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ストライキングアイ（11 Smart Strike）入着。産駒
ルヴィーヴル（17 牡 栗 オルフェーヴル）１戦，○現
グレアリングアイ（18 牡 鹿 ハーツクライ）未出走

*ゴールデンドックエー Golden Doc A（05 Unusual Heat）米国産，
北米３勝，ラス ヴィルヘネスＳ-G1，Anoakia S-L，Generous Portion 
S，サンタ アニタ オークス -G1２着，サンタ イネスＳ-G2２着，ボウモン
トＳ-G2２着，Blue Norther S-L２着，Louis R. Rowan S２着，ミエス
クＳ-G3３着，ランチョ ベルナルドＨ-G3３着，ケンタッキー オークス
-G1４着，エイコーンＳ-G1４着。産駒
アルバートドック（牡 ディープインパクト）５勝，七夕賞-G3，小倉大賞

典-G3，白百合Ｓ-OP，ゆきやなぎ賞，新潟記念-G3２着，京都新聞
杯-G2３着，リゲルＳ-L３着，アンドロメダＳ-L３着，毎日杯-G3４
着，マイラーズＣ-G2５着。種牡馬

リライアブルエース（牡 ディープインパクト）５勝，福島テレビオープ
ン -OP，晩春Ｓ，鞍ヶ池特別，米子Ｓ-L２着，中京記念-G3３着，安
土城Ｓ-L３着

ペンポント Penpont（94 Crested Wave）北米１勝。産駒
アンユージュアル サスペクト Unusual Suspect：北米９勝，ハリウッド 

ターフ カップＳ-G1，ハリウッド ターフ イクスプレスＨ-G3，Cou-
gar II H-L，Bay Meadows Derby-L，California Cup Mile H，Silv-
eyville S，サン ルイス オビスポＨ-G2２着，サン フアン カピスト
ラーノ招待Ｈ-G2２着，クーガーＨ-G3２着，ジェネラスＳ-G3２着，
サンセットＨ-G3３着，豪１勝，WRC Werribee Cup-L。種牡馬

ラッシェン ヒート Rushen Heat：北米３勝，California Cup Distance H
２着。フランク カンヴァセイション Frank Conversation（トワイ
ライト ダービー -G2，エル カミノ リアル ダービー -G3），クオリテ
ィ ヒート Quality Heat（Chelsey Flower S-L３着）の母

スマート ストライク Smart Strike は加国産，北米６勝，フィリップＨ. 
アイスリンＨ-G1。北米チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】マイン ザ
ット バード（ケンタッキー ダービー -G1），シェアド アカウント（ＢＣフィリ
ー＆メア ターフ -G1），ファースト デュード（ハリウッド ゴールドＣ-G1），デ
ュラハン（ブルー グラスＳ-G1），ストロングリターン（安田記念-G1）
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重心がきっちりと定まったコンパクトなフレーム、全身にバランスよく
発達した緻密な筋肉、冴えわたった眼差しには父産駒特有の気品
が表れています。力感に満ちた首差しや、弾力感があって幅と厚み
のバランスに優れた後躯など、実績あるカップリングに母父のエッセ
ンスが加わったことで強靭なスピードがより高まりました。蹄音静か
な常歩から、正確なリズムを刻むキャンターへと滑らかに移行する
姿には卓越したバネが表れ、群れのなかでもひと際異彩を放ちます。
プライドが高く闘争心旺盛な一方、我慢が利いて自制できる賢さも
あり、総合力の問われる王道路線でこそ輝きが増すでしょう。
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2019.3.6 生

中内田充正厩舎 予定

ストライキングアイの19

白老ファーム　 生産 白老ファーム　 繋養 白老ファームYearling

1口200万円  （総額8,000万円）G29
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*パーソナルダイアリー Personal Diary（11 City Zip）米国産，北米３
勝，デル マー オークス-G1（芝９Ｆ），Allowance（Kee・芝12Ｆ，レコー
ド），リグレットＳ-G3２着，クイーン エリザベス二世チャレンジ カップ
Ｓ-G1３着，Kentucky Downs Juvenile Fillies S３着，Ellis Park Turf S３
着，ジェニー ワイリーＳ-G1４着，ミセス リヴィアＳ-G2４着。産駒
インワンシティング（18 牡 鹿 ディープインパクト）未出走

レイテスト スクープ Latest Scoop（05 Tiznow）北米１勝。産駒
ウィズ スパーク Whiz Spark（牝 City Zip）韓国４勝
ディターミネイション Determination（牡 Colors Flying）韓国３勝
ヴィカー スクープ Vicar Scoop（牝 Vicar）韓国２勝
ユビキタス Ubiquitous（牝 Didyme）韓国１勝

ソサイアティ コラム Society Column（96 Seeking the Gold）北米２
戦。産駒
ヴィンディズ マイティ クイック Vindys Mighty Quik：北米５勝

バンカーズ レイディ Banker's Lady（85 Nijinsky）北米８勝，レイデ
ィーズＨ-G1，トップ フライトＨ-G1，シュヴィーＨ-G1，ベドー ロージズ
Ｈ-G2，ロング ルックＨ-G2，ヘンプステッドＨ-G1４着。産駒
バンカーズ ゴールド Banker's Gold：北米６勝，トム フールＨ-G2，ピ

ーター パンＳ-G2，メトロポリタンＨ-G1２着，カーターＨ-G1２着，
ドゥワイアＳ-G2３着，ヴォスバーグＳ-G1４着。種牡馬

スウィート チャリティ Sweet Charity：北米１勝。チャリティ ベル 
Charity Belle（ノネット賞-G3），スパイサー ボーイ Spicer Boy

（Clasico Ernesto Ayulo Pardo-L，ペルー ジョッキー クラブ賞
-G1２着・２回）の母，アルムズ Alms（ジミー ドゥランテＳ-G3，メ
イトロンＳ-G3），ハリー ベル Hallie Belle（Dahlia S）の祖母

*ルークラティブ Lucrative：仏２勝。バンク マージャー Bank Merger
（Gallant Bob S-L，キングズ ビショップＳ-G1２着）の母

シティ ジップ City Zip は米国産，北米９勝，ホープフルＳ-G1。主な
産駒：コレクティド（パシフィック クラシック-G1），ワーク オール ウイーク

（ＢＣスプリント-G1），*ファイネストシティ（ＢＣフィリー＆メア スプリン
ト-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ノーティド アンド クウォーティド（シャンデリ
アＳ-G1），ボードエクスプレス（フロリダ ダービー -G1２着）
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秀でた柔軟性を活かして全身を巧みに使いながら、バネの利いた躍
動感あふれる走りを披露しており、まさに一級品と呼ぶにふさわしい
運動能力を有しています。端正な顔つき、首からトモにかけての美
しいライン、上質な筋肉がバランスよく配置された馬体など、良血
馬ならではの輝きは枚挙にいとまがありません。日ごろから手のかか
らない優等生的な性格も父譲りで、環境の変化への適応力が高い
ことから、いかなる展開でもスムーズなレース運びを見せてくれるで
しょう。心技体の三拍子が揃った本馬には、重賞戦線での好勝負
はもちろん、さらに華 し々いステージでの活躍まで求めたくなります。
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2019.5.8 生

矢作芳人厩舎 予定

パーソナルダイアリーの19

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

1口150万円  （総額6,000万円）
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*レッドサン Red Sun（10 Monsun）仏国産，仏１戦。産駒
ポーラーサン（17 牡 鹿 Siyouni）入着，○現
フレイミングサン（18 牝 栗 ハーツクライ）未出走

セレブル ヴァダラ Celebre Vadala（03 *パントレセレブル）仏２勝，
Prix Melisande Grand Prix de Fontainebleau-L。産駒
ヴァダモス Vadamos（牡 Monsun）仏７勝，ムーラン ド ロンシャン賞

-G1，ミュゲ賞-G2，メシドール賞-G3，Prix Frederic de Lagrange 
-L，ジャック ル マロワ賞-G1２着，イスパーン賞-G1４着，独１勝，
エッティンゲンレンネン -G2，豪入着，ＭＶＲＣ Ｗ.Ｓ.コックス プ
レート-G1４着，ＶＲＣエミレーツＳ-G1４着。種牡馬

ヴォルファンゴ Volfango（牡 Dutch Art）仏６勝，Prix Saonois-L（２
回），Prix Pelleas-L３着，ユジェーヌ アダム賞-G2４着

セレンザ Celenza（牝 Dansili）仏２勝。産駒
トルニブッシュ Tornibush（牡 Dream Ahead）仏６勝，パン賞-G3，

Prix Jacques de Bremond-L
ヴァドラミクサ Vadlamixa（92 Linamix）仏２勝，Prix de Lieurey-L。

産駒
ヴァリシール Valixir：仏７勝，イスパーン賞-G1，ニエル賞-G2，ユジェ

ーヌ アダム賞-G2，メシドール賞-G3，Prix Matchem-L，シェーヌ
賞-G3２着，仏ダービー -G1３着，ジャック ル マロワ賞-G1３着，
英１勝，クイーン アンＳ-G1。種牡馬

ヴァダザ Vadaza：仏１勝，Prix de la Seine-L２着。ヴァダウィナ Vada-
wina（サンタラリ賞-G1，クレオパトル賞-G3），ヴァジラ Vazira（サ
ンタラリ賞-G1），ヴァダポリナ Vadapolina（クレオパトル賞-G3），
ヴァドサリナ Vadsalina（Prix Isonomy-L）の母，ヴァダマル Vadamar

（コンセイユ ド パリ賞-G2），ザ ペンタゴン The Pentagon（タイ
ロスＳ-G3），ヴェドゥマ Vedouma（Prix Isonomy-L）の祖母

モンズーン Monsun は独国産，独12勝，オイロパ賞-G1（２回），アラ
ル ポカル -G1。独チャンピオンサイアー。独ＢＭＳチャンピオン。【ＢＭＳ：
主な産駒】ヴァルトガイシュト（凱旋門賞-G1），シー ザ ムーン（独ダービー
-G1），パストリウス（独ダービー -G1），ラッキー スピード（独ダービー -G1），
*ナイトマジック（独オークス -G1），ソウルスターリング（オークス -G1）
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聡明さを示す凛とした顔立ちや、闘志を見せながら放牧地を駆け抜
ける様子には、早くも王者の風格が漂っています。スラリとした四肢
と伸びやかな胴体が融合し、美しい流線を描くシルエットはすでに
１歳馬とは思えぬほど洗練されており、光沢のある毛ヅヤがその良
質ぶりをさらに際立たせています。地面を力強く捉える着地圧をしっ
かりと受け止めて、即座に前方への推進力に変換する一連の脚さば
きは、高い敏捷性と優れたバネを有し、滑らかに全体を使えるから
こそなせる業です。まず狙うはもちろんクラシックの頂となりますが、
古馬王道路線の主役をも堂 と々務めあげてほしい逸材です。
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2019.2.24 生

友道康夫厩舎 予定

レッドサンの19

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

1口125万円  （総額5,000万円）G31
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ビキニスタイル（11 ディープインパクト）２勝。産駒
ブライテストダーク（18 牡 栗 *ノヴェリスト）未出走

フィバリッシュ（00 *トニービン）入着。産駒
ネオザウイナー（牡 フジキセキ）４勝，ファイナルＳ，矢作川特別，清洲

特別，東海○交１勝
タガノレヴェントン（牝 キングカメハメハ）３戦。産駒

タガノエスプレッソ（牡 ブラックタイド）４勝，デイリー杯２歳Ｓ 
-G2，ファイナルＳ-OP，豊明Ｓ，マリーンＳ-L２着，ポラリスＳ 
-OP２着，弥生賞-G2３着，障２勝， 三木ホースランドパーク
ジャンプＳ，京都ハイジャンプ３着，○現

タガノトネール（騸 *ケイムホーム）７勝，武蔵野Ｓ-G3，同２着，天
保山Ｓ-OP，河原町Ｓ，岩室温泉特別，根岸Ｓ-G3４着，プロキ
オンＳ-G3４着，佐賀○交１勝，サマーチャンピオン -JPN3，同３
着，南関東・岩手・東海○交入着，マイルチャンピオンシップ南
部杯-JPN1２着，オーバルスプリント-JPN3３着，かきつばた
記念-JPN3４着

タガノディアマンテ（牡 オルフェーヴル）２勝，万葉Ｓ-OP，きさら
ぎ賞-G3２着，スプリングＳ-G2４着，京都新聞杯-G2５着，○現

タガノヴェローナ（牝 *クロフネ）４勝，ＴＶＱ杯，南関東○交入着，ク
イーン賞-JPN3４着，○現

タガノエルフ（牝 *キンシャサノキセキ）２勝，○現
マシラ（牝 フジキセキ）１勝

*ヘバ Hebba（87 Nureyev）米国産，英１勝。産駒
ヘッドライナー：８勝，ＣＢＣ賞-G3，同２着，テレビ愛知オープン -L，同

２着，尾張Ｓ-OP，斑鳩Ｓ，壬生特別，セントウルＳ-G2４着，北九州
記念-G3５着

*ダルーゼット Darrouzett：愛２勝，Vision S-L３着

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）
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溌溂として生命力がみなぎる本馬の姿に、いまや大種牡馬の仲間入
りを果たした父と、歴史にその名を刻む母父の活力が見えるようで
す。機動性の高いコンパクトな骨格や、ほどよく締まった馬体の印
象どおり、キビキビとした動きは馬群のなかでもひと際目を引きます。
とりわけ背腰の強靭さは特筆すべきポイントで、後躯の生み出すエ
ネルギーを確実にスピードへ変換する走りは迫力十分です。春先の
めまぐるしく変化する路面にも難なく対応する様子に卓越した運動神
経が見てとれ、この牝系ならではの悍性の強さと熱い闘志に表れる
勇気もまた、世代トップの快速馬へ駆け上がることを予感させます。
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2019.4.22 生

松永幹夫厩舎 予定

ビキニスタイルの19

追分ファーム　 生産 白老ファーム　 繋養 白老ファームYearling

1口85万円  （総額3,400万円）
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マンハッタンフィズ（01 *サンデーサイレンス）１勝。産駒
コロンバスサークル（06 牝 黒鹿 *ホワイトマズル）５勝，レインボーＳ

（芝2000ｍ），早春Ｓ（芝1800ｍ），みなみ北海道Ｓ-L２着，五稜郭
Ｓ-OP３着，オールカマー -G2４着，中山牝馬Ｓ-G3４着。産駒
レッドジェノヴァ（牝 *シンボリクリスエス）５勝，ワールドオールス

タージョッキーズ第２戦（芝2000ｍ），北海道150年記念（芝
2600ｍ），磐梯山特別（芝2600ｍ），京都大賞典-G2２着，エリ
ザベス女王杯-G1４着

コロンバスデイ（牝 *ノヴェリスト）２勝，○現
アプリコットフィズ（07 牝 黒鹿 ジャングルポケット）４勝，クイーンＳ 

-G3（芝 1800ｍ），クイーンＣ-G3（芝 1600ｍ），キャピタルＳ-L（芝
1600ｍ），富士Ｓ-G3２着，京成杯オータムＨ-G3２着，フェアリー
Ｓ-G3２着，秋華賞-G1３着，桜花賞-G1５着。産駒
バラックパリンカ（牡 *ノヴェリスト）４勝，御堂筋Ｓ（芝2400ｍ），

江坂特別（芝2400ｍ），甲武特別（芝2400ｍ），○現
フローズンスタイル（牝 エピファネイア）１勝，○現

クレスコグランド（08 牡 栗 タニノギムレット）３勝，京都新聞杯-G2（芝
2200ｍ），ムーニーバレーＲＣ賞（芝2400ｍ），大阪－ハンブルクＣ 
-L３着，ダービー -G1５着，金鯱賞-G2５着。種牡馬

シャンボールフィズ（09 牝 鹿 キングカメハメハ）２勝。産駒
シャンボールロッソ（牝 *モンテロッソ）１勝，○現

ダービーフィズ（10 牡 栗 ジャングルポケット）５勝，函館記念-G3（芝
2000ｍ），府中Ｓ（芝 2000ｍ），箱根特別（芝 2400ｍ），若竹賞（芝
1800ｍ），セントライト記念-G2２着，札幌記念-G2３着

マンハッタンキング（12 牡 黒鹿 キングカメハメハ）入着，兵庫（公）２勝
インペリアルフィズ（14 牡 栗 ジャングルポケット）１勝，○現
マンハッタンガデス（18 牝 青鹿 *ノヴェリスト）未出走

*サンデーサイレンス Sunday Silence は米国産，米年度代表馬，北
米９勝，ケンタッキー ダービー -G1。本邦チャンピオンサイアー。本邦ＢＭ
Ｓチャンピオン。【ＢＭＳ：主な産駒】ドゥラメンテ（ダービー -G1），アーモン
ドアイ（ジャパンＣ-G1，牝馬三冠），ローズキングダム（ジャパンＣ-G1），ス
クリーンヒーロー（ジャパンＣ-G1），ロゴタイプ（安田記念-G1）

ロードカナロア
鹿　2008

キングカメハメハ
鹿　2001

マンハッタンフィズ
鹿　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

レディブラッサム
鹿　1996

*サトルチェンジ
Subtle Change
黒鹿　1988

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

*ラストタイクーン

Pilot Bird

Storm Bird

Terlingua

Cormorant

Super Luna

Halo

Storm Cat

Law Society

*マンファス

Wishing Well

*サラトガデュー

Santa Luciana

Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Alleged

Bold Bikini

Luciano

Suleika (16)

６月生まれとあってまだ実が入りきっていませんが、関節やフレーム
の大きさは早生まれの同期と比較しても見劣りしません。成長力に優
れた母系と、筋肉量に恵まれた産駒が多い父との配合ということから
も、将来的には平均サイズ以上に完成することでしょう。大きく張っ
たトモの造りや、放牧地での快活な姿には、爆発的な速さを武器と
した父の影響を強く感じさせます。スラリと伸びた四肢や兄姉の戦績
が示すとおり、中距離戦への適性は高そうで、スピードを活かせる
芝でこそ輝きを放てるはずです。いまなお繁栄を続ける母系のブラッ
クタイプにもう１頭、華 し々い成績を追記する準備は整いました。

ロ
ー
ド
カ
ナ
ロ
ア  

×  

マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
フ
ィ
ズ
［
牡
］

G33

牡
鹿毛

2019.6.3 生

橋口慎介厩舎 予定

マンハッタンフィズの19

社台ファーム　 生産 社台ファーム　 繋養 社台ファーム

1口75万円  （総額3,000万円）G33



全40口

｜

｜

｜
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｜

｜

｜
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*スキャットレディビーダンシング Scatladybdancing（12 Scat Dad-
dy）米国産，北米２勝，Pretty Jenny S３着。産駒
スキャッターシード（18 牝 鹿 Uncle Mo）未出走

ラ ヴィオレット La Violette（00 *コロナドズクエスト）北米１勝。産駒
ウルティマ ディー Ultima D（牝 Scat Daddy）北米１勝，Exacta Syste-

ms Juvenile Fillies S-L
フィールズ ライク フライング Feels Like Flying（騸 Pure Prize）北米

10勝，Sun Power S２着
レコンパス Lecompass（牝 Orientate）北米４勝。産駒

ジャスト デュー Just Due（騸 Due Date）北米８勝，Louisiana Cup 
Juvenile S３着

ビストロ ソワリー Bistro Soiree（騸 Ten Most Wanted）北米５勝
キット カット マン Kit Kat Man（騸 Stroll）北米３勝
ショット ザ シェリフ Shot the Sheriff（騸 Pure Prize）北米２勝
イースタン アサシン Eastern Assassin（騸 Purge）北米１勝
ティルマンズ レジェンド Tillman's Legend（牡 Orientate）北米１勝

コミカル キャット Comical Cat（85 Exceller）北米４勝，San Jose H-L
２着，ラス フローレスＨ-G3３着，ランチョ ベルナルドＨ-G3４着。産駒
キャッツ キャリア Cat's Career：北米５勝，アク アクＨ-G3，Reb's Poli-

cy H-L，Crazy Kid S３着。種牡馬
アルズ リヴァー キャット Al's River Cat：北米３勝，Tsunami Slew H。

種牡馬
キャッツ アイ ウィットネス Cat's Eye Witness：北米１勝。産駒

ノー ネイ ネヴァー No Nay Never：北米２勝，ウッドフォードＳ 
-G3，英仏２勝，モルニ賞-G1，ノーフォークＳ-G2。種牡馬

フレンドリー デイム Friendly Dame：北米２勝。産駒
*ダノンフレンドリー：南関東（公）２勝，中央２勝，岳特別

スキャット ダディ Scat Daddy は米国産，北米５勝，フロリダ ダービ
ー -G1，シャンペンＳ-G1。チリチャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】
ウィットモア（フォアゴーＳ-G1），ラ カニタ（チリ オークス -G1），マイス ケ 
ボニータ（ディアーナ大賞典-G1），エル ピカロ（チリ ポーリャ デ ポトリリョ
ス -G1），カレンブーケドール（スイートピーＳ-L，ジャパンＣ-G1２着），

ハーツクライ
鹿　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*スキャットレディビーダンシング
Scatladybdancing
栗　2012

スキャットダディ
Scat Daddy
黒鹿　2004

アイリッシュダンス
鹿　1990

ラヴィオレット
La Violette
栗　2000

Halo
Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

*カンパラ

Severn Bridge

Lyphard

My Bupers

*ヨハネスブルグ

*トニービン

*コロナドズクエスト

Wishing Well

Love Style

*ビューパーダンス

Comical Cat

*ヘネシー

Myth

Mr. Prospector

Likeable Style

*フォーティナイナー

Laughing Look

Exceller

Six Months Long (3)

父譲りの荒 し々さが前面に出た野性味あふれる表情に、プライドの
高さと勝ち気な性格がはっきりと確認できます。新緑の季節を迎え
てからは充実一途で、各パーツの骨量・筋肉量が明らかに増加し、
生まれながらにして均整のとれた馬体には強靭さが加わってきまし
た。全身をギュッと収縮させて一気に解き放つことで、瞬発力を最
大限まで高める走りをすでに体得しており、芝の中距離戦線を舞台
にその真価が発揮されることでしょう。BMSとしても高い資質を見
せ始めている母父からエッセンスを受け継いだことで、いずれは異
国にわたってのハイレベルな挑戦まで本気で考えたい１頭です。
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2019.4.6 生

池江泰寿厩舎 予定

スキャットレディビーダンシングの19

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

1口90万円  （総額3,600万円）

G34

G34



全40口
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*エスユーエフシー Esyoueffcee（98 Alzao）愛国産，英２勝，Sever-
als S-L（芝10Ｆ），Doonside Cup-L２着，Montrose S-L２着，Virginia S 
-L３着，仏入着，フィユ ド レール賞-G3４着，ヴィシー大賞典-G3４着，
北米１勝。産駒
アクート Acuto（04 騸 Highest Honor）伊１勝
ハイブリッドスター（05 牡 鹿 *ディクタット）入着，南関東（公）４勝
ミッキーパンプキン（06 牡 鹿 ダンスインザダーク）５勝，大阪城Ｓ-L

（芝1800ｍ），萩Ｓ-OP（芝1800ｍ），但馬Ｓ（芝2000ｍ），修学院Ｓ
（芝2000ｍ），函館記念-G3３着，アーリントンＣ-G3３着，アイルラ
ンドＴ-L３着，ディセンバーＳ-L３着，巴賞-L３着，福島民報杯-L
３着，シンザン記念-G3４着，毎日杯-G3４着，エプソムＣ-G3５着，
福島記念-G3５着

アーユルヴェーダ（07 牡 鹿 ダンスインザダーク）兵庫（公）２勝
インプレザリオ（08 牡 栗 ハーツクライ）２勝，ロベリア賞（芝1800ｍ）
ツクバビューティ（11 牝 栗 ゼンノロブロイ）３戦，入着。産駒

ディバインフォース（牡 *ワークフォース）２勝，横津岳特別（芝
2600ｍ），菊花賞-G1４着，○現

ステイクロース（12 騸 鹿 ステイゴールド）石川（公）６勝，○現
ルックトゥワイス（13 牡 鹿 ステイゴールド）６勝，目黒記念-G2（芝

2500ｍ，日本レコード），グレイトフルＳ（芝2500ｍ），魚沼特別（芝
2000ｍ），青嵐賞（芝2400ｍ），春日山特別（芝2000ｍ），日経新春
杯-G2２着，アルゼンチン共和国杯-G2４着，新潟大賞典-G3４着

ファミリアー Familiar（86 Diesis）英１勝。シリー リトル ママ Silly 
Little Mama（Manhattan Beach S，Cactus Cup H，Great Lady M. S-L
３着），スルーズバッグ Slewsbag（ベスト パルＳ-G2３着），アビー ヴェ
イル Abbey Vale（ラストタイクーンＳ-G3３着，King Pellinore S３着）
の祖母

アルザオ Alzao は米国産，伊仏４勝，エリントン賞-G3。【ＢＭＳ：主
な産駒】ディープインパクト（年度代表馬・２回，三冠），オージー ルールズ

（仏2000ギニー -G1），オリンピック グローリー（クイーン エリザベス二世
Ｓ-G1），ボーリン エリック（英セントレジャー -G1），エンバシー（チェヴァリ
ー パークＳ-G1），タイムパラドックス（ジャパンＣダート-JPN1）

ハーツクライ
鹿　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*エスユーエフシー
Esyoueffcee
鹿　1998

アルザオ
Alzao
鹿　1980

アイリッシュダンス
鹿　1990

ファミリアー
Familiar
栗　1986

Halo
Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

*カンパラ

Severn Bridge

Lyphard

My Bupers

Lyphard

*トニービン

Diesis

Wishing Well

Lady Rebecca

*ビューパーダンス

Lost Virtue

Northern Dancer

Goofed

Sir Ivor

Pocahontas

Sharpen Up

Doubly Sure

Cloudy Dawn

Aunt Tilt (8)

小柄に映る馬体は母系特有のもので、これはレースを重ねながら逞
しさを身につけ、ついには重賞タイトルまでも手にした半兄と共通し
ています。現状でも要所にはしっかりと筋肉をまとっていますが、父
由来の豊かな成長力も手伝い、いずれはより一層の迫力を増した姿
に変貌を遂げることでしょう。体質面での不安は微塵も感じられず、
放牧地の起伏をものともしない優れた体幹から考えても、素質の高
さは疑いようがありません。切れ味鋭いフットワークや、他馬と併せ
たさいに先頭を譲らんとする負けん気も活かして、芝の中距離戦とい
う王道を舞台に直線で豪快な末脚を繰り出す姿が目に浮かびます。
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2019.3.3 生

藤原英昭厩舎 予定

エスユーエフシーの19

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

1口65万円  （総額2,600万円）G35



全40口

サンタエヴィータ（11 Smart Strike）３勝。産駒
サンタグラシア（18 牝 栗 オルフェーヴル）未出走

*エヴィータアルゼンティーナ Evita Argentina（06 Candy Ride）米
国産，北米６勝，ラ ブレアＳ-G1，サン ヴィセンテＳ-G2，エイ グリーム
Ｈ-G2，ソレントＳ-G3，Moccasin S-L，サンタ イネスＳ-G2２着，デル マ
ー デビュータントＳ-G1４着，ボウモントＳ-G2４着，ハリウッド オー
クス -G2４着。産駒
ラレータ（牡 ダイワメジャー）３勝，○現
アルタグラシア（牝 ジャスタウェイ）１勝，○現

ジェラス ワイルドキャット Jealous Wildcat（98 Forest Wildcat）北米
３勝。産駒
エヴィータズ シスター Evita's Sister：北米２勝。産駒

シスター ネイション Sister Nation：北米３勝，Ruling Angel S，
Glorious Song S-L２着，Star Shoot S-L２着，Cincinnati Tro-
phy S２着，ベッサラビアンＳ-G2３着，シリーンＳ-G3３着

ジェラス ソード Jealous Sword（94 Crusader Sword）不出走。産駒
チャーリーズ ソード Charlie's Sword：北米４勝。産駒

カイトリン Caitlin：亜２勝，パセアナ賞-G2２着，フランシスコＪ. 
ベアスレイ賞-G2２着，フィルベルト レレナ大賞典-G1３着，
亜オークス -G1４着，エストレラス ディスタフ大賞典-G1４
着，Ｒ.＆Ｅ.フェルナンデス ゲリコ賞-G2４着

ジェラス アピール Jealous Appeal（83 Valid Appeal）北米４勝。ト
リッピ Trippi（ヴォスバーグＳ-G1，リヴァ リッジＳ-G2，トム フールＨ 
-G2），アピーリング スキーヤー Appealing Skier（ケンタッキー カッ
プ スプリントＳ-G2，ハッチスンＳ-G2），ジェラス フォーラム Jealous 
Forum（My Dear S-L，Wilderness Song S-L，マザリンＢＣＳ-G1２着），
ミス ジールスキー Miss Jealski（Shocker T. H-L）の母

スマート ストライク Smart Strike は加国産，北米６勝，フィリップＨ. 
アイスリンＨ-G1。北米チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】マイン ザ
ット バード（ケンタッキー ダービー -G1），シェアド アカウント（ＢＣフィリ
ー＆メア ターフ -G1），ファースト デュード（ハリウッド ゴールドＣ-G1），デ
ュラハン（ブルー グラスＳ-G1），ストロングリターン（安田記念-G1）

ドゥラメンテ
鹿　2012

キングカメハメハ
鹿　2001

サンタエヴィータ
栗　2011

スマートストライク
Smart Strike
鹿　1992

アドマイヤグルーヴ
鹿　2000

*エヴィータアルゼンティーナ
Evita Argentina
栗　2006

Kingmambo
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

Mr. Prospector

*サンデーサイレンス

Candy Ride

*マンファス

Classy 'n Smart

エアグルーヴ

Jealous Wildcat

Raise a Native

Gold Digger

Smarten

No Class

Ride the Rails

Candy Girl

Forest Wildcat

Jealous Sword (9)

胸が深く厳つい造りの肩周りや、筋肉の厚みが際立つ大きな臀部、
膝下や繋の短い四肢など、見るからに頑丈そうな馬体です。また、
顎張りのいい顔立ちや透明感のある瞳、そして緩やかながら安定し
た曲線を描く成長度合いなど、同時期の母とそっくりな健やかさも頼
もしい点と言えます。瞬く間に加速していく走りはリズミカルで重心
にもブレがなく、運動神経のよさを活かした機動性抜群のレース巧
者として活躍することでしょう。堂 と々して落ち着きのある気性の持
ち主ですが、秘めたる闘争心には父譲りの荒 し々さも垣間見え、接
戦のゴール前で力を絞りだす勇ましきハートも受け継いだようです。
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2019.3.1 生

西村真幸厩舎 予定

サンタエヴィータの19

白老ファーム　 生産 白老ファーム　 繋養 白老ファームYearling

1口55万円  （総額2,200万円）

G36

G36



全40口
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*シーフロント Sea Front（11 Le Havre）仏国産，仏５勝，Prix Mau-
rice Zilber-L（芝1600ｍ），同２着，Prix Miss Satamixa-L２着，ベルトラ
ン デュ ブルイユ賞-G3３着，Prix Luthier-L３着，ジャン ロマネ賞-G1
４着，Prix Lyphard-L４着。産駒
フォルテデイマルミ（18 牡 黒鹿 オルフェーヴル）未出走

フリーダム ハーセルフ Freedom Herself（99 Freedom Cry）不出
走。産駒
グラッティーズ Glatteis（騸 Verglas）仏４勝，独１勝
ラーモント Larmont（騸 Kendor）仏３勝
マポウ Mapow（牝 Kendor）仏１勝

リディーム ハーセルフ Redeem Herself（82 General Assembly）愛
３勝，Extended H-L２着，Barronstown Stud S-L２着。産駒
メディエイション Mediation：愛３勝，Derrinstown Stud 1000 Guineas 

Trial-L，コンコルドＳ-G3３着，キラヴーランＳ-G3３着，北米２勝，
ジェニー ワイリーＳ-G3２着。産駒
ゴー ビトウィーン Go Between：北米８勝，パシフィック クラシッ

クＳ-G1，ヴァージニア ダービー -G2，ファイエットＳ-G3，パ
ーム ビーチＳ-G3，Unbridled Breeders' Cup H-L

ゴー アラウンド Go Around：北米４勝，Tampa Turf Classic S
イクストリーム ビューティ Extreme Beauty：英２勝，チェリー ヒ

ントンＳ-G2３着
テイク マイ プレッジ Take My Pledge：不出走。産駒

シーア テンビー Sheer Tenby：仏１勝，愛６勝，McDonogh H-L，
愛障１勝

ワード オブ コート Ward of Court：不出走。産駒
ワード ハント Ward Hunt：独５勝，北米２勝，Paradise Mile H-L，

Henry P. Russell H

ル アーヴル Le Havre は愛国産，仏４勝，仏ダービー -G1。主な産
駒：*アヴニールセルタン（仏オークス -G1，仏1000ギニー -G1），*ラクレソ
ニエール（仏オークス -G1，仏 1000ギニー -G1），ヴィラ マリナ（オペラ賞
-G1），シュエドワ（キーンランド ターフ マイルＳ-G1），プールヴィル（フィリ
ーズレビュー -G2）。【ＢＭＳ：主な産駒】デゼル（スイートピーＳ-L）

ダイワメジャー
栗　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*シーフロント
Sea Front
鹿　2011

ルアーヴル
Le Havre
鹿　2006

スカーレットブーケ
栗　1988

フリーダムハーセルフ
Freedom Herself
鹿　1999

Halo
Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Northern Dancer

Lady Victoria

Crimson Satan

Consentida

Noverre

*ノーザンテースト

Freedom Cry

Wishing Well

Marie Rheinberg

*スカーレットインク

Redeem Herself

Rahy

*ダンスールファビュルー

Surako

Marie d'Argonne

*ソヴィエトスター

Falling Star

General Assembly

Redowa (9)

背中を巧みに使ったキャンターは機能性に優れ、盛んな前進気勢
が相乗効果をもたらすことで、加速力とスピード能力の最大値が別
次元の領域です。造りが正確でしっかりとした骨格を備える馬体は、
張りのある筋肉を適度にまとい、軽すぎず重すぎずの絶妙なバラン
スを誇ります。他馬を凌駕する運動量を確保しながらも、安定した
コンディションを保てるほどに体質の強化が進んでおり、父由来の
丈夫さまでうかがえるようになりました。母父から欧州の底力を匂わ
せる血統背景や、ひと際優れたデキ映えからも多大な期待が寄せら
れるのは当然で、目指すはズバリ『ベストマイラー』の称号です。
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牡
栗毛

2019.3.7 生

中内田充正厩舎 予定

シーフロントの19

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

1口100万円  （総額4,000万円）G37



全40口
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｜

*トップライナーⅡ Topliner（02 *サンダーガルチ）米国産，不出走。
産駒
スター ビリング Star Billing（08 牝 Dynaformer）北米３勝，メイトリ

アークＳ-G1（芝８Ｆ），セニョリータＳ-G3（芝８Ｆ），デル マー オ
ークス -G1２着，クレメントＬ.ハーシュＳ-G1２着，ハニムーンＨ 
-G2２着，アメリカン オークス -G1３着

スタージラ Starzilla（10 騸 Rock Hard Ten）北米１勝
スクリーン ゴッデス Screen Goddess（11 牝 Giant's Causeway）北米

１勝。産駒
*アメリカンフェイス（牡 Tapit）１勝，○現

ステラーインパクト Stellar Impact（15 牝 鹿 ディープインパクト）入
着，豪３勝

トスアップ（16 牝 栗 ジャスタウェイ）１勝，アルテミスＳ-G3５着，○現
ウェイトゥザトップ（17 牡 栗 ジャスタウェイ）１勝，○現

トゥ ザ ハント To the Hunt（85 Relaunch）北米５勝，ネクスト ムー
ヴＨ-G3２着，レア トリートＨ-G3３着，My Charmer S３着。産駒
ステラー ジェイン Stellar Jayne（牝 *ワイルドラッシュ）北米９勝，マ

ザー グースＳ-G1，ラフィアンＨ-G1，ガゼルＨ-G1，トップ フライ
トＨ-G2，ドッグウッドＢＣＳ-G3，Pocahontas S-L

スターラー Starrer（牝 Dynaformer）北米６勝，サンタ マルガリータ
招待Ｈ-G1，サンタ マリアＨ-G1。アンクル ベニー Uncle Benny

（Futurity S-L，ＢＣジュヴェナイル ターフ -G1２着）の祖母
エマージング グローリー Emerging Glory（牝 Smarten）北米１勝。ザ 

メイレット The Mailet（ミエスクＳ-G3）の母，ドントメスウィズジ
ョアン Dontmesswithjoanne（Red Camelia S）の祖母

タリー ホウ アニー Tally Ho Annie（牝 Capote）北米３勝。カイリアキ 
Kyriaki（Treasure Chest S-L，セニョリータＳ-G3３着）の祖母

*サンダーガルチ Thunder Gulch は米国産，米３歳牡馬チャンピオ
ン，北米９勝，ケンタッキー ダービー -G1。北米チャンピオンサイアー。【Ｂ
ＭＳ：主な産駒】バイエルン（ＢＣクラシック-G1），*ラブリーマリア（ケンタ
ッキー オークス -G1），プレースカハ（愛1000ギニー -G1），ムシャウィッシュ

（ドンＨ-G1），サンライズノヴァ（マイルチャンピオンシップ南部杯-JPN1）

ダイワメジャー
栗　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*トップライナーⅡ
Topliner
栗　2002

*サンダーガルチ
Thunder Gulch
栗　1992

スカーレットブーケ
栗　1988

トゥザハント
To the Hunt
芦　1985

Halo
Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Northern Dancer

Lady Victoria

Crimson Satan

Consentida

Gulch

*ノーザンテースト

Relaunch

Wishing Well

Line of Thunder

*スカーレットインク

Royal Advocator

Mr. Prospector

Jameela

Storm Bird

Shoot a Line

In Reality

Foggy Note

Majestic Prince

Precious Elaine (4）

どっしりと安定した骨格、張りのある量感たっぷりな筋肉をまとった
栗毛の馬体、さらには太い流星が印象的な顔などを見れば、名前
を聞かずとも父の姿がくっきりと思い浮かぶはずです。前肢のさばき
が力強く、回転の速いピッチ走法で一気に加速するダッシュの鋭さは
特筆すべきものがあります。一瞬でトップギアへと到達する脚力が他
の追随を許さない圧倒的なスピードを生み出しており、スタートを決
めて一気に押し切る豪快な走りがイメージできます。運動量の増加
に伴い筋肉の厚みは一段と増してきました。パワフルな完成形を想
像すると、芝はもとよりダートでの活躍までも期待したくなる逸材です。
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2019.2.22 生

高橋康之厩舎 予定

トップライナーⅡの19

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

1口50万円  （総額2,000万円）

G38

G38



全40口
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コードネーム（99 *サンデーサイレンス）３勝，伊万里特別（芝1200
ｍ）。産駒
シナノネージュ（06 牝 鹿 *フレンチデピュティ）４戦。産駒

ブランネージュ（牝 *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

ボンナヴァン（牡 *シンボリクリスエス）３勝
エアフュージョン（07 牝 青鹿 *シンボリクリスエス）１勝
エアギベオン（08 騸 青鹿 *シンボリクリスエス）１勝，佐賀（公）９勝，岩

手（公）１勝
コーディリア（09 牝 青 *シンボリクリスエス）３勝，古町特別（芝1800

ｍ）
サクセスコード（11 牡 黒鹿 *ファスリエフ）南関東○交１勝，高知（公）11

勝，だるま夕日賞２着，同４着，南関東（公）７勝，○現
クレバーフォース（12 騸 黒鹿 メイショウサムソン）石川（公）８勝
マスターコード（14 牡 黒鹿 *ハービンジャー）３勝，白川特別（芝2400

ｍ），駒ヶ岳特別（芝2600ｍ），○現
エイリアス（17 牡 鹿 ロードカナロア）１勝，○現
ヴィジュネル（18 牡 青鹿 *マクフィ）未出走

*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。産駒
ハットトリック（牡 *サンデーサイレンス）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，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（牡 *フレンチデピュティ）豪７勝，
MRC Anniversary Vase-L３着

*サンデーサイレンス Sunday Silence は米国産，米年度代表馬，北
米９勝，ケンタッキー ダービー -G1。本邦チャンピオンサイアー。本邦ＢＭ
Ｓチャンピオン。【ＢＭＳ：主な産駒】ドゥラメンテ（ダービー -G1），アーモン
ドアイ（ジャパンＣ-G1，牝馬三冠），ローズキングダム（ジャパンＣ-G1），ス
クリーンヒーロー（ジャパンＣ-G1），ロゴタイプ（安田記念-G1）

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

ダンシリ
Dansili
黒鹿　1996

コードネーム
青鹿　1999

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

ペナンパール
Penang Pearl
鹿　1996

*トリッキーコード
Tricky Code
青鹿　1991

*デインヒル
Danzig

Razyana

Kahyasi

Kerali

Arctic Tern

Beaune

Shareef Dancer

Sauceboat

Halo

Bering

Lost Code

Hasili

Wishing Well

Guapa

Dam Clever

Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Codex

Loss or Gain

Damascus

Clever Bird (1）

初めての冬を乗り越え、草木の芽吹きとともに健やかな成長を続け
る本馬の可能性に、想像力がかき立てられます。心肺機能の高さを
示唆する深い胸を有し、発達の目覚ましい筋肉によって描かれるコ
ントラストが薄い皮膚をとおして浮かびあがります。とりわけ容積の
大きな肩とトモ脚は、円熟期を迎えコンスタントに活躍馬を輩出し続
ける父から授かった強みです。前肢のかき込みや後肢の蹴り上げに
は、馬体サイズ以上のすごみと躍動感が満ちあふれており、推進力
への変換にも無駄がありません。旺盛な前進気勢はそのままに、高
い学習意欲も頼もしく、堅実派にとどまらない活躍を期待しています。
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黒鹿毛

2019.5.25 生

吉村圭司厩舎 予定

コードネームの19

追分ファーム　 生産 白老ファーム　 繋養 白老ファームYearling

1口60万円  （総額2,400万円）G39



全40口
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マラムデール（11 *フレンチデピュティ）３勝，六波羅特別（芝1600
ｍ），紅梅Ｓ-OP２着，愛知杯-G3４着。産駒
マラムコーブ（18 牝 鹿 ロードカナロア）未出走

フサイチエアデール（96 *サンデーサイレンス）５勝，４歳牝馬特別
（西）-JPN2，ダービー卿チャレンジＴ-JPN3，シンザン記念-JPN3，マーメ
イドＳ-JPN3，桜花賞-JPN1２着，エリザベス女王杯-JPN1２着（２回），
４歳牝馬特別（東）-JPN2２着，ローズＳ-JPN2２着，府中牝馬Ｓ-JPN3３
着，オークス -JPN1５着，秋華賞-JPN1５着。産駒
フサイチリシャール（牡 *クロフネ）最優秀２歳牡馬，５勝，朝日杯フ

ューチュリティＳ-JPN1，阪神Ｃ-JPN2，東京スポーツ杯２歳Ｓ 
-JPN3，萩Ｓ-OP，スワンＳ-G2２着，スプリングＳ-JPN2２着，共同
通信杯-JPN3２着，神戸新聞杯-JPN2４着。種牡馬

ライラプス（牝 *フレンチデピュティ）３勝，クイーンＣ-JPN3，スイート
ピーＳ-L，デイリー杯２歳Ｓ-JPN2２着，福島牝馬Ｓ-JPN3２着，ロ
ーズＳ-JPN2３着，南関東○交入着，マリーンＣ-JPN3３着。産駒
プロクリス（牝 キングカメハメハ）４勝，山中湖特別，臥牛山特別

ビーチサンバ（牝 *クロフネ）１勝，ローズＳ-G2２着，クイーンＣ-G3２
着，アルテミスＳ-G3２着，阪神ジュベナイルフィリーズ -G1３着，
阪神牝馬Ｓ-G2４着，桜花賞-G1５着，秋華賞-G1５着，○現

サイオン（牡 *クロフネ）５勝，高瀬川Ｓ，エルムＳ-G3５着，南関東（公）１
勝，フジノウェーブ記念３着，川崎記念-JPN1５着

ゼンノルジェロ（牡 *シンボリクリスエス）４勝，カウントダウンＳ
インヘリットデール（牝 ルーラーシップ）３勝，ジングルベル賞
グリッターカーラ（牝 *フレンチデピュティ）入着，北海道（公）２勝。産駒

ジャポニカーラ（牝 ジャングルポケット）３勝，国分寺特別
アステリオン（牝 *フレンチデピュティ）入着。産駒

スタンサンセイ（牡 *ワークフォース）２勝，○現

*フレンチデピュティ French Deputy は米国産，北米４勝，ジェロー
ムＨ-G2。【ＢＭＳ：主な産駒】マカヒキ（ダービー -G1），ショウナンパンドラ

（ジャパンＣ-G1），レインボーライン（天皇賞・春-G1），ゴールドドリーム（チ
ャンピオンズＣ-G1，フェブラリーＳ-G1），マイネルホウオウ（ＮＨＫマイル
Ｃ-G1），アンジュデジール（ＪＢＣレディスクラシック-JPN1）

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

ダンシリ
Dansili
黒鹿　1996

マラムデール
栗　2011

*フレンチデピュティ
French Deputy
栗　1992

ペナンパール
Penang Pearl
鹿　1996

フサイチエアデール
黒鹿　1996

*デインヒル
Danzig

Razyana

Kahyasi

Kerali

Arctic Tern

Beaune

Shareef Dancer

Sauceboat

Deputy Minister

Bering

*サンデーサイレンス

Hasili

Mitterand

Guapa

*ラスティックベル

Vice Regent

Mint Copy

Hold Your Peace

Laredo Lass

Halo

Wishing Well

Mr. Prospector

Ragtime Girl (20)

成長真っただ中を示すトモ高の中型サイズですが、両親から受け継ぐ
大きな関節と太い管骨は、これから筋肉量が増す上体を支えるのに
十分な造りです。立派な胸前と容積のある胴回りは心肺機能の発達
を推測させ、柔軟性に富んだ繋が生み出す軽快でスナップの利いた
歩様を見ていると、芝コースで距離が延びるほどに無類の強さを発揮
するであろうという思いが深まります。さらには、一代にしてブラックタ
イプを埋め尽くした祖母由来の卓越した資質を受け継ぐ母と、距離や
馬場を問わない大物を続 と々輩出する父との配合に、一発の予感ま
でも漂います。馬体派も血統派も唸らせる魅力たっぷりな１頭です。
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2019.3.25 生

森田直行厩舎 予定

マラムデールの19

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

1口50万円  （総額2,000万円）

G40

G40
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リープオブフェイス（07 *クロフネ）３勝。産駒
ファームフェイス（14 牝 鹿 *タートルボウル）３勝
クレデンザ（17 牝 芦 キングカメハメハ）１勝，○現
ルーリング（18 牡 鹿 ルーラーシップ）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，
兵庫・石川○交入着，兵庫チャンピオンシップ -JPN2３着，白山大賞
典-JPN3５着，障２勝，小倉サマージャンプ

ダンスメーカー（牡 *エンパイアメーカー）１勝，○現
ヌチバナ（牝 キングカメハメハ）入着，東海（公）２勝。産駒

ギャラクシーソウル（牝 *クロフネ）１勝，○現
*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
秀馬，中央・南関東・岩手○交８勝，フェブラリー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，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

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

*クロフネは米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート
-JPN1。【ＢＭＳ：主な産駒】クロノジェネシス（秋華賞-G1），ノームコア（ヴ
ィクトリアマイル -G1），ノーヴァレンダ（全日本２歳優駿-JPN1），ベンジニ

（ＢＲＣブリスベンＣ-G2），リオンリオン（セントライト記念-G2），シャイニ
ングレイ（ホープフルＳ-G2），カラフルデイズ（関東オークス -JPN2）

エピファネイア
鹿　2010

*シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿　1999

リープオブフェイス
芦　2007

*クロフネ
Kurofune
芦　1998

シーザリオ
青　2002

ラバヤデール
鹿　2000

Kris S.
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

*フレンチデピュティ

スペシャルウィーク

*サンデーサイレンス

Tee Kay

*ブルーアヴェニュー

*キロフプリミエール

*ニキーヤ

Deputy Minister

Mitterand

Classic Go Go

Eliza Blue

Halo

Wishing Well

Nureyev

Reluctant Guest (9)

初年度から無敗の二冠馬を輩出した父の勢いそのままに、本馬もま
たクラシックロードを歩むにふさわしい逸材です。深い胸と大きな臀
部によって形成された馬体は均整がとれているうえ、気品にも満ちあ
ふれています。頑健な脚元を活かして夜間放牧を順調に重ねること
で基礎体力がつき、持ち前のタフネスぶりに磨きがかかってきました。
リズミカルな歩きからキャンターへの移行はじつに滑らかで、スピー
ドに乗ったときのパワーみなぎる走りは目を奪われるほどです。人と
スムーズに意思を通わせる聡明さも兼ね備えており、どのような状況
にも対応できる自在性を武器に堂 と々先頭でゴールを駆け抜けます。
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2019.4.11 生

寺島良厩舎 予定

リープオブフェイスの19

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

1口50万円  （総額2,000万円）G41



全40口
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トップモーション（06 *シンボリクリスエス）入着。産駒
トゥルーモーション（11 牝 青鹿 ゼンノロブロイ）入着，南関東（公）３勝
ディリジェンテ（12 牝 栗 ステイゴールド）２勝
モートゥス（15 牡 黒鹿 ディープブリランテ）岩手○交１勝，高知（公）１勝，

○現
ジェットモーション（16 騸 黒鹿 ハーツクライ）１勝，○現
レッドヴェロシティ（18 牡 黒鹿 ワールドエース）未出走

プロモーション（94 *ヘクタープロテクター）３勝，クイーンＳ-JPN3，
ＢＳＮオープン -OP，クイーンＣ-JPN3２着，ディセンバーＳ-OP２着，
韓国馬事会杯-OP３着，六甲Ｓ-OP３着，オークス -JPN1４着，エリザベ
ス女王杯-JPN1４着，新潟大賞典-JPN3４着，北九州記念-JPN3４着，
新潟記念-JPN3４着，フェアリーＳ-JPN3４着。産駒
アドマイヤメイン（牡 *サンデーサイレンス）４勝，青葉賞-JPN2，毎日

杯-JPN3，ダービー -JPN1２着，菊花賞-JPN1３着。種牡馬
アドマイヤバラード（牡 ハーツクライ）４勝，箱根特別，駒ヶ岳特別，メ

トロポリタンＳ-L３着
トップセラー（牝 スペシャルウィーク）３勝，本栖湖特別，スイートピー

Ｓ-L３着。産駒
レジェンドセラー（騸 ルーラーシップ）４勝，オリオンＳ，横津岳特

別，芙蓉Ｓ-L２着，○現
プライムセラー（騸 カンパニー）４勝，九十九里特別，瓢湖特別
クロスセル（牝 ルーラーシップ）２勝，水仙賞，○現
レーガノミクス（牡 ロードカナロア）１勝，奥尻特別，○現

アドマイヤプリンス（牡 アグネスタキオン）３勝，三木特別，白藤賞
プロミネント（牝 *タイキシャトル）４戦，入着。産駒

モアナ（牝 *キンシャサノキセキ）５勝，秋風Ｓ，東雲賞
ミトノマルーン（牡 ロードカナロア）２勝，○現

*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）

ジャスタウェイ
鹿　2009

ハーツクライ
鹿　2001

トップモーション
青鹿　2006

*シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿　1999

シビル
鹿　1999

プロモーション
鹿　1994

*サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

*トニービン

*ビューパーダンス

Icecapade

Bushel-n-Peck

Mo Exception

Double Wiggle

Kris S.

Wild Again

*ヘクタープロテクター

アイリッシュダンス

Tee Kay

*シャロン

*アサーション

Roberto

Sharp Queen

Gold Meridian

Tri Argo

Woodman

Korveya

Assert

Yes Please (13)

スケール感あふれる産駒を送り出すプロモーション系の特長を見事に
継承した馬体の持ち主で、伸びやかな骨格と滑らかな関節の動きが織
りなす脚さばきはじつにスムーズです。放牧地を駆けるフォームはスト
ライドが大きく、滞空時間の長い悠 と々したものですが、僚馬に並ぶ
スキを与えないほど一瞬で走り抜けていく姿に豊かなスピードが見てと
れ、馬格のみならず動きでも存在感を誇示しています。一完歩ごとに
加速する脚色からは不利の少ない広いコースが最適で、ペースが落ち
着く中距離以上の舞台が合いそうです。晩成型の母系に成長力ある父
系という掛け合わせから、右肩上がりのキャリアを思い描いています。
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2019.4.4 生

坂口智康厩舎 予定

トップモーションの19

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

1口45万円  （総額1,800万円）

G42

G42



全40口

｜

シーリーコート（04 Distorted Humor）２勝。産駒
シーリーヴェール（11 牡 青鹿 マンハッタンカフェ）２勝，高知（公）４勝，○現
イーデンホール（12 牡 栗 ゴールドアリュール）５勝，高瀬川Ｓ（Ｄ1400

ｍ），ドンカスターＣ（Ｄ1400ｍ），ヒヤシンスＳ-L２着，栗東Ｓ-L３着
シークザフューチャ（13 牝 栗 ゼンノロブロイ）２勝
シーアフェアリー（15 牝 栗 オルフェーヴル）入着，東海（公）４勝，○現
チェスターコート（16 牡 栗 オルフェーヴル）入着，岩手（公）６勝，○現
トーセンインパルス（18 牡 黒鹿 ディープインパクト）未出走

*シーリール Sea Reel（98 Sea Hero）米国産，北米４勝，Bustles 
and Bows S-L，ソレントＳ-G2２着，ランダルーシＳ-G3２着，エル エン
シノＳ-G2３着，Bangles and Beads S-L３着，デル マー デビュータン
トＳ-G1４着，オーク リーフＳ-G1５着。産駒で勝馬は１頭のみ

リール スペシャル ベル Reel Special Belle（90 Reel On Reel）北
米５勝，Michigan Sire S，White Lace S，Sickle's Image S，Regret S，
Belle Isle S２着，Michigan Oaks２着，Michigan Juvenile Fillies S２
着，Temptress S２着，Ann Arbor S３着。産駒
スパークリー シューズ Sparkly Shoes：北米10勝
アウト オブ ヒア Out of Here：北米８勝
ワークインオンザレイルロード Workinonthrailroad：北米８勝

アイム ア ベル レイザー I'm a Bell Raiser（82 I'ma Hell Raiser）北
米２勝。産駒
ファン レイザー Fun Raiser：北米10勝

ベルヴァルデ Bellevarde（71 Herbager）不出走。産駒
ドリル Drill：北米３勝

タスマ Tasma（57 Crafty Admiral）北米６勝。ソイ ヌメロ ウノ Soy 
Numero Uno（フューチュリティＳ-G1，オークローンＨ-G2），*ノーレ
アセ No Le Hace（アーカンソー ダービー）の母

ディストーティド ヒューマー Distorted Humor は米国産，北米８勝，
カマンウェルスＢＣＳ-G2。北米チャンピオンサイアー。北米ＢＭＳチャン
ピオン。【ＢＭＳ：主な産駒】アロゲイト（ＢＣクラシック-G1），*モーニン（フ
ェブラリーＳ-G1），コンスティチューション（フロリダ ダービー -G1），ガラナ

（エイコーンＳ-G1），イレイト（アラバマＳ-G1）

モーリス
鹿　2011

スクリーンヒーロー
栗　2004

シーリーコート
栗　2004

ディストーティドヒューマー
Distorted Humor
栗　1993

メジロフランシス
鹿　2001

*シーリール
Sea Reel
芦　1998

*グラスワンダー
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

*フォーティナイナー

*カーネギー

Sea Hero

ランニングヒロイン

Danzig's Beauty

メジロモントレー

Reel Special Belle

Mr. Prospector

File

Danzig

Sweetest Chant

*ポリッシュネイビー

Glowing Tribute

Reel On Reel

I'm a Bell Raiser (3)

逞しい胸前を中心とした立派な前躯、容積十分なトモなど、随所に
父の特徴や素質の片鱗をうかがわせます。一方で母の産駒らしく、
現状ではまだ薄手な箇所を残し、横よりも縦への成長が目立ちます。
今後厳しい鍛錬を重ねれば、オープン馬まで上りつめた兄同様、厚
みの増した馬体に変貌を遂げることでしょう。伸縮性に富んだ背中
や可動域の広い四肢を活かしたフットワークはあまりに豪快で、激し
い運動の後でさえも涼しい表情を保っているように、優秀な心肺機
能もウリのひとつです。その持久力に長けた走りや血統背景から、芝・
ダートや距離までも問わないオールマイティな活躍を予感させます。
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2019.3.27 生

松下武士厩舎 予定

シーリーコートの19

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

1口55万円  （総額2,200万円）G43
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*ウミラージ Umirage（05 Monsun）英国産，独１勝，フェールホファ
ー牝馬賞-G3３着，Mulheimer Ladies' Cup-L３着，仏入着，ポモーヌ賞
-G2４着。産駒
ヴォルケンクラッツ（11 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ）３勝，高知（公）７勝
ウムブルフ（13 牡 青鹿 ディープインパクト）４勝，湾岸Ｓ（芝2200ｍ），

札幌日刊スポーツ杯（芝2600ｍ），京成杯-G3５着
ウルラーレ（14 牡 栗 ハーツクライ）障１勝
ウルクラフト（16 牝 黒鹿 ディープインパクト）２勝，○現
ウルスラ（17 牝 栗 オルフェーヴル）入着，○現
ウルランテ（18 牡 栗 ドゥラメンテ）未出走

ウンガリン Ungarin（99 Goofalik）独２勝。産駒
ウスティラゴ Ustilago（騸 Lando）仏２勝，Prix Matchem-L３着，伊１

勝，ベルギー１勝
ウスティナ Ustina（83 Star Appeal）独２勝，Preis der Landeshaup-

tstadt Munchen-L，Preis von Koln-L２着。産駒
ウンガロ Ungaro：独伊９勝，ドイツ賞-G1（２回），ＥＬＥポカル エルド

ガス賞-G1，ミラノ大賞典-G1，同２着，独セントレジャー -G2，フリ
ューヤールス ドライヤーリゲン賞-G3，Excelsior Hotel Ernst-Cr-
iterium-L，伊ダービー -G1２着，ゲルゼンキルヒナー ポカル -G1２
着，ジョッキー クラブ大賞典-G1３着。種牡馬

ウスティモナ Ustimona：独１勝，独オークス -G2３着，伊入着，リディア 
テシオ賞-G2２着。産駒
ウスベケ Usbeke：独仏16勝，Prix du Ranelagh-L

ウニヴェルスス Universus：独１勝，フュルシュテンベルク レンネン
-G3２着，Grosser Preis der Stadtsparkasse Dortmund-L３着

アッパー クラス Upper Class：独８勝，WGZ Bank-Preis Munster-L２
着，伊入着，Premio Duca d'Aosta-L２着，スイス１勝

モンズーン Monsun は独国産，独12勝，オイロパ賞-G1（２回），アラ
ル ポカル -G1。独チャンピオンサイアー。独ＢＭＳチャンピオン。【ＢＭＳ：
主な産駒】ヴァルトガイシュト（凱旋門賞-G1），シー ザ ムーン（独ダービー
-G1），パストリウス（独ダービー -G1），ラッキー スピード（独ダービー -G1），
*ナイトマジック（独オークス -G1），ソウルスターリング（オークス -G1）

モーリス
鹿　2011

スクリーンヒーロー
栗　2004

*ウミラージ
Umirage
黒鹿　2005

モンズーン
Monsun
黒鹿　1990

メジロフランシス
鹿　2001

ウンガリン
Ungarin
鹿　1999

*グラスワンダー
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

Konigsstuhl

*カーネギー

Goofalik

ランニングヒロイン

Mosella

メジロモントレー

Ustina

Dschingis Khan

Konigskronung

Surumu

Monasia

Lyphard

Alik

Star Appeal

Unwetter (14)

均整を保持しながら堅実で奥深い成長曲線を描くのは、ドイツ牝系
の伝統的特性で、小ぶりな現時点でも体質が強く健全です。さらに
眼光鋭い凛とした面相やシャープな首つき、そして張りのある漆黒の
皮膚にもファミリーならではの精悍な個性が表れています。緩急自在
に駆け回るフットワークには天性の運動センスが見てとれ、毎日を過
ごす放牧群のなかでも、滑らかな所作や軽快なステップは際立って
います。適切な状況判断ができる賢明さと、大柄なライバルへも闘
志をあらわにする度胸のよさが頼もしく、メイントラックの長い直線、
底力勝負になればなるほど強心臓ぶりを発揮してくれることでしょう。
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2019.3.2 生

吉村圭司厩舎 予定

ウミラージの19

白老ファーム　 生産 白老ファーム　 繋養 白老ファームYearling

1口45万円  （総額1,800万円）

G44

G44
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ヴェイルドクリス（05 *シンボリクリスエス）２勝，東海○交１勝。産駒
ヴェイルドスケール（12 牡 鹿 ダイワメジャー）１勝，南関東（公）４勝
ホウオウクリスティ（16 牝 黒鹿 ハーツクライ）２勝，○現
オメガデラックス（17 騸 黒鹿 ダイワメジャー）入着，○現
ウエイトジャッジ（18 牡 黒鹿 ダイワメジャー）未出走

ビハインドザマスク（96 *ホワイトマズル）10勝，スワンＳ-JPN2，セ
ントウルＳ-JPN3，京都牝馬Ｓ-JPN3，都大路Ｓ-OP，北九州短距離Ｓ 
-OP，小倉日経オープン -OP，ストークＳ，祇園特別，マイルチャンピオン
シップ -JPN1４着，安田記念-JPN1５着，阪神牝馬Ｓ-JPN2５着。産駒
オメガヴェンデッタ（騸 ゼンノロブロイ）５勝，函館日刊スポーツ杯，雲

雀Ｓ，阪急杯-G3２着，スワンＳ-G2３着，京王杯スプリングＣ-G2
３着，マーガレットＳ-L３着，ジュニアＣ-OP３着

マスクトヒーロー（牡 ハーツクライ）北海道（公）２勝，中央５勝，師走Ｓ 
-OP，北総Ｓ，多摩川特別，ポルックスＳ-OP２着，マーチＳ-G3３着

シュガーヴァイン（牝 アグネスタキオン）３勝，紫川特別，巌流島特別
アメーリア（牝 スペシャルウィーク）入着，東海（公）２勝。産駒

サンライズソア（牡 *シンボリクリスエス）中央・東海○交５勝，平安
Ｓ-G3，同５着，名古屋大賞典-JPN3，青竜Ｓ-OP，樅の木賞，武
蔵野Ｓ-G3２着，仁川Ｓ-L２着，チャンピオンズＣ-G1３着，Ｊ
ＢＣクラシック-JPN1３着，シリウスＳ-G3３着，ユニコーン
Ｓ-G3３着，ブラジルＣ-L３着，ラジオ日本賞-OP３着，南関東
○交入着，ジャパンダートダービー -JPN1２着，○現

ルドルフィーナ（牡 *シンボリクリスエス）３勝，高知（公）２勝，○現
マスクオフ（牝 ディープインパクト）１勝。産駒

ルイジアナママ（牝 エイシンフラッシュ）２勝，○現
*ヴァインゴールド Vain Gold（79 Mr. Prospector）米国産，北米３

勝，ガーデニアＳ-G3。コイウタ（ヴィクトリアマイル -JPN1）の祖母

*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）

キタサンブラック
鹿　2012

ブラックタイド
黒鹿　2001

ヴェイルドクリス
青鹿　2005

*シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿　1999

シュガーハート
鹿　2005

ビハインドザマスク
鹿　1996

*サンデーサイレンス
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

Kris S.

サクラバクシンオー

*ホワイトマズル

*ウインドインハーヘア

Tee Kay

オトメゴコロ

*ヴァインゴールド

Roberto

Sharp Queen

Gold Meridian

Tri Argo

*ダンシングブレーヴ

Fair of the Furze

Mr. Prospector

Chancy Dance (4)

同期の牝馬に比べて肩と腰の幅が大きく、月齢から考えれば中型以
上のサイズで、父の影響が色濃く出ている印象です。薄い皮膚から
は基礎代謝の高さがひと目で分かり、筋質のよさも際立たせていま
す。関節部の動きは滑らかでクッション性に富んでおり、芝への適
性は明らかと言えるでしょう。人の指示を素直に受け入れる従順な
メンタルの持ち主で、レースでの折り合いに不安はありません。どの
ようなコース形態にも柔軟に対応し、マイル～ 2000mの舞台で好
勝負を望めると見ています。血統的にも豊かな成長力の後押しを受
けて、古牝馬重賞レースの常連をぜひとも目指したい１頭です。
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2019.4.21 生

荒川義之厩舎 予定

ヴェイルドクリスの19

社台ファーム　 生産 社台ファーム　 繋養 社台ファーム

1口45万円  （総額1,800万円）G45



全40口

*エヴィータアルゼンティーナ Evita Argentina（06 Candy Ride）米
国産，北米６勝，ラ ブレアＳ-G1（ＡＷ７Ｆ），サン ヴィセンテＳ-G2（Ａ
Ｗ７Ｆ），エイ グリームＨ-G2（ＡＷ７Ｆ），ソレントＳ-G3（ＡＷ6.5Ｆ），
Moccasin S-L（ＡＷ７Ｆ），サンタ イネスＳ-G2２着，デル マー デビュ
ータントＳ-G1４着，ボウモントＳ-G2４着，ハリウッド オークス -G2４
着。産駒
サンタエヴィータ（11 牝 栗 Smart Strike）３勝
ラレータ（14 牡 栗 ダイワメジャー）３勝，○現
アルタグラシア（17 牝 鹿 ジャスタウェイ）１勝，○現
レコレータ（18 牝 栗 ハーツクライ）未出走

ジェラス ワイルドキャット Jealous Wildcat（98 Forest Wildcat）北米
３勝。産駒
エヴィータズ シスター Evita's Sister（牝 Candy Ride）北米２勝。産駒

シスター ネイション Sister Nation（牝 Into Mischief）北米３勝，
Ruling Angel S，Glorious Song S-L ２ 着，Star Shoot S-L ２
着，Cincinnati Trophy S２着，ベッサラビアンＳ-G2３着，シ
リーンＳ-G3３着

ジェラス ソード Jealous Sword（94 Crusader Sword）不出走。産駒
チャーリーズ ソード Charlie's Sword：北米４勝。産駒

カイトリン Caitlin：亜２勝，パセアナ賞-G2２着，フランシスコＪ. 
ベアスレイ賞-G2２着，フィルベルト レレナ大賞典-G1３着，
亜オークス -G1４着，エストレラス ディスタフ大賞典-G1４
着，Ｒ.＆Ｅ.フェルナンデス ゲリコ賞-G2４着

ジェラス アピール Jealous Appeal（83 Valid Appeal）北米４勝。トリ
ッピ Trippi（ヴォスバーグＳ-G1），アピーリング スキーヤー Appeali-
ng Skier（ケンタッキー カップ スプリントＳ-G2），ジェラス フォーラ
ム Jealous Forum（My Dear S-L，マザリンＢＣＳ-G1２着）の母

キャンディ ライド Candy Ride は亜国産，亜・北米６勝，パシフィッ
ク クラシック-G1，サン イシドロ大賞典-G1。北米総合・２歳チャンピオン
サイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】ホグ クリーク ハッスル（ウッディ スティーヴ
ンスＳ-G1），スポーティング チャンス（ホープフルＳ-G1），オーヴァー ナイト

（Ｏ.Ｓ.Ａ.Ｆ.賞-G2），ストラテゴス（ヒッペルミント賞-G2）

オルフェーヴル
栗　2008

ステイゴールド
黒鹿　1994

*エヴィータアルゼンティーナ
Evita Argentina
栗　2006

キャンディライド
Candy Ride
鹿　1999

オリエンタルアート
栗　1997

ジェラスワイルドキャット
Jealous Wildcat
鹿　1998

*サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

*ディクタス

ダイナサッシュ

メジロティターン

メジロオーロラ

*ノーザンテースト

*グランマスティーヴンス

Ride the Rails

メジロマックイーン

Forest Wildcat

ゴールデンサッシュ

Candy Girl

エレクトロアート

Jealous Sword

Cryptoclearance

Herbalesian

Candy Stripes

City Girl

Storm Cat

Victoria Beauty

Crusader Sword

Jealous Appeal (9)

肩周りや臀部の筋肉は逞しく発達してしっかりと身幅があり、上体を
支える四肢の骨量も十分で、コンパクトながらも弾力感が抜群の馬
体です。そんな立ち姿の印象どおり、瞬時に加速していくダッシュ力
は群れのなかでも際立っていて、優れたバネを持ち味に活躍する姿
が思い浮かびます。馬格に勝る相手にも果敢に併せ馬を挑む様子は
勇ましく、旺盛な闘争心は父の同時期さながらで、熱きハートと競
走意欲はたしかに受け継がれたようです。オールウェザー・トラック
の７F 戦を得意とした母や、姉や兄の実績を考慮すると、本馬もパ
ンチ力を活かせるダート戦でメキメキと頭角を現してくれるでしょう。
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2019.2.25 生

奥村豊厩舎 予定

エヴィータアルゼンティーナの19

白老ファーム　 生産 白老ファーム　 繋養 白老ファームYearling

1口50万円  （総額2,000万円）

G46

G46



全40口

｜

｜

｜

｜
｜　｜
｜
｜

｜
｜

*サザンフェアリー（01 *サザンヘイロー）米国産，入着，岩手（公）１勝。
産駒
ダノンフェアリー（08 牡 鹿 サクラバクシンオー）４勝，サンライズＳ（芝

1200ｍ），伊万里特別（芝1200ｍ）
フェアリーライン（09 牝 鹿 *ファスリエフ）２勝
サザンライツ（11 牡 鹿 サクラバクシンオー）３勝，東海（公）２勝。種牡馬
ジューンブラジリエ（12 牡 鹿 *キンシャサノキセキ）入着，兵庫（公）５

勝，○現
シーオーク（13 牝 栗 キングカメハメハ）入着，兵庫（公）１勝
ナイトスプライト（15 牝 栗 *タートルボウル）２勝
パープルレイン（18 牡 鹿 フェノーメノ）未出走

フェアリー ダンサー Fairy Dancer（84 Nijinsky）愛１勝，1000 Gui-
neas Trial S-L３着。産駒
モンサジェム Monsajem（牡 Woodman）英７勝，Foundation S-L３着，

James Seymour S-L３着，Huxley S-L３着，北米１勝。種牡馬
ゴールデン アスター Golden Aster（牝 Seeking the Gold）愛入着。産駒

アミル ベイルート Amir Beirut（牡 Modigliani）ペルー 22勝，Cl-
asico Arrabal-L，Clasico Velocidad-L，ベロシダド賞-G3２着

カレイド Quarayed（牝 Dynaformer）仏２勝，Prix Volterra-L３着，
Prix de Lieurey-L３着

*フェアシャーリー Fair Shirley（牝 Shirley Heights）英１勝。産駒
*アラデヤ Aladeya（牝 Machiavellian）不出走。マイネルスケルツ

ィ（ニュージーランドＴ-JPN2）の母
ロスローリン Lothlorien（牝 Woodman）英１勝。産駒

ソフォニスバ Sofonisba（牝 *ロックオブジブラルタル）英７戦。
アリカンテ ドーン Alicante Dawn（Ripon Champion Two-
Year-Old Trophy-L）の母

*サザンヘイロー Southern Halo は米国産，北米５勝，スーパー ダ
ービー -G1２着。亜チャンピオンサイアー。亜ＢＭＳチャンピオン。【ＢＭＳ：
主な産駒】カリーナ ミア（エイコーンＳ-G1），ミス マッチ（サンタ マルガリ
ータ招待Ｓ-G1，亜オークス -G1），カリテア（亜オークス -G1），ドナ ホヤ（亜
オークス -G1），タントス アニョス（エストレラス クラシック大賞典-G1）

オルフェーヴル
栗　2008

ステイゴールド
黒鹿　1994

*サザンフェアリー
Southern Fairy
鹿　2001

*サザンヘイロー
Southern Halo
鹿　1983

オリエンタルアート
栗　1997

フェアリーダンサー
Fairy Dancer
鹿　1984

*サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

*ディクタス

ダイナサッシュ

メジロティターン

メジロオーロラ

*ノーザンテースト

*グランマスティーヴンス

Halo

メジロマックイーン

Nijinsky

ゴールデンサッシュ

Northern Sea

エレクトロアート

Fairy Bridge

Hail to Reason

Cosmah

Northern Dancer

Sea Saga

Northern Dancer

Flaming Page

Bold Reason

Special (5)

質のよい筋肉に恵まれた馬体は出色のデキで、まさに他馬を圧倒
するほどです。体幹の強さゆえに軸がブレないため、全身を使うこ
とによって生み出される推進力をまったく逃がさず、躍動感たっぷり
のキャンターを実現しています。普段は悠然と立ち振る舞うような風
格と落ち着きが感じられますが、鋭い眼差しが物語るように、いざ
走り出せば前進気勢に満ちあふれた父譲りの姿もうかがわせ、メリ
ハリのついた気性と言えるでしょう。現時点ですでに完成度が高く、
厳しい鍛錬に耐え抜くだけの下地は整っているだけに、早期の始動
から芝・ダート不問のマルチな活躍までも自然と期待したくなります。
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2019.3.14 生

橋口慎介厩舎 予定

サザンフェアリーの19

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

1口50万円  （総額2,000万円）G47



全40口

｜

｜

｜
｜
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　　｜

*ヨナグッチ Yonagucci（05 Yonaguska）米国産，北米２勝，J J'sdre-
am S-L（Ｄ６Ｆ），スピナウェイＳ-G1３着。産駒
ユニオン ラベル Union Label（11 騸 Dixie Union）北米９勝
コンクウェスト サラスター Conquest Sarahstar（13 牝 Lemon Drop 

Kid）北米２勝
メッサーマイスター（14 牡 鹿 Bodemeister）入着，南関東（公）６勝，○現
ナナルテア（15 牝 黒鹿 オルフェーヴル）佐賀（公）14勝，南関東（公）１勝，

○現
ディザネイション（18 牡 鹿 ヴィクトワールピサ）未出走

デザイナー ラベル Designer Label（98 Pentelicus）北米入着。産駒
クラシック デザイナー Classic Designer（牝 Macho Uno）北米１勝

ディスクレイムド Disclaimed（91 Affirmed）不出走。産駒
コール フィオレーロ Call Fiorello：北米17勝，Bobby Hale S２着
イー ティー フォン ローラ E T Phone Laura：北米７勝。産駒

バンプ スタート Bump Start：北米４勝，Danzig S，ギャラント ボ
ブ Ｓ-G3３着，Senator Robert C. Byrd Memorial S-L３着，
City of Laurel S３着，Lyman S３着

キット カット キティ Kit Kat Kitty：北米７勝。産駒
テスティモニー Testimony：北米１勝，UAE入着，ＵＡＥダービー

-G2２着。種牡馬
ダリアン スカイ Darian Skye：北米２勝。産駒

ミスター グリーン Mr. Green：北米６勝，Affirmed S２着，
Dr. Fager S２着，Birdonthewire S２着，Jack Price Juv-
enile S３着，Frank Gomez Memorial S３着，Inaugural 
S３着

ゴールデン ホード Golden Horde（82 Czaravich）北米６勝，モンマ
ス オークス -G1，ポスト デブＳ-G3３着

ヨナグスカ Yonaguska は米国産，北米６勝，ホープフルＳ-G1，ハ
ッチスンＳ-G2。主な産駒：マスキット マン（イリノイ ダービー -G2），ヤワ
ナ トゥイスト（ジェネラル ジョージＨ-G2）。【ＢＭＳ：主な産駒】リスティング

（クイック コールＳ-G3），キャッチ マイ ドリフト（ベルデイムＳ-G1３着），
コスモドーム（バーデンバーデンＣ-L２着），レグルドール（ひまわり賞-OP）

*ドレフォン
Drefong
鹿　2013

ジオポンティ
Gio Ponti
鹿　2005

*ヨナグッチ
Yonagucci
鹿　2005

ヨナグスカ
Yonaguska
黒鹿　1998

エルティマース
Eltimaas
鹿　2007

デザイナーラベル
Designer Label
鹿　1998

Tale of the Cat
Storm Cat

Yarn

Alydar

Salt Spring

Awesome Again

Baby Zip

Trempolino

Sue Warner

Cherokee Run

Ghostzapper

Pentelicus

Chipeta Springs

Marital Spook

Najecam

Disclaimed

Runaway Groom

Cherokee Dame

Silver Ghost

Homewrecker

Fappiano

Charedi

Affirmed

Golden Horde (5)

ひと際発達したトモが並み外れた加速力を生み出し、高回転のピッ
チ走法で起伏の激しい放牧地を駆け抜けるさまは、全米最速の座に
輝いた父の雄姿そのものです。豊富な筋肉をまといながらも脚さばき
に硬さは微塵もなく、柔軟な身のこなしからはダートのみならず、芝
でもその快速ぶりを発揮してくれるでしょう。走ることに前向きで活
発な性格は、他馬を凌駕する圧倒的な運動量を実現し、光り輝く毛
ヅヤ、張りのある馬体を見ると、ここまでの健全な成長ぶりがうかが
えます。現状の高い完成度を考慮すれば、仕上がりの早さが容易に
想像され、２歳戦からアクセル全開の活躍が期待できそうです。
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2019.3.16 生

杉山晴紀厩舎 予定

ヨナグッチの19

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

1口60万円  （総額2,400万円）

G48

G48



全40口
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カラフルデイズ（08 フジキセキ）３勝，山城Ｓ（芝1200ｍ），南関東
○交１勝，関東オークス -JPN2（Ｄ2100ｍ），ＴＣＫ女王盃-JPN3２着，同
３着，クイーン賞-JPN3３着（２回），ＪＢＣレディスクラシック-L３着。
産駒
ヘブンリーデイズ（15 牡 鹿 ロードカナロア）２勝，○現
ファンタジーライツ（18 牡 鹿 ロードカナロア）未出走

アイヴォリーカラー（04 *クロフネ）２勝，呉竹賞。産駒
ブライトリビング（牝 *ワイルドラッシュ）３勝，南関東○交入着，関東オー

クス -JPN2５着
ナナイロボタン（牝 ネオユニヴァース）２勝

*アピーリングストーリー Appealing Story（88 Valid Appeal）米国
産，不出走。産駒
エキサイティング ストーリー Exciting Story：加２歳牡馬チャンピオ

ン，北米７勝，メトロポリタンＨ-G1，ヴィジルＨ-G3，スインフォー
ドＳ-G3，ホープフルＳ-G1３着。種牡馬

*ディアブロズストーリー Diablo's Story：北米３勝，ナタルマＳ-CAN1，
マザリンＢＣＳ-CAN1２着。オープン ストーリー Open Story

（Three Chimneys Juvenile S-L）の母，レッドクラウディア（クイー
ン賞-JPN3），デュアルスウォード（エニフＳ-L２着）の祖母

スウィーピング ストーリー Sweeping Story：北米５勝，Bourbonette 
Breeders' Cup S-L，Ellis Park Breeders' Cup S-L，ケンタッキー 
オークス -G1３着。ベイ ストーリー Bay Story（ＷＡＴＣパースＣ 
-G2２着）の母，スウィーピング パディ Sweeping Paddy（リグレッ
トＳ-G3），シー エス インチャージ C. S. Incharge（Suncoast S），
チェリー ワイン Cherry Wine（プリークネスＳ-G1２着）の祖母

イストワール：３勝。ホエーソース Whey Sauce（ムシドラＳ-G3３着）
の母，プリオリタイズ Prioritize（ヒル プリンスＳ-G2３着）の祖母

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）

*ドレフォン
Drefong
鹿　2013

ジオポンティ
Gio Ponti
鹿　2005

カラフルデイズ
栗　2008

フジキセキ
青鹿　1992

エルティマース
Eltimaas
鹿　2007

アイヴォリーカラー
芦　2004

Tale of the Cat
Storm Cat

Yarn

Alydar

Salt Spring

Awesome Again

Baby Zip

Trempolino

Sue Warner

*サンデーサイレンス

Ghostzapper

*クロフネ

Chipeta Springs

*ミルレーサー

Najecam

*アピーリングストーリー

Halo

Wishing Well

Le Fabuleux

Marston's Mill

*フレンチデピュティ

*ブルーアヴェニュー

Valid Appeal

Charming Story (9)

骨量に恵まれて重心がきっちりと定まった骨格は一族ならではの形
質で、凝縮感に満ちています。容積十分の肩周りや、パンとしたト
モには父由来の張りのある筋肉が発達しており、父母の長所が噛
みあった馬体はスケールの大きさも魅力的です。後躯が生む出力を
幅広で強靭な背腰がしっかりと受け止め、推進力へと転換する走り
は力感にあふれ、重い馬場やダートでもその持ち味は活きるはずで
す。馬群の活性化に即座に反応し、驚くほどの闘志を見せる姿には、
小柄な馬体で重賞を制した母から授かった巨大なエネルギーが見
てとれ、舞台を選ばない快速馬として脚光を浴びることでしょう。
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G49

メス
鹿毛

2019.2.12 生

高野友和厩舎 予定

カラフルデイズの19

白老ファーム　 生産 白老ファーム　 繋養 白老ファームYearling

1口50万円  （総額2,000万円）G49



全40口

｜

イチオクノホシ（09 ゼンノロブロイ）２勝，サフラン賞（芝1400ｍ），
阪神牝馬Ｓ-G2２着，クイーンＣ-G3２着，阪神ジュベナイルフィリーズ
-G1４着，フィリーズレビュー -G2４着。産駒
トランペットシェル（17 牡 芦 *ノヴェリスト）入着，○現
ハービッグハロー（18 牡 鹿 ロードカナロア）未出走

*レディイン Lady Ying（99 Kendor）仏国産，仏３勝，Prix La Cama-
rgo-L２着，Prix Aymeri de Mauleon-L２着，Prix Isonomy-L３着。産駒
ハーバーコマンド（牡 マンハッタンカフェ）４勝，清滝特別，箱根特別，

知床特別，菊花賞-G1４着
モンストルコント（牡 ヴィクトワールピサ）３勝
レッドフィオナ（牝 ステイゴールド）東海（公）２勝，中央１勝，○現
ラヴィーネ（牝 ゼンノロブロイ）１勝
レディオーキッド（牝 アグネスタキオン）不出走。産駒

スマートレイブン（牡 キングカメハメハ）２勝，○現
ウルパラクア（牡 キングカメハメハ）１勝
カペナ（牡 *クロフネ）１勝

スーパー ヴァイト Super Vite（92 Septieme Ciel）仏２勝，Criteri-
um d'Evry-L，Prix du Cercle-L２着，エクリプス賞-G3３着，プティ ク
ヴェール賞-G3４着。産駒
ロクサーヌ Roxanne：仏２勝，Prix Rose de Mai-L２着

エリン オン ユア トゥーズ Erin On Your Toes（85 Irish River）不出
走。産駒
クリア カット Clear Cut：インド４勝。産駒

ブリリアント カット Brilliant Cut：インド２勝，Bangalore 2000 Gu-
ineas，Bangalore Derby２着，Mysore 2000 Guineas２着

レイディ ノースクラフト Lady Northcraft（73 Northern Dancer）北
米２勝。ノース プロスペクト North Prospect（Rochester Cup）の母

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）

*ドレフォン
Drefong
鹿　2013

ジオポンティ
Gio Ponti
鹿　2005

イチオクノホシ
芦　2009

ゼンノロブロイ
黒鹿　2000

エルティマース
Eltimaas
鹿　2007

*レディイン
Lady Ying
芦　1999

Tale of the Cat
Storm Cat

Yarn

Alydar

Salt Spring

Awesome Again

Baby Zip

Trempolino

Sue Warner

*サンデーサイレンス

Ghostzapper

Kendor

Chipeta Springs

*ローミンレイチェル

Najecam

Super Vite

Halo

Wishing Well

*マイニング

One Smart Lady

Kenmare

Belle Mecene

Septieme Ciel

Erin On Your Toes (1)

どっしりと構えた重心の低い立ち姿はじつに頼もしく、均整のとれた
骨格に満遍なく筋肉を備えた馬体には窮屈さを微塵も感じません。
パワフルな見た目から受ける印象よりも、可動域の広い伸びのある
フットワークを見せており、その動きには体幹の強さもうかがえます。
瞬時に最高速へと切り替わる走りはまさにスプリンターと言え、脅
威のダッシュ力で頂点を極めた父のDNA が確実に継承されたよう
です。昼夜放牧を継続しながらも常に活発な姿は、早期からコン
スタントに活躍した母似で、本馬も２歳夏のデビューを目指すととも
に、あふれるスピードを武器に短距離界で旋風を巻き起こします。
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2019.3.13 生

斉藤崇史厩舎 予定

イチオクノホシの19

社台ファーム　 生産 社台ファーム　 繋養 社台ファーム

1口35万円  （総額1,400万円）

G50

G50



全40口
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*ミゼリコルデ Misericorde（05 *ファスリエフ）英国産，４勝，千種
川特別（芝1400ｍ），こぶし賞（Ｄ1400ｍ）。産駒
マーシフルハート（12 牝 鹿 ディープインパクト）入着，兵庫（公）２勝
アムネスティ（13 騸 鹿 ディープインパクト）２勝
サトノエルドール（16 牡 鹿 ディープインパクト）３勝，習志野特別（芝

2000ｍ），出雲崎特別（芝2000ｍ），○現
ディールクルム（18 牡 栗 キングカメハメハ）未出走

マッチ ポイント Match Point（00 Unfuwain）不出走。産駒
デュース アゲイン Deuce Again（牝 Dubawi）英３勝，Further Flight 

S-L，オーモンドＳ-G3３着
リターン エース Return Ace（牝 Zamindar）英３勝，愛入着，ラフブラ

ウンＳ-G3４着
トップ オブ ザ リーグ Top of The League（82 High Top）英１勝。産駒

サン セバスチャン San Sebastian：愛英仏８勝，カドラン賞-G1，同２着，
同３着（２回），ロイヤルオーク賞-G1２着，サガロＳ-G3２着，グッ
ドウッドＣ-G2３着，Saval Beg S-L３着，仏障１勝，ＮＺ障２勝

ノウシュキー Noushkey：英２勝，ランカシャー オークス -G3，英オーク
ス -G1２着，Oaks Trial S-L３着。サッジャー Sajjhaa（ドバイ デュ
ーティ フリー -G1，ジェベル ハッタ-G1）の祖母

*チェサプラナ Chesa Plana：独３勝，Nereide-Rennen-L，メルク フィン
ク銀行賞-G1２着，独1000ギニー -G2２着，独セントレジャー -G2
２着，ノイス シュトゥッテン賞-G3２着，アラル ポカル -G1３着，ハ
ンザ賞-G2３着，仏入着，フロール賞-G3２着。*アルカセット Alk-
aased（サンクルー大賞典-G1，ジャパンＣ-G1）の母

デザート スクウォー Desert Squaw：愛５勝，愛障２勝。デインジャラス 
マインド Dangerous Mind（Dortmunder Stutenpreis-L，Prix Peti-
te Etoile-L，マリオ インチーザ賞-G3２着）の母

*ファスリエフ Fasliyev は米国産，全欧２歳牡馬チャンピオン，愛英
仏５戦全勝，モルニ賞-G1，フィーニクスＳ-G1。【ＢＭＳ：主な産駒】ビッグ 
オレンジ（ゴールドＣ-G1，グッドウッドＣ-G2・２回），デスパッチ（ＳＡＪＣ
グッドウッドＨ-G1），フェル スウープ（ＢＲＣヴィクトリーＳ-G2），ミス ロー
ズ デ ラゴ（ＭＶＲＣサンラインＳ-G2）

ミッキーアイル
鹿　2011

ディープインパクト
鹿　2002

*ミゼリコルデ
Misericorde
鹿　2005

*ファスリエフ
Fasliyev
鹿　1997

*スターアイル
Star Isle
鹿　2004

マッチポイント
Match Point
鹿　2000

*サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

*デインヒル

Offshore Boom

Nureyev

*ステラマドリッド

Nureyev

*ロックオブジブラルタル

Unfuwain

*ウインドインハーヘア

Mr. P's Princess

*アイルドフランス

Top of The League

Northern Dancer

Special

Mr. Prospector

Anne Campbell

Northern Dancer

Height of Fashion

High Top

Home And Away (10)

スピードを武器に勝利を重ねたもの同士の配合で誕生した本馬は、
その両親のように芝の短距離～マイル路線で高みを目指せそうな良駿
です。しっかりとした骨格に厚みのある筋肉をまとい、とても力強い馬
体を誇ります。ひとたび動き出せば、前後躯の優れた連動性を駆使
し、瞬時に加速していくキャンターの躍動感には目を奪われるほどで
す。無駄なことをしない賢さと、物怖じしない強靭な精神力の持ち主
で、レースでは冷静かつ確実に能力を発揮できるでしょう。遅生まれ
ながら右肩上がりの成長曲線を描くことで、現状でも他馬と遜色ない
完成度を示していることから、早期始動が自然と視野に入りそうです。
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2019.5.12 生

須貝尚介厩舎 予定

ミゼリコルデの19

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

1口50万円  （総額2,000万円）G51



全40口
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アスペンアベニュー（06 *トワイニング）３戦。産駒
アスペンツリー（11 牡 黒鹿 スペシャルウィーク）２勝
シグロデオーロ（12 騸 栗 ゴールドアリュール）南関東（公）５勝
エルリストン（13 騸 黒鹿 マンハッタンカフェ）３勝，○現
サーベラージュ（14 騸 栗 ヴィクトワールピサ）１勝，石川（公）１勝，○現
マルーンベルズ（16 牝 鹿 ヴィクトワールピサ）１勝
コートリーアスペン（18 牡 栗 *マクフィ）未出走

*マクダヴィア Mocdavia（92 *ブラッシングジョン）米国産，不出走。
産駒
アップドラフト（騸 *エルコンドルパサー）５勝，博多Ｓ，舞鶴特別，滝桜

賞，京成杯オータムＨ-G3２着，ポートアイランドＳ-L２着，キャピ
タルＳ-L３着，門松Ｓ-OP３着

ラシルフィード（牝 *サンデーサイレンス）５勝，メジロラモーヌメモリ
アル，祇園特別，高山特別，高湯特別

アスペンリーフ（牝 *サンデーサイレンス）１勝。産駒
レジネッタ（牝 *フレンチデピュティ）４勝，桜花賞-JPN1，福島牝

馬Ｓ-G3，クイーンＳ-JPN3２着，同-G3４着，オークス -JPN1
３着，フィリーズレビュー -JPN2３着，ローズＳ-JPN2３着，府
中牝馬Ｓ-G3３着，エルフィンＳ-OP３着，阪神牝馬Ｓ-G2５
着，中山牝馬Ｓ-G3５着。産駒
レジーナドーロ（牝 キングカメハメハ）３勝，ベストウィッシュ

Ｃ，○現
リヴェレンテ（牡 キングカメハメハ）５勝，新春Ｓ，洞爺湖特別，猪

名川特別，利尻特別
アエローザ（牡 *フレンチデピュティ）３勝，鳴滝特別，山吹賞，京

都新聞杯-JPN2４着
ビーオンザムーヴ（牡 *サンデーサイレンス）２勝

*トワイニング Twining は米国産，北米５勝，ピーター パンＳ-G2。【Ｂ
ＭＳ：主な産駒】アリーナ エルヴィラ（フォールズ シティＨ-G2），メテオール

（ラ ホヤＨ-G2），ヘイロー スティーヴン（ブリティッシュ コロンビア ダー
ビー -G3），サーマル カレント（ＭＶＲＣテルストラ フォーンワーズＳ-G3），
アイラブリリ（淀短距離Ｓ-L，京阪杯-G3２着）

スクリーンヒーロー
栗　2004

*グラスワンダー
Grass Wonder
栗　1995

アスペンアベニュー
栗　2006

*トワイニング
Twining
栗　1991

ランニングヒロイン
鹿　1993

*マクダヴィア
Mocdavia
栗　1992

Silver Hawk
Roberto

Gris Vitesse

Danzig

Graceful Touch

Halo

Wishing Well

*ノーザンテースト

モデルスポート

*フォーティナイナー

*サンデーサイレンス

*ブラッシングジョン

Ameriflora

Courtly Dee

ダイナアクトレス

Northern Aspen

Mr. Prospector

File

Never Bend

Tulle

Blushing Groom

La Griffe

Northern Dancer

Fall Aspen (4)

肩周りを中心に前躯の逞しさが目立つ現状ですが、日を追うごとにト
モの筋肉量が増え、バランスの整った素晴らしい馬体にかわってきま
した。全身をしなやかに使ったリズム感のあるキャンターはじつに軽
快で、放牧地を颯爽と走り抜ける姿には気品すら感じられます。人
間への従順さと他馬に対する好戦的な面を併せ持った、競走馬の理
想とも言えるような性格の持ち主で、いざレースではゴーサインに鋭く
反応し、突出した勝負根性を発揮できるでしょう。父が産駒に伝える
とてつもない爆発力によって、母系の特徴である「堅実」という枠を
打ち破り、出世街道をとんとん拍子で駆け上がる活躍を期待します。
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2019.3.28 生

清水久詞厩舎 予定

アスペンアベニューの19

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

1口35万円  （総額1,400万円）

G52

G52



全40口
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チェリーフォレスト（03 サクラバクシンオー）２勝，こでまり賞（芝
1200ｍ）。産駒
チェリーペトルズ（10 牝 鹿 ダイワメジャー）２勝，五色沼特別（芝1200

ｍ）
ドラゴンスズラン（11 牝 鹿 ゴールドアリュール）１勝
ディープフォレスト（12 牡 鹿 ディープインパクト）入着，南関東（公）６

勝，○現
オールトゥーウェル（15 牝 黒鹿 ハーツクライ）南関東（公）２勝
ショウナンタイガ（16 牡 鹿 ディープインパクト）３勝，ＵＨＢ杯（芝

1200ｍ），雪うさぎ賞（芝1200ｍ），ファルコンＳ-G3４着，○現
アピテソーロ（17 牡 青鹿 ブラックタイド）１勝，○現
ブラックジャッカル（18 牡 青鹿 ブラックタイド）未出走

*フォレストゾーン（98 Forest Wildcat）米国産，わが国で１勝。産駒
ニーマルオトメ（牝 ゼンノロブロイ）３勝，黄梅賞，スイートピーＳ-L２着
ニシノデンジャラス（牡 スペシャルウィーク）北海道（公）２勝，ブリーダ

ーズゴールドジュニアＣ２着，北海道２歳優駿-JPN3４着，南関東
（公）１勝，鎌倉記念，高知（公）２勝，佐賀（公）５勝

アルセイド（牝 アグネスタキオン）１戦。産駒
アヴァレソー（牡 *プリサイスエンド）南関東（公）３勝，岩手（公）１勝，

ハヤテスプリント，○現
ギヴ ミー リバティ Give Me Liberty（84 Give Me Strength）北米

７勝，Heliotrope S。産駒
イマンシペイション Emancipation：北米７勝

ファニー シー Fannie C.（76 Sunny South）北米入着。プロスペク
ターズ ギャンブル Prospectors Gamble（ベル エアＨ-G2，トリプル ベ
ンドＨ-G3，ア フィナミナンＨ-G3）の母，ジョリーズ ジュリア Jolie's Julia

（Sonny Hine S）の曽祖母

サクラバクシンオーは早来産，最優秀短距離馬，11勝，スプリンター
ズＳ-JPN1（２回）。【ＢＭＳ：主な産駒】キタサンブラック（年度代表馬・２回，
ジャパンＣ-G1，有馬記念-G1），ハクサンムーン（セントウルＳ-G2），モンド
キャンノ（京王杯２歳Ｓ-G2），キタサンミカヅキ（東京盃-JPN2），ビアンフェ

（函館２歳Ｓ-G3），アデイインザライフ（新潟記念-G3）

ブラックタイド
黒鹿　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

チェリーフォレスト
鹿　2003

サクラバクシンオー
鹿　1989

*ウインドインハーヘア
Wind in Her Hair
鹿　1991

*フォレストゾーン
Forest Zone
鹿　1998

Halo
Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Lyphard

Lady Rebecca

Busted

Highclere

サクラユタカオー

Alzao

Forest Wildcat

Wishing Well

サクラハゴロモ

Burghclere

Give Me Liberty

*テスコボーイ

アンジェリカ

*ノーザンテースト

*クリアアンバー

Storm Cat

Victoria Beauty

Give Me Strength

Fannie C. (3)

現時点における完成度の高さが目立ち、偉大な名馬と共通する血
統背景からも好素材と言える１頭です。父の産駒らしく逞しさが前面
に出た骨量の豊富な馬体は、ここまで順調に夜間放牧を重ねてきた
証で、地を正確に捉える四肢によってバランスよく支えられています。
後肢で自らの額を触れるほど柔軟な関節が、非凡な伸縮性と敏捷
性の礎となり、リズミカルなキャンターや自在に立ち回れる器用さを
巧みに演出しています。人間とのコンタクトを好む性格のため、操作
性に困るようなことはほとんどなさそうで、いかなる状況下でも力を
最大限に発揮し、早期から安定した成績を残してくれることでしょう。
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2019.3.20 生

西園正都厩舎 予定

チェリーフォレストの19

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

1口40万円  （総額1,600万円）G53



全40口
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｜
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｜
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ビバリーヒルズ（12 *スニッツェル）２勝，喜多方特別（芝1200ｍ）。
産駒
デイトンウェイ（18 牡 栗 リアルインパクト）未出走

ブリリアントベリー（90 *ノーザンテースト）３勝，臥牛山特別。産駒
カンパニー（牡 ミラクルアドマイヤ）ＪＲＡ特別賞，12勝，天皇賞（秋）

-G1，同３着，同４着，マイルチャンピオンシップ -G1，同４着，毎日
王冠-G2，大阪杯-G2，中山記念-G2（２回），同-JPN2２着，同４着，
マイラーズＣ-G2，同２着，同４着，京阪杯-JPN3，同２着，関屋記念
-G3，ベンジャミンＳ-OP，あざみ賞，ラジオたんぱ賞-JPN3２着，宝
塚記念-G1４着，安田記念-G1４着，東京新聞杯-G3４着。種牡馬

レニングラード（牡 *トニービン）４勝，アルゼンチン共和国杯-JPN2，
佐渡特別，ラジオたんぱ賞-JPN3２着，新潟記念-JPN3２着，京都
大賞典-G2３着，神戸新聞杯-JPN2５着

ヒストリカル（牡 ディープインパクト）５勝，毎日杯-G3，アイルランドＴ 
-L，大阪城Ｓ-L，西宮Ｓ，チャレンジＣ-G3２着，小倉大賞典-G3２
着，きさらぎ賞-G3２着，福島テレビオープン -L２着，毎日王冠-G2
３着，福島記念-G3３着，ポートアイランドＳ-L３着，六甲Ｓ-OP３
着（２回），京都記念-G2４着。種牡馬

ニューベリー（牡 フジキセキ）９勝，ファイナルＳ-L，ポートアイランド
Ｓ-L，すばるＳ-L，石清水Ｓ，鶴見特別，京都金杯-JPN3２着，都大
路Ｓ-L２着，関屋記念-JPN3３着，米子Ｓ-L３着，マイラーズＣ-G2
４着，岩手（公）１勝，シアンモア記念

リアルコンコルド（牡 フサイチコンコルド）４勝，花見小路特別
ゲイル（牡 *エンドスウィープ）３勝，祇園特別，村上特別
サバース（騸 アドマイヤベガ）東海（公）２勝，中央２勝，春日山特別
オーシャンビーナス（牝 リンカーン）２勝，鮫ヶ尾城特別
ガウディ（騸 ジャングルポケット）１勝，若駒Ｓ-OP３着

*スニッツェル Snitzel は豪州産，豪７勝，ＭＲＣオークリー プレート
-G1。豪総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：シャムス アワード（Ｍ
ＶＲＣ Ｗ.Ｓ.コックス プレート-G1），エスティジャーブ（ＡＴＣゴールデン 
スリッパーＳ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】モスファン（ＡＴＣゴールデン スリ
ッパーＳ-G1），ハード ランディング（ＶＲＣマリビノン プレート-G3）

シルバーステート
青鹿　2013

ディープインパクト
鹿　2002

ビバリーヒルズ
栗　2012

*スニッツェル
Snitzel
鹿　2002

*シルヴァースカヤ
Silverskaya
黒鹿　2001

ブリリアントベリー
栗　1990

*サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Roberto

Gris Vitesse

Niniski

Frenetique

Redoute's Choice

Silver Hawk

*ノーザンテースト

*ウインドインハーヘア

Snippets' Lass

Boubskaia

*クラフティワイフ

*デインヒル

Shantha's Choice

Snippets

Snow Finch

Northern Dancer

Lady Victoria

Crafty Prospector

Wife Mistress (9)

類い希なる才能を持ちながらも、底を見せぬまま惜しまれつつ引退し
た父は、生産界において高い期待がかけられています。本馬の発達
したトモ周りの形状や、エネルギーをダイレクトに推進力へと換える飛
節の造りは、同時期の父の姿によく似ており、高次元のスピード性能
をも授かったことに前途を嘱望せずにはいられません。そのまとまりあ
る馬体、前後躯を巧みに連動させた体の使い方からも、芝のマイル
付近において発揮する鋭い切れ味が本馬の武器となるでしょう。奇し
くも近親のカンパニーと同じく無冠の父を持つという血統背景を含め、
母系の底力や成長力も加味すると、期待感は膨らむ一方です。
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2019.3.24 生

梅田智之厩舎 予定

ビバリーヒルズの19

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

1口50万円  （総額2,000万円）

G54

G54



全40口

　　｜

　　　　｜

*メリオーラ Meliora（12 Starspangledbanner）愛国産，独１勝，Pre-
is vom Gestut Rottgen Hamburger Stuten-Cup-L３着，仏２勝，Grand 
Prix de Fontainebleau-L（芝2000ｍ）２回，伊入着，ヴェルツィエーレ賞
-G3２着。本馬が初仔

メッセリナ Messelina（05 Noverre）不出走。産駒
マンガス Mungus（騸 *ロックオブジブラルタル）独１勝，仏２勝
モナディー Monadee（騸 Showcasing）英１勝
ベオグラード スナイパー Beograd Sniper（騸 Cape Cross）伊１勝

アンジェランス Ingerence（89 Akarad）仏入着。産駒
パン ジャマー Pan Jammer：英１勝，リッチモンドＳ-G2３着，ノーフォ

ークＳ-G3３着，チップチェイスＳ-G3３着，Surrey S-L３着，愛１
勝，アングルシーＳ-G3，Rochestown S-L２着，ＮＺ１勝

レイディ ジェフ Lady Jeff（74 Jefferson）不出走。産駒
ラ モナリザ La Monalisa：仏４勝，ペネロープ賞-G3，Prix Ronde de 

Nuit-L，マルレ賞-G2２着，Grand Prix de Clairefontaine-L２着。
産駒
ミスター キベリー Mister Kybelee：仏２勝，Grand Prix de Com-

piegne-L２着，ラ クープ -G3３着
ドゥスリザ Doucelisa：仏１勝。産駒

オネ ビアン On Est Bien：仏３勝，ラ フォルス賞-G3，Prix 
Francois Mathet-L２着，アルクール賞-G2４着。種牡馬

プリンセス ジャスミン Princesse Jasmine：仏２勝，Prix des 
Lilas-L２着，Prix Ronde de Nuit-L３着。プリティ パンサ
ー Pretty Panther（Prix Aymeri de Mauleon-L３着），プ
レサンシエール Plaisanciere（Prix Miss Satamixa-L３
着）の母，ジェット セテューズ Jet Setteuse（アンプルダン
ス賞-G3３着）の祖母

スタースパングルドバナー Starspangledbanner は豪州産，全欧チャ
ンピオンスプリンター，豪英７勝，ジュライＣ-G1，ゴールデン ジュビリーＳ 
-G1。主な産駒：ミリスル（チェヴァリー パークＳ-G1），ザ ワウ シグナル（モ
ルニ賞-G1），アンセム アレクサンダー（クイーン メアリーＳ-G2），ホーム オ
ブ ザ ブレイヴ（クリテリオンＳ-G3），スパングルド（セプターＳ-G3）

シルバーステート
青鹿　2013

ディープインパクト
鹿　2002

*メリオーラ
Meliora
鹿　2012

スタースパングルドバナー
Starspangledbanner
栗　2006

*シルヴァースカヤ
Silverskaya
黒鹿　2001

メッセリナ
Messelina
鹿　2005

*サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Roberto

Gris Vitesse

Niniski

Frenetique

Choisir

Silver Hawk

Noverre

*ウインドインハーヘア

Gold Anthem

Boubskaia

Ingerence

Danehill Dancer

Great Selection

Made of Gold

National Song

Rahy

*ダンスールファビュルー

Akarad

Lady Jeff (11)

伸縮性に優れた走りでスピードに乗り、楽 と々群れの先頭へ躍り出
るほどの加速センス、さらには多くの運動量をこなした後でもスッと
息が入る心肺機能が特筆ものです。体高はやや低めながらも上質で
柔らかな筋肉に覆われた馬体は、伸びやかで標準サイズにまで発達
してきており、骨量が申し分ないことも確認できます。昼夜の放牧に
より着実な変わり身を見せる成長力や賢く真面目な気性から、スタッ
フの評価は日に日に高まってきました。両親の主戦場であった芝の中
距離戦での活躍が見込まれますが、欧州で韋駄天ぶりを発揮した母
父の血が騒ぐことで、適性の幅が広がっても何ら不思議ありません。
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2019.4.21 生

武幸四郎厩舎 予定

メリオーラの19

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

1口40万円  （総額1,600万円）G55



全40口
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｜

ピュリティゴールド（14 ゴールドアリュール）東海（公）１勝。本馬が初
仔

*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，Ju-
ne Darling H３着，ハリウッド スターレットＳ-G1４着，エイ グリーム
Ｈ-G2４着。産駒
ハットトリック（牡 *サンデーサイレンス）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，牡丹賞，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（牡 *フレンチデピュティ）豪７勝，
MRC Anniversary Vase-L３着，ＭＲＣサンダウン ギニー -G2４着

コードネーム（牝 *サンデーサイレンス）３勝，伊万里特別。産駒
コーディリア（牝 *シンボリクリスエス）３勝，古町特別
マスターコード（牡 *ハービンジャー）３勝，白川特別，駒ヶ岳特

別，○現
シナノネージュ（牝 *フレンチデピュティ）４戦。産駒

ブランネージュ（牝 *シンボリクリスエス）３勝，かもめ島特
別，君子蘭賞，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

エイリアス（牡 ロードカナロア）１勝，○現
エスピヨン（牝 Unbridled's Song）３戦。産駒

カネトシリベルテ（牝 スペシャルウィーク）４勝，九州スポーツ杯，
衣笠特別

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）

*マジェスティックウォリアー
Majestic Warrior
鹿　2005

エーピーインディ
A. P. Indy
黒鹿　1989

ピュリティゴールド
青鹿　2014

ゴールドアリュール
栗　1999

ドリームシュプリーム
Dream Supreme
黒鹿　1997

*トリッキーコード
Tricky Code
青鹿　1991

Seattle Slew
Bold Reasoning

My Charmer

Secretariat

Lassie Dear

Mr. Prospector

Con Game

Dixieland Band

Take Heart

*サンデーサイレンス

Seeking the Gold

Lost Code

Weekend Surprise

*ニキーヤ

Spinning Round

Dam Clever

Halo

Wishing Well

Nureyev

Reluctant Guest

Codex

Loss or Gain

Damascus

Clever Bird (1)

名門ファミリーのフレッシュな母とダートで実績を残す父とのカップリ
ングにより、活力に満ちた好気配の産駒が登場です。しなやかで芯
の強い首差し、フックラと張りのいい筋肉、さらに全体の均整もじつ
に見事です。骨太で膝下が短い安定感に優れた馬体構造で、頑健
な四肢が路面を的確にグリップする迫力満点のダッシュに、タフな
馬場状況でも衰えない抜群の推進力を確認できます。僚馬との併せ
馬で見せる負けん気の強さには、一族に息づくトップクラスの勝負根
性が表れています。漆黒の青鹿毛に四白流星の特徴もひと際偉才度
を高めており、頂点を決する舞台で一躍脚光を浴びることでしょう。
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2019.2.10 生

斉藤崇史厩舎 予定

ピュリティゴールドの19

追分ファーム　 生産 白老ファーム　 繋養 白老ファームYearling

1口50万円  （総額2,000万円）

G56

G56



全40口
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*ラナモン Llanarmon（11 Sky Mesa）加国産，北米３勝，ナタルマＳ 
-G2（芝８Ｆ），Carotene S（芝９Ｆ），La Lorgnette S-L３着，Woodbine 
Oaks３着，Flaming Page S３着，メイプル リーフＳ-G3４着。産駒
ヴァリュエイション Valuation（17 牡 Liam's Map）北米１戦
ミックスチーフ Mickschief（18 牝 Into Mischief）未出走

ゴールド ストライク Gold Strike（02 Smart Strike）加３歳牝馬チ
ャンピオン，北米４勝，シリーンＳ-G3，Woodbine Oaks，Debutante S，
Buffalo S，ヘンドリーＨ-G3２着，Star Shoot S-L２着，Queen's Plate S
３着。産駒
ロード レイディ Lode Lady（牝 Posse）北米３勝

ブラッシー ゴールド Brassy Gold（96 Dixieland Brass）不出走。産駒
カッパー キッド Copper Kid：北米４勝

パニング フォー ゴールド Panning for Gold（78 Search for Gold）
北米６勝，Tattling H。産駒
フェザント リッジ Pheasant Ridge：北米11勝，クラレンドンＳ-CAN3２

着
ゴールデン ヴィガー Golden Vigor：北米５勝，ヴァレディクトリーＨ 

-CAN3３着
ミス リーガル クラシック Miss Regal Classic：北米４勝，Alma North 

H３着。産駒
クラシック ヴァース Classic Verse：北米12勝，Pennsylvania Fu-

turity，Devil's Honor H，Iroquois H２着，Captain My Capta-
in S３着，Capital City H３着

レイディ ホークスター Lady Hawkster：北米１勝。産駒
シャーパー エッジ Sharper Edge：北米３勝，Trooper Seven S３着

アップル パン ダウディ Apple Pan Dowdy（67 Bold Commander）北
米３戦。ビー ギャラント Be Gallant（Flintlock S）の母

スカイ メサ Sky Mesa は米国産，北米３勝，ホープフルＳ-G1。主な
産駒：ジェネラル クウォーターズ（ブルー グラスＳ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】
ボウイーズ ヒーロー（フランクＥ.キルロー マイルＳ-G1），ハーモナイズ（デ
ル マー オークス -G1），アイ スペント イット（サラトガ スペシャルＳ-G2），
コンクウェスト パンテーラ（プレイ ザ キングＳ-G2）

パイオニアオブザナイル
Pioneerof the Nile
黒鹿　2006

*エンパイアメーカー
Empire Maker
黒鹿　2000

*ラナモン
Llanarmon
鹿　2011

スカイメサ
Sky Mesa
鹿　2000

スターオブゴーシェン
Star of Goshen
鹿　1994

ゴールドストライク
Gold Strike
黒鹿　2002

Unbridled
Fappiano

Gana Facil

El Gran Senor

Image of Reality

General

Luna de Miel

Key to the Kingdom

Her Native

Pulpit

Lord At War

Smart Strike

Toussaud

Caress

Castle Eight

Brassy Gold

A. P. Indy

Preach

Storm Cat

La Affirmed

Mr. Prospector

Classy 'n Smart

Dixieland Brass

Panning for Gold (9)

四肢が長く胴は伸びやかで、隅 ま々で神経が行きわたった佇まいはど
こにいても存在感が際立ちます。成長途上ながらも季節の移りかわ
りとともにバランスが整ってきたことに加え、雄大な馬格を誇った父、
そしてカナダ２歳重賞ウイナーの母の血を考慮すれば、育成の進度
に沿ってグングンと重厚感のある馬体へと変貌することでしょう。か
き込みが強く、豪快なピッチを刻む走りは推進力抜群で、運動後の
息の戻りの早さには卓越した心肺機能が表れています。長距離移動
後も即座に環境へ順応できたように、精神力も強調すべきポイントで、
遠く日本の地から亡き父の名声をさらに高める活躍を期待しています。
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黒鹿毛

2019.4.28 生

池江泰寿厩舎 予定

○外ラナモンの19

白老ファーム　 生産 米国・Shadai Corporation　 繋養 白老ファームYearling

1口90万円  （総額3,600万円）G57


