G1

萩原清厩舎

タイムトラベリングの19
全40口

1口 200万円 （総額8,000万円）

追分ファーム

予定

生産 白老ファーム

繋養 白老ファームYearling

ディープインパクト × タイムトラベリング［牡］

G1

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿 1986

ディープインパクト
鹿

Halo

Wishing Well

2002

牡

*ウインドインハーヘア
Wind in Her Hair
鹿 1991

Alzao

Burghclere

鹿毛
2019.4.30 生

*ブライアンズタイム
Brian's Time
黒鹿 1985

タイムトラベリング
鹿

Roberto

Kelley's Day

2004

Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Lyphard
Lady Rebecca
Busted
Highclere
Hail to Reason
Bramalea
Graustark
Golden Trail
Lyphard

*ジョリーザザ
Jolie Zaza
鹿 1991

Alzao

Lady Rebecca
*ボールドラッド

Bold Lady

Tredam (14)

骨太で安定感に優れたフレーム、内面の充実ぶりを示唆する豊か
な腹袋、厚みのある臀部など、スタミナと底力を強調する素材が揃
いました。遅生まれゆえ現時点では小柄ですが、芯の通った勇まし
い気性と隅々まで牝系の特徴が表現された馬体を見ると、あらため
てこの血脈の偉大さを憶えます。正確なリズムを刻みつつ、全身を
いっぱいに使った走りはパワフルなうえ柔軟性が際立ち、不世出の
名馬である父の影響がはっきりと感じられます。Ｇ１馬の兄、さらに
伯父が驚くほどの成長を遂げたように、本馬の伸びしろは計り知れ
ず、父産駒としての新境地を切り開く活躍にも期待が膨らみます。

*ブライアンズタイム Brian's Time は米国産，北米５勝，フロリダ ダ
ービー -G1。本邦２歳チャンピオンサイアー。
【ＢＭＳ：主な産駒】ディーマジ
ェスティ
（皐月賞-G1），エスポワールシチー（フェブラリーＳ-G1），スリーロ
ールス（菊花賞-JPN1），ビートブラック
（天皇賞・春-G1），タイムフライヤー
（ホープフルＳ-G1），
ヒガシウィルウィン（ジャパンダートダービー -JPN1）
タイムトラベリング（04 *ブライアンズタイム）
１勝。産駒
タイムアラウド（10 牡 鹿 ダイワメジャー）
１勝，岩手（公）
３勝，高知（公）
１
｜ 勝
トレースアイ
（12 牡 黒鹿 ステイゴールド）岩手（公）
１勝
ボールドアテンプト
（13 牝 黒鹿 ゴールドアリュール）
３勝
現
マンハッタンロック
（14 牡 鹿 マンハッタンカフェ）
３勝，○
タイムフライヤー（15 牡 鹿 ハーツクライ）
３勝，ホープフルＳ-G1（芝
｜ 2000ｍ），萩Ｓ-L（芝 1800ｍ），武蔵野Ｓ-G3２着，京都２歳Ｓ-G3２
現
｜ 着，フェブラリーＳ-G1５着，中山金杯-G3５着，○
現
ワイワイガール（17 牝 鹿 フェノーメノ）石川（公）
１勝，○
*ジョリーザザ Jolie Zaza（91 Alzao）愛国産，仏４勝，Prix Occitanie
-L。産駒
タイムパラドックス（牡 *ブライアンズタイム）中央・北海道・石川・
交 16 勝，ジャパンＣダート-JPN1，
ＪＢＣクラシック
｜ 南関東・東海○
｜ -JPN1（２回），同３着，帝王賞-JPN1，川崎記念-JPN1，同３着，ブ
｜ リーダーズゴールドＣ-JPN2，同２着，アンタレスＳ-JPN3，平安Ｓ
｜ -JPN3，白山大賞典-JPN3，トパーズＳ-L，北山Ｓ，矢作川特別，香
｜ 嵐渓特別，かしわ記念-JPN1２着，東海Ｓ-JPN2２着，同３着，ダイ
｜ オライト記念-JPN2２着，仁川Ｓ-L２着，サウジアラビアロイヤル
｜ Ｃ-L２着，東京大賞典-JPN1３着，エルムＳ-JPN3３着，ギャラクシ
交入着，マイルチャンピオンシップ南部杯-JPN1
｜ ーＳ-L３着，岩手○
｜ ３着。種牡馬
ユーロウインド
（牡 Caerleon）
４勝，平尾台特別
グランオマージュ
（牝 *サンデーサイレンス）
２勝。産駒
現
シゲルカセイ
（牡 *タートルボウル）
１勝，○
ボールド レイディ Bold Lady（74 *ボールドラッド）仏３勝，Prix de
la Seine-L２着。サクラローレル（年度代表馬，有馬記念-JPN1）の祖母

G2

牧光二厩舎

エクセラントカーヴの19
全40口

1口 80万円 （総額3,200万円）

社台ファーム

予定

生産 社台ファーム

繋養 社台ファーム

キングカメハメハ × エクセラントカーヴ［牡］

G2

キングマンボ
Kingmambo
鹿 1990

キングカメハメハ
鹿

Mr. Prospector

Miesque

2001

牡

*マンファス
Manfath
黒鹿 1991

*ラストタイクーン

Pilot Bird

鹿毛
2019.5.3 生

*サンデーサイレンス

ダイワメジャー
栗 2001
スカーレットブーケ

エクセラントカーヴ
黒鹿

2009

Raise a Native
Gold Digger
Nureyev
Pasadoble
*トライマイベスト
Mill Princess
Blakeney
The Dancer
Halo
Wishing Well
*ノーザンテースト
*スカーレットインク
Seattle Slew

*インディアナカーヴ
Indiana Curve
黒鹿 1996

A. P. Indy

Weekend Surprise
Geiger Counter

Antique Auction

*オールドスタッフ(9)

堂々とした佇まいで周囲を見据える力強い眼差しに大物感が漂いま
す。ほどよく筋肉が備わった流線形のシルエットはまばゆい光沢を放
ち、四肢と繋、胴の長さや頭部の造りなどには狂いもなく、集団内
においてひと際目立つ馬体です。放牧地で見せる無駄のないフォー
ムは流麗で、トップギアへと滑らかに移行します。僚馬を引き離して
いくさまは圧巻で、天性のスピードを母からしっかりと継承しました。
すでに水準以上の動きですが、成長力に定評のある母系に名サイ
アーが配合されたことで、さらなる底上げが可能でしょう。距離の
壁を打ち破り、クラシック戦線に名乗りを上げたい１頭です。

ダイワメジャーは千歳産，最優秀短距離馬（２回），９勝，皐月賞-JPN1。
２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：レーヌミノル（桜花賞-G1），アドマイ
ヤマーズ（香港マイル -G1），メジャーエンブレム（ＮＨＫマイルＣ-G1）。
【Ｂ
ＭＳ：主な産駒】ヴェスターヴァルト
（ファルコンＳ-G3３着），バーニングペ
スカ
（小倉２歳Ｓ-G3３着），バールドバイ
（スプリングＳ-G2４着）
エクセラントカーヴ（09 ダイワメジャー）６勝，京成杯オータムＨ
-G3（芝 1600ｍ），新潟日報賞（芝 1400ｍ），江の島特別（芝 1600ｍ），ク
イーンＣ-G3３着，関屋記念-G3４着。産駒
現
ブルームスベリー（17 牝 鹿 *ハービンジャー）
１勝，○
*インディアナカーヴ
（96 A. P. Indy）米国産，５勝，蓬莱峡特別，三
宮特別。産駒
フローラルカーヴ（牝 アグネスタキオン）
１勝，アネモネＳ-L２着，さざ
｜ んかＳ-OP３着
インディドライバー（牡 フジキセキ）
２勝
インディーグラブ（牡 ディープインパクト）
１勝
アルトゥーナ（牝 ハーツクライ）
１勝
アンティック オークション Antique Auction（90 Geiger Counter）
北米４勝，スター シュートＳ-CAN2，Fanfreluche S，マイ ディアＳ
-CAN3２着，Glorious Song S２着，Bold Jill H-L３着。産駒
*ストーンウェア：５勝，ノベンバーＳ，湘南Ｓ，賢島特別，御在所特別，若
｜ 駒Ｓ-L２着，メイＳ-OP２着，福島民報杯-L３着，小倉記念-G3５着
交２勝。産駒
*ネットオークション：１勝，南関東○
｜ コレクターアイテム：３勝，アルテミスＳ-L，鷹巣山特別，阪神ジュ
ベナイルフィリーズ-G1４着，デイリー杯２歳Ｓ-G2４着
｜
オークション キャット Auction Cat：不出走。産駒
｜ キャット カトルズ Cat Quatorze：北米４勝，Likely Exchange S
*オステアアンティカ：不出走。産駒
｜ アウトディスタンス：１勝，新潟２歳Ｓ-JPN3３着
｜ オスティエンセ：２勝，織姫賞。サンライズブレット（エニフＳ-L３
着）の母
｜
交入着，
*アンティックタイル：中央・石川○
東海（公）
６勝。産駒
メイショウアキシノ：２勝。メイショウケイメイ（紅梅Ｓ-L）の母

G3

鹿戸雄一厩舎

フォーエバーモアの19
全40口

予定

1口 85万円 （総額3,400万円）

追分ファーム

生産 追分ファーム

繋養 追分ファームリリーバレー

ロードカナロア × フォーエバーモア［メス］

G3

Kingmambo

キングカメハメハ
鹿 2001
*マンファス

ロードカナロア
鹿

2008
Storm Cat

メス

レディブラッサム
鹿 1996
*サラトガデュー

鹿毛

2019.4.3 生

*サンデーサイレンス

ネオユニヴァース
鹿 2000
*ポインテッドパス

フォーエバーモア
栗

2011

Mr. Prospector
Miesque
*ラストタイクーン
Pilot Bird
Storm Bird
Terlingua
Cormorant
Super Luna
Halo
Wishing Well
Kris
Silken Way
Fappiano

*エターナルビート
Eternal Beat
鹿 1996

Pentelicus

Charedi
Sir Wiggle

Double Wiggle

Blue Double (2)

いっさい無駄のないシャープな上体と、スラリと伸びた四肢が完璧
に組み合わさった美しいシルエットを見れば、卓越したスピードの持
ち主であることは明らかです。普段から姿勢よくキビキビと歩く姿が
印象的で、走り出せば脚の回転が速いうえ、大きなストライドで瞬
く間に加速して他馬を突き放します。周囲の状況に影響されず冷静
に振る舞い、指示に対して前向きかつ素直に反応できる大人びた気
性は、エネルギー効率に優れた走りを可能とすることでしょう。あふ
れんばかりの才能を活かして、母があと一歩のところで涙を呑んだＧ
１タイトルを奪取することこそが、本馬に課せられた重大な使命です。

ネオユニヴァースは千歳産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー -JPN1。
主な産駒：ヴィクトワールピサ（ドバイ ワールドＣ-G1）。
【ＢＭＳ：主な産駒】
ルヴァンスレーヴ（最優秀ダートホース，チャンピオンズＣ-G1，ジャパンダ
ートダービー -JPN1），アエロリット
（ＮＨＫマイルＣ-G1），アルメリアブル
ーム（愛知杯-G3２着），
コズミックフォース（ダービー -G1３着）
フォーエバーモア（11 ネオユニヴァース）４勝，クイーンＣ-G3（芝
1600ｍ），山科Ｓ（Ｄ1200ｍ），サフラン賞（芝 1400ｍ），阪神ジュベナ
交 入着，マリーンＣ
イルフィリーズ-G1３着，すばるＳ-L３着，南関東○
-JPN3５着。産駒
カンナリリー（18 牝 栗 スクリーンヒーロー）未出走
*エターナルビート
（96 Pentelicus）米国産，３勝，淀屋橋Ｓ，雪割草
特別，クリスタルＣ-JPN3２着。産駒
マルカジーク
（牡 *サンデーサイレンス）
４勝，小郡特別，堀川特別，共
｜ 同通信杯-JPN3３着，シンザン記念-JPN3３着，アーリントンＣ
｜ -JPN3４着，毎日杯-JPN3４着，岩手（公）１勝
エターナルロブロイ
（牡 ゼンノロブロイ）
３勝
シャンパンファイト
（牡 *シンボリクリスエス）
２勝
ルドベキア（牡 マンハッタンカフェ）
１勝
ダブル ウィグル Double Wiggle（78 Sir Wiggle）北米２勝。産駒
*シャロン Charon：北米７勝，ＣＣＡオークス-G1，ブラックアイド スー
｜ ザンＳ-G2，ランパートＨ-G2，ボニー ミスＳ-G2，フォワード ギャ
｜ ルＳ-G3，マザー グースＳ-G1２着，アシュランドＳ-G1２着。産駒
｜ シビル：５戦，入着。ジャスタウェイ（最優秀古牡馬，ドバイ デュー
ティ フリー -G1），スカイノダン（北九州記念-G3２着）の母
｜
*トーヨーレインボー：７勝，シリウスＳ-JPN3，中京記念-JPN3，アイル
｜ ランドＴ-OP，マイルチャンピオンシップ -JPN1３着。種牡馬
ローレルズ ウィグル Laurel's Wiggle：北米３勝，My Dear Girl S。産駒
｜ メチタ Mechita：豪６勝，AJC Tarien Mares H-L３着
ワイルド レイズ Wild Raise：北米２勝。産駒
アスクフォーアレイズ Askforaraise：北米４勝，Hollywood Wildc｜ at S-L２着，Budweiser Challenger S２着
イーヴン レイズ Even Raise：北米 15 勝，Three Coins Up S３着

G4

宗像義忠厩舎

ペイトンドーロの19
全40口

予定

1口 90万円 （総額3,600万円）

ノーザンファーム

生産 ノーザンファーム

繋養 ノーザンファームYearling

ハーツクライ × ペイトンドーロ［牡］

G4

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿 1986

ハーツクライ
鹿

Halo

Wishing Well

2001
*トニービン

牡

アイリッシュダンス
鹿 1990
*ビューパーダンス

栗毛
2019.2.19 生
*ペイトンドーロ
Payton d'Oro
鹿

メダーリアドーロ
Medaglia d'Oro
黒鹿 1999

El Prado

Cappucino Bay

Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
*カンパラ
Severn Bridge
Lyphard
My Bupers
Sadler's Wells
Lady Capulet
Bailjumper
Dubbed In
Mr. Prospector

2006

ジェラスアンドジェイディド
Jealous and Jaded
鹿 1996

*ジェイドハンター

Jadana
Tim the Tiger

Cosmic Tiger

Cosmic Law (4)

スラッと脚が伸びた腰高の体型をしていますが、胴部と四肢の均整
がとれていることで、シルエットはアンバランスさを感じさせません。
骨格が先に成長し、これから筋肉の発達が追いついていく血統的な
成長過程を考慮すれば、将来は迫力のある姿に変貌を遂げること
でしょう。その馬体が示すとおり、ストライドの大きなフットワークに
は目を見張るものがあり、芝の中長距離戦でコンスタントに活躍馬
を輩出する父の産駒傾向に合致している点も心強い材料と言えます。
コミュニケーション能力に長けた気性が自在性の高い競走馬をイ
メージさせるように、府中の大舞台こそが格好の目標になりそうです。

メダーリア ドーロ Medaglia d'Oro は米国産，北米８勝，トラヴァー
ズＳ-G1。
【ＢＭＳ：主な産駒】
ロック フォール（ヴォスバーグＳ-G1，アルフレ
ッドＧ.ヴァンダービルトＨ-G1），レイチェルズ ヴァレンティナ（スピナウェ
イＳ-G1），コンペティションオブアイデアズ（アメリカン オークス-G1），ハ
ヤブサマカオー（兵庫ジュニアグランプリ-JPN2）
*ペイトンドーロ Payton d'Oro（06 Medaglia d'Oro）米国産，北米６
勝，ブラックアイド スーザンＳ-G2（Ｄ９Ｆ），Remington Park Oaks-L
（Ｄ8. 5Ｆ），Bayakoa S-L（Ｄ8. 5Ｆ），Instant Racing S-L（Ｄ８Ｆ），オグ
デン フィップスＳ-G1２着，モリー ピッチャーＳ-G2２着，アレール デ
ュポン ディスタフＳ-G3２着，Susan's Girl S-L２着，ラフィアン招待Ｈ
-G1３着。産駒
ゴールデンローズ（13 牝 鹿 Bernardini）石川（公）
４勝
現
ブルーアガヴェ
（16 牡 黒鹿 ディープインパクト）
１勝，○
交入着，
現
ジュンヴァドス（17 牝 黒鹿 スクリーンヒーロー）南関東○
○
ジェラス アンド ジェイディド Jealous and Jaded（96 *ジェイドハンタ
ー）北米１勝。産駒
マラクヤ Maracuya（牝 Big Brown）北米３勝，Catinca S２着，ブラッ
｜ クアイド スーザンＳ-G2４着
モー ノウズ Mo Knows（牝 Uncle Mo）北米３勝，ミセス リヴィアＳ
｜ -G2４着
インディヴィア Indivia（牝 Tiznow）北米１勝。産駒
ティズ ミスチーフ Tiz Mischief（牡 Into Mischief）北米２勝，ケン
タッキー ジョッキー クラブＳ-G2２着，マット ウィンＳ-G3２
着，ホーリー ブルＳ-G2３着
コズミック タイガー Cosmic Tiger（83 Tim the Tiger）北米６勝，
テンプティドＳ-G3，Signature S-L，セリマＳ-G1３着。産駒
チリト Chilito：北米４勝，フラミンゴＳ-G3。種牡馬
エマリー ボード Emery Board：北米４勝，Go for Wand S-L
ワンス ア セイラー Once a Sailor：北米９勝，Thanksgiving H-L。種牡馬
エンブレイサブル Embraceable：北米２勝，Paseana S-L２着。マリタ
イム パッション Maritime Passion（Shady Well S），リトレイサブ
ル Retraceable（Princess Elizabeth S）の母

G5
林徹厩舎

エレインの19
全40口

1口 50万円 （総額2,000万円）

白老ファーム

予定

生産 白老ファーム

繋養 白老ファームYearling

ハーツクライ × エレイン［メス］

G5

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿 1986

ハーツクライ
鹿

Halo

Wishing Well

2001
*トニービン

メス

アイリッシュダンス
鹿 1990
*ビューパーダンス

栗毛

2019.3.3 生

Kingmambo

キングカメハメハ
鹿 2001
*マンファス

エレイン
鹿

2011

Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
*カンパラ
Severn Bridge
Lyphard
My Bupers
Mr. Prospector
Miesque
*ラストタイクーン
Pilot Bird
Fairy King

*エリシオ

サマーナイトシティ
鹿 1999

Helice
Mr. Prospector

*ダイアモンドシティ

Honey's Flag (9)

太く逞しい首や隆々とした肩周り、大腿筋が豊かに発育したトモなど、
マイルのＧ１馬輩出ファミリーならではの厚みがたっぷりな体躯を授
かりました。春の訪れとともにより引き締まったことで、スケールの大
きさが一層際立ち、生命力にあふれた好馬体へと成長を遂げていま
す。踏み込みが深く飛節がよく伸びる後肢の運びが、大地を強く蹴
り上げる抜群の推進力を生んでおり、躍動感に満ちた痛快な走りか
らも直線の長いメイントラックで輝きを放ちそうです。感受性豊かな
気性で状況判断にも優れるだけに、鞍上との意思統一も容易なはず
で、レース巧者として持てる底力を発揮して高みを目指します。

キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー -JPN1。
総合・２歳チャンピオンサイアー。
【ＢＭＳ：主な産駒】
ワグネリアン
（ダービー
-G1），デアリングタクト
（オークス-G1），ブラストワンピース
（有馬記念-G1），
インディチャンプ（安田記念-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），
ステイフーリッシュ
（京都新聞杯-G2）,デニムアンドルビー（フローラＳ-G2）
エレイン
（11 キングカメハメハ）不出走。産駒
現
ブランシュフルール（17 牝 栗 ジャスタウェイ）入着，○
ショウナンラッキー（18 牡 鹿 オルフェーヴル）未出走
サマーナイトシティ
（99 *エリシオ）
３勝。産駒
サダムパテック（牡 フジキセキ）
６勝，マイルチャンピオンシップ -G1，
｜ 京王杯スプリングＣ-G2，弥生賞-G2，中京記念-G3，東京スポーツ
｜ 杯２歳Ｓ-G3，皐月賞-G1２着，スワンＳ-G2３着，セントライト記
｜ 念-G2３着，鳴尾記念-G3３着，朝日杯フューチュリティＳ-G1４
｜ 着，菊花賞-G1５着，京都金杯-G3５着。種牡馬
ジュールポレール（牝 ディープインパクト）６勝，ヴィクトリアマイル
｜ -G1，同３着，秋風Ｓ，うずしおＳ，衣笠特別，阪神牝馬Ｓ-G2３着，
｜ 同５着，府中牝馬Ｓ-G2４着，阪神Ｃ-G2５着
ダークナイトムーン（騸 ディープインパクト）
１勝
現
トレミエール（牝 ハーツクライ）
１勝，○
現
セウラサーリ
（牝 オルフェーヴル）
１勝，○
*ダイアモンドシティ Diamond City（88 Mr. Prospector）米国産，英
３勝，北米２勝，Cleopatra S-L２着，アーリントン メイトロンＨ-G3３
着，チャーチル ダウンズＢＣＨ-G2４着。産駒
カティーナス Catienus：英３勝，愛入着，ロイヤル ウィップＳ-G3４着，
｜ 北米２勝，Charles Staats Memorial S-L，サバーバンＨ-G2２着，
｜ サラトガＢＣＨ-G2２着（２回），ホイットニーＨ-G1３着。種牡馬
シティースケイプ：２勝，葉牡丹賞
ハニーズ フラッグ Honey's Flag（79 Hoist the Flag）北米１戦。産
駒
センテニアル タイム Centennial Time：北米３勝，June Darling S３
着。産駒
トマジナ Thomasina：北米２勝，Squan Song S３着，Summit S３着

G6

栗田徹厩舎

イッツオンリーアクティングダッドの19
全40口

1口 60万円 （総額2,400万円）

追分ファーム

予定

生産 追分ファーム

繋養 追分ファームリリーバレー

ハーツクライ × イッツオンリーアクティングダッド［メス］

G6

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿 1986

ハーツクライ
鹿

Halo

Wishing Well

2001
*トニービン

メス

アイリッシュダンス
鹿 1990
*ビューパーダンス

黒鹿毛
2019.3.22 生
*イッツオンリーアクティングダッド
Itsonlyactingdad
鹿

ジャイアンツコーズウェイ
Giant's Causeway
栗 1997

Storm Cat

Mariah's Storm

Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
*カンパラ
Severn Bridge
Lyphard
My Bupers
Storm Bird
Terlingua
Rahy
*イメンス
Seattle Slew

2012

インディビジネス
Indy Business
鹿 2006

A. P. Indy

Weekend Surprise
*マイニング

Mining My Business

Really Blue (4)

父は日本、母父は米国で昨年の年度代表馬を輩出し、その血統背
景から底知れぬポテンシャルを秘めていそうな１頭です。伸びやか
な造りを父から、頑健なフォルムを母から譲り受け、いい意味で初
仔の牝馬らしくない均整のとれた馬体を誇ります。胸前やトモの筋
肉量も十分で、一歩ごとの踏み込みが力強く、安定感に満ちたステッ
プを刻んでいます。放牧地で見せる瞬発力にも驚くべきものがあり、
グッと重心を下げたかと思えば、瞬く間に他馬を突き放すさまは圧
巻です。日夜の放牧を重ねてもまるで音を上げないタフネスぶりも見
逃せず、大舞台まで一気に突き進んでも何ら不思議ありません。

ジャイアンツ コーズウェイ Giant's Causeway は米国産，全欧年度代
表馬，愛仏英９勝，エクリプスＳ-G1。北米２歳チャンピオンサイアー。
【ＢＭ
Ｓ：主な産駒】ガン ランナー（米年度代表馬，ＢＣクラシック-G1），ビューテ
ィ パーラー（仏 1000ギニー -G1），*ホークビル（エクリプスＳ-G1），ムーチ
ョ グスト
（ペガサス ワールド カップ招待Ｓ-G1）
*イッツオンリーアクティングダッド Itsonlyactingdad（12 Giant's
Causeway）米国産，北米４勝，マッチメイカーＳ-G3（芝９Ｆ），ベルモン
ト オークス招待Ｓ-G1２着。本馬が初仔
インディ ビジネス Indy Business（06 A. P. Indy）不出走。産駒
クワイエット ビジネス Quiet Business（牝 Quiet American）北米３勝，
｜ ビウィッチＳ-G3，Keertana Overnight S２着
スウィート オーツ Sweet Oats（牝 Oxbow）北米１勝
マイニング マイ ビジネス Mining My Business（93 *マイニング）
北米３勝。産駒
リアル コジー Real Cozzy：北米３勝，フェア グラウンズ オークス
｜ -G2，マザー グースＳ-G1２着，ケンタッキー オークス-G1２着，エ
｜ イコーンＳ-G1３着。産駒
｜ プリティ イルーシヴ Pretty Elusive：北米１勝。産駒
ディスクリートリー イルーシヴ Discreetly Elusive：北米２
｜
勝，Miss Woodford S３着
｜
ミンディ Mindy：北米５戦。産駒
｜ ロサルバ マリア Rosalba Maria：ベネズエラ３歳牝馬チャンピオ
ン，ベネズエラ６勝，Clasico Manuel Fonseca Arroyal，Clasi｜
co Asamblea Nacional，Gran Premio Unicria，Clasico Hipo｜
dromo La Rinconada，Clasico Prensa Hipica Nacional
｜
プリマ グリーン Prima Green：北米３勝。産駒
プリマ ダイナ Prima Dyna：北米 10 戦。産駒
グラディアドラ Gladiadora：ベネズエラ３勝，北米入着，Lady
Caribbean Cup S２着
リアリー ブルー Really Blue（83 Believe It）北米３勝。産駒
リアル クワイエット Real Quiet：米３歳牡馬チャンピオン，北米６勝，
ケンタッキー ダービー -G1，プリークネスＳ-G1。種牡馬

G7

堀宣行厩舎

メーデイアの19
全40口

1口 90万円 （総額3,600万円）

追分ファーム

予定

生産 追分ファーム

繋養 追分ファームリリーバレー

ドゥラメンテ × メーデイア［牡］

G7

Kingmambo

キングカメハメハ
鹿 2001
*マンファス

ドゥラメンテ
鹿

2012
*サンデーサイレンス

牡

アドマイヤグルーヴ
鹿 2000
エアグルーヴ

鹿毛
2019.3.25 生

*ダンシングブレーヴ

キングヘイロー
鹿 1995
*グッバイヘイロー

メーデイア
鹿

2008

Mr. Prospector
Miesque
*ラストタイクーン
Pilot Bird
Halo
Wishing Well
*トニービン
ダイナカール
Lyphard
Navajo Princess
Halo
Pound Foolish
Lord Gaylord

*ウィッチフルシンキング
Witchful Thinking
鹿 1994

Lord Avie

Avie
Exuberant

Halloween Joy

Halloween (2)

凛々しい顔つきや１歳馬離れした堂々たる佇まいに、良血馬らしい大
物感が存分に漂います。現状は腰高な体型ですが、春を迎えてから
は逞しさが一気に増してきました。底知れぬ成長力を秘める血統背
景ということも考慮すれば、今後さらにすごみのある馬体に完成しそ
うです。日々の放牧による体幹の強化も感じられ、深いトモの踏み込
みは弾力に満ちて、脚取りがブレることもいっさいありません。軽快
なキャンターから瞬時にトップスピードへ到達するギアチェンジの速
さは特筆もので、ゆくゆくは芝の中距離路線において父譲りの爆発
的な末脚を武器として、血統表にも潜む『キング』の座を掴みとります。

キングヘイローは新冠産，６勝，高松宮記念-JPN1，中山記念-JPN2。
主な産駒：カワカミプリンセス（オークス-JPN1），ローレルゲレイロ
（スプリ
ンターズＳ-G1）。
【ＢＭＳ：主な産駒】ディープボンド（京都新聞杯-G2），ジ
ョーストリクトリ
（ニュージーランドＴ-G2），キングズガード（プロキオン
Ｓ-G3），
コーラルツッキー（エーデルワイス賞-JPN3）
交６勝，
メーデイア（08 キングヘイロー）
４勝，南関東・石川○
ＪＢＣレ
ディスクラシック-JPN1（Ｄ1500ｍ），レディスプレリュード-JPN2（Ｄ
1800ｍ），ＴＣＫ女王盃-JPN3（Ｄ1800ｍ）２回，スパーキングレディー
Ｃ-JPN3（Ｄ1600ｍ），マリーンＣ-JPN3（Ｄ1600ｍ）。産駒
現
オルトシア（15 牝 鹿 ディープインパクト）兵庫（公）
３勝，中央入着，○
ディクテオン（18 牡 黒鹿 キングカメハメハ）未出走
*ウィッチフルシンキング Witchful Thinking（94 Lord Avie）米国産，
北米 12 勝，パッカー アップＳ-G2，ニジャナＳ-G3，ジャスト ア ゲイムＢ
ＣＨ-G3，イーゴン マイルＳ-G3，National Jockey Club Oaks-L，Appalachian S-L，First Lady S-L，ボールストン スパＢＣＨ-G3２着。産駒
ロフティーエイム（牝 *サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ-JPN3，
｜ 同-G3５着，檜原湖特別，函館記念-JPN3２着，福島記念-JPN3４
｜ 着。産駒
｜ エイムアンドエンド（牡 エイシンフラッシュ）２勝，共同通信杯-G3
現
｜ ｜ ３着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3５着，○
｜ スマッシュ（牝 キングカメハメハ）入着。産駒
現
モルフェオルフェ
（牝 オルフェーヴル）
４勝，立志Ｓ，○
｜
マンティスハント
（牝 Deputy Minister）入着。産駒
｜ サングレーザー（牡 ディープインパクト）７勝，札幌記念-G2，同２
｜ ｜ 着，マイラーズＣ-G2，スワンＳ-G2，仲秋Ｓ，道新スポーツ賞，
現
｜ ｜ 天皇賞（秋）-G1２着，マイルチャンピオンシップ -G1３着，○
｜ ゴーハンティング（騸 フジキセキ）４勝，飯豊特別，葉山特別
｜ クロスボウ（牡 ゴールドアリュール）４勝，初茜賞，京成杯-G3４着，
｜ ｜ 障１勝
現
｜ バイマイサイド（牡 ステイゴールド）３勝，鳴滝特別，○
カレンマーガレット
（牝 ネオユニヴァース）
４戦。産駒
現
パンプキンズ（牡 スターリングローズ）岩手（公）
６勝，東北優駿，○

バレエブランの19

G8

池上昌和厩舎

全40口

予定

1口 45万円 （総額1,800万円）

追分ファーム

生産 追分ファーム

繋養 追分ファームリリーバレー

ドゥラメンテ × バレエブラン［メス］

G8

Kingmambo

キングカメハメハ
鹿 2001
*マンファス

ドゥラメンテ
鹿

2012
*サンデーサイレンス

メス

アドマイヤグルーヴ
鹿 2000
エアグルーヴ

栗毛

2019.3.4 生

*サンデーサイレンス

ダンスインザダーク
鹿 1993
*ダンシングキイ

バレエブラン
鹿

2001

Mr. Prospector
Miesque
*ラストタイクーン
Pilot Bird
Halo
Wishing Well
*トニービン
ダイナカール
Halo
Wishing Well
Nijinsky
Key Partner
Northern Dancer

*ニキーヤ
Nikiya
鹿 1993

Nureyev

Special
Hostage

Reluctant Guest

Vaguely Royal (9)

体高がある分、馬体の幅や肉づきはまだ物足りなさを残しているよ
うにも映りますが、しっかりとした節々によって構成されたフレーム
は圧倒的なスケールです。先行する群れにスッと取りつくことのでき
る俊敏性や、前後躯をスムーズに連動させたキャンターなど、随所
に父譲りと言える運動神経の高さと芝への適性をうかがわせます。
ピリッと鋭い反応を見せる一方、けっして無駄なことをしない賢さも
注目すべき長所で、距離の融通は十分に利くでしょう。名牝系のカッ
プリングから誕生した本馬は非凡な成長力を秘めているはずで、大
舞台で華々しく躍動するシーンをおのずと想像してしまいます。

ダンスインザダークは千歳産，最優秀３歳牡馬，５勝，菊花賞-JPN1。
【ＢＭＳ：主な産駒】ラブリーデイ
（天皇賞・秋-G1，宝塚記念-G1），ユーキャ
ンスマイル（阪神大賞典-G2），アルバート
（ステイヤーズＳ-G2・３回），メイ
ショウカンパク
（京都大賞典-G2），トリオンフ（中山金杯-G3），ダイメイプリ
ンセス（アイビスサマーダッシュ -G3），キョウヘイ
（シンザン記念-G3）
バレエブラン
（01 ダンスインザダーク）
２勝，利尻特別（芝 2000ｍ）。
産駒
アルディエス（09 牡 鹿 キングカメハメハ）
３勝
リスヴェリアート
（10 牡 鹿 *ウォーエンブレム）
２勝，障３勝，阪神スプ
｜ リングジャンプ４着
アロンジェ
（14 牡 鹿 *ワークフォース）入着，南関東（公）
１勝，高知（公）
５
現
｜ 勝，岩手（公）２勝，○
ソーグレア（15 牡 黒鹿 エイシンフラッシュ）入着，兵庫（公）
１勝，岩手（公）
現
２勝，○
*ニキーヤ Nikiya（93 Nureyev）米国産，仏３勝。産駒
ゴールドアリュール（牡 *サンデーサイレンス）最優秀ダートホース，ダ
交８勝，フェブラ
｜ ートグレード競走最優秀馬，中央・南関東・岩手○
｜ リーＳ-JPN1，東京大賞典-JPN1，ジャパンダートダービー -JPN1，
｜ ダービーグランプリ-JPN1，アンタレスＳ-JPN3。種牡馬
ゴールスキー（牡 ネオユニヴァース）
８勝，根岸Ｓ-G3，ペルセウスＳ-L，
｜ 阿蘇Ｓ-OP，西宮Ｓ，マイルチャンピオンシップ -G1３着。種牡馬
ニルヴァーナ（牡 *サンデーサイレンス）
６勝，小倉日経オープン-L，石
｜ 清水Ｓ，小牧特別，九州スポーツ杯，福島テレビオープン-L２着
オリエントチャーム（牝 *サンデーサイレンス）
４勝，木津川特別，
こぶし
｜ 賞，マーメイドＳ-JPN3３着，秋華賞-JPN1４着。産駒
｜ ペルシアンナイト（牡 *ハービンジャー）４勝，マイルチャンピオン
現
シップ -G1，アーリントンＣ-G3，皐月賞-G1２着，○
｜
ナタラージャ
（牡 ダンスインザダーク）
２勝，アザレア賞，若葉Ｓ-L３着
リグヴェーダ（牡 ディープインパクト）
４勝，立川特別，アルメリア賞
ラバヤデール（牝 *サンデーサイレンス）
３勝。産駒
ソロル（牡 *シンボリクリスエス）７勝，マーチＳ-G3，マリーンＳ
-L，ポルックスＳ-OP，障２勝，小倉サマージャンプ

G9

国枝栄厩舎

パララサルーの19
全40口

1口 100万円 （総額4,000万円）

追分ファーム

予定

生産 追分ファーム

繋養 白老ファームYearling

ルーラーシップ × パララサルー［牡］

G9

Kingmambo

キングカメハメハ
鹿 2001
*マンファス

ルーラーシップ
鹿

2007
*トニービン

牡

エアグルーヴ
鹿 1993
ダイナカール

鹿毛
2019.2.1 生

*サンデーサイレンス

ディープインパクト
鹿 2002
*ウインドインハーヘア

パララサルー
鹿

2009

Mr. Prospector
Miesque
*ラストタイクーン
Pilot Bird
*カンパラ
Severn Bridge
*ノーザンテースト
シャダイフェザー
Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere
*ジェイドハンター

*タンタスエルテ
Tanta Suerte
栗 2002

Stuka

Caerleon's Success
Stagecraft

Trapial

Mocita Sabia (16)

力強い首差し、適切な傾斜角度の肩甲骨、柔軟な背中から繋がる
丸みを帯びたトモなど、精密な部位のみで構成される馬体はバラン
スが秀逸で、そこには美しささえ感じます。常に良好な毛ヅヤは代謝
機能の高さを表し、薄い皮膚の下に備える良質な筋肉が伸縮力に優
れたキャンターの礎となっています。クレバーで反応鋭い気性は、ま
さに競走馬向きと言えるでしょう。鮮やかなターフのもと、いざ追い
出せば異次元のキレでライバルを蹴散らすという内容で、最高の輝き
を放ってくれるに違いありません。志半ばで引退した母や一族にとっ
ての悲願を叶えるべく、丁寧に磨きあげたい唯一無二の原石です。

ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12 勝，三冠。総合・
２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ジェンティルドンナ（ジャパンＣ-G1・
２回，牝馬三冠）。
【ＢＭＳ：主な産駒】キセキ（菊花賞-G1），ファンタジスト
（京王杯２歳Ｓ-G2，小倉２歳Ｓ-G3），ラストドラフト
（京成杯-G3），ハッピ
ーアワー（ファルコンＳ-G3），ケイティクレバー（若駒Ｓ-L）
パララサルー（09 ディープインパクト）
４勝，紫苑Ｓ-L（芝 2000ｍ），
アネモネＳ-L（芝 1600ｍ），菜の花賞（芝 1600ｍ）。出走した産駒はなし
*タンタスエルテ Tanta Suerte（02 Stuka）チリ産，チリ２歳牝馬チ
ャンピオン，チリ５勝，アルトゥーロ リヨン ペニャ賞-G1，クリアドレス
大賞典－ドラーマ-G2，コテーホ デ ポトランカス-G3，フリオ スベルカ
ソー ブロウネ賞-G3，チリ 1000ギニー -G1３着，北米１勝，Las Madrinas H-L，Adoration H３着，Wishing Well S３着，バヤコアＨ-G2４着。
産駒
タンタアレグリア（牡 ゼンノロブロイ）
３勝，アメリカＪＣＣ-G2，大寒
｜ 桜賞，阪神大賞典-G2２着，青葉賞-G2２着，オールカマー -G2３
｜ 着，菊花賞-G1４着，天皇賞（春）-G1４着，ダイヤモンドＳ-G3４着
グランスエルテ（牡 アグネスタキオン）
２勝
タンタグローリア（牝 ディープインパクト）
２勝
現
タンタフエルサ（牡 ディープインパクト）
２勝，○
トラピアル Trapial（95 Stagecraft）チリ６勝，Premio Luis Davila
Larrain-L，ジェフリー ブッシェル賞-G3２着，チリ 1000ギニー -G1３
着，Premio Gregorio Amunategui J.-L３着。産駒
トロンペティタ Trompetita：チリ４勝，クリアドレス大賞典－ドラーマ
｜ -G2２着，フランシスコ バエーサＳ.賞-G2４着。産駒
｜ テレモート Terremoto：チリ２勝，チリ ポーリャ デ ポトリリョス
-G1３着，ルイス コウシーニョＳ.プレパラション賞-G3４着
｜
トゥルケーゼ Turchese：チリ２勝，Premio Lisimaco Jaraquemada-L２
着，チリ ポーリャ デ ポトランカス-G1４着。産駒
パルケ コンギジオ Parque Conguillio：チリ２勝，イグナシオ ウル
ティア ソッタ＆リオ賞-G3３着
モシータ サビア Mocita Sabia（82 Mocito Guapo）チリ２勝。ニルセ
ン Nilsen（ライムンド バルデス クエバス賞-G3２着）の母

G10
菊沢隆徳厩舎

クィーンチャームの19
全40口

予定

1口 55万円 （総額2,200万円）

追分ファーム

生産 追分ファーム

繋養 追分ファームリリーバレー

ハービンジャー × クィーンチャーム［メス］

G10

*ハービンジャー
Harbinger
鹿

ダンシリ
Dansili
黒鹿 1996

2006

メス

ペナンパール
Penang Pearl
鹿 1996

*デインヒル

Hasili

Bering

Guapa

黒鹿毛
2019.4.16 生

Kingmambo

キングカメハメハ
鹿 2001
*マンファス

クィーンチャーム
黒鹿

2012

Danzig
Razyana
Kahyasi
Kerali
Arctic Tern
Beaune
Shareef Dancer
Sauceboat
Mr. Prospector
Miesque
*ラストタイクーン
Pilot Bird
Halo

*サンデーサイレンス

オリエントチャーム
鹿 2002

Wishing Well
Nureyev

*ニキーヤ

Reluctant Guest (9)

クラブに初のＧ１タイトルをもたらしたペルシアンナイトをはっきりと意
識した配合により誕生した本馬は、まさに狙いどおりと言えるデキ映
えです。初仔なだけに現状ではややコンパクトですが、厳しい冬を
順調に越して、バランスよく筋肉がつき始めました。腰高のシルエッ
トからも伸びしろは十分で、今後の成長ぶりに期待は膨らむばかり
です。全身を使ったストライドが印象的で、柔軟性とグリップ力に富
み、地面をしっかりと捉えた走りは、放牧地のなかでもひと際目立ち
ます。人間に対しては穏やかにふるまう一方、群れではリーダーとし
て他馬を率いるという芯の強さは、一族の活躍馬に共通の要素です。

キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー -JPN1。
総合・２歳チャンピオンサイアー。
【ＢＭＳ：主な産駒】
ワグネリアン
（ダービー
-G1），デアリングタクト
（オークス-G1），ブラストワンピース
（有馬記念-G1），
インディチャンプ（安田記念-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），
ステイフーリッシュ
（京都新聞杯-G2）,デニムアンドルビー（フローラＳ-G2）
クィーンチャーム（12 キングカメハメハ）４勝，比叡Ｓ（芝 2200ｍ），
比良山特別（芝 2200ｍ）。本馬が初仔
オリエントチャーム（02 *サンデーサイレンス）
４勝，木津川特別，こ
ぶし賞，紅梅Ｓ-OP２着，マーメイドＳ-JPN3３着，秋華賞-JPN1４着，
チューリップ賞-JPN3４着。産駒
ペルシアンナイト（牡 *ハービンジャー）
４勝，マイルチャンピオンシッ
｜ プ -G1，同２着，同３着，アーリントンＣ-G3，こうやまき賞，皐月賞
｜ -G1２着，大阪杯-G1２着，アイビーＳ-OP２着，シンザン記念-G3
｜ ３着，毎日王冠-G2４着，金鯱賞-G2４着，中山記念-G2５着（２
｜ 回），札幌記念-G2５着，富士Ｓ-G3５着（２回），香港で香港マイル
現
｜ -G1５着（２回），○
ガーネットチャーム（牝 *ファルブラヴ）
３勝，古町特別。産駒
現
｜ グラナタス（牡 ロードカナロア）２勝，○
ファシーノ
（牡 *シンボリクリスエス）
３勝
オリエントワークス（牝 *ワークフォース）
２勝
現
エレガントチャーム（牝 ルーラーシップ）
１勝，○
*ニキーヤ Nikiya（93 Nureyev）米国産，仏３勝。産駒
ゴールドアリュール：最優秀ダートホース，ダートグレード競走最優
交８勝，フェブラリーＳ-JPN1，東京大
｜ 秀馬，中央・南関東・岩手○
｜ 賞典-JPN1，ジャパンダートダービー -JPN1，ダービーグランプリ
｜ -JPN1，アンタレスＳ-JPN3，端午Ｓ-OP。種牡馬
ゴールスキー：８勝，根岸Ｓ-G3，ペルセウスＳ-L，阿蘇Ｓ-OP，西宮Ｓ，
｜ 清水Ｓ，豊栄特別，マイルチャンピオンシップ -G1３着。種牡馬
ニルヴァーナ：６勝，小倉日経オープン-L，同３着，石清水Ｓ，小牧特別，
｜ 九州スポーツ杯，福島テレビオープン-L２着
ナタラージャ：２勝，アザレア賞，若葉Ｓ-L３着
ラバヤデール：３勝。ソロル（マーチＳ-G3，マリーンＳ-L）の母

G11
高木登厩舎

アニマトゥールの19
全40口

予定

1口 90万円 （総額3,600万円）

追分ファーム

生産 追分ファーム

繋養 追分ファームリリーバレー

キズナ × アニマトゥール［牡］

G11

*サンデーサイレンス

ディープインパクト
鹿 2002
*ウインドインハーヘア

キズナ
青鹿

2010

牡

*キャットクイル
Catequil
鹿 1990

Storm Cat

Pacific Princess

青鹿毛
2019.2.11 生

*ホワイトマズル
White Muzzle
鹿 1990

アニマトゥール
黒鹿

*ダンシングブレーヴ

Fair of the Furze

2010

Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere
Storm Bird
Terlingua
Damascus
Fiji
Lyphard
Navajo Princess
Ela-Mana-Mou
Autocratic
Our Emblem

*ウォーエンブレム

リュートフルシティ
青鹿 2005

Sweetest Lady

*サンデーサイレンス
クリックヒア

*ニュースヴァリュー(9)

初年度から猛烈な勢いで活躍を遂げ、いま最も注目を集めるキズナ
の産駒が登場です。いかにも丈夫であることを示す頑健な骨格、豊
かなバネの存在を感じさせるしなやかな筋肉、ひと目で分かるほど
の皮膚の薄さなど、その好馬体は父の特長を余すことなく受け継ぎ
ました。容積十分のトモは抜群の推進力を生み出し、放牧地での
鋭さと力強さが両立した走りにも、偉大なるダービー馬の面影が重
なります。普段の所作からは反応のよさがうかがえ、いざという場
面で大きな武器となるに違いありません。多様なカテゴリーで結果
を残してきた母系ですが、本馬が歩むべきはクラシックロードです。

*ホワイトマズル White Muzzle は英国産，伊３歳チャンピオン，英伊
仏６勝，伊ダービー -G1。
【ＢＭＳ：主な産駒】スマートレイアー（阪神牝馬Ｓ
-G2・２回），カツジ（ニュージーランドＴ-G2），プラチナムバレット
（京都新
聞杯-G2），アスカリーブル（関東オークス-JPN2），ミッキーグローリー（関屋
記念-G3），ブレイキングドーン（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3）
アニマトゥール（10 *ホワイトマズル）
２勝。産駒
現
アニマフレスカ
（17 牝 青鹿 スクリーンヒーロー）入着，○
ブリングトゥライフ（18 牝 鹿 *ハービンジャー）未出走
リュートフルシティ
（05 *ウォーエンブレム）
６戦。産駒
キングルアウ
（牡 キングカメハメハ）
４勝，成田特別，兵庫（公）入着，園田
現
｜ チャレンジＣ３着，姫山菊花賞５着，南関東（公）１勝，○
トウキョウタフガイ
（牡 キングカメハメハ）
３勝
マグマ（騸 *ワークフォース）
１勝，岩手（公）
１勝，東海（公）
１勝，高知（公）
４
現
勝，○
クリックヒア（99 *サンデーサイレンス）
６戦。産駒
ダノンプログラマー：７勝，オーロＣ-L，信越Ｓ-OP，修学院Ｓ，久多特
別，米子Ｓ-L３着，安土城Ｓ-OP３着
*ニュースヴァリュー（89 Seattle Song）米国産，６勝，パラダイスＳ
-OP，ファイナルＣ，むらさき賞，秩父特別，八甲田山特別，札幌スプリン
トＳ-JPN3２着，谷川岳Ｓ-OP２着，韓国馬事会杯-OP３着。産駒
グランプリゴールド：４勝，太宰府特別，七夕賞-JPN3５着
*アンティックヴァリュー Antique Value（79 Northern Dancer）米国
産，不出走。産駒
ベガ：最優秀３歳牝馬，４勝，オークス-JPN1，桜花賞-JPN1。アドマイ
｜ ヤベガ（ダービー -JPN1），アドマイヤドン（朝日杯フューチュリテ
｜ ィＳ-JPN1，フェブラリーＳ-JPN1），アドマイヤボス（セントライト
｜ 記念-JPN2）の母，ハープスター（桜花賞-G1）の祖母
マックロウ：３勝，京都記念-JPN2，目黒記念-JPN2２着。種牡馬
アンティック ミスティーク Antique Mystique：北米６勝，Burlington
｜ County S，ニュー ヨークＨ-G2２着
*オールドスタッフ Old Stuff：不出走。アンティック オークション Antique Auction（スター シュートＳ-CAN2）の母

G12
奥村武厩舎

サンソヴールの19
全40口

予定

1口 90万円 （総額3,600万円）

ノーザンファーム

生産 ノーザンファーム

繋養 ノーザンファームYearling

エピファネイア × サンソヴール［牡］

G12

*シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿 1999

エピファネイア
鹿

Kris S.

Tee Kay

2010
スペシャルウィーク

牡

シーザリオ
青 2002
*キロフプリミエール

鹿毛
2019.4.17 生

Kingmambo

キングカメハメハ
鹿 2001
*マンファス

サンソヴール
黒鹿

2011
*サンデーサイレンス

サンヴィクトワール
栃栗 2003

Roberto
Sharp Queen
Gold Meridian
Tri Argo

*サンデーサイレンス
キャンペンガール
Sadler's Wells
Querida
Mr. Prospector
Miesque
*ラストタイクーン
Pilot Bird
Halo
Wishing Well
*ドクターデヴィアス

ヴィクトリーバンク

*ライトバンク(2)

初年度からいきなりクラシックホースを輩出し、勢いに乗る父産駒の
魅力はスピード、パワー、スタミナのすべてを備えた高い総合力です。
本馬の骨量豊かでバランスのいい骨格や深い胸の造り、逞しい首差
し、さらには質感のよい筋肉をまとった前後躯など、あらゆる面から
その総合力の高さを感じとることができます。首を巧みに使い、パワ
フルな後躯のエネルギーをロスなく推進力に換えるしなやかな走りは、
柔軟性に富んだ下肢関節のクッション性能のよさと相まって、非常に
軽快ながらも体幹が強いためブレがありません。本年の二冠牝馬とき
わめて似通った血統構成と合わせて、大仕事の予感が漂います。

キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー -JPN1。
総合・２歳チャンピオンサイアー。
【ＢＭＳ：主な産駒】
ワグネリアン
（ダービー
-G1），デアリングタクト
（オークス-G1），ブラストワンピース
（有馬記念-G1），
インディチャンプ（安田記念-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），
ステイフーリッシュ
（京都新聞杯-G2）,デニムアンドルビー（フローラＳ-G2）
サンソヴール（11 キングカメハメハ）兵庫（公）
３勝，中央３勝，ＴＶｈ
賞（芝 1800ｍ），愛知杯-G3２着。本馬は第２仔
サンヴィクトワール（03 *サンデーサイレンス）２勝，エルフィンＳ
-OP。産駒
サンティール（牝 *ハービンジャー）
４勝，パールＳ，オリエンタル賞
現
サンクロワ
（牡 *ハービンジャー）
３勝，国分寺特別，○
ゼログラヴィティー（牡 *シンボリクリスエス）
２勝
ラクロワ（牡 *クロフネ）
１勝
ヴィクトリーバンク
（94 *ドクターデヴィアス）
５勝，道新杯-OP，甲南
Ｓ，天竜川特別，揖斐川特別，マーメイドＳ-JPN3２着，同４着，エメラ
ルドＳ-OP２着，中京記念-JPN3３着，メトロポリタンＳ-OP３着，エリ
ザベス女王杯-JPN1５着。産駒
ユニバーサルバンク：３勝，大阪－ハンブルクＣ-L，アンドロメダＳ-L，同
｜ ２着，ステイヤーズＳ-G2２着，京都新聞杯-G2２着，共同通信杯-G3
｜ ２着，若駒Ｓ-OP２着，オールカマー -G2３着，目黒記念-G2５着
パントクラトール：２勝，生田特別
*ライトバンク Right Bank（80 Luthier）仏国産，伊３歳チャンピ
オン，伊６勝，伊オークス-G1，伊 1000ギニー -G1，リディア テシオ賞
-G1，Premio Novella-L，ジョッキー クラブ大賞典-G1２着，ドルメーロ
賞-G2２着，仏入着，
ノネット賞-G3３着，仏オークス-G1４着。産駒
ノーザン バンク Northern Bank：仏２勝。産駒
｜ ミートボール Meatball：仏３勝，アランベール賞-G3４着
バンクシアローズ：４戦。産駒
フラワリングバンク：４勝，八幡特別，火の山特別，はやぶさ賞
アスク グロリア Ask Gloria（70 Sir Ribot）仏１勝。産駒
ハウス パーティ House Party：北米７戦。産駒
パーティ ネイティヴ Party Native：北米８勝，Hoover S３着

G13
黒岩陽一厩舎

スペルバインドの19
全40口

予定

1口 45万円 （総額1,800万円）

追分ファーム

生産 白老ファーム

繋養 白老ファームYearling

エピファネイア × スペルバインド［メス］

G13

*シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿 1999

エピファネイア
鹿

Kris S.

Tee Kay

2010
スペシャルウィーク

メス

シーザリオ
青 2002
*キロフプリミエール

鹿毛

2019.4.10 生

*サンデーサイレンス

ゴールドアリュール
栗 1999
*ニキーヤ

スペルバインド
鹿

2005

Roberto
Sharp Queen
Gold Meridian
Tri Argo

*サンデーサイレンス
キャンペンガール
Sadler's Wells
Querida
Halo
Wishing Well
Nureyev
Reluctant Guest
Danzig

*デインスカヤ
Daneskaya
鹿 1993

*デインヒル

Razyana
Niniski

Boubskaia

Frenetique (16)

骨太で正確に組みあがった骨格や逞しい首差し、トモ高で筋肉のラ
インがくっきりと浮かびあがる後躯など、初年度から目覚ましい活躍
を見せる父の産駒らしいスケールの大きさが魅力です。強靭な各関
節には優れたバネを確認でき、傾斜のよい肩の構造がダイナミックな
全身運動を可能にしています。ストライドが伸びるだけではなく、上
下動の少ない走りにうかがえる体幹の強さも特筆です。心が広く活
気に満ちた個性は好感度抜群で、自制の利く賢明な気性からも母同
様、レースセンスに優れた中距離馬として活躍するでしょう。血脈に
息づく奥深い成長力も味方につけて、勝利に向かって突き進みます。

ゴールドアリュールは追分産，最優秀ダートホース，中央・南関東・岩
手８勝，フェブラリーＳ-JPN1。主な産駒：エスポワールシチー（ジャパンＣ
ダート-G1），
コパノリッキー（フェブラリーＳ-G1・２回），スマートファルコン
（ＪＢＣクラシック-JPN1・２回）。
【ＢＭＳ：主な産駒】オメガパフューム（東
京大賞典-G1・２回），ハービンマオ（関東オークス-JPN2）
スペルバインド
（05 ゴールドアリュール）
４勝，新春Ｓ（芝 1600ｍ），
ゴールデンブーツＴ（芝 2000ｍ），スイートピーＳ-L２着，チューリップ
賞-JPN3４着。産駒
交入着，
ガクチカキッズ（14 牡 黒鹿 キングカメハメハ）中央・南関東○
佐
現
｜ 賀（公）２勝，高知（公）４勝，○
現
マジックウォリアー（17 牡 鹿 *マジェスティックウォリアー）入着，○
スペキアリス（18 牝 青 エピファネイア）未出走
*デインスカヤ Daneskaya（93 *デインヒル）英国産，仏３勝，アスタ
ルテ賞-G2，Prix de Lieurey-L２着，ムーラン ド ロンシャン賞-G1４着，
フォレ賞-G1５着。産駒
シックスセンス（牡 *サンデーサイレンス）
２勝，京都記念-JPN2，皐月
｜ 賞-JPN1２着，神戸新聞杯-JPN2２着，京成杯-JPN3２着，ダービ
｜ ー -JPN1３着，京都２歳Ｓ-L３着，菊花賞-JPN1４着，きさらぎ賞
｜ -JPN3４着，ラジオたんぱ杯２歳Ｓ-JPN3４着，香港入着，香港ヴ
｜ ァーズ-G1２着。種牡馬
デルフォイ（牡 スペシャルウィーク）
４勝，魚沼Ｓ，明石特別，ムーニー
｜ バレーＲＣ賞，京都新聞杯-G2２着，中山金杯-G3４着
インコグニート
（牝 Gone West）
３勝。産駒
｜ カグニザント（騸 ネオユニヴァース）３勝，汐留特別，岩手（公）５勝
現
｜ リビーリング（騸 ヴィクトワールピサ）１勝，弥生賞-G2５着，○
交１勝，
現
○
｜ プレゼンス（騸 ヴィクトワールピサ）２勝，南関東○
現
｜ キュールエサクラ（牝 マンハッタンカフェ）２勝，○
ノーブルフォース（牡 *サンデーサイレンス）
２勝
デインツリー（牡 スペシャルウィーク）
１勝
ブブスカイア Boubskaia（87 Niniski）仏１勝，Prix Occitanie-L３着。
*シルヴァースカヤ Silverskaya（ロワイヨモン賞-G3，ミネルヴ賞-G3）
の母，セヴィル Seville（ＡＴＣザ メトロポリタン-G1）の祖母

G14
戸田博文厩舎

ビートリックスキッドの19
全40口

予定

1口 75万円 （総額3,000万円）

追分ファーム

生産 白老ファーム

繋養 白老ファームYearling

ジャスタウェイ × ビートリックスキッド［牡］

G14

*サンデーサイレンス

ハーツクライ
鹿 2001
アイリッシュダンス

ジャスタウェイ
鹿

2009
Wild Again

牡

シビル
鹿 1999
*シャロン

鹿毛
2019.4.5 生
*ビートリックスキッド
Beatrix Kiddo
鹿

ヴィクトリーノート
Victory Note
鹿 1995

Fairy King

Three Piece

Halo
Wishing Well
*トニービン
*ビューパーダンス
Icecapade
Bushel-n-Peck
Mo Exception
Double Wiggle
Northern Dancer
Fairy Bridge
Jaazeiro
Trinity Term
Roberto

2004

ラキファン
Laquifan
鹿 1986

Lear Fan

Wac
Lyphard

*ラキオーラ

Kalila (5)

四肢が長くゆとりのある骨格や、軽い頭部から臀部にかけて滑らか
な曲線を描く調和のとれたシルエットは、中距離で実績を残すこの
血脈ならではの機能美です。緻密な皮膚を通して伝わるふわりとし
た筋肉の質感や、角度が理想的な長めの繋など、成長途上ながら
随所に素質のたしかさが認められます。ストライドが大きく、軽やか
なタッチで加速する走りは躍動感に満ちており、広い芝コースの直
線で爽快な末脚を披露することでしょう。状況判断に優れた聡明な
気性や堂々とした所作にも、他馬と一線を画す風格が表れています。
経験とともに熟し、いずれ大舞台の主役となることを期待しています。

ヴィクトリー ノート Victory Note は米国産，英仏３勝，仏 2000ギニー
-G1，グリーナムＳ-G3。主な産駒：ピース オファリング（コーンウォリスＳ
-G3，サンジョルジュ賞-G3），ポルタヴァ
（オマール賞-G3），シナジー（フィユ
ド レール賞-G3），メジャーズ キャスト
（ロッキンジＳ-G1２着）。
【ＢＭＳ：主
な産駒】サトノガーネット
（中日新聞杯-G3）
*ビートリックスキッド Beatrix Kiddo（04 Victory Note）仏国産，仏
２勝，ノネット賞-G3３着，Prix Solitude-L４着，Prix de Liancourt-L４
着，仏オークス-G1５着。産駒
ショウナンダイチ（10 牡 鹿 ディープインパクト）２勝，村上特別（芝
｜ 1400ｍ），佐賀（公）６勝，岩手（公）１勝，かきつばた賞４着，シアンモア
｜ 記念５着
ヴェルジョワーズ（11 牝 鹿 ネオユニヴァース）
２勝，西尾特別（芝 2000
｜ ｍ）
現
クールフォルム（13 牡 鹿 ゴールドアリュール）高知（公）
７勝，○
サトノガーネット（15 牝 黒鹿 ディープインパクト）５勝，中日新聞杯
現
-G3（芝 2000ｍ），五稜郭Ｓ（芝 2000ｍ），三田特別（芝 2400ｍ），○
ラキファン Laquifan（86 Lear Fan）仏２勝。産駒
ツァー ロドニー Tzar Rodney（牡 Assert）仏６勝，ラ フォルス賞-G3，
Prix Maurice Caillault-L，モーリス ド ニュイユ賞-G2２着，Prix
de Courcelles-L２着，Prix des Sablonnets-L２着，Prix Isonomy-L
３着，北米１勝，オール アメリカンＨ-G3。種牡馬
*ラキオーラ Laquiola（77 Lyphard）仏国産，仏２勝，Prix de la Seine-L，クレオパトル賞-G3２着。産駒
サキアス Saquiace：仏４勝，Prix Henri Cabassu-L２着。スカイ ダンシ
｜ ング Sky Dancing（Premio Buontalenta-L）の母，スカロ Scalo（オ
｜ イロパ賞-G1），サウンド チェック Sound Check（オレアンダー レ
｜ ンネン-G2），セクシー レイディ Sexy Lady（クロエ賞-G3）の祖母
アスクマイセクレタリー Askmysecretary：不出走。ワイズ ダン Wise
Dan（米年度代表馬２回，ＢＣマイル -G1・２回，ウッドバイン マイ
ル -G1・２回，キーンランド ターフ マイルＳ-G1・２回），サクセス
フル ダン Successful Dan（アリシーバＳ-G2），サイフォン シティ
Siphon City（コーンハスカーＢＣＨ-G2）の祖母

G15
萩原清厩舎

クリッパールートの19
全40口

予定

1口 35万円 （総額1,400万円）

追分ファーム

生産 追分ファーム

繋養 追分ファームリリーバレー

ジャスタウェイ × クリッパールート［メス］

G15

*サンデーサイレンス

ハーツクライ
鹿 2001
アイリッシュダンス

ジャスタウェイ
鹿

2009
Wild Again

メス

シビル
鹿 1999
*シャロン

栗毛

2019.3.24 生

*シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿 1999

クリッパールート
黒鹿

Kris S.

Tee Kay

2012

Halo
Wishing Well

*トニービン
*ビューパーダンス
Icecapade
Bushel-n-Peck
Mo Exception
Double Wiggle
Roberto
Sharp Queen
Gold Meridian
Tri Argo

*サンデーサイレンス
アグネスタキオン

ロイヤルクリッパー
栗 2006

アグネスフローラ

*トニービン
ティークリッパー

ティーブレーク(19)

母似のキリッと引き締まった表情に、まっすぐな性格と意志の固さを
感じさせます。薄い皮膚やきれいな毛ヅヤには内臓面の強さが表れ
ており、立派な腹袋と乾燥した脚元からも健康状態は申し分なく、
丈夫さが大きな武器のひとつです。直飛気味の後躯は切れ味鋭い
ダッシュの源で、荒れ地をも苦にしない体幹の強さやグリップの利
いた繋が下地となり、あらゆる状況下での安定した走りを見事に実
現しています。独特な脚さばきと伸びのあるストライドは父由来で、
芝のマイル～中距離戦において活躍を見込んでいます。豊かな成長
力でメキメキと頭角を現し、多くの喜びを届けてくれることでしょう。

*シンボリクリスエスは米国産，年度代表馬（２回），８勝，有馬記念
-JPN1（２回）。
【ＢＭＳ：主な産駒】レイデオロ
（ダービー -G1，天皇賞・秋
-G1），オーソリティ
（青葉賞-G2），アドミラブル（青葉賞-G2），ミスパンテー
ル（阪神牝馬Ｓ-G2），シングウィズジョイ
（フローラＳ-G2），クイーンマンボ
（レディスプレリュード-JPN2），
レイエンダ（エプソムＣ-G3）
クリッパールート
（12 *シンボリクリスエス）
３勝。本馬が初仔
ロイヤルクリッパー（06 アグネスタキオン）
１勝。産駒
現
クリッパークラス（牝 スクリーンヒーロー）入着，東海（公）
２勝，○
ティークリッパー（95 *トニービン）
４勝，瀬波特別。産駒
サイドアタック：３勝，筑後川特別，脊振山特別
キャッスルトン：１勝。産駒
｜ サマーローズ：２勝，川俣特別
フレンチティー：兵庫（公）
２勝。産駒
交１勝，
ウメジマダイオー：南関東○
障１勝
ティーブレーク
（85 *ノーザンテースト）
２戦。産駒
アッサムヒル：４勝，筑前特別。産駒
｜ アヴェンティーノ：４勝，白鷺特別
アグネスサンデー：３勝，中京スポーツ杯
ティーパーティー：不出走。産駒
ツルマルブラボー：２勝，国東特別，岩手（公）
４勝
*リセス Recess（79 Stop the Music）米国産，北米２勝。産駒
リストレーション：６勝，牝馬東京タイムズ杯-JPN3，漁火特別，勿来特
｜ 別，竜飛崎特別，天皇賞（秋）-JPN1４着。産駒
｜ アーネストデザイア：入着。フサイチアソート（東京スポーツ杯２
歳Ｓ-JPN3）の母
｜
ダンスダンスダンス：３勝，大倉山特別，
くすのき賞，
フラワーＣ-JPN3２
｜ 着，巴賞-OP２着，クイーンＣ-JPN3３着，エイプリルＳ-OP３着，道
｜ 新杯-OP３着，阪神牝馬特別-JPN3４着，皐月賞-JPN1５着。産駒
（公）ステップオ
｜ ルカダンス：不出走。アイアンルック（毎日杯-G3），
ブダンス（ＮＡＲ３歳最優秀牝馬，ロジータ記念，関東オーク
｜
ス-JPN2３着）の母，ハイランドピーク（エルムＳ-G3）の祖母
｜
ミュージックマン：６勝，大阪城Ｓ-OP，ブラッドストーンＳ，アカシヤＳ

G16
高橋文雅厩舎

アナンジュパスの19
全40口

予定

1口 60万円 （総額2,400万円）

ノーザンファーム

生産 白老ファーム

繋養 白老ファームYearling

モーリス × アナンジュパス［牡］

G16

*グラスワンダー

スクリーンヒーロー
栗 2004
ランニングヒロイン

モーリス
鹿

2011
*カーネギー

牡

メジロフランシス
鹿 2001
メジロモントレー

鹿毛
2019.2.7 生

*サンデーサイレンス

ディープインパクト
鹿 2002
*ウインドインハーヘア

アナンジュパス
鹿

2009

Silver Hawk
Ameriflora

*サンデーサイレンス
ダイナアクトレス
Sadler's Wells
Detroit
*モガミ
メジロクインシー
Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere
Cozzene

*スターオブコジーン

エンゼルカロ
鹿 1997

Star Gem
*ノーザリー

ヤマフノーザリー

テスコエンゼル(1)

骨量に恵まれた重心の低い頑強なフレームで、節々もしっかりとして
いることから、ひと際安定感に満ちた全体像を誇ります。みっちりと
詰まった筋肉の発達も目覚ましく、肋張りがよく大きな腹袋には内面
の充実ぶりがはっきりと確認できます。今後のトレーニングによって
芯からパワーアップし、適度な締まりを獲得したさいには、迫力に磨
きがかかることは必至です。手先のグリップが強く、全身を大きく使っ
た走りには父譲りの強靭なバネがうかがえ、推進力も抜群です。カラッ
としてメリハリのある雄々しい気性にも好感が持て、持続するスピー
ドを活かした粘りの利く中長距離馬として活躍することでしょう。

ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12 勝，三冠。総合・
２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ジェンティルドンナ（ジャパンＣ-G1・
２回，牝馬三冠）。
【ＢＭＳ：主な産駒】キセキ（菊花賞-G1），ファンタジスト
（京王杯２歳Ｓ-G2，小倉２歳Ｓ-G3），ラストドラフト
（京成杯-G3），ハッピ
ーアワー（ファルコンＳ-G3），ケイティクレバー（若駒Ｓ-L）
アナンジュパス
（09 ディープインパクト）
３勝。産駒
現
ベデザンジュ
（17 牝 鹿 エピファネイア）入着，○
エンゼルカロ（97 *スターオブコジーン）北海道（公）
２勝，栄冠賞，中
央２勝，函館３歳Ｓ-JPN3，ラベンダー賞-OP，札幌３歳Ｓ-JPN3３着，フ
ァンタジーＳ-JPN3３着，淀短距離Ｓ-OP３着。産駒
コスモスペシャリー（牡 スペシャルウィーク）
３勝，栗子特別
ロングビクトリア（牝 タニノギムレット）不出走。産駒
｜ タケルオウジ（牡 *スウェプトオーヴァーボード）北海道（公）３勝，サ
｜ ｜ ンライズＣ，南関東（公）１勝，黒潮盃２着，戸塚記念４着
｜ イーサンヘイロー（牡 ゴールドヘイロー）１勝，南関東（公）４勝
現
｜ モウカッテル（牡 アンライバルド）１勝，○
アドマイヤカロ
（牡 ゴールドアリュール）
２勝
アンジュデトワール（牝 スペシャルウィーク）入着，北海道（公）
１勝
ヤマフノーザリー（86 *ノーザリー）
２勝。産駒
ヤマフディノス：不出走。産駒
｜ デンコウミサイル：４勝，千里山特別
マイネシャーナ：２勝
テスコエンゼル（77 *テスコボーイ）不出走。産駒
イワタケテスコ：岩手（公）14 勝，桂樹杯，北上川大賞典２着
モガミフォード：南関東（公）
７勝，大分（公）
４勝，中津記念
キタノリュウ
（65 *モンタヴァル）
１勝。産駒
テスコガビー：最優秀２歳牝馬，最優秀３歳牝馬，
７勝，桜花賞，オーク
｜ ス，京成杯，阪神４歳牝馬特別，京成杯３歳Ｓ，３歳Ｓ，東京４歳Ｓ
｜ ２着，４歳牝馬特別（東）３着
トドロキヒリュウ：南関東（公）10 勝，東京大賞典，東京盃（２回），黒潮盃，
｜ 羽田盃２着，東京記念２着，帝王賞３着，中央入着
シャンティロード：５戦。
トレードマーク（ダイヤモンドＳ-JPN3）の母

G17
手塚貴久厩舎

ガーネットチャームの19
全40口

予定

1口 65万円 （総額2,600万円）

追分ファーム

生産 追分ファーム

繋養 追分ファームリリーバレー

モーリス × ガーネットチャーム［牡］

G17

*グラスワンダー

スクリーンヒーロー
栗 2004
ランニングヒロイン

モーリス
鹿

2011
*カーネギー

牡

メジロフランシス
鹿 2001
メジロモントレー

黒鹿毛
2019.5.11 生

*ファルブラヴ
Falbrav
鹿 1998

ガーネットチャーム
鹿

Fairy King

Gift of the Night

2009
*サンデーサイレンス

オリエントチャーム
鹿 2002

Silver Hawk
Ameriflora

*サンデーサイレンス
ダイナアクトレス
Sadler's Wells
Detroit
*モガミ
メジロクインシー
Northern Dancer
Fairy Bridge
Slewpy
Little Nana
Halo
Wishing Well
Nureyev

*ニキーヤ

Reluctant Guest (9)

低重心で無駄のないフットワークは美しいほどに滑らかで、抜群の
センスを生まれながらに持っている印象です。スピードの乗りがいい
軽快な脚さばきに加え、旺盛な前進気勢、物ごとに対する反応の速
さなどから、芝のマイル～中距離戦での躍動が期待できるでしょう。
馬体へと目を移せば、厚みのあるフレームには肩周りを中心に強靭
な筋肉の存在がうかがえます。生まれを考えると平均以上のサイズ
で、完成した暁にはひと際輝きに満ちた好馬体を披露できるはずで
す。歴史を紡いできた父と、枝葉を広げていまなお牧場の基礎を支
える母系との配合ということで、進化はとどまることを知りません。

*ファルブラヴ Falbrav は愛国産，英年度代表馬，伊・中央・英仏・
香港 13 勝，インタナショナルＳ-G1，ジャパンＣ-G1。
【ＢＭＳ：主な産駒】ハ
ープスター（桜花賞-G1），ステルヴィオ（マイルチャンピオンシップ -G1），ケ
ネドナ（ＡＴＣクイーン オブ ザ ターフ-G1），ブルーベリー ヒル（ＢＲＣシャ
ンペン クラシック-G2），テトラドラクマ（クイーンＣ-G3）
ガーネットチャーム（09 *ファルブラヴ）
３勝，古町特別（芝 1600ｍ）。
産駒
現
グラナタス（16 牡 鹿 ロードカナロア）
２勝，○
現
イグニタス（17 牡 栗 *ハービンジャー）
４戦，○
デマントイド（18 牝 鹿 *ハービンジャー）未出走
オリエントチャーム（02 *サンデーサイレンス）
４勝，木津川特別，こ
ぶし賞，紅梅Ｓ-OP２着，マーメイドＳ-JPN3３着，秋華賞-JPN1４着，
チューリップ賞-JPN3４着。産駒
ペルシアンナイト（牡 *ハービンジャー）
４勝，マイルチャンピオンシッ
｜ プ -G1，同２着，同３着，アーリントンＣ-G3，こうやまき賞，皐月賞
｜ -G1２着，大阪杯-G1２着，アイビーＳ-OP２着，シンザン記念-G3
｜ ３着，毎日王冠-G2４着，金鯱賞-G2４着，中山記念-G2５着（２
｜ 回），札幌記念-G2５着，富士Ｓ-G3５着（２回），香港で香港マイル
現
｜ -G1５着（２回），○
クィーンチャーム（牝 キングカメハメハ）
４勝，比叡Ｓ，比良山特別
ファシーノ
（牡 *シンボリクリスエス）
３勝
オリエントワークス（牝 *ワークフォース）
２勝
現
エレガントチャーム（牝 ルーラーシップ）
１勝，○
*ニキーヤ Nikiya（93 Nureyev）米国産，仏３勝。産駒
ゴールドアリュール：最優秀ダートホース，ダートグレード競走最優
交８勝，フェブラリーＳ-JPN1，東京大
｜ 秀馬，中央・南関東・岩手○
｜ 賞典-JPN1，ジャパンダートダービー -JPN1，ダービーグランプリ
｜ -JPN1，アンタレスＳ-JPN3，端午Ｓ-OP。種牡馬
ゴールスキー：８勝，根岸Ｓ-G3，ペルセウスＳ-L，阿蘇Ｓ-OP，西宮Ｓ，
｜ 清水Ｓ，豊栄特別，マイルチャンピオンシップ -G1３着。種牡馬
ニルヴァーナ：６勝，小倉日経オープン-L，石清水Ｓ，小牧特別
ラバヤデール：３勝。ソロル（マーチＳ-G3，マリーンＳ-L）の母

G18
小西一男厩舎

ユードントラヴミーの19
全40口

予定

1口 40万円 （総額1,600万円）

ノーザンファーム

生産 ノーザンファーム

繋養 ノーザンファームYearling

キタサンブラック × ユードントラヴミー［メス］

G18

*サンデーサイレンス

ブラックタイド
黒鹿 2001
*ウインドインハーヘア

キタサンブラック
鹿

2012
サクラバクシンオー

メス

シュガーハート
鹿 2005
オトメゴコロ

鹿毛

2019.2.19 生
*ユードントラヴミー
You Don't Love Me
鹿

テオフィロ
Teofilo
鹿 2004

Galileo

Speirbhean

Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere
サクラユタカオー
サクラハゴロモ
*ジャッジアンジェルーチ
*ティズリー
Sadler's Wells
Urban Sea
*デインヒル
Saviour
Nijinsky

2009

アレルヤ
Alleluia
鹿 1998

Caerleon

Foreseer
*クリスタルパレス

Alruccaba

Allara (9)

スラリとした長い脚、伸びのある胴、しっかりとした造りの各関節など、
雄大な馬体は長距離Ｇ１で無類の強さを誇った父から受け継いだも
のにほかなりません。しなやかな首の上下動と柔らかい背中の伸縮を
伴うことで、キャンターでは馬体を余すことなく使い、完歩の大きなフッ
トワークを見せています。心肺機能の高さをうかがわせる深い胸が物
語るように運動後の息の入りも早く、エネルギー効率は抜群です。骨
量十分な脚元は頑健そのもので、父同様に調教での厳しい鍛錬を経
てポテンシャルが引き出されることでしょう。真の実力が問われる東
京・芝 2400m 戦こそ、本馬の能力が存分に発揮される舞台です。

テオフィロ Teofilo は愛国産，全欧２歳牡馬チャンピオン，愛英５戦
全勝，デューハーストＳ-G1。主な産駒：トレーディングレザー（愛ダービー
-G1），プレースカハ（愛 1000ギニー -G1，ヨークシャー オークス-G1），ハヴ
ァナ ゴールド（ジャン プラ賞-G1）。
【ＢＭＳ：主な産駒】エチオピアン ヤーン
（アンブロシアーノ賞-G3），アファンデム（アランベール賞-G3）
*ユードントラヴミー You Don't Love Me（09 Teofilo）愛国産，不出
走。出走した産駒は１頭
アレルヤ Alleluia（98 Caerleon）英６勝，
ドンカスターＣ-G3。産駒
アレグレット Allegretto（牝 Galileo）英５勝，グッドウッドＣ-G2，パー
｜ ク ヒルＳ-G2，同３着，ランカシャー オークス-G2，ヘンリー二世Ｓ
｜ -G2，ヨークシャー オークス-G1２着，同３着，同４着，ドンカスタ
｜ ーＣ-G2３着，ゴールドＣ-G1４着，仏１勝，ロイヤルオーク賞-G1，
｜ 同２着
カプリシャス キャンター Capricious Cantor（牝 Cape Cross）英１勝，
｜ Beckford S-L２着，仏入着，Prix Urban Sea-L２着
オール ハロウズ All Hallows（牝 Dalakhani）不出走。産駒
テンプル チャーチ Temple Church（騸 Lawman）英２勝，仏入着，
Prix Matchem-L３着
アルルカバ Alruccaba（83 *クリスタルパレス）英１勝。産駒
ラスト セカンド Last Second：英愛４勝，ナッソーＳ-G2，サン チャリ
｜ オットＳ-G2。オージー ルールズ Aussie Rules（仏 2000ギニー
｜ -G1）の母，コロネット Coronet（サンクルー大賞典-G1）の祖母
アルエット Alouette：愛３勝，Oyster S-L，モイグレアスタッドＳ-G1３
｜ 着。アルボラーダ Alborada（チャンピオンＳ-G1・２回），アルバノ
｜ ヴァ Albanova（ドイツ賞-G1，オイロパ賞-G1）の母
アーリカラ Arrikala：愛３勝，Curragh Cup-L，愛オークス-G1３着
ジュード Jude：英４戦。イエスタデイ Yesterday（愛 1000ギニー -G1，
｜ 英オークス-G1２着），クウォーター ムーン Quarter Moon（モイ
｜ グレア スタッドＳ-G1，英オークス-G1２着）の母，ダイヤモンズア
｜ ンドルビーズ Diamondsandrubies（プリティ ポリーＳ-G1）の祖母
アレクサンドリン Alexandrine：英４勝。キングストン マインズ Kingston Mines（Ｊ＆Ｂステイヤーズ-G2）の母

G19
斎藤誠厩舎

オネストリーダーリンの19
全40口

予定

1口 55万円 （総額2,200万円）

追分ファーム

生産 追分ファーム

繋養 追分ファームリリーバレー

ドレフォン × オネストリーダーリン［牡］

G19

*ドレフォン
Drefong
鹿

ジオポンティ
Gio Ponti
鹿 2005

2013

牡

エルティマース
Eltimaas
鹿 2007

Tale of the Cat

Chipeta Springs

Ghostzapper

Najecam

黒鹿毛
2019.3.16 生
*オネストリーダーリン
Honestly Darling
鹿

キングマンボ
Kingmambo
鹿 1990

Mr. Prospector

Miesque

Storm Cat
Yarn
Alydar
Salt Spring
Awesome Again
Baby Zip
Trempolino
Sue Warner
Raise a Native
Gold Digger
Nureyev
Pasadoble
Nijinsky

1998

リラクタントゲスト
Reluctant Guest
鹿 1986

Hostage

Entente
Vaguely Noble

Vaguely Royal

Shoshanna (9)

ボリュームがありながらも重苦しさと無縁の馬体は張りと弾性に満ち
ており、しっとりと吸いつくような皮膚感も健康状態のよさを物語っ
ています。大きく発達した臀部と肩周りの筋肉、心肺機能の高さを
示す深い胸など、父の美点を隈なく受け継ぎ、グイグイと首を使って
前へと突き進む姿は短距離ランナーそのものです。グリップの利い
た繋と強い体幹も持ち合わせるため、荒れ気味の地面をものともせ
ず、爆発的な瞬発力を生み出しています。一族のなかで最もスピー
ドを活かすスタイルを十八番としそうで、血統構成から考えると芝・
ダートの両刀使いで大化けする可能性を十分に秘めているでしょう。

キングマンボ Kingmambo は米国産，仏英５勝，仏 2000ギニー -G1。
仏２歳チャンピオンサイアー。
【ＢＭＳ：主な産駒】キャメロット
（英ダービー
-G1，愛ダービー -G1），ルーラー オブ ザ ワールド（英ダービー -G1），ヴィー
ナー ヴァルツァー（独ダービー -G1），ユリシーズ（インタナショナルＳ-G1），
スズカマンボ（天皇賞・春-JPN1），
ビッグアーサー（高松宮記念-G1）
*オネストリーダーリン Honestly Darling（98 Kingmambo）米国産，
北米４勝，ダリアＨ-G2３着。産駒
ダーリング マンボ Darling Mambo（04 牝 Broad Brush）北米１勝。産駒
｜ ダーリング スカイ Darling Sky（牝 Sky Mesa）北米３勝，Jostle S
-L ２着，Gin Talking S ２着，Christiecat S ２着，Coronation
｜
Cup S３着，スピナウェイＳ-G1４着
｜
イレフュタブル Irrefutable（06 牡 Unbridled's Song）北米４勝，エンシ
｜ ャント タイトルＳ-G1２着，スマイル スプリントＨ-G2２着，ヴァ
｜ ーノンＯ.アンダーウッドＳ-G3２着
サンレガーロ
（08 牝 鹿 ディープインパクト）
３勝
アルアマーナ（09 牝 鹿 ディープインパクト）
２勝，都井岬特別（芝 1800
｜ ｍ）。産駒
現
｜ フラッフィクラウド（牡 *クロフネ）１勝，○
ミッキーマンゴー（11 牡 鹿 ゼンノロブロイ）兵庫（公）
２勝，佐賀（公）
２勝
ディアマイダーリン（12 牝 鹿 ハーツクライ）
２勝，赤松賞（芝 1600ｍ），
交１勝，クイーン
｜ フローラＳ-G2２着，フラワーＣ-G3３着，南関東○
｜ 賞-JPN3（Ｄ1800ｍ），ＴＣＫ女王盃-JPN3５着
タイセイヴィクター（13 騸 鹿 ヴィクトワールピサ）北海道（公）
１勝，岩手
｜ （公）３勝，中央１勝
シンシアリダーリン（18 牝 鹿 ドリームジャーニー）未出走
リラクタント ゲスト Reluctant Guest（86 Hostage）北米 10 勝，ビヴ
ァリー ヒルズＨ-G1，ウィルシャーＨ-G2，Beverly D. S-L。産駒
ピー ティー インディ P. T. Indy（牡 A. P. Indy）北米２勝，Pirate Co｜ ve S，シネマＨ-G3２着，ウィル ロジャースＨ-G3２着。種牡馬
*ニキーヤ Nikiya（牝 Nureyev）仏３勝。ゴールドアリュール（フェブラ
リーＳ-JPN1），ゴールスキー（根岸Ｓ-G3）の母，ペルシアンナイト
（マイルチャンピオンシップ -G1），
ソロル（マーチＳ-G3）の祖母

G20
田中剛厩舎

スリールドランジュの19
全40口

予定

1口 40万円 （総額1,600万円）

ノーザンファーム

生産 ノーザンファーム

繋養 ノーザンファームYearling

ドレフォン × スリールドランジュ［メス］

G20

*ドレフォン
Drefong
鹿

ジオポンティ
Gio Ponti
鹿 2005

2013

メス

エルティマース
Eltimaas
鹿 2007

Tale of the Cat

Chipeta Springs

Ghostzapper

Najecam

栗毛

2019.4.8 生

*サンデーサイレンス

ゼンノロブロイ
黒鹿 2000
*ローミンレイチェル

スリールドランジュ
栗

2011

Storm Cat
Yarn
Alydar
Salt Spring
Awesome Again
Baby Zip
Trempolino
Sue Warner
Halo
Wishing Well
*マイニング
One Smart Lady
*カンパラ

*トニービン

アドマイヤハッピー
鹿 1998

Severn Bridge
*ジャッジアンジェルーチ

カーリーエンジェル

ダイナカール(8)

父は非凡なスピードと持久力を武器に、ストライドを伸ばした走法で
米短距離Ｇ１を制し、チャンピオンスプリンターの座に輝きました。そ
の父によく似た低重心のフォームで駆け抜けるパワフルなキャンター
や、一直線に残された足跡に、ダートへのたしかな適性と体幹の強
さがうかがえます。厳寒期にも体調を崩すようなことはなく、上質な
皮膚からも代謝のよさは明らかで、健康面に不安はありません。遅生
まれながらに骨量・筋肉量とも恵まれており、脚元の造りも狂いがな
いことで、先々の調教や連戦に耐え抜く準備は万全と言えるでしょう。
成長力ある母系のアシストも受けて息の長い活躍を期待します。

ゼンノロブロイは白老産，年度代表馬，７勝，ジャパンＣ-G1。主な産
駒：サンテミリオン（オークス-G1），マグニフィカ
（ジャパンダートダービー
-JPN1）。
【ＢＭＳ：主な産駒】ハイランドピーク
（エルムＳ-G3），シーズンズギ
フト
（ニュージーランドＴ-G2２着），パイオニアバイオ（フローラＳ-G2２着），
メイショウテンスイ
（兵庫ジュニアグランプリ-JPN2２着）
交５戦。産駒
スリールドランジュ
（11 ゼンノロブロイ）中央・兵庫○
現
コットンスノー（16 騸 芦 *ダンカーク）入着，兵庫（公）
１勝，○
現
ワセダウォリアー（17 牡 黒鹿 *マジェスティックウォリアー）
１勝，○
バラキエル（18 牡 鹿 ロードカナロア）未出走
アドマイヤハッピー（98 *トニービン）４勝，摺上特別，紫苑Ｓ-OP３
着。産駒
ウォータクティクス（牡 *ウォーエンブレム）
６勝，アンタレスＳ-G3，ア
｜ ルデバランＳ-OP，フェアウェルＳ
キタサンアミーゴ（牡 フジキセキ）
５勝，松籟Ｓ，境港特別，睦月賞，山吹
｜ 賞，小倉記念-G3２着，ダイヤモンドＳ-G3３着，弥生賞-JPN2４着
ハッピーモーメント
（牡 ディープインパクト）
５勝，早春Ｓ，稲荷特別，
｜ 目黒記念-G2３着
ルタンデュボヌール（牡 マンハッタンカフェ）
４勝，甲東特別，御在所特
現
｜ 別，○
現
コンドゥクシオン
（牡 ダイワメジャー）
２勝，山桜賞，○
ドラケンスバーグ（牡 フジキセキ）
１勝
ブリスフルデイズ（牝 キングカメハメハ）
１勝
カーリーエンジェル（90 *ジャッジアンジェルーチ）
５戦，入着。産駒
オレハマッテルゼ：９勝，高松宮記念-JPN1，京王杯スプリングＣ-G2，
｜ 同２着，同３着，キャピタルＳ-L，晩春Ｓ，甲斐駒特別，保津峡特別，
｜ 富嶽賞，東京新聞杯-JPN3２着，阪急杯-JPN3３着。種牡馬
エガオヲミセテ：４勝，マイラーズＣ-JPN2，阪神牝馬特別-JPN2，スイ
｜ ートピーＳ-OP，エリザベス女王杯-JPN1３着
フラアンジェリコ：６勝，京成杯オータムＨ-G3，福島記念-G3２着
エノク：７勝，太秦Ｓ-OP（２回），渡月橋Ｓ，カペラＳ-G3３着
トゥリオンファーレ：４勝，鴨川特別，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-JPN3
３着

G21
戸田博文厩舎

クリアンサスの19
全40口

予定

1口 50万円 （総額2,000万円）

白老ファーム

生産 白老ファーム

繋養 白老ファームYearling

イスラボニータ × クリアンサス［牡］

G21

*サンデーサイレンス

フジキセキ
青鹿 1992
*ミルレーサー

イスラボニータ
黒鹿

2011

牡

*イスラコジーン
Isla Cozzene
鹿 2002

Cozzene

Isla Mujeres

鹿毛
2019.1.28 生

リダウツチョイス
Redoute's Choice
鹿 1996

クリアンサス
鹿

*デインヒル

Shantha's Choice

2008

Halo
Wishing Well
Le Fabuleux
Marston's Mill
Caro
Ride the Trails
Crafty Prospector
Lido Isle
Danzig
Razyana
Canny Lad
Dancing Show
*スティールハート

ニホンピロウイナー

フラワーパーク
鹿 1992

ニホンピロエバート
*ノーザンテースト

ノーザンフラワー

*ファイアフラワー(1)

絶対的なスピードで短距離界を牽引したファミリーに、レコード決着
で有終の美を飾った父を迎えました。大きく張り出した胸前や隆起し
た肩周り、大迫力の臀部などパーツごとの発達が顕著で、「誰よりも
速く走ること」を追求した狙いどおりのデキ映えです。肉感的でありな
がら均整に優れたボディラインもこの牝系の強みで、加速するごとに
沈み込む、ブレのないフットワークで柔靭に疾走する様子に天賦の才
が表れています。おおらかさのなかにも凛とした雰囲気をまとった情
感あふれる眼差しには、勇敢さや鋭敏さがうかがえ、不屈の闘志と
巧みなレース運びで世代のリードオフマンとなることを期待しています。

リダウツ チョイス Redoute's Choice は豪州産，豪５勝，ＶＡＴＣコ
ーフィールド ギニー -G1。豪総合・２歳チャンピオンサイアー。豪ＢＭＳチ
ャンピオン。
【ＢＭＳ：主な産駒】エース ハイ
（ＶＲＣヴィクトリア ダービー
-G1），レヴェンディ
（ＡＴＣダービー -G1），エクストラ ブルート
（ＶＲＣヴィ
クトリア ダービー -G1），*ステイウィズミー（ＭＲＣ1000ギニー -G1）
クリアンサス（08 Redoute's Choice）
３勝，マーガレットＳ-L（芝 1400
ｍ），春菜賞（芝 1400ｍ）。産駒
現
クロランサス（16 牝 鹿 ディープインパクト）
１勝，○
現
クレイス（17 牡 鹿 ロードカナロア）入着，○
パロットビーク
（18 牝 黒鹿 ハーツクライ）未出走
フラワーパーク（92 ニホンピロウイナー）最優秀短距離馬，最優秀
父内国産馬，７勝，スプリンターズＳ-JPN1，同４着，高松宮杯-JPN1，シ
ルクロードＳ-JPN3，同４着，うずしおＳ，千種川特別，恵那特別，
ＣＢＣ
賞-JPN2２着，同４着，陽春Ｓ-OP２着，マイラーズＣ-JPN2４着。産駒
ヴァンセンヌ
（牡 ディープインパクト）
６勝，東京新聞杯-G3，元町Ｓ，エ
｜ クセレントジョッキーズＴ，小峰城特別，安田記念-G1２着，京王
｜ 杯スプリングＣ-G2２着。種牡馬
フィレンツェ
（牡 *サンデーサイレンス）
５勝，クリスマスキャロル賞，須
｜ 磨特別（２回），あすなろ賞，すみれＳ-OP３着，毎日杯-JPN3４着
メイカ
（牝 ダンスインザダーク）
２勝
フローラルパレス（牝 *サンデーサイレンス）
１勝。産駒
現
｜ カイアワセ（牝 *アイルハヴアナザー）１勝，○
パラディーゾ（牡 ダンスインザダーク）
１勝
ノーザンフラワー（77 *ノーザンテースト）不出走。産駒
ミラクルムテキ：不出走。産駒
｜ エムオーウイナー：７勝，シルクロードＳ-G3，新春Ｓ，鷹ヶ峰特
別，桶狭間特別，江差特別，オーシャンＳ-JPN3２着，福島民
｜
友Ｃ-L２着，キーンランドＣ-JPN3５着。種牡馬
｜
ハナドケイ：１戦，入着。産駒
カガミダリア：２勝，西脇特別
*ファイアフラワー Fire Flower（72 Dike）愛国産，不出走。産駒
ダイナカーペンター：８勝，京都記念-JPN2，阪神大賞典-JPN2

G22
竹内正洋厩舎

アラッザの19
全40口

予定

1口 35万円 （総額1,400万円）

社台ファーム

生産 社台ファーム

繋養 社台ファーム

イスラボニータ × アラッザ［メス］

G22

*サンデーサイレンス

フジキセキ
青鹿 1992
*ミルレーサー

イスラボニータ
黒鹿

2011

メス

*イスラコジーン
Isla Cozzene
鹿 2002

Cozzene

Isla Mujeres

黒鹿毛
2019.2.22 生
*アラッザ
Arazza
鹿

アレイオン
Areion
鹿 1995

Big Shuffle

Aerleona

Halo
Wishing Well
Le Fabuleux
Marston's Mill
Caro
Ride the Trails
Crafty Prospector
Lido Isle
Super Concorde
Raise Your Skirts
Caerleon
Alata
Niniski

2014
アロエ
Aloe
鹿 2001

Lomitas

La Colorada
*ラストタイクーン

Aiyana

Alya (9)

顔の白斑や瞳の大きさに加え、骨量豊富で丈夫そうな脚元や均整の
とれた馬体など、父に瓜ふたつの容姿です。柔軟性に富んだ歩様か
らは、ひと目でスピードとバネに秀でていることを確認でき、四肢の
可動域が広く、しなやかに回転するさまからも、全身を目いっぱいに
伸ばしてターフを駆け抜けた父の走りを再現できるはずです。牝馬ら
しく丸みを帯びたシルエットの中でも胸部の深さは際立っており、優
れた心肺機能を内包していることが想像できます。落ち着きがあって
扱いやすい性格も好印象で、ドイツ血脈の底力も武器に、マイル戦
を強気に押し切るスタイルで勝ち星増産のプランを描いています。

アレイオン Areion は独国産，独５勝，ゴルデネ パイチェ -G2，ホル
ステン トロフィー -G3（２回）。独チャンピオンサイアー。
【ＢＭＳ：主な産駒】
イキートス（ダルマイヤー大賞典-G1，バーデン大賞典-G1，バイエルン大賞
典-G1），アシアナ（Ｔ.フォン ツァストロフ牝馬賞-G2），アシュラン（ルー賞
-G3），ブッジェ
（シュヴァルツゴルト レンネン-G3）
*アラッザ Arazza（14 Areion）独国産，独２勝，Preis des Medienhauses DuMont Rheinland-Winterkonigin-Trial-L（芝 1500ｍ），独 1000ギ
ニー -G2３着，ヴィンターケーニギン賞-G3３着，オイロパ マイレ-G3
３着，ランデスハウプシュタット デュッセルドルフ大賞典-G3４着。本
馬が初仔
アロエ Aloe（01 Lomitas）独２勝。産駒
アトミックス Atomix（騸 Doyen）英障２勝
アイヤナ Aiyana（93 *ラストタイクーン）独２勝。産駒
アドラーフルーク Adlerflug：独４勝，独ダービー -G1，ドイツ賞-G1，
｜ Grosser Preis des Hannover Airport-Neue Bult Fruhjahrspreis
｜ -L，バーデン大賞典-G1２着（２回），ハンザ賞-G2３着，仏入着，ガ
｜ ネー賞-G1３着。種牡馬
アリゴ Arrigo：独２勝，ウニオーン レンネン-G2，バファリアン クラシ
｜ ック-G3２着，伊入着，ジョッキー クラブ大賞典-G1２着
アンシリス Anthyllis：独１勝，独 1000ギニー -G2４着，伊入着，Premio
Carlo Chiesa-L２着。産駒
ア ンド ー ン Andorn：独４勝，Preis des Casino Baden-Baden-L，
｜ Derby-Trial-L３着，英６勝，英障１勝
アッタレア Attalea：不出走。産駒
｜ ナイフ エッジ Knife Edge：英１勝，グリーナムＳ-G3２着，独
１勝，独 2000ギニー -G2
｜
アザリー Azalee：独１勝。産駒
アドラー Adler：独１勝，Altano-Rennen-L２着，Kolner Step｜ her Cup-L２着，ジルベルネ プフェールト-G3３着，Lan｜ ger Hamburger-L３着
アマリー Amalie：独１勝，Preis Vom Berliner Schloss-Hoppegartener Stutenpreis-L３着

G23
稲垣幸雄厩舎

アコースティクスの19
全40口

予定

1口 40万円 （総額1,600万円）

ノーザンファーム

生産 ノーザンファーム

繋養 ノーザンファームYearling

サトノアラジン × アコースティクス［メス］

G23

*サンデーサイレンス

ディープインパクト
鹿 2002
*ウインドインハーヘア

サトノアラジン
鹿

2011

メス

*マジックストーム
Magic Storm
黒鹿 1999

Storm Cat

Foppy Dancer

鹿毛

2019.3.8 生

ケイプクロス
Cape Cross
黒鹿 1994

アコースティクス
鹿

Green Desert

Park Appeal

2001

Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere
Storm Bird
Terlingua
Fappiano
Water Dance
Danzig
Foreign Courier
Ahonoora
Balidaress
Mr. Prospector

*ソニンク
Soninke
黒鹿 1996

Machiavellian

Coup de Folie
Nureyev

Sonic Lady

Stumped (B3)

母はロジユニヴァース以降ヒットに恵まれていませんが、２歳ドゥラ
メンテ産駒の評判が良く、続く本馬の完成度も高く、繁殖牝馬とし
てのセカンドウェーブが来ているかもしれません。馬体の造りとして
は、肩甲骨と骨盤を大きく広げた前後方向に長さのある胴部に、長
いリーチをもつ四肢骨量の豊かさが確認できます。長躯で肢骨質量
の豊かな造りはセオリー的に瞬時の反応を苦手とするものの、本馬
は背筋が強く、股関節と飛節の位置が高い運動神経に富む特性を
持っており、この四肢を十分に動かしきり、強い脚力と回転スピー
ドを高レベルで維持できるのではないかと予想しています。

ケイプ クロス Cape Cross は愛国産，英５勝，ロッキンジＳ-G1，ク
イーン アンＳ-G2。仏チャンピオンサイアー。
【ＢＭＳ：主な産駒】オーストラ
リア（英ダービー -G1，愛ダービー -G1），マサー（英ダービー -G1），ローレン
ス（仏オークス-G1，サンタラリ賞-G1），*シリアスアティテュード（チェヴァ
リー パークＳ-G1），
ロジユニヴァース（ダービー -JPN1）
アコースティクス
（01 Cape Cross）不出走。産駒
ロジユニヴァース（06 牡 鹿 ネオユニヴァース）最優秀３歳牡馬，５勝，
｜ ダービー -JPN1（芝 2400ｍ），弥生賞-JPN2（芝 2000ｍ），ラジオＮ
｜ ＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-JPN3（芝 2000ｍ），札幌２歳Ｓ-JPN3（芝 1800
｜ ｍ），札幌記念-G2２着。種牡馬
ペンテシレイア（07 牝 黒鹿 ネオユニヴァース）南関東（公）
２勝，中央２
｜ 勝，粟島特別（Ｄ1800ｍ）。産駒
現
｜ テルモードーサ（牝 *キンシャサノキセキ）３勝，○
現
｜ ミレフォリウム（牝 ルーラーシップ）１勝，○
*ゼマティス（08 牝 鹿 ゼンノロブロイ）
６戦。産駒
現
｜ スラッシュメタル（牡 *ワークフォース）２勝，○
トーセンパワフル（10 牡 鹿 ネオユニヴァース）
１勝，萩Ｓ-OP２着，南
｜ 関東（公）１勝
タイムレスメロディ
（13 牝 鹿 ディープインパクト）
１勝
オンリートゥモロー（14 牝 青鹿 ディープインパクト）
１勝
ルソンデュレーヴ（15 牝 鹿 キングカメハメハ）
１勝
現
ハーモニクス（17 牝 鹿 *キンシャサノキセキ）入着，○
アドマイヤザーゲ（18 牡 鹿 ドゥラメンテ）未出走
*ソニンク Soninke（96 Machiavellian）英国産，不出走。産駒
交 10 勝，東京盃
ノーザンリバー（牡 アグネスタキオン）中央・南関東○
｜ -JPN2，さきたま杯-JPN2（２回），アーリントンＣ-G3。種牡馬
交 11 勝，浦
ランフォルセ（牡 *シンボリクリスエス）中央・南関東・佐賀○
｜ 和記念-JPN2，ダイオライト記念-JPN2，エルムＳ-G3
ノットアローン（牡 アグネスタキオン）
３勝，若葉Ｓ-L，あすなろ賞，ラジ
｜ オＮＩＫＫＥＩ賞-JPN3２着，セントライト記念-JPN2３着
ライツェント
（牝 スペシャルウィーク）
４戦，入着。ディアドラ（ナッソー
Ｓ-G1，秋華賞-G1，府中牝馬Ｓ-G2）の母

G24
尾関知人厩舎

ブランネージュの19
全40口

予定

1口 35万円 （総額1,400万円）

追分ファーム

生産 追分ファーム

繋養 追分ファームリリーバレー

シルバーステート × ブランネージュ［メス］

G24

*サンデーサイレンス

ディープインパクト
鹿 2002
*ウインドインハーヘア

シルバーステート
青鹿

2013

メス

*シルヴァースカヤ
Silverskaya
黒鹿 2001

Silver Hawk

Boubskaia

青毛

2019.1.26 生

*シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿 1999

ブランネージュ
鹿

Kris S.

Tee Kay

2011

Halo
Wishing Well
Alzao
Burghclere
Roberto
Gris Vitesse
Niniski
Frenetique
Roberto
Sharp Queen
Gold Meridian
Tri Argo
Deputy Minister

*フレンチデピュティ

シナノネージュ
鹿 2006

Mitterand

*サンデーサイレンス
コードネーム

*トリッキーコード(1)

現状ではやや小柄に映るものの、均整のとれたシルエットはビロード
のような薄い皮膚に覆われることで、見事なまでの輝きです。全身を
使ったフォームは重心が低く、軽やかな脚さばきも駆使して抜群のス
ピードを生み出しており、父系のきわめて優秀な運動神経を天賦の
才として受け継いだことが分かります。威厳ある立ち振る舞いと母譲
りの鋭い悍性で他馬を圧倒する姿からは、何ごとにも屈しない強い
意志を感じとれ、並外れた闘争心と精神力が持ち前の能力を限界ま
で引き出すでしょう。両親が叶えることのできなかった夢を託された
本馬の眼は、すでに華やかな舞台をまっすぐに見据えています。

*シンボリクリスエスは米国産，年度代表馬（２回），８勝，有馬記念
-JPN1（２回）。
【ＢＭＳ：主な産駒】レイデオロ
（ダービー -G1，天皇賞・秋
-G1），オーソリティ
（青葉賞-G2），アドミラブル（青葉賞-G2），ミスパンテー
ル（阪神牝馬Ｓ-G2），シングウィズジョイ
（フローラＳ-G2），クイーンマンボ
（レディスプレリュード-JPN2），
レイエンダ（エプソムＣ-G3）
ブランネージュ
（11 *シンボリクリスエス）３勝，かもめ島特別（芝
1800ｍ），君子蘭賞（芝 1800ｍ），フローラＳ-G2２着，秋華賞-G1４着，
ローズＳ-G2４着，チューリップ賞-G3４着，オークス-G1５着。産駒
ギャリエノワール（18 牡 青鹿 ドゥラメンテ）未出走
シナノネージュ
（06 *フレンチデピュティ）
４戦。産駒
ボンナヴァン（牡 *シンボリクリスエス）
３勝
コードネーム（99 *サンデーサイレンス）
３勝，伊万里特別。産駒
コーディリア：３勝，古町特別
現
マスターコード：３勝，白川特別，駒ヶ岳特別，○
エアギベオン：１勝，佐賀（公）
９勝，岩手（公）
１勝
エアフュージョン：１勝
現
エイリアス：１勝，○
交１勝，高知
サクセスコード：南関東○
（公）11 勝，だるま夕日賞２着，同４
現
着，南関東（公）
７勝，○
*トリッキーコード Tricky Code（91 Lost Code）米国産，北米９勝，
サンタ イネスＢＣＳ-G2，Bara Lass S-L，Miesque S-L，フェア グラウ
ンズ オークス-G3２着，ミス アメリカＳ-G3２着，ランチョ ベルナルド
Ｈ-G3２着，オーク リーフＳ-G1３着，イエルバ ブエナＨ-G3３着，Jan
Jessie S-L３着，Cascapedia S-L３着，Miss Hollywood Park S３着，June Darling H３着。産駒
ハットトリック：最優秀短距離馬，
７勝，マイルチャンピオンシップ -G1，
｜ 京都金杯-JPN3，東京新聞杯-JPN3，清水Ｓ，ナリタブライアンメモ
｜ リアル，香港１勝，香港マイル -G1。仏２歳チャンピオンサイアー
エレクトロモティヴ Electromotive：豪７勝，MRC Anniversary Vase-L
｜ ３着，ＭＲＣサンダウン ギニー -G2４着
エスピヨン：３戦。産駒
カネトシリベルテ：４勝，九州スポーツ杯，衣笠特別

G25
萩原清厩舎

ミラグロッサの19
全40口

予定

1口 45万円 （総額1,800万円）

白老ファーム

生産 白老ファーム

繋養 白老ファームYearling

エイシンフラッシュ × ミラグロッサ［牡］

G25

*キングズベスト
King's Best
鹿 1997

エイシンフラッシュ
黒鹿

Kingmambo

Allegretta

2007

牡

*ムーンレディ
Moonlady
黒鹿 1997

Platini

Midnight Fever

青毛
2019.3.26 生

*サンデーサイレンス

フジキセキ
青鹿 1992
*ミルレーサー

ミラグロッサ
栃栗

2008

Mr. Prospector
Miesque
Lombard
Anatevka
Surumu
Prairie Darling
Sure Blade
Majoritat
Halo
Wishing Well
Le Fabuleux
Marston's Mill
*カンパラ

*トニービン

グレースランド
栗 1998

Severn Bridge
*ディクタス

ゴールデンサッシュ

ダイナサッシュ(1)

スッキリと伸びた四肢はきわめて健全な造りで、しなやかな筋肉が発
達した肩周りは力強く、適度に引き締まった胴部は美しいラインを描
きます。薄くきめ細かな青毛の皮膚感と相まって、佇まいには父さな
がらの威圧感すら漂っています。軽快なフットワークにはサッシュ一
族由来の運動神経が表れており、全身を伸縮させる大きなストライ
ドの走りは加速が素晴らしく、さらにスピードの持続力にも優れてい
ます。闘志の強さとクレバーさを兼ね備えた気性は、この先の育成
過程や実戦において操縦性へと昇華されるはずで、鞍上と意を同じ
くして自在に立ち回る、レースセンスに秀でた競走馬となるでしょう。

フジキセキは千歳産，最優秀２歳牡馬，４戦全勝，朝日杯３歳Ｓ
-JPN1。
【ＢＭＳ：主な産駒】
ヨウセイ
（ＭＲＣ1000ギニー -G1），カーマデック
（ＡＴＣドンカスター マイル -G1），ルミア（ケイプ フィリーズ ギニー -G1），
ユア ソング（ＢＲＣ ＢＴＣカップ -G1），サウンドトゥルー（チャンピオンズ
Ｃ-G1），ホワイトフーガ（ＪＢＣレディスクラシック-JPN1・２回）
ミラグロッサ（08 フジキセキ）東海（公）
２勝，中央１勝。産駒
ミラキュラスサイン（18 牡 栗 *ハービンジャー）未出走
グレースランド
（98 *トニービン）
４戦，入着。産駒
ドリームパスポート（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-G1２着，皐月賞-JPN1２着，菊花賞-JPN1２
｜ 着，阪神大賞典-G2２着，京都２歳Ｓ-L２着，萩Ｓ-OP２着，ダービ
｜ ー -JPN1３着，スプリングＳ-JPN2３着，有馬記念-JPN1４着，大
｜ 阪杯-G2４着，京都記念-G2４着，アメリカＪＣＣ-JPN2５着
フロンティア（牡 ダイワメジャー）２勝，新潟２歳Ｓ-G3，ファルコンＳ
現
｜ -G3３着，デイリー杯２歳Ｓ-G2４着，中京記念-G3４着，○
ラウンドワールド（牡 ディープインパクト）
３勝，アンドロメダＳ-L，コ
｜ スモス賞-OP，札幌２歳Ｓ-G3２着，共同通信杯-G3４着
セイクリッドセブン
（牡 フジキセキ）
５勝，尼崎Ｓ，小豆島特別
フィーリングトーン（牝 *ワイルドラッシュ）
１勝。産駒
｜ エールヴォア（牝 ヴィクトワールピサ）２勝，エリカ賞，フラワーＣ
｜ ｜ -G3２着，アルテミスＳ-G3３着
現
｜ ラヴォアドゥース（牝 ダイワメジャー）１勝，○
ヒカルリクエスト
（牝 アグネスタキオン）不出走。産駒
現
ショウナンラペット
（牝 ロードカナロア）
１勝，○
ゴールデンサッシュ
（88 *ディクタス）
５戦，入着。産駒
ステイゴールド：ＪＲＡ特別賞，５勝，日経新春杯-JPN2，目黒記念
｜ -JPN2，阿寒湖特別，UAE１勝，ドバイ シーマ クラシック-G2，香
｜ 港１勝，香港ヴァーズ-G1。種牡馬
レクレドール：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-JPN2３着。ベルーフ（京成杯-G3）の母
キューティゴールド：入着。ショウナンパンドラ（ジャパンＣ-G1）の母
ローズサッシュ：入着。ダイアナヘイロー（阪神Ｃ-G2）の曽祖母

G26
大竹正博厩舎

ヌチバナの19
全40口

予定

1口 25万円 （総額1,000万円）

追分ファーム

生産 追分ファーム

繋養 白老ファームYearling

フェノーメノ × ヌチバナ［メス］

G26

*サンデーサイレンス

ステイゴールド
黒鹿 1994
ゴールデンサッシュ

フェノーメノ
青鹿

2009

メス

*ディラローシェ
De Laroche
鹿 1999

*デインヒル

Sea Port

鹿毛

2019.3.12 生

Kingmambo

キングカメハメハ
鹿 2001
*マンファス

ヌチバナ
鹿

2008
*サンデーサイレンス

ラバヤデール
鹿 2000

Halo
Wishing Well
*ディクタス
ダイナサッシュ
Danzig
Razyana
Averof
Anchor
Mr. Prospector
Miesque
*ラストタイクーン
Pilot Bird
Halo
Wishing Well
Nureyev

*ニキーヤ

Reluctant Guest (9)

ガチッとした胸前や逞しい腹袋など、全身に厚みが感じられる馬体
は牝馬とは思えぬほどの頼もしさで、その力感あふれる立ち姿から
はたしかなバイタリティが伝わってきます。父系譲りの柔軟な筋肉に
母系由来の強靭さも備わることで、滑らかでありながらもパワフルな
運動を可能とし、後肢の推進力を持て余すことのない豪快な走りを
体現しています。可憐な顔立ちとは裏腹に強い信念の持ち主で、他
馬に屈しない熱い気持ちが、レースにおいては闘争心へと変換され
ることでしょう。両親ともに追分ブランドという配合がどれだけの爆
発的な化学反応をもたらすのか、今からワクワクが止まりません。

キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー -JPN1。
総合・２歳チャンピオンサイアー。
【ＢＭＳ：主な産駒】
ワグネリアン
（ダービー
-G1），デアリングタクト
（オークス-G1），ブラストワンピース
（有馬記念-G1），
インディチャンプ（安田記念-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），
ステイフーリッシュ
（京都新聞杯-G2）,デニムアンドルビー（フローラＳ-G2）
ヌチバナ（08 キングカメハメハ）入着，東海（公）
２勝。産駒
現
ハマオリ
（14 牝 鹿 *タートルボウル）兵庫（公）
１勝，○
エウリディーチェ
（16 牝 鹿 *シンボリクリスエス）北海道（公）
１勝，南関
現
｜ 東（公）３勝，○
現
ギャラクシーソウル（17 牝 芦 *クロフネ）
１勝，○
ミッキーヌチバナ（18 牡 鹿 *ダノンレジェンド）未出走
ラバヤデール（00 *サンデーサイレンス）
３勝。産駒
ソロル（牡 *シンボリクリスエス）
７勝，マーチＳ-G3，マリーンＳ-L，ポ
｜ ルックスＳ-OP，花園Ｓ，西部日刊スポーツ杯，黒竹賞，平安Ｓ-G3
｜ ２着，ベテルギウスＳ-OP２着，ヒヤシンスＳ-OP２着，アルデバラ
｜ ンＳ-OP３着，大沼Ｓ-OP３着，東海Ｓ-G2５着，エルムＳ-G3５着，
交入着，兵庫チャンピオンシップ -JPN2３着，白山大賞
｜ 兵庫・石川○
｜ 典-JPN3５着，障２勝，小倉サマージャンプ
リープオブフェイス（牝 *クロフネ）
３勝
現
ダンスメーカー（牡 *エンパイアメーカー）
１勝，○
*ニキーヤ Nikiya（93 Nureyev）米国産，仏３勝。産駒
ゴールドアリュール：最優秀ダートホース，ダートグレード競走最優
交８勝，フェブラリーＳ-JPN1，東京大
｜ 秀馬，中央・南関東・岩手○
｜ 賞典-JPN1，ジャパンダートダービー -JPN1，ダービーグランプリ
｜ -JPN1，アンタレスＳ-JPN3，端午Ｓ-OP。種牡馬
ゴールスキー：８勝，根岸Ｓ-G3，ペルセウスＳ-L，阿蘇Ｓ-OP，西宮Ｓ，
｜ 清水Ｓ，豊栄特別，マイルチャンピオンシップ -G1３着。種牡馬
ニルヴァーナ：６勝，小倉日経オープン-L，石清水Ｓ，小牧特別
オリエントチャーム：４勝，木津川特別，こぶし賞，紅梅Ｓ-OP２着，マー
｜ メイドＳ-JPN3３着，秋華賞-JPN1４着。ペルシアンナイト（マイル
｜ チャンピオンシップ -G1，アーリントンＣ-G3）の母
ナタラージャ：２勝，アザレア賞，若葉Ｓ-L３着

G27
武井亮厩舎

スマイリングムーンの19
全40口

予定

1口 30万円 （総額1,200万円）

追分ファーム

生産 追分ファーム

繋養 追分ファームリリーバレー

ヘニーヒューズ × スマイリングムーン［メス］

G27

*ヘニーヒューズ
Henny Hughes
栗

*ヘネシー
Hennessy
栗 1993

2003

メス

メドウフライヤー
Meadow Flyer
鹿 1989

Storm Cat

Island Kitty

Meadowlake

Shortley

鹿毛

2019.2.2 生

*サンデーサイレンス

フジキセキ
青鹿 1992
*ミルレーサー

スマイリングムーン
黒鹿

2008

Storm Bird
Terlingua
Hawaii
T. C. Kitten
Hold Your Peace
Suspicious Native
Hagley
Short Winded
Halo
Wishing Well
Le Fabuleux
Marston's Mill
Danzig

*スプレッドスマイル
Spread Smile
鹿 2001

Bianconi

Fall Aspen
*ミシエロ

Horah

Dance Or Prance (12)

ダート短距離戦で能力を示した両親の血を受け継いだ本馬は、配
合の意図を体現したかのようなデキ映えです。太く逞しい首差し、
豊富な筋肉をまとった肩、容量十分で張りのある臀部など、どこを
とっても牡馬顔負けのパワーにあふれています。地面をえぐるように
かき込み、勢いそのままに蹴り上げて前へと進んでいくキャンターは
ダイナミックなうえ、脚さばきの硬さと無縁であることは驚きのひと言
です。厳冬期でも毛ヅヤのよさが特に目立った健康優良児で、さら
には負けん気の強さも折り紙つきということから、多くのレースに出
走を重ね、不屈の精神で勝利を手繰り寄せてくれるでしょう。

フジキセキは千歳産，最優秀２歳牡馬，４戦全勝，朝日杯３歳Ｓ
-JPN1。
【ＢＭＳ：主な産駒】
ヨウセイ
（ＭＲＣ1000ギニー -G1），カーマデック
（ＡＴＣドンカスター マイル -G1），ルミア（ケイプ フィリーズ ギニー -G1），
ユア ソング（ＢＲＣ ＢＴＣカップ -G1），サウンドトゥルー（チャンピオンズ
Ｃ-G1），ホワイトフーガ（ＪＢＣレディスクラシック-JPN1・２回）
スマイリングムーン
（08 フジキセキ）
４勝。産駒
マレインジェニイ
（15 牡 鹿 *ワークフォース）佐賀（公）
３勝
オスティリオ（16 牡 栗 *ケープブランコ）入着，石川（公）
３勝，南関東（公）
現
｜ ２勝，○
現
タナノフローラ（17 牝 鹿 ルーラーシップ）入着，○
*スプレッドスマイル（01 Bianconi）米国産，３勝，佐渡金銀山特別。
産駒
スマイリーキュート
（牝 ソングオブウインド）北海道（公）
１勝，石川（公）
３
｜ 勝，サラブレッド大賞典，ＭＲＯ金賞３着，北日本新聞杯３着
交１勝
アルテミス（牝 ゼンノロブロイ）東海○
ステイハッピー（牝 ステイゴールド）入着，石川（公）
２勝。産駒
交１勝，
現
クリノヴジュアル（牡 ハタノヴァンクール）東海○
○
ホーラー Horah（96 *ミシエロ）北米２勝。産駒
アプト トゥ ペイ Apt to Pay：北米７勝
ダンス オア プランス Dance Or Prance（75 Bold Reasoning）不出
走。産駒
スウィンギン スウェイ Swingin Sway：北米 14 勝，ボード オブ ガヴァ
｜ ナーズＨ-G3，Ak-Sar-Ben H-L，Hot Springs H-L，Balmoral Der｜ by，Don Leon S，Lincoln Derby。種牡馬
ディー ビー ビーズ ドリーム D. B. B.'s Dream：北米６勝，Devonshire
｜ Cream H。アジュマー Ajmaer（Fantasy H-L），スティール カウン
｜ ト Steel Count（British Columbia Nursery S）の母
ドクター ペイン Dr Pain：北米８勝，Bellevue H，Tacoma H
ダーク タンゴ Dark Tango：不出走。サラトガ タンゴ Saratoga Tango
｜ （Ema Bovary S）の母
エヴィー Evie：北米１勝。ケイ ケイ アヴェイ K K Avey（Indiana Futurity）の母

G28
尾関知人厩舎

シーティスの19
全40口

予定

1口 70万円 （総額2,800万円）

白老ファーム

生産 白老ファーム

繋養 白老ファームYearling

G28
Dutch Art× シーティス［牡］

ダッチアート
Dutch Art
栗

メディチアン
Medicean
栗 1997

2004

牡

ハランドパークラス
Halland Park Lass
栗 1999

Machiavellian

Mystic Goddess

Spectrum

Palacegate Episode

鹿毛
2019.2.6 生
*シーティス
Thetis
鹿

インヴィンシブルスピリット
Invincible Spirit
鹿 1997

Green Desert

Rafha

Mr. Prospector
Coup de Folie
Storm Bird
Rose Goddess
Rainbow Quest
River Dancer
Drumalis
Pasadena Lady
Danzig
Foreign Courier
Kris
Eljazzi
Doyoun

2013

セレス
Serres
鹿 2004

Daylami

Daltawa
Sadler's Wells

Well Head

River Dancer (1)

愛国の名門バリーマコール・スタッド出身の母の２番仔は、同スタッ
ドの根幹牝馬 River Dancer のラインブリードと、欧州型スプリン
ター特有の締まりの強さを狙った配合デザインです。その意図どおり
ボリューム豊かで柔軟な筋肉や、幅のある頑強な骨格を父から継承
し、立派な顎張りもよく似ています。重厚感たっぷりの大柄な馬格
ながらも機敏なアクションが目を引き、やはり筋力を活かした高回転
型の短距離馬として脚光を浴びるでしょう。オンとオフのはっきりとし
た気性も快速馬らしく、自らの意思を頑なに主張する姿には、信念
を貫き育まれてきた良血ならではの底力と勝負度胸を感じとれます。

インヴィンシブル スピリット Invincible Spirit は愛国産，英愛７勝，ス
プリントＣ-G1。
【ＢＭＳ：主な産駒】デザート エンカウンター（カナディアン
国際Ｓ-G1・２回），サウンド オブ フリーダム（リディア テシオ賞-G1），デュ
ーク オブ ハザード（セレブレイション マイル -G2），*パーフェクトトリビュ
ート
（チャートウェル フィリーズＳ-G3）
*シーティス Thetis（13 Invincible Spirit）愛国産，英１勝，ロックフ
ェルＳ-G2２着，Michael Seely Memorial S-L３着。産駒
*シータリズム（18 牝 鹿 Lope de Vega）未出走
セレス Serres（04 Daylami）不出走。産駒
リベル ノーティカス Liber Nauticus（牝 Azamour）英２勝，ムシドラＳ
｜ -G3。産駒
｜ ミス セレスティアル Miss Celestial（牝 Exceed And Excel）英３
勝，October S-L２着，Flying Fillies S-L３着，Queensferry S
｜
-L３着，仏独入着，Berenberg Cup-L２着，シックス パーフェ
｜
クションズ賞-G3４着
｜
セレナーダ Serenada（牝 Azamour）英１勝，ムシドラＳ-G3３着
ルシオラ Lucciola（牝 Verglas）豪11勝，WRC Warrnambool Cup-L３着，
ＷＡＴＣパースＣ-G2４着，ＷＡＴＣクイーンズＣ-G3４着。産駒
ルシセロ Lucicello（牝 I Am Invincible）豪３勝，ＡＴＣアップ＆カ
ミングＳ-G3３着，ATC The Rosebud-L３着
ウェル ヘッド Well Head（89 Sadler's Wells）不出走。産駒
*コンデュイット Conduit：英５勝，英セントレジャー -G1，キング ジョー
｜ ジ六世＆クイーン エリザベスＳ-G1，ゴードンＳ-G3，米芝牡馬チ
｜ ャンピオン，北米２勝，ＢＣターフ-G1（２回）。種牡馬
ハード トップ Hard Top：英２勝，グレイト ヴォルティジュールＳ-G2，
｜ Fred Archer S-L２着，UAE１勝，北米４勝
スプレー ガン Spray Gun：仏２勝，Prix de la Porte de Madrid-L２着
スプリング シンフォニー Spring Symphony：英１勝。グラス ハーモニ
アム Glass Harmonium（ＶＲＣ Ｌ.Ｋ.Ｓ.マッキノンＳ-G1），アラ
ブ スプリング Arab Spring（セプテンバーＳ-G3）の母，ブロンド
ミー Blond Me（Ｅ.Ｐ.テイラーＳ-G1）の祖母，コンソリダ Consolida（California Oaks）の曽祖母

