリーアロー（11牝 ＊アルデバランⅡ）３勝，和布刈特別，釧路湿原特別２着，ポプ

ラ特別２着，大倉山特別２着，舞鶴特別２着，etc.，�３勝
サトノフラリッシュ（12牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

３代母 ＊ストームザミント（93 USA黒鹿 Storm Cat）USA２勝
オナーザミント（98牝 Honour and Glory）不出走

ドゥオナー（04牝 ダンスインザダーク）入着２回，�１勝�入着
シゲルコング（14牡 ＊シニスターミニスター）２勝，オキザリス賞，初春Ｓ
２着，障害１勝，��入着��，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

オノユウ（07牝 バブルガムフェロー）�５勝��入着，エーデルワイス賞
‐Jpn3，東京２歳優駿牝馬２着，フローラルＣ，etc.

バアゼルクローバー（99牝 ＊ラムタラ）２勝，ゆきつばき賞３着
スピリッツミノル（12牡 ディープスカイ）６勝，大阪城Ｓ‐L，万葉Ｓ‐L ３着，

すみれＳ‐OP，etc.，種牡馬
プロフェシーライツ（00牝 ＊アフリート）１勝

ゴライコウ（20牡 ホッコータルマエ）�１勝，�１勝，ＪＢＣ２歳優駿‐Jpn3

４代母 ミントクーラーMint Cooler（84 USA鹿 Key to the Mint）USA４勝，
Primrose S‐R，ＣＣＡオークス‐G1 ２着
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＊ウインドインハーヘアディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム
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�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

＊
＊エンドスウィープ
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��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceティンクルチャーミ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ピサノベネチアン芦 2007 ＊ストームザミント

2s
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5



母 テツムーン（09栗 アドマイヤムーン）�入着４回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（３）〕
エターナルヴィテス（16牡鹿 トゥザグローリー）�３勝，ホンコンＪＣＴ（芝 2000），

阿武隈Ｓ（芝 1800）２着，阿武隈Ｓ（芝 2000）２着，鹿野山特別（芝 2000）３着
ベアレディ（18牝鹿 グランプリボス）��１勝�入着
アップフルーク（19牡鹿 トゥザグローリー）�出走
シゲルスコーピオン（20牡鹿 ホッコータルマエ）��２勝

２代母 シアトルビューティ（00鹿 ＊タイキブリザード）３勝
ハヤブサユウサン（10牝 スペシャルウィーク）１勝
ビューティガッキ（11牝 キングカメハメハ）�４勝�１勝��
シゲルノコギリザメ（13牡 スーパーホーネット）３勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，シ

ンザン記念‐G3 ３着，橘Ｓ‐OP ３着，房総特別，帆柱山特別２着，etc.

３代母 タイキビューティー（95栗 ＊ドクターデヴィアス）不出走
ゲットブラック（04牡 サクラバクシンオー）４勝，三河特別，中京スポーツ杯２着

４代母 ＊サウンドビューティ（88 IRE 栗 Be My Guest）１勝
［子］ タイキヘラクレス（96� ＊イブンベイ）３勝，障害１勝，�１勝�１勝

��，ダービーＧＰ‐Jpn1，名古屋優駿‐Jpn3，マイルＣｈＳ南部杯
‐Jpn1 ３着，etc.

タイキエンプレス（93牝 ＊トニービン）２勝，十和田湖特別２着，かもめ
島特別３着，堀川特別３着

［孫］ ユキノハボタン（05牝 バブルガムフェロー）５勝，醍醐Ｓ，河北新報杯，
納沙布岬特別，etc.

５代母 ハベサウンドHobe Sound（82 IRE 栗 Busted）GB５勝
［子］ レコードサウンド Record Sound（89牡 ＊ダンスオブライフ）IRE・ITY

２勝，P. Avvocato Amedeo Peyron‐L，P. Giuseppe deMontel
‐L ３着

［孫］ テストボーイ Test Boy（03� Brahms）USA・CAN９勝，Speed To Spar
e S‐L，Don Fleming H‐L，RemingtonMile S‐L，etc.

119 テツムーン２０２１ 牡・栗 ５／１０

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズテツムーン ＊タイキブリザード

��
��
�シアトルビューティ栗 2009 タイキビューティー

＊サウンドビューティ 21a
Ahonoora S4×M5 Lyphard S5×S5



母 トーコーディオーネ（13鹿 ＊エンパイアメーカー）�５勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ロゴナンバーワン（20牝鹿 ロゴタイプ）�未出走

２代母 タイキメビウス（97鹿 ＊ダンスオブライフ）４勝，アイビスサマーダッシュ
‐Jpn3 ３着，飯豊特別，月岡特別２着
ドラゴンファング（05牡 ＊タイキシャトル）５勝，阪急杯‐G3 ３着，奥多摩Ｓ，雲

雀Ｓ，タイランドＣ，若鮎賞２着，etc.
ダイワトリビューン（07牡 フジキセキ）１勝，�２勝�入着
ヒロノメビウス（11牝 キングカメハメハ）�３勝
ヒミノブリランテ（14牡 ディープブリランテ）１勝，��１勝�入着

３代母 ＊タイキミステリー（93 USA黒鹿 Green Forest）出走
ハナコスマイル（98牝 ＊ダンスオブライフ）１勝，はなのき賞，�４勝，サラ・クイ

ーンＣ２着，ジュニアクラウン３着，etc.
ナムラミーティア（06牝 サクラバクシンオー）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，

ラベンダー賞‐OP
ナムラミステリー（99牝 ジェニュイン）入着２回

ナムラハンター（05牡 ＊ワイルドラッシュ）５勝，オアシスＳ‐L ２着，端午Ｓ
‐OP ３着，灘Ｓ，etc.，�36 勝�����

ナムラビッグタイム（01牡 サクラバクシンオー）４勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2 ３着，
札幌日刊スポーツ杯‐L ２着，ファルコンＳ‐Jpn3 ３着，etc.，�11 勝����

クサタロウ（03牡 ＊グラスワンダー）１勝，大森浜特別，�２勝
トウカイミステリー（06牝 キングカメハメハ）６勝，北九州記念‐G3，札幌日刊ス

ポーツ杯，長万部特別，etc.
ナムラナデシコ（09牝 フジキセキ）出走

マンダリンヒーロー（20牡 ＊シャンハイボビー）���４勝，ハイセイコー記念
ブラウンローズ（14牝 ＊キンシャサノキセキ）入着８回，蒲郡特別３着，�２勝

４代母 サーテンシークレット Certain Secret（85 GB黒鹿 Known Fact）GB・IRE
・USA２勝，Athasi S‐L
［孫］ アーバンストリート（04牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）７勝，シルク

ロードＳ‐G3，京洛Ｓ‐OP，アンコールＳ‐OP ３着，etc.

120 トーコーディオーネ２０２１ 牡・黒鹿 ３／１３
＊ Halo

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellネオユニヴァース

＊ Kris

��
��
�ポインテッドパス鹿 2000 SilkenWay

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudトーコーディオーネ ＊ダンスオブライフ

��
��
�タイキメビウス鹿 2013 ＊タイキミステリー

2d
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母 ＊ナドー（09 FR芦 Soave）FR３勝，P. Zeddaan‐L，P. Ronde de Nuit‐L
２着，アンプリュダンス賞‐G3 ３着，Criterium de Vitesse‐L ３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－６（22）〕
ミスターロンリー（14牡鹿 ダイワメジャー）入着３回，�９勝
メジャードリーム（15牝鹿 ダイワメジャー）入着，�１勝��
シルヴァーイーグル（16牡芦 ハーツクライ）���４勝
トゥインクルウェイ（17牝鹿 ジャスタウェイ）�２勝��入着
フルーガル（18牝芦 ジャスタウェイ）��３勝�入着３回
エイレーネ（19牝鹿 ロゴタイプ）��３勝
フエルテテソーロ（20牝鹿 ファインニードル）�出走

２代母 アリクスHalix（98 FR芦 Tropular）不出走
バッキーボールBucky Ball（05� Nombre Premier）FR４勝
ジュスイラ Je Suis La（07� Panis）FR４勝
アクロレーヌAcroleine（10 牝 Indian Rocket）FR出走

エフィショープEfichope（14牝 Deportivo）FR・GER５勝
マゼルトフMazeltof（16� Kheleyf）�FR９勝

アイソセル Isocel（11 牝 Deportivo）FR１勝
ズワーヴヴァリーZouave Valley（17 牡 Whipper）�FR６勝

エフィウインドEffywind（13牝 Diamond Green）FR１勝

３代母 レナミクスRainamix（94 FR芦 Linamix）FR２勝

４代母 ジュヌヴィリエGennevilliers（83 USA鹿 Brigadier Gerard）FR入着２回
［子］ ファストフォロー Fast Follow（88牡 ＊ファストトパーズ）FR３勝

ソーヴィリエ Sauvilliers（99� Saumarez）FR２勝，FR障害３勝

５代母 ラノブレサ La Nobleza（77 USA鹿 Damascus）FR１勝
［曾孫］ サンシャインコースト Sunshine Coast（03 牝 Foyer）IND２勝，Sout

h India Derby‐LR ２着，South India Oaks‐LR ２着，South
India 1000 Guineas‐LR ２着，etc.

プリンセスアスク（11牝 ゼンノロブロイ）２勝，石打特別，三木特別２着，
足立山特別３着

121 ナドー２０２１ 牡・芦 ３／２２
＊エンドスウィープ

��
��
�

�
�
�
�
� アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊

ソアーヴェ Dashing Blade

�
�
�
�
�

��
��

�Soave She's His Guestナドー アリクス Tropular

��
��
�Halix芦FR 2009 Rainamix

14f
Shirley Heights S5×M5 Sharpen Up S5×M5



母 ＊ハートフル（13 IRE 黒鹿 Shamardal）IRE１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
キタサンユーダイ（19牡鹿 キタサンブラック）�１勝
スナークドリアン（20牡鹿 ＊マクフィ）�出走

２代母 マッドアバウトユーMad About You（05 IRE 鹿 Indian Ridge）FR・IRE
・USA３勝，グラッドネスＳ‐G3，Garnet S‐L，愛１０００ギニー‐G1 ２着，愛
プリティポリーＳ‐G1 ２着，マルセルブサック賞‐G1 ３着，etc.
マリンカMalinka（12牝 Pivotal）IRE２勝
ソウルシーカー Soul Seeker（17� Oasis Dream）�GB・IRE５勝
アマシェール AMa Chere（18 牝 Kodiac）�IRE１勝，シルヴァーフラッシュＳ

‐G3 ３着
＊マッドクール（19牡 Dark Angel）�３勝，知多特別，大牟田特別

３代母 イリジスティブルジュエル Irresistible Jewel（99 IRE 鹿 ＊デインヒル）GB・FR
・IRE３勝，リブルズデイルＳ‐G2，ブランドフォードＳ‐G3，オペラ賞‐G1 ２着
ロイヤルダイアモンド Royal Diamond（06� ＊キングズベスト）GB・IRE・AUS

・UAE９勝，愛セントレジャー‐G1，バリーカレンＳ‐G3，英ＢＣロングディ
スタンスＣ‐G3，etc.

プリンセスハイウェイ Princess Highway（09牝 Street Cry）GB・FR・IRE・CAN３
勝，リブルズデイルＳ‐G2，ブルーウインドＳ‐G3，愛オークス‐G1 ３着，etc.
エターナルサイレンス Eternal Silence（20牝 War Front）�IRE 入着２回，

モイグレアスタッドＳ‐G1 ３着，フレイムオヴタラＳ‐G3 ３着
ミッドナイトソーツMidnight Thoughts（10 牝 Henrythenavigator）不出走

トモローズドリーム Tomorrow's Dream（17牝 Oasis Dream）�GB・FR３
勝，Rosemary S‐L ３着

４代母 インアンティシペイション In Anticipation（91 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE２勝
［孫］ プロファウンドビューティ Profound Beauty（04 牝 ＊デインヒル）IRE・

AUS９勝，バリーローンＳ‐G3（２回），カラＣ‐G3，Challenge S
‐L（３回），etc.

メイキングライトMaking Light（14 牝 Tamayuz）IRE５勝，パークイク
スプレスＳ‐G3，キラヴランＳ‐G3，Platinum S‐L，etc.

122 ハートフル２０２１ 牡・黒鹿 ５／１０

＊

デュバウィ Dubai Millennium

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊

シャマルダル Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Shamardal Helsinkiハートフル マッドアバウトユー Indian Ridge

��
��
�Mad About You黒鹿IRE 2013 Irresistible Jewel

1l
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母 バゴラグーン（11栗 ＊バゴ）�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
イタダキマショウ（18牡黒鹿 トーセンジョーダン）��入着
ライラックベルン（19牝鹿 シビルウォー）��２勝�

２代母 オレンジピール（94栗 ＊サンデーサイレンス）４勝，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，チューリップ賞‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，秋華賞‐Jpn1 ４着，オー
クス‐Jpn1 ５着，etc.
オレンジボウル（00� ＊エリシオ）１勝，障害４勝
ブラックコンドル（01牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，平安Ｓ‐Jpn3 ２着，トパー

ズＳ‐L ３着，京都２歳Ｓ‐L ３着，春待月Ｓ‐OP，etc.，障害２勝，�入着，
佐賀記念‐Jpn3 ３着

ラピッドオレンジ（03牝 ＊エルコンドルパサー）４勝，アネモネＳ‐L ３着，道新ス
ポーツ賞，ＨＢＣ賞２着，etc.，��１勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，マリーンＣ
‐Jpn3 ２着

ビターオレンジ（04牝 ジャングルポケット）２勝，十勝岳特別３着
ココモオレンジ（08牝 キングカメハメハ）出走

マサハヤダイヤ（13牡 ＊ハービンジャー）２勝，北海Ｈ，熊野特別３着，	３勝
オレンジペコ（17牝 ＊マジェスティックウォリアー）�３勝，ポプラ特別，大雪

Ｈ２着，奥羽Ｓ３着
タイセイシェダル（18牡 ＊マクフィ）�３勝，檜山特別，和布刈特別２着，小倉

城特別２着，津軽海峡特別３着

３代母 ＊バッフドオレンジ（82 USA栗 Exclusive Native）USA入着３回
＊ヘアデイズ（90牝 ＊アフリート）USA１勝

ウェラWella（99 牝 Zabeel）不出走
カークランド Kirkland（14� Highly Recommended）NZ２勝，Wan
ganui Guineas‐L ２着

メローフルーツ（91牝 Halo）２勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，
桜花賞‐Jpn1 ４着

オレンジブロッサム（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，つわぶき賞３着
オレンジティアラ（07牝 サクラバクシンオー）４勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，

フェニックス賞‐OP ３着，立待岬特別，etc.

123 バゴラグーン２０２１ 牡・栗 ５／２７
サクラユタカオー

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxバゴラグーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�オレンジピール栗 2011 ＊バッフドオレンジ
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母 ハッピーティア（08鹿 ＊ホワイトマズル）障害１勝，中山大障害‐JG1（4100）２着，
�４勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
シンライ（16牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，湯浜特別（Ｄ1700）２着
ファイブリーフ（17牡鹿 ＊クロフネ）１勝
ダイユウサンテ（20牡鹿 サトノクラウン）�出走

２代母 ハッピーチケット（04栗 バブルガムフェロー）出走
ナゲットレイツ（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�４勝
ハッピーカンパニー（14牝 カンパニー）�１勝��１勝�入着�

３代母 チャームトウショウ（88鹿 ＊コインドシルバー）１勝
コウユーラヴ（97牝 ＊ジェイドロバリー）２勝

サンダルフォン（03牡 サクラバクシンオー）９勝，北九州記念‐G3，オースト
ラリアＴ‐L，北九州記念‐G3 ３着，etc.

ダイシングロウ（04牡 ダンスインザダーク）５勝，小倉記念‐Jpn3 ２着，バレ
ンタインＳ‐OP ２着，博多Ｓ，etc.，障害３勝，種牡馬

セフティーミキオー（01牡 フジキセキ）４勝，麒麟山特別，名古屋城Ｓ２着，三峰
山特別２着，etc.

４代母 ガールトウシヨウ（75栗 ＊チヤイナロツク）７勝，丹沢特別
［子］ ハグミートウショウ（87牝 ＊ノーザンディクテイター）３勝，陸奥湾特別

ライラトウショウ（86牝 ＊モガミ）２勝，漁火特別２着
［孫］ トウショウファルコ（86牡 グリーングラス）８勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，金杯

‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ３着，etc.
トウショウフリート（88牡 トウシヨウペガサス）７勝，パラダイスＳ‐OP，
箱根Ｓ，秋嶺Ｓ，etc.，種牡馬

トウショウチェイス（94牡 ＊キンググローリアス）３勝，十和田湖特別，
障害１勝

［曾孫］ トウショウヴォイス（02牡 ＊ラストタイクーン）２勝，新潟記念‐G3 ２着，
福島民報杯‐L ３着，新潟日報賞，etc.，��１勝�１勝�１勝�入着

ラブミーブルー（11牝 ＊サウスヴィグラス）	３勝��入着，エーデルワ
イス賞‐Jpn3 ２着，北斗盃，ブロッサムＣ

124 ハッピーティア２０２１ 牡・鹿 ４／１７

＊

＊サンデーサイレンス

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeハッピーティア バブルガムフェロー

��
��
�ハッピーチケット鹿 2008 チャームトウショウ

＊ソシアルバターフライ 1w
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S4×M4×M5



母 ブルーエクセル（16黒鹿 ロードカナロア）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ピュアエクセル（11鹿 アドマイヤムーン）入着
サツキヒューズ（17牡 ＊ヘニーヒューズ）���入着２回�６勝
ハクサンマックス（18牡 モーリス）���２勝�２勝

３代母 エリモエクセル（95栗 ＊ロドリゴデトリアーノ）６勝，オークス‐Jpn1，府中
牝馬Ｓ‐Jpn3，マーメイドＳ‐Jpn3，中京記念‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn2 ３着，etc.
ユニバーサル（01牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，琵琶湖特別３着，桑折特別３着

ワールドフォーラブ（14牝 ディープインパクト）４勝，中京スポーツ杯，桑名
特別，鳥羽特別２着，etc.

クリノアリエル（15牝 ディープインパクト）２勝，大濠特別，千歳特別２着，
淀屋橋Ｓ３着，etc.，��６勝��

ハレクラニ（02牝 ＊ブライアンズタイム）出走
ブラックバード（12� ダイワメジャー）２勝，彦星賞，八代特別２着，鞍ケ池

特別２着，etc.，�１勝��入着
ダノンエクスプレス（06牡 アグネスタキオン）４勝，柏崎特別
エリモマドンナ（07牝 ダンスインザダーク）入着

タイセイエクセル（18牝 ＊ヘニーヒューズ）２勝，�	２勝��，ヴィーナスス
プリント２着

リトルダーリン（08牝 ディープインパクト）３勝，蓬莱峡特別，西海賞３着
フィニステール（17牡 キングカメハメハ）�４勝，伊勢Ｓ，あやめ賞２着

４代母 ＊エリモファンタジー（86 USA栗 Riverman）FR入着
［孫］ エリモブライアン（97牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ステイヤーズＳ

‐Jpn2，菊花賞‐Jpn1 ３着，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，etc.
エリモシャルマン（99牡 ＊トニービン）４勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，
ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ３着，万葉Ｓ‐L ２着，etc.

フラットライナーズ（12牡 ＊シニスターミニスター）��10 勝，船橋記念，
習志野きらっとスプリント，京浜盃２着，種牡馬

エリモアスリート（00牡 ＊アフリート）２勝，日向特別，城崎特別３着

125 ブルーエクセル２０２１ 牡・鹿 ３／３０
＊サンデーサイレンス

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

キングカメハメハ
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�
�
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��

�ロードカナロア レディブラッサムブルーエクセル アドマイヤムーン

��
��
�ピュアエクセル黒鹿 2016 エリモエクセル

＊エリモファンタジー 1k
サンデーサイレンス S3×M5 Storm Cat S3×M4 Mr. Prospector S4×M5
Miesque S4×M5



母 ＊ブレシッドサイレンス（13 FR栗 Siyouni）FR・USA３勝，ギャロレットＳ‐G3
２着，P. du Ranelagh‐L ２着，P. Maurice Zilber‐L ２着
初仔

２代母 ブランシュールブランBlanc Sur Blanc（05 IRE 鹿 Hold That Tiger）FR１勝
ブルーズミュージックBlues Music（14 牝 Motivator）�FR８勝
ブレストキスBlessed Kiss（15 牝 Kentucky Dynamite）FR・CZE・SVK２勝

３代母 ルージュノワールRouge Noir（00 USA鹿 Saint Ballado）USA１勝
ライトザファイア Light The Fire（06� Invincible Spirit）GB・FR・GER・NO

R・SWE・DEN13勝，Dragon S‐L
カドリーロード Cadley Road（07牡 Elusive City）GB・FR・IRE・HKG１勝，

P. Francois Boutin‐L ２着
クレイジーダックCrazy Duck（09牝 Kheleyf）ITY７勝
ジュハイナ Joohaina（11牝 New Approach）GB１勝

４代母 ＊アルダナ（91 IRE 鹿 ＊デインヒル）FR・ITY・USA４勝，バグッタ賞‐G3，
P. Minerva‐L ２着，P. Torricola‐L ２着，P. Carlo Chiesa‐L ３着，
P. Archidamia‐L ３着，etc.
［子］ ワイラニフカレテ（08� キングヘイロー）�３勝�，ヤングＣｈ３着

ボーントゥトライ（02牡 ＊パントレセレブル）１勝
ビートマイハート（04牝 ＊コマンダーインチーフ）�２勝
クリキヨ（11牡 ＊サウスヴィグラス）��１勝

５代母 アリアンス Arriance（81 FR鹿 ＊ゲイメセン）FR１勝，P. Imprudence
‐L ３着
［子］ オールウェイズオンタイム Always On Time（89牝 Lead on Time）F

R１勝，P. Amandine‐L ３着
エールレヴーズ Air Reveuse（90牝 Niniski）FR１勝，P. Ronde de Nui
t‐L ３着

［孫］ オールウェイズキング Always King（01牡 ＊デザートキング）FR・BEL1
3 勝，P. Zeddaan‐L，トーマスブライアン賞‐G3 ３着，P. Dje
bel‐L ３着，etc.

126 ブレシッドサイレンス２０２１ 牡・鹿 ３／ ５

＊

デュバウィ Dubai Millennium
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シユーニ Pivotal
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�
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��

�Siyouni Sichillaブレシッドサイレンス ブランシュールブラン Hold That Tiger

��
��
�Blanc Sur Blanc栗FR 2013 Rouge Noir

9b
Danzig S4×M5 デインヒルM4×M5



母 フレンチトウショウ（09栗 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（14）〕
ゴールデンタバサ（14牝栗 ＊フォーティナイナーズサン）�１勝�２勝��入着
タイセイフィクサー（16牡鹿 ブラックタイド）�４勝��２勝
ロードバイファル（18牡栗 ＊シニスターミニスター）��５勝�
フレンチギフト（19牝栗 ＊シニスターミニスター）�１勝

２代母 バージントウショウ（99黒鹿 フジキセキ）不出走
ネイヴルトウショウ（05牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
トウショウデザート（06牡 ＊デザートキング）３勝，鹿野山特別，九十九里特別２着，

信濃川特別２着，府中Ｓ３着，東雲賞３着，etc.
トウショウカズン（07牡 ＊クロフネ）６勝，根岸Ｓ‐G3 ２着，ギャラクシーＳ‐LR

２着，栗東Ｓ‐L ２着，etc.，�����入着４回	，さきたま杯‐Jpn2 ３着，
黒船賞‐Jpn3 ２着，etc.

ギタートウショウ（08牝 ＊アグネスデジタル）出走
オスズ（13牝 ローエングリン）
７勝，九州ジュニアＣｈ２着

３代母 タバサトウショウ（93鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
スイープトウショウ（01牝 ＊エンドスウィープ）８勝，宝塚記念‐G1，秋華賞

‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1，京都大賞典‐G2，etc.，優古牝
トウショウデザイア（06牡 キングカメハメハ）２勝，睦月賞３着，etc.，障害３勝，

小倉サマージャンプ‐JG3 ２着，�２勝，北國王冠
トウショウフリーク（07牡 キングカメハメハ）７勝，関越Ｓ‐L，etc.，�１勝	

���入着４回，川崎記念‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
スウェアトウショウ（08牝 ディープインパクト）出走

アドマイヤハダル（18牡 ロードカナロア）�３勝，若葉Ｓ‐L，中山記念‐G2 ３
着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.

４代母 サマンサトウショウ（85黒鹿 トウシヨウボーイ）７勝，エプソムＣ‐Jpn3，
マイルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，京都牝馬特別‐Jpn3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３
着，朱雀Ｓ，etc.
［孫］ トウショウドラフタ（13牡 アンライバルド）５勝，ファルコンＳ‐G3，谷

川岳Ｓ‐L ３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，etc.，��６勝�

127 フレンチトウショウ２０２１ 牡・栗 ３／３１
＊サンデーサイレンス
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�－新種牡馬－ ハーツクライ
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�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song
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�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�
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��

�フレンチデピュティ Mitterandフレンチトウショウ フジキセキ

��
��
�バージントウショウ栗 2009 タバサトウショウ

＊セヴアイン 5j
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×M5



母 マンボビーン（08鹿 スズカマンボ）�10 勝�１勝��入着４回���，兵庫サマ
ークイーン賞（Ｄ1700），のじぎく賞（Ｄ1700），ル・プランタン賞（Ｄ1800），園
田クイーンセレクション（Ｄ1400），兵庫クイーンＣ（Ｄ1700）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（５）〕
ティートラップ（17牡鹿 ＊シニスターミニスター）�２勝
ポアゾンルージュ（19牝鹿 ポアゾンブラック）��未出走�５勝

２代母 ラブミースルー（95鹿 ＊アジュディケーティング）４勝，初春賞，青梅特別２
着，長万部特別２着，道新スポーツ杯３着
ヤマカツティガー（04牡 マヤノトップガン）２勝，甲東特別２着，	２勝�入着２回
ヤマカツコジロウ（10牡 マヤノトップガン）	５勝�入着

３代母 ラブミィテンダー（85鹿 ＊ハードツービート）３勝，白梅賞２着，浜名湖特別３着
シュンエイゼネラル（97牡 ホリスキー）入着，�９勝
14 勝�入着�，播磨賞２着，

兵庫大賞典２着，六甲盃３着，etc.
エスプラナード（98牡 アスワン）入着，�３勝��
シナクタミ（00牝 ＊ブラッシングジョン）�３勝
ヤマカツピレネー（02牡 バブルガムフェロー）３勝，阿賀野川特別，春日山特別，

米沢特別２着，etc.
プリティヒビキ（03牝 ＊アサティス）	８勝

４代母 フラストメア（75鹿 アローエクスプレス）１勝，障害３勝，京都大障害
［子］ マーブルジエベル（82牡 ＊ソーブレスド）１勝，
６勝
［孫］ イズミサクセス（95牡 ＊スプラッシュオブカラー）４勝，オーシャンＳ，

藻岩山特別
ダイワスキャン（93牡 ＊スキャン）１勝
ツナミジョオー（89牝 サクラシンゲキ）１勝

５代母 カンコウクイン（64鹿 ＊テイエポロ）１勝
［孫］ ニシヤマショウ（85牝 サクラシンゲキ）５勝，北九州記念‐Jpn3，朝日Ｃ

ｈＣ‐Jpn3 ２着，小倉記念‐Jpn3 ２着，etc.
フラストリーズン（91牡 ＊トレボロ）�２勝�５勝�入着，佐賀菊花賞２
着，栄城賞３着

128 マンボビーン２０２１ 牡・鹿 ４／ １

＊

ラッキープルピット Pulpit
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�
� Lucky Sophカリフォルニアクローム ラヴザチェイス Not For Love
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�Love the ChaseUSA 栗 2011 Chase It Down

＊サンデーサイレンス
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�スズカマンボ ＊スプリングマンボマンボビーン ＊アジュディケーティング

��
��
�ラブミースルー鹿 2008 ラブミィテンダー

＊フラストレート 1b
Mr. Prospector S4×S5×M5 Danzig M4×S5 Northern Dancer S5×M5
Numbered Account S5×S5



母 ＊ミスミズ（16 USA芦 Mizzen Mast）USA・CAN３勝，Blue Sparkler S，St
ar Shoot S‐L ２着，Honeybee S３着，Ruling Angel S３着
初仔

２代母 シリミス Silimiss（08 GB鹿 Dansili）FR１勝
インプレシッナント Impressionant（15 牡 Lonhro）�FR・SPA１勝
エムファストM Fast（17 牝 Elusive Quality）USA３勝
フレデリシア Fredericia（19 牝 Point of Entry）�USA・CAN１勝

３代母 デアリングミスDaring Miss（96 GB鹿 Sadler's Wells）FR４勝，シャンテ
ィー大賞‐G2，P. de la Porte deMadrid‐L，サンクルー大賞‐G1 ２着，ドーヴ
ィル大賞‐G2 ２着，ロワイヤリュー賞‐G2 ２着
クイックファイアQuickfire（02 牝 Dubai Millennium）GB・USA２勝，ミュージ

ドラＳ‐G3 ２着，オークトリーＳ‐G3 ２着，License Fee S３着
アーチファイア Arch Fire（08 牡 Arch）GB・AUS４勝，WRCWarrnamb

ool C‐L ２着，AUS障害６勝
ウルトラソニックUltrasonic（09 牝 Mizzen Mast）GB・USA２勝，Valian

t S‐L ２着，Boadicea Fillies' S‐L ２着，Pontefract Flying Fillies
S‐L ２着，etc.

デストラクトDestruct（10� Rail Link）GB・FR３勝，P. Michel Houyvet‐L

４代母 バーボンガール Bourbon Girl（84 GB鹿 ＊イルドブルボン）GB・IRE１勝，
英オークス‐G1 ２着，愛オークス‐G1 ２着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着，
ミュージドラＳ‐G3 ２着
［子］ アポジー Apogee（90牝 Shirley Heights）FR２勝，ロワイヨモン賞‐G3，

フィユドレール賞‐G3 ３着
［孫］ スパニッシュムーン Spanish Moon（04牡 El Prado）GB・FR・USA・

UAE・HKG６勝，サンクルー大賞‐G1，フォワ賞‐G2，Floodlit S
‐L，etc.，種牡馬

ダンスルーティンDance Routine（99 牝 Sadler's Wells）FR３勝，ロワ
イヤリュー賞‐G2，ロワイヨモン賞‐G3，仏オークス‐G1 ２着，etc.

スパニッシュサン Spanish Sun（00牝 El Prado）GB・IRE２勝，リブル
ズデイルＳ‐G2

129 ミスミズ２０２１ 牡・芦 ３／ ８
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��
��
�Silimiss芦USA 2016 Daring Miss

4m
Sadler's Wells S3×M4



母 ヤマシロギク（04栗 ＊アフリート）不出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－５（13）〕
ランザン（09牡栗 ＊フォーティナイナーズサン）入着３回，下北半島特別（芝 1200）

２着，��２勝
ファジーネーブル（13牝黒鹿 タニノギムレット）１勝，�４勝�１勝�入着�
ソフトポジション（15牡鹿 アサクサキングス）１勝，雪うさぎ賞（芝 1200）２着，石

狩特別（芝 1500）３着，長万部特別（芝 1200）３着，�３勝�１勝�入着��	
ダブルポジション（17牝栗 ウインバリアシオン）�１勝�入着２回�
センジュ（19牡栗 コパノリッキー）入着，
��１勝
ノリノリ（20牡鹿 ウインバリアシオン）
未出走

２代母 ミラクルラブ（99鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ボウシュ（08牡 ＊ティンバーカントリー）�８勝��
ズイカク（10牝 ＊ホワイトマズル）�１勝��
クラウンエイトドア（13牡 ＊グラスワンダー）�４勝�入着
ゲキテキ（14牡 トランセンド）�１勝

３代母 アンブローシア（85鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，白菊賞
エアチャリオット（91� サクラユタカオー）４勝，弥生賞‐Jpn2 ２着，ＢＳＮオー

プン‐OP，ジュニアＣ‐OP，etc.
ロイヤルアンブリー（94牝 ＊アレミロード）３勝，雄国沼特別，西湖特別２着
ダンツプライズ（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，兵庫特別２着，etc.，�３勝，

中島記念，九州大賞典２着
ロンドインディ（02牝 フジキセキ）出走

セレスロンディー（07牡 ＊プリサイスエンド）３勝，シンザン記念‐G3 ３着，
こぶし賞３着，千両賞３着

４代母 シヤダイアンブリー（76黒鹿 ＊モデルフール）��１勝
［孫］ サクラエキスパート（93牡 サクラチヨノオー）６勝，愛知杯‐Jpn3，函館

記念‐Jpn3 ２着，カブトヤマ記念‐Jpn3 ２着，etc.
ウインジーニアス（00牡 バブルガムフェロー）２勝，京都新聞杯‐Jpn2
３着，ドンカスターＳ‐L ２着，ムーニーバレーレーシングＣ賞，etc.

130 ヤマシロギク２０２１ 牡・黒鹿 ５／２０
＊

＊エンドスウィープ
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�ミラクルラブ栗 2004 アンブローシア

＊アンブリー 7
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector M3×S5



母 ラタンバスケット（06栗 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（13）〕
ディゼトワール（13牡鹿 メイショウサムソン）入着２回，��３勝�
ヒロブラッサム（15牝鹿 ロードカナロア）入着，��３勝
ロードトゥドラゴン（16牡鹿 ロードカナロア）�２勝��５勝
コルベイユ（19牝鹿 リーチザクラウン）�２勝，八雲特別（芝 1800）

２代母 サンデーピクニック（96鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，クイーンＳ‐Jpn3
３着，安達太良特別，紫野特別，etc.，GB・FR２勝，クレオパトル賞‐G3，ペネ
ロープ賞‐G3 ３着
トーセンキャプテン（04牡 ジャングルポケット）４勝，函館記念‐Jpn3，アーリン

トンＣ‐Jpn3，京都大賞典‐G2 ３着，大阪―ハンブルクＣ‐L ３着，こぶし賞
メアリーズガーデン（05牝 ＊ファルブラヴ）出走

カオスモス（10牡 ＊マイネルラヴ）３勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，ダービー卿
ＣｈＴ‐G3 ２着，アーリントンＣ‐G3 ２着，オーロＣ‐L ２着，パラダ
イスＳ‐OP ２着，etc.，�入着３回��

エムティエース（19牡 ビッグアーサー）�１勝，若鮎賞３着
トーセンアドミラル（07牡 キングカメハメハ）５勝，ラジオ日本賞‐OP ３着，etc.，

��７勝，京成盃グランドマイラーズ，マイルＧＰ，スパーキングサマーＣ，
京成盃グランドマイラーズ２着，etc.

トーセンジャスト（10牡 ＊チチカステナンゴ）�２勝�入着

３代母 ＊アトール（87 IRE 鹿 Caerleon）GB・FR・IRE・ITY３勝，伊オークス‐G1，
伊１０００ギニー‐G2，愛オークス‐G1 ２着

４代母 シャーリーリーフ Shirley Reef（80 GB鹿 Shirley Heights）ITY３勝，Cr
iterium Partenopeo
［孫］ ドヴァルモンDe Valmont（97� ＊デヒア）USA・AUS８勝，Hawkes

bury Guineas‐L，モーヴィックＨ‐G3 ２着，Aprisa H２着
［曾孫］ チンクエチェント Cinque Cento（01牝 Nothin' Leica Dane）AUS５

勝，ＢＲＣドゥームベンＣ‐G1，ＳＡＪＣクイーンオヴザサウスＳ
‐G2，ＢＲＣドゥームベンロージズＳ‐G3，etc.

131 ラタンバスケット２０２１ 牡・栗 ２／ ３
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�サンデーピクニック栗 2006 ＊アトール

2i
Halo M4×M4×S5 Ballade M4×S5 Caerleon M4×M4
Nijinsky S5×M5×M5



母 リベラルタイプ（16青鹿 ＊ノヴェリスト）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アシモトヨシ（20牝黒鹿 ＊マインドユアビスケッツ）��１勝，ビギナーズＣ
（Ｄ1400）３着

２代母 ステレオタイプ（02鹿 ＊サンデーサイレンス）入着５回，�２勝
ロゴタイプ（10牡 ローエングリン）６勝，皐月賞‐G1，安田記念‐G1，朝日杯フューチ

ュリティＳ‐G1，スプリングＳ‐G2，安田記念‐G1 ２着，etc.，優２牡，種牡馬
ナイトインブラック（13牡 ローエングリン）１勝，�６勝��入着３回
アスクチャーチル（18牡 ロードカナロア）�１勝

３代母 スターバレリーナ（90鹿 Risen Star）４勝，ローズＳ‐Jpn2，高松宮杯‐Jpn2
２着，毎日王冠‐Jpn2 ３着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，京阪杯‐Jpn3 ２着，etc.
グランパドドゥ（97牝 フジキセキ）３勝，中日新聞杯‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ５

着，秋華賞‐Jpn1 ５着，etc.
パドトロワ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）９勝，函館スプリントＳ‐G3，

キーンランドＣ‐G3，アイビスサマーダッシュ‐G3，etc.，種牡馬
キングドラゴン（13� ＊シンボリクリスエス）２勝，両津湾特別３着

スパルタクス（98牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，飯坂特別，周防灘特別，都井岬特
別，etc.

アンドゥオール（99牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ‐Jpn2，マーチＳ
‐Jpn3，ベテルギウスＳ‐L ２着，etc.，��出走

パドカトル（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，門司特別，対馬特別２着，南港特別３着
フレンチウォリアー（03牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，	１勝��入着３回，北海

道２歳優駿‐Jpn3 ３着，サンライズＣ３着
バレドクール（08牝 タニノギムレット）１勝

タガノペカ（18牝 オルフェーヴル）�２勝，ポプラ特別３着

４代母 ＊ベリアーニ（85 USA鹿 Nureyev）GB・USA２勝
［孫］ アグネスラズベリ（01牝 エアジハード）７勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，

阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，�１勝
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レモンドロップキッド Kingmambo
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�
� Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�
�
�
�
� Charming Lassieビーチパトロール バッシュフルバーティー Quiet American

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonリベラルタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ青鹿 2016 スターバレリーナ

＊ベリアーニ 8k
Mr. Prospector S4×S5 Nureyev S5×M5



母 レーヌルネサンス（15栗 ステイゴールド）入着
本馬の他に産駒あり

２代母 クィーンスプマンテ（04栗 ジャングルポケット）６勝，エリザベス女王杯‐G1，
みなみ北海道Ｓ‐L，八甲田山特別，鳥屋野特別，堀川特別２着，etc.
ディアスプマンテ（13牝 ヴィクトワールピサ）１勝
レーヌジャルダン（14牝 ディープインパクト）１勝
アスティ（16� オルフェーヴル）�２勝，横津岳特別，奥の細道特別３着，横津岳

特別３着，潮来特別３着，�３勝��
エルバルーチェ（17牝 オルフェーヴル）�入着５回，�３勝

３代母 センボンザクラ（92栗 サクラユタカオー）４勝，若水賞，蔵王特別，ローズマ
リー賞，船橋Ｓ２着，春望Ｓ２着，etc.
モスフロックス（99牝 ＊サンデーサイレンス）入着

ドリームガードナー（05牡 ＊トワイニング）２勝，シンザン記念‐Jpn3 ２着，
ディセンバーＳ‐L ２着，鳴尾記念‐G3 ３着，etc.

プラントハンター（10牡 ＊クロフネ）４勝，銀蹄Ｓ２着，上総Ｓ２着，�３勝
��入着３回

ナリタカービン（06牡 ＊ホワイトマズル）３勝，錦江湾特別３着，くすのき賞３着，
�入着，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ３着

４代母 ダイナフランダース（79鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，ブラッドストーンＳ，
みなみ北海道Ｓ，ルビーＳ，伏拝特別
［子］ ルーベンスメモリー（00牡 ジェニュイン）６勝，みなみ北海道Ｓ‐L ２着，

エイプリルＳ‐L ３着，迎春Ｓ，etc.
［孫］ ニューイチトク（05牡 ＊サウスヴィグラス）４勝，白川郷Ｓ，舞鶴特別，

オークランドＲＣＴ２着
ユレルオモイ（97牝 メジロマックイーン）５勝，大雪Ｈ２着，層雲峡特別
２着，噴火湾特別２着，etc.

［曾孫］ スーパーマルトク（03牝 アドマイヤボス）３勝，ＵＨＢ杯‐L ２着，函館
日刊スポーツ杯

クィーンマルトク（02牝 ＊マイネルラヴ）３勝，ＳＴＶ賞，ＳＴＶ賞２着，
サロマ湖特別２着，etc.
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ポッセ Silver Deputy
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�
� Posse

�
�
�
�
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�
�
�
� Raskaマインドユアビスケッツ ジャズメイン Toccet

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュレーヌルネサンス ジャングルポケット

��
��
�クィーンスプマンテ栗 2015 センボンザクラ

＊レデイフランダーズ 4r
Deputy Minister S4×S5 Hail to Reason S5×M5 ノーザンテーストM5×M5



母 アットリーチェノバ（13青鹿 ネオユニヴァース）�１勝�入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
クランツリート（18牡青鹿 ラブリーデイ）�２勝�

２代母 ブリリアントノバ（98黒鹿 ＊ジェネラス）２勝
チヨノドラゴン（03牝 バブルガムフェロー）�８勝�３勝�１勝��６勝，トゥイ

ンクルレディ賞３着，兵庫牝馬特別，白銀争覇，サラブレッド大賞典，東海ク
イーンＣ，etc.
ヒストリーメイカー（14牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝，仁川Ｓ‐L，プロキオ

ンＳ‐G3 ２着，アンタレスＳ‐G3 ２着，マーチＳ‐G3 ２着，みやこＳ
‐G3 ２着，etc.，�10 勝�入着��

トウカイメロディ（07牡 ＊チーフベアハート）５勝，札幌日経ＯＰ‐L，みなみ北海道
Ｓ‐L，ＨＴＢ杯，山吹賞

クラシカルノヴァ（08牡 キングカメハメハ）５勝，堺Ｓ，東大路Ｓ，桃山Ｓ２着，
赤富士Ｓ３着，�６勝�入着��，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ２着

キクノエクレール（09牡 フジキセキ）２勝
トウカイトレジャー（12牡 ハーツクライ）２勝，荒川峡特別

３代母 ブリリアントミスト（89黒鹿 ＊リアルシヤダイ）１勝
クラクエンレディー（97牝 ＊トニービン）２勝

クリスチャンパール（06牝 ＊シンボリクリスエス）入着２回，��５勝
ローズプリンスダム（14� ＊ロージズインメイ）５勝，レパードＳ‐G3，名
鉄杯‐L ３着（２回），ＢＳＮ賞‐L ３着，etc.，�	未出走���出走

トウカイアロー（99牡 トウカイテイオー）４勝，駒草賞‐OP ２着，ノベンバーＳ，
冬至Ｓ，etc.，�１勝

トウカイオスカー（04牝 トウカイテイオー）５勝，新潟日報賞，アイルランドＴ，
山中湖特別，etc.

４代母 ＊ミスタイモア（77 USA黒鹿 Sham）GB・USA４勝
［子］ ベストタイアップ（92牡 アンバーシヤダイ）７勝，東京新聞杯‐Jpn3，中

山金杯‐Jpn3（２回），キャピタルＳ‐OP ２着，etc.，種牡馬
ノーモアスピーディ（87牡 ＊ノーザンテースト）２勝，京成杯‐Jpn3，東
京新聞杯‐Jpn3 ３着，カンナＳ‐OP ２着，etc.

151 アットリーチェノバ２０２１ �・青鹿 ２／１６
＊サンデーサイレンス
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�－新種牡馬－ ディープインパクト
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�

＊ウインドインハーヘアサトノアレス
＊

＊デインヒル

��
��
�サトノアマゾネス黒鹿 2014 Prawn Cocktail

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスアットリーチェノバ ＊ジェネラス

��
��
�ブリリアントノバ青鹿 2013 ブリリアントミスト

＊ミスタイモア 10a
サンデーサイレンス S3×M3



母 アドマイヤレッド（06栗 ＊ストラヴィンスキー）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（８）〕
ヴェスペルティリオ（12牡鹿 ネオユニヴァース）�１勝��２勝�１勝
ルーファス（14牡栗 ゴールドアリュール）��２勝
リフタスフェルト（16牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）２勝
トーセンアーバン（18牡栗 エイシンヒカリ）��２勝�
ピッチピチピーチ（19牝鹿 グランプリボス）��出走�出走

２代母 ＊プリンシピウム（95 USA栗 ＊ハンセル）不出走
＊コンゴウリキシオー（02牡 ＊ストラヴィンスキー）６勝，マイラーズＣ‐G2，金鯱賞

‐Jpn2，きさらぎ賞‐Jpn3，ポートアイランドＳ‐L，etc.，�１勝����，
かきつばた記念‐Jpn3，etc.

バロネスリヒター Baroness Richter（04 牝 Montjeu）GB・FR・USA２勝，P. C
aravelle‐L
ディアーラヴィニアDear Lavinia（09 牝 Grand Slam）FR・USA３勝，Gr

and Criterium de Bordeaux‐L，Criterium de l'Ouest‐L ２着，P.
Six Perfections‐L ３着
ダトDato（16牡 Mount Nelson）�FR・GER８勝，カールジャスパーズ
賞‐G2，Mannheim C‐L，G.P. de la Ville de Nantes‐L，Gros
ser Dresdner Herbstpreis‐L，バーデンヴュルテンベルクトロフィ
‐G3 ２着（２回），etc.

ドリームアホワイルDream Awhile（14 牝 War Front）FR・USA４勝，イー
トンタウンＳ‐G3，Tropical Park Oaks，チャーチルディスタフター
フマイルＳ‐G2 ３着，マッチメイカーＳ‐G3 ２着，スワニーリヴァーＳ
‐G3 ２着，etc.

３代母 ナズーNazoo（88 IRE 鹿 Nijinsky）GB・IRE４勝，Rochestown S‐L
ナディアNadia（98 牝 Nashwan）FR・USA２勝，サンタラリ賞‐G1，仏オークス

‐G1 ２着，ペネロープ賞‐G3 ２着

152 アドマイヤレッド２０２１ �・鹿 ４／２４
＊サンデーサイレンス
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＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ストラヴィンスキー Fire the Groomアドマイヤレッド
＊

＊ハンセル

��
��
�プリンシピウム栗 2006 Nazoo

2d
Halo S4×S5 Northern Dancer M4×M5 Cosmah S5×M5
Mr. Prospector M5×M5



母 ヴェレーナ（13栗 ＊アルデバランⅡ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
キャトルレーヴ（18牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）��出走�２勝
プレストオメガ（19牡栗 ＊アジアエクスプレス）���入着
ミギフック（20牝鹿 ＊デクラレーションオブウォー）��１勝

２代母 ビッグマリーン（01黒鹿 フジキセキ）１勝，野路菊Ｓ‐OP ２着，りんどう賞２着
ロイヤルデジタル（06牡 ＊アグネスデジタル）��３勝
マストバイアイテム（07牝 ＊アフリート）３勝

ヨハン（16牡 ＊ヨハネスブルグ）４勝，ＴＶ静岡賞，カトレア賞３着，���２勝
ノーリス（18牡 ＊アジアエクスプレス）�３勝，大島特別
ドライスタウト（19牡 ＊シニスターミニスター）�３勝，霜月Ｓ‐OP，オキザリ

ス賞，��１勝�，全日本２歳優駿‐Jpn1
サンライズポパイ（08牡 サクラバクシンオー）２勝，伏拝特別，中京スポニチ賞２

着，喜多方特別２着，五色沼特別２着
サンライズカラー（09牡 キングカメハメハ）２勝
マリーンジャングル（10牝 ジャングルポケット）�２勝
サンライズセナ（15牡 ＊カジノドライヴ）３勝，日進特別，花園Ｓ２着，花のみちＳ

３着，リボン賞３着
ビッグブルー（16牡 ＊タートルボウル）１勝，��６勝

３代母 ドラゴンマリーン（96鹿 ＊リアルシヤダイ）２勝，黄菊賞，りんどう賞２着
ティキマハロ（07牡 ＊バゴ）１勝，小倉城特別２着，岩船特別３着，白藤賞３着，�１勝

４代母 ＊パーフェクトポイント（82 USA鹿 Nijinsky）USA８勝，Rumson H‐L，
Susquehanna H，ダイアナＨ‐G2 ２着，ニューヨークＨ‐G2 ３着，クイー
ンシャーロットＨ‐G2 ３着，etc.

５代母 チャームスクールCharm School（70 USA栗 Dr. Fager）不出走
［孫］ パースエイシヴ Persuasive（88 牝 EndsWell）USA11 勝，Rosenna S

３着
［曾孫］ ジーナコーズ Zina Cause（00� Cause for Pause）USA８勝，Inau

gural H

153 ヴェレーナ２０２１ �・栗 １／２８

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat
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� Giant's Causeway
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�
� Mariah's Stormエスケンデレヤ アルデバランライト Seattle Slew

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アルデバランⅡ Chimes of Freedomヴェレーナ フジキセキ

��
��
�ビッグマリーン栗 2013 ドラゴンマリーン

＊パーフェクトポイント 1l
Raise a Native M4×S5 Northern Dancer S5×S5 Roberto S5×M5



母 エイドローン（14青鹿 ＊プリサイスエンド）１勝，�２勝�
初仔

２代母 フミノアマゾン（09青 フジキセキ）出走
イチネンプリンス（15牡 ＊シニスターミニスター）１勝，�６勝��
マーチリリー（18牝 ＊マジェスティックウォリアー）�３勝，安達太良Ｓ２着
マナウス（19牝 ＊マジェスティックウォリアー）�１勝

３代母 フミノテネシー（02黒鹿 ＊ヘネシー）出走
オレンジビーチ（07牝 ＊マリエンバード）��３勝
カナレセッテ（08牝 デュランダル）�４勝��

４代母 モリチヅル（91鹿 ＊エブロス）６勝，札幌スプリントＳ‐Jpn3 ３着，オータ
ムスプリントＳ‐OP ２着，納涼Ｓ‐OP ２着，福島ＴＶ杯，オーロＣ，etc.
［子］ フミノサチヒメ（03牝 ＊タイキシャトル）４勝，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，

藻岩山特別，小樽特別，etc.
フミノパシフィック（05牡 ＊ボストンハーバー）４勝，高瀬川Ｓ，鹿島特
別，�３勝�入着

ワンダーリンド（01牡 ＊リンドシェーバー）１勝，�４勝
フミノアカデミー（07牡 サクラバクシンオー）１勝
ゴライコウ（11牝 ＊ボストンハーバー）	１勝
ラブハニー（04牝 マヤノトップガン）	１勝
ドキドキハート（00牝 ＊ジョリーズヘイロー）�１勝

［孫］ リュッカ（17牝 キズナ）入着５回，雷光特別３着，
２勝
プローチダ（14牝 ＊ストリートセンス）�３勝�７勝
ユイアンデービス（18牝 ミッキーアイル）���入着�１勝
ココアキャンディ（15牝 アドマイヤムーン）�１勝��入着２回

［曾孫］ マッドシェリー（18牝 ＊ダノンレジェンド）���７勝

５代母 ベルロビン（84鹿 ＊ホツトスパーク）３勝，新春４歳牝馬Ｓ‐OP ２着，サフラ
ン賞，神代特別２着，多摩川特別３着，しゃくなげ賞３着，etc.
［子］ ウイスキーロビン（98牡 アンバーシヤダイ）３勝，有田特別２着

マイネルロビン（94牡 バンブーアトラス）２勝，金北山特別３着

154 エイドローン２０２１ �・黒鹿 ２／２０
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エイピーインディ Seattle Slew
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� A.P. Indy
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� Weekend Surpriseマジェスティックウォリアー ドリームスプリーム Seeking the Gold
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�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyエイドローン フジキセキ

��
��
�フミノアマゾン青鹿 2014 フミノテネシー

＊アストニシメント 7c
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Buckpasser S5×S5



母 エクディス（13鹿 ＊クロフネ）�入着２回
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 マギストラ（08鹿 ディープインパクト）入着
ヨシヒコ（14牡 ＊シンボリクリスエス）２勝

３代母 ＊マンファス（91 IRE 黒鹿 ＊ラストタイクーン）GB入着
ザデビュティ The Deputy（97 牡 Petardia）GB・USA４勝，サンタアニタダービ

ー‐G1，サンタカタリーナＳ‐G2，Hill Rise H‐L，etc.，種牡馬
＊ハンターズマーク（00牝 Titus Livius）GB・USA１勝

ハッピーディレンマ（07牝 アグネスタキオン）入着
ヒプノティスト（13牡 ＊クロフネ）３勝，アイビーＳ‐OP ３着，水仙賞２
着，葉牡丹賞２着

ターゲットマシン（08牡 ディープインパクト）３勝，寒竹賞，ｔｖｋ賞３着
クロンヌドール（09牝 アグネスタキオン）入着
マッスルビーチ（16牡 メイショウサムソン）�３勝，鳥取特別，白嶺Ｓ２
着，伊丹Ｓ３着，障害２勝

キンノマサカリ（17牡 メイショウサムソン）３勝，苗場特別，五泉特別２
着，ラジオ福島賞２着，etc.

キングカメハメハ（01牡 Kingmambo）７勝，日本ダービー‐Jpn1，ＮＨＫマイル
Ｃ‐Jpn1，神戸新聞杯‐Jpn2，etc.，優３牡，種牡馬

レースパイロット（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，エ
ルフィンＳ‐OP ３着，ミモザ賞

ネオイリュージョン（06牝 ネオユニヴァース）出走
エアワイバーン（13� ＊ハービンジャー）１勝，燧ヶ岳特別２着，荒川峡特別３着

４代母 パイロットバード Pilot Bird（83 GB鹿 Blakeney）GB１勝，Sir Charles C
lore Memorial S‐L
［孫］ アラワクケイ Arawak Cay（95� Common Grounds）GB・HKG１勝，

英ノーフォークＳ‐G3 ３着，Superlative S‐L ３着
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母 カシマフラワー（02鹿 ＊ヘクタープロテクター）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ３着，
函館２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，すずらん賞‐OP（芝 1200），飛騨Ｓ（芝 1200）３着，�
�１勝，エーデルワイス賞‐Jpn3
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－１（１），地方－４（17）〕
カシマフェニックス（11�鹿 ゴールドアリュール）�６勝
ディープビヨンド（12牝黒鹿 ディープインパクト）�１勝
コトブキエース（13牡黒鹿 ヴァーミリアン）�６勝
アムネシア（14牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�３勝��１勝，ハヤテスプリント
（Ｄ1000）２着

アイアンフィスト Iron Fist（15�栗 ナカヤマフェスタ）�SIN１勝
アールランペイジ（16牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝，立待岬特別（芝 1200）３着
アルテミス（20牝鹿 コパノリッキー）���入着３回

２代母 フラワーブリーズ（92鹿 ＊フェアジャッジメント）��３勝�，関東オークス
２着，東京３歳優駿牝馬３着
ドリームナイト（00牝 ＊スキャン）�２勝�	入着２回
ラッキーシーズ（01牝 ＊カコイーシーズ）�３勝

ラッキーガーデン（07牝 シックスセンス）�６勝，コウノトリ賞２着
ポムショコラ（12牝 ヴァーミリアン）�５勝，兵庫若駒賞２着，園田クイーン

セレクション３着
ヒサクィーン（03牝 アグネスタキオン）１勝

アスターウィング（08牡 ＊クリストワイニング）１勝，ドラセナ賞２着
ベルモンタージュ（08牝 ＊アフリート）��１勝

ネクサスエッジ（17牝 メイショウボーラー）���３勝�１勝
２勝�１勝，
加賀友禅賞３着

エフティチャーミー（10牝 ブラックタイド）１勝，ダリア賞‐OP ２着
ソラニサクハナ（12牝 ＊ホワイトマズル）�１勝	１勝��入着３回
クナウ（13牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，ダリア賞‐OP ２着，サフラン賞２着
ツーエムブルーム（14牡 ＊ホワイトマズル）�２勝
４勝��入着

３代母 ノーザンフエロー（84鹿 ＊ノーザンアンサー）不出走
スノードラゴン（93牡 ＊スルーザドラゴン）�２勝，ヤングＣｈＣ３着
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母 クロタカ（09黒鹿 ＊シーキングザダイヤ）２勝，春風Ｓ（Ｄ1200）３着，�９勝
��６勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ムーンライトホーク（17牝黒鹿 アドマイヤムーン）���入着３回
ティアラキング（18�黒鹿 ベルシャザール）��２勝��２勝
ビーティングハート（20牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）�未出走

２代母 ラプンツェル（02黒鹿 ＊デヒア）�４勝�
アロマー（10牝 ＊ルールオブロー）�８勝�２勝�２勝
ブルーベルファイト（12牡 ＊ファンタスティックライト）�５勝�５勝�１勝
ブルーフォース（14牡 ＊サウスヴィグラス）�	入着�６勝�２勝
１勝���
ラプズベスト（15牡 ＊キングズベスト）�１勝
１勝�	入着８回
カラフルライフ（18牝 ＊バトルプラン）��入着４回��１勝
イエローウィン（19牝 ゴールドシップ）�１勝

３代母 ＊ラクリス（91 USA黒鹿 Private Account）FR入着
ニューグレイオンザブロックNugrayontheblock（99� With Approval）USA・

CAN16勝，R. J. Speers S２着，Klondike H２着，Gold Breeders' Cu
p S２着，etc.

クロニカ（00牝 Broad Brush）３勝，麒麟山特別３着，�１勝�入着

４代母 スペクタキュラ－ジョ－ク Spectacular Joke（82 USA鹿 Spectacular Bid）
FR・USA４勝，モーリスドゲースト賞‐G2，パレロワイヤル賞‐G3，ポルトマイ
ヨ賞‐G3 ２着，P. de Bagatelle‐L ２着，Miss America H‐L ３着
［子］ アモニータ Amonita（98 牝 Anabaa）FR・USA６勝，マルセルブサック

賞‐G1，スワニーリヴァーＨ‐G3，P. du Pin‐L，etc.
コックスオランジュ Cox Orange（90牝 Trempolino）FR・USA10 勝，バッ
クラムオークＨ‐G3，スワニーリヴァーＨ‐G3，ボーゲイＨ‐G3，etc.

［孫］ エンビハール Enbihaar（15 牝 Redoute's Choice）GB・FR７勝，リリ
ーラングトリーＳ‐G2（２回），ロンズデイルＣ‐G2，ランカシャーオ
ークス‐G2，etc.

ヴィスタベッラ Vista Bella（02 牝 ＊ディクタット）GB・UAE２勝，M
asaka S‐L，英１０００ギニー‐G1 ３着

157 クロタカ２０２１ �・黒鹿 ４／２１
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母 ＊コンクエストハーラネイト（12 CAN鹿 Harlan's Holiday）USA・CAN３勝，ナ
タルマＳ‐G2，マザリーンＳ‐G3
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
サトノスバル（18牡鹿 ディープインパクト）入着，��出走�１勝
ダノンブリザード（19牡鹿 ディープインパクト）�１勝，つばき賞（芝 1800）３着，

エリカ賞（芝 2000）３着
サトノメドーサ（20牝鹿 ドゥラメンテ）�未出走

２代母 アリソンズプライドAllison's Pride（95 USA栗 Dixieland Band）USA出走
ペンオブスコットベイ Penobscot Bay（00牡 Is It True）USA４勝，Federico

Tesio S‐L ２着，Miracle Wood S２着，Count Fleet S‐L ３着，S
ir Barton S‐L ３着

ザプライドオヴディクシーThe Pride of Dixie（01� Editor's Note）USA１勝
サドンフレイム Sudden Flame（02牝 ＊ストラヴィンスキー）USA２勝
プライドオヴザバンドPride of the Band（03牡 ＊ヘネシー）USA２勝
マクナットMcNutt（05� Tale of the Cat）CAN４勝
フライングブリゲイド Flying Brigade（06牡 Officer）CAN１勝
ハーランズパンサーHarlan's Panther（09 牝 Harlan's Holiday）CAN２勝
スレイミンディクシー Slamin' Dixie（10 牝 Grand Slam）CAN３勝

３代母 ミセスハイネスMrs. Highness（89 USA鹿 Alydar）USA４勝，Genuine
Risk S‐L ３着
リンデロ Lindero（01� Boundary）USA５勝，Fairplex Park Derby Trial S３着

４代母 フェイムドプリンセス Famed Princess（73 USA鹿 Nashua）USA15 勝，
Portage S，Ace H，Four Winds H，Pan Zareta H，Kentucky C
ardinal H，etc.
［子］ クリアチョイス Clear Choice（83 牡 Raise a Native）USA４勝，スワップ

スＳ‐G1，ウィザーズＳ‐G2，ピーターパンＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
フェイムドデヴィル Famed Devil（88� Devil's Bag）USA17 勝，Tena
cious H，Autumn Classic H，エセックスＨ‐G3 ２着，etc.

［孫］ ブリート Burrito（92� Marscay）AUS６勝，ＭＶＲＣビルスタットＳ
‐G2，Weetwood H‐L，Tattersall's Mile‐L，etc.
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母 シャラントレディ（07黒鹿 フジキセキ）２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－２（６）〕
アングレーム（15牝黒鹿 ＊ハービンジャー）１勝，��４勝
スティングレイ（16牡鹿 ＊クロフネ）１勝
ココリカレドニアン（18牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）��２勝
シゲルスナイパー（20牡鹿 モーリス）�１勝

２代母 ＊コニャックレディ（95 USA栗 Olympio）USA４勝，Margarita H‐L
＊カフェオリンポス（01牡 Grand Slam）６勝，トパーズＳ‐L，コーラルＳ‐L，トパ

ーズＳ‐L ２着，etc.，��１勝�入着，ジャパンＤダービー‐Jpn1，マイルＣ
ｈＳ南部杯‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬

ガリラニGalilani（02 牝 Storm Creek）FR１勝
ネスノNesno（03牡 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GB２勝
リントス（09牝 ＊ウォーエンブレム）１勝

グトルフォス（16牡 ゴールドアリュール）３勝，日野特別，小金井特別２着，
わらび賞２着，くすのき賞２着

マイネルユニブラン（14牡 スズカマンボ）２勝，臥牛山特別，きんもくせい特別２
着，�３勝

ユニバーサルレディ（16牝 ロジユニヴァース）�１勝��

３代母 カルマネッタ Carmanetta（84 USA栗 Roberto）FR・USA４勝，イエルバ
ブエナＨ‐G3 ２着，ヴァントー賞‐G3 ２着，Marie P. Debartolo Memorial H
‐L ２着
アメリック Amerique（94� St. Jovite）USA３勝，サンフアンカピストラーノＨ

‐G1，ユナイテドネイションズＨ‐G1 ３着，Cape Henlopen S‐L ２着，etc.，
USA障害１勝

ナチュラルカルマNatural Carma（98牝 Valiant Nature）USA１勝
ブリュールマイアー Bruhlmeyer（15� Super Saver）�USA５勝，Don C.

McNeill S‐R ３着
スピニングウインド SpinningWind（00牝 ＊デヒア）USA２勝

トルーブリーズTrue Breeze（08牝 Yes It's True）USA２勝
エクスターペイター Extirpator（15� Gemologist）�USA９勝，Delta
Mile S‐L ２着（２回）
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母 タキオンメーカー（12鹿 ＊エンパイアメーカー）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（８）〕
イッツクール（16牡栗 ＊アルデバランⅡ）３勝，マーガレットＳ‐L（芝 1200）２着，

ききょうＳ‐OP（芝 1400），中京スポーツ杯（Ｄ1400），ブラッドストーンＳ
（Ｄ1200）２着，貴船Ｓ（Ｄ1400）３着，��１勝�

グレイトホーン（17牡鹿 ＊アルデバランⅡ）１勝，��１勝�入着
リュウノアン（19牝鹿 ＊エスケンデレヤ）���未出走�６勝

２代母 タッキーナ（06栗 アグネスタキオン）不出走
マニール（10牝 ＊ケイムホーム）��５勝
マルヒロトリック（11牝 ＊ヨハネスブルグ）��６勝
ブルベアジュラフ（14牡 ＊クロフネ）１勝
トリッコアトリート（18牝 ＊ハービンジャー）��１勝�１勝

３代母 ＊ビアンキ（98 USA鹿 Gulch）GB入着３回
ベレッツァ（03牝 フジキセキ）２勝，紫川特別２着，須賀川特別３着

４代母 ノーザントリックNorthern Trick（81 USA栗 Northern Dancer）FR４勝，
仏オークス‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1，ノネット賞‐G3，凱旋門賞‐G1 ２着，
サンタラリ賞‐G1 ２着
［子］ オンダノヴァOnda Nova（01牝 Keos）FR３勝，P. Imprudence‐L
［孫］ ジューヌタルク Jeune‐Turc（04 牡 Know Heights）USA・ARG・BRZ

４勝，ブラジル大賞‐G1，サンパウロ大賞‐G1，P. Justica do Traba
lho‐L，etc.，種牡馬

シーヴァ Shiva（95牝 ＊ヘクタープロテクター）GB・IRE４勝，タタソー
ルズゴールドＣ‐G1，ブリガディアジェラルドＳ‐G3，アールオヴセ
フトンＳ‐G3，etc.

ライトシフト Light Shift（04 牝 Kingmambo）GB・FR・IRE４勝，英オ
ークス‐G1，Cheshire Oaks‐L，愛オークス‐G1 ２着，etc.

ノンノルイージNonno Luigi（02 牡 Dubai Dust）USA・BRZ２勝，ガ
ヴェアＡＢＣＰＣＣ大賞‐G1

リムノス Limnos（94牡 ＊ヘクタープロテクター）FR４勝，フォワ賞‐G2，
ジャンドショードネイ賞‐G2，P. Le Fabuleux‐L，etc.，種牡馬
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母 ディープラヴ（11鹿 ディープインパクト）入着４回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５）〕
ディヴァインラヴ（18牝鹿 エピファネイア）３勝，菊花賞‐G1 ３着，木曽川特別
（芝 2200），タイランドＣ（芝 2600）

ワープスピード（19牡鹿 ＊ドレフォン）�１勝
パクスオトマニカ（20牡鹿 ヴィクトワールピサ）�１勝

２代母 ＊シーズインクルーデッド（04 USA鹿 Include）USA１勝，デルマーデビュタ
ントＳ‐G1 ３着
クイーンエステル（08牝 Vindication）入着，��１勝
ジェシカピンク（09牝 ディープインパクト）出走

ラブイスキア（16牝 トーセンジョーダン）１勝
オリエンタルリリー（10牝 ダイワメジャー）３勝
サンデーウィザード（12牡 ネオユニヴァース）６勝，新潟大賞典‐G3，福島民報杯

‐L ３着，吾妻小富士Ｓ‐OP ２着，関門橋Ｓ，恋路ケ浜特別，etc.
ヒーズインラブ（13牡 ＊ハービンジャー）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，武庫川Ｓ，

春興Ｓ，鎌ケ谷特別，節分Ｓ２着，etc.，�２勝
ナイトレイン（15牝 ゴールドアリュール）�３勝��２勝
クリスタルオーブ（16牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝
オーサムゲイル（17牝 ＊キンシャサノキセキ）�１勝�
ドゥラモンド（18牡 ドゥラメンテ）�３勝，アスター賞，夏至Ｓ２着，国立特別２

着，新発田城特別２着，豊栄特別３着
カーニバルマーチ（19� キズナ）�	１勝

３代母 ダンシングオンアイスDancingonice（96 USA芦 Robyn Dancer）USA５
勝，Fiji S‐R，ラスパルマスＨ‐G2 ２着，Blue Norther S‐L ２着

４代母 コールドオールザタイムColdallthetime（86 USA黒鹿 It's Freezing）USA２勝
［子］ インペリアルパス Imperial Pass（93� Imperial Falcon）USA８勝，

Great Lakes H

161 ディープラヴ２０２１ �・鹿 ２／１６

＊

メダーリアドーロ El Prado
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��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket
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�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアディープラヴ
＊ Include

��
��
�シーズインクルーデッド鹿 2011 Dancingonice
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母 テンテマリ（11黒鹿 スズカフェニックス）２勝，白河特別（芝 1200），鳥羽特別
（芝 1400）２着，�１勝�２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 テンイムホウ（02鹿 ＊ラムタラ）５勝，尾張Ｓ‐OP ３着，市川Ｓ，河北新報杯，
千葉日報杯，若鮎賞，etc.
テンツクテン（12牝 ステイゴールド）�４勝�入着３回
イチダイ（13牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，潮来特別，赤倉特別２着，高湯温泉特

別２着，萬代橋特別２着，etc.，�１勝�１勝，寒菊賞，etc.
サンシロウ（14� ネオユニヴァース）�３勝，胎内川特別，燕特別，陣馬特別２着，

南武特別２着，九十九里特別２着，etc.
タカンナ（17牝 スピルバーグ）�２勝
キヨラ（18牝 エピファネイア）�出走，�３勝，オパールＣ
ユキアカリ（19牝 エイシンヒカリ）�１勝

３代母 ラッキーダイアリー（90鹿 ＊ジヤツジアンジエルーチ）２勝
スペシャルストック（99牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，横手特別２着，カトレア賞２

着，なにわＳ３着，etc.
ウインシンシア（03牝 ダンスインザダーク）３勝，チューリップ賞‐Jpn3 ３着，有

松特別，岡崎特別，etc.
ゼンノブレーメン（12牡 ＊ハービンジャー）２勝，国東特別

ナムラブレット（06牡 エイシンサンディ）３勝，四国新聞杯２着，etc.，��１勝，
ゴールドＣ３着，大井記念３着

４代母 ダイナシユペール（82鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3，デイリー
杯３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，サファイヤＳ‐Jpn3 ３着，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着
［子］ レイニア（89牝 ＊スルーザドラゴン）２勝，野地特別３着
［孫］ ボールドエンペラー（95牡 ＊キンググローリアス）２勝，デイリー杯３歳

Ｓ‐Jpn2，日本ダービー‐Jpn1 ２着，神戸新聞杯‐Jpn2 ２着，etc.
コアレスタイム（98牡 ワカオライデン）３勝，��２勝�入着�，かきつ
ばた記念‐Jpn3 ３着，ＪＢＣマイル‐Jpn1 ４着，ＪＢＣスプリント
‐Jpn1 ５着，etc.
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ナシュワン Blushing Groom
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� Height of Fashionバゴ ムーンライツボックス Nureyev
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�スズカフェニックス ＊ローズオブスズカテンテマリ ＊ラムタラ

��
��
�テンイムホウ黒鹿 2011 ラッキーダイアリー

＊カレンダーメイド 19b
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母 トスカーナ（08栗 Medicean）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（22）〕
キャンティ（14牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）�３勝��３勝�３勝�入着
ティーズロワール（15牝栗 エスポワールシチー）�１勝��３勝
サンエイロイヤル（16牡栗 カネヒキリ）�６勝��入着３回�
ノーブルゲート（18牡栗 エスポワールシチー）���２勝
ステラセイコー（19牝黒鹿 トゥザワールド）���１勝
メロディックスカイ（20牝栗 カレンブラックヒル）�出走

２代母 ＊ロワージ（97 GB芦 Green Desert）GB１勝，Sandown National S‐L，
クイーンメアリーＳ‐G3 ２着
マイネルパラディ（14� スクリーンヒーロー）�４勝，千種川特別，２０１７ＷＡＳＪ

第１戦２着，渡月橋Ｓ３着，こうやまき賞３着，障害１勝

３代母 パメラピーチPamela Peach（86 GB芦 Habitat）GB・USA１勝
マールMarl（93 牝 Lycius）GB１勝

グリーンラインGreen Line（99� Green Desert）GB・USA・CAN８勝，
Live the Dream H‐L ２着，Bob Harding S２着

メドーMeadow（01牝 Green Desert）GB・IRE１勝
デインヒルコーディアクDanehill Kodiac（13� Kodiac）�GB・HKG
５勝，カンバーランドロッジＳ‐G3，ジョンポーターＳ‐G3 ２着，オ
ーモンドＳ‐G3 ２着，etc.

フラワーマーケット Flower Market（03 牝 Cadeaux Genereux）GB１勝
スピルウェイ Spillway（10� Rail Link）GB・AUS５勝，ＶＲＣオースト
ラリアンＣ‐G1，ＡＴＣＪＲＡプレイト‐G3，ＭＲＣＪＪリストンＳ
‐G2 ２着，etc.

メドリーMedley（04牝 Danehill Dancer）GB・USA４勝，Sceptre S‐L，
Politely S２着，Pavilion S‐L ３着，etc.
ライトミュージック Light Music（13 牝 Elusive Quality）GB２勝，Ra
dley S‐L，チャートウェルフィリーズＳ‐G3 ２着

ダヴォスキーDavoski（94� Niniski）GB２勝，Washington Singer S‐L ３着，
GB障害 10勝
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＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム
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�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

メディチアン Machiavellian

�
�
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�
�
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�Medicean Mystic Goddessトスカーナ
＊ Green Desert

��
��
�ロワージ栗 2008 Pamela Peach
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母 バアゼルザウバー（10鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（５）〕
カーヴィーレーザー（17�鹿 エイシンフラッシュ）��５勝�
ディオアステリア（19牝芦 ＊ザファクター）�１勝
オールイズバニティ（20牝鹿 リオンディーズ）��入着

２代母 ダイヤモンドピサ（00黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ピサライコネン（07牡 ＊クロフネ）３勝
オールザットジャズ（08牝 タニノギムレット）６勝，福島牝馬Ｓ‐G3（２回），中山牝馬

Ｓ‐G3 ２着，クイーンＳ‐G3 ３着，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，愛知杯‐G3 ３着，etc.
アナザーラブソング（16牡 ＊ハービンジャー）２勝，小豆島特別２着，札幌道新

スポーツ賞３着
ディモールト（17牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，萌黄賞，九州スポーツ杯２着，�

地方未出走
ピサノベッテル（09牝 ＊クロフネ）３勝
アナザープラネット（13牡 ＊ワークフォース）４勝，中京スポーツ杯，��出走�入着��

３代母 ＊ジョード（89 USA鹿 Danzig）GB・USA２勝
フーラエインジェル Hula Angel（96 牝 Woodman）GB・IRE３勝，愛１０００ギニー

‐G1，ロックフェルＳ‐G2，Oh So Sharp S‐L ３着
ザフィストオヴゴッド The Fist of God（05� Sadler's Wells）IRE３勝，

Eyrefield S‐L ２着，IRE障害３勝
ユーアーソービューティフル You'resobeautiful（17 牝 No Nay Never）�IR

E１勝，Polonia S‐L ２着
シルクジュリエット（99牝 マーベラスサンデー）１勝

ジャジャウマナラシ（12牡 ＊アサクサデンエン）��４勝	１勝，兵庫ジュニア
ＧＰ‐Jpn2，ＮＡＲ優２牡

スケジュール Schedule（01 牝 ＊ブライアンズタイム）USA５勝，Honeybee S，
Miss Liberty S，Crank It Up S２着，etc.
イルーシヴテンパー Elusive Temper（07 牝 Elusive Quality）USA２勝，L

ittle Silver S‐L ３着
シーキングアンエインジェル Seeking an Angel（03 牝 Seeking the Gold）USA

４勝，Omnibus S２着
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オールドトリエステ A.P. Indy
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�ダイヤモンドピサ鹿 2010 ＊ジョード
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母 ハートランドスノー（09芦 スペシャルウィーク）�７勝�，園田クイーンセレク
ション（Ｄ1400）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ゼンダンラット（18牡芦 タイムパラドックス）��１勝��入着４回
クローズユアアイズ（19牝芦 ＊プリサイスエンド）�１勝
イタルトコロデ（20牡鹿 ホッコータルマエ）���出走

２代母 ＊ベルベットスマイル（95 USA芦 Dixieland Band）３勝，伏拝特別２着，魚
沼特別２着，狭山湖特別２着，芦ノ湖特別３着
ハクバドウジ（05牡 ＊アフリート）４勝，花見山特別
カーティスバローズ（10牡 マンハッタンカフェ）５勝，鎌倉Ｓ，エアグルーヴＣ，

河原町Ｓ２着，木古内特別２着

３代母 ヴェルヴェットタッチVelvet Touch（77 USA芦 Restless Native）USA出走
ベアウィズミー BareWith Me（82牡 High Echelon）USA７勝，Vancouver S

peed H，Clarendon S‐LR ２着，Vandal S‐LR ２着，etc.
グリーシャンタッチGrecian Touch（83牝 Euclid）USA４勝，Fanfreluche S

‐LR，Ontario Lassie S‐LR，Glorious Song S‐R，etc.
スルーアネイティヴ Slew a Native（86 牝 Slewpy）USA４勝，Anne Arundel H

‐L ３着
デヴィリッシュタッチDevilish Touch（88牝 Devil's Bag）USA８勝，アスタリ

タＳ‐G2，Anne Arundel H‐L，Luvinheriseasy S，etc.
ジュープ Joop（92牝 Zilzal）USA１勝

ジューピードゥーピー Joopy Doopy（97� Gilded Time）USA４勝，Sun
ny Slope S‐L，サンヴィセンテＳ‐G2 ２着，Barretts Juvenile S‐R
２着，etc.

レディングコリアリー Redding Colliery（06 牡 Mineshaft）GB・USA・UAE
７勝，ホーソンゴールドＣ‐G2，ローンスターパークＨ‐G3，Evening
Attire S，etc.，種牡馬

デヴィルズタッチDevil's Touch（93� Devil's Bag）USA10 勝，Stanton S‐L
３着

165 ハートランドスノー２０２１ �・青鹿 ４／２３

＊

ナシュワン Blushing Groom

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

�
�
�
�
�
�
�
�
� Height of Fashionバゴ ムーンライツボックス Nureyev

��
��
�Moonlight's BoxFR 黒鹿 2001 Coup de Genie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールハートランドスノー
＊ Dixieland Band
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�ベルベットスマイル芦 2009 Velvet Touch
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母 ハーモニックソウル（12鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
リュンヌドネージュ（18牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�出走
セイウンミライズ（20牡黒鹿 ＊パイロ）�入着

２代母 コイウタ（03栃栗 フジキセキ）５勝，ヴィクトリアマイル‐Jpn1，クイーン
Ｃ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，ダービー卿ＣｈＴ
‐G3 ２着，etc.，優古牝
アルティメイトラブ（09牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，�２勝

フィロロッソ（17牡 ＊ハービンジャー）�４勝，堺Ｓ，川西特別，薩摩Ｓ３着，
黒竹賞３着

ゴッドセレクション（18牡 ＊ノヴェリスト）�３勝，伏竜Ｓ‐OP，もちの木賞３着，
���入着２回，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ２着

ミッキーラブソング（11牡 キングカメハメハ）７勝，京都金杯‐G3 ３着，タンザナ
イトＳ‐OP，安土城Ｓ‐OP，鞍馬Ｓ‐OP ２着，タンザナイトＳ‐OP ２着，etc.

ユラノト（14牡 キングカメハメハ）６勝，フェブラリーＳ‐G1 ３着，根岸Ｓ‐G3
２着，マリーンＳ‐OP，ギャラクシーＳ‐OP ２着，麦秋Ｓ，etc.

レリジールダモーレ（19牝 キングカメハメハ）�１勝

３代母 ヴァイオレットラブ（97栗 ＊ドクターデヴィアス）出走
ヴァインドレッサー（02牝 ＊エンドスウィープ）１勝

タイセイサミット（13牡 ダイワメジャー）５勝，米子Ｓ‐L ２着，谷川岳Ｓ‐L
２着，東風Ｓ‐L ２着，etc.

ベールドインパクト（09牡 ディープインパクト）３勝，ディセンバーＳ‐L，京都記
念‐G2 ２着，京都新聞杯‐G2 ２着，etc.

フナウタ（14牝 ダイワメジャー）３勝，飯坂温泉特別，蒲郡特別２着

４代母 ＊ヴアインゴールド（79 USA鹿 Mr. Prospector）USA３勝，ガーデニアＳ
‐G3，デムワゼルＳ‐G1 ３着
［子］ ビハインドザマスク（96牝 ＊ホワイトマズル）10勝，スワンＳ‐Jpn2，京

都牝馬Ｓ‐Jpn3，セントウルＳ‐Jpn3，etc.
ファントムジェット Phantom Jet（84 牡 Tri Jet）USA13 勝，タンパベイ
ダービー‐G3，ウッドローンＳ‐G3，Heritage S‐L，etc.，種牡馬
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母 ハタノエンジェル（11鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ハタノゼフィル（17牝黒鹿 ネオユニヴァース）�１勝�

２代母 ＊ヴィヴィッドエンジェル（95 USA鹿 Septieme Ciel）USA３勝，オークリー
フＳ‐G1，デルマーデビュタントＳ‐G2，サンタイネスＳ‐G3 ３着
ナンバーワンキャットNumber One Cat（99 牝 Storm Cat）USA３勝

スモーキングキティ Smoking Kitty（06 牝 Macho Uno）USA１勝
スモーキンパディラッシー Smokinpaddylassie（15 牝 Paddy O'Prado）
USA５勝，Beyond theWire S，New Start S‐R ２着，Lypha
rd S‐R ３着

ティズファースト Tizfirst（09 牝 Tiznow）USA１勝，Junior Champion S
３着

レオゲッツ Leo Getz（02 牡 ＊ワイルドラッシュ）USA２勝，Alcatraz Breeders'
Cup S‐L ２着，Oceanside S‐R ３着

マイエインジェルMy Angel（05 牡 ＊シルバーチャーム）USA５勝
ハタノデジール（09� Ghostzapper）�１勝�１勝�
ハタノゼーレ（10牡 サクラバクシンオー）�２勝�入着
ハタノリヴィール（13牡 ＊フレンチデピュティ）�１勝��２勝�４勝�２勝�２勝

�，マーチＣ，ウインター争覇，マーチＣ２着，東海ゴールドＣ３着
ブルベアハーブ（15牡 ゴールドアリュール）	
１勝��１勝
ヴィヴィッドパール（19牝 ＊アイルハヴアナザー）	�１勝�入着

３代母 セッティング Setting（83 USA鹿 Exclusive Native）USA入着６回
ヘヴンキャンウェイト Heaven CanWait（93 牝 Septieme Ciel）USA３勝，L

ady Ladbroke H３着

４代母 ラウンドパール Round Pearl（65 USA鹿 Round Table）USA10 勝，Pan
Zareta H，Pan Zareta H２着，Starlette H３着
［孫］ イレクトリックフラッシュ Electric Flash（86牡 Fappiano）USA２勝，ス

ウィフトＳ‐G3，ジェロームＨ‐G1 ４着，ベストターンＳ‐G3 ３着
ファイネンマジェスティク Fine n'Majestic（92 牡 Majestic Light）USA２
勝，カリフォルニアダービー‐G3，Pirate Cove S‐R ２着，種牡馬
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��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayハタノエンジェル
＊ Septieme Ciel

��
��
�ヴィヴィッドエンジェル鹿 2011 Setting

1s
Hail to Reason M4×S5



母 パワーフレーズ（14鹿 ＊クロフネ）�入着３回
〔産駒馬名登録数：２〕
マジカルウェーヴ（20牝鹿 リアルスティール）�未出走

２代母 アイアンブリッジ（98鹿 ＊トニービン）�１勝
カンファーバトル（06牡 マンハッタンカフェ）１勝，�３勝�
レッドシャンデル（08牝 ネオユニヴァース）��１勝
クロフネサプライズ（10牝 ＊クロフネ）３勝，チューリップ賞‐G3，阪神ジュベナイ

ルフィリーズ‐G1 ２着，桜花賞‐G1 ４着，りんどう賞
デジタルスパーク（11牡 ＊アグネスデジタル）�６勝
モズマーチャン（15牡 ロードカナロア）�２勝�７勝��

３代母 パイナップルスター（88黒鹿 ニホンピロウイナー）１勝，サフラン賞，三国特
別３着
オリジナルデザート（95牝 ＊リアルシヤダイ）出走

マイネルアドホック（02牡 ＊ホワイトマズル）２勝，コスモス賞‐OP
ドリームドルチェ（12牡 ＊マイネルラヴ）５勝，京葉Ｓ‐L ２着，京葉Ｓ‐LR ３

着，etc.，���１勝	１勝，かきつばた記念‐Jpn3 ３着，etc.
ティアドロップス（97牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

トップクリフォード（06牡 ジャングルポケット）２勝，すみれＳ‐OP，三田特
別２着

シルクアーネスト（07牡 ＊グラスワンダー）６勝，福島ＴＶＯＰ‐L，キャピタル
Ｓ‐L ２着，谷川岳Ｓ‐L ３着，etc.，
３勝

マイネルラクリマ（08牡 ＊チーフベアハート）６勝，オールカマー‐G2，七夕賞
‐G3，京都金杯‐G3，etc.

ロードセレリティ（13牡 キングカメハメハ）２勝，朱雀Ｓ，南総Ｓ２着，山城
Ｓ３着，etc.，��２勝

ナックドロップス（19牝 ＊ザファクター）�２勝，西郷特別２着

４代母 ダイナスワツプス（79鹿 ＊ノーザンテースト）３勝
［子］ ダンディコマンド（93牡 ニホンピロウイナー）５勝，北九州記念‐Jpn3，

皐月賞‐Jpn1 ５着，クロッカスＳ‐OP，etc.，種牡馬
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Kingmambo

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューパワーフレーズ ＊トニービン

��
��
�アイアンブリッジ鹿 2014 パイナップルスター

＊サニースワツプス A4
トニービンM3×S4 ノーザンテースト S5×M5



母 ピュアノアール（12鹿 ブラックタイド）３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
シュヴノアール（18牝鹿 ＊マクフィ）�１勝��１勝
シェリノアール（19牝鹿 ビッグアーサー）��出走�１勝��入着２回
アスターフラッペ（20牝黒鹿 エピファネイア）�出走

２代母 ピュアシンフォニー（07鹿 ＊ストラヴィンスキー）��４勝
コクスイセン（13牡 ブラックタイド）３勝，雅Ｓ，濃尾特別２着，��１勝
ピュアアモーレ（14牝 マツリダゴッホ）入着，��３勝
ピュアセレニティー（16牝 ブラックタイド）�１勝��４勝�
スリーシンフォニー（17牡 スマートファルコン）�２勝
エトワールジェンヌ（19牝 ブラックタイド）�１勝

３代母 ＊ピュアブラウン（01 CAN鹿 Indian Charlie）２勝，ベゴニア賞，咲花特別２
着，��入着，関東オークス‐Jpn3 ３着
ピュアオパール（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）２勝，カンナＳ‐OP，��入着，

関東オークス‐Jpn2 ２着
ピュアダイヤモンド（09牝 フジキセキ）２勝

ピュアインペリアル（17牝 ＊クロフネ）�２勝	��入着３回，金沢シンデレラ
Ｃ３着

テイエムサンピラー（13牝 ＊クロフネ）入着２回，�９勝，春望賞，鶴見岳賞，サイ
ネリア賞３着

ラカン（18牡 キズナ）�１勝，南相馬特別３着

４代母 オンザフックOn the Hook（95 USA栗 Phone Trick）USA入着２回

５代母 ヴィクトリアスガールVictorious Girl（84 USA栗 Raise a Man）USA１勝
［孫］ ウォーブリングWarbling（06 牝 Unbridled's Song）USA３勝，インサ

イドインフォメイションＳ‐G2，バレリーナＳ‐G1 ２着，プリンセ
スルーニーＨ‐G1 ２着，etc.

ビッグスコアー Big Score（00 牝 Grand Slam）USA６勝，Kindergar
ten S‐L，Czaria H，Santa Teresa H，etc.
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アンブライドルズソング Unbridled
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��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� Trolley Songダンカーク シークレットステイタス A.P. Indy

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
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��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアピュアノアール ＊ストラヴィンスキー

��
��
�ピュアシンフォニー鹿 2012 ＊ピュアブラウン

7f
５代までにクロスなし



母 ピンクシャンパン（12鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
フロイング（18牡鹿 ＊マクフィ）�出走，�４勝��

２代母 ピンクカメオ（04鹿 ＊フレンチデピュティ）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，中
山牝馬Ｓ‐G3 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，菜の花賞‐OP，マリーゴールド賞
‐OP ２着，etc.
フライングレディ（13牝 ディープインパクト）３勝，遊楽部特別，十勝岳特別２着，

遊楽部特別２着，賢島特別３着，石打特別３着，etc.
ピノクル（16牡 キングカメハメハ）�２勝，能勢特別２着，猪苗代特別３着，宝満

山特別３着

３代母 ＊シルバーレーン（85 USA黒鹿 Silver Hawk）GB・FR・IRE・USA３勝，グ
ロット賞‐G3，愛オークス‐G1 ３着，ラクープドメゾンラフィット‐G3 ２着，
コリーダ賞‐G3 ２着，P. de la Pepiniere‐L ２着，etc.
ミスティシルヴァーMisty Silver（92 牝 Slew o' Gold）不出走

＊マルターズホーク（97牡 ＊サザンヘイロー）６勝，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ３
着，ＮＳＴＯＰ‐L ３着，駿風Ｓ‐L ３着（２回），etc.

＊シベリアンホーク（00牡 ＊スピニングワールド）４勝，キャピタルＳ‐L，京成杯
オータムＨ‐Jpn3 ２着，福島ＴＶＯＰ‐L ２着，etc.，種牡馬

スターメイニアク Starmaniac（93 牡 Septieme Ciel）FR・USA４勝，クリテリヨ
ムドドゥーザン‐G2 ２着，エクリプス賞‐G3 ２着，P. de Pontarme‐L
２着，etc.，種牡馬

＊ブラックホーク（94牡 Nureyev）９勝，安田記念‐Jpn1，スプリンターズＳ‐Jpn1，
スワンＳ‐Jpn2，etc.，種牡馬

シェイクスピア Shakespeare（97� RainbowQuest）IRE・HKG５勝，Platin
um S‐L

カウアイレーン（06牝 キングカメハメハ）５勝，ターコイズＳ‐L，クイーンＳ‐G3
３着，東京スマイルプレミアム
ステイフーリッシュ（15牡 ステイゴールド）２勝，京都新聞杯‐G2，etc.，FR・U

AE・HKG・SAU２勝，ドバイゴールドＣ‐G2，レッドシーターフＨ‐G3，etc.
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ウォーフロント Danzig
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� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy
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�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
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��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアピンクシャンパン ＊フレンチデピュティ

��
��
�ピンクカメオ鹿 2012 ＊シルバーレーン

5g
Halo M4×S5



母 フェアブルーム（09鹿 ディープインパクト）�４勝���入着２回
〔産駒馬名登録数：２〕
ワンダーポケット（18牝鹿 ジャングルポケット）��出走
シランケド（20牝鹿 ＊デクラレーションオブウォー）�出走

２代母 ＊ビーフェアー（96 BRZ黒鹿 Fast Gold）USA・BRZ５勝，ガヴェアディアナ
大賞‐G1，エンリケポソーロ大賞‐G1，マルシアーヌＡモレイラ大賞‐G1，マリ
アノプロコピオ大賞‐G3，南十字星大賞‐G1 ２着，etc.
ボースサイズ Both Sides（03� ＊ストラヴィンスキー）USA１勝，Norgor Derb

y２着，Sunray Park & Casino S３着
ビーソーフェア Be So Fair（04 牝 ＊ストラヴィンスキー）BRZ３勝，エルナーニＡシル

ヴァ会長大賞‐G2 ３着，P. Presidente Luiz Oliveira de Barros‐L ２着
ヴェリーナイスムーン Very Nice Moon（13牝 Nedawi）BRZ５勝，イメンシ

ティ大賞‐G1，ジョゼアントニオＰアンドラデ会長大賞‐G2，ギレェルミ
エリス会長大賞‐G3，P. Presidente Luiz Oliveira de Barros‐L

ザップザップ Zap Zap（14牡 Soldier of Fortune）�BRZ・URU４勝，P.
Guillermo Young‐L，P. Frncisco y Aureliano Rodriguez Larreta‐L
３着

クルタナ（07牝 Dixie Union）１勝，飛翔特別２着
フェアープライド（08牡 ディープインパクト）１勝，�１勝
サトノミラクル（11牡 ネオユニヴァース）１勝

３代母 ミスティムーンMisty Moon（86 BRZ黒鹿 Baronius）BRZ１勝
＊ヴァージニー（94牝 Legal Case）USA・BRZ９勝，ビヴァリーヒルズＨ‐G1，ガヴェ

アディアナ大賞‐G1，エンリケポソーロ大賞‐G1，マルシアーヌＡモレイラ大賞
‐G1，ローシャファリア大賞‐G2，フランシスコＶパウラマシャド大賞‐G2，etc.

オールウェイズラッキー Always Lucky（95牝 Westheimer）BRZ２勝，ゼリアゴ
ンザガペイショトディカストロ大賞‐G1 ２着

ムーンドリーMoon Dolly（01 牝 Kris S.）USA・CAN４勝，Claire Marine S，
North Broadway S３着，USA障害１勝

サンバクイーン Samba Queen（03牝 Giant's Causeway）USA入着
シッピン Sippin（14 牝 Swissle Stick）USA９勝，Lasenora S‐R，NewMex

ico Classic Lassie Championship S‐R，Permian Basin S，etc.
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ルロワデザニモー Candy Stripes
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�
�
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�
�－新種牡馬－ Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango
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��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアフェアブルーム
＊ Fast Gold

��
��
�ビーフェアー鹿 2009 Misty Moon

8g
Lyphard S5×S5×M5



母 プレイフォーマザー（11鹿 ディープスカイ）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
ブルースワット（20�鹿 ＊ケープブランコ）�出走

２代母 ＊シンコウラブリイ（89 IRE 鹿 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワン
Ｓ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，クイーンＳ‐Jpn3，etc.，
優古牝
ロードクロノス（95牡 ＊トニービン）８勝，中京記念‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ２着，

外房Ｓ，北海道新聞杯，立冬特別２着，etc.
レディミューズ（97牝 ＊ティンバーカントリー）３勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，

オークス‐Jpn1 ４着，千葉ＴＶ杯，江の島特別２着，八ケ岳特別２着，etc.
シンメイフジ（07牝 フジキセキ）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，阪神ジュベナイルフ

ィリーズ‐Jpn1 ５着，ダリア賞‐OP ２着，��１勝，関東オークス‐Jpn2
フェリス（10牝 ジャングルポケット）出走
ロードマイウェイ（16牡 ジャスタウェイ）６勝，チャレンジＣ‐G3，ポー
トアイランドＳ‐L，キャピタルＳ‐L ２着，長岡Ｓ，八ヶ岳特別，etc.，
��出走��入着

トレジャー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，都大路Ｓ‐L，目黒記念‐Jpn2 ２着，
セントライト記念‐Jpn2 ２着，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，東風Ｓ‐L
２着（２回），etc.

ピサノグラフ（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ターコイズＳ‐L ３着，初風特別，
市川Ｓ２着，ユートピアＳ２着，八雲特別２着，etc.
ムイトオブリガード（14牡 ルーラーシップ）６勝，ＡＲ共和国杯‐G2，ＡＲ共

和国杯‐G2 ２着，六社Ｓ，町田特別，青嵐賞，etc.
ロードアルファード（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，ゴールデンブーツＴ２着，

石和特別２着，稲荷特別２着，小牧特別２着，北洋特別２着，etc.
マザーウェル（07牝 ＊シンボリクリスエス）入着８回，�１勝

タイセイトレイル（15牡 ハーツクライ）�４勝，ＡＲ共和国杯‐G2 ２着，メト
ロポリタンＳ‐L ３着，札幌日経ＯＰ‐L ３着，万葉Ｓ‐OP ３着，丹頂Ｓ
‐OP ３着（２回），etc.，障害１勝

３代母 ＊ハッピートレイルズ（84 IRE 鹿 ＊ポツセ）IRE入着
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サクラユタカオー
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� サクラバクシンオー
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�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
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�シヤボナ鹿 2011 Relish

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビプレイフォーマザー
＊ Caerleon

��
��
�シンコウラブリイ鹿 2011 ＊ハッピートレイルズ

4d
Northern Dancer S5×S5×M5



母 プレイフォミラクル（17栗 ＊ヘニーヒューズ）不出走
初仔

２代母 ミラクルモーメント（08栗 フジキセキ）出走

３代母 ホイッスル（93栗 ＊ジェイドロバリー）不出走
ピッチサイドトーク（01牡 ＊ウォーニング）３勝，マリーゴールド賞‐OP ３着，お

けさ特別２着，霞ヶ浦特別２着，etc.

４代母 ゴールデンサッシュ（88栗 ＊デイクタス）入着
［子］ ステイゴールド（94牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，日経新春杯‐Jpn2，etc.，

UAE・HKG２勝，香港ヴァーズ‐G1，ドバイシーマクラシック
‐G2，特別賞，種牡馬

レクレドール（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ‐Jpn2，クイ
ーンＳ‐Jpn3，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.

メルヴェイユドール（07牝 フジキセキ）３勝，マーメイドＳ‐G3 ３着，
壇之浦特別，紫竹山特別，etc.

［孫］ ショウナンパンドラ（11牝 ディープインパクト）５勝，ジャパンＣ‐G1，
秋華賞‐G1，オールカマー‐G2，etc.，優古牝

ドリームパスポート（03牡 フジキセキ）３勝，神戸新聞杯‐Jpn2，きさら
ぎ賞‐Jpn3，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.

ベルーフ（12牡 ＊ハービンジャー）３勝，京成杯‐G3，チャレンジＣ‐G3
２着，小倉記念‐G3 ２着（２回），etc.

フロンティア（15牡 ダイワメジャー）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3，ファルコン
Ｓ‐G3 ３着

ラウンドワールド（10牡 ディープインパクト）３勝，アンドロメダＳ‐L，
札幌２歳Ｓ‐G3 ２着，コスモス賞‐OP

［曾孫］ カラテ（16牡 トゥザグローリー）�７勝，新潟記念‐G3，東京新聞杯‐G3，
ニューイヤーＳ‐L，etc.

タガノパッション（18牝 キングカメハメハ）�２勝，スイートピーＳ‐L，
オークス‐G1 ４着，ユートピアＳ３着，etc.

エールヴォア（16牝 ヴィクトワールピサ）２勝，フラワーＣ‐G3 ２着，
アルテミスＳ‐G3 ３着，エリカ賞
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ナシュワン Blushing Groom
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� Nashwan

�
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�
�
�
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�
� Height of Fashionバゴ ムーンライツボックス Nureyev
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�Moonlight's BoxFR 黒鹿 2001 Coup de Genie

＊
＊ヘネシー
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�ヘニーヒューズ Meadow Flyerプレイフォミラクル フジキセキ

��
��
�ミラクルモーメント栗 2017 ホイッスル

＊ロイヤルサツシユ 1t
Mr. Prospector S4×M5 Halo S5×M5



母 ＊ペルサントクリール（04 USA栗 Point Given）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－５（11），地方－１（３）〕
シャンパンルージュ（10牝鹿 ＊ファスリエフ）２勝

アトラクティーボ（19牡 ワンアンドオンリー）�２勝，もちの木賞３着
グッドタイムロール（11牝栗 ＊アグネスデジタル）１勝
フィエルテ（12牝鹿 キングヘイロー）３勝，障害１勝
ローランドアイ（14牝栗 トランセンド）�３勝
メイショウイサナ（15牡栗 メイショウボーラー）２勝，柏崎特別（芝 1600）２着
メイショウマンサク（18牝鹿 メイショウサムソン）�３勝
アマートカヴァロ（20牡黒鹿 サトノクラウン）�出走

２代母 トラインスー Try N Sue（95 USA鹿 Sir Harry Lewis）USA７勝，Niag
ara S‐R，Yaddo H‐R，Proud Puppy H２着，Bouwerie S‐R ２着，
New York Oaks‐R ２着，etc.
ソールポゼッション Soul Possession（02牝 Belong to Me）USA２勝

イングリッシュソウル English Soul（15 牝 English Channel）USA４勝，E
ast View S‐R，Fleet Indian S‐R，Bouwerie S‐R ２着，カーデ
ィナルＳ‐G3 ３着，New York Oaks‐R ３着

ライオンキングダム Lion Kingdom（06� Lion Heart）USA４勝
リーガリーベイ Legally Bay（10牝 Read the Footnotes）USA３勝
ユーコールミーアレックスUCall Me Alex（12� Afleet Alex）�USA13 勝

３代母 ファイナルアコード Final Accord（89 USA栗 D'Accord）USA１勝
ウィンタードリームズWinter Dreams（97牝 Distinctive Pro）USA３勝，Bouw

erie S‐R，East View S‐R ３着，Maid of the Mist S‐R ３着
ハッグズキャッスル Haggs Castle（98� Husband）USA５勝，Cormorant S

‐R，Ashley T. Cole H‐R ２着，Mohawk H‐R ３着
＊バイザスポーツ（00牝 Devil's Bag）GB・ITY・USA３勝，ガゼルＨ‐G1，Inter

national Trial S‐L，ベルダムＳ‐G1 ３着
ロードジャスティス Lord Justice（06 牡 A.P. Indy）USA・CAN４勝，Big

Brown S，Spend A Buck S，種牡馬
クリムゾングローリー Crimson Glory（07 牝 Ghostzapper）USA・CAN４勝，

Ernie Samuel Memorial S‐R ２着

174 ペルサントクリール２０２１ �・鹿 ３／１４
＊サンデーサイレンス
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母 ミニョンレーヌ（13鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
イチゴガリ（19牝栗 ストロングリターン）��入着３回
キタノブライド（20牝栗 ＊マクフィ）�未出走

２代母 ＊ルンバブギー（99 GB鹿 RainbowQuest）��入着
シキノイロドリ（04牝 ＊アフリート）�３勝

シアワセクル（15牝 アッミラーレ）�４勝，古伊万里賞３着
ヨクバリ（05牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，久留米特別
タイガーストーン（06牡 ＊アフリート）３勝，マーガレットＳ‐L ２着，さざんかＳ

‐OP，橘Ｓ‐OP ３着，長岡京Ｓ，ストークＳ２着，etc.，�３勝��
タイニーベイビー（17牡 タニノギムレット）１勝

３代母 ＊キーフライヤー（86 USA鹿 Nijinsky）USA３勝，Palisades S‐L，ケンタ
ッキーオークス‐G1 ４着，ニューヨークＨ‐G2 ３着，シープスヘッドベイＨ
‐G3 ２着，アシーニアＨ‐G3 ３着，etc.

＊レース（92牝 Gulch）USA１勝
アドマイヤリッチ（98牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，雅Ｓ，フィリピンＴ，摩

耶Ｓ２着，etc.
レッドソロモン（12牡 メイショウサムソン）５勝，アンドロメダＳ‐L，若
葉Ｓ‐LR，五稜郭Ｓ，etc.

トーセンアレス（07牡 アドマイヤドン）５勝，ブリリアントＳ‐L ３着，etc.，
障害１勝，��４勝	
�，浦和記念‐Jpn2 ３着，ジャパンＤダービー
‐Jpn1 ５着，etc.

＊スプリングマンボ（95牝 Kingmambo）不出走
スズカマンボ（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，天皇賞（春）‐Jpn1，朝日Ｃｈ

Ｃ‐Jpn3，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬
スズカエルマンボ（05牝 ＊シンボリクリスエス）３勝
クイーンマンボ（14牝 マンハッタンカフェ）２勝，��２勝��入着３回，Ｌ
プレリュード‐Jpn2，関東オークス‐Jpn2，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着，etc.

スプリングサンダー（07牝 ＊クロフネ）５勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，ＣＢＣ賞
‐G3 ２着，阪急杯‐G3 ２着，etc.

175 ミニョンレーヌ２０２１ �・鹿 ４／２６
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母 メイフラワー（10鹿 ＊オペラハウス）�入着５回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ユキトウロ（15牝鹿 サクラプレジデント）�１勝�入着３回
トリコロール（19牝鹿 スマートファルコン）��出走�出走

２代母 オースミサツキ（93栗 ＊ブライアンズタイム）１勝
ファイブリングス（99牝 ナリタタイシン）��２勝�
フリーバード（00牝 ＊アフリート）�１勝

スイリンカ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝，こぶし賞
ルナルナ（01牝 ＊アフリート）�１勝��入着

マイゴルゴンゾーラ（13牡 ディープスカイ）	２勝�入着，飛燕賞３着
エプソムフローラ（02牝 ＊アフリート）
２勝��入着２回
イエスプリーズ（04牝 スペシャルウィーク）�２勝

イッツマイプレジャ（09牝 アドマイヤドン）	２勝���入着３回，九州ジ
ュニアＧＰ２着

イエスアイキャン（11牝 スマートボーイ）�４勝��１勝，東京プリンセス賞３着
パワトゥザピープル（20牝 キズナ）���未出走�１勝，フローラルＣ３着

ティープリーズ（12牝 アジュディミツオー）�１勝�４勝�入着��
，ライ
デンリーダー記念２着，園田プリンセスＣ２着

カワキタフウジン（05牡 マーベラスサンデー）３勝，朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，カシオ
ペアＳ‐L ３着，名古屋城Ｓ，中京スポーツ杯，美濃特別，etc.，�３勝

トゥモローズライト（06牝 ＊アフリート）�１勝��４勝
シェアジョイ（08牝 ゼンノロブロイ）２勝�
セフティーエムアイ（11牡 ＊ケイムホーム）３勝，オーロラ特別３着
キサナドゥー（13牝 アンライバルド）��１勝�１勝，兵庫若駒賞３着

３代母 ルナパーク（79鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，クイーンＳ２着，北越特別
ペガサス（90牡 ＊リヴリア）３勝，福島記念‐Jpn3，新潟３歳Ｓ‐Jpn3
ルミネッセンス（92牝 ＊ブライアンズタイム）５勝，ターコイズＳ‐OP，飯豊特別，

相川特別，etc.
シルクファントム（94� ＊リヴリア）入着，会津特別３着
ナリタルナパーク（95牝 ＊ブライアンズタイム）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，秋華賞

‐Jpn1 ２着，羊ヶ丘特別，etc.

176 メイフラワー２０２１ �・栗 ４／１０
＊サンデーサイレンス
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母 ユッコ（12栗 ハーツクライ）１勝，�７勝���，シアンモア記念（Ｄ1600），ビ
ューチフルドリーマーＣ（Ｄ1900）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
ティーラミレス（20牝栗 ＊マクフィ）�未出走

２代母 ＊キッズスター（00 USA栗 Saint Ballado）１勝，��１勝��１勝
キッズニゴウハン（08牡 キングカメハメハ）４勝，外房特別，古町特別，�３勝	
キッズラルナ（10牡 アドマイヤムーン）�２勝��入着
キッズアベリア（11牝 ネオユニヴァース）�９勝�７勝��
チュラカーギー（13牝 ゴールドアリュール）４勝，舞浜特別，春風Ｓ２着

ニフェーデービル（20牡 ルーラーシップ）�１勝
キッズジョリー（15牡 スマートファルコン）入着，�３勝	４勝�４勝

３代母 ダートスターDart Star（89 USA黒鹿 Blue Ensign）不出走
スターズプラウドペニー Star's Proud Penny（95牝 Proud Birdie）USA３勝，ミ

エスクＳ‐G3，Providencia S‐R ２着，セニョリータＳ‐G3 ３着，etc.
スターピックス Starpix（02
 Linamix）FR・GER・UAE４勝，P. Aymeri de

Mauleon‐L，ジャンプラ賞‐G1 ２着，P. Saraca‐L ２着，etc.
スイスコーツチート Swiss Courts Cheat（97 牝 Notebook）USA入着２回

スイスラッド Swiss Lad（02牡 Phone Saga）USA10 勝，Cavonnier S‐R，
デルマーフュチュリティ‐G2 ３着，Bull Dog S２着，etc.

４代母 カワノKawano（76 USA鹿 King's Bishop）USA出走
［子］ ウワナカワナUwana Kawana（86牝 Hold Your Peace）USA６勝，

Rebel S，Delta Miss S２着
エルアンダリン El Andarin（92 牡 Blue Ensign）PAN５勝，P. Arango
Navarro y Raul（Baby）Arango G.‐L，P. Felipe E. Motta‐L，P.
Neco，Ernesto，Jr. y J. de la Guardia‐L ２着

５代母 エイブラジェイAbla‐Jay（55 USA鹿 Double Jay）USA８勝
［子］ ノーダブルNodouble（65 牡 Noholme）USA13 勝，メトロポリタンＨ，

ブルックリンＨ，カリフォルニアンＳ，etc.，種牡馬

177 ユッコ２０２１ �・芦 ３／１５
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母 ロンギングエレン（16鹿 ロードカナロア）出走
初仔

２代母 ダイワパッション（03鹿 ＊フォーティナイナー）４勝，フィリーズレビュー
‐Jpn2，フェアリーＳ‐Jpn3，黒松賞
ダイワインスパイア（09牡 ダイワメジャー）２勝，�１勝
ダイワフェーム（10牡 ダイワメジャー）１勝，�４勝
エポカドーロ（15牡 オルフェーヴル）３勝，皐月賞‐G1，日本ダービー‐G1 ２着，

スプリングＳ‐G2 ２着，あすなろ賞，種牡馬
カインドリー（17牝 キズナ）１勝
キングストンボーイ（18牡 ドゥラメンテ）�２勝，青葉賞‐G2 ２着，関越Ｓ‐OP

２着，ベゴニア賞

３代母 サンルージュ（92鹿 ＊シエイデイハイツ）不出走
デザートモーニング（02牡 ＊グラスワンダー）１勝，臥牛山特別３着
マイネルヴルメリオ（04牡 バブルガムフェロー）１勝，和田岬特別３着，�２勝

４代母 ＊チカノヴァ（83 USA鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ ダロスDaros（89� ＊ダミスター）GB・FR・USA４勝，デルマーダービ

ー‐G2，Doncaster Mile‐L，オークトリー招待Ｓ‐G1 ３着，etc.

５代母 ケルンルージュ Cairn Rouge（77 IRE 鹿 ＊ピツトカーン）GB・FR・IRE・U
SA６勝，愛１０００ギニー‐G1，英チャンピオンＳ‐G1，コロネイションＳ‐G2，マ
ルカイＳ‐G3，英チャンピオンＳ‐G1 ２着，etc.
［孫］ バートベルトリヒアゲン Bad Bertrich Again（93 牡 ＊ドージング）FR・

GER・ITY・USA・SWI３勝，オイローパシャンピオナート‐G2
デインフェアDanefair（92 牝 ＊デインヒル）FR４勝，ミネルヴ賞‐G3，
P. des Tuileries‐L，P. Melisande‐L

プロリックス Prolix（95 牡 Kris）GB・FR・UAE・SAU16勝，スコテイ
ッシュクラシック‐G3，Dee S‐L，ロイヤルロッジＳ‐G2 ２着，etc.，
種牡馬

プルーヴ Prove（98牝 ＊デインヒル）FR４勝，クロエ賞‐G3，P. de la S
eine‐L

178 ロンギングエレン２０２１ �・黒鹿 ４／ １
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母 ＊インヴィンシブルタッチ（07 IRE 鹿 Invincible Spirit）ITY12 勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ライヴガーネット（19牝鹿 コパノリッキー）���未出走�５勝

２代母 ナジュマートアルシェマールNajmat Alshemaal（92 IRE鹿 ＊ダンシングブレーヴ）
GB１勝，Golden Daffodil S‐L ２着，Cheshire Oaks‐L ３着
エムテヤズEmteyaz（98牡 Mark of Esteem）GB・UAE・SAU９勝
オトートトムOtototm（00牡 Mtoto）GB・UAE１勝
ミスキーナMiskina（01牝 Mark of Esteem）GB３勝
シャイマー Shaimaa（03牝 ＊ファンタスティックライト）IRE４勝，GB・IRE障害２勝
ペドラオーナPedra Ona（06牝 Mark of Esteem）ITY２勝

３代母 ノレッタNoretta（83 GER黒鹿 Cortez）FR・GER４勝，Gontard‐Renn
en‐L，Robert Pferdmenges‐Rennen‐L，独セントレジャー‐G2 ２着，独
オークス‐G2 ４着，ドイツ牝馬賞‐G3 ２着，etc.

４代母 ニニヴェッタNinivetta（77 GER鹿 Caro）GER２勝
［子］ ニューシューターNew Suitor（88 牡 Local Suitor）GER６勝，Hamb

urger Criterium‐L，GER障害１勝
ニゲーラNigella（86牝 Limbo）GER３勝，P. der Landeshauptstadt M
unchen‐L ２着，Dusseldorfer BMWPreis‐L ３着

［孫］ ナヌーシュカNanouska（98牝 Dashing Blade）GER・ITY１勝，Fa
hrhofer Stutenpreis‐L ３着

［曾孫］ ニッツアNizza（04牝 Acatenango）GER１勝，Japan Racing Associa
tion Trophy‐L ２着

ヌクレオンNukleon（00� Platini）FR・GER・ITY８勝，Dresdner P
reis Der Dreijahrigen‐L ２着

５代母 ナポリターナNapolitana（67 GER黒鹿 Kaiseradler）GER２勝
［子］ ナタニアNathania（79 牝 Athenagoras）GER２勝，Gontard‐Renne

n２着，Ostermann‐Pokal２着
［孫］ ネルガルNergal（86 牡 Northern Treat）GER９勝，P. der Jahrlingsa

uktion‐L ２着

201 インヴィンシブルタッチ２０２１牡・鹿 ３／２４
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母 エリザベスムーン（06鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
アフターダーク（13牝鹿 ＊ワークフォース）１勝
レッドルーナ（16牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）�４勝�入着
テンカウント（17牡芦 ＊クロフネ）���１勝�入着６回
ナザレ（19牝鹿 エピファネイア）入着３回，���出走

２代母 エリザベスローズ（89栗 ＊ノーザンテースト）５勝，セントウルＳ‐Jpn3，ＮＺト
ロフィー４歳Ｓ‐Jpn2 ３着，コーラルＳ‐OP，葵Ｓ‐OP，アネモネＳ‐OP ２着，etc.
バースデイローズ（95牝 ＊トニービン）１勝，アジアＪＳ（２）３着

トーセンファントム（07牡 ネオユニヴァース）２勝，いちょうＳ‐L，東スポ杯
２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，種牡馬

フサイチゼノン（97牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，弥生賞‐Jpn2，こぶし賞，種牡馬
アグネスゴールド（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，スプリングＳ‐Jpn2，きさら

ぎ賞‐Jpn3，鳴尾記念‐Jpn3 ３着，若駒Ｓ‐OP，種牡馬
リミットレスビッド（99牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，根岸Ｓ‐Jpn3，etc.，��

３勝�２勝�１勝��入着５回，東京盃‐Jpn2（２回），さきたま杯‐Jpn3，兵
庫ゴールドＴ‐Jpn3（２回），黒船賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

ローズオットー（04牝 ダンスインザダーク）１勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着

３代母 ＊ノーベンバーローズ（82 USA黒鹿 Caro）USA１勝
クリスマスローズ（90牝 ＊ノーザンテースト）３勝，宝ケ池特別，くすのき賞，伊良

湖Ｓ２着

４代母 ジェディナ Jedina（76 USA黒鹿 What a Pleasure）USA６勝，High Vol
tage S，First Flight H２着，Dark Mirage S２着
［子］ クラバーガール Clabber Girl（83 牝 Alydar）USA８勝，トップフライト

Ｈ‐G1，チューラヴィスタＨ‐G2，ランチョベルナルドＨ‐G3，etc.
［孫］ キーパーヒル Keeper Hill（95 牝 Deputy Minister）USA４勝，ケンタッキ

ーオークス‐G1，スピンスターＳ‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G1，etc.
ゴールデンギアGolden Gear（91 牡 Gulch）USA12 勝，コモンウェルス
ＢＣＳ‐G2，エクワポイズマイル‐G3，Silver Bullet Centennial H
‐L（２回），etc.，種牡馬

202 エリザベスムーン２０２１ 牡・栗 ５／３０
Kingmambo

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイエリザベスムーン ＊ノーザンテースト

��
��
�エリザベスローズ鹿 2006 ＊ノーベンバーローズ

16a
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Northern Dancer M4×M5



母 スプレンダー（11栗 ＊ファンタスティックライト）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
シゲルダイヤ（16牡鹿 ジャスタウェイ）�２勝
ラキャラントシス（17牝栗 ダイワメジャー）�２勝，寺泊特別（芝 1600），寺泊特

別（芝 1600）３着，フローラルウォーク賞（芝 1600）３着
グンター（19牡栗 ダイワメジャー）入着，��入着２回

２代母 ＊ブロードチョイス（06 USA鹿 A.P. Indy）不出走
ウォーターウェイ（12牝 ＊コンデュイット）�11 勝
ミスターオーネット（15牡 ＊ストーミングホーム）入着，���９勝
ビジョ（17牝 キングカメハメハ）��３勝�１勝

３代母 アンブライドルドエレインUnbridled Elaine（98 USA芦 Unbridled's Song）
USA６勝，ＢＣディスタフ‐G1，モンマスオークス‐G2，Iowa Oaks‐L，
Pocahontas S‐L，ペンシルヴァニアダービー‐G3 ２着，etc.
セレーザズスピリット Seresa's Spirit（03 牝 Rahy）不出走

チャーリーエイCharlie A（11牝 Curlin）USA３勝
チャールズクローム Charles Chrome（18� ＊カリフォルニアクローム）
�USA２勝，James W. Murphy S‐L ３着

エッチト Etched（05牡 Forestry）USA・UAE７勝，メドーランズＣ‐G2，モンマ
スＣ‐G2，ナシュアＳ‐G3，etc.，種牡馬

アウトオヴバウンズOut of Bounds（09 牡 ＊ディスクリートキャット）GB・USA
・UAE３勝，シャムＳ‐G3，アルマクトゥームチャレンジＲ１‐G2 ２着

イモーションレス Emotionless（13� Shamardal）GB・UAE３勝，英シャンペイ
ンＳ‐G2，Steventon S‐L，ドバイシティオヴゴールド‐G2 ３着，etc.

４代母 キャロルズフォリー Carols Folly（87 USA黒鹿 Taylor's Falls）USA５勝，
Airdrie S，Alabama Thoroughbred Juvenile S‐R ３着
［子］ グリッターウーマンGlitter Woman（94牝 Glitterman）USA10 勝，アシ

ュランドＳ‐G1，ボニーミスＳ‐G2，シクスティセイルズＨ‐G3，etc.
［孫］ ポリティカルフォース Political Force（03 牡 Unbridled's Song）USA

４勝，サバーバンＨ‐G1，メトロポリタンＨ‐G1 ２着，ジョッキー
クラブゴールドＣ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

203 スプレンダー２０２１ 牡・鹿 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodスプレンダー
＊ A.P. Indy

��
��
�ブロードチョイス栗 2011 Unbridled Elaine

12b
Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5 Secretariat S5×M5



母 スルージエアー（06鹿 ダンスインザダーク）入着４回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
メープルフレイバー（13牝栗 キングカメハメハ）入着３回，��１勝
スワーヴエドワード（15牡鹿 エイシンフラッシュ）１勝，障害１勝
ピピオラ（20牝黒鹿 モーリス）�未出走

２代母 ライクザウインド（00鹿 ＊デインヒル）出走
レディスキッパー（07牝 ＊クロフネ）入着３回

アドマイヤミヤビ（14牝 ハーツクライ）３勝，クイーンＣ‐G3，オークス‐G1
３着，百日草特別

ハワイアンウインド（09牝 キングカメハメハ）３勝，夕月特別，国東特別，パール
Ｓ２着
ルフトシュトローム（17� ＊キンシャサノキセキ）�３勝，ＮＺトロフィー‐G2，

ＮＨＫマイルＣ‐G1 ５着
フランジヴェント（17牝 ＊キンシャサノキセキ）２勝，五頭連峰特別２着
アサヒ（19牡 カレンブラックヒル）�１勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G2 ２着

３代母 ＊ウインドインハーヘア（91 IRE 鹿 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカ
ル‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，英オークス‐G1
２着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着

＊レディブロンド（98牝 Seeking the Gold）５勝，スプリンターズＳ‐Jpn1 ４着，
セプテンバーＳ，ＴＶｈ賞，etc.
ラドラーダ（06牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，ユートピアＳ，市川Ｓ２着
レイデオロ（14牡 キングカメハメハ）７勝，日本ダービー‐G1，天皇賞
（秋）‐G1，オールカマー‐G2，etc.，優３牡，優古牡，種牡馬

ゴルトブリッツ（07牡 スペシャルウィーク）６勝，アンタレスＳ‐G3（２回），etc.，
�２勝��１勝�１勝，帝王賞‐Jpn1，マーキュリーＣ‐Jpn3

ブラックタイド（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，スプリングＳ‐Jpn2，きさらぎ
賞‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，etc.，種牡馬

ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，日本ダービー‐Jpn1，有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1，
天皇賞（春）‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，神戸新聞杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，
年代表（2回），優３牡，優古牡，種牡馬

204 スルージエアー２０２１ 牡・栗 ２／２２

＊

ポッセ Silver Deputy

��
��
�

�
�
�
�
� Posse

�
�
�
�
�
�
�
�
� Raskaマインドユアビスケッツ ジャズメイン Toccet

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイスルージエアー ＊デインヒル

��
��
�ライクザウインド鹿 2006 ＊ウインドインハーヘア
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母 タムロブライト（06芦 ＊シルバーチャーム）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－１（４）〕
ミライヘノツバサ（13牡芦 ドリームジャーニー）５勝，ダイヤモンドＳ‐G3，日経

賞‐G2 ２着，ＡＪＣＣ‐G2 ３着，福島ＴＶＯＰ‐OP（芝 1800）３着，迎春Ｓ
（芝 2200），習志野特別（芝 2000），山吹賞（芝 2200）

ミライヘノノゾミ（17牝芦 ジャスタウェイ）�４勝
オセアジャーディン（20牡芦 オルフェーヴル）�未出走

２代母 タムロチェリー（99栗 ＊セクレト）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1，
小倉２歳Ｓ‐Jpn3，優２牝
タムロチェスト（05牡 ＊フォーティナイナー）２勝
タムロスカイ（07牡 フジキセキ）６勝，小倉日経ＯＰ‐LR ２着，大阪城Ｓ‐L ３着，

メイＳ‐OP，常総Ｓ，逢坂山特別，etc.

３代母 ミスグローリー（90栃栗 サクラユタカオー）�２勝
ローランバルゴ（98牝 ＊アジュディケーティング）１勝

ホーザンアテナ（06牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着
タリホー（14牡 ＊キャプテンスティーヴ）入着，�入着２回，夏至賞３着

タムロマンサーナ（01牝 ＊ジェネラス）１勝，二王子特別３着
スターカットジェム（06牝 ＊フォーティナイナー）出走

シャドウブリランテ（14牡 ディープブリランテ）２勝，渥美特別２着，岩船特
別３着

ポベーダテソーロ（16牡 ブラックタイド）入着５回，駒ケ岳特別３着
ムーンダスト（07牝 デュランダル）入着２回

グランデ（19牡 ＊ディスクリートキャット）�１勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着

４代母 ＊グラツドタイデイングス（79 FR黒鹿 Pharly）GB２勝
［子］ ストッププレス Stop Press（88 牝 Sharpen Up）GB・FR５勝，G.P. d

e Rouen‐L
［孫］ ストリートポーカー Street Poker（98 牡 ＊デインヒル）FR・GER・DEN

４勝，ヘッセンポカール‐G3，ヴァルターＪヤコブスレネン‐G3，オ
イローパシャンピオナート‐G2 ２着，etc.，種牡馬

サマーファインデイ（05牝 ＊アグネスデジタル）１勝，若菜賞３着，�２勝��

205 タムロブライト２０２１ 牡・鹿 ３／２８
＊サンデーサイレンス

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル メジロマックイーン

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

＊ Silver Buck

�
�
�
�
�

��
��

�シルバーチャーム Bonnie's Pokerタムロブライト ＊セクレト

��
��
�タムロチェリー芦 2006 ミスグローリー

＊グラツドタイデイングス 11
ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer M4×S5 Hail to Reason S5×M5



母 チャームレディ（05鹿 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４）〕
タマモエスカルゴ（11牝青鹿 ＊ケイムホーム）１勝
エーティーラッセン（14牡鹿 ＊サマーバード）３勝，日経新春杯‐G2 ３着，明石特別
（芝 2000），オリオンＳ（芝 2400）２着，名古屋日刊スポーツ杯（芝 2000）２着，甲
武特別（芝 2400）２着，ゆきやなぎ賞（芝 2400）２着，アザレア賞（芝 2400）３着

２代母 ＊ダンシングゴッデス（85 USA鹿 Nijinsky）GB・IRE２勝，Pearl Sprint S‐L，
愛１０００ギニー‐G1 ２着，愛プリティポリーＳ‐G2 ４着，デズモンドＳ‐G3 ３着
キサグラムKissagram（90牝 Alysheba）不出走

＊アラバンサ（93牡 El Gran Senor）９勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，札幌
記念‐Jpn2 ３着，函館記念‐Jpn3 ３着，六甲Ｓ‐OP，ハーベストＳ‐OP，etc.，
�８勝��

＊カラキーア（94牝 Sadler's Wells）GB・USA２勝，Virginia S‐L ２着
＊パラソニオ（97牡 Caerleon）２勝，積丹特別，横津岳特別３着
＊エアエミネム（98牡 ＊デインヒル）８勝，オールカマー‐Jpn2，神戸新聞杯‐Jpn2，

札幌記念‐Jpn2，函館記念‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬
＊ビッグギャンブル（92牡 Woodman）３勝，釧路特別，若鮎賞３着，障害４勝
タマモグッドマン（93牡 Woodman）１勝，障害１勝
アイアムクロス（94牝 タマモクロス）不出走

タマモガルチ（00牡 ＊サンダーガルチ）５勝，津軽海峡特別，噴火湾特別，清里
特別２着，伊勢特別３着，彦星賞３着

タマモアピール（97牡 ＊アフリート）５勝，シャングリラ賞，洞海湾Ｓ２着，韓国馬
事会杯３着，西湖特別３着，北斗賞３着，etc.

チャームダンス（03牝 ＊アフリート）４勝，両津湾特別
タマモアモーレ（15牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，昇竜Ｓ‐OP ２着

３代母 プロデューサー Producer（76 USA黒鹿 Nashua）GB・FR・IRE・USA10 勝，
フォレ賞‐G1，オペラ賞‐G2，クロエ賞‐G3，ロワイヨモン賞‐G3，Susan's
Girl H，etc.
バッハ Bach（97牡 Caerleon）GB・FR・IRE・USA・HKG６勝，ロイヤルホイッ

プＳ‐G2，Amethyst S‐L，Celebration S‐L，etc.，種牡馬

206 チャームレディ２０２１ 牡・栗 ３／２０

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラチャームレディ
＊ Nijinsky

��
��
�ダンシングゴッデス鹿 2005 Producer
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母 ナリタメロディ（11青鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，�３勝
〔産駒馬名登録数：３〕

２代母 ナリタシークレット（02栗 フジキセキ）５勝，六甲アイランドＳ，三年坂特別，
シドニーＴ，鳥栖特別，仲春特別２着，etc.
ナリタプリムローズ（09牝 キングカメハメハ）１勝
ナリタリュウ（15牡 ルーラーシップ）��２勝
ワンスカイ（17牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�３勝，葵Ｓ（重賞）‐L ３着，き

きょうＳ‐OP ２着，もみじＳ‐OP ３着，大日岳特別，道頓堀Ｓ３着，etc.
ノーティーガール（18牝 ＊クリエイターⅡ）入着３回，��６勝

３代母 フラワースカイ（95黒鹿 Caerleon）不出走
ハナカンムリ（04牝 ＊スキャターザゴールド）�４勝，のじぎく賞３着

４代母 ＊フレイムオブパリ（90 USA芦 Blushing Groom）不出走
［子］ ホットスニッツェル Hot Snitzel（08� ＊スニッツェル）AUS８勝，ＢＲ

ＣＢＴＣカップ‐G1，ＡＴＣロイヤルソヴリンＳ‐G2，ＢＲＣサイア
ーズプロデュースＳ‐G2，etc.

パリブレスト（02牡 スペシャルウィーク）２勝，クロッカスＳ‐OP，アイ
ルランドＴ２着

［孫］ ベンジーニ Benzini（09� Tale of the Cat）AUS・NZ・HKG11勝，Ｂ
ＲＣブリズベンＣ‐G2，Kaimai S‐L，セカンドセンチュリーＳ
‐G1 ２着，etc.

ドリームズオヴパリスDreams of Paris（13 牝 Dream Ahead）AUS・
NZ４勝，TRC Tasmanian S‐L ２着

アンプレシオネ（05牝 ＊クロフネ）２勝，西部日刊スポーツ杯２着，知多
特別２着，北大路特別２着，etc.

５代母 バリダレスBalidaress（73 IRE 芦 Balidar）IRE３勝
［子］ パ－クアピ－ル Park Appeal（82 牝 Ahonoora）GB・FR・IRE・USA

５勝，チヴァリーパークＳ‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，Oldt
own Stud S‐L，etc.

207 ナリタメロディ２０２１ 牡・栗 ５／ ７

＊

ミスタープロスペクター Raise a Native

��
��
�

�
�
�
�
� Mr. Prospector

�
�
�
�
�
�
�
�
� Gold DiggerアルデバランⅡ チャイムズオヴフリーダム Private Account

��
��
�Chimes of FreedomUSA 鹿 1998 Aviance

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayナリタメロディ フジキセキ

��
��
�ナリタシークレット青鹿 2011 フラワースカイ

＊フレイムオブパリ 14c
５代までにクロスなし



母 ビーナストリック（10栗 キングヘイロー）３勝，羊ヶ丘特別（芝 1200），はやぶさ
賞（芝 1000）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（３）〕
ケイゴールド（16牝青鹿 サムライハート）１勝，��１勝��入着２回�
テイエムワールド（17牡鹿 トゥザワールド）�１勝
ビーナスオーキッド（18牝栗 ＊アジアエクスプレス）入着，���１勝
マハロマヤ（19牝青鹿 シルバーステート）��未出走�出走

２代母 ゴーゴーナイナー（98栗 ＊フォーティナイナー）��２勝
コテツ（03牡 ＊アジュディケーティング）��２勝
トーセンサッビア（06牝 ＊アジュディケーティング）��３勝
マクロユピテル（07牡 ＊アジュディケーティング）��１勝
ゴーゴーファイン（08牝 マヤノトップガン）��１勝
ゴーゴーカラ（09牝 ＊ファスリエフ）��１勝

３代母 ＊プラスマチョン（86 USA鹿 Super Concorde）USA１勝

４代母 パーフェクトイグザンプルPerfect Example（82 USA栗 Far North）不出走
［子］ カルチャーヴァルチャー Culture Vulture（89 牝 Timeless Moment）G

B・FR・IRE・ITY・USA６勝，仏１０００ギニー‐G1，フィリーズマイ
ル‐G1，マルセルブサック賞‐G1，etc.

［孫］ サンタカタリナ Santa Catarina（00牝 Unbridled）USA３勝，ハリウッ
ドオークス‐G2，ケンタッキーオークス‐G1 ２着，フリゼットＳ
‐G1 ２着，etc.

［曾孫］ アプルーヴ Approve（08牡 Oasis Dream）GB・FR３勝，ジムクラックＳ
‐G2，英ノーフォークＳ‐G2，ミドルパークＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

ボーシャンクセルクセス Beauchamp Xerxes（06� Compton Admiral）
GB・FR・UAE４勝，On the House S‐L，Cocked Hat S‐L
２着，Floodlit S‐L ３着

ケイプオヴアプルーヴァル Cape of Approval（09� Cape Cross）GB
・FR・IRE５勝，Midsummer Sprint S‐L，Cork Sprint S‐L
２着

208 ビーナストリック２０２１ 牡・栗 ２／１７
＊サンデーサイレンス

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイロービーナストリック ＊フォーティナイナー

��
��
�ゴーゴーナイナー栗 2010 ＊プラスマチョン
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母 フーダムール（16鹿 ＊エンパイアメーカー）不出走
初仔

２代母 シャンパントパーズ（10鹿 ＊ワイルドラッシュ）出走
コンゴウサファイア（15牝 ハーツクライ）�１勝�
センターガーネット（17牝 ＊ダンカーク）���２勝
リリージャスパー（18牝 ジャスタウェイ）��４勝�２勝

３代母 ＊ノベンバースルー（97 USA黒鹿 Seattle Slew）USA３勝，ソレントＳ‐G2 ２着
イーグルアイランドEagle Island（04牝 Fusaichi Pegasus）USA１勝

エズモッシュ Ezmosh（15� Tizway）�USA５勝，アーリントンクラシック‐G3
ヒラボクワイルド（06牡 ＊ワイルドラッシュ）７勝，ポラリスＳ‐L，ギャラクシーＳ

‐LR，薫風Ｓ，etc.
タイセイワイルド（07牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，ひかり賞

３着，桃山Ｓ３着，etc.
マーチャンスルー（16牝 ＊ワイルドラッシュ）��１勝�１勝	３勝，ユングフラウ

賞３着

４代母 ノヴェンバースノーNovember Snow（89 USA鹿 Storm Cat）USA８勝，
アラバマＳ‐G1，テストＳ‐G1，レアパフュームＳ‐G2，Boca Raton S‐L，
MyDear S‐L，etc.
［孫］ イクスプレストレイン Express Train（17 牡 Union Rags）�USA７勝，

サンタアニタＨ‐G1，サンパスカルＳ‐G2（２回），サンアントニオ
Ｓ‐G2，etc.

モーニングラインMorning Line（07牡 Tiznow）USA５勝，カーターＨ
‐G1，マーヴィンリロイＨ‐G2，ペンシルヴァニアダービー‐G2，etc.，
種牡馬

クロシオ Kuroshio（10 牡 Exceed And Excel）AUS３勝，ＭＶＲＣイア
ンマッキウェントロフィ‐G2，ＭＲＣＢダイアモンドプレリュードＣ
＆Ｇ‐G3，VRCMaribyrnong Trial S‐L，etc.，種牡馬

ビリーヴェンサクシード Believe'N'succeed（05牝 Exceed And Excel）A
US２勝，ＭＲＣブルーダイアモンドプレリュードＦ‐G3，VRCMoom
ba Plate‐L ３着，MRCBlue Diamond Preview F‐L ３着

209 フーダムール２０２１ 牡・鹿 ３／ ５

＊

ナシュワン Blushing Groom

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

�
�
�
�
�
�
�
�
� Height of Fashionバゴ ムーンライツボックス Nureyev

��
��
�Moonlight's BoxFR 黒鹿 2001 Coup de Genie

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudフーダムール ＊ワイルドラッシュ

��
��
�シャンパントパーズ鹿 2016 ＊ノベンバースルー
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母 プロフュージョン（01鹿 ＊ジョリーズヘイロー）入着２回，��５勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－６（22）〕
ハードデイズナイト（10牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝��４勝�１勝�，アフ

ター５スター賞（Ｄ1200），優駿スプリント（Ｄ1200），留守杯日高賞（Ｄ1600）
グランドファイヤー（11牡鹿 ＊セイントアレックス）�２勝��２勝
マイネルヴェッケン（12牡鹿 スズカマンボ）１勝
ミスユー（13牝黒鹿 スズカマンボ）入着，�２勝��１勝�入着２回
ブリージー（14牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）��１勝�２勝�入着�
キャッチザウェーブ（16�鹿 ロジユニヴァース）�３勝�２勝��入着３回�
カネトシケッソク（19牝黒鹿 ＊ヴィットリオドーロ）	��１勝
ロックン（20牡鹿 ダブルスター）	地方未出走

２代母 ＊ウエイアウト（91 USA鹿 The Minstrel）１勝
スズカツヨシ（98牡 タヤスツヨシ）５勝，初凪賞，甲南Ｓ２着，えりも特別３着
ジャズカーニバル（00牝 マヤノトップガン）３勝
ゴールドアラン（04� ＊スキャターザゴールド）１勝，�７勝
ザデイ（06牝 ＊シンボリクリスエス）２勝，菜の花賞３着

ディーズプラネット（13牝 ＊クロフネ）４勝，端午Ｓ‐OP，バレンタインＳ‐OP
３着，新涼特別，ＴＶ静岡賞２着，etc.，�入着��，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ３着

レイキッシュボーイ（10牡 スマートボーイ）１勝，�６勝

３代母 ファガーズグロ－リ－Fager's Glory（76 USA芦 Mr. Prospector）不出走
ラハームRahaam（87牝 ＊セクレト）GB１勝

カサンドラゴー Cassandra Go（96牝 Indian Ridge）GB・IRE６勝，キングズス
タンドＳ‐G2，テンプルＳ‐G2，グッドウッドキングジョージＳ‐G3，etc.
ハーフウェイトゥヘヴン Halfway To Heaven（05牝 Pivotal）GB・FR
・IRE・USA４勝，愛１０００ギニー‐G1，英ナッソーＳ‐G1，サンチャリ
オットＳ‐G1，etc.

210 プロフュージョン２０２１ 牡・鹿 ３／３１
ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormスズカコーズウェイ

＊
＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチリヴィエラ栗 2004 Actinella

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�ジョリーズヘイロー Jolie Jolieプロフュージョン
＊ The Minstrel

��
��
�ウエイアウト鹿 2001 Fager's Glory
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母 ローザミスティカ（07栗 アグネスタキオン）入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－２（５）〕
アトラスパワー（12牡鹿 メイショウサムソン）�３勝
ローズウィスパー（13牝鹿 ＊ワークフォース）３勝，四国新聞杯（芝 2000），日田特

別（芝 2000），土湯温泉特別（芝 1800）２着
アロマデローサ（20牝 ＊キンシャサノキセキ）�２勝，ききょうＳ‐OP

ジャックローズ（15牡鹿 ＊ハービンジャー）２勝，鳥栖特別（芝 2000）
ローブドゥネージュ（16牝栗 ＊クロフネ）�２勝
スピーニディローザ（17牝栗 ＊ヘニーヒューズ）１勝

２代母 ロゼカラー（93鹿 Shirley Heights）２勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，秋華賞
‐Jpn1 ３着，シンザン記念‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，阪神３歳牝馬
Ｓ‐Jpn1 ５着
ローズバド（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，マーメ

イドＳ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ２着，エリザベス女王
杯‐Jpn1 ２着，etc.
ローザブランカ（05牝 ＊クロフネ）３勝，都井岬特別
スタニングローズ（19牝 キングカメハメハ）�５勝，秋華賞‐G1，紫苑Ｓ
‐G3，フラワーＣ‐G3，オークス‐G1 ２着，サウジアラビアＲＣ‐G3
３着，etc.

ローズキングダム（07牡 キングカメハメハ）６勝，ジャパンＣ‐G1，朝日杯フ
ューチュリティＳ‐Jpn1，京都大賞典‐G2，神戸新聞杯‐G2，東スポ杯２
歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優２牡，種牡馬

ローゼンクロイツ（02牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，金鯱賞‐G2，中京記念‐G3，
毎日杯‐Jpn3，京都２歳Ｓ‐L，菊花賞‐Jpn1 ３着，etc.

テューダーローズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，皿倉山特別，背振山特別，は
なみずき賞２着

ローズプレステージ（04牡 ダンスインザダーク）１勝，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，京
都２歳Ｓ‐L ２着，清滝特別３着

ヴィンテージローズ（11牝 ゼンノロブロイ）２勝，城崎特別３着，鶴橋特別３着
チャンスザローゼス（20牡 エピファネイア）�２勝，アイビーＳ‐L

３代母 ＊ローザネイ（88 FR栗 Lyphard）FR１勝

211 ローザミスティカ２０２１ 牡・栗 ２／２４

＊

ウォーフロント Danzig

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラローザミスティカ Shirley Heights

��
��
�ロゼカラー栗 2007 ＊ローザネイ
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母 エアブライス（14栗 ＊ハービンジャー）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ケイティヴィーナス（20牝栗 ＊エスケンデレヤ）�未出走

２代母 ビスクドール（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着
アイスドール（03牝 ＊キャプテンスティーヴ）６勝，エニフＳ‐L，オアシスＳ‐L ３

着，紫苑Ｓ‐L ３着，花園Ｓ，etc.，��入着，クイーン賞‐Jpn3 ３着
アイスジャイアント（19牡 ＊ダンカーク）�１勝，�１勝���，ＪＢＣ２歳優駿‐Jpn3

レースドール（04牝 ＊クロフネ）２勝，ひいらぎ賞３着
ドリームローズ（05牝 サクラバクシンオー）１勝，矢車賞３着
ジュモー（06牝 タニノギムレット）３勝

プロフェット（13� ＊ハービンジャー）２勝，京成杯‐G3，札幌２歳Ｓ‐G3 ２
着，白富士Ｓ‐L ３着，ＴＶｈ賞２着，関門橋Ｓ２着，etc.

クラージュゲリエ（16牡 キングカメハメハ）２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２
歳Ｓ‐G3，日経新春杯‐G2 ３着，アンドロメダＳ‐L ２着，共同通信杯
‐G3 ３着，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，etc.

バトードール（07牡 ＊クロフネ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，端午Ｓ‐OP，etc.，
��２勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，報知ＧＰＣ，報知オールスタ
ーＣ２着，etc.

オウケンビリーヴ（13牝 ＊クロフネ）５勝，陽春Ｓ，大山崎特別，etc.，�１勝��
入着２回，クラスターＣ‐Jpn3，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3 ２着，スパーキ
ングＬＣ‐Jpn3 ２着

３代母 ＊フェアリードール（91 USA栗 Nureyev）GB出走
トゥザヴィクトリー（96牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，

サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，UAE入着，優古牝
ビーポジティブ（99牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，��１勝	，クイーン賞‐Jpn3，

エンプレス杯‐Jpn2 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着
サイレントディール（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，武蔵野Ｓ‐G3，シンザン記

念‐Jpn3，etc.，	１勝��入着�，佐賀記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

４代母 ドリームディールDream Deal（86 USA栗 Sharpen Up）USA４勝，モンマ
スオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ２着，アラバマＳ‐G1 ３着，Revidere S２着

212 エアブライス２０２１ �・鹿 ２／１４
Kingmambo

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlエアブライス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビスクドール栗 2014 ＊フェアリードール

9f
Nureyev M4×S5



母 エメラルドクイーン（13栗 ＊トワイニング）入着，�９勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
カミデセンプウ（19牡栗 サンカルロ）��１勝
ソルレベンテ（20牝鹿 スピルバーグ）��未出走�２勝�

２代母 レッドレターデイ（97栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
レッドターキー（05牝 ＊トワイニング）３勝，七重浜特別，浦安特別２着，真駒内特

別３着
カタトゥンボ（15牡 ローエングリン）１勝，�１勝��入着５回
レノーア（16牝 スクリーンヒーロー）�３勝，橘Ｓ‐L ３着，ダリア賞‐OP ３

着，由比ヶ浜特別，黄梅賞，新潟日報賞２着，etc.
ラブコール（11牝 ＊チチカステナンゴ）入着２回，西郷特別３着，�４勝��入着２回

３代母 ターキーレッド（87栗 ＊ノーザンテースト）５勝，マリーンＳ‐OP，朱鷺Ｓ
‐OP ３着，白河特別，五頭連峰特別２着，富嶽賞３着
サンフレア（95牡 ＊トニービン）５勝，キャピタルＳ，ＴＶＫ賞，二王子岳特別，etc.
レッドクローシュ（00牝 ＊トニービン）出走

ファイアレッド（05牡 フジキセキ）２勝，遠賀川特別，シドニーＴ２着，丹波
特別２着，etc.

ペプチドアマゾン（10牡 アグネスタキオン）２勝，京都新聞杯‐G2 ２着，日本
ダービー‐G1 ４着，あずさ賞，etc.

ターキーストーン（03牡 スペシャルウィーク）２勝，南相馬特別，豊栄特別３着

４代母 ＊ハマナスⅡ（75 USA鹿 Lt. Stevens）不出走
［子］ シヤダイハマナス（82牝 ＊ノーザンテースト）６勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２

着，巴賞‐OP ２着，春風賞，etc.
マイオンリースター（89牡 ＊ノーザンテースト）２勝，湯川特別３着，障
害１勝

［曾孫］ ナオミシャイン（95牝 ＊トニービン）４勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2
３着，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，etc.

アドマイヤマジック（01牝 バブルガムフェロー）３勝，フェアリーＳ
‐Jpn3 ３着，郡山特別

213 エメラルドクイーン２０２１ �・黒鹿 ４／ ５

＊

メダーリアドーロ El Prado

��
��
�

�
�
�
�
� Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�トワイニング Courtly Deeエメラルドクイーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�レッドレターデイ栗 2013 ターキーレッド
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母 オートロンシャン（11黒鹿 ＊クロフネ）２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
タッカーハート（18牝黒鹿 ドゥラメンテ）��１勝�２勝
バイオエックス（19牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�入着
ブランディー（20牝青鹿 エピファネイア）�出走

２代母 ティーアイディップ（02鹿 ＊ジェイドロバリー）不出走
コスモロビン（08牡 ゼンノロブロイ）５勝，目黒記念‐G2 ３着，丹頂Ｓ‐OP ２着，

緑風Ｓ，迎春Ｓ，グッドラックＨ，etc.
セレッソフロリード（10牝 サクラバクシンオー）入着，�１勝
ラペルトワ（13牝 ゼンノロブロイ）１勝，唐戸特別３着
メガミノキセキ（14牝 ゼンノロブロイ）��１勝
ドリームスピリット（15牡 ディープブリランテ）３勝，町田特別，青嵐賞２着，北

海Ｈ２着，開成山特別２着，陣馬特別３着
シゲルボス（19� サトノアラジン）��３勝

３代母 ＊シェーマ（95 USA栗 Silver Hawk）不出走
リンクシェーマ（00牝 ダンスインザダーク）１勝

マイネルアリオン（06牡 ＊アグネスデジタル）１勝，尖閣湾特別３着
ヴァカンス（11牝 ＊サウスヴィグラス）��３勝，ローレル賞２着

４代母 カパズ Capades（86 USA栗 Overskate）USA11 勝，セリマＳ‐G1，マッチ
メイカーＳ‐G2，ニューヨークＨ‐G2，アシーニアＨ‐G3，カンタベリーオーク
ス‐G3，etc.
［子］ キャップベイノ Cap Beino（93牝 Lyphard）USA３勝，Lilac S，

Miss Indy Anna S
［孫］ メインイディションMain Edition（16牝 Zoffany）GB・IRE・GER６勝，

独１０００キニー‐G2，アルバニーＳ‐G3，スイートソレラＳ‐G3，etc.
メイジャーカドーMajor Cadeaux（04牡 Cadeaux Genereux）GB・F
R・IRE・HKG４勝，サンダウンマイル‐G2，ジョンオヴゴーントＳ
‐G3，グリーナムＳ‐G3，etc.，種牡馬

ビーチファイアー Beachfire（07� Indian Haven）GB５勝，Wolfert
on H‐L，GB障害１勝
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＊サンデーサイレンス

��
��
�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューオートロンシャン ＊ジェイドロバリー

��
��
�ティーアイディップ黒鹿 2011 ＊シェーマ
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母 オーバーザレインボ（08黒鹿 ダンスインザダーク）入着２回，��１勝�５勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
トチノブライアン（17�青鹿 タイムパラドックス）��１勝
フォルギンギラリン（20牝黒鹿 パドトロワ）�未出走

２代母 クリノトップレディ（97鹿 Salt Lake）３勝，若菜賞，鈴鹿特別２着，火の山
特別２着，祇園特別３着，仲春賞３着
セゾンシチー（05牡 アグネスタキオン）１勝
アプローチミー（07牡 マンハッタンカフェ）１勝，�２勝，サマーＣ２着，白銀争

覇３着
ダイナミックウオー（10牡 フジキセキ）２勝，天の川賞２着，吹田特別２着，ＴＶ

Ｑ杯２着，横手特別２着，西尾特別３着，etc.，�１勝
エネルムサシ（13牡 ＊キンシャサノキセキ）３勝，��２勝�４勝�３勝��
ビップソルダー（14牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝

３代母 ＊ビーバップアルー（86 USA鹿 Mr. Prospector）USA１勝
フォーキャップ Four Cap（96牝 Capote）USA出走

テクサンティップ Texan Tip（02牝 Water Poet）VEN２勝，P. Starship M
iss‐L ３着
ファストティップ Fast Tip（08 牡 Fast as a Cat）VEN７勝，P. Jib Da
ncer‐L ２着

レイディアレイダ Lady Aleida（03牝 Seek Smartly）不出走
フランクロス Frank Ross（07 牡 Water Poet）VEN７勝，P. Burlesco
‐L，P. Iraqui‐L，Copa Remarkable News‐L ２着，etc.

エノロゴ Enologo（07牡 Water Poet）VEN４勝，P. Internacional del Cari
be‐L ３着

テンシノキセキ（98牝 フジキセキ）９勝，セントウルＳ‐Jpn3，フェアリーＳ
‐Jpn3，小倉日経ＯＰ‐L，etc.
マチャプチャレ（13牝 ＊ヨハネスブルグ）入着
ベルウッドブラボー（19牡 シルバーステート）�２勝，ジュニアＣ‐L ２着，
ダリア賞‐OP
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ナシュワン Blushing Groom

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

�
�
�
�
�
�
�
�
� Height of Fashionバゴ ムーンライツボックス Nureyev

��
��
�Moonlight's BoxFR 黒鹿 2001 Coup de Genie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイオーバーザレインボ Salt Lake

��
��
�クリノトップレディ黒鹿 2008 ＊ビーバップアルー

A5
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×S5



母 キュリオスティー（11鹿 ディープインパクト）２勝，燕特別（芝 2200）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
キュベリン（20牝鹿 ＊ノヴェリスト）�出走

２代母 ＊キュー（97 USA栗 ＊フレンチデピュティ）USA７勝，ロングアイランドＨ
‐G2，New Castle H‐L，Going Up S，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着，N
avajo Princess S‐L ２着，etc.

＊ルシルク（04牝 Dynaformer）USA１勝
クロムレック（10牡 Smart Strike）３勝，端午Ｓ‐OP ３着
グランシルク（12牡 ステイゴールド）５勝，京成杯オータムＨ‐G3，ＮＺトロ

フィー‐G2 ２着，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，中京記念‐G3 ２着，
ニューイヤーＳ‐L ２着，etc.，種牡馬

クードラパン（13牝 ダイワメジャー）４勝，潮騒特別，ＨＢＣ賞，サフラン賞，
セプテンバーＳ２着

ヴァンクールシルク（14� ヴィクトワールピサ）�３勝，燕特別，本栖湖特別
２着，荒川峡特別２着

ラソワドール（15牝 ゴールドアリュール）１勝，菜の花賞３着，���入着２回
イルチルコ（19牝 ドゥラメンテ）�１勝，葉牡丹賞２着

＊ブレイクランアウト（06牡 Smart Strike）２勝，共同通信杯‐G3，朝日杯フューチュリ
ティＳ‐Jpn1 ３着，朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，種牡馬

キスショット（07牝 Fusaichi Pegasus）入着
フーズサイド（16牡 シビルウォー）２勝，舞浜特別３着，��２勝，摂津盃３着
ラキ（17牝 ジャスタウェイ）�２勝，礼文特別，立待岬特別３着

エネアド（09牡 ディープインパクト）４勝，外房特別，由比ヶ浜特別，黄梅賞２着，
若竹賞２着，若潮賞３着

ブレイクエース（12牡 キングカメハメハ）１勝，�１勝�１勝

３代母 ピージェイフローラル P J Floral（89 USA鹿 Baldski）USA９勝，Gulfstr
eam Park The Very One H‐L，April Run S２着，Searching S２着，Hi
aleah H‐L ３着
ラミアノ Ramiano（98牡 Rubiano）USA６勝，Bruce G. Smith Memorial S３

着，種牡馬
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�
� スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインモーリス ＊カーネギー

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアキュリオスティー
＊

＊フレンチデピュティ

��
��
�キュー鹿 2011 P J Floral

1t
サンデーサイレンスM3×S4 Lyphard S5×M5



母 クレーンズラヴァー（07栗 ゼンノロブロイ）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３）〕
ウォークザライン（16牡栗 ＊ハービンジャー）２勝
ヴィグルズマン（18�栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝
ミスターブリーズ（19牡栗 ビッグアーサー）��出走

２代母 ギャラントハウス（94栗 ＊キャロルハウス）不出走
アイジオス（98牝 ＊スキーキャプテン）入着，�２勝
メイプルスプリング（99牝 ＊ソヴィエトスター）１勝，��２勝，クイーン賞‐Jpn3

キリキングスター（07牡 キングカメハメハ）１勝，�２勝�１勝
メイプルレインボー（12牡 カネヒキリ）４勝，２０１７ＹＪＳＦＲ中山２戦，金蹄Ｓ

３着，天の川賞３着
ギャラントスワロー（03牝 ステイゴールド）��１勝
マサライト（04牡 マンハッタンカフェ）２勝，磐梯山特別，三条特別，障害４勝，

京都ハイジャンプ‐JG2 ２着，小倉サマージャンプ‐JG3 ３着，	３勝
スタンドアップ（08牡 ＊アフリート）�２勝	１勝�１勝

３代母 ギャラントルックス（87栗 ＊ノーザンテースト）不出走

４代母 シヤダイギヤラント（74鹿 ＊ボールドアンドエイブル）２勝，おおぞら特別
［子］ スクラムダイナ（82牡 ＊デイクタス）３勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，皐月賞

‐Jpn1 ２着，日本ダービー‐Jpn1 ３着，etc.，優２牡，種牡馬
ダイナフランカー（83牡 ＊デイクタス）７勝，バレンタインＳ‐OP，クリ
スマスＳ‐OP，クリスマスＳ‐OP ３着，etc.

ダイナギヤラント（79牝 ＊エルセンタウロ）４勝，新潟日報賞，米山特別
ダイナスキツパー（80牝 ＊エルセンタウロ）５勝，三宮特別
ギャラントナイト（90牡 ＊ノーリユート）２勝，木古内特別
ブロックバスター（89牡 ＊ノーリユート）入着，山国川特別２着，�２勝

［孫］ ギャラントリーダー（85牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，クリスタルＣ‐Jpn3
２着

ドリブルラッシュ（92� ＊ナイスダンサー）５勝，オクトーバーＳ，鹿野
山特別，霜月Ｓ２着，etc.，障害２勝
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ラッキープルピット Pulpit
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�

�
�
�
�
�－新種牡馬－ Lucky Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lucky Sophカリフォルニアクローム ラヴザチェイス Not For Love

��
��
�Love the ChaseUSA 栗 2011 Chase It Down

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルクレーンズラヴァー ＊キャロルハウス

��
��
�ギャラントハウス栗 2007 ギャラントルックス

＊ギヤラントノラリーン 1l
Mr. Prospector S4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5
Numbered Account S5×S5



母 セキサンキセキ（08青鹿 フジキセキ）１勝，フェニックス賞‐OP（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（８）〕
トモジャクール（13牝黒鹿 メイショウボーラー）１勝，�４勝，カンナ賞
（Ｄ1800），すみれ賞（Ｄ1800）３着，如月賞（Ｄ1750）３着

トキノオー（15牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
ジン（16牡黒鹿 ルーラーシップ）���１勝�入着
キセキガクル（17�黒鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��１勝�２勝
ウインガヴァナー（18牡黒鹿 ルーラーシップ）�入着３回，障害１勝
クリノモンスター（19牡鹿 ドゥラメンテ）出走，�地方未出走
ナイトブレーカー（20牡青鹿 キズナ）�入着

２代母 セキサンシラオキ（90鹿 マルゼンスキー）１勝，フェニックス賞‐OP ２着，
きんせんか賞３着
セキサンエース（95牡 ＊カンパラ）	２勝

セキサンデインヒル（97牡 ＊デインヒル）３勝，夏木立賞２着
ミキノスパークル（99牝 メジロマックイーン）入着２回，赤松賞２着，サフラン賞

３着，��３勝
クレスト（00� ＊リアルシヤダイ）��１勝�
セキサンジョオウ（01牝 サクラバクシンオー）１勝，はやぶさ賞３着

フミノファルコン（10牡 ＊スタチューオブリバティ）５勝，桶狭間Ｓ，リボン賞，
鳴門Ｓ２着，ファイナルＳ２着，富嶽賞２着，etc.

グレートステージ（02牡 ＊スキャン）�14 勝
，摂津盃，菊水賞，園田ダービー，姫
山菊花賞２着，園田ジュニアＣ３着

セキサンフジ（03牡 フジキセキ）２勝，くすのき賞，山陽特別２着，丹波特別３着
セキサンダンスイン（06牝 ダンスインザダーク）１勝，岡崎特別２着，対馬特別３着

３代母 スワローソロン（82鹿 ＊パーソロン）出走

４代母 リンダセニヨリータ（66鹿 ＊ヒンドスタン）地方馬出走
［孫］ サンエイソロン（78牡 ＊パーソロン）６勝，サンケイ大阪杯，京都新聞杯，

ＮＨＫ杯，etc.，種牡馬
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＊サンデーサイレンス
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＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake
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��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊サンデーサイレンス
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�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーセキサンキセキ マルゼンスキー

��
��
�セキサンシラオキ青鹿 2008 スワローソロン

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M3 In Reality S4×M5



母 ハタノファベルジェ（08鹿 Lemon Drop Kid）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（６）〕
ハタノソルプレーザ（12牡鹿 ＊ブライアンズタイム）�１勝�２勝
ハタノコンフリクト（13牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝�入着�
ヴィーヴァステラ（16牝鹿 ＊ハービンジャー）��１勝
ミステール（17牝鹿 ネオユニヴァース）�１勝
ラウルス（19牡鹿 ＊アジアエクスプレス）��入着３回
ベルウッドタイガー（20牡黒鹿 シルバーステート）�入着

２代母 ＊クラスター（97 USA黒鹿 Danzig）USA出走
アーバンウォリアーUrbanWarrior（01 牡 Cape Town）USA６勝，Chenery

S，種牡馬
ハタノアブソルート（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，�１勝�１勝��入着，大

村湾賞，水無月賞２着，志布志湾賞３着
テイエムイナズマ（10牡 ブラックタイド）５勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，小倉日経

ＯＰ‐LR，大阪城Ｓ‐L，キャピタルＳ‐L ２着，六甲Ｓ‐LR ２着，etc.
ハタノガイスト（12	 サクラバクシンオー）１勝
ハタノインサイト（13牝 ＊フレンチデピュティ）１勝

３代母 ノット Knot（82 USA黒鹿 Majestic Light）USA２勝，Churchill Downs
Debutante S
ブレイドBraid（88 牝 Devil's Bag）不出走

ロードウェスト LordWest（96 牡 West byWest）USA３勝，Summit Silv
er Cup H‐R ３着

ヒッチ Hitch（89牝 Cox's Ridge）USA９勝，HBPA H‐L，Dogwood S‐L，
Clipsetta S‐L，etc.
スティント Stint（96 牝 Wild Again）USA３勝，Thelma S‐L ３着
＊バロンカラノテガミ（00牡 ＊コロナドズクエスト）５勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3

３着，越後Ｓ‐OP ３着，ＴＶ埼玉杯，etc.
スレッド Thread（91牝 Topsider）USA６勝，Audubon Oaks‐L，Palisade

s S‐L，Regret S‐L ２着，etc.
ウェンドWend（01牝 Pulpit）USA７勝，ジェニーワイリーＳ‐G2，ニューヨ

ークＨ‐G2，ハニーフォクスＨ‐G3，etc.
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＊ Silver Hawk
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＊ Danzig
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�クラスター鹿 2008 Knot
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Hail to Reason S5×S5



母 プリンセスゴールド（02栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－４（14）〕
ゴールデンヒーロー（10�鹿 ＊シンボリクリスエス）４勝，瀬波温泉特別（Ｄ1800），

インディアＴ（Ｄ1900）３着，障害１勝
クレイヴソリッシュ（12牡鹿 ＊シンボリクリスエス）��出走��６勝�入着
オートルフィーユ（16牝栗 ＊アイルハヴアナザー）�３勝�入着
ジュエルタワー（17牝黒鹿 ＊クロフネ）１勝
ベルウッドアリイ（18牡栗 ローエングリン）��３勝
プラティナマリア（19牝栗 エピファネイア）�２勝

２代母 ゴールデンサッシュ（88栗 ＊デイクタス）入着
ステイゴールド（94牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，日経新春杯‐Jpn2，目黒記念

‐Jpn2，天皇賞（秋）‐Jpn1 ２着（２回），etc.，UAE・HKG２勝，香港ヴァー
ズ‐G1，ドバイシーマクラシック‐G2，特別賞，種牡馬

レイサッシュ（96牝 ＊パラダイスクリーク）３勝，道新スポーツ賞２着，袖ケ浦特別３着
グレースランド（98牝 ＊トニービン）入着２回

ドリームパスポート（03牡 フジキセキ）３勝，神戸新聞杯‐Jpn2，きさらぎ賞
‐Jpn3，ジャパンＣ‐G1 ２着，皐月賞‐Jpn1 ２着，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.

キャッチザゴールド（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，淡路特別，和田岬特別，犬
山特別２着

レクレドール（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ‐Jpn2，クイーンＳ‐Jpn3，
札幌記念‐Jpn2 ２着，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，etc.
ベルーフ（12牡 ＊ハービンジャー）３勝，京成杯‐G3，チャレンジＣ‐G3 ２着，

小倉記念‐G3 ２着（２回），カシオペアＳ‐L ３着，エリカ賞，etc.
キューティゴールド（04牝 ＊フレンチデピュティ）入着２回

ショウナンパンドラ（11牝 ディープインパクト）５勝，ジャパンＣ‐G1，秋華
賞‐G1，オールカマー‐G2，宝塚記念‐G1 ３着，ヴィクトリアマイル
‐G1 ３着，etc.，優古牝

メルヴェイユドール（07牝 フジキセキ）３勝，マーメイドＳ‐G3 ３着，壇之浦特別，
紫竹山特別，遠賀川特別３着，檜原湖特別３着

３代母 ダイナサツシユ（79鹿 ＊ノーザンテースト）入着３回
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ゴーンウェスト Mr. Prospector
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� Secrettameケイムホーム ナイスアセイ Clever Trick

��
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�Nice AssayUSA 黒鹿 1999 ＊インフルヴユー

＊ Halo
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�
�
�
�
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��

�サンデーサイレンス WishingWellプリンセスゴールド ＊デイクタス

��
��
�ゴールデンサッシュ栗 2002 ダイナサツシユ

＊ロイヤルサツシユ 1t
５代までにクロスなし



母 ＊ラキュストル（15 GB鹿 Dansili）GB・FR・USA・CAN１勝，Keertana Over
night S３着
初仔

２代母 シティオンシーCity On Sea（09 IRE 鹿 Monsun）FR１勝
ビルディングブリッジズBuilding Bridges（16� New Approach）�GB・IRE１

勝，GB・IRE障害３勝

３代母 ナポリNapoli（91 GB鹿 ＊バイアモン）FR・GER４勝，G.P. de la Teste
‐L，P. de la Pepiniere‐L，P. Casimir‐Delamarre‐L，ミネルヴ賞‐G3 ３着

＊フォレストレイン（97牝 Caerleon）FR２勝
フリードニア Freedonia（02 牝 Selkirk）FR・USA３勝，ポモーヌ賞‐G2，ジ

ョーハーシュターフクラシック‐G1 ２着
ポリュビオス Polybius（11� Oasis Dream）GB・UAE７勝，Hopefu
l S‐L，ベンゴーフＳ‐G3 ３着，Golden Rose S‐L ３着

アルビーニャ Albigna（17牝 Zoffany）FR・IRE・USA３勝，マルセルブ
サック賞‐G1，バランシーヌＳ‐G2，スノーフェアリーＳ‐G3 ２着

ドームドライヴァーDomedriver（98 牡 Indian Ridge）GB・FR・ITY・USA６勝，
ＢＣマイル‐G1，ダニエルヴィルデンシュタイン賞‐G2，シュマンドフェル
デュノール賞‐G3，etc.，種牡馬

タウセティ Tau Ceti（99 牡 Hernando）GB・FR・USA５勝，プランスドランジ
ュ賞‐G3，James Seymour S‐L，コンデ賞‐G3 ３着，種牡馬

ニュートリナNeutrina（00牝 ＊ヘクタープロテクター）不出走
ヘヴンズヴォールト Heaven's Vault（07 牝 Hernando）FR入着，クレオパト

ル賞‐G3 ３着
アンドレアマール Andre Amar（16� Dandy Man）�GB・IRE２勝，
Rochestown S‐L ２着

シンバッド Simbad（04牡 ＊デインヒル）FR・NOR・SWE・DEN５勝，Golden
Mile‐L ３着，種牡馬

＊ニアメ（06牝 Pivotal）FR１勝
サヴォワールエメ（16牝 ダイワメジャー）５勝，オパールＳ‐L，ＵＨＢ賞‐OP

３着，テレＱ杯，etc.
スピアートゥース Speartooth（07� Hernando）FR３勝，P. Pelleas‐L ３着
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デュバウィ Dubai Millennium
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ダンシリ ＊デインヒル
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�Dansili Hasiliラキュストル シティオンシー Monsun
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��
�City On Sea鹿GB 2015 Napoli

8f
Danzig S4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5



母 ＊ローマンクィーン（09 GB黒鹿 Holy Roman Emperor）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
ケイティーガザミ（14�黒鹿 ＊エンパイアメーカー）��５勝
クリノイヴァンカ（16牝鹿 ハーツクライ）�１勝
セブンミラクル（17�黒鹿 ゼンノロブロイ）�３勝��入着２回
ゼロリスク（18�黒鹿 ＊ケイムホーム）��１勝�
キースケデシュ（20牝黒鹿 ヴィクトワールピサ）�出走

２代母 ワドゥードWadud（00 GB鹿 Nashwan）GB出走
アイスクイーン Ice Queen（05牝 Danehill Dancer）GB・FR・IRE２勝，ノーブ

レスＳ‐G3，愛オークス‐G1 ２着
イグゾティックExotic（10 牝 Galileo）IRE１勝
カピターナ Capitana（16牝 Captain Al）�SAF６勝，Laisserfaire S
‐L，Olympic Duel S‐L，セプターＳ‐G2 ２着，サザンクロスＳ
‐G2 ２着，シャンペインＳ‐G3 ２着

フェーリクスメンデルスゾーン Felix Mendelssohn（11� Galileo）�GB・IR
E１勝，Buckhounds S‐L ３着，GB・IRE障害２勝

サセックスダンサー Sussex Dancer（06 牝 Danehill Dancer）GB入着３回
リーヴェデルチ Reevederci（15� Reliable Man）NZ２勝，ノースランドブ

リーダーズＳ‐G3 ３着
メーガンMeghan（16牝 So You Think）NZ２勝，サンラインヴァーズ‐G3 ３着

ワンダラスライトWonderous Light（08 牝 Montjeu）FR１勝
＊プリンセスオブザスターズ（12牝 Sea The Stars）GB１勝

ショウナンラスボス（18牡 ダイワメジャー）�３勝，ダリア賞‐OP ２着，ＨＢ
Ｃ賞，ノエル賞２着，大日岳特別３着，袖ケ浦特別３着

３代母 ザパーフェクトライフ The Perfect Life（88 IRE 黒鹿 ＊トライマイベスト）F
R２勝，ボワ賞‐G3，P. Imprudence‐L，ロベールパパン賞‐G2 ３着
ナジヤNajiya（93 牝 Nashwan）GB２勝，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着
ラバーハ Rabah（95牡 Nashwan）GB・USA５勝，ゴードンＳ‐G3，July Trop

hy‐L，Predominate S‐L，etc.，種牡馬
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�Wadud黒鹿GB 2009 The Perfect Life
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