
競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

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

父　ステイゴールド
母　オリエンタルアート
母の父　メジロマックイーン
2008年生　栗毛　白老産

父　Flower Alley
母　Arch's Gal Edith
母の父　Arch
2009年生　栗毛　米国産

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2〜6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

日仏で2〜5歳時21戦12勝。11年年度代表馬、11年最優秀3歳牡馬、12、13年最優秀古
牡馬。ダービー-G1（芝2400m）、有馬記念-G1（芝2500m）2回、宝塚記念-G1（芝
2200m）、皐月賞-G1（芝2000m）、菊花賞-G1（芝3000m）、フォワ賞-G2（芝2400m）
2回、大阪杯-G2（芝2000m）、神戸新聞杯-G2（芝2400m）、凱旋門賞-G12着（2回）

米で2〜3歳時7戦5勝。12年米3歳牡馬チャンピオン。ケンタッキーダービー-G1（D10F）、
プリークネスS-G1（D9.5F）、サンタアニタダービー-G1（D9F）、ロバートB.ルイスS-G2（D8.5F）、
ベストパルS-G22着

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-OP（芝2000m）、ダービー-G12着、皐月賞-G12着、大阪杯-G23着、弥生賞-G24着、
香港クイーンエリザベス二世C-G14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）、京都新聞杯-G2（芝2200m）、大阪杯-G2（芝2000m）、同2着、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

14年より供用。エイムアンドエンド（共同通信杯-G33着、ラジオNIKKEI賞-G35着）、コスモ
イグナーツ（アイビーS-OP）、ウスベニノキミ（フラワーC-G34着）、アーデルワイゼ（もみじS-OP2
着）、ジェシー（湯川特別）

14年より供用。エポカドーロ（皐月賞-G1、ダービー-G12着）、ラッキーライラック（最優秀2
歳牝馬、阪神ジュベナイルフィリーズ-G1、チューリップ賞-G2、アルテミスS-G3）、ロックディ
スタウン（札幌2歳S-G3）、サラス（城崎特別）、ストーミーバローズ（豊中特別）

13年より供用。ウインジェルベーラ（函館2歳S-G32着）、シグルーン（アルテミスS-G33着）、
マイネルアンファン（わらび賞、北海道2歳優駿-JPN34着）、ハイパーノヴァ（ヒヤシンスS-OP3
着）、アンノートル（中京2歳S-OP3着）

16年より供用（北半球シーズン）。18年の1歳馬が初年度産駒。

16年より供用。18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

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
82 グレイシアブルーの17 ＊サンデーサイレンス 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
16 シーディドアラバイの17 ジャングルポケット 牡 75,000円
17 シーズンズベストの17 ゼンノロブロイ メス 45,000円
18 フェルミオンの17 アグネスタキオン メス 55,000円
60 アヴェンチュラの17 ジャングルポケット 牡 150,000円
61 ディアデラマドレの17 キングカメハメハ メス 90,000円
62 アンレールの17 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
19 パラダイスコーブの17 キングカメハメハ メス 40,000円
20 カメリアローズの17 ＊ホワイトマズル メス 45,000円
63 ストールンハートの17 Stuka メス 35,000円

エイシンフラッシュ

オルフェーヴル

＊アイルハヴアナザー

エピファネイア

キズナ

Eishin Flash（JPN）

Orfevre（JPN）

I'll Have Another（USA）

Epiphaneia（JPN）

Kizuna（JPN）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
71 ヴェラブランカの17 ＊クロフネ 牡 40,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
21 キューの17 ＊フレンチデピュティ 牡 65,000円
22 フォルテピアノの17 ＊フレンチデピュティ 牡 75,000円
23 コケレールの17 Zamindar メス 60,000円
64 ディメンティカタの17 Danetime メス 40,000円

種牡馬紹介
S t a l l i o n s
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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　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　＊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　ハーツクライ
母　シビル
母の父　Wild Again
2009年生　鹿毛　浦河産

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　＊エンドスウィープ
母　＊ダーケストスター
母の父　Star de Naskra
1996年生　栗毛　米国産

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

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）

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・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2〜8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-OP（芝1600m）、谷川岳S-OP（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

日で2〜7歳時33戦16勝。JBCスプリント-JPN1（D1190m）、根岸S-JPN3（D1200m、
D1400m）2回、北海道スプリントC-JPN3（D1000m）2回、黒船賞-JPN3（D1400m）、
かきつばた記念-JPN3（D1400m）、クラスターC-JPN3（D1200m）

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-OP2着、伏竜S-OP2着、セントライト記念-JPN23着、阪神大賞典-G24
着、有馬記念-G15着、宝塚記念-G15着、スプリングS-JPN25着

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）、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）

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）、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）、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）、セイコーライコウ（アイビス
サマーダッシュ-G3）、マイネルクロップ（マーチS-G3）

15年より供用。18年の2歳馬が初年度産駒。ラブミーファイン（函館2歳S-G32着）、アウィ
ルアウェイ（ダリア賞-OP）、エイシンゾーン（中京2歳S-OP2着）、アドマイヤジャスタ（1勝）、
ヴェロックス（1勝）

11年より供用。モンドキャンノ（京王杯2歳S-G2、朝日杯フューチュリティS-G12着）、シュウ
ジ（阪神C-G2、小倉2歳S-G3、中京2歳S-OP）、サクセスエナジー（さきたま杯-JPN2、か
きつばた記念-JPN3）、ベルーガ（ファンタジーS-G3）、カシアス（函館2歳S-G3）、サフィロス

（カンナS-OP、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）、ヒラボク
ラターシュ（レパードS-G32着）、サイモンゼーレ（小倉2歳S-G32着）、ジュエルクイーン（エー
デルワイス賞-JPN32着）、マレボプール（クリスマスローズS-OP）、アルマオンディーナ（阪神ジュ
ベナイルフィリーズ-G15着）、ソーディヴァイン（フィリーズレビュー-G25着）

04より供用。ヒガシウィルウィン（ジャパンダートダービー-JPN1）、ラブミーチャン（全日本2
歳優駿-JPN1）、コーリンベリー（JBCスプリント-JPN1）、タイニーダンサー（関東オークス-JPN2）、
ナムラタイタン（武蔵野S-G3）、エイシンヴァラー（黒船賞-JPN3）、キタサンサジン（東京スプ
リント-JPN3）、ストロングハート（エーデルワイス賞-JPN3）、ハルサンサン（TCK女王盃-JPN3）、
トーホウドルチェ（マリーンC-JPN3）、ハニーパイ（エーデルワイス賞-JPN3）

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）、ジェネラーレウーノ（京成杯-G3、皐月賞-G13着）、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）、ルーカス

（東京スポーツ杯2歳S-G32着）、クライスマイル（レパードS-G32着）、ウインオスカー（千葉S-OP）

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
36 カロンセギュールの17 Forest Camp 牡 50,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
37 レインオアシャインの17 キングカメハメハ 牡 40,000円
72 ソラコマチの17 サクラバクシンオー 牡 50,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
24 ジャッキーテーストの17 ＊カーネギー 牡 90,000円

キングカメハメハ

＊クロフネ

ジャスタウェイ

＊キンシャサノキセキ

＊サウスヴィグラス

スクリーンヒーロー

King Kamehameha（JPN）

Kurofune（USA）

Just a Way（JPN）

Kinshasa no Kiseki（AUS）

South Vigorous（USA）

Screen Hero（JPN）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
5 アディクティドの17 ＊ディクタット 牡 125,000円
6 ポロンナルワの17 Rahy メス 90,000円
46 ディアマイベイビーの17 ディープインパクト 牡 125,000円
47 レディシャツィの17 Privately Held メス 75,000円
48 ヒストリックスターの17 ＊ファルブラヴ メス 150,000円
49 シーザリオの17 スペシャルウィーク メス 175,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
83 インプレショニストの17 ディープインパクト 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 ヒカルアモーレの17 ＊クロフネ 牡 90,000円
32 ユールフェストの17 More Than Ready メス 45,000円
69 バロネスサッチャーの17 ＊ヨハネスブルグ 牡 60,000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　ゴールドアリュール
母　ケイシュウハーブ
母の父　＊ミシシッピアン
2005年生　栗毛　静内産

父　＊サンデーサイレンス
母　スカーレットブーケ
母の父　＊ノーザンテースト
2001年生　栗毛　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
2007年生　鹿毛　安平産

父　Dyhim Diamond
母　Clara Bow
母の父　Top Ville
2002年生　鹿毛　愛国産

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　Monsun
母　Night Lagoon
母の父　Lagunas
2009年生　黒鹿毛　愛国産

日・UAEで2〜7歳時34戦23勝。10、11年ダートグレード競走特別賞。東京大賞典-G1
（D2000m）、同-JPN1、JBCクラシック-JPN1（D1800m、D2000m）2回、帝王賞-JPN1
（D2000m）、川崎記念-JPN1（D2100m）、日本テレビ盃-JPN2（D1800m）、ダイオライト記
念-JPN2（D2400m）、 浦 和 記 念-JPN2（D2000m）2回、 ブリーダーズゴールドC-JPN2

（D2000m）、さきたま杯-JPN3（D1400m）2回、兵庫ゴールドT-JPN3（D1400m）、名古屋
大賞典-JPN3（D1900m）、佐賀記念-JPN3（D2000m）、かきつばた記念-JPN3（D1400m）
2回、白山大賞典-JPN3（D2100m）、KBC杯-OP（D1700m）、ジュニアC-OP（芝1600m）

日・UAEで2〜6歳時28戦9勝。06、07年最優秀短距離馬。安田記念-G1（芝1600m）、
マイルチャンピオンシップ-G1（芝1600m）2回、天皇賞・秋-JPN1（芝2000m）、皐月賞-JPN1

（芝2000m）、毎日王冠-G2（芝1800m）

日で3〜7歳時33戦8勝。日経新春杯-G2（芝2400m）、京都記念-G2（芝2200m）、日経賞-G2
（芝2400m）、鳴尾記念-G3（芝2000m）、中日新聞杯-G3（芝2000m）、カシオペアS-OP（芝
1800m）、青葉賞-G22着、アイルランドT-OP2着、有馬記念-G13着（2回）、金鯱賞-G24着、
天皇賞・秋-G15着、京都大賞典-G25着、ラジオNIKKEI賞-G35着

仏 英で2〜5歳 時21戦7勝。 ジャンプラ賞-G1（ 芝1600m）、 ジョンシェール賞-G3（ 芝
1600m）、Prix Montenica-L（芝1400m）、イスパーン賞-G12着、ミュゲ賞-G22着、エドモ
ンブラン賞-G32着、シュマンドフェールデュノール賞-G32着、ジャックルマロワ賞-G13着、ク
イーンアンS-G13着、フォンテンブロー賞-G34着

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）

独伊仏英で2〜4歳時11戦9勝。キングジョージ六世＆クイーンエリザベスS-G1（芝12F）、サ
ンクルー大賞典-G1（芝2400m）、バーデン大賞典-G1（芝2400m）、同4着、ジョッキークラ
ブ大賞典-G1（芝2400m）、ウニオーンレンネン-G2（芝2200m）、ウンテルネーメン大賞典-G2

（芝2200m）、フリューヤールス賞-G3（芝2000m）、独ダービー-G12着

13年より供用。スターレーン（佐賀・ル・プランタン賞）、ダンストンリアン（岩手・ハヤテスプ
リント）、リコーパイソン（兵庫ジュニアグランプリ-JPN25着）、リヴェルディ（丹沢S、鳳雛S-OP2
着）、シュエットヌーベル（湯沢特別）

08年より供用。15年2歳チャンピオンサイアー。レーヌミノル（桜花賞-G1）、メジャーエンブレ
ム（NHKマイルC-G1、阪神ジュベナイルフィリーズ-G1）、カレンブラックヒル（NHKマイルC-G1）、
コパノリチャード（高松宮記念-G1）、ミスパンテール（阪神牝馬S-G2）、ソルヴェイグ（フィリー
ズレビュー-G2）、ボールライトニング（京王杯2歳S-G2）、ダイワマッジョーレ（京王杯スプリン
グC-G2）、エピセアローム（セントウルS-G2）、フロンティア（新潟2歳S-G3）、ブルドッグボ
ス（クラスターC-JPN3）、ロジチャリス（ダービー卿チャレンジT-G3）、エクセラントカーヴ（京
成杯オータムH-G3）、トーセンベニザクラ（フェアリーS-G3）、マーブルカテドラル（アルテミスS）

15年より供用。18年の2歳馬が初年度産駒。ホクトローリー（南関東1勝）、ワンモアグローリー
（石川2勝）

08年より供用。ルカヤン（仏2000ギニー-G1、ハリウッドターフカップS-G2）、フレンチフィフ
ティーン（クリテリウムアンテルナシオナル-G1、ジェベル賞-G3、英2000ギニー-G12着）、プ
ルーヴェン（ワイズダンS-G2）、キャンディード（トーマスブライアン賞-G3）、トリオンフ（小倉
記念-G3、小倉大賞典-G3）、アナイタ（バランシーン-G22着）、アジーリア（ヴァントー賞-G32
着）、ラカラス（プシケ賞-G32着）、ケイティーズダイヤモンド（カルヴァドス賞-G33着）、イヴァ
ングロズニー（ラフォルス賞-G33着）、イルセグレト（クリフハンガーS-G33着）、サクステッド（京
成杯-G35着）

07年より供 用。12、13、14、15、16、17年 総 合チャンピオンサイアー。10、11、12、13、
14、16、17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）、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）、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）、
ディーマジェスティ（皐月賞-G1）、アルアイン（皐月賞-G1）、ケイアイノーテック（NHKマイルC-G1）

14年より供用。ヴァイザー（小倉2歳S-G34着）、ニシノベースマン（ダリア賞-OP3着）、デュッ
セルドルフ（2勝）、アントルシャ（1勝）、シセイヒテン（1勝）、ノーザンクリス（1勝）、シュバ
ルツリッター（1勝）、ブラックジルベルト（1勝）、ナディア（1勝）、メイショウロセツ（1勝）、
アドマイヤデジタル（1勝）、エリンズロマーネ（1勝）

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
73 カフヴァールの17 デュランダル 牡 40,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
1 レインデートの17 Unbridled's Song 牡 225,000円
2 ミュージカルロマンスの17 Concorde's Tune 牡 250,000円
3 ヒルダズパッションの17 Canadian Frontier メス 200,000円
4 サミターの17 ＊ロックオブジブラルタル メス 175,000円
41 クリソプレーズの17 ＊エルコンドルパサー 牡 300,000円
42 レディドーヴィルの17 ＊ファスリエフ 牡 200,000円
43 シェルズレイの17 ＊クロフネ メス 150,000円
44 シンハリーズの17 Singspiel メス 150,000円
45 ファッションプレートの17 Old Fashioned メス 150,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
33 ディアデラノビアの17 ＊サンデーサイレンス 牡 75,000円
34 サンブルエミューズの17 ダイワメジャー 牡 50,000円
35 ゼマティスの17 ゼンノロブロイ メス 30,000円
70 イストワールの17 ＊サンデーサイレンス 牡 45,000円

スマートファルコン

ダイワメジャー

トゥザグローリー

＊タートルボウル

ディープインパクト

＊ノヴェリスト

Smart Falcon（JPN）

Daiwa Major（JPN）

To the Glory（JPN）

Turtle Bowl（IRE）

Deep Impact（JPN）

Novellist（IRE）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
84 アンソロジーの17 サクラバクシンオー 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
27 ラドラーダの17 ＊シンボリクリスエス 牡 250,000円
28 イグジビットワンの17 Silver Hawk メス 50,000円
67 マラコスタムブラダの17 Lizard Island 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
74 カラベルラティーナの17 ＊クロフネ 牡 40,000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　Pulpit
母　Wild Vision
母の父　Wild Again
2005年生　黒鹿毛　米国産

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

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

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
2001年生　黒鹿毛　早来産

父　A. P. Indy
母　Dream Supreme
母の父　Seeking the Gold
2005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）

米で2〜4歳時17戦5勝。フォアゴーS-G1（D7F）、ルイジアナダービー-G2（D8.5F）、リズン
スターS-G3（D8.5F）、ノーザンダンサーS-G3（D8.5F）、BCジュヴェナイル-G12着、シャン
ペンS-G12着、インディアナダービー-G22着、ジムダンディS-G22着、トラヴァーズS-G13着

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

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）、ジョンポーター
S-G3（芝12F5Y）、セントサイモンS-G33着

日で2〜7歳時22戦3勝。スプリングS-JPN2（芝1800m）、若駒S-OP（芝2000m）、きさ
らぎ賞-JPN32着、アンドロメダS-OP2着、オーストラリアT-OP2着、都大路S-OP2着、中山
金杯-G33着、ラジオたんぱ杯2歳S-JPN34着、日経賞-G25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

07年より供用。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（大阪杯-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（オールドフォレスターターフクラシックS-G1）、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）、カレンミロ
ティック（金鯱賞-G2）、ギュスターヴクライ（阪神大賞典-G2）、リスグラシュー（東京新聞杯-G3）

10年より供用。ビービーバーレル（フェアリーS-G3）、シゲルカガ（北海道スプリントC-JPN3）、
ハセノパイロ（南関東・東京ダービー、全日本2歳優駿-JPN13着）、クインズサターン（マーチS-G32
着）、バーニングペスカ（小倉2歳S-G33着）、メイショウスイヅキ（もみじS-OP）、ワディ（大
和S-OP）、タービランス（南関東・羽田盃）、シャークファング（南関東・桜花賞）、リュウグウ
ノツカイ（JBCレディスクラシック-JPN15着）、パーティメーカー（全日本2歳優駿-JPN15着）、
インディウム（兵庫チャンピオンシップ-JPN25着）、ジョーフリッカー（兵庫ジュニアグランプ
リ-JPN25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）、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）

11年より供用。ペルシアンナイト（マイルチャンピオンシップ-G1）、ディアドラ（秋華賞-G1）、
モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1）、ハービンマオ（関東オークス-JPN2）、ブラストワンピー
ス（毎日杯-G3）、ヒーズインラブ（ダービー卿チャレンジT-G3）、プロフェット（京成杯-G3）、
ドレッドノータス（京都2歳S-G3）、ベルーフ（京成杯-G3）、トーセンバジル（京都大賞典-G22
着）、ヤマカツグレース（フローラS-G22着）、アグネスフォルテ（京都新聞杯-G22着）、サンマ
ルティン（小倉記念-G32着）、マイネルサージュ（七夕賞-G32着）、レイホーロマンス（愛知杯-G32
着）、ロードフェリーチェ（シンザン記念-G32着）

09年より供用。キタサンブラック（年度代表馬2回、ジャパンC-G1、菊花賞-G1、有馬記念-G1、
天皇賞・秋-G1、天皇賞・春-G12回、大阪杯-G1）、タガノエスプレッソ（デイリー杯2歳S-G2）、
テイエムイナズマ（デイリー杯2歳S-G2）、マイネルフロスト（毎日杯-G3、ダービー-G13着）、ラ
イジングリーズン（フェアリーS-G3）、コメート（ホープフルS-G22着）、ブラックオニキス（札幌2
歳S-G32着）、フィールザスマート（ジャパンダートダービー-JPN13着）、プランスペスカ（鳴尾記念-G33
着）、マドモアゼル（橘S-OP）、アスカビレン（六甲S-OP）、シャイニーガール（スイートピーS-OP）

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）、レイディサベリア（バー
バラフリッチーH-G2）、デクランズウォリア（ベイショアS-G3）、ピットブル（ビセンテL.カサー
レス賞-G2）、シーズアウォリアー（サンタアニタオークス-G13着）、ローンセイラー（ブリーダー
ズフューチュリティ-G13着）、シャーム（ホープフルS-G13着）

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
38 タイトルパートの17 アグネスタキオン メス 40,000円
75 ジュモーの17 タニノギムレット メス 75,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
29 マルティンスタークの17 ＊シンボリクリスエス 牡 60,000円
30 スルーレートの17 ＊フレンチデピュティ 牡 60,000円
68 ピュアブリーゼの17 Monsun 牡 75,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
77 スペクトロライトの17 ディープインパクト 牡 50,000円
81 タッチミーベイブの17 E Dubai 牡 160,000円

ハーツクライ

＊パイロ

＊ヘニーヒューズ

＊ハービンジャー

ブラックタイド

＊マジェスティックウォリアー

Heart's Cry（JPN）

Pyro（USA）

Henny Hughes（USA）

Harbinger（GB）

Black Tide（JPN）

Majestic Warrior（USA）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
13 リッチダンサーの17 Halling 牡 150,000円
14 クルソラの17 Candy Stripes 牡 125,000円
15 ウィーミスフランキーの17 Sunriver メス 60,000円
55 フォンタネリーチェの17 Vale of York 牡 125,000円
56 リトルディッパーの17 ＊アグネスワールド 牡 75,000円
57 ピューリティーの17 ＊パントレセレブル 牡 100,000円
58 アルテリテの17 Literato メス 90,000円
59 フェリシアの17 ＊グラスワンダー 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
39 メガクライトの17 アグネスタキオン メス 35,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
76 トゥザレジェンドの17 キングカメハメハ メス 60,000円

©Darley
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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　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

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　Pulpit
母　Tap Your Heels
母の父　Unbridled
2001年生　芦毛　米国産

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　A. P. Indy
母　Serena's Cat
母の父　Storm Cat
2011年生　黒鹿毛　米国産

父　Dansili
母　Tyranny
母の父　Machiavellian
2008年生　鹿毛　愛国産

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）

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）

米で2〜3歳時6戦3勝。ウッドメモリアルS-G1（D9F）、ローレルフューチュリティ-G3（D8.5F）

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）、アメ
リカJCC-G2（芝2200m）、金鯱賞-G2（芝2000m）、日経新春杯-G2（芝2400m）、鳴尾記
念-G3（芝1800m）、プリンシパルS-OP（芝2000m）、宝塚記念-G12着

米で2〜4歳時11戦6勝。15年米古牡馬チャンピオン。メトロポリタンH-G1（D8F）、ホイッ
トニーS-G1（D9F）、レムスンS-G2（D9F）、ガルフストリームパークH-G2（D8F）、シャンペ
ンS-G12着、BCクラシック-G13着、ケルソH-G23着

愛 英 仏 米で2〜3歳 時13戦5勝。 フィーニクスS-G1（ 芝6F）、 タイロスS-G3（ 芝7F）、
Golden Fleece S-L（芝7F）、セントジェイムズパレスS-G12着、ジャンプラ賞-G12着、バリコ
ラスS-G32着、愛ナショナルS-G13着

16年より供用。18年の1歳馬が初年度産駒。

14年より供用。アーモンドアイ（オークス-G1、桜花賞-G1）、ステルヴィオ（スプリングS-G2）、
ダノンスマッシュ（もみじS-OP）、アンフィトリテ（マーガレットS-OP）、アンヴァル（福島2歳
S-OP）、ゴールドギア（ニュージランドT-G24着）、トロワゼトワル（アルテミスS-G34着）

05年より供用。14、15、16年北米チャンピオンサイアー。08年北米2歳チャンピオンサイアー。
アンタパブル（BCディスタフ-G1）、ハンセン（BCジュヴェナイル-G1）、＊スターダムバウンド（BC
ジュヴェナイルフィリーズ-G1）、タピザー（BCダートマイル-G1）、トーナリスト（ベルモントS-G1）、
＊クリエイターⅡ（ベルモントS-G1）、タップリット（ベルモントS-G1）、フロステッド（メトロポ
リタンH-G1）、ユニークベラ（ビホルダーマイルS-G1）、＊ララア（ハリウッドスターレットS-G1）、
＊タピッツフライ（ジャストアゲイムS-G1）、＊テルアケリー（デルマーデビュータントS-G1）、＊テ
スタマッタ（フェブラリーS-G1）、＊ラビットラン（ローズS-G2）、＊ラニ（UAEダービー-G2）

13年より供用。キセキ（菊花賞-G1）、ダンビュライト（アメリカJCC-G2、皐月賞-G13着）、
テトラドラクマ（クイーンC-G3）、サンリヴァル（皐月賞-G12着）、リリーノーブル（オークス-G12
着、桜花賞-G13着）、パイオニアバイオ（フローラS-G22着）、ハッシュライター（オカール賞-G23
着）、アディラート（ゴドルフィンマイル-G23着）、ダノンディスタンス（京都新聞杯-G23着）、
イブキ（新潟2歳S-G33着）、キングズラッシュ（芙蓉S-OP）

16年より供用。18年の1歳馬が初年度産駒。

12年より供用。ヴェンチュラストーム（伊ジョッキークラブ大賞典-G1）、イルミネイト（ダッチェ
スオブケンブリッジS-G2）、ウォータールーブリッジ（ノーフォークS-G2）、ファウンデイション（ロ
イヤルロッジS-G2）、ナイフエッジ（独2000ギニー-G2）、ゾウディアクルーラー（ゴールデンホー
スシュー-G2）、ワシントンディーシー（フィーニクススプリントS-G3）、ウィラミナ（プリンセス
エリザベスS-G3）、メインエディション（アルバニーS-G3）、フーズステフ（レパーズタウン愛
1000ギニートライアルS-G3）、ドルチェストレイガ（アサシS-G3）

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
25 ドルチェリモーネの17 ＊サンデーサイレンス 牡 60,000円
26 クロノロジストの17 ＊クロフネ メス 40,000円
65 サトノジュピターの17 アグネスタキオン 牡 75,000円
66 プリンセスカメリアの17 ＊サンデーサイレンス 牡 70,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
80 ◯外 ザガールインザットソングの17 My Golden Song メス 70,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
40 パシフィックリムの17 Singspiel メス 60,000円

リアルインパクト

ロードカナロア

タピット

ルーラーシップ

オナーコード

ゾファニー

Real Impact（JPN）

Lord Kanaloa（JPN）

Tapit（USA）

Rulership（JPN）

Honor Code（USA）

Zoffany（IRE）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
78 スネガエクスプレスの17 ＊ウォーエンブレム 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
7 ペルレンケッテの17 ディープインパクト 牡 100,000円
8 ローガンサファイアの17 ダイワメジャー 牡 110,000円
9 マチカネエンジイロの17 ＊サンデーサイレンス メス 70,000円
10 エクレールアンジュの17 ゼンノロブロイ メス 65,000円
11 フロアクラフトの17 フジキセキ メス 90,000円
12 クルミナルの17 ディープインパクト メス 75,000円
50 グランデアモーレの17 ネオユニヴァース 牡 110,000円
51 ローズノーブルの17 ディープインパクト 牡 125,000円
52 リリサイドの17 American Post メス 150,000円
53 シシリアンブリーズの17 ゼンノロブロイ メス 75,000円
54 パッシフローラの17 ディープインパクト メス 70,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
79 ピースアンドウォーの17 War Front メス 100,000円
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