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種牡馬紹介
S t a l l i o n s

父　フジキセキ
母　＊イスラコジーン
母の父　Cozzene
2011年生　黒鹿毛　浦河産

父　＊ヘニーヒューズ
母　＊ランニングボブキャッツ
母の父　Running Stag
2011年生　栗毛　米国産

父　＊キングズベスト
母　＊ムーンレディ
母の父　Platini
2007年生　黒鹿毛　千歳産

日で2〜6歳時25戦8勝。14年最優秀3歳牡馬。皐月賞-G1（芝2000m）、阪神C-G2（芝
1400m）、マイラーズC-G2（芝1600m）、セントライト記念-G2（芝2200m）、共同通信杯-G3

（芝1800m）、東京スポーツ杯2歳S-G3（芝1800m）、いちょうS-L（芝1800m）、ダービー-G12
着、マイルチャンピオンシップ-G12着、同3着、同5着、阪神C-G22着、富士S-G32着（2回）、
新潟2歳S-G32着、天皇賞・秋-G13着（2回）、毎日王冠-G23着、安田記念-G15着、大阪
杯-G25着、中山記念-G25着

日で2〜5歳時12戦4勝。13年最優秀2歳牡馬。朝日杯フューチュリティS-G1（芝1600m）、
レパードS-G3（D1800m）、オキザリス賞（D1600m）、スプリングS-G22着、アンタレスS-G32
着、名古屋大賞典-JPN32着、平安S-G35着

日・UAE・香港で2〜6歳時27戦6勝。ダービー-G1（芝2400m）、天皇賞・秋-G1（芝
2000m）、同3着、毎日王冠-G2（芝1800m）、京成杯-G3（芝2000m）、エリカ賞（芝
2000m）、有馬記念-G12着、同4着、天皇賞・春-G12着、神戸新聞杯-G22着、香港クイー
ンエリザベス二世C-G13着、皐月賞-G13着、宝塚記念-G13着、大阪杯-G23着（2回）、萩S-OP3
着

17年より供用。20年の2歳馬が初年度産駒。スティールグレート（北海道・栄冠賞2着）、キモ
ンブラウン（新馬）、ニシノミズカゼ（1勝）、スイートアリエス（1勝）

14年より供用。カリオストロ（橘S-L）、エイムアンドエンド（共同通信杯-G33着）、コスモイグ
ナーツ（アイビーS-OP）、ルタンブル（忘れな草賞-L2着）、ウスベニノキミ（フラワーC-G34着）、
アーデントリー（小倉2歳S-G34着）、アーデルワイゼ（もみじS-OP2着）、ジェシー（西宮S）、
カヴァル（マレーシアC）、ココロノトウダイ（猪苗代特別）、メリーメーキング（戎橋特別）、ナンヨー
イザヨイ（九州スポーツ杯）、クリノフラッシュ（春待月賞）

18年より供用。20年の1歳馬が初年度産駒。

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
79 ブリトマルティスの19 スペシャルウィーク 牡 40,000円
90 レッドソンブレロの19 キングカメハメハ メス 100,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
80 ラフォルジュルネの19 スペシャルウィーク 牡 50,000円

イスラボニータ

＊アジアエクスプレス

エイシンフラッシュ
Isla Bonita（JPN）

Asia Express（USA）

Eishin Flash（JPN）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
33 ティンバレスの19 ＊ウォーエンブレム 牡 45,000円
34 エクストラペトルの19 キングカメハメハ 牡 45,000円

父　＊シンボリクリスエス
母　シーザリオ
母の父　スペシャルウィーク
2010年生　鹿毛　安平産

父　ディープインパクト
母　＊キャットクイル
母の父　Storm Cat
2010年生　青鹿毛　新冠産

日・UAE・香港で2〜5歳時14戦6勝。ジャ
パンC-G1（芝2400m）、菊花賞-G1（芝
3000m）、神戸新聞杯-G2（芝2400m）、ラジオNIKKEI杯2歳S-G3（芝2000m）、京都2歳S-L

（芝2000m）、ダービー-G12着、皐月賞-G12着、大阪杯-G23着、香港クイーンエリザベス二
世C-G14着、弥生賞-G24着、有馬記念-G15着

日仏で2〜5歳時14戦7勝。13年最優秀3歳牡馬。ダービー-G1（芝2400m）、ニエル賞-G2
（芝2400m）、大阪杯-G2（芝2000m）、同2着、京都新聞杯-G2（芝2200m）、毎日杯-G3（芝
1800m）、黄菊賞（芝1800m）、京都記念-G23着、ラジオNIKKEI杯2歳S-G33着、凱旋門賞-G14
着、天皇賞・春-G14着、弥生賞-G25着

16年より供用（北半球シーズン）。デアリングタクト（オークス-G1、桜花賞-G1）、シーズンズ
ギフト（ニュージーランドT-G22着）、スカイグルーヴ（京成杯-G32着）、ヴァルナ（京王杯2歳
S-G23着）、ロールオブサンダー（京都2歳S-G33着）、イズジョーノキセキ（忘れな草賞-L2着）、
アリストテレス（すみれS-L2着）、フェルミスフィア（アネモネS-L3着）

16年より供用。ディープボンド（京都新聞杯-G2）、マルターズディオサ（チューリップ賞-G2）、
アブレイズ（フラワーC-G3）、クリスタルブラック（京成杯-G3）、ビアンフェ（函館2歳S-G3）、
キメラヴェリテ（北海道2歳優駿-JPN3）、ケヴィン（若駒S-L）、クリスティ（関東オークス-JPN23
着）、クリアサウンド（ファンタジーS-G33着）、ルーチェデラヴィタ（コスモス賞-OP）

種牡馬成績

種牡馬成績

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
27 アールブリュットの19 ＊マクフィ 牡 125,000円
71 リュシオルの19 ＊クロフネ 牡 75,000円

エピファネイア キズナ
Epiphaneia（JPN） Kizuna（JPN）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
18 クレオールの19 ＊チチカステナンゴ 牡 50,000円
19 オリエンタルポピーの19 キングカメハメハ メス 50,000円
20 ブルーメンブラットの19 アドマイヤベガ メス 75,000円
62 テネイシャスの19 キングカメハメハ 牡 75,000円
63 リラヴァティの19 ゼンノロブロイ メス 90,000円
64 グランデアモーレの19 ネオユニヴァース メス 70,000円
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競走成績

競走成績

父　＊フレンチデピュティ
母　＊ブルーアヴェニュー
母の父　Classic Go Go
1998年生　芦毛　米国産

父　ブラックタイド
母　シュガーハート
母の父　サクラバクシンオー
2012年生　鹿毛　日高産

父　フジキセキ
母　＊ケルトシャーン
母の父　Pleasant Colony
2003年生　鹿毛　豪州産

父　ディープインパクト
母　＊マジックストーム
母の父　Storm Cat
2011年生　鹿毛　安平産

父　Kingmambo
母　＊マンファス
母の父　＊ラストタイクーン
2001年生　鹿毛　早来産

父　Tapit
母　Morena
母の父　Privately Held
2013年生　芦毛　米国産

日で2〜3歳時10戦6勝。01年最優秀ダートホース、01年ダートグレード競走最優秀馬。ジャ
パンCダート-JPN1（D2100m）、NHKマイルC-JPN1（芝1600m）、武蔵野S-JPN3（D1600m）、
毎日杯-JPN3（芝2000m）、神戸新聞杯-JPN23着、ラジオたんぱ杯3歳S-JPN33着

日で3〜5歳時20戦12勝。16、17年年度代表馬、16、17年最優秀古牡馬。ジャパンC-G1（芝
2400m）、 同3着、 有 馬 記 念-G1（ 芝2500m）、 同2着、 同3着、 天 皇 賞・ 春-G1（ 芝
3200m）2回、天皇賞・秋-G1（芝2000m）、菊花賞-G1（芝3000m）、大阪杯-G1（芝
2000m）、同-G22着、京都大賞典-G2（芝2400m）、セントライト記念-G2（芝2200m）、
スプリングS-G2（芝1800m）、皐月賞-G13着、宝塚記念-G13着

日で2〜8歳時31戦12勝。10年最優
秀 短 距 離 馬。 高 松 宮 記 念-G1（ 芝
1200m）2回、同2着、阪神C-G2（芝1400m）2回、スワンS-G2（芝1400m）、オーシャ
ンS-G3（芝1200m）、函館スプリントS-JPN3（芝1200m）、キャピタルS-L（芝1600m）、
谷川岳S-L（芝1400m）、ジュニアC-OP（芝1600m）、スプリンターズS-G12着（2回）、
NHKマイルC-JPN13着

日・香港で2〜6歳時29戦8勝。安田記念-G1（芝1600m）、同4着、スワンS-G2（芝
1400m）、京王杯スプリングC-G2（芝1400m）、モンゴル大統領賞-OP（芝1800m）、春興S（芝
1600m）、九州スポーツ杯（芝2000m）、茶臼山高原特別（芝2000m）、毎日王冠-G22着、
富士S-G32着、エプソムC-G32着、ダービー卿チャレンジT-G33着、共同通信杯-G33着、ラ
ジオNIKKEI杯2歳S-G33着、マイルチャンピオンシップ-G14着、同5着、神戸新聞杯-G24着、
東京スポーツ杯2歳S-G35着

日で2〜3歳時8戦7勝。04年最優秀3歳牡馬。ダービー-JPN1（芝2400m）、NHKマイルC-JPN1
（芝1600m）、神戸新聞杯-JPN2（芝2000m）、毎日杯-JPN3（芝2000m）

米で2〜3歳時12戦3勝。ベルモントS-G1（D12F）、アーカンソー ダービー-G1（D9F）、レ
ベルS-G23着

02年より供用。カレンチャン（高松宮記念-G1、スプリンターズS-G1）、スリープレスナイト（ス
プリンターズS-G1）、アエロリット（NHKマイルC-G1）、クラリティスカイ（NHKマイルC-G1）、
ホエールキャプチャ（ヴィクトリアマイル-G1）、フサイチリシャール（朝日杯フューチュリティ
S-JPN1）、ホワイトフーガ（JBCレディスクラシック-JPN12回）、エメラルファイト（スプリング
S-G2）、テイエムジンソク（東海S-G2）、ジューヌエコール（デイリー杯2歳S-G2）、レーヌブラ
ンシュ（関東オークス-JPN2）、ブラボーデイジー（エンプレス杯-JPN2）、ユキチャン（関東オー
クス-JPN2）、ホワイトメロディー（関東オークス-JPN2）

18年より供用。20年の1歳馬が初年度産駒。

11年より供用。ガロアクリーク（スプリングS-G2）、ルフトシュトローム（ニュージーランドT-G2）、
シュウジ（阪神C-G2、小倉2歳S-G3）、モンドキャンノ（京王杯2歳S-G2）、サクセスエナジー

（さきたま杯-JPN2、黒船賞-JPN3）、ベルーガ（ファンタジーS-G3）、カシアス（函館2歳S-G3）、
ヒラボクラターシュ（佐賀記念-JPN3）、サフィロス（京王杯2歳S-G22着）、アドマイヤモラー
ル（京王杯2歳S-G22着）、カッパツハッチ（アイビスサマーダッシュ-G32着）、サイモンゼーレ（小
倉2歳S-G32着）、ブルミラコロ（サマーチャンピオン-JPN32着）

18年より供用。20年の1歳馬が初年度産駒。

05年より供用。10、11年総合チャンピオンサイアー。08、09年2歳チャンピオンサイアー。レ
イデオロ（ダービー-G1、天皇賞・秋-G1）、ドゥラメンテ（ダービー-G1、皐月賞-G1）、ロー
ドカナロア（香港スプリント-G12回）、ルーラーシップ（香港クイーンエリザベス二世C-G1）、ロー
ズキングダム（ジャパンC-G1）、アパパネ（牝馬三冠）、レッツゴードンキ（桜花賞-G1）、ラブリー
デイ（天皇賞・秋-G1）、ミッキーロケット（宝塚記念-G1）、リオンディーズ（朝日杯フューチュ
リティS-G1）、ホッコータルマエ（チャンピオンズC-G1）、ベルシャザール（ジャパンCダート-G1）

17年より供用。20年の2歳馬が初年度産駒。リュミエール（北海道・フレッシュチャレンジ）

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
81 レインボーソングの19 ゼンノロブロイ メス 30,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
48 シンハライトの19 ディープインパクト 牡 250,000円
49 フロアクラフトの19 フジキセキ メス 100,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
88 オーラレガーレの19 マンハッタンカフェ 牡 140,000円

＊クロフネ

キタサンブラック

＊キンシャサノキセキ

サトノアラジン

キングカメハメハ

＊クリエイターⅡ

Kurofune（USA）

Kitasan Black（JPN）

Kinshasa no Kiseki（AUS）

Satono Aladdin（JPN）

King Kamehameha（JPN）

Creator（USA）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
37 オーマイベイビーの19 ディープインパクト メス 50,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
28 ムーンライトダンスの19 Sinndar メス 50,000円
72 クリソプレーズの19 ＊エルコンドルパサー 牡 125,000円
73 ワナダンスの19 The Leopard メス 45,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
29 サダムグランジュテの19 キングカメハメハ メス 40,000円
74 レオパルディナの19 ＊スニッツェル 牡 50,000円
75 カイカヨソウの19 ＊ティンバーカントリー メス 50,000円
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競走成績

競走成績

競走成績

父　ハーツクライ
母　シビル
母の父　Wild Again
2009年生　鹿毛　浦河産

父　＊グラスワンダー
母　ランニングヒロイン
母の父　＊サンデーサイレンス
2004年生　栗毛　千歳産

父　ディープインパクト
母　＊シルヴァースカヤ
母の父　Silver Hawk
2013年生　青鹿毛　安平産

父　フジキセキ
母　＊シャンソネット
母の父　Mark of Esteem
2007年生　黒鹿毛　日高産

日・UAE・仏で2〜5歳時22戦6勝。14年最優秀古牡馬。ドバイデューティフリー-G1（芝
1800m）、天皇賞・秋-G1（芝2000m）、安田記念-G1（芝1600m）、中山記念-G2（芝
1800m）、アーリントンC-G3（芝1600m）、ジャパンC-G12着、毎日王冠-G22着（2回）、
エプソムC-G32着、関屋記念-G32着、新潟2歳S-G32着、中山金杯-G33着、有馬記念-G14
着、きさらぎ賞-G34着、東京スポーツ杯2歳S-G34着、京都記念-G25着

日で2〜5歳時23戦5勝。08年最優秀古牡馬。ジャパンC-G1（芝2400m）、アルゼンチン共
和国杯-JPN2（芝2500m）、支笏湖特別（芝2600m）、天皇賞・秋-G12着、ラジオNIKKEI賞-JPN32
着、札幌日経オープン-L2着、伏竜S-OP2着、セントライト記念-JPN23着

日で2〜4歳時5戦4勝。垂水S（芝1800m）、オーストラリアT（芝1800m）、紫菊賞（芝
2000m）

日で2〜4歳時8戦3勝。NHKマイルC-G1（芝1600m）、毎日杯-G3（芝1800m）、共同通
信杯-G32着、ラジオNIKKEI杯2歳S-JPN33着、京都記念-G24着、大阪杯-G24着

15年より供用。エーポス（フィリーズレビュー-G2）、アドマイヤジャスタ（函館記念-G3）、ロー
ドマイウェイ（チャレンジC-G3）、アウィルアウェイ（シルクロードS-G3）、マスターフェンサー（マー
キュリーC-JPN3）、ヴェロックス（若葉S-L、若駒S-L、皐月賞-G12着、ダービー-G13着）、
ラブミーファイン（函館2歳S-G32着）、シングフォーユー（スイートピーS-L2着）、トウカイデュ
エル（京都2歳S-G34着）、ゼンノジャスタ（小倉2歳S-G34着）

10年より供用。モーリス（天皇賞・秋-G1、安田記念-G1、マイルチャンピオンシップ-G1、香
港C-G1、香港マイル-G1、香港チャンピオンズマイル-G1）、ゴールドアクター（有馬記念-G1、オー
ルカマー-G2、日経賞-G2）、ウインマリリン（フローラS-G2）、ジェネラーレウーノ（セントライ
ト記念-G2、京成杯-G3）、マイネルグリット（小倉2歳S-G3）、トラスト（札幌2歳S-G3）、グァ
ンチャーレ（シンザン記念-G3）、ミュゼエイリアン（毎日杯-G3）、クリノガウディー（朝日杯フュー
チュリティS-G12着）、ウイングレイテスト（デイリー杯2歳S-G22着）、ルーカス（東京スポー
ツ杯2歳S-G32着）

18年より供用。20年の1歳馬が初年度産駒。

12年より供用。スマートオーディン（京都新聞杯-G2、阪急杯-G3、毎日杯-G3、東京スポーツ
杯2歳S-G3）、サイタスリーレッド（オーバルスプリント-JPN3、栗東S-L）、ガンサリュート（京
成杯-G32着）、クインズサリナ（フェニックス賞-OP、ファンタジーS-G34着）、レッドカーペッ
ト（小倉2歳S-G34着）、ダノンハイパワー（カンナS-OP2着）、グロワールシチー（伊良湖特別）、
シャンティローザ（北大路特別）、シンギュラリティ（フォーチュンC）

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
83 ユールフェストの19 More Than Ready 牡 45,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
84 イマーキュレイトキャットの19 Storm Cat メス 35,000円

ジャスタウェイ

スクリーンヒーロー

シルバーステート

ダノンシャンティ

Just a Way（JPN）

Screen Hero（JPN）

Silver State（JPN）

Danon Chantilly（JPN）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
38 フェルミオンの19 アグネスタキオン 牡 60,000円
82 コンヴィクションⅡの19 City Banker メス 45,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
39 ロザリンドの19 ＊シンボリクリスエス メス 75,000円

父　＊サンデーサイレンス
母　＊ウインドインハーヘア
母の父　Alzao
2002年生　鹿毛　早来産

父　ディープインパクト
母　＊ラヴアンドバブルズ
母の父　Loup Sauvage
2009年生　鹿毛　新冠産

日仏で2〜4歳時14戦12勝。05、06
年年度代表馬。三冠、ジャパンC-G1（芝
2400m）

日 英で2〜3歳 時7戦3勝。 ダービー-G1（ 芝2400m）、 東 京スポーツ杯2歳S-G3（ 芝
1800m）、スプリングS-G22着、共同通信杯-G32着、皐月賞-G13着

07年より供 用。12、13、14、15、16、17、18、19年 総 合チャンピオンサイアー。10、
11、12、13、14、16、17、18、19年2歳チャンピオンサイアー。サクソンウォリアー（英
2000ギニー-G1）、スタディオブマン（仏ダービー-G1）、ジェンティルドンナ（ジャパンC-G12回）、
コントレイル（ダービー-G1）、ロジャーバローズ（ダービー-G1）、ワグネリアン（ダービー-G1）、
マカヒキ（ダービー-G1）、キズナ（ダービー-G1）、ディープブリランテ（ダービー-G1）、マリア
ライト（宝塚記念-G1）、シンハライト（オークス-G1）、ハープスター（桜花賞-G1）、リアルイ
ンパクト（ATCジョージライダーS-G1）、フィエールマン（天皇賞・春-G12回）、アルアイン（大
阪杯-G1）、ラヴズオンリーユー（オークス-G1）、グランアレグリア（桜花賞-G1）、ディーマジェ
スティ（皐月賞-G1）、サトノダイヤモンド（有馬記念-G1）、ショウナンパンドラ（ジャパンC-G1）

13年より供用。モズベッロ（日経新春杯-G2）、セダブリランテス（中山金杯-G3、ラジオ
NIKKEI賞-G3）、ラプタス（かきつばた記念-JPN3、黒船賞-JPN3）、ディーパワンサ（中京2歳
S-OP）、ナイトバナレット（ジュニアC-OP）、グレイスアン（フェアリーS-G33着）、ミッキーブ
リランテ（シンザン記念-G33着）、ミヤケ（北海道2歳優駿-JPN33着）、メイショウベルボン（マー
ガレットS-L3着）、スズカゼ（アネモネS-L3着）、リカビトス（愛知杯-G34着）、ジャストザマ
リン（フェアリーS-G34着）、オーブスプリング（エーデルワイス賞-JPN34着）、ショーヒデヒラ

（ニュージーランドT-G25着）、メイショウオワラ（ローズS-G25着）

種牡馬成績

種牡馬成績

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
30 カラベルラティーナの19 ＊クロフネ 牡 45,000円
76 カニョットの19 Sunray Spirit 牡 45,000円
77 シンハディーパの19 ＊ウォーエンブレム メス 50,000円

ディープインパクト ディープブリランテ
Deep Impact（JPN） Deep Brillante（JPN）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
1 デックドアウトの19 Street Boss 牡 200,000円
2 ヒルダズパッションの19 Canadian Frontier 牡 375,000円
3 ティズトレメンダスの19 Tiz Wonderful メス 160,000円

46 キラーグレイシスの19 Congaree 牡 250,000円
47 ピースアンドウォーの19 War Front メス 150,000円
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競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

父　＊サンデーサイレンス
母　アイリッシュダンス
母の父　＊トニービン
2001年生　鹿毛　千歳産

父　キングカメハメハ
母　トゥザヴィクトリー
母の父　＊サンデーサイレンス
2011年生　鹿毛　安平産

父　ディープインパクト
母　＊プリンセスオリビア
母の父　Lycius
2008年生　黒鹿毛　千歳産

父　Dansili
母　Penang Pearl
母の父　Bering
2006年生　鹿毛　英国産

父　キングカメハメハ
母　アドマイヤグルーヴ
母の父　＊サンデーサイレンス
2012年生　鹿毛　安平産

父　Gio Ponti
母　Eltimaas
母の父　Ghostzapper
2013年生　鹿毛　米国産

日・UAE・英で3〜5歳時19戦5勝。05年最優秀古牡馬。ドバイシーマクラシック-G1（芝
2400m）、有馬記念-JPN1（芝2500m）、京都新聞杯-JPN2（芝2200m）

日豪で2〜4歳時12戦4勝。弥生賞-G2（芝2000m）、若駒S-L（芝2000m）、黄菊賞（芝
1800m）、皐月賞-G12着、有馬記念-G12着、ATCザBMW-G12着、セントライト記念-G22
着、ダービー-G15着

日で2〜6歳時25戦4勝。マイルチャンピオンシップ-G1（芝1600m）、同4着、京都記念-G2
（芝2200m）、同2着、同4着、きさらぎ賞-G3（芝1800m）、天皇賞・春-G12着、セントラ
イト記念-G22着、小倉記念-G32着、七夕賞-G32着、菊花賞-G13着、京都大賞典-G23着（2
回）、鳴尾記念-G33着、宝塚記念-G15着

英で3〜4歳時9戦6勝。キングジョージ
六 世 ＆クイーンエリザベスS-G1（ 芝
12F）、ハードウィックS-G2（芝12F）、ゴー
ドンS-G3（芝12F）、オーモンドS-G3（芝13F89Y）

日・UAEで2〜4歳時9戦5勝。15年最
優秀3歳牡馬。ダービー-G1（芝2400m）、皐月賞-G1（芝2000m）、中山記念-G2（芝
1800m）、セントポーリア賞（芝1800m）、宝塚記念-G12着、ドバイシーマクラシック-G12着、
共同通信杯-G32着

米で2〜4歳時9戦6勝。米牡馬チャンピオンスプリンター。BCスプリント-G1（D6F）、キング
ズビショップS-G1（D7F）、フォアゴーS-G1（D7F）

07年より供用。リスグラシュー（有馬記念-G1、MVRC W.S.コックス プレート-G1）、ジャスタ
ウェイ（ドバイデューティフリー-G1、天皇賞・秋-G1、安田記念-G1）、ワンアンドオンリー（ダー
ビー-G1）、ヌーヴォレコルト（オークス-G1）、シュヴァルグラン（ジャパンC-G1）、スワーヴリチャー
ド（ジャパンC-G1、大阪杯-G1）、サリオス（朝日杯フューチュリティS-G1）、タイムフライヤー

（ホープフルS-G1）、アドマイヤラクティ（MRCコーフィールドC-G1）、ヨシダ（ウッドウォードS-G1、
オールドフォレスターターフクラシックS-G1）、ノーワン（フィリーズレビュー-G2）、ゴーフォザ
サミット（青葉賞-G2）、ウインバリアシオン（日経賞-G2）、フェイムゲーム（目黒記念-G2）

16年より供用。ビックバレリーナ（東海・東海クイーンC）、ガンバルン（高知・黒潮ジュニアチャ
ンピオンシップ）、チョウライリン（南関東・ハイセイコー記念3着）、コスモアンジュ（2勝）、ワ
ルツフォーデビー（1勝）、ナリノクリスティー（1勝）、ヤサカパフィー（1勝）、ショウナンバービー

（1勝）、レディフォリア（1勝）、メイショウナパワン（1勝）、ゴールドチャリス（1勝）、ニシノエ
ルサ（1勝）

15年より供用。ザダル（プリンシパルS-L、関越S-OP、セントライト記念-G23着、メイS-OP3
着）、アイラブテーラー（淀短距離S-L、桂川S、舞子特別、京阪杯-G32着）、ファンシャン（2勝）、
トーセンスカイ（2勝）、グルアーブ（1勝）、クロムウェル（1勝）

17年より供用。20年の2歳馬が初年度産駒。アスコルターレ（新馬）、ダノンシュネラ（新馬）、ドゥ
ラモンド（新馬）、ドゥラヴェルデ（新馬）、フォティノース（1勝）、ファルヴォーレ（1勝）

18年より供用。20年の1歳馬が初年度産駒。

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

11年より供用。ブラストワンピース（有馬記念-G1）、ディアドラ（ナッソーS-G1、秋華賞-G1）、
ペルシアンナイト（マイルチャンピオンシップ-G1）、ノームコア（ヴィクトリアマイル-G1）、モズカッ
チャン（エリザベス女王杯-G1）、ドレッドノータス（京都大賞典-G2）、ハービンマオ（関東オー
クス-JPN2）、フィリアプーラ（フェアリーS-G3）、サマーセント（マーメイドS-G3）、ニシノデ
イジー（東京スポーツ杯2歳S-G3）、ハッピーアワー（ファルコンS-G3）、プロフェット（京成杯-G3）、
ヒーズインラブ（ダービー卿チャレンジT-G3）、ベルーフ（京成杯-G3）

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
21 ケイティーズハートの19 ハーツクライ 牡 75,000円
22 クルミナルの19 ディープインパクト 牡 125,000円
23 エールデュレーヴの19 ディープインパクト 牡 75,000円
65 ディアデラノビアの19 ＊サンデーサイレンス 牡 140,000円
66 ジュモーの19 タニノギムレット 牡 125,000円
67 サンブルエミューズの19 ダイワメジャー メス 65,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
9 ティロレスカの19 Roman Ruler 牡 100,000円
10 ヒストリックスターの19 ＊ファルブラヴ 牡 110,000円
11 ピュアブリーゼの19 Monsun メス 70,000円
12 シェルズレイの19 ＊クロフネ メス 80,000円
13 ベルロワイヤルの19 Val Royal メス 65,000円
56 ギモーヴの19 ＊ハービンジャー 牡 110,000円
57 シャムロッカーの19 O'Reilly メス 70,000円
58 リッチダンサーの19 Halling メス 100,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
31 ペルレンケッテの19 ディープインパクト 牡 75,000円
32 リーチコンセンサスの19 ＊フレンチデピュティ メス 50,000円
78 プリンセスカメリアの19 ＊サンデーサイレンス メス 60,000円

ハーツクライ

トゥザワールド

トーセンラー

＊ハービンジャー

ドゥラメンテ

＊ドレフォン

Heart's Cry（JPN）

To the World（JPN）

Tosen Ra（JPN）

Harbinger（GB）

Duramente（JPN）

Drefong（USA）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
4 ファイナルディシジョンの19 Super Saver メス 75,000円

50 クルソラの19 Candy Stripes 牡 125,000円
51 ファイナルスコアの19 Dylan Thomas メス 110,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
35 クルージンミジーの19 Mizzen Mast 牡 40,000円
36 ムスタパルタの19 Tapit メス 30,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
40 ピンクアリエスの19 キングカメハメハ メス 35,000円
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競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績 競走成績

父　＊ヘネシー
母　Meadow Flyer
母の父　Meadowlake
2003年生　栗毛　米国産

父　ディープインパクト
母　＊スターアイル
母の父　＊ロックオブジブラルタル
2011年生　鹿毛　安平産

父　A.P. Indy
母　Dream Supreme
母の父　Seeking the Gold
2005年生　鹿毛　米国産

父　スクリーンヒーロー
母　メジロフランシス
母の父　＊カーネギー
2011年生　鹿毛　日高産

北米で2〜3歳時10戦6勝。ヴォスバーグS-G1（D6F）、キングズビショップS-G1（D7F）、
サラトガスペシャルS-G2（D6F）、ジャージーショアBCS-G3（D6F）、Tremont S（D5.5F）、
BCジュヴェナイル-G12着、シャンペンS-G12着、ホープフルS-G12着

日・香港で2〜5歳時20戦8勝。16年最優秀短距離馬。マイルチャンピオンシップ-G1（芝
1600m）、NHKマイルC-G1（ 芝1600m）、 スワンS-G2（ 芝1400m）、 阪 急 杯-G3（ 芝
1400m）、同2着、アーリントンC-G3（芝1600m）、シンザン記念-G3（芝1600m）、ひいら
ぎ賞（芝1600m）、スプリンターズS-G12着、同4着、高松宮記念-G12着、同3着

米で2〜3歳時7戦2勝。ホープフルS-G1（D7F）、ウッディスティーヴンスS-G24着

日・ 香 港で2〜5歳 時18戦11勝。15
年年度代表馬、15年最優秀短距離馬。天
皇賞・秋-G1（芝2000m）、安田記念-G1（芝1600m）、同2着、マイルチャンピオンシップ-G1

（芝1600m）、香港C-G1（芝2000m）、香港マイル-G1（芝1600m）、香港チャンピオンズマ
イル-G1（芝1600m）、ダービー卿チャレンジT-G3（芝1600m）、スピカS（芝1800m）、若
潮賞（芝1600m）、万両賞（芝1400m）、札幌記念-G22着、白百合S-OP3着

07年より供用。＊アジアエクスプレス（朝日杯フューチュリティS-G1）、＊モーニン（フェブラリー
S-G1）、ワイドファラオ（かしわ記念-JPN1）、ビホルダー（BCディスタフ-G1、BCジュヴェナ
イルフィリーズ-G1）、メリーメドウ（プリンセスルーニーS-G2）、ケイアイレオーネ（兵庫ジュニ
アグランプリ-JPN2）、ドンフォルティス（北海道2歳優駿-JPN3）、＊ヘニーハウンド（ファルコ
ンS-G3）、ジョーダンズヘニー（ハリケーンバーティーS-G3）、アイムアルッカー（ウイニングカラー
ズS-G3）、チートゥ（サンランドダービー-G3）、シーディグズミー（サプリングS-G3）、ハニーホー
ズ（ミントジュレップH-G3）、アカデミック（加ダービー-G3）

17年より供用。20年の2歳馬が初年度産駒。デュアリスト（新馬）

09年より供用。＊プリンセスオブシルマー（ケンタッキーオークス-G1、アラバマS-G1、ベルデイ
ム招待S-G1、CCAオークス-G1）、＊ベストウォーリア（南部杯-JPN12回）、＊エアアルマス（東
海S-G2）、レンスター（シェイカータウンS-G2）、マイマジェスティックローズ（サマータイムオー
クス-G2）、レイディサベリア（バーバラフリッチーH-G2）、ピットブル（ビセンテL.カサーレス
賞-G2）、ローンセイラー（オクラホマダービー-G3）、マジェスティックリーズン（バーバラフリッチー
S-G3）、ヘヴンハズマイニッキ（ヴェイクランシーH-G3）、デクランズウォリア（ベイショアS-G3）、
ヘイセイメジャー（北海道・サッポロクラシックC、北海道・イノセントC）

17年より供用。20年の2歳馬が初年度産駒。カイザーノヴァ（函館2歳S-G35着）、ストゥーティ
（新馬）、テーオーメアリー（新馬）、インフィナイト（新馬）

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
91 パールズシャインの19 ディープインパクト メス 80,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
14 ディアデラマドレの19 キングカメハメハ 牡 125,000円
15 バウンスシャッセの19 ゼンノロブロイ 牡 125,000円
16 ヴィータアレグリアの19 ネオユニヴァース メス 60,000円
17 アンレールの19 ディープインパクト メス 50,000円
59 ディアマイベイビーの19 ディープインパクト 牡 100,000円
60 アビラの19 ＊ロックオブジブラルタル メス 70,000円
61 プルメリアスターの19 ゼンノロブロイ メス 70,000円

＊ヘニーヒューズ

ミッキーアイル

＊マジェスティックウォリアー

モーリス

Henny Hughes（USA）

Mikki Isle（JPN）

Majestic Warrior（USA）

Maurice（JPN）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
41 グリューヴァインの19 ゴールドアリュール メス 40,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
42 サザンスピードの19 Southern Image メス 40,000円
85 シンハリーズの19 Singspiel メス 75,000円

父　キングカメハメハ
母　ポップコーンジャズ
母の父　ダンスインザダーク
2010年生　黒鹿毛　安平産

父　ディープインパクト
母　＊トキオリアリティー
母の父　Meadowlake
2008年生　鹿毛　安平産

日・香港で2〜6歳時33戦9勝。15年最優秀古牡馬。天皇賞・秋-G1（芝2000m）、宝塚記念-G1
（芝2200m）、同4着、京都大賞典-G2（芝2400m）、同3着、京都記念-G2（芝2200m）、
鳴尾記念-G3（芝2000m）、中山金杯-G3（芝2000m）、メトロポリタンS-L（芝2400m）、
野路菊S-OP（芝1800m）、京王杯2歳S-G22着、金鯱賞-G22着、同4着、小倉記念-G32着、
ジャパンC-G13着、中日新聞杯-G33着、香港C-G14着、香港クイーンエリザベス二世C-G14
着、大阪杯-G24着、有馬記念-G15着、目黒記念-G25着、アルゼンチン共和国杯-G25着、アー
リントンC-G35着

日豪で2〜7歳時30戦5勝。ATCジョージライダーS-G1（芝1500m）、安田記念-G1（芝
1600m）、阪神C-G2（芝1400m）2回、ATCドンカスターマイル-G12着、朝日杯フューチュ
リティS-G12着、毎日王冠-G22着、同4着、京王杯2歳S-G22着、富士S-G32着、NHKマ
イルC-G13着、中山記念-G23着、マイルチャンピオンシップ-G15着（2回）

16年より供用。ラウダシオン（NHKマイルC-G1、クロッカスS-L、もみじS-OP、ファルコンS-G32
着、小倉2歳S-G33着）、アルムブラスト（カンナS-OP）、テリオスヒメ（ダリア賞-OP2着）、
デスティネ（南関東・東京湾C3着）、エンプティチェア（2勝）、ピーエムピンコ（2勝）、シャチ（2
勝）17年より供用。20年の2歳馬が初年度産駒。ジャカランダレーン（新馬）、フクノラプラーニュ（新

馬）、クールシャワー（1勝）

種牡馬成績

種牡馬成績

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
43 ソングバードの19 ダンスインザダーク メス 35,000円

ラブリーデイ リアルインパクト
Lovely Day（JPN） Real Impact（JPN）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
89 アンソロジーの19 サクラバクシンオー 牡 140,000円
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種牡馬紹介

競走成績競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

父　キングカメハメハ
母　シーザリオ
母の父　スペシャルウィーク
2013年生　黒鹿毛　安平産

父　キングカメハメハ
母　レディブラッサム
母の父　Storm Cat
2008年生　鹿毛　新ひだか産

父　キングカメハメハ
母　エアグルーヴ
母の父　＊トニービン
2007年生　鹿毛　安平産

父　Invincible Spirit
母　Ghurra
母の父　War Chant
2013年生　鹿毛　愛国産

父　ローエングリン
母　ステレオタイプ
母の父　＊サンデーサイレンス
2010年生　黒鹿毛　千歳産

日で2〜3歳時5戦2勝。15年最優秀2歳牡馬。朝日杯フューチュリティS-G1（芝1600m）、
弥生賞-G22着、ダービー-G15着、皐月賞-G15着

父　Unbridled's Song
母　Bubbler
母の父　Distorted Humor
2013年生　芦毛　米国産

日・香港で2〜5歳時19戦13勝。13年年
度代表馬、12、13年最優秀短距離馬。香港
スプリント-G1（芝1200m）2回、安田記念-G1

（ 芝1600m）、 スプリンターズS-G1（ 芝
1200m）2回、高松宮記念-G1（芝1200m）

英仏で2〜3歳時8戦6勝。ミドルパークS-G1（芝6F）、モルニ賞-G1（芝1200m）、リッチモ
ンドS-G2（芝6F）、ジュライS-G2（芝6F）、ベンゴーフS（芝6F）

日・UAE・香港で2〜5歳時20戦8勝。
香 港クイーンエリザベス二 世C-G1（ 芝
2000m）、日経新春杯-G2（芝2400m）、アメリカJCC-G2（芝2200m）、金鯱賞-G2（芝
2000m）

日・UAE・香港で2〜7歳時30戦6勝。12年最優秀2歳牡馬。皐月賞-G1（芝2000m）、安
田記念-G1（芝1600m）、同2着、朝日杯フューチュリティS-G1（芝1600m）、スプリングS-G2

（芝1800m）、ベゴニア賞（芝1600m）、中山記念-G22着、同3着（2回）、ダービー卿チャレ
ンジT-G32着、中山金杯-G32着、富士S-G33着、クローバー賞-L3着、オールカマー-G24着、
札幌2歳S-G34着、函館2歳S-G34着、ダービー-G15着、天皇賞・秋-G15着、大阪杯-G25
着、札幌記念-G25着

米・UAEで3〜4歳時11戦7勝。16年米3歳牡馬チャンピオン。BCクラシック-G1（D10F）、
ペガサスワールドカップ招待S-G1（D9F）、トラヴァーズS-G1（D10F）、ドバイワールドC-G1

（D2000m）、パシフィッククラシックS-G12着

17年より供用。20年の2歳馬が初年度産駒。ヴェールクレール（新馬）、ピンクカメハメハ（新馬）、
マルス（新馬）、リーブラテソーロ（1勝）

17年より供用。20年の2歳馬が初年度産駒。セイカ（コヴェントリーS-G23着）、シャラーラー
（マーブル ヒルS-G34着）、シェリーアムール（シックスパーフェクションズ賞-G34着）

14年より供用。アーモンドアイ（ジャパンC-G1、牝馬三冠）、サートゥルナーリア（皐月賞-G1、ホープフ
ルS-G1）、ステルヴィオ（マイルチャンピオンシップ-G1）、タガロア（MRCブルーダイヤモンドS-G1）、ダ
ノンスマッシュ（京王杯スプリングC-G2）、ダイアトニック（スワンS-G2）、キングオブコージ（目黒記念-G2）、
ファンタジスト（京王杯2歳S-G2）、バーナードループ（兵庫チャンピオンシップ-JPN2）、グルーヴィット（中
京記念-G3）、トロワゼトワル（京成杯オータムH-G3）、イベリス（アーリントンC-G3）、ヴァルディゼール

（シンザン記念-G3）、ケイデンスコール（新潟2歳S-G3）、ジョーカナチャン（アイビスサマーダッシュ-G3）

13年より供用。キセキ（菊花賞-G1）、メールドグラース（MRCコーフィールドC-G1、小倉記念-G3、
鳴尾記念-G3、新潟大賞典-G3）、リオンリオン（セントライト記念-G2、青葉賞-G2）、ダンビュ
ライト（京都記念-G2、アメリカJCC-G2）、ムイトオブリガード（アルゼンチン共和国杯-G2）、パッ
シングスルー（紫苑S-G3）、フェアリーポルカ（福島牝馬S-G3、中山牝馬S-G3）、テトラドラク
マ（クイーンC-G3）、ハッシュライター（NJCニューキャッスルゴールドC-G3）

種牡馬成績

18年より供用。20年の1歳馬が初年度産駒。

種牡馬成績

18年より供用。20年の1歳馬が初年度産駒。

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
45 リーチングの19 Dansili メス 60,000円

種牡馬成績

シャラー

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
24 ヴェルジョワーズの19 ネオユニヴァース 牡 65,000円
25 スペルオンミーの19 ダイワメジャー メス 45,000円
26 アウェイクの19 ディープインパクト メス 45,000円
68 シャルールの19 ゼンノロブロイ 牡 75,000円
69 ベルディーヴァの19 ダイワメジャー メス 60,000円
70 アスティルの19 ステイゴールド メス 45,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
92 ギャラリートークの19 ＊ブライアンズタイム メス 70,000円

アロゲイト

リオンディーズ

Shalaa（IRE）

ロードカナロア

ルーラーシップ

Arrogate（USA）

ロゴタイプ

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
87 タリサの19 Pour Moi 牡 60,000円

Leontes（JPN）

Lord Kanaloa（JPN）

Rulership（JPN）

Logotype（JPN）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
44 ロスヴァイセの19 ＊シンボリクリスエス 牡 75,000円
86 シャレードスマイルの19 ステイゴールド 牡 50,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
5 サミターの19 ＊ロックオブジブラルタル 牡 125,000円
6 ハープスターの19 ディープインパクト 牡 250,000円
7 ルージュバックの19 マンハッタンカフェ メス 125,000円
8 シーズンズベストの19 ゼンノロブロイ メス 90,000円
52 マルティンスタークの19 ＊シンボリクリスエス 牡 125,000円
53 サンビスタの19 スズカマンボ 牡 200,000円
54 シェリールの19 ＊サンデーサイレンス メス 85,000円
55 ジンジャーパンチの19 Awesome Again メス 140,000円

©Juddmonte Farms ©Al Shaqab Racing
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