
募集馬のご案内

関東入厩馬

※�募集馬には競走馬名がついていませんので、母馬の名および

生年で表示されています。競走馬名は登録時に決定します。

※�募集馬の価格はすべて消費税込みで表示されています。

※�募集馬写真撮影／2019年6月25日〜8月2日

※�繋養先は2019年8月1日現在のものです。

※ 母馬優先 �は母馬出資者優先制度の対象馬となります。
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一流馬のみが醸し出す独特な雰囲気が全身から感じられ、まさ
しく父の面影が浮かびあがります。身体を構成するパーツの全
てが最上級の造りで、それらが適所に配置されて作り出される
流麗なフォルムは、まさに遺伝子の為せる業でしょう。弾力性
に富み十分な容積を誇る後躯は、深く力強い踏み込みを生み出
し、可動域の広い発達した肩は、卓越したスピードとその持続
力を支えています。勇壮活発な気性で突き進む姿は頼もしく、
放牧地ではその圧倒的な存在感で絶対王者として君臨していま
す。トップトレーナー最後のクラシックロードでタッグを組む
だけの逸材であり、ダービーの舞台を自然と意識させられます。

母ヒストリックスター（05 *ファルブラヴ）不出走。産駒
ピュアソウル（09 牡 鹿ディープインパクト）２勝
ヒストリックレディ（10 牝 栗 ネオユニヴァース）不出走。産駒

イストワールファム（牝 ローエングリン）４勝，山中湖特別（芝1800
ｍ），テレビ山梨杯（芝1800ｍ），�

ハープスター（11 牝 鹿 ディープインパクト）最優秀３歳牝馬，５勝，桜
花賞-G1（芝1600ｍ），札幌記念-G2（芝2000ｍ），チューリップ賞-G3
（芝1600ｍ），新潟２歳Ｓ-G3（芝1600ｍ），オークス-G1２着，阪神
ジュベナイルフィリーズ-G1２着，ジャパンＣ-G1５着，京都記念-G2
５着

ゴールドティア（17 牝 鹿キングカメハメハ）１戦，�
祖母ベガ（90 *トニービン）最優秀３歳牝馬，４勝，オークス-JPN1，桜花賞

-JPN1，チューリップ賞-OP，エリザベス女王杯-JPN1３着。産駒
アドマイヤベガ（牡 *サンデーサイレンス）４勝，ダービー-JPN1，京都新
聞杯-JPN2，ラジオたんぱ杯３歳Ｓ-JPN3，エリカ賞，弥生賞-JPN2２
着。種牡馬

アドマイヤドン（牡 *ティンバーカントリー）最優秀２歳牡馬，最優秀ダー
トホース（２回），ダートグレード競走最優秀馬（２回），中央・岩手・南
関東�10勝，フェブラリーＳ-JPN1，同５着，ＪＢＣクラシック-JPN1
（３回），帝王賞-JPN1，南部杯-JPN1，同２着，朝日杯フューチュリティ
Ｓ-JPN1，エルムＳ-JPN3，京都２歳Ｓ-OP，ジャパンＣダート-JPN1２
着（２回），同３着，若葉Ｓ-OP３着，菊花賞-JPN1４着。種牡馬

アドマイヤボス（牡 *サンデーサイレンス）２勝，セントライト記念-JPN2，
大阪杯-JPN2３着，天皇賞�-JPN1５着，有馬記念-JPN1５着，アル
ゼンチン共和国杯-JPN2５着。種牡馬

キャプテンベガ（牡 *サンデーサイレンス）５勝，関ヶ原Ｓ，山陽特別，東
京新聞杯-G3２着，キャピタルＳ-L２着，大阪城Ｓ-L２着，朝日チャ
レンジＣ-G3３着，エプソムＣ-G3３着（２回）

曽祖母 *アンティックヴァリュー Antique Value（79 Northern Dancer）米国
産，不出走。マックロウ（京都記念-JPN2）の母

*ファルブラヴ Falbrav は愛国産，全欧古馬チャンピオン，英仏伊・中央・香港
13勝，ジャパンＣ-G1，クイーン エリザベス二世Ｓ-G1。主な産駒：アイムユアー
ズ（フィリーズレビュー-G2），エーシンヴァーゴウ（セントウルＳ-G2）。【ＢＭＳ：主
な産駒】ハープスター（桜花賞-G1），ステルヴィオ（マイルチャンピオンシップ
-G1），ケネドナ（ＢＲＣドゥームベン-G1），テトラドラクマ（クイーンＣ-G3）
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総額 12,000万円 一口出資額 300,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：藤沢和雄厩舎

ヒストリックスターの181

ディープインパクト�
鹿　2002

＊サンデーサイレンス 
Sunday Silence 
青鹿　1986

Halo
Hail to Reason

Cosmah

Wishing Well
Understanding

Mountain Flower

＊ウインドインハーヘア 
Wind in Her Hair 
鹿　1991

Alzao
Lyphard

Lady Rebecca

Burghclere
Busted

Highclere

＊ファルブラヴ 
Falbrav 
鹿　1998

Fairy King
Northern Dancer

Fairy Bridge

ヒストリックスター�
鹿　2005

Gift of the Night
Slewpy

Little Nana

ベガ 
鹿　1990

＊トニービン
＊カンパラ

Severn Bridge

＊アンティックヴァリュー
Northern Dancer

Moonscape

� Northern�Dancer�4D×4D×5S

牡・鹿毛
2018年3月21日生
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SS系との相性の良さは、兄姉が重賞勝ちしていることに裏打ち
されますが、それは本馬の出来映えからも読み取ることができ
ます。四肢の乾燥度も申し分なく、一切の無駄を省いた馬体は、
長躯短背の胴回り、心肺機能の充実度を示す深い胸、クッショ
ン性の高い繋など、まさにサラブレッドの理想形です。初めて
の環境にも動じないハートの強さがあり、さっそく持ち前の体
躯を存分に活かした、バネのある軽やかな走りを披露していま
す。体高の高さや遅生まれを考慮すると伸びシロは計り知れず、
生涯30戦以上を走り抜いた母・全姉同様の頑健さを武器に、高
次元で息の長い活躍を見せてくれることでしょう。

母スノースタイル（99 *ホワイトマズル）北海道�１勝，中央２勝，五泉特別
（芝1400ｍ），岡崎特別（芝1200ｍ）［勝ち距離1000ｍ～1400ｍ］。産駒
カントリースノー（07 騸 黒鹿 *ティンバーカントリー）３勝，障１勝
スマートレモラ（08 牝 鹿ゴールドアリュール）１勝
スノークラフト（09 牝 芦 *アグネスデジタル）１勝
スマートレイアー（10 牝 芦 ディープインパクト）９勝，京都大賞典-G2
（芝2400ｍ），阪神牝馬Ｓ-G2（芝1600ｍ），同-G2（芝1400ｍ），同４
着，東京新聞杯-G3（芝1600ｍ），米子Ｓ-L（芝1600ｍ），大阪城Ｓ-L
（芝1800ｍ），夕月特別（芝1800ｍ），秋華賞-G1２着，京都記念-G2
２着，府中牝馬Ｓ-G2２着（２回），同３着，鳴尾記念-G3２着，クイ
ーンＳ-G3３着，ヴィクトリアマイル-G1４着（２回），エリザベス女王
杯-G1５着

インスタイル（11 騸 鹿 マヤノトップガン）兵庫�３勝，中央１勝，南関東
�３勝，�

トーコーブリザード（13 牡 芦マツリダゴッホ）岩手�３勝，�
プラチナムバレット（14 牡 芦マンハッタンカフェ）３勝，京都新聞杯-G2
（芝2200ｍ），はなみずき賞（芝2000ｍ），大阪城Ｓ-L３着，毎日杯
-G3４着，�

祖母 *シャルムダンサー（93 *グルームダンサー）仏国産，わが国で１勝。産
駒
レオハスラー（牡 エアジハード）４勝，高尾特別，喜多方特別，塩屋埼特

別
エクセリオン（牡ジャングルポケット）３勝，館山特別，志賀島特別，障１

勝
プラチナテーラー（牝ジャングルポケット）２勝，千歳特別
スマートスタイル（牝 *フレンチデピュティ）入着，兵庫�２勝
ペルセフォネ（牝マツリダゴッホ）東海�３勝，�

曽祖母 *ダムスペクタキュラー Dam Spectacular（88 Spectacular Bid）米国
産，不出走。産駒
ジャスミンリーフ：１勝，福島３歳Ｓ-OP３着

*ホワイトマズル White Muzzle は英国産，伊３歳チャンピオン，英伊仏６勝，
伊ダービー-G1。主な産駒：シャドウゲイト（シンガポール航空国際Ｃ-G1），アサ
クサキングス（菊花賞-JPN1）。【ＢＭＳ：主な産駒】スマートレイアー（京都大賞
典-G2），プラチナムバレット（京都新聞杯-G2），カツジ（ニュージーランドＴ
-G2），アスカリーブル（関東オークス-JPN2），センチュリオン（マーチＳ-G3）
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総額 7,000万円 一口出資額 175,000円【全400口】
■生産：岡田スタッド　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：木村哲也厩舎

スノースタイルの182

ディープインパクト�
鹿　2002

＊サンデーサイレンス 
Sunday Silence 
青鹿　1986

Halo
Hail to Reason

Cosmah

Wishing Well
Understanding

Mountain Flower

＊ウインドインハーヘア 
Wind in Her Hair 
鹿　1991

Alzao
Lyphard

Lady Rebecca

Burghclere
Busted

Highclere

＊ホワイトマズル 
White Muzzle 
鹿　1990

＊ダンシングブレーヴ
Lyphard

Navajo Princess

スノースタイル�
芦　1999

Fair of the Furze
Ela-Mana-Mou

Autocratic

＊シャルムダンサー 
Charme Dancer 
芦　1993

＊グルームダンサー
Blushing Groom

Featherhill

＊ダムスペクタキュラー
Spectacular Bid

Damascening

� Lyphard�4S×4D×5D

メス・鹿毛
2018年5月20日生
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この一族らしく逞しい筋肉に覆われたボリューム感満点の馬体
は、威圧感のあるオーラを放っており、非凡なDNAを色濃く受
け継いだことがうかがえます。放牧地に放てば、その恵まれた
体躯を余すことなく使った走りで瞬時にトップスピードへと達
し、他馬を置き去りにします。その姿はまさに圧巻の一言で、
天性の優れた資質を見てとることができます。時折見せる闘争
心旺盛な気性も頼もしい限りで、大舞台でも物怖じせずライバ
ルたちに立ち向かい、力でねじ伏せてくれることでしょう。頂
点を目指すことが宿命づけられた存在と言えますが、本馬であ
れば堂々と王道路線を突き進んでくれるはずです。

母ラドラーダ（06 *シンボリクリスエス）４勝，ユートピアＳ（芝1600ｍ）［勝ち距
離1400ｍ～1600ｍ］。産駒
ティソーナ（13 騸 黒鹿 ダイワメジャー）４勝，マーガレットＳ-L（芝1400

ｍ），国立特別（芝1400ｍ），�
レイデオロ（14 牡 鹿 キングカメハメハ）最優秀３歳牡馬，最優秀古牡

馬，７勝，ダービー-G1（芝2400ｍ），天皇賞�-G1（芝2000ｍ），オー
ルカマー-G2（芝2200ｍ），神戸新聞杯-G2（芝2400ｍ），ホープフル
Ｓ-G2（芝2000ｍ），葉牡丹賞（芝2000ｍ），ジャパンＣ-G1２着，有
馬記念-G1２着，京都記念-G2３着，皐月賞-G1５着，宝塚記念
-G1５着，UAE入着，ドバイシーマクラシック-G1４着，�

レイエンダ（15 牡 黒鹿キングカメハメハ）４勝，エプソムＣ-G3（芝1800
ｍ），松前特別（芝2000ｍ），夏木立賞（芝2000ｍ），セントライト記念
-G2２着，�

ソルドラード（16 牡 鹿ロードカナロア）１勝，�
アブソルティスモ（17 牡 黒鹿ダイワメジャー）１勝，�

祖母 *レディブロンド（98 Seeking the Gold）米国産，５勝，セプテンバーＳ，
ＴＶｈ賞，長万部特別，ＴＶｈ杯，下北半島特別，スプリンターズＳ
-JPN1４着。産駒
ゴルトブリッツ（牡スペシャルウィーク）北海道�２勝，中央・岩手・南関

東�８勝，帝王賞-JPN1，アンタレスＳ-G3（２回），マーキュリーＣ
-JPN3，仁川Ｓ-L，門司Ｓ，東海Ｓ-G2５着

ガールオンファイア（牝アグネスタキオン）不出走。産駒
アグニシャイン（牡 *ハービンジャー）１勝。種牡馬
ホウオウライジン（牡キングカメハメハ）１勝，�

曽祖母 *ウインドインハーヘア Wind in Her Hair（91 Alzao）愛国産，英独
３勝，アラル ポカル-G1，Pretty Polly S-L，Fillies Trial S-L，英オークス
-G1２着，ヨークシャーオークス-G1３着。ディープインパクト（年度代表
馬２回，ジャパンＣ-G1，三冠），ブラックタイド（スプリングＳ-JPN2），
*ヴェイルオブアヴァロン Veil of Avalon（デ ラローズＨ-G3），ニュー
ビギニング（ホープフルＳ-L）の母

*シンボリクリスエス Symboli Kris S は米国産，年度代表馬（２回），８勝，
天皇賞・秋-JPN1（２回），有馬記念-JPN1（２回）。主な産駒：エピファネイア（ジ
ャパンＣ-G1），ルヴァンスレーヴ（チャンピオンズＣ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】レ
イデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），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）

総額 14,000万円 一口出資額 350,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：藤沢和雄厩舎
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母馬優先

キングカメハメハ�
鹿　2001

キングマンボ 
Kingmambo 
鹿　1990

Mr. Prospector
Raise a Native

Gold Digger

Miesque
Nureyev

Pasadoble

＊マンファス 
Manfath 
黒鹿　1991

＊ラストタイクーン
＊トライマイベスト

Mill Princess

Pilot Bird
Blakeney

The Dancer

＊シンボリクリスエス 
Symboli Kris S 
黒鹿　1999

Kris S.
Roberto

Sharp Queen

ラドラーダ�
青鹿　2006

Tee Kay
Gold Meridian

Tri Argo

＊レディブロンド 
Lady Blond 
鹿　1998

Seeking the Gold
Mr. Prospector

Con Game

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

� Mr.�Prospector�3S×4D,�Northern�Dancer�5S×5S

牡・黒鹿毛
2018年2月5日生
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いかにも芝の中長距離を得意としそうなスラリと伸びた長い四
肢、そして名馬に多く見られる薄く品のある皮膚感からは、大
きな偉業を成し遂げても何ら不思議ないオーラを感じます。放
牧地で我の強さを見せることはありますが、日々颯爽と駆け回
るその身のこなしはしなやかながら迫力があり、デビュー戦か
ら他を圧倒し、観衆を沸かせる素質は十分と言っていいでしょ
う。オンとオフの切り替えができる非常に賢明な気性の持ち主
でもあり、これからの厳しい馴致育成にも難なく対応してくれ
るはずです。3連勝で秋華賞を制しながらも、怪我により志半ば
で戦列を離れることになった母を超える活躍が期待されます。

母アヴェンチュラ（08 ジャングルポケット）最優秀３歳牝馬，４勝，秋華賞-G1
（芝2000ｍ），クイーンＳ-G3（芝1800ｍ），漁火Ｓ（芝1800ｍ），エリザベス
女王杯-G1２着，札幌２歳Ｓ-G3２着，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1４
着［勝ち距離1600ｍ～2000ｍ］。産駒
デサフィアンテ（15 牝 黒鹿キングカメハメハ）入着，�
カイザーライン（17 牡 黒鹿エピファネイア）未出走

祖母アドマイヤサンデー（95 *サンデーサイレンス）３勝，保津峡特別，阪神牝
馬特別-JPN2２着。産駒
トールポピー（牝 ジャングルポケット）最優秀２歳牝馬，３勝，オークス

-JPN1，阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1，チューリップ賞-JPN3２着
フサイチホウオー（牡ジャングルポケット）４勝，東京スポーツ杯２歳Ｓ

-JPN3，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-JPN3，共同通信杯-JPN3，皐
月賞-JPN1３着。種牡馬

ナサニエル（牡 キングカメハメハ）北海道�３勝，北海道２歳優駿
-JPN3５着，サンライズＣ５着，南関東�入着，全日本２歳優駿
-JPN1２着，中央入着，伏竜Ｓ-OP２着

アドマイヤメガミ（牝 *エルコンドルパサー）１勝，チューリップ賞-JPN3２
着。産駒
ミザイ（牝 *クロフネ）１勝，�

アドヴェントス（牝ジャングルポケット）３勝，石打特別
ヴェラブランカ（牝 *クロフネ）２勝。産駒

テイクザヘルム（牝 *ノヴェリスト）１勝，�
エンジェルフォール（牝ジャングルポケット）１戦。産駒
ヴェロニカグレース（牝 *ハービンジャー）２勝，�
アドマイヤレオ（牡 *ノヴェリスト）１勝，�

曽祖母 *ムーンインディゴ Moon Indigo（86 El Gran Senor）米国産，不出
走。産駒
インディゴグリーン：３勝，清津峡特別

四代母マデリア Madelia（74 Caro）仏３歳牝馬チャンピオン，仏４勝，仏オー
クス-G1，仏1000ギニー-G1，サンタラリ賞-G1

ジャングルポケット Jungle Pocket は早来産，年度代表馬，５勝，ジャパンＣ
-G1，ダービー-JPN1。主な産駒：ジャングルロケット（ＮＺオークス-G1），ジャガ
ーメイル（天皇賞・春-G1），トーセンジョーダン（天皇賞・秋-G1）。【ＢＭＳ：主な
産駒】ミッキースワロー（セントライト記念-G2，七夕賞-G3），ソルヴェイグ（フィリー
ズレビュー-G2，函館スプリントＳ-G3），サクセスエナジー（さきたま杯-JPN2）

総額 8,000万円 一口出資額 200,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：木村哲也厩舎
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母馬優先

キングカメハメハ�
鹿　2001

キングマンボ 
Kingmambo 
鹿　1990

Mr. Prospector
Raise a Native

Gold Digger

Miesque
Nureyev

Pasadoble

＊マンファス 
Manfath 
黒鹿　1991

＊ラストタイクーン
＊トライマイベスト

Mill Princess

Pilot Bird
Blakeney

The Dancer

ジャングルポケット 
鹿　1998

＊トニービン
＊カンパラ

Severn Bridge

アヴェンチュラ�
鹿　2008

＊ダンスチャーマー
Nureyev

Skillful Joy

アドマイヤサンデー 
鹿　1995

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ムーンインディゴ
El Gran Senor

Madelia

� Nureyev�4S×4D,�Northern�Dancer�5S×5S×5D×5D,�Sex�Appeal�5S×5D

牡・黒鹿毛
2018年2月23日生
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ややコンパクトな体躯ではありますが、すでにトモの充実は素
晴らしく、地面をしっかり捉えてグイグイと前進していく姿に
はスピード感と力強さが漲っており、弾むようなフットワーク
を披露しています。その身のこなしを見た瞬間、誰もが母系に
息づく快速血統のポテンシャルを余すことなく引き継いでいる
ことに気づかされるでしょう。人に対しては比較的おとなしい
性格ですが、放牧地では活気のあるところを見せており、その
気持ちは推進力を生み出す前向きさへと活かされています。ピ
リッとした気性の特性から早期デビューが期待され、桜舞う大
舞台で曽祖母に続くビッグタイトル獲得を目指します。

母サンブルエミューズ（10 ダイワメジャー）３勝，芙蓉Ｓ-OP（芝1600ｍ），千葉
日報杯（芝1200ｍ），フェアリーＳ-G3３着［勝ち距離1200ｍ～1600ｍ］。
産駒
ヴェスターヴァルト（17 牡 鹿 *ノヴェリスト）入着，�

祖母ヴィートマルシェ（02 *フレンチデピュティ）１勝。産駒
アヴニールマルシェ（騸ディープインパクト）１勝，東京スポーツ杯２歳Ｓ

-G3２着，新潟２歳Ｓ-G3２着，ＮＨＫマイルＣ-G1４着，共同通
信杯-G3５着，障１勝

グレナディアーズ（牡 ネオユニヴァース）５勝，釜山Ｓ，響灘特別，鳥取特
別，南関東�入着，ダイオライト記念-JPN2４着，南関東�１勝，サン
タアニタＴ５着，高知�５勝，黒潮スプリンターズＣ４着，�

グランマルシェ（牡フジキセキ）２勝，高知�１勝
リリーバレロ（牝ロードカナロア）２勝，�

曽祖母キョウエイマーチ（94 *ダンシングブレーヴ）８勝，桜花賞-JPN1，４歳
牝馬特別�-JPN2，ローズＳ-JPN2，阪急杯-JPN3，京都金杯-JPN3，エル
フィンＳ-OP，寒梅賞，マイルチャンピオンシップ-JPN1２着，同５着，秋華
賞-JPN1２着，マイラーズＣ-JPN2２着，同３着，高松宮記念-JPN1４着，
阪神牝馬特別-JPN2４着，フェブラリーＳ-JPN1５着，岩手・高知�入着，
南部杯-JPN1２着，黒船賞-JPN3３着。産駒
トライアンフマーチ：３勝，キャピタルＳ-L，パラダイスＳ-OP，皐月賞

-JPN1２着，京王杯スプリングＣ-G2２着，マイラーズＣ-G2２着，京
都金杯-G3２着，東京新聞杯-G3２着，同３着，若葉Ｓ-L２着，中
京記念-G3３着，安田記念-G1４着，阪急杯-G3４着

インペリアルマーチ：５勝，銀嶺Ｓ，伊丹Ｓ，コーラルＳ-L２着（２回），ペ
ルセウスＳ-L２着，エニフＳ-L２着，ポラリスＳ-L３着，きさらぎ賞
-G3４着，南関東�１勝

四代母インターシャルマン（87 *ブレイヴェストローマン）４勝，天王山特別。出
走した産駒は１頭のみ

五代母トキノシュリリー（78 *スティンティノ）不出走。産駒
インターシュリリー：５勝

*
ダイワメジャー Daiwa Major は千歳産，最優秀短距離馬（２回），９勝，皐月
賞-JPN1，天皇賞・秋-JPN1。主な産駒：レーヌミノル（桜花賞-G1），アドマイヤマ
ーズ（ＮＨＫマイルＣ-G1），メジャーエンブレム（ＮＨＫマイルＣ-G1），ノーヴ
ァレンダ（全日本２歳優駿-JPN1）。【ＢＭＳ：主な産駒】バーニングペスカ（きき
ょうＳ-OP２着，小倉２歳Ｓ-G3３着），バールドバイ（スプリングＳ-G2４着）

総額 3,000万円 一口出資額 75,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：手塚貴久厩舎
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母馬優先

キングカメハメハ�
鹿　2001

キングマンボ 
Kingmambo 
鹿　1990

Mr. Prospector
Raise a Native

Gold Digger

Miesque
Nureyev

Pasadoble

＊マンファス 
Manfath 
黒鹿　1991

＊ラストタイクーン
＊トライマイベスト

Mill Princess

Pilot Bird
Blakeney

The Dancer

ダイワメジャー 
栗　2001

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

サンブルエミューズ�
栗　2010

スカーレットブーケ
＊ノーザンテースト
＊スカーレットインク

ヴィートマルシェ 
鹿　2002

＊フレンチデピュティ
Deputy Minister

Mitterand

キョウエイマーチ
＊ダンシングブレーヴ

インターシャルマン

� Northern�Dancer�5S×5S×5D

メス・鹿毛
2018年3月16日生
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当歳時から均整のとれた美しいシルエットを有していましたが、
ひと冬越してしっかりと体高が伸び、幅も出たことで馬格以上
に力強い印象を受けます。また、柔軟性を持った良質な筋肉、
薄い皮膚、さらには聡明な眼差しなど、母に負けない品格も漂っ
ています。父に似た馬体のパーツや脚つきから出だしの歩様に
硬さを見せることはあるものの、いざトップスピードで駆け始
めればいかにも芝向きの素軽く俊敏な捌きに変わり、バネのあ
る走りは放牧地の中でも一等星の如く光り輝いています。母ク
ルミナルが成し遂げられなかったクラシック制覇の夢を叶え、
頂点に立つ日が来ることを願わずにはいられません。

母クルミナル（12 ディープインパクト）２勝，エルフィンＳ-OP（芝1600ｍ），桜花
賞-G1２着，オークス-G1３着［勝ち距離1600ｍ～1800ｍ］。産駒
イルミナル（17 牝 鹿ロードカナロア）未出走

祖母 *クルソラ Cursora（02 Candy Stripes）亜国産，亜３歳牝馬チャンピオ
ン，亜３勝，エンリケアセバル大賞典-G1，アルゼンチン銀杯－Ｒ.Ｖ.マン
シリャ大賞典-G1，亜1000ギニー大賞典-G1２着，北米１勝，フォールズ
シティＨ-G2３着。産駒
ピオネロ（牡 ネオユニヴァース）６勝，ＢＳＮ賞-L，白川郷Ｓ，むらさき

賞，百日草特別，シリウスＳ-G3２着，同３着，仁川Ｓ-L２着，総武
Ｓ-OP２着，白百合Ｓ-OP２着，ブラジルＣ-L３着，アルデバランＳ
-OP３着（２回），平安Ｓ-G3４着，札幌２歳Ｓ-G3４着，京成杯
-G3４着，青葉賞-G2５着，共同通信杯-G3５着，東海・岩手�入
着，名古屋大賞典-JPN3２着，マーキュリーＣ-JPN3２着，�

クローチェ（騸ダイワメジャー）３勝，石川�２勝
ダノンクルソラ（騸 Fusaichi Pegasus）入着，兵庫�３勝
アランブレラ（牡オルフェーヴル）入着，南関東�２勝，�
ソラ（牝デュランダル）北海道�４勝，東海�４勝

曽祖母カロリカ Calorica（95 Ahmad）亜４勝，アブリル賞-G2，カレラデ ラス
エストレラエグアス-G1３着，パルティクラ賞-G2４着。産駒
コルサローネ Corsalone：亜５勝，ブエノスアイレス州大賞典-G2，エン

サヨ賞-G2，オトーニョ賞-G2３着，ペドロＥ.＆マヌエルＡ.クレスポ賞
-G3３着，Clasico Macon H-L３着，ミゲルＡ.マルチネスデ オス大
賞典-G1４着

カロリアロイCaloria Roy：亜４勝，アブリル賞-G2２着，カルロスメンディ
テグイ賞-G3３着，マヌエルＦ.＆エミリオネッコ賞-G3４着。産駒
コパドール ホリデイ Copador Holiday：亜５勝，Clasico Recon-

quista H-L３着，ブエノスアイレス賞-G3４着
クルセイCurzay：亜２勝，エドゥアルドカセイ賞-G2４着

四代母カンチェラ Canchera（89 Pepenador）不出走。産駒
コンサーン Concern：亜３勝

ディープインパクトDeep Impact は早来産，年度代表馬（２回），12勝，ジャパ
ンＣ-G1，ダービー-JPN1。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-G1２回），ロジャーバローズ（ダービー-G1），ワグネリアン（ダービ
ー-G1）。【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），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）

総額 4,400万円 一口出資額 110,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：栗田徹厩舎

クルミナルの186
キ
ン
グ
カ
メ
ハ
メ
ハ
×
ク
ル
ミ
ナ
ル
［
メ
ス
］

母馬優先

キングカメハメハ�
鹿　2001

キングマンボ 
Kingmambo 
鹿　1990

Mr. Prospector
Raise a Native

Gold Digger

Miesque
Nureyev

Pasadoble

＊マンファス 
Manfath 
黒鹿　1991

＊ラストタイクーン
＊トライマイベスト

Mill Princess

Pilot Bird
Blakeney

The Dancer

ディープインパクト 
鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

クルミナル�
鹿　2012

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊クルソラ 
Cursora 
栗　2002

Candy Stripes
Blushing Groom

＊バブルカンパニー

Calorica
Ahmad

Canchera

� Northern�Dancer�5S×5S,�Lyphard�5D×5D

メス・黒鹿毛
2018年3月31日生
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頭部からキ甲、そして腰の頂点へと流れるように美しいトップ
ラインが描かれ、ゆったりと胴伸びのある素晴らしい馬体に思
わず目を奪われることでしょう。深く幅のある胸や伸縮性の高
い筋肉は母譲りのもので、特に肩周りや臀部を覆う充実した筋
肉は、遅生まれとは思えないほどの発育を遂げています。前後
に大きく伸びる四肢が繰り出すブレの少ないフットワークは、
活躍する父の産駒たちの共通項で、スピード感あふれる華麗な
走りが見るものを魅了します。素直で愛嬌たっぷりな性格から、
誰からも愛される存在である本馬には、人気と実力を兼ね備え
たスターホースへ登り詰めることを期待しています。

母 *アゼリ Azeri（98 *ジェイドハンター）米国産，米年度代表馬，米古牝馬チ
ャンピオン（３回），北米17勝，ＢＣディスタフ-G1（Ｄ９Ｆ），アップルブラ
ッサムＨ-G1（Ｄ8.5Ｆ）３回，スピンスターＳ-G1（Ｄ９Ｆ），サンタマルガ
リータ招待Ｈ-G1（Ｄ９Ｆ），ヴァニティＨ-G1（Ｄ９Ｆ）２回，ゴーフォー
ワンドＨ-G1（Ｄ９Ｆ），ミレイディＢＣＨ-G1（Ｄ8.5Ｆ）２回，クレメントＬ.
ハーシュＨ-G2（Ｄ8.5Ｆ）２回，レイディズシークレットＢＣＨ-G2（Ｄ8.5
Ｆ），同２着，パーソナル エンスンＨ-G1２着，ヒュマナ ディスタフＨ-G1
２着，ラカナダＳ-G2２着，オグデンフィップスＨ-G1４着［勝ち距離６
Ｆ～９Ｆ］。産駒
テイクコントロール Take Control（07 牡 A. P. Indy）北米２勝，サンデ
ィエゴＨ-G2４着

アリエンザ Arienza（08 牝 Giant's Causeway）北米２勝，ファンタジーＳ
-G2２着

ワイン プリンセス Wine Princess（09 牝 Ghostzapper）北米５勝，フォ
ールズシティＨ-G2（Ｄ９Ｆ），モンマスオークス-G3（Ｄ8.5Ｆ），イ
ンディアナオークス-G2２着，モリーピッチャーＳ-G2２着，チラッキ
Ｓ-G2２着，Locust Grove S２着，スピンスターＳ-G1３着。産駒
ウォーチェストWar Chest（騸 War Front）北米１勝

アメリ（10 牝 栗 Distorted Humor）３勝
ロイカバード（13 牡 黒鹿 ディープインパクト）４勝，元町Ｓ（芝1600ｍ），

六社特別（芝1600ｍ），福寿草特別（芝2000ｍ），京都新聞杯-G2３
着，きさらぎ賞-G3３着。種牡馬

アドマイヤアゼリ（14 牡 鹿ディープインパクト）３勝，信濃川特別（芝2000
ｍ），�

シルヴァンシャー（15 牡 鹿 ディープインパクト）４勝，御堂筋Ｓ（芝2400
ｍ），境港特別（芝2000ｍ），�

ゲンティアナ（16 牝 鹿ディープインパクト）１勝，�
アウサンガテ（17 牡 鹿ディープインパクト）未出走

祖母ゾウディアック ミス Zodiac Miss（89 Ahonoora）豪３勝，ＮＪＣコカコ
ーラクラシック-G3。出走した産駒は１頭のみ

*ジェイドハンター Jade Hunter は米国産，北米６勝，ガルフストリーム パーク
Ｈ-G1。主な産駒：*アゼリ（ＢＣディスタフ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】*キッケンク
リス（アーリントンミリオン-G1），キーニンスキー（ＷＲＣテレグラフＨ-G1），ベー
ドル（エルエンサーヨ-G1），ブリリョデソル（ナシオナルリカルドリヨン賞-G1），
*ペイトンドーロ（ブラックアイドスーザンＳ-G2）

総額 3,600万円 一口出資額 90,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：古賀慎明厩舎
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ハーツクライ�
鹿　2001

＊サンデーサイレンス 
Sunday Silence 
青鹿　1986

Halo
Hail to Reason

Cosmah

Wishing Well
Understanding

Mountain Flower

アイリッシュダンス 
鹿　1990

＊トニービン
＊カンパラ

Severn Bridge

＊ビューパーダンス
Lyphard

My Bupers

＊ジェイドハンター 
Jade Hunter 
栗　1984

Mr. Prospector
Raise a Native

Gold Digger

＊アゼリ�
Azeri�
栗　1998

Jadana
Pharly

Janina

ゾウディアック　ミス 
Zodiac Miss 
栗　1989

Ahonoora
Lorenzaccio

Helen Nichols

Capriconia
＊トライマイベスト

Franconia

� Lyphard�4S×5D,�Northern�Dancer�5S×5D

メス・黒鹿毛
2018年6月4日生
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無駄のないシャープな馬体は頑健な四肢に支えられ、前後躯に
はバランス良く柔軟性に富んだ筋肉が備わり、可動域の広い関
節により非凡な瞬発力を生み出すことを可能にしています。伸
びのある胴部を有していることから距離の融通は利くと見てお
り、芝の舞台でスピードを存分に活かした走りが期待できます。
普段の様子から産駒に見られる気性の難しさは皆無と言え、一
方で放牧時に垣間見せる他馬への闘争心あふれる姿からは、競
走馬としての非凡なセンスが感じとれます。勢い止まらぬ父と
のカップリングによる本馬が、華麗なるブラックタイプをさら
に煌びやかにする、国内GⅠタイトルを刻んでくれるはずです。

母ディアデラノビア（02 *サンデーサイレンス）５勝，フローラＳ -JPN2（芝
2000ｍ），京都牝馬Ｓ-G3（芝1600ｍ），同 -JPN3５着，愛知杯-G3（芝
2000ｍ），白梅賞（芝1600ｍ），中山牝馬Ｓ-JPN3２着，オークス-JPN1３
着，ヴィクトリアマイル-JPN1３着，エリザベス女王杯-JPN1３着，同-G1４
着，阪神牝馬Ｓ-G2３着，マイラーズＣ-G2３着，オールカマー-JPN2３
着，府中牝馬Ｓ-JPN3３着，同-G3４着，フィリーズレビュー-JPN2４着［勝
ち距離1600ｍ～2000ｍ］。産駒
ディアデラバンデラ（09 騸 黒鹿 *シンボリクリスエス）１勝，東海�２勝，

高知�２勝
ディアデラマドレ（10 牝 鹿 キングカメハメハ）６勝，府中牝馬Ｓ-G2
（芝1800ｍ），マーメイドＳ-G3（芝2000ｍ），愛知杯-G3（芝2000ｍ），
堀川特別（芝1800ｍ），エリザベス女王杯-G1３着，クイーンＳ-G3５
着

ディアデルレイ（11 牡 栗 キングカメハメハ）７勝，福島民友Ｃ-L（Ｄ
1700ｍ），師走Ｓ-OP（Ｄ1800ｍ），錦秋Ｓ（Ｄ1600ｍ），マーチＳ-G3
２着，南関東�入着，報知グランプリＣ２着，ブリリアントＣ５着，�

サンマルティン（12 騸 栗 *ハービンジャー）６勝，都大路Ｓ-L（芝1800
ｍ），むらさき賞（芝1800ｍ），南相馬特別（芝2000ｍ），小倉記念-G3
２着，�

ドレッドノータス（13 騸 栗 *ハービンジャー）５勝，京都２歳Ｓ-G3（芝
2000ｍ），アンドロメダＳ-L（芝2000ｍ），同２着，レインボーＳ（芝
2000ｍ），稲村ヶ崎特別（芝2000ｍ），函館記念-G3４着，�

バルデス（14 牡 栗 *ハービンジャー）３勝，松前特別（芝2000ｍ），ホンコ
ンジョッキークラブＴ（芝2000ｍ）

カウディーリョ（16 牡 黒鹿 キングカメハメハ）２勝，山吹賞（芝2200ｍ），
�

グレイトオーサー（17 牡 栗 *ノヴェリスト）未出走
祖母 *ポトリザリス Potrizaris（95 Potrillazo）亜国産，亜年度代表牝馬，亜
３歳牝馬チャンピオン，亜４勝，亜ダービー-G1，亜オークス-G1，カルロス
ペレグリーニ大賞典-G1４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ＢＭＳチャンピオ
ン。主な産駒：ディープインパクト（年度代表馬，三冠）。【ＢＭＳ：主な産駒】アド
マイヤムーン（年度代表馬，ジャパンＣ-G1），ドゥラメンテ（ダービー-G1，皐月賞
-G1），アーモンドアイ（ジャパンＣ-G1，牝馬三冠）

総額 7,000万円 一口出資額 175,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：堀宣行厩舎
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母馬優先

ロードカナロア�
鹿　2008

キングカメハメハ 
鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

レディブラッサム 
鹿　1996

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

＊サラトガデュー
Cormorant

Super Luna

＊サンデーサイレンス 
Sunday Silence 
青鹿　1986

Halo
Hail to Reason

Cosmah

ディアデラノビア�
栗　2002

Wishing Well
Understanding

Mountain Flower

＊ポトリザリス 
Potrizaris 
栗　1995

Potrillazo
Ahmad

Azalee

Chaldee
Banner Sport

Gevar

� Raise�a�Native�5S×5D

牡・鹿毛
2018年3月11日生
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堂々と構える立ち姿、強い意思を感じる表情など、本馬が発す
るただ者ではない雰囲気は、思わず息を呑むほどです。体高の
伸びが先行しているため、一見すると脚が長くスラリとした体
形に映りますが、トモには父の産駒らしい弾力感あふれる筋肉
をまとっており、決して非力なタイプではありません。放牧地
を駆け回る姿は身のこなしが柔らかく、競走馬としてのセンス
の高さを感じさせるには十分なものですが、軸のブレが少なく
体幹の強さも確認することができます。素質豊かな産駒を送り
出す母から、どこかで大物が出現すると見ていますが、それが
本馬であったとしても何ら驚くことはない逸材です。

母 *シユーマ Siyouma（08 Medicean）愛国産，仏２勝，コリダ賞-G2３着，ジ
ャンロマネ賞-G1４着，英１勝，サンチャリオットＳ-G1（芝８Ｆ），ファルマ
スＳ-G1３着，北米１勝，Ｅ.Ｐ.テイラーＳ-G1（芝10Ｆ）［勝ち距離８Ｆ
～2100ｍ］。産駒
ヘリファルテ（14 牡 鹿 ディープインパクト）４勝，本栖湖特別（芝2400

ｍ），�
ブレステイキング（15 牡 鹿 ディープインパクト）３勝，精進湖特別（芝
2000ｍ），プリンシパルＳ-L２着，セントライト記念-G2４着，�

メッシーナ（16 牝 鹿ディープインパクト）１勝，�
ペルラネーラ（17 牝 青鹿ディープインパクト）未出走

祖母シシラ Sichilla（02 *デインヒル）仏２勝，Prix Amandine-L。産駒
シユーニ Siyouni（牡 Pivotal）仏４勝，ジャンリュックラガルデール賞

-G1，Prix La Fleche-L，ジャンプラ賞-G1２着，ロベール パパン賞
-G2２着，ラロシェト賞-G3２着，フォンテンブロー賞-G3２着，ムーラ
ンドロンシャン賞-G1３着，英入着，セントジェイムズ パレスＳ-G1
４着。仏２歳チャンピオンサイアー

シエニカ Siyenica（牝 Azamour）仏２勝，Prix de Bagatelle-L，ダニエ
ルウィルデンシュタイン賞-G2３着，リウレイ賞-G3３着。産駒
シヤラフィナ Siyarafina（牝 Pivotal）仏３勝，サンタラリ賞-G1

サヤナ Sayana（牝 Galileo）仏３勝，Prix Maurice Zilber-L，ベルトラン
ドタラゴン賞-G3２着，英入着，プリンセスエリザベスＳ-G3２着

曽祖母スリップストリームクイーン Slipstream Queen（90 Conquistador Cie-
lo）北米３勝，Dahlia S２着，Chou Croute S-L３着。産駒
スリックリー Slickly：仏英伊10勝，パリ大賞典-G1，ムーランドロンシャン
賞-G1，ヴィトリオディカプア賞-G1（２回），ノアイユ賞-G2，ドラール
賞-G2，ラロシェト賞-G3，ラクープ-G3。種牡馬

ノー スリップ No Slip：仏１勝，Prix de Pontarme-L３着，北米３勝，オ
ークトゥリーダービー-G2，ゴールデンゲイトＢＣＨ-G3。種牡馬

リップル Ripple：仏２勝，グレフュール賞-G2２着
ストリーミクス Streamix：仏２勝，ダフニス賞-G3３着

メディチアン Medicean は英国産，英６勝，エクリプスＳ-G1，ロッキンジＳ
-G1。主な産駒：アルメリタ（独オークス-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】シャキール（パ
リ大賞典-G1），アドマイヤマーズ（朝日杯フューチュリティＳ-G1，ＮＨＫマイル
Ｃ-G1），ボスカッシオ（ウニオーンレンネン-G2），ロンギナ（独オークストライア
ルＳ-G2），ローカルタイム（オーソーシャープＳ-G3）

総額 7,000万円 一口出資額 175,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：木村哲也厩舎
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ロードカナロア�
鹿　2008

キングカメハメハ 
鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

レディブラッサム 
鹿　1996

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

＊サラトガデュー
Cormorant

Super Luna

メディチアン 
Medicean 
栗　1997

Machiavellian
Mr. Prospector

Coup de Folie

＊シユーマ�
Siyouma�
鹿　2008

Mystic Goddess
Storm Bird

Rose Goddess

シシラ 
Sichilla 
鹿　2002

＊デインヒル
Danzig

Razyana

Slipstream Queen
Conquistador Cielo

Country Queen

� Mr.�Prospector�4S×4D×5D,�Storm�Bird�4S×4D,�His�Majesty�5S×5D,�Northern�Dancer�5S×5D×5D

牡・鹿毛
2018年4月25日生
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牡馬顔負けの雄大な馬体の持ち主だった母の産駒とあって、ボ
リュームのある筋肉をまとい、それでいて均整が取れていると
いう、見るものすべてが素晴らしいと表現してしまうほどの好
馬体を有しています。群れの中で放つオーラは特別な存在であ
ること証明しており、瞬時にスピードに乗る機敏さ、駆け抜け
る際の低重心の姿勢、可動域の広さとバネには目を見張るもの
があります。母系特有の気難しさを父カナロアの聡明さで解消
し、互いのポテンシャルを十二分に引き出すまさに理想の配合
から誕生した本馬は、国内外問わずトップに君臨する素質を持
ち合わせていると言っても過言ではないでしょう。

母バウンスシャッセ（11 ゼンノロブロイ）５勝，中山牝馬Ｓ-G3（芝1800ｍ），
愛知杯-G3（芝2000ｍ），フラワーＣ-G3（芝1800ｍ），寒竹賞（芝2000
ｍ），オークス-G1３着，中日新聞杯-G3５着［勝ち距離1800ｍ～2000
ｍ］。本馬が初仔

祖母 *リッチダンサー Rich Dancer（00 Halling）英国産，英入着。産駒
ムーンクエイク（騸アドマイヤムーン）６勝，京王杯スプリングＣ-G2，長

岡京Ｓ，甲東特別，葉山特別，�
コントラチェック（牝 ディープインパクト）３勝，フラワーＣ-G3，菜の花

賞，�
スタッブズ アート Stubbs Art（騸 Hawk Wing）英１勝，英2000ギニー

-G1３着，愛入着，愛2000ギニー-G1３着，サウジアラビア２勝
フロアクラフト（牝フジキセキ）４勝，宇治川特別，遠州灘特別，スイートピ

ーＳ-L２着，オークス-G1５着
ホーカーテンペスト（騸 Hawk Wing）５勝，オリオンＳ，韓国馬事会杯，

黄梅賞，障３勝，新潟ジャンプＳ４着
メリーモナーク（騸 キングカメハメハ）１勝，障１勝，小倉サマージャンプ

４着
エルクメイトElkmait（牝 Trade Fair）英１勝。産駒

ザ マッケム ブリット The Mackem Bullet（牝 Society Rock）英
１勝，チェヴァリー パークＳ-G1２着，ロウザーＳ-G2２着，プリ
ンセスマーガレットＳ-G3３着，北米２勝，アパラチアンＳ-G2

ディフェクター Defector（騸 *ファスリエフ）英３勝
フラットレー（騸 ハーツクライ）１勝，�

曽祖母フェアリーフライト Fairy Flight（95 Fairy King）愛１勝。産駒
ジャストジェイムズ Just James：英７勝，チャレンジＳ-G2，ジャージーＳ

-G3，デュークオブヨークＳ-G2２着，クリテリオンＳ-G3２着
ブルー ジャック Blue Jack：英９勝，City Wall S-L，パレスハウスＳ-G3

３着
ドバイズフェアリー Dubai's Fairy：英３戦。産駒

ケイプロイヤル Cape Royal：南アフリカ６勝，In Full Flight H-L

ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy は白老産，年度代表馬，最優秀古牡馬，７
勝，ジャパンＣ-G1，有馬記念-JPN1，天皇賞・秋-JPN1。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），パイオニアバイオ（フローラＳ-G2２
着），ニューヨークミニット（ロトルアＣ-G3２着）

総額 5,000万円 一口出資額 125,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：国枝栄厩舎
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母馬優先

ロードカナロア�
鹿　2008

キングカメハメハ 
鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

レディブラッサム 
鹿　1996

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

＊サラトガデュー
Cormorant

Super Luna

ゼンノロブロイ 
黒鹿　2000

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

バウンスシャッセ�
鹿　2011

＊ローミンレイチェル
＊マイニング

One Smart Lady

＊リッチダンサー 
Rich Dancer 
黒鹿　2000

Halling
Diesis

Dance Machine

Fairy Flight
Fairy King

Rising Tide

� Mr.�Prospector�4S×5D,�Northern�Dancer�5S×5D

メス・鹿毛
2018年2月9日生
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1年前のカタログに登場した全姉も十分な立ち姿を披露してい
ましたが、本馬も筋肉の質、骨量ともに遜色のない出来映えで、
サイズ感は2番仔とあって一回り大きくなった印象です。当歳時
に撮影された母仔動画を見れば、その充実ぶりが見せかけだけ
でないことは明白で、現役を退いてもなお軽快に駆け行く母の
姿を追うことにより鍛えられた頑強な四肢でしっかり大地を踏
みしめ、その愛らしい顔立ちからは想像できないほどの豪脚を
繰り出しています。可愛さだけでなく実力も兼ね備えた新時代
のアイドル候補と呼べる1頭で、くるみのように丸く澄んだ瞳が
見つめる先には、短距離界「女王」の椅子が存在します。

母フロアクラフト（10 フジキセキ）４勝，宇治川特別（芝1400ｍ），遠州灘特別
（芝2000ｍ），スイートピーＳ-L２着，オークス-G1５着［勝ち距離1400ｍ
～2000ｍ］。産駒
ピクチャーポーズ（17 牝 鹿ロードカナロア）未出走

祖母 *リッチダンサー Rich Dancer（00 Halling）英国産，英入着。産駒
ムーンクエイク（騸アドマイヤムーン）６勝，京王杯スプリングＣ-G2，長
岡京Ｓ，甲東特別，葉山特別，�

バウンスシャッセ（牝 ゼンノロブロイ）５勝，中山牝馬Ｓ-G3，愛知杯
-G3，フラワーＣ-G3，寒竹賞，オークス-G1３着，中日新聞杯-G3５
着

コントラチェック（牝 ディープインパクト）３勝，フラワーＣ-G3，菜の花
賞，�

スタッブズ アート Stubbs Art（騸 Hawk Wing）英１勝，英2000ギニー
-G1３着，愛入着，愛2000ギニー-G1３着，サウジアラビア２勝

ホーカーテンペスト（騸 Hawk Wing）５勝，オリオンＳ，韓国馬事会杯，
黄梅賞，障３勝，新潟ジャンプＳ４着

メリーモナーク（騸 キングカメハメハ）１勝，障１勝，小倉サマージャンプ
４着

エルクメイトElkmait（牝 Trade Fair）英１勝。産駒
ザ マッケム ブリット The Mackem Bullet（牝 Society Rock）英

１勝，チェヴァリー パークＳ-G1２着，ロウザーＳ-G2２着，プリ
ンセスマーガレットＳ-G3３着，北米２勝，アパラチアンＳ-G2

フラットレー（騸 ハーツクライ）１勝，�
曽祖母フェアリーフライト Fairy Flight（95 Fairy King）愛１勝。産駒
ジャストジェイムズ Just James：英７勝，チャレンジＳ-G2，ジャージーＳ

-G3，デュークオブヨークＳ-G2２着，クリテリオンＳ-G3２着
ブルー ジャック Blue Jack：英９勝，City Wall S-L，パレスハウスＳ-G3

３着
ドバイズフェアリー Dubai's Fairy：英３戦。産駒

ケイプロイヤル Cape Royal：南アフリカ６勝，In Full Flight H-L

フジキセキ Fuji Kiseki は千歳産，最優秀２歳牡馬，４戦全勝，朝日杯３歳
Ｓ-JPN1。主な産駒：イスラボニータ（皐月賞-G1），サンクラシーク（ドバイシー
マクラシック-G1）。【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），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-JPN1２回）

総額 4,400万円 一口出資額 110,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：田村康仁厩舎
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母馬優先

ロードカナロア�
鹿　2008

キングカメハメハ 
鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

レディブラッサム 
鹿　1996

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

＊サラトガデュー
Cormorant

Super Luna

フジキセキ 
青鹿　1992

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

フロアクラフト�
黒鹿　2010

＊ミルレーサー
Le Fabuleux

Marston’s Mill

＊リッチダンサー 
Rich Dancer 
黒鹿　2000

Halling
Diesis

Dance Machine

Fairy Flight
Fairy King

Rising Tide

� In�Reality�5S×5D,�Northern�Dancer�5S×5D

メス・鹿毛
2018年4月11日生
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均整に優れたまとまりのある馬体には、豊富な骨量と良質な筋
肉が凝縮されており、流麗なトップラインにより一層映える栗
毛が美しく、ひと目で好印象を受けるシルエットです。健康面
も優秀で、活発に動き回りながらもカイバ食いが旺盛なため、
コンディション維持に苦労することはありません。走ることに
対する気持ちが強く、前を行く馬に好戦的に勝負を挑みにいく
姿はこの血統らしさと言え、スッと好位につけて最後は根性で
捻じ伏せるようなレースぶりが本馬の勝ちパターンとなるで
しょう。希代の名馬との間に残した忘れ形見には、母の最後の
大仕事として記憶に深く刻み込まれるような活躍を期待します。

母 *ピューリティー Purity（03 *パントレセレブル）独国産，伊１勝，Premio
Baggio-L２着［勝ち距離2000ｍ］。産駒
ピュアブリーゼ（08 牝 栗 Monsun）１勝，オークス-G1２着，フローラＳ

-G2３着，福島牝馬Ｓ-G3３着，アイルランドＴ-L３着，フェアリーＳ
-G3４着

プリュム（09 牝 栗ダイワメジャー）３勝
バリーナ（10 牡 栗 ハーツクライ）北海道�１勝
ピュールボーテ（12 牝 黒鹿 ネオユニヴァース）石川�２勝
パルクフェルメ（13 牡 栗 ゼンノロブロイ）入着，兵庫�４勝，�
パルフェクォーツ（14 牡 栗ダイワメジャー）兵庫�３勝，中央入着，�
パシフィスタ（16 牡 黒鹿マンハッタンカフェ）１勝，�
ラインハイト（17 牡 黒鹿 ハーツクライ）未出走

祖母パリアナ Pariana（93 Bering）独入着。産駒
パプウス Pappus（騸 Acatenango）独仏８勝，Grand Prix de la Rivie-
ra Cote d'Azur-L，Baden-Baden-Cup-L，同２着，Sandbahn Grand
Prix-L，ヘッセンポカル-G3２着，Oettingen-Wallerstein-Memorial
-L２着，ヴァルターＪ.ヤコブスレンネン-G3３着，ユーロＣ-G2４着，
ドルトムンダーヴィルトシャフト大賞典-G3４着（２回），伊入着，Pre-
mio Ambrosiano-L２着，スウェーデン入着，Pramms Memorial２
着

パルムリッジ Palmridge（騸 Law Society）独１勝，ウニオーンレンネン
-G2３着，仏障１勝

パラス Purus（騸 Night Shift）独仏英６勝，Preis der Herzog von Ra-
tibor-Rennen-L３着

*パダナ Padana（牝 Lando）仏１勝，伊入着，Premio Coolmore-L２着，
Premio Alberto Zanoletti di Rozzano-L３着

曽祖母パージュブルー Page Bleue（87 Sadler's Wells）仏１勝，Prix Ama-
ndine-L２着。産駒
ペイジズ キング Page's King：独仏５勝，デュッセルドルフ大賞典-G3，

同２着，ウニオーンレンネン-G2２着

*パントレセレブル Peintre Celebre は米国産，全欧年度代表馬，仏５勝，仏
ダービー-G1，凱旋門賞-G1。主な産駒：ダイジン（独ダービー-G1）。【ＢＭＳ：
主な産駒】タレント（英オークス-G1），ヌタン（独ダービー-G1），ナイトフラワー（オ
イロパ賞-G1２回），*カンビーナ（アメリカン オークス-G1），パキスタン スター
（香港クイーンエリザベス二世Ｃ-G1），レッドカドー（香港ヴァーズ-G1）

総額 2,800万円 一口出資額 70,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：池上昌和厩舎
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オルフェーヴル�
栗　2008

ステイゴールド 
黒鹿　1994

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

ゴールデンサッシュ
＊ディクタス

ダイナサッシュ

オリエンタルアート 
栗　1997

メジロマックイーン
メジロティターン

メジロオーロラ

エレクトロアート
＊ノーザンテースト
＊グランマスティーヴンス

＊パントレセレブル 
Peintre Celebre 
栗　1994

Nureyev
Northern Dancer

Special

＊ピューリティー�
Purity�
栗　2003

Peinture Bleue
Alydar

Petroleuse

パリアナ 
Pariana 
鹿　1993

Bering
Arctic Tern

Beaune

Page Bleue
Sadler’s Wells

Page Blanche

� ＊ノーザンテースト　4S×5S,�Northern�Dancer�4D×5S×5D

牡・栗毛
2018年4月10日生
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初年度からG1馬2頭を輩出した父ですが、アベレージの面では
やや物足りなさがありました。今年は2歳ランキングで上位に位
置する好調な滑り出しを見せていますが、育成段階から産駒の
特徴を掴み、能力の高さを引き出せるようになってきたことが
要因の一つでしょう。本馬の、柔軟な筋肉をまとった骨量十分
の程良いサイズ感の馬体や、ダッシュ力に優れ、瞬時の反応も
鋭い俊敏な身のこなしは、まさしく父から受け継いだものであ
り、僚馬を圧倒する悍性の強さも同様です。機動性に富んだ脚力、
気持ちで負けない強い精神力が今後の調教でさらに磨かれ、遅
生まれ故の成長力も加味すれば、期待は膨らむ一方です。

母ジュエルトウショウ（09 アグネスタキオン）入着，石川�３勝［勝ち距離1400
ｍ～1500ｍ］。産駒
アドマイヤユラナス（16 牡 鹿 *ハービンジャー）１勝，�
ナムライロハ（17 牝 鹿カレンブラックヒル）未出走

祖母スイープトウショウ（01 *エンドスウィープ）最優秀古牝馬，８勝，宝塚記
念-G1，秋華賞-JPN1，エリザベス女王杯-JPN1，同２着，同５着，同-G1
３着，京都大賞典-G2，チューリップ賞-JPN3，ファンタジーＳ-JPN3，紅梅
Ｓ-OP，オークス-JPN1２着，安田記念-G1２着，マイラーズＣ-G2２着，ロ
ーズＳ-JPN2３着，スワンＳ-G2４着，桜花賞-JPN1５着，天皇賞�-JPN1
５着（２回），阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1５着。産駒
スイープセレリタス（牝 ハーツクライ）３勝，月岡温泉特別，�
スイーズドリームス（牡ディープインパクト）２勝，タイランドＣ，�
レガッタ（牡ディープインパクト）１勝
トウショウビクター（牡ステイゴールド）１勝，�
ビジュートウショウ（牝ディープスカイ）東海�１勝

曽祖母タバサトウショウ（93 *ダンシングブレーヴ）１勝。産駒
トウショウフリーク：７勝，関越Ｓ-L，ＢＳＮ賞-OP，同-L２着，京都クラ

ウンプレミアム，東大路Ｓ，舞鶴特別，アンタレスＳ-G3２着，みやこ
Ｓ-G3２着，洛陽Ｓ-OP２着，ジュライＳ-OP２着，ブリリアントＳ-L３
着，東海・南関東・岩手�入着，ダイオライト記念-JPN2２着，名古屋
グランプリ-JPN2２着，川崎記念-JPN1３着，マーキュリーＣ-JPN3３
着，石川�１勝

トウショウデザイア：石川�２勝，北國王冠，中日杯４着，中央２勝，障３
勝，牛若丸ジャンプＳ，小倉サマージャンプ２着

バージントウショウ：不出走。産駒
トウショウカズン：６勝，大和Ｓ-OP，京都ロイヤルプレミアム，陽春Ｓ，

根岸Ｓ-G3２着，栗東Ｓ-L２着，ギャラクシーＳ-L２着，ポラリス
Ｓ-L３着，高知・南関東・北海道�入着，黒船賞-JPN3２着，さ
きたま杯-JPN2３着，北海道スプリントＣ-JPN3３着

トウショウデザート：３勝，鹿野山特別

*
アグネスタキオン Agnes Tachyon は千歳産，４戦全勝，皐月賞-JPN1，弥生
賞-JPN2。チャンピオンサイアー。主な産駒：ダイワスカーレット（有馬記念-G1）。
【ＢＭＳ：主な産駒】ノンコノユメ（フェブラリーＳ-G1），ワイドファラオ（ニュージー
ランドＴ-G2），アクティブミノル（セントウルＳ-G2），カラクレナイ（フィリーズレビュ
ー-G2），ジューヌエコール（デイリー杯２歳Ｓ-G2）

総額 1,400万円 一口出資額 35,000円【全400口】
■生産：坂東牧場　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：中舘英二厩舎
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オルフェーヴル�
栗　2008

ステイゴールド 
黒鹿　1994

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

ゴールデンサッシュ
＊ディクタス

ダイナサッシュ

オリエンタルアート 
栗　1997

メジロマックイーン
メジロティターン

メジロオーロラ

エレクトロアート
＊ノーザンテースト
＊グランマスティーヴンス

アグネスタキオン 
栗　1998

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

ジュエルトウショウ�
鹿　2009

アグネスフローラ
＊ロイヤルスキー

アグネスレディー

スイープトウショウ 
鹿　2001

＊エンドスウィープ
＊フォーティナイナー

Broom Dance

タバサトウショウ
＊ダンシングブレーヴ

サマンサトウショウ

� ＊サンデーサイレンス　3S×3D,�＊ノーザンテースト　4S×5S,�＊リマンド　5S×5D

メス・鹿毛
2018年4月15日生
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ディープインパクト産駒牝馬らしい繊細さを抱えていた母は、
現役時代は馬体の維持に苦労していました。その悩みを打ち消
し、さらなるパワーアップを図るべく選ばれたのは、考え得る
中でベストとも言えるエピファネイアでした。クラブにとって
の夢の配合であり、理想を追求して誕生した本馬は、思い描い
たとおりの出来映えを誇ります。骨量・筋肉量十分の馬体は力
感漲るもので、タフな芝を得意とした母にパワーがさらに加わっ
たことで、芝だけでなくダートでも頂点を極める可能性を秘め
た1頭といえます。国内の王道路線の制圧に加え、中東の地で果
たせなかった父の夢を本馬が叶えてくれるかもしれません。

母マリアライト（11 ディープインパクト）最優秀古牝馬，６勝，宝塚記念-G1
（芝2200ｍ），エリザベス女王杯-G1（芝2200ｍ），緑風Ｓ（芝2400ｍ），潮
来特別（芝2500ｍ），目黒記念-G2２着，マーメイドＳ-G3２着，日経賞
-G2３着，有馬記念-G1４着，オールカマー-G2５着（２回）［勝ち距離
1800ｍ～2500ｍ］。本馬が初仔

祖母クリソプレーズ（02 *エルコンドルパサー）３勝。産駒
クリソライト（牡ゴールドアリュール）３勝，昇竜Ｓ-OP，平安Ｓ-G3２着，
同３着，アンタレスＳ-G3４着，南関東�５勝，ジャパンダートダービ
ー-JPN1，日本テレビ盃-JPN2，同２着，ダイオライト記念 -JPN2（３
回），帝王賞-JPN1２着（２回），浦和記念-JPN2２着，同３着，ＪＢ
Ｃクラシック-JPN1４着，かしわ記念-JPN1４着，石川・岩手�入着，
ＪＢＣクラシック-JPN1２着，同５着，マーキュリーＣ-JPN3２着，韓
国１勝，Korea Cup，同２着

クリソベリル（牡ゴールドアリュール）２勝，兵庫・南関東�２勝，ジャパ
ンダートダービー-JPN1，兵庫チャンピオンシップ-JPN2，�

リアファル（牡 ゼンノロブロイ）４勝，神戸新聞杯-G2，マレーシアＣ，伏
竜Ｓ-OP２着，菊花賞-G1３着，鳳雛Ｓ-OP３着，金鯱賞-G2５着，
兵庫�入着，兵庫チャンピオンシップ-JPN2２着

フォルトファーレン（牡ディープインパクト）２勝
エリスライト（牝ディープインパクト）１勝，�

曽祖母 *キャサリーンパー Catherine Parr（87 Riverman）米国産，仏入着，
オマール賞-G3２着，プシケ賞-G3２着，Prix d'Angerville-L２着，アスタ
ルテ賞-G2３着。産駒
アロンダイト：最優秀ダートホース，５勝，ジャパンＣダート-JPN1，銀蹄
Ｓ，魚沼特別，東海Ｓ-G2２着，シリウスＳ-G3４着，南関東・北海道
�入着，ブリーダーズゴールドＣ-JPN2３着，帝王賞-JPN1４着

*シースルオール：５勝，白鷺特別，淡路特別，荒川峡特別
タンザナイト：３勝。ダンビュライト（京都記念-G2，アメリカＪＣＣ-G2），

ラブラドライト（ダイヤモンドＳ-G3２着）の母，ブラックスピネル
（東京新聞杯-G3）の祖母

ディープインパクトDeep Impact は早来産，年度代表馬（２回），12勝，ジャパ
ンＣ-G1，ダービー-JPN1。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-G1２回），ロジャーバローズ（ダービー-G1），ワグネリアン（ダービ
ー-G1）。【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），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）

総額 8,000万円 一口出資額 200,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：久保田貴士厩舎
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母馬優先

エピファネイア�
鹿　2010

＊シンボリクリスエス 
Symboli Kris S 
黒鹿　1999

Kris S.
Roberto

Sharp Queen

Tee Kay
Gold Meridian

Tri Argo

シーザリオ 
青　2002

スペシャルウィーク
＊サンデーサイレンス

キャンペンガール

＊キロフプリミエール
Sadler’s Wells

Querida

ディープインパクト 
鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

マリアライト�
黒鹿　2011

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

クリソプレーズ 
黒鹿　2002

＊エルコンドルパサー
Kingmambo

＊サドラーズギャル

＊キャサリーンパー
Riverman

Regal Exception

� ＊サンデーサイレンス　3D×4S,�Sadler’s�Wells�4S×5D,�Hail�to�Reason�5S×5D

牡・黒鹿毛
2018年1月19日生
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母父の影響を色濃く反映した脚長で胴伸びの良い馬体は、父の
産駒傾向とは若干趣を異にしていますが、馬体全体を覆う豊富
な筋肉と骨量豊かで頑丈な各関節を見れば、父の影響が小さく
ないことも判ります。動きに関しても、背中を十分に伸縮させ
たキャンターは母父のそれですが、がっちりと地面を捉える安
定感は父の後押しによるものでしょう。また、周囲に惑わされ
ることなく、スタッフの指示に従順な気性は、いかなる状況に
も柔軟に対応するレース巧者をイメージさせます。心技体3拍子
揃った本馬なら、3勝を挙げた母の堅実な競走成績を超え、さら
に上のクラスへの飛躍も十分に期待できるはずです。

母ケイティーズハート（09 ハーツクライ）３勝［勝ち距離1700ｍ～1800ｍ］。産
駒
リオハ（16 牡 鹿 ルーラーシップ）兵庫�入着，�

祖母 *ケイティーズファースト Katies First（87 Kris）米国産，英３勝，Re-
membrance Day S-L，仏１勝，Prix du Cercle-L。産駒
ゴーステディ（牡 *トニービン）６勝，日本海Ｓ，魚野川特別，加治川特

別，白富士Ｓ-OP２着，中山金杯-JPN3３着，関屋記念-JPN3４着
トールハンマー（牡 *エリシオ）６勝，バレンタインＳ，千葉日報杯，潮騒特

別，浅草特別，札幌日刊スポーツ杯-L２着，ＵＨＢ杯-L２着
ケイアース（牡 *フレンチデピュティ）３勝，牡丹賞
ケイティーズジェム（牝ディープインパクト）２勝，ファンタジーＳ-G3５着。

産駒
ヴィッテルスバッハ（牡 ルーラーシップ）２勝，ニュージーランドＴ-G2

３着，�
マイケイティーズ（牝 *サンデーサイレンス）不出走。産駒

アドマイヤムーン（牡 *エンドスウィープ）年度代表馬，最優秀古牡
馬，９勝，ジャパンＣ-G1，宝塚記念-G1，京都記念-G2，札幌記
念-JPN2，弥生賞-JPN2，共同通信杯-JPN3，札幌２歳Ｓ-JPN3，
クローバー賞-L，天皇賞�-JPN1３着，UAE１勝，ドバイデュー
ティフリー-G1，香港入着，香港Ｃ-G1２着。種牡馬

プレイ（牡 *ロックオブジブラルタル）１勝，弥生賞-G2２着，京都２
歳Ｓ-L２着，京成杯-G3３着，ＮＨＫマイルＣ-G1５着

ケイティーズギフト（牝 *フレンチデピュティ）１勝。産駒
ケイティープライド（牡 ディープインパクト）５勝，ＴＶｈ賞，山陽特

別，函館記念-G3２着，チャレンジＣ-G3３着
ケイティーズベスト（牝 *ファルブラヴ）３戦。産駒
グレイスアン（牝ディープブリランテ）１勝，フェアリーＳ-G3３着，�

*クィーンズダガー Queens Dagger（牝 Rahy）英１勝。産駒
*ダガーズアラベスク（牝 *ジェイドロバリー）南関東�４勝，東京２

歳優駿牝馬，ローレル賞

ハーツクライHeart's Cry は千歳産，最優秀古牡馬，中央・UAE５勝，ドバイ
シーマクラシック-G1，有馬記念-JPN1。主な産駒：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），リスグラシュー（宝塚記念-G1）。【ＢＭＳ
：主な産駒】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），シーズララバイ（フラワーＣ-G3２着）

総額 2,800万円 一口出資額 70,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：鹿戸雄一厩舎
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母馬優先

エピファネイア�
鹿　2010

＊シンボリクリスエス 
Symboli Kris S 
黒鹿　1999

Kris S.
Roberto

Sharp Queen

Tee Kay
Gold Meridian

Tri Argo

シーザリオ 
青　2002

スペシャルウィーク
＊サンデーサイレンス

キャンペンガール

＊キロフプリミエール
Sadler’s Wells

Querida

ハーツクライ 
鹿　2001

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

ケイティーズハート�
鹿　2009

アイリッシュダンス
＊トニービン
＊ビューパーダンス

＊ケイティーズファースト 
Katies First 
鹿　1987

Kris
Sharpen Up

Doubly Sure

Katies
＊ノノアルコ

Mortefontaine

� ＊サンデーサイレンス　3D×4S,�Hail�to�Reason�5S×5D

牡・鹿毛
2018年3月10日生
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現時点でも見映えのする好馬体ですが、荒削りな部分も多く残
しており、今後の成長でどれほどのレベルまで達するのか楽し
みな1頭です。父の産駒らしく馬体に伸びがあり、その体を柔ら
かく使い、しっかりと伸張させたフットワークは実に軽快で、
芝の中距離戦はピッタリな条件でしょう。牡馬らしく他馬に対
して強気なところを見せており、併走馬よりも常に前に出よう
とする姿勢には勝負根性の高さが見てとれます。骨格面に狂い
はなく、厳寒期から体調を崩さず夜間放牧を順調にこなしてき
たことから、すでに基礎体力の強化が着実に図れていますので、
早期デビューから一線級での活躍を期待しています。

母ローズノーブル（09 ディープインパクト）４勝，ＳＴＶ賞（芝1500ｍ）［勝ち距
離1500ｍ～1800ｍ］。産駒
ノーブルワークス（16 牝 鹿 *ワークフォース）１勝，�
ジュビリーヘッド（17 牡 鹿ロードカナロア）未出走

祖母 *ヴィアンローズ Viane Rose（02 Sevres Rose）仏国産，仏４勝，ノネッ
ト賞-G3，Prix Finlande-L，プシケ賞-G3２着，Prix Rose de Mai-L２着，
ヴァントー賞-G3４着。産駒
アジュールローズ（牡ヴィクトワールピサ）３勝，プリンシパルＳ-L
ローズミラクル（牡フジキセキ）３勝，アクアマリンＳ，福島中央テレビ杯，

韋駄天Ｓ-OP３着，アイビスサマーダッシュ-G3５着，東海�１勝
グレイトフルデッド（牝 ハーツクライ）１勝
ライレローズ（牝ディープブリランテ）１勝，�
アーズローヴァー（牝 *キンシャサノキセキ）１勝，�

曽祖母プランサス デヴィアヌ Princesse de Viane（95 Kaldoun）仏１勝。産
駒
オープンイーグル Open Eagle：仏３勝，英４勝，愛障３勝，英障１勝

四代母ライフオン ザロード Life On The Road（91 Persian Heights）不出
走。産駒
フィル デ ヴィアヌ Fils de Viane：仏４勝，Prix de Courcelles-L，ギシュ

賞-G3２着，グレフュール賞-G2４着
アリクスロード Alix Road：仏３勝，コンセイユド パリ賞-G2２着，Prix

Lord Seymour-L２着，Prix des Tourelles-L２着，サンタラリ賞-G1
３着，ロワイヤリュー賞-G2３着，ペネロープ賞-G3３着。産駒
サンバル Sumbal：仏３勝，グレフュール賞-G2，アルクール賞-G2２

着，プランスドランジュ賞-G3２着，エクスビュリ賞-G3２着
リリー パッション Lily Passion：仏３勝，Grand Prix du Nord-L
ラヴェンダーレイン Lavender Lane：仏１勝，マルレ賞-G2３着，ノ

ネット賞-G2３着，Prix Bertrand de Tarragon-L３着
リステセクレテ Liste Secrete：仏１勝。産駒

ショートリスト Short List：南アフリカ３勝，Lady's Slipper S-L２着

ディープインパクトDeep Impact は早来産，年度代表馬（２回），12勝，ジャパ
ンＣ-G1，ダービー-JPN1。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-G1２回），ロジャーバローズ（ダービー-G1），ワグネリアン（ダービ
ー-G1）。【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），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）

総額 2,600万円 一口出資額 65,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：宗像義忠厩舎
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母馬優先

エピファネイア�
鹿　2010

＊シンボリクリスエス 
Symboli Kris S 
黒鹿　1999

Kris S.
Roberto

Sharp Queen

Tee Kay
Gold Meridian

Tri Argo

シーザリオ 
青　2002

スペシャルウィーク
＊サンデーサイレンス

キャンペンガール

＊キロフプリミエール
Sadler’s Wells

Querida

ディープインパクト 
鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

ローズノーブル�
青　2009

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊ヴィアンローズ 
Viane Rose 
青鹿　2002

Sevres Rose
Caerleon

Indian Rose

Princesse de Viane
Kaldoun

Life On the Road

� ＊サンデーサイレンス　3D×4S,�Hail�to�Reason�5S×5D

牡・黒鹿毛
2018年3月29日生
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シーザリオとゴールデンサッシュが交わることで、いかなる物
語が編まれていくのか。血統背景を紐解くほど夢を託したくな
る期待馬で、黄金色の雄姿は精気に満ち、心と目を惹きつける
力を宿しています。伸びと締まりが調和した好馬体で、骨格や
筋肉の発育ぶりが健全なうえ、張りとツヤがいつも際立つとお
り体質も丈夫です。悍性が強くて勇気ある気性も頼もしく、大
柄な相手に勝負を挑む様子は勇猛果敢なうえに楽しげで、天性
のレースセンスも秘めていそうです。運動量豊富なタフネスぶ
りには心肺機能の高さも見てとれ、芝コースの中距離戦を主戦
場に、強気な競馬で血の力を証明してくれることでしょう。

母ヴァイスゴルト（12 ダンスインザダーク）４戦。産駒
ヴァイスリヒト（17 牡 栗 *ハービンジャー）入着，�

祖母ゴールデンサッシュ（88 *ディクタス）５戦，入着。産駒
ステイゴールド（牡 *サンデーサイレンス）ＪＲＡ特別賞，５勝，日経新
春杯-JPN2，目黒記念-JPN2，阿寒湖特別，天皇賞�-JPN1２着（２
回），天皇賞�-JPN1２着，宝塚記念-JPN1２着，UAE１勝，ドバイ
シーマクラシック-G2，香港１勝，香港ヴァーズ-G1。種牡馬

レクレドール（牝 *サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ-JPN2，クイーンＳ
-JPN3，札幌記念-JPN2２着，阪神牝馬Ｓ-JPN2３着。産駒
ベルーフ（牡 *ハービンジャー）３勝，京成杯-G3，エリカ賞，チャレン
ジＣ-G3２着，小倉記念-G3２着（２回）

クラージュドール（牡キングカメハメハ）５勝，春光Ｓ，桃山Ｓ，南関
東�２勝，金盃，ダイオライト記念-JPN2４着，同５着

メルヴェイユドール（牝フジキセキ）３勝，壇之浦特別，紫竹山特別，マー
メイドＳ-G3３着

キューティゴールド（牝 *フレンチデピュティ）５戦，入着。産駒
ショウナンパンドラ（牝ディープインパクト）最優秀古牝馬，５勝，ジ
ャパンＣ-G1，秋華賞-G1，オールカマー-G2，糸魚川特別

グレースランド（牝 *トニービン）４戦，入着。産駒
ドリームパスポート（牡フジキセキ）３勝，神戸新聞杯-JPN2，きさら

ぎ賞-JPN3，ジャパンＣ-G1２着，皐月賞-JPN1２着
フロンティア（牡ダイワメジャー）２勝，新潟２歳Ｓ-G3，ファルコン

Ｓ-G3３着，デイリー杯２歳Ｓ-G2４着，中京記念-G3４着，�
ラウンドワールド（牡 ディープインパクト）３勝，アンドロメダＳ-L，コ
スモス賞-OP，札幌２歳Ｓ-G3２着，共同通信杯-G3４着

フィーリングトーン（牝 *ワイルドラッシュ）１勝。エールヴォア（牝 ヴィ
クトワールピサ：フラワーＣ-G3２着）の母

ローズサッシュ（牝 *ドクターデヴィアス）入着。産駒
ヤマカツサクラ（牝フジキセキ）１戦。ダイアナヘイロー（牝 キング

ヘイロー：阪神Ｃ-G2，阪急杯-G3，北九州記念-G3）の祖母

*
ダンスインザダーク Dance in the Dark は千歳産，最優秀３歳牡馬，５勝，
菊花賞-JPN1。主な産駒：デルタブルース（ＶＲＣメルボルンＣ-G1，菊花賞
-JPN1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ラブリーデイ（天皇賞・秋-G1，宝塚記念-G1），ア
ルバート（ステイヤーズＳ-G2３回），メイショウカンパク（京都大賞典-G2），ユー
キャンスマイル（ダイヤモンドＳ-G3），トリオンフ（小倉記念-G3）

総額 2,400万円 一口出資額 60,000円【全400口】
■生産：白老ファーム　■繋養：早来ファーム　■入厩予定：勢司和浩厩舎
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エピファネイア�
鹿　2010

＊シンボリクリスエス 
Symboli Kris S 
黒鹿　1999

Kris S.
Roberto

Sharp Queen

Tee Kay
Gold Meridian

Tri Argo

シーザリオ 
青　2002

スペシャルウィーク
＊サンデーサイレンス

キャンペンガール

＊キロフプリミエール
Sadler’s Wells

Querida

ダンスインザダーク 
鹿　1993

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

ヴァイスゴルト�
栗　2012

＊ダンシングキイ
Nijinsky

Key Partner

ゴールデンサッシュ 
栗　1988

＊ディクタス
Sanctus

Doronic

ダイナサッシュ
＊ノーザンテースト
＊ロイヤルサッシュ

�＊サンデーサイレンス　3D×4S,�Hail�to�Reason�5S×5D,�Northern�Dancer�5S×5D×5D

牡・栗毛
2018年5月16日生
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骨量豊富な骨格を弾力性に富んだ筋肉が覆う馬体は、現時点に
おいても出色の出来映えで、母系由来の成長力を加味すれば、
どれほどのサラブレッドに成長してくれるか興味は尽きません。
肩周りの筋肉が発達していることから前肢のかき込みは強く、
幅のあるトモが推進力を生み出し、放牧地の斜面を一気に駆け
上がる姿は実にパワフルです。手綱をグイグイ引っ張る前進気
勢や、一族特有の旺盛な闘志も頼もしく、将来は才能あふれる
中距離馬として鋭い差し脚を披露してくれることでしょう。大
舞台になるたびに勝負強さを発揮した父を迎えたことで、母や
祖母の成し得なかったＧⅠ制覇がより具現化されそうです。

母ディアデラマドレ（10 キングカメハメハ）６勝，府中牝馬Ｓ-G2（芝1800
ｍ），マーメイドＳ-G3（芝2000ｍ），愛知杯-G3（芝2000ｍ），堀川特別（芝
1800ｍ），エリザベス女王杯-G1３着，クイーンＳ-G3５着［勝ち距離1400
ｍ～2000ｍ］。産駒
クラヴェル（17 牝 青鹿エピファネイア）未出走

祖母ディアデラノビア（02 *サンデーサイレンス）５勝，フローラＳ-JPN2，京
都牝馬Ｓ-G3，同-JPN3５着，愛知杯-G3，白梅賞，中山牝馬Ｓ-JPN3２
着，オークス-JPN1３着，ヴィクトリアマイル-JPN1３着，エリザベス女王杯
-JPN1３着，同-G1４着，阪神牝馬Ｓ-G2３着，マイラーズＣ-G2３着，オ
ールカマー-JPN2３着，府中牝馬Ｓ-JPN3３着，同-G3４着，フィリーズレビ
ュー-JPN2４着。産駒
ドレッドノータス（騸 *ハービンジャー）５勝，京都２歳Ｓ-G3，アンドロメ

ダＳ-L，同２着，レインボーＳ，稲村ヶ崎特別，函館記念-G3４着，�
ディアデルレイ（牡キングカメハメハ）７勝，福島民友Ｃ-L，師走Ｓ-OP，

錦秋Ｓ，マーチＳ-G3２着，南関東�入着，報知グランプリＣ２着，
ブリリアントＣ５着，�

サンマルティン（騸 *ハービンジャー）６勝，都大路Ｓ-L，むらさき賞，南
相馬特別，小倉記念-G3２着，�

バルデス（牡 *ハービンジャー）３勝，松前特別，ホンコンジョッキークラブ
Ｔ

カウディーリョ（牡キングカメハメハ）２勝，山吹賞，�
ディアデラバンデラ（騸 *シンボリクリスエス）１勝，東海�２勝，高知�２

勝
曽祖母 *ポトリザリス Potrizaris（95 Potrillazo）亜国産，亜年度代表牝馬，

亜３歳牝馬チャンピオン，亜４勝，亜ダービー-G1，亜オークス-G1，カルロ
スペレグリーニ大賞典-G1４着，ペルー・北米入着，南米ジョッキークラブ
賞-G1４着，サンゴルゴニオＨ-G2４着。産駒
イグアス：３勝，高雄特別，かきつばた賞，ステイヤーズＳ-G2２着
マゼラン：５勝，尼崎Ｓ，潮来特別，糸魚川特別
クルサード：１勝，若駒Ｓ-OP２着

キングカメハメハ King Kamehameha は早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダ
ービー-JPN1，ＮＨＫマイルＣ-JPN1。チャンピオンサイアー。主な産駒：ドゥラメン
テ（ダービー-G1，皐月賞-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ワグネリアン（ダービー
-G1），ブラストワンピース（有馬記念-G1），インディチャンプ（安田記念-G1），モ
ズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），ステイフーリッシュ（京都新聞杯-G2）

総額 3,000万円 一口出資額 75,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：武井亮厩舎
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母馬優先

エピファネイア�
鹿　2010

＊シンボリクリスエス 
Symboli Kris S 
黒鹿　1999

Kris S.
Roberto

Sharp Queen

Tee Kay
Gold Meridian

Tri Argo

シーザリオ 
青　2002

スペシャルウィーク
＊サンデーサイレンス

キャンペンガール

＊キロフプリミエール
Sadler’s Wells

Querida

キングカメハメハ 
鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

ディアデラマドレ�
鹿　2010

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

ディアデラノビア 
栗　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ポトリザリス
Potrillazo

Chaldee

� ＊サンデーサイレンス　3D×4S,�Hail�to�Reason�5S×5D

メス・鹿毛
2018年1月29日生
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同世代を上回る体高に加え、父によく似た前躯の造り、さらに
は各筋肉の発達により明瞭な陰影が浮かび上がるトモなど、上
質なパーツにより構成される圧倒的な存在感を放つ珠玉の1頭
です。毛ヅヤが物語るようにカイバ食いが旺盛で、栄養の吸収
状態も良好なことから、今後この好馬体がより高次元に達する
ことは必然です。豊かな推進力を迫力満点の後躯から生みだす
一方、長い手先を器用に使った軽快な捌きを見せていることか
ら、芝コースで真価を発揮する姿が予想できます。父から受け
継いだ情熱的な気性により脚力に磨きをかけることで、栄光の
ゴールラインを圧巻の末脚で突き抜けてくれることでしょう。

母 *アートプリンセス Art Princess（06 Officer）米国産，英１勝，チェリーヒン
トンＳ-G2２着［勝ち距離５Ｆ13Ｙ］。産駒
タップザット（12 牡 芦 Tapit）２勝，プラタナス賞（Ｄ1600ｍ），南関東�

入着，全日本２歳優駿-JPN1２着
ジュンテオドーラ（14 牝 鹿ディープインパクト）１勝，�
キングスヴァリュー（15 牡 栗キングカメハメハ）２勝，�
ミッキープリンス（17 牡 栗 ハーツクライ）未出走

祖母ラムライン Rhumb Line（00 Mr. Greeley）北米３勝。産駒
*ザズー Zazu（牝 Tapit）北米４勝，ラスヴィルヘネスＳ-G1，レイディズシ

ークレットＳ-G1，ハリウッドオークス-G2，サンタアニタオークス-G1
２着，クレメントＬ.ハーシュＳ-G1２着，サンタイネスＳ-G2２着，
Moccasin S-L２着，ケンタッキーオークス-G1３着。産駒
アルーシャ（牝ディープインパクト）４勝，ユートピアＳ，豊栄特別，ク
イーンＣ-G3３着，京都牝馬Ｓ-G3４着，�

フラッシュバック Flashback（牡 Tapit）北米２勝，ロバートＢ.ルイスＳ
-G2，サンタアニタダービー-G1２着，サン フェリーペＳ-G2２着，
Damascus S２着，アクアクＨ-G3３着，マリブＳ-G1４着。種牡馬

コリンシアンズ ジュエル Corinthian's Jewel（牡 Corinthian）北米２
勝，Restoration S

*スターオブサファイア Star of Sapphire（牝 Tapit）北米入着。産駒
ハッシュライター（騸 ルーラーシップ）仏１勝，オカール賞-G2３
着，豪１勝，ATC W J McKell Cup-L，MRC RM Ansett Clas-
sic-L３着

曽祖母ローズ ラプソディー Rose Rhapsody（92 Pleasant Colony）北米入
着。産駒
ロージーロア Rosy Roar：北米２勝。産駒

ロージージャージー Rosyjersey：北米４勝，Jack Betta Be Rite S
２着

四代母ロージー スペクター Rosy Spectre（80 Nijinsky）北米５勝，Regret
S，Smart Deb S２着，ケンタッキーオークス-G1４着

オフィサー Officer は米国産，北米６勝，シャンペンＳ-G1。主な産駒：ボーイズ
アトトスコノヴァ（ホープフルＳ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】レイディイヴァンカ（ス
ピナウェイＳ-G1），シストロン（コナゴールドＳ-G2），キャッツアウェイ（ウベルト
Ｆ.ビグナルト賞-G2），セオリー（フューチュリティＳ-G3），ルッキントゥストライク
（オンタリオダービー-G3）

総額 3,600万円 一口出資額 90,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：奥村武厩舎
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� Mr.�Prospector�4S×5D

牡・栗毛
2018年3月23日生
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長い四肢やゆったりとした胴が印象的ですが、全体を見回すと
各パーツが理想的な位置に配されており、バランスの美しい好
馬体の持ち主です。堂々とした常歩やしなやかで跳びの大きな
キャンターは、放牧地のどこに居ようともすぐに本馬と識別で
きるほど上質なもので、競走馬としての資質の高さは疑いよう
もありません。また、自分をしっかりと主張する意思の強さも
持ち合わせており、すでに心身両面においてトップホースなら
ではの圧倒的な存在感を放っています。世界を舞台に転戦する
兄同様に海外へ打って出て、父の果たせなかった勲章獲得が宿
命づけられていると言っても過言ではないでしょう。

母 *ヒルダズパッション Hilda's Passion（07 Canadian Frontier）米国産，北
米８勝，バレリーナＳ-G1（Ｄ７Ｆ），レイヴンランＳ-G2（ＡＷ７Ｆ），イン
サイドインフォメイションＳ-G2（Ｄ７Ｆ），ヴェイグランシーＨ-G2（Ｄ6.5
Ｆ），ハリケーン バーティーＳ-G3（Ｄ6.5Ｆ），Bennington S（Ｄ5.5Ｆ），ヒ
ュマナディスタフＳ-G1２着，シュガースワールＳ-G3２着［勝ち距離5.5
Ｆ～７Ｆ］。産駒
ジークカイザー（13 牡 鹿 ディープインパクト）４勝，近江特別（芝1800

ｍ），蓬莱峡特別（芝1800ｍ），若竹賞（芝1800ｍ），�
ヨシダ Yoshida（14 牡 鹿 ハーツクライ）北米５勝，ウッドウォードＳ-G1
（Ｄ９Ｆ），オールドフォレスターターフクラシックＳ-G1（芝９Ｆ），ヒ
ルプリンスＳ-G3（芝９Ｆ），James W.Murphy S-L（芝８Ｆ），ホイッ
トニーＳ-G1２着，競馬博物館名誉の殿堂Ｓ-G2２着，サラナクＳ
-G3２着

ヴェルテアシャフト（15 牡 鹿ディープインパクト）２勝，�
シェドゥーヴル（16 牡 鹿 オルフェーヴル）１勝，�
サンクテュエール（17 牝 鹿ディープインパクト）未出走

祖母イグゼキュトリッカー Executricker（98 El Prado）北米１勝。産駒
ジャストビーンジェイミン Just Been Jammin（騸 Giant's Causeway）北

米４勝
曽祖母トリックトリック Trick Trick（92 Clever Trick）北米入着。産駒
マクシーレヴンズ Maxy Levens：北米５勝

四代母フル ヴァテュ Full Virtue（81 Full Out）北米７勝，Wistful H。産駒
ラストクイック Last Quick：伊10勝，伊2000ギニー-G1３着
チャリタブルギフト Charitable Gift：北米４勝，Pocahontas S-L２着。産

駒
オセロOthello：北米１勝，デル マーフューチュリティ-G2２着。種牡

馬
ママバックスMama Bucks：北米２勝。産駒

コマンダー バック Commander Buck：北米９勝，Independence
H，John Henry S-L２着，Barksdale H２着

カナディアンフロンティア Canadian Frontier は米国産，北米６勝，ボールド
ルーラーＨ-G3。主な産駒：ノーサッチワード（ガゼルＳ-G1），*ヒルダズパッシ
ョン（バレリーナＳ-G1），カナディアンミストレス（ランパートＳ-G3３着）。【ＢＭ
Ｓ：主な産駒】ヨシダ（ウッドウォードＳ-G1，ターフクラシック-G1，ヒル プリンス
Ｓ-G3），ジークカイザー（近江特別，蓬莱峡特別）

総額 5,000万円 一口出資額 125,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：萩原清厩舎
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� Mr.�Prospector�4S×4D,�Nureyev�5S×5D

メス・鹿毛
2018年1月28日生
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幾多の名馬を送り出してきた牝系の特徴でもある、線のきれい
な馬体の持ち主です。適度な長さの背中に対して腹線はゆった
りとしているため、繰り出すフットワークは一完歩が大きく躍
動感に満ちており、芝の中距離戦への高い適性を感じます。配
合から想像されるとおり大人しい性格ではありませんが、僚馬
との競走において決して先を譲ろうとしない負けん気の強さへ
と繋がっており、ゴール前の攻防で勝利をたぐり寄せる強力な
武器となるでしょう。両親の資質を余すことなく受け継いだ本
馬だけに、今後の成長力にも大いに期待が持てますので、より
スケールアップした姿でターフを賑わせてくれるはずです。

母ウィズザフロウ（09 アグネスタキオン）不出走。産駒
キタサンバルカン（16 牡 鹿 ルーラーシップ）１勝，青葉賞-G2４着，�
ジョインザフロウ（17 牝 黒鹿 ルーラーシップ）未出走

祖母プチノワール（05 Singspiel）不出走。産駒
ローブティサージュ（牝 *ウォーエンブレム）最優秀２歳牝馬，３勝，阪

神ジュベナイルフィリーズ-G1，キーンランドＣ-G3，函館スプリントＳ
-G3２着，ファンタジーＳ-G3２着，阪神牝馬Ｓ-G2３着，阪急杯-G3
３着，桜花賞-G1５着

ブランノワール（牝ロードカナロア）２勝，エルフィンＳ-L２着，�
ブレイニーラン（牡ディープインパクト）２勝，御在所特別，�
ステイオンザトップ（牡ステイゴールド）２勝，�

曽祖母 *リッチアフェアー Rich Affair（00 Machiavellian）英国産，英１勝，
Lady Godiva Fillies' S-L３着。産駒
アドマイヤロケット：４勝，白川郷Ｓ，ブラジルＣ-L２着
リスキーディール：３戦，入着。産駒

コパノディール：北海道�１勝，中央２勝，知立特別，�
四代母マッチトゥーリスキー Much Too Risky（82 Bustino）英２勝。産駒
*ホワイトウォーターアフェア Whitewater Affair：英仏４勝，ポモーヌ賞

-G2，ジョン ポーターＳ-G3，Lupe S-L，ヨークシャー オークス-G1２
着，愛入着，愛セントレジャー-G1３着。ヴィクトワールピサ（ドバイ
ワールドＣ-G1，皐月賞-G1，有馬記念-G1），*アサクサデンエン
（安田記念-G1），スウィフトカレント（小倉記念-JPN3）の母

リトルロック Little Rock：英仏６勝，プリンセスオブウェールズＳ-G2，
同２着，ゴードンリチャーズＳ-G3，James Seymour S-L，コンセイユ
ドパリ賞-G2３着，伊入着，ローマ賞-G1３着。種牡馬

ショート スカート Short Skirt：英４勝，ムシドラＳ-G3，セントサイモン
Ｓ-G3，ヨークシャーオークス-G1２着，英オークス-G1３着

セダクトレス Seductress：英３勝，Chesterfield S-L
ホワイトハウス White House：英１勝。カペラ サンセヴェロ Cappella

Sansevero（ラウンドタワーＳ-G3）の祖母

アグネスタキオン Agnes Tachyon は千歳産，４戦全勝，皐月賞-JPN1，弥生
賞-JPN2。チャンピオンサイアー。主な産駒：ダイワスカーレット（有馬記念-G1）。
【ＢＭＳ：主な産駒】ノンコノユメ（フェブラリーＳ-G1），ワイドファラオ（ニュージー
ランドＴ-G2），アクティブミノル（セントウルＳ-G2），カラクレナイ（フィリーズレビュ
ー-G2），ジューヌエコール（デイリー杯２歳Ｓ-G2）

総額 3,000万円 一口出資額 75,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：勢司和浩厩舎
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� ＊サンデーサイレンス　3D×4S,�Sadler’s�Wells�4S×5D,�Halo�4D×5S×5D

牡・栗毛
2018年1月23日生
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均整のとれた骨格、しなやかな筋肉により形成されるフォルム
は、思わずうっとりするほど秀麗ですが、動き出しからスムー
ズで伸張性に富むキャンターを可能にしているのも、紛れもな
くその馬体といえます。鋭い眼差しが印象的な凛とした顔立ち
には、聡明さと秘めたる闘志がうかがえ、競走馬としての資質
の高さは疑いようがありません。マイルCSを制した母を超える
産駒は未だ現れていませんが、香港のターフをも制圧した父を
迎え機敏性と闘争心が高まった本馬は、一族のさらなる繁栄に
向け、漆黒の翼を広げ飛躍を誓います。美しき青毛の馬体が風
を切り裂き駆ける姿に、観衆は戦慄を覚えることでしょう。

母ブルーメンブラット（03 アドマイヤベガ）８勝，マイルチャンピオンシップ
-G1（芝1600ｍ），府中牝馬Ｓ-G3（芝1800ｍ），オーロＣ-L（芝1400ｍ），
白秋Ｓ（芝1400ｍ），斑鳩Ｓ（芝1400ｍ），大倉山特別（芝1500ｍ，レコー
ド），矢車賞（芝1800ｍ），阪神牝馬Ｓ-G2２着，同５着，忘れな草賞-OP
２着，ヴィクトリアマイル-JPN1３着，阪神Ｃ-JPN2３着，フラワーＣ-JPN3
３着，京都牝馬Ｓ-G3４着［勝ち距離1400ｍ～1800ｍ］。産駒
オレアリア（10 牡 黒鹿 *シンボリクリスエス）２勝
クリーブラット（11 牡 芦 *チチカステナンゴ）１勝
クラシックリディア（13 牝 黒鹿 *ハービンジャー）１勝
ヴィルデローゼ（14 牝 黒鹿 *エンパイアメーカー）２勝，�
ブルーメンクローネ（15 牝 鹿 キングカメハメハ）東海�３勝，中央入着，

�
パールデュー（16 牝 黒鹿キングカメハメハ）１勝，�

祖母 *マイワイルドフラワー My Wild Flower（86 Topsider）米国産，愛・北米
２勝。産駒
ジョイフルハート（牡 サクラバクシンオー）中央・北海道�９勝，北海道
スプリントＣ-JPN3，エニフＳ-L，ＢＳＮ賞-OP，安芸Ｓ，天王山特別，
サロマ湖特別，栗東Ｓ-L２着

ハゲタカオー（騸 *ジェイドロバリー）３勝，稲毛特別
ソングバード（牝ダンスインザダーク）東海�２勝，中央入着。産駒

アドマイヤウイナー（牡 *ワークフォース）２勝，大寒桜賞，青葉賞
-G2３着，札幌２歳Ｓ-G3３着，神戸新聞杯-G2５着

アグリッパーバイオ（牡 *チチカステナンゴ）３勝，障１勝，小倉サマ
ージャンプ２着，同３着，�

インザジャングル（牝 *ヘクタープロテクター）不出走。産駒
ダイキチムスメ（牝 *タイキブリザード）３勝，小倉２歳Ｓ-JPN3３

着，熊本�１勝，九州王冠２着，九州記念４着
ジルグリッター（牡スリリングサンデー）南関東�６勝，戸塚記念

曽祖母ワイルドウック Wildwook（65 Sir Gaylord）北米４勝，アディロンダッ
クＳ。コジーン Cozzene（ＢＣマイル-G1）の祖母

アドマイヤベガ Admire Vega は早来産，４勝，ダービー-JPN1，京都新聞杯
-JPN2。主な産駒：キストゥヘヴン（桜花賞-JPN1），ブルーメンブラット（マイルチャ
ンピオンシップ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ニホンピロアワーズ（最優秀ダートホ
ース，ジャパンＣダート-G1，東海Ｓ-G2），タガノアザガル（ファルコンＳ-G3），
ボンデイジャー（ＳＡＪＣロードリームズＳ-G3）

総額 5,000万円 一口出資額 125,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：国枝栄厩舎
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� ＊サンデーサイレンス　3D×4S,�Northern�Dancer�4D×5S×5D

牡・青毛
2018年4月8日生
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薄く質感の良い皮膚に覆われた筋肉はハリがあり、前後躯のバ
ランスも良く、力強い眼差しも相まってその佇まいにはすでに
女王の風格が漂っています。特に春を迎えてからの筋肉の充実
ぶりには目覚ましいものがあり、いずれはデビュー時から完成
度の高かった父同様にボリューム感あふれる好馬体へと成長を
遂げることでしょう。首や背腰をしなやかに使い、後肢を深く
踏み込ませたフットワークは安定感抜群で、弾むように軽やか
な走りはいかにも芝向きといえます。他馬に積極果敢に挑んで
いくハートの強さも頼もしい限りで、心身の高い素質に磨きを
かけて、母がクビ差及ばなかった世代の頂点を目指します。

母ピュアブリーゼ（08 Monsun）１勝，オークス-G1２着，フローラＳ-G2３着，
福島牝馬Ｓ-G3３着，アイルランドＴ-L３着，フェアリーＳ-G3４着［勝ち
距離1800ｍ］。産駒
パルメ（16 牝 栗 ハーツクライ）入着，�
ルヴァン（17 牡 鹿ブラックタイド）１戦，�

祖母 *ピューリティー Purity（03 *パントレセレブル）独国産，伊１勝，Premio
Baggio-L２着。産駒
プリュム（牝ダイワメジャー）３勝
パシフィスタ（牡マンハッタンカフェ）１勝，�
パルフェクォーツ（牡ダイワメジャー）兵庫�３勝，中央入着，�
パルクフェルメ（牡 ゼンノロブロイ）入着，兵庫�４勝，�
ピュールボーテ（牝 ネオユニヴァース）石川�２勝
バリーナ（牡 ハーツクライ）北海道�１勝

曽祖母パリアナ Pariana（93 Bering）独入着。産駒
パプウス Pappus：独仏８勝，Grand Prix de la Riviera Cote d'Azur-L，

Baden-Baden-Cup-L，同２着，Sandbahn Grand Prix-L，ヘッセンポ
カル-G3２着，Oettingen-Wallerstein-Memorial-L２着，ヴァルター
Ｊ.ヤコブスレンネン-G3３着，ユーロＣ-G2４着，ドルトムンダーヴィ
ルトシャフト大賞典-G3４着（２回），伊入着，Premio Ambrosiano-L
２着，スウェーデン入着，Pramms Memorial２着

パルムリッジ Palmridge：独１勝，ウニオーンレンネン-G2３着，仏障１勝
パラス Purus：独仏英６勝，Preis der Herzog von Ratibor-Rennen-L３

着
*パダナ Padana：仏１勝，伊入着，Premio Coolmore-L２着，Premio Al-

berto Zanoletti di Rozzano-L３着
四代母パージュブルー Page Bleue（87 Sadler's Wells）仏１勝，Prix Ama-
ndine-L２着。産駒
ペイジズ キング Page's King：独仏５勝，デュッセルドルフ大賞典-G3

五代母パージュブランシュ Page Blanche（80 Caro）英１勝，Fern Hill H-L
２着。パークラピッズ Park Rapids（アランベール賞-G3２着）の母

モンズーン Monsun は独国産，独12勝，オイロパ賞-G1（２回）。独チャンピオ
ンサイアー。独ＢＭＳチャンピオン。主な産駒：*ノヴェリスト（キングジョージ六世
＆クイーンエリザベスＳ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】シーザ ムーン（独ダービー
-G1），パストリウス（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，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1）

総額 2,400万円 一口出資額 60,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：高橋文雅厩舎
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母馬優先

モーリス�
鹿　2011

スクリーンヒーロー 
栗　2004

＊グラスワンダー
Silver Hawk

Ameriflora

ランニングヒロイン
＊サンデーサイレンス

ダイナアクトレス

メジロフランシス 
鹿　2001

＊カーネギー
Sadler’s Wells

Detroit

メジロモントレー
＊モガミ

メジロクインシー

モンズーン 
Monsun 
黒鹿　1990

Konigsstuhl
Dschingis Khan

Konigskronung

ピュアブリーゼ�
栗　2008

Mosella
Surumu

Monasia

＊ピューリティー 
Purity 
栗　2003

＊パントレセレブル
Nureyev

Peinture Bleue

Pariana
Bering

Page Bleue

� Sadler’s�Wells�4S×5D,�Northern�Dancer�5S×5D

メス・黒鹿毛
2018年2月8日生
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砂上で花を咲かせた母ではありますが、決してダート馬らしい
筋骨隆々のタイプではなく、思い起こせば初勝利は芝１８００
ｍでした。産駒が芝中長距離重賞で活躍する父を迎えたことで、
本馬は胴伸びが良く、均整のとれた骨格に程よい筋肉を纏う美
しいシルエットを誇っています。放牧地では素軽い前捌きや柔
軟性に富んだ筋肉が生み出す、俊敏で躍動感あふれる走りを披
露しており、否応なしにターフで弾ける姿が目に浮かびます。
早期勝ち上がりから着実に力をつけ、５歳でタイトルを手中に
収めた類い希な母譲りの成長力に、父の種牡馬実績を加味する
と、オークスこそが本馬の目指すべき舞台となります。

母ヴィータアレグリア（11 ネオユニヴァース）３勝，南関東�１勝，マリーンＣ
-JPN3（Ｄ1600ｍ），エンプレス杯 -JPN2２着，スパーキングレディーＣ
-JPN3４着［勝ち距離1600ｍ～1800ｍ］。本馬が初仔

祖母 *カクタスペア（07 Lion Heart）米国産，不出走。出走した産駒は１頭
曽祖母カクタス ベル Cactus Belle（97 Gone West）不出走。産駒

ブラックシルクストッキングズ Blacksilkstockings：北米１勝，Tah Dah
S２着

ファーストコマンド First Command：北米10勝
ダンレイル ベル Doneraile Belle：北米３勝

四代母クラッシー キャシー Classy Cathy（83 Private Account）北米７勝，
アラバマＳ-G1，アシュランドＳ-G1，ガゼルＨ-G1，Beaumont S-L，テスト
Ｓ-G2２着，ベルデイムＳ-G1３着，Regal Quillo S３着，ＢＣディスタフ
-G1４着，ケンタッキーオークス-G1４着。産駒
プレイサーヴィル Placerville：英３勝，プリンスオブウェールズＳ-G2，
Feilden S-L，クラシックトライアルＳ-G3２着。種牡馬

ナインストレスル Ninth Trestle：不出走。産駒
ナイン パインズ Nine Pines：北米２勝，Adena Springs Matchm-

aker Turf Sprint S
ミミズゴールデンガール Mimi's Golden Girl：北米２勝。産駒

ノーブルコーズウェイNoble Causeway：北米３勝，フロリダ ダービ
ー-G1２着，ベンアリＳ-G3３着。種牡馬

クートニー Kootenai：北米入着。産駒
ライムリッキー Lime Rickey：北米７勝，パームビーチＳ-G3２着，

Hallandale Beach S-L２着，Dania Beach S-L２着，Round
Table S２着，コロニアルターフカップＳ-G2３着

キャシーズギャル Cathy's Gal：北米１勝。産駒
ファハモア Fahamore：北米１戦。アキリナ Akilina（Pago Hop S）の

母，オーディブル Audible（フロリダ ダービー-G1），*リエノテ
ソーロ（全日本２歳優駿-JPN1），ガヴァナー マリブ Govern-
or Malibu（Gander S）の祖母

ネオユニヴァース Neo Universe は千歳産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービ
ー-JPN1，皐月賞-JPN1。主な産駒：ロジユニヴァース（ダービー-JPN1），ヴィクトワ
ールピサ（ドバイワールドＣ-G1），アンライバルド（皐月賞-JPN1）。【ＢＭＳ：主
な産駒】アエロリット（ＮＨＫマイルＣ-G1），ルヴァンスレーヴ（チャンピオンズＣ
-G1，ジャパンダートダービー-JPN1），コズミックフォース（ダービー-G1３着）

総額 1,800万円 一口出資額 45,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：菊沢隆徳厩舎
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母馬優先

ルーラーシップ�
鹿　2007

キングカメハメハ 
鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

エアグルーヴ 
鹿　1993

＊トニービン
＊カンパラ

Severn Bridge

ダイナカール
＊ノーザンテースト

シャダイフェザー

ネオユニヴァース 
鹿　2000

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

ヴィータアレグリア�
黒鹿　2011

＊ポインテッドパス
Kris

Silken Way

＊カクタスペア 
Cactus Pear 
栗　2007

Lion Heart
Tale of the Cat

Satin Sunrise

Cactus Belle
Gone West

Classy Cathy

� Mr.�Prospector�4S×5D

メス・鹿毛
2018年3月15日生
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４月生まれでシルエットには幼さを感じますが、骨量・筋肉量
はしっかりと備わっており、連日の夜間放牧を経て日ごとに厚
みを増す馬体が頼もしく映ります。常歩は完歩が大きく伸びや
かで、キャンターに移れば柔らかい馬体を余すことなく使い、
スピードの持続力に秀でた雄大な走りを見せています。普段は
素直で人にも従順ですが、名牝ダイナカールの血を引く父の産
駒らしく、一度気持ちに火がつけば旺盛な前進気勢を見せてお
り、このメリハリのある気性は実戦向きの資質と言えるでしょ
う。熱い闘争心を起爆剤として長く良い脚を繰り出し、ゴール
前で先行勢を一飲みにするようなレースを期待しています。

母ローガンサファイア（10 ダイワメジャー）４勝，マーガレットＳ-L（芝1400
ｍ），紫川特別（芝1200ｍ），ききょうＳ-OP２着，淀短距離Ｓ-L３着，北九
州記念-G3４着［勝ち距離1200ｍ～1400ｍ］。産駒
エルサフィーロ（17 牡 鹿ロードカナロア）未出走

祖母 *ダークサファイア（00 Out of Place）米国産，わが国で１勝。産駒
サフィロス（牡 *キンシャサノキセキ）２勝，カンナＳ-OP，京王杯２歳Ｓ

-G2２着，�
コーディエライト（牝ダイワメジャー）１勝，新潟２歳Ｓ-G3２着，ファンタ

ジーＳ-G3２着，�
ブルスクーロ（牡 *キンシャサノキセキ）１勝，中京２歳Ｓ-OP３着，�
ゴールドスーク（牡ゴールドアリュール）４勝，鈴鹿特別，兵庫�２勝，�
アウトオブオーダー（牡 サクラバクシンオー）２勝

曽祖母 *ダーケストスター Darkest Star（89 Star de Naskra）米国産，北米
４勝。産駒
*サウスヴィグラス：中央・高知・東海・北海道・岩手・南関東�16勝，ＪＢ

Ｃスプリント-JPN1，根岸Ｓ-JPN3（２回），かきつばた記念-JPN3，北
海道スプリントＣ-JPN3（２回），同２着，クラスターＣ-JPN3，黒船賞
-JPN3，霜月Ｓ-OP，京葉Ｓ-OP，橿原Ｓ，貴船Ｓ，門松Ｓ，朱竹賞，
東京盃-JPN2２着，ガーネットＳ-JPN3２着，同３着，すばるＳ-OP２
着，ヒヤシンスＳ-OP２着，コーラルＳ-OP２着，栗東Ｓ-OP３着。Ｎ
ＡＲチャンピオンサイアー

チアズウイナー：２勝，ポインセチア賞
ディスパースアスター Disperse a Star：北米１勝。産駒

ハートアストレイHeart Astray：北米４勝，OBS Sprint S３着
ベネラ：３勝。産駒
グッドヒューマー：３勝，昇竜Ｓ-OP２着，�
トモノコテツ：１勝，�

四代母ミニーリパートン Minnie Riperton（74 Cornish Prince）北米４勝。ポ
ンデロズリーダー Pondero's Leader（Tempe H），キャプテンリッパ
ートン Captain Ripperton（Adventureland Sprint S）の祖母

ダイワメジャー Daiwa Major は千歳産，最優秀短距離馬（２回），９勝，皐月
賞-JPN1，天皇賞・秋-JPN1。主な産駒：レーヌミノル（桜花賞-G1），アドマイヤマ
ーズ（ＮＨＫマイルＣ-G1），メジャーエンブレム（ＮＨＫマイルＣ-G1），ノーヴ
ァレンダ（全日本２歳優駿-JPN1）。【ＢＭＳ：主な産駒】バーニングペスカ（きき
ょうＳ-OP２着，小倉２歳Ｓ-G3３着），バールドバイ（スプリングＳ-G2４着）

総額 2,000万円 一口出資額 50,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：新規開業
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母馬優先

ルーラーシップ�
鹿　2007

キングカメハメハ 
鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

エアグルーヴ 
鹿　1993

＊トニービン
＊カンパラ

Severn Bridge

ダイナカール
＊ノーザンテースト

シャダイフェザー

ダイワメジャー 
栗　2001

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

ローガンサファイア�
鹿　2010

スカーレットブーケ
＊ノーザンテースト
＊スカーレットインク

＊ダークサファイア 
Dark Sapphire 
鹿　2000

Out of Place
Cox’s Ridge

Arabian Dancer

＊ダーケストスター
Star de Naskra

Minnie Riperton

� ＊ノーザンテースト　4S×4D

メス・鹿毛
2018年4月29日生
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思わず2歳馬と見紛うほどの立派な骨格を有し、休まず順調にこ
なす夜間放牧により、まとう筋肉も確実に逞しさを増してきて
います。骨格構成に窮屈なところがないため、全身を柔軟に、
そしてスムーズに動かすことができ、その一連の動作には心地
よさを覚えるほどです。キャンターでは、その骨格による弾発
力としなやかな筋肉の双方によって豊かな推進力を生みだし、
恵まれた馬体を目一杯に伸張させることによって大きなストラ
イドを稼ぎ出しています。そのフットワークから、追えば追う
だけ脚を伸ばすことができるタイプと見ており、直線の長いコー
スで大外から豪快に弾け飛んでくる姿が目に浮かびます。

母エカルラート（08 ハーツクライ）入着。産駒
ラフォンテロッソ（13 牝 黒鹿 *ワークフォース）東海�１勝
アドマイヤホルン（14 牝 栗 *ファルブラヴ）入着，岩手�４勝，�
スズカカナロア（16 牡 鹿ロードカナロア）１勝，�
シラカバ（17 牝 栗 *ノヴェリスト）２戦，�

祖母スカーレットローズ（87 *ノーザンテースト）２勝。産駒
ハローサンライズ（牝ダンスインザダーク）２勝，ローズＳ-JPN2５着。産
駒
サンライズモール（牡 *クロフネ）５勝，桃山Ｓ，兵庫�３勝

ラバグルート（牡ダンスインザダーク）４勝，平尾台特別，豊前特別，神戸
新聞杯-JPN2５着，きさらぎ賞-JPN3５着

クリムズンハウス（牡 *キャロルハウス）５勝，館山特別，飯盛山特別
スカーレットレディ（牝 *サンデーサイレンス）１勝。産駒

ヴァーミリアン（牡 *エルコンドルパサー）最優秀ダートホース，中
央・南関東・東海・兵庫�15勝，ジャパンＣダート-G1，フェブラリ
ーＳ-G1，ＪＢＣクラシック-JPN1（３回），帝王賞-JPN1，東京大
賞典-JPN1，同２着（２回），川崎記念-JPN1（２回），ダイオライ
ト記念-JPN2，浦和記念-JPN2，名古屋グランプリ-JPN2，ラジオ
たんぱ杯２歳Ｓ-JPN3，エニフＳ-OP。種牡馬

ソリタリーキング（牡 キングカメハメハ）中央・南関東・岩手�９
勝，東海Ｓ-G2，日本テレビ盃-JPN2，マーキュリーＣ-JPN3，ブリ
リアントＳ-L，赤富士Ｓ，鷹取特別

サカラート（牡 *アフリート）中央・北海道・南関東・岩手�９勝，東
海Ｓ -JPN2，日本テレビ盃 -JPN2，ブリーダーズゴールドＣ
-JPN2，同２着，マーキュリーＣ-JPN3，灘Ｓ-OP，名古屋城Ｓ

キングスエンブレム（牡 *ウォーエンブレム）６勝，シリウスＳ-G3
スカーレットベル（牝 *エリシオ）５勝，大津特別，八坂特別。ダノン
リバティ（牡キングカメハメハ：六甲Ｓ-L）の母

ジュリアビコー（牝 *ジェイドロバリー）１勝。産駒
ウインキングストン（牡 *タイキシャトル）３勝，箕面特別，高知�４勝

ハーツクライHeart's Cry は千歳産，最優秀古牡馬，中央・UAE５勝，ドバイ
シーマクラシック-G1，有馬記念-JPN1。主な産駒：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），リスグラシュー（宝塚記念-G1）。【ＢＭＳ
：主な産駒】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），シーズララバイ（フラワーＣ-G3２着）

総額 2,400万円 一口出資額 60,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：林徹厩舎
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母馬優先

＊ハービンジャー�
Harbinger�
鹿　2006

ダンシリ 
Dansili 
鹿　1996

＊デインヒル
Danzig

Razyana

Hasili
Kahyasi

Kerali

ペナン　パール 
Penang Pearl 
鹿　1996

Bering
Arctic Tern

Beaune

Guapa
Shareef Dancer

Sauceboat

ハーツクライ 
鹿　2001

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

エカルラート�
黒鹿　2008

アイリッシュダンス
＊トニービン
＊ビューパーダンス

スカーレットローズ 
栗　1987

＊ノーザンテースト
Northern Dancer

Lady Victoria

＊スカーレットインク
Crimson Satan

Consentida

� Northern�Dancer�4D×5S×5S,�Lyphard�5S×5D

牡・鹿毛
2018年3月7日生

45



PEDIGREE BROODMARE SIRE

FAMILY

COMMENT

27

そのデキの良さからすでに高い評価を受けている父の産駒らし
い風格ある立ち姿が印象的ですが、6月生まれを微塵も感じさせ
ないほどの圧倒的なスケール感も特筆できます。母系に共通す
る伸びのあるトップラインを持つ骨格構造が、完歩の大きい走
りを実現させており、快速自慢だった父との掛け合わせにより、
スピードの持続性に優れたタイプとなりました。その走法から
中距離戦がベストと見られますが、乗り手の指示どおりに立ち
回れる高い学習能力はプラスに働くはずです。父同様ハナを奪
い、絶妙なペース配分で後続に脚を使わせるレース巧者ぶりを
発揮し、快進撃を見せてくれることを期待します。

母エンシェントヒル（01 *エンドスウィープ）７勝，トパーズＳ-L（Ｄ1800ｍ），
仁川Ｓ-L（Ｄ1800ｍ）２回，ファイナルＳ-L（Ｄ1800ｍ），灘Ｓ-OP２着，南
関東�入着，ＴＣＫ女王盃-JPN3４着［勝ち距離1800ｍ］。産駒
ノッティングヒル（08 牝 栗 *タイキシャトル）入着，岩手�１勝
フルヴィエール（11 牡 黒鹿スペシャルウィーク）入着，兵庫�１勝
コルコバード（13 牝 黒鹿 ステイゴールド）５勝，湾岸Ｓ（芝2200ｍ），箱

根特別（芝2400ｍ），丹頂Ｓ-OP２着，スイートピーＳ-L３着，愛知杯
-G3５着

リカビトス（14 牝 鹿 ディープブリランテ）４勝，五頭連峰特別（芝1600
ｍ），八ヶ岳特別（芝1800ｍ），愛知杯-G3４着，�

祖母 *アズテックヒル Aztec Hill（90 Proud Truth）米国産，北米８勝，ファ
ンタジーＳ-G2，ブラックアイドスーザンＳ-G2，ハニービーＳ-G3，Busan-
da S-L，Sunbonnet S-L，コティリオンＨ-G2２着，ハニービーＨ-G3２着，
メイトロンＳ-G1４着。産駒
マヤンプロフェシー Mayan Prophecy（牝 *スニッツェル）豪３勝
ショコアトル（牝 *エンドスウィープ）岩手�２勝

曽祖母トライバルヒル Tribal Hill（84 Cox's Ridge）不出走。産駒
レイリン Laylin：北米入着。産駒

ザ ベストグレイシャー The Best Glacier：北米12勝，Arthur I.Ap-
pleton Juvenile Turf S２着

四代母サイプレス ベアラー Cypress Bearer（80 Raise a Native）北米１勝。
産駒
ベアイットプロパリー Bare It Properly：北米４勝。産駒

プロパー ギャンブル Proper Gamble：北米５勝，ボウモントＳ-G2，
シカダＳ-G3，Dearly Precious S-L，Ruthless S-L２着，プライ
アリスＳ-G1３着，テストＳ-G1４着

シーダーヒルロード Cedar Hill Road：北米３戦。産駒
ピノン Pinon：北米４勝，Rainbow Miss S３着

五代母 *ゲーベル Gaebale（75 Gallant Man）米国産，北米２戦。パイン サ
ークル Pine Circle（ワイドナーＨ-G1）の母

*エンドスウィープ End Sweep は米国産，北米６勝，ハイランダーＨ-CAN1。
主な産駒：アドマイヤムーン（ジャパンＣ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】トーセンスタ
ーダム（ＭＲＣエミレーツＳ-G1，ＭＲＣトゥーラクＨ-G1），パレス（アルフレッド
Ｇ.ヴァンダービルトＨ-G1），ゲシュタルト（京都新聞杯-G2），ナムラビクター（ア
ンタレスＳ-G3），アルーリングボイス（ファンタジーＳ-JPN3）

総額 2,400万円 一口出資額 60,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：戸田博文厩舎
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母馬優先

ミッキーアイル�
鹿　2011

ディープインパクト 
鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊スターアイル 
Star Isle 
鹿　2004

＊ロックオブジブラルタル
＊デインヒル

Offshore Boom

＊アイルドフランス
Nureyev

＊ステラマドリッド

＊エンドスウィープ 
End Sweep 
鹿　1991

＊フォーティナイナー
Mr. Prospector

File

エンシェントヒル�
鹿　2001

Broom Dance
Dance Spell

Witching Hour

＊アズテックヒル 
Aztec Hill 
鹿　1990

Proud Truth
Graustark

Wake Robin

Tribal Hill
Cox’s Ridge

Cypress Bearer

� Northern�Dancer�5S×5D,�Raise�a�Native�5D×5D

牡・鹿毛
2018年6月8日生
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弾力感とパンチ力を幾重にも織り込んだ血統構成の母と、稀代
のスピード馬でノーザンダンサー濃度が強い父との配合です。
そんな血統背景を知ればさらに納得の、速さを追求した好馬体
で、胴部が短めで腰高のシルエットや、大腿筋が隆起した大き
な臀部が、早くも快速牝馬として脚光を浴びる姿を想起させて
くれます。クッションがよく利いた軽快な脚捌きや、背筋の締
まりが強めで重心がピタリと定まったフットワークからも、芝
コースで加速力が活きることでしょう。積極性があってオンと
オフの切り替えも上手な気性で、鞍上と意を同じくして自在に
立ち回る、そんな競馬センスにも秀でていそうです。

母フォルテピアノ（03 *フレンチデピュティ）３勝［勝ち距離1200ｍ～1400ｍ］。
産駒
バルトロメオ（10 牡 鹿ディープインパクト）１勝
ハンマークラビア（11 牝 黒鹿 ゼンノロブロイ）１勝
アインザッツ（13 牡 鹿ステイゴールド）２勝
パルティトゥーラ（14 牝 黒鹿 マンハッタンカフェ）３勝，木更津特別（芝
1600ｍ）

クリストフォリ（15 牝 栗 *ヘニーヒューズ）１勝，�
キアレッツァ（16 牝 黒鹿ディープブリランテ）入着，�
アコルドエール（17 牡 栗 オルフェーヴル）未出走

祖母キョウエイフォルテ（94 *ノーザンテースト）６勝，貴船Ｓ，昇仙峡特別，シ
リウスＳ-JPN3３着，すばるＳ-OP３着，ガーネットＳ-JPN3４着，根岸Ｓ
-JPN3５着，南関東�入着，マリーンＣ-JPN3４着。産駒
サウンドアクシス（牡 *フレンチデピュティ）５勝，鎌倉Ｓ，ＮＳＴ賞-L３

着，千葉Ｓ-OP３着
曽祖母 *クラフティワイフ Crafty Wife（85 Crafty Prospector）米国産，北
米７勝，Susan's Girl S-L，Desert Vixen S-L，Hibiscus S，Playpen S，
Faneuil Miss S，Heather S。産駒
ビッグショウリ：７勝，マイラーズＣ-JPN2，プロキオンＳ-JPN3２着，南関

東�入着，東京盃２着，山形・北関東�４勝
ビッグテースト：１勝，最優秀障害馬，障５勝，中山グランドジャンプ，中

山新春ジャンプＳ，春麗ジャンプＳ
バトルバニヤン：７勝，カシオペアＳ-L，小倉記念-G3２着
スパイキュール：７勝，ベテルギウスＳ-L，摩耶Ｓ。種牡馬
ブリリアントベリー：３勝，臥牛山特別。カンパニー（天皇賞・秋-G1，マイル
チャンピオンシップ-G1），レニングラード（アルゼンチン共和国杯
-JPN2），ヒストリカル（毎日杯-G3）の母

エヴリウィスパー：入着。トーセンジョーダン（天皇賞・秋-G1，アメリカＪＣ
Ｃ-G2），トーセンホマレボシ（京都新聞杯-G2）の母，トーセンス
ターダム（ＶＲＣエミレーツＳ-G1）の祖母

*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。
主な産駒：レフトバンク（ヴォスバーグＳ-G1），*クロフネ（ジャパンＣダート
-JPN1）。【ＢＭＳ：主な産駒】アンドラフティド（ダイヤモンドジュビリーＳ-G1），
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）

総額 1,600万円 一口出資額 40,000円【全400口】
■生産：白老ファーム　■繋養：早来ファーム　■入厩予定：小西一男厩舎

フォルテピアノの1828
ミ
ッ
キ
ー
ア
イ
ル
×
フ
ォ
ル
テ
ピ
ア
ノ
［
メ
ス
］

母馬優先

ミッキーアイル�
鹿　2011

ディープインパクト 
鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊スターアイル 
Star Isle 
鹿　2004

＊ロックオブジブラルタル
＊デインヒル

Offshore Boom

＊アイルドフランス
Nureyev

＊ステラマドリッド

＊フレンチデピュティ 
French Deputy 
栗　1992

Deputy Minister
Vice Regent

Mint Copy

フォルテピアノ�
栗　2003

Mitterand
Hold Your Peace

Laredo Lass

キョウエイフォルテ 
栗　1994

＊ノーザンテースト
Northern Dancer

Lady Victoria

＊クラフティワイフ
Crafty Prospector

Wife Mistress

� Northern�Dancer�4D×5S×5D

メス・黒鹿毛
2018年4月17日生
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均整のとれた骨格に筋肉のハリが際立つ馬体は、上体を支える
関節一つひとつが大きくしっかりとした造りで、繋の角度、飛
節の折りも申し分のない素晴らしい出来映えを誇ります。父産
駒にしてはややスレンダーな印象ですが、立派な体つきへと成
長を遂げている全姉の姿を思えば、伸びしろの大きさは明らか
です。軽快な前肢の運びと踏み込みの深い後躯とが織り成す華
麗なキャンターは推進力に富んでおり、トップスピードに到達
すると重心がグッと沈み込むその姿には凄みさえ漂います。マ
イル以下に適性の高い父産駒ですが、本馬の窮屈さの無い馬体
やメリハリの利いた気性から、中距離も対応可能と見ています。

母 *イグジビットワン Exhibit One（02 Silver Hawk）米国産，英１勝，ヨー
クシャーオークス-G1４着，伊２勝，パオロメッツァノッテ賞-G3（芝2000
ｍ），カルロダレッシオ賞-G3（芝2400ｍ），アンブロシアーノ賞-G3２着，ミ
ラノ大賞典-G1３着，仏入着，ポモーヌ賞-G2３着［勝ち距離2000ｍ～
2400ｍ］。産駒
オークション Auction（10 牝 Mr. Greeley）英３勝，Sandringham H-L

２着
アールブリュット（12 牝 鹿 *マクフィ）４勝，道新スポーツ賞（芝1500ｍ）
メートルダール（13 牡 鹿 ゼンノロブロイ）６勝，中日新聞杯-G3（芝
2000ｍ），同５着，アメジストＳ（芝2000ｍ），多摩川Ｓ（芝1600ｍ），
精進湖特別（芝2000ｍ），葉牡丹賞（芝2000ｍ），新潟記念-G3２
着，白百合Ｓ-OP２着，アメリカＪＣＣ-G2３着，新潟大賞典-G3３
着，共同通信杯-G3３着，京成杯-G3３着，青葉賞-G2５着，�

ムスターヴェルク（14 牝 青鹿 ハーツクライ）入着，南関東�１勝
マスターワーク（17 牝 鹿ダイワメジャー）１戦，�

祖母ツァーズ プライド Tsar's Pride（96 Sadler's Wells）仏１勝，Prix de Li-
ancourt-L２着。産駒
パヴロスク Pavlosk（牝 Arch）英２勝，Michael Seely Memorial S-L，
ストレンソールＳ-G3４着，チャートウェルフィリーズＳ-G3４着

ロストヴァ Rostova（牝 Arch）英３勝，仏１勝，Prix Casimir Dela-
marre-L，フィユドレール賞-G3４着

シグナルファイア Signal Fire（牡 Mizzen Mast）愛２勝，バーレーン１
勝

曽祖母ボールドエンプレス Bold Empress（92 Diesis）仏１勝。産駒
ウェルドレスドWell Dressed：仏１勝，Prix de Courcelles-L２着
デアリング アクション Daring Action：不出走。デアリング ラヴ Daring

Love（モーリスラクロワトロフィー-G2），デアリング マッチ Daring
Match（Hoppegartener Sprint-Cup-L２回）の母

ボールドアサンプション Bold Assumption：不出走。アイリッシュルーキ
ー Irish Rookie（Montrose S-L，仏1000ギニー-G1２着）の母

シルヴァー ホーク Silver Hawk は米国産，英３勝，クレイヴァンＳ-G3，愛入
着，愛ダービー-G1２着。主な産駒：ベニーザディップ（英ダービー-G1），*グラ
スワンダー（有馬記念-JPN1２回）。【ＢＭＳ：主な産駒】ナサニエル（キングジョ
ージ六世＆クイーンエリザベスＳ-G1），グレイトヘイヴンズ（愛オークス-G1），
*ブラックホーク（安田記念-JPN1，スプリンターズＳ-JPN1）

総額 2,000万円 一口出資額 50,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：大竹正博厩舎
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ダイワメジャー�
栗　2001

＊サンデーサイレンス 
Sunday Silence 
青鹿　1986

Halo
Hail to Reason

Cosmah

Wishing Well
Understanding

Mountain Flower

スカーレットブーケ 
栗　1988

＊ノーザンテースト
Northern Dancer

Lady Victoria

＊スカーレットインク
Crimson Satan

Consentida

シルヴァー　ホーク 
Silver Hawk 
鹿　1979

Roberto
Hail to Reason

Bramalea

＊イグジビットワン�
Exhibit�One�
鹿　2002

Gris Vitesse
Amerigo

Matchiche

ツァーズ　プライド 
Tsar’s Pride 
鹿　1996

Sadler’s Wells
Northern Dancer

Fairy Bridge

Bold Empress
Diesis

Zaizafon

� Hail�to�Reason�4S×4D,�Northern�Dancer�4S×4D

メス・鹿毛
2018年3月22日生
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初仔ながら申し分ない馬格に恵まれましたが、それに比例した
筋肉の発育ぶりも見事で、均整に優れた美しいシルエットに心
奪われる1頭です。ロベルトのクロスを強く感じさせる頑強な肉
体が生み出すパワーは強烈で、僚馬に当たり負けすることが無
いほどの力自慢です。恵まれた馬体を最大限に伸展させたスト
ライドの大きなキャンターは、他馬と一線を画す豪快さに満ち
あふれており、長い航続距離の走りをも可能にしています。気
性面も非常にタフで勝負根性にも長けているため、直線での追
い比べは望むところです。圧倒的身体能力を見る限り、芝・ダー
トを問わず大きな可能性を秘めた逸材と見ています。

母ロスヴァイセ（11 *シンボリクリスエス）３勝［勝ち距離1400ｍ］。本馬が初仔
祖母ヴァイスハイト（04 アドマイヤベガ）２勝。産駒
ヴァイトブリック（牡 *シンボリクリスエス）２勝，ヒヤシンスＳ-L２着，兵庫

�入着，兵庫チャンピオンシップ-JPN2２着，�
ヴァイザー（牡 *ノヴェリスト）２勝，小倉２歳Ｓ-G3４着，�
クルークハイト（牝 *クロフネ）４勝，響灘特別，�
フォースリッチ（牡 *ワークフォース）１勝，�

曽祖母 *ソニンク Soninke（96 Machiavellian）英国産，不出走。産駒
ノーザンリバー：中央・南関東�10勝，東京盃-JPN2，さきたま杯-JPN2
（２回），カペラＳ-G3，アーリントンＣ-G3，東京スプリント-JPN3，同３
着，京都オータムリーフプレミアム-OP，深草Ｓ，根岸Ｓ-G3２着，フェ
ブラリーＳ-G1４着，プロキオンＳ-G3４着，岩手・東海�入着，かき
つばた記念-JPN3２着，クラスターＣ-JPN3３着。種牡馬

ランフォルセ：中央・南関東・佐賀�11勝，浦和記念-JPN2，同３着，ダイ
オライト記念-JPN2，エルムＳ-G3，佐賀記念-JPN3，マリーンＳ-L，エ
スペランサＳ-OP，錦秋Ｓ，羊蹄山特別，中ノ岳特別，黒竹賞，川崎
記念-JPN1２着，東海Ｓ-G2２着，ヒヤシンスＳ-OP２着，日本テレビ
盃-JPN2３着，北海道�入着，ブリーダーズゴールドＣ-JPN2３着

ノットアローン：３勝，若葉Ｓ-L，あすなろ賞，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
-JPN3２着，中京２歳Ｓ-OP２着，セントライト記念-JPN2３着，鳴尾
記念-G3４着，アーリントンＣ-JPN3４着

モンローブロンド：４勝，佐世保Ｓ，西日本スポーツ杯，りんどう賞，ファンタ
ジーＳ-JPN3２着。サーブルオール（アンドロメダＳ-L２着）の母

ルミナスポイント：５勝，安芸Ｓ，天王山特別。ジューヌエコール（デイリー
杯２歳Ｓ-G2，函館スプリントＳ-G3）の母

リバーソウル：４勝，苗場特別，障１勝
アコースティクス：不出走。ロジユニヴァース（最優秀３歳牡馬，ダービー

-JPN1，弥生賞-JPN2）の母
ライツェント：４戦，入着。ディアドラ（ナッソーＳ-G1，秋華賞-G1），オデュ
ッセウス（橘Ｓ-OP，兵庫ジュニアグランプリ-JPN2３着）の母

*シンボリクリスエス Symboli Kris S は米国産，年度代表馬（２回），８勝，
天皇賞・秋-JPN1（２回），有馬記念-JPN1（２回）。主な産駒：エピファネイア（ジ
ャパンＣ-G1），ルヴァンスレーヴ（チャンピオンズＣ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】レ
イデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），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）

総額 3,200万円 一口出資額 80,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：手塚貴久厩舎

ロスヴァイセの1830
ス
ク
リ
ー
ン
ヒ
ー
ロ
ー
×
ロ
ス
ヴ
ァ
イ
セ
［
牡
］

母馬優先

スクリーンヒーロー�
栗　2004

＊グラスワンダー 
Grass Wonder 
栗　1995

Silver Hawk
Roberto

Gris Vitesse

Ameriflora
Danzig

Graceful Touch

ランニングヒロイン 
鹿　1993

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

ダイナアクトレス
＊ノーザンテースト

モデルスポート

＊シンボリクリスエス 
Symboli Kris S 
黒鹿　1999

Kris S.
Roberto

Sharp Queen

ロスヴァイセ�
黒鹿　2011

Tee Kay
Gold Meridian

Tri Argo

ヴァイスハイト 
青鹿　2004

アドマイヤベガ
＊サンデーサイレンス

ベガ

＊ソニンク
Machiavellian

Sonic Lady

�＊サンデーサイレンス　3S×4D,�Roberto�4S×4D,�Hail�to�Reason�5S×5S×5D,�Northern�Dancer�5S×5S

牡・鹿毛
2018年2月22日生
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思わず息を呑むような、圧倒的な筋肉量を有した見事な馬体の
持ち主です。その馬体のイメージどおりに力感あふれる動きを
披露していますが、柔軟性や俊敏性も兼備しており、決してパ
ワー一辺倒のタイプではありません。日頃の昼夜放牧では常に
僚馬を引き連れて駆け回る活発なところを見せていますので、
スタミナ面の強化も着実に図ることができています。また、鋭
い眼光が示すとおり荒々しく好戦的な気性をしており、心身と
もにあふれる生命力も強調したい点です。ここまでの順調な成
長過程から早期デビューが見込まれるだけでなく、多少の連戦
でもへこたれないタフな戦いぶりを期待しています。

母 *マンドゥラ Mandura（07 Danehill Dancer）独国産，独１勝［勝ち距離
1550ｍ］。産駒
マレル Marelle（12 牝 Raven's Pass）仏１勝
ブーザー（16 牡 青鹿マンハッタンカフェ）２勝，�
エターナルバディ（17 牡 青 エピファネイア）未出走

祖母マンデリヒトMandellicht（94 Be My Guest）独１勝，Idee-Festa-Renn-
en-L３着，Dusseldorfer Stutenpreis-L３着。産駒
マンデュロ Manduro（牡 Monsun）独仏英10勝，プリンスオブ ウェール
ズＳ-G1，同３着，ジャックル マロワ賞-G1，同２着，イスパーン賞
-G1，同２着，フォワ賞-G2，アルクール賞-G2，アール オブ セフトン
Ｓ-G3，ヴィンターファヴォリテン賞-G3，ドイツ統一賞-G3，Grosser
Bavaria Preis-L，ドラール賞-G2２着，ガネー賞-G1３着，ムーラン
ドロンシャン賞-G1３着，メシドール賞-G3３着，伊入着，ローマ賞
-G1４着。種牡馬

*マンデラ Mandela（牝 Acatenango）独２勝，Diana-Trial/Las Vegas-
Slenderella-Rennen-L，独オークス-G1３着，仏入着，ポモーヌ賞
-G2３着，北米１勝，サンタバーバラＨ-G2３着，サンタアナＨ-G2
４着。産駒
ワールドエース（牡ディープインパクト）４勝，マイラーズＣ-G2，きさ
らぎ賞-G3，若葉Ｓ-L，皐月賞-G1２着，キャピタルＳ-L２着，若
駒Ｓ-OP２着，ダービー-G1４着，チャレンジＣ-G3４着，安田
記念-G1５着，香港入着，香港マイル-G1４着。種牡馬

ワールドプレミア（牡 ディープインパクト）２勝，つばき賞，若葉Ｓ-L
２着，京都２歳Ｓ-G3３着，�

アフリカンピアノ（牝ディープインパクト）不出走。産駒
アルモニカ（牝ロードカナロア）２勝，春菜賞，�

マンデュラスManduras（牡 Tiger Hill）独３勝
曽祖母マンデルアウゲ Mandelauge（89 Elektrant）独２勝。産駒
マンダムー Mandamou：独２勝。産駒

マンダフーシュMandahush：伊２勝，Premio Toscana-L

デインヒル ダンサー Danehill Dancer は愛国産，英愛４勝，愛ナショナルＳ
-G1。英愛総合・２歳チャンピオンサイアー。英愛ＢＭＳチャンピオン。主な産
駒：ダンシングレイン（英オークス-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】*マインディング（英
オークス-G1，英1000ギニー-G1），ザ グルカ（仏2000ギニー-G1），ソヴリン（愛
ダービー-G1），サーカスマキシマス（セントジェイムズ パレスＳ-G1）

総額 2,800万円 一口出資額 70,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：黒岩陽一厩舎
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ブラックタイド�
黒鹿　2001

＊サンデーサイレンス 
Sunday Silence 
青鹿　1986

Halo
Hail to Reason

Cosmah

Wishing Well
Understanding

Mountain Flower

＊ウインドインハーヘア 
Wind in Her Hair 
鹿　1991

Alzao
Lyphard

Lady Rebecca

Burghclere
Busted

Highclere

デインヒル　ダンサー 
Danehill Dancer 
鹿　1993

＊デインヒル
Danzig

Razyana

＊マンドゥラ�
Mandura�
青鹿　2007

Mira Adonde
Sharpen Up

Lettre d’Amour

マンデリヒト 
Mandellicht 
鹿　1994

Be My Guest
Northern Dancer

What a Treat

Mandelauge
Elektrant

Mandriale

� Northern�Dancer�4D×5S×5D

牡・青毛
2018年2月9日生
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傾斜のいい肩と深い胸が印象的なシルエットや、張りのある艶
やかな芦毛は、やや小ぶりな馬格ながら豪快なレース運びで活
躍した母の面影と重なります。また、蹄底が深く膝下の短い四
肢や、量感たっぷりに筋肉が発育した丸みのあるトモの形状な
ど、父譲りの逞しさも加味された弾力感が漲るパワフルな馬体
です。好奇心が旺盛な気性で社交性にも富み、日頃からアクティ
ブな立ち振る舞いが目につくように、実戦でも積極的で勇気あ
る走りを見せてくれそうです。力強く路面を掴む脚捌きはパン
チ力に満ちていて、元来スピードが身上のファミリーでもあり、
砂の快速馬として脚光を浴びることでしょう。

母ピエリーナ（11 *チチカステナンゴ）東海�３勝，中央２勝［勝ち距離1400ｍ
～1800ｍ］。本馬が初仔

祖母バイラリーナ（97 *サンデーサイレンス）４勝，スイートピーＳ-OP，フリーウェ
イＳ，ミモザ賞，ターコイズＳ-OP２着，ディセンバーＳ-OP３着。産駒
バイラオーラ（牝 *トワイニング）４勝，鏑矢特別，函館２歳Ｓ-JPN3５着。

産駒
カンタオール（騸 *シンボリクリスエス）１勝，高知�１勝，�
サルダーナ（牝 ルーラーシップ）１勝，高知�１勝，�

サトノエクセル（牡 *ウォーエンブレム）入着，南関東�３勝
曽祖母 *ダンシングアウンティー Dancing Auntie（90 Nureyev）米国産，北

米５戦，入着。産駒
コンラッド：４勝，ラジオたんぱ賞-JPN3，迎春Ｓ，ダイヤモンドＳ-JPN3２

着，中山金杯-JPN3４着
オースミリンド：４勝，欅Ｓ，ホンコンジョッキークラブＴ-OP２着，菖蒲Ｓ-OP

２着。産駒
ナリタスプリング：５勝，桶狭間Ｓ，プラタナス賞，昇竜Ｓ-OP３着，マ
ーガレットＳ-L３着，兵庫�入着，兵庫ジュニアグランプリ-JPN2
３着

ナリタジューン：４勝，山科特別。産駒
ナリタパイレーツ：２勝，すみれＳ-OP

ナリタシリカ：３勝，フラワーＣ-G3４着
サトノケンオー：障２勝，三木ホースランドパークジャンプＳ
パスピエ：１勝

四代母アーントキャロル Aunt Carol（78 Big Spruce）北米１戦。産駒
ノスタルジアズ スター Nostalgia's Star：北米９勝，チャールズＨ.スト
ラブＳ-G1，ホーソーンゴールドカップＨ-G2，ギャラントフォックスＨ
-G2，サン ガブリエルＨ-G3，アリバイＨ-G3，El Cajon S，Juaneno
S，マールボロカップ招待Ｈ-G1２着，サンフェルナンドＳ-G1２着，
サンタアニタダービー-G1３着，サンアントニオＨ-G1３着，サンフ
ェリーペＨ-G1３着。種牡馬

*チチカステナンゴ Chichicastenango は仏国産，仏４勝，パリ大賞典-G1，リ
ュパン賞-G1，トーマスブライアン賞-G3。主な産駒：ヴィジオンデタ（仏ダービー
-G1），ソノワ（仏ダービー-G1），ブレック（モーリスドニュイユ賞-G2），バブルシ
ック（ダーレーＳ-G3）。【ＢＭＳ：主な産駒】ナワール（グラティアトゥール賞-G3２
着），モモトンボ（紫苑Ｓ-L３着），ファストライフ（フローラＳ-G2５着）

総額 1,800万円 一口出資額 45,000円【全400口】
■生産：白老ファーム　■繋養：早来ファーム　■入厩予定：矢野英一厩舎
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母馬優先

＊ヘニーヒューズ�
Henny�Hughes�
栗　2003

＊ヘネシー 
Hennessy 
栗　1993

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

Island Kitty
Hawaii

T. C. Kitten

メドウ　フライヤー 
Meadow Flyer 
鹿　1989

Meadowlake
Hold Your Peace

Suspicious Native

Shortley
Hagley

Short Winded

＊チチカステナンゴ 
Chichicastenango 
芦　1998

Smadoun
Kaldoun

Mossma

ピエリーナ�
芦　2011

＊スマラ
Antheus

Small Partie

バイラリーナ 
栗　1997

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ダンシングアウンティー
Nureyev

Aunt Carol

� Northern�Dancer�5S×5D×5D

牡・芦毛
2018年1月31日生
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生まれ落ちのデキの良さが馬産地で好評を博し、種付け料・頭
数ともに着実に上昇する父の初年度産駒である本馬が、噂に違
わぬ姿を顕示しています。筋肉を豊富にまとっていますが、筋
肉質というよりもしなやかな印象が優るのは、弾力性に富む筋
肉の質、正確無比の骨格によるものでしょう。放牧地で見せる
フォームも見た目と同様にしなやかであり、それに加え生まれ
持った運動能力の高さを駆使することで、瞬く間にトップスピー
ドまで到達します。眼光鋭く、他馬を威嚇する様子からは圧倒
的な風格がすでに備わっており、わずか1戦のキャリアで2歳王
者の座に就いた父の蹄跡を追う準備は万端のようです。

母ピュクシス（10 *シンボリクリスエス）１勝［勝ち距離2000ｍ］。産駒
アドマイヤミランダ（17 牝 芦 *クロフネ）未出走

祖母フサイチパンドラ（03 *サンデーサイレンス）４勝，エリザベス女王杯
-JPN1，同-G1２着，札幌記念-JPN2，きんせんか賞，オークス-JPN1２着，
フラワーＣ-JPN3２着，秋華賞-JPN1３着，阪神ジュベナイルフィリーズ
-JPN1３着，ローズＳ-JPN2３着，ジャパンＣ-G1５着，クイーンＳ-JPN3５
着，南関東�入着，エンプレス杯-JPN2２着。産駒
アーモンドアイ（牝ロードカナロア）年度代表馬，最優秀３歳牝馬，６
勝，ジャパンＣ-G1，オークス-G1，桜花賞-G1，秋華賞-G1，シンザン
記念-G3，安田記念-G1３着，UAE１勝，ドバイターフ-G1，�

ユナカイト（牝 *ヨハネスブルグ）１勝，アネモネＳ-L３着，�
スペルヴィア（牡 *シンボリクリスエス）２勝
サンエルピス（牝キングカメハメハ）１勝
ダノンエール（牡 *ハービンジャー）１勝

曽祖母 *ロッタレース Lotta Lace（92 Nureyev）米国産，不出走。産駒
サムソンハッピー：４勝，八雲特別。種牡馬

四代母セックスアピール Sex Appeal（70 Buckpasser）不出走。産駒
エル グラン セニョール El Gran Senor：英２・３歳チャンピオン，愛英

７勝，愛ダービー-G1，英2000ギニー-G1。種牡馬
*トライマイベスト Try My Best：全欧２歳チャンピオン，愛英４勝，デュ

ーハーストＳ-G1，ラークスパーＳ-G3。伊チャンピオンサイアー
ソーラー Solar：愛３勝，レイルウェイＳ-G3，愛パークＳ-G3。バハミアン

パイラート Bahamian Pirate（ナンソープＳ-G1）の祖母
ベラセニョーラ Bella Senora：愛入着。ダロ D'Arros（ラクープ-G3）の

母，ドームドライヴァー Domedriver（ＢＣマイル-G1）の祖母
ゴールデンオーリオウル Golden Oriole：愛１勝。キャッスル ガンドルフ

ォ Castle Gandolfo（ベレスフォードＳ-G3）の母
カリヨンミスCarillon Miss：不出走。ブル カリヨン Blu Carillon（ウンブリ

ア賞-G3），ブル エア フォース Blu Air Force（パレロワイヤル賞
-G3）の母

*シンボリクリスエス Symboli Kris S は米国産，年度代表馬（２回），８勝，
天皇賞・秋-JPN1（２回），有馬記念-JPN1（２回）。主な産駒：エピファネイア（ジ
ャパンＣ-G1），ルヴァンスレーヴ（チャンピオンズＣ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】レ
イデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），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）

総額 2,400万円 一口出資額 60,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：古賀慎明厩舎
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母馬優先

リオンディーズ�
黒鹿　2013

キングカメハメハ 
鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

シーザリオ 
青　2002

スペシャルウィーク
＊サンデーサイレンス

キャンペンガール

＊キロフプリミエール
Sadler’s Wells

Querida

＊シンボリクリスエス 
Symboli Kris S 
黒鹿　1999

Kris S.
Roberto

Sharp Queen

ピュクシス�
青　2010

Tee Kay
Gold Meridian

Tri Argo

フサイチパンドラ 
栗　2003

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ロッタレース
Nureyev

Sex Appeal

�＊サンデーサイレンス　3D×4S,�Nureyev�4D×5S,�Northern�Dancer�5S×5D,�Hail�to�Reason�5D×5D

牡・青毛
2018年2月19日生
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可動域が広い関節と狂いのない四肢が演出するキャンターは、
ストライドが大きくバネもあり、ボリューム感のある筋肉に覆
われた前後躯が生み出す高出力と相まって、大地を力強く蹴り
上げる強靭な脚捌きを実現しています。積極果敢に僚馬に競り
かける母譲りのアクティブな振る舞いや生粋の悍性の強さは、
仕上がりの早さに直結するもので、遅生まれのビハインドを打
ち消してくれるでしょう。ゴスホークケンや母に象徴されると
おり、早期に活躍する母系からも暮れの仁川こそが本馬の目指
すべき舞台であり、最小キャリアで２歳王者に輝いた天才肌の
父との融合は、それを大きく後押ししてくれるはずです。

母ディアマイベイビー（10 ディープインパクト）２勝，白菊賞（芝1600ｍ）［勝ち
距離1600ｍ］。産駒
シェルメール（16 牝 黒鹿ジャスタウェイ）入着，�
キングサーガ（17 牡 黒鹿キングカメハメハ）未出走

祖母 *オールザウェイベイビー Allthewaybaby（00 Grand Slam）米国産，不
出走。産駒
*ゴスホークケン（牡 Bernstein）最優秀２歳牡馬，２勝，朝日杯フューチ

ュリティＳ-JPN1，東京スポーツ杯２歳Ｓ-JPN3４着，函館スプリントＳ
-JPN3５着。種牡馬

アウェイク（牝ディープインパクト）１勝，フローラＳ-G2３着
リープリングスター（牡ゴールドアリュール）２勝，�
ダノンドリーム（牡ディープインパクト）１勝。種牡馬
モレッキ（騸ステイゴールド）１勝，�

曽祖母ラスティリー Lustily（91 Kris S.）北米入着。産駒
ラスティアメリカン Lusty American：北米５勝

四代母シャーリザ Shahriza（82 Cyane）北米入着。産駒
ジ アドミニストレイター The Administrator：北米４勝，Singing Be-

auty S，Colleen S-L２着，ハニービーＨ-G3４着。セントマーデン
Saint Marden（ディスカヴァリーＨ-G3），スウィートリップス Sweet
Lips（Sunshine Millions Distaff S）の母

セレラ Serela：北米５勝，Sham Say S，ピムリコディスタフＨ-G3４着。ゴ
ーティエ Gautier（マリアーノイグナシオプラード賞-G3），エル エ
ントレリアノ El Entrerriano（アルフレードベナビデス賞-G3）の祖
母

ザリポア Zalipour：北米７勝，Manalapan H-L，Delray H-L，Hollywood
H-L，クリスマスデイＨ-G3４着。種牡馬

ミニリザ Miniriza：北米５勝，Tappiano S-L２着，Begonia H-L３着。ラ
ポネラ Raponera（Jack Smallwood S-L）の母

シャーポア Shahpour：北米４勝，Bonaventure S-L２着，City of Miami
Breeders' Cup S-L２着，ワットアプレジャーＳ-G3４着。種牡馬

ディープインパクトDeep Impact は早来産，年度代表馬（２回），12勝，ジャパ
ンＣ-G1，ダービー-JPN1。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-G1２回），ロジャーバローズ（ダービー-G1），ワグネリアン（ダービ
ー-G1）。【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），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）

総額 2,000万円 一口出資額 50,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：新規開業
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母馬優先

リオンディーズ�
黒鹿　2013

キングカメハメハ 
鹿　2001

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

＊マンファス
＊ラストタイクーン

Pilot Bird

シーザリオ 
青　2002

スペシャルウィーク
＊サンデーサイレンス

キャンペンガール

＊キロフプリミエール
Sadler’s Wells

Querida

ディープインパクト 
鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

ディアマイベイビー�
青鹿　2010

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊オールザウェイベイビー 
Allthewaybaby 
黒鹿　2000

Grand Slam
Gone West

Bright Candles

Lustily
Kris S.

Shahriza

� ＊サンデーサイレンス　3D×4S,�Mr.�Prospector�4S×5D

メス・青鹿毛
2018年5月21日生
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雄大な馬体を誇った両親同様に、本馬も恵まれた骨格を有して
おり、しなやかな首差しや伸びのある胴など、競走馬として理
想的と言える美しいシルエットの持ち主へと成長を遂げていま
す。今後の騎乗調教を経て、さらに筋肉量が増してくることを
想像するだけで胸が躍ります。各関節の可動域が広く、完歩の
大きなフットワークを生み出すことが出来るうえ、両親の競走
実績から、思い描く活躍の舞台は父が輝きを放った府中のビッ
グレースです。運動神経の良さをうかがわせる機敏な身のこな
しや、他馬を蹴散らすほどに闘志あふれる逞しい姿を見ている
と、世代トップの座に就くことも決して絵空事ではありません。

母ビアンカシェボン（10フジキセキ）１勝［勝ち距離2200ｍ］。産駒
ヘヴンリーブライド（15 牝 黒鹿ロードカナロア）入着，兵庫�１勝，�
ボンディマンシュ（16 騸 黒鹿ロードカナロア）１勝，�
ヒロイン（17 牝 鹿ロードカナロア）未出走

祖母ミルズウィスパー（95 *トニービン）入着。産駒
ゼンノパルテノン（牡 *アフリート）中央・南関東�８勝，東京スプリント

-JPN3，すばるＳ-L，コーラルＳ-L，雅Ｓ，與杼特別，オアシスＳ-L２
着

シアワセナンダッケ（牝フジキセキ）１勝。産駒
シアワセデス（牝 *ファルブラヴ）１勝，兵庫�１勝，�

ラブウィスパー（牝 *スウェプトオーヴァーボード）中央・南関東�入着，兵
庫�１勝，岩手�１勝

ビーナスウィスパー（牝アドマイヤコジーン）東海�３勝
オースミシングル（牡 *トワイニング）兵庫�１勝

曽祖母 *レッツキッス Letkiss（82 Lyphard）米国産，仏３勝，Prix Coronat-
ion-L，Prix des Tourelles-L２着。産駒
キッスパシオン：３勝，淀屋橋Ｓ，大雪Ｈ，札幌３歳Ｓ-JPN3２着。産駒

アドマイヤキッス：５勝，ローズＳ-JPN2，京都牝馬Ｓ-G3，チューリッ
プ賞-JPN3，愛知杯-JPN3，同-G3３着，桜花賞-JPN1２着，府
中牝馬Ｓ-G3３着，オークス-JPN1４着，安田記念-G1４着

パッションダンス：７勝，新潟記念-G3，新潟大賞典-G3（２回），サ
ンタクロースＨ，再度山特別，中山金杯-G3４着

プラズマ：５勝，東雲賞，雄国沼特別，山中湖特別，巴賞-L２着
キスミーテンダー：６勝，道頓堀Ｓ，知立特別，別府特別，京王杯スプリン
グＣ-G2２着，マイラーズＣ-JPN2２着，東京新聞杯-JPN3３着

アドマイヤシェイク：１勝，デイリー杯２歳Ｓ-JPN2３着，佐賀�１勝
レッツビギン：２勝，白菊賞，紅梅賞-OP２着，エルフィンＳ-OP３着。産駒

ジェネシス：２勝，背振山特別
ソールデスタン：２勝，小倉城特別，岩手�１勝，秋嶺賞２着

ウインクキラー：３勝，ムーニーバレーＲＣ賞，白百合Ｓ-OP３着

フジキセキ Fuji Kiseki は千歳産，最優秀２歳牡馬，４戦全勝，朝日杯３歳
Ｓ-JPN1。主な産駒：イスラボニータ（皐月賞-G1），サンクラシーク（ドバイシー
マクラシック-G1）。【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），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-JPN1２回）

総額 1,000万円 一口出資額 25,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：伊藤大士厩舎
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エイシンフラッシュ�
黒鹿　2007

＊キングズベスト 
King’s Best 
鹿　1997

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

Allegretta
Lombard

Anatevka

＊ムーンレディ 
Moonlady 
黒鹿　1997

Platini
Surumu

Prairie Darling

Midnight Fever
Sure Blade

Majoritat

フジキセキ 
青鹿　1992

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

ビアンカシェボン�
青鹿　2010

＊ミルレーサー
Le Fabuleux

Marston’s Mill

ミルズウィスパー 
黒鹿　1995

＊トニービン
＊カンパラ

Severn Bridge

＊レッツキッス
Lyphard

Limoya

� 5 代までにクロスなし

メス・青鹿毛
2018年3月23日生
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まだ荒削りながら屈指のスケールを誇る大型馬で、5月生まれと
は思えぬほどの存在感が異彩を放ち、完成形を想像するとつい
口元が緩んでしまう極上の原石です。四肢や首が長く全身が伸
びやかなうえ身幅が薄い馬体構造で、ゆったりとしていながら
芯は強く、サイズから受ける印象以上の軽快感があります。走
りにもバネがあり、リーチを活かしたフォームは跳びもきれい
で、いかにも広々とした緑の直線が似合います。負けず嫌いな
闘志の強さとクレバーさを兼備した気性で、状況判断に優れた
賢明な立ち居振る舞いが頼もしく、ペースに緩急のある中長距
離戦で堂々たる競馬を披露してくれるでしょう。

母ヒカルアモーレ（04 *クロフネ）２勝，忘れな草賞-OP３着，フィリーズレビュー
-JPN2４着［勝ち距離1700ｍ～1800ｍ］。産駒
グランデアモーレ（10 牝 芦 ネオユニヴァース）４勝，瀬戸内海特別（芝

1400ｍ）
アモーレエテルノ（12 牝 芦 ゼンノロブロイ）入着，岩手�２勝
シュペルミエール（13 牡 栗 ステイゴールド）５勝，オリオンＳ（芝2400

ｍ），サンシャインＳ（芝2500ｍ），兵庫特別（芝2400ｍ），開成山特別
（芝2600ｍ），日経新春杯-G2３着

アモーレミオ（15 牝 芦 ネオユニヴァース）３勝，テレビ山梨杯（芝1800
ｍ），�

ラバーズケープ（16 牝 鹿ダイワメジャー）入着，�
フルジェンテ（17 牡 黒鹿ジャスタウェイ）未出走

祖母 *グレイトフィーヴァー Great Fever（97 Kaldoun）仏国産，仏１勝，北米
４勝，ラプレヴォワイヤントＨ-G2３着，Carotene S-L３着，Solo Haina
H３着。産駒
アーデント（牡 ディープインパクト）５勝，リゲルＳ-L，いちょうＳ-L，春興
Ｓ，八ヶ岳特別，弥生賞-G2３着，ニューイヤーＳ-L３着，新潟大賞
典-G3４着，京成杯-G3４着

シャルール（牝 ゼンノロブロイ）４勝，初音Ｓ，北大路特別，クイーンＳ
-G3２着，福島牝馬Ｓ-G3２着，忘れな草賞-OP３着

ラフォルジュルネ（牝 スペシャルウィーク）４勝，関門橋Ｓ，筥崎特別，三
萩野特別，チューリップ賞-G3５着

ラブラバード（牡 スペシャルウィーク）５勝，御堂筋Ｓ，鴨川特別，二本松
特別

ヒカルプリンス（騸キングカメハメハ）３勝，秋元湖特別，石川�２勝，兵
庫�２勝，佐賀�３勝，東海�入着，名港盃５着

テイクバイストーム（牝 *ファルブラヴ）３勝
サンジェナーロ（牡マンハッタンカフェ）１勝
ルエヴェルロール（牝ステイゴールド）１勝，�
ファナティック（牝ジャスタウェイ）１勝，�

*クロフネ Kurofune は米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート
-JPN1。主な産駒：アエロリット（ＮＨＫマイルＣ-G1），カレンチャン（スプリンター
ズＳ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】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），リオンリオン（青葉賞-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）

総額 3,600万円 一口出資額 90,000円【全400口】
■生産：白老ファーム　■繋養：早来ファーム　■入厩予定：萩原清厩舎
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キズナ�
青鹿　2010

ディープインパクト 
鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊キャットクイル 
Catequil 
鹿　1990

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

Pacific Princess
Damascus

Fiji

＊クロフネ 
Kurofune 
芦　1998

＊フレンチデピュティ
Deputy Minister

Mitterand

ヒカルアモーレ�
芦　2004

＊ブルーアヴェニュー
Classic Go Go

Eliza Blue

＊グレイトフィーヴァー 
Great Fever 
芦　1997

Kaldoun
Caro

Katana

My Great Hope
Simply Great

Martingale

� 5 代までにクロスなし

牡・芦毛
2018年5月8日生
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骨格バランスのとれた標準サイズの馬体は、昨年のファースト
シーズンサイアーランキング1位に輝いた父の産駒らしく胴伸
びがあり、全身を万遍なく柔らかい筋肉が覆っています。丸み
を帯びた後躯がもたらす踏み込みは一歩一歩が力強く、また高
速回転のピッチ気味のキャンターはスピード感にあふれていま
す。反応が鋭く俊敏で機動性に秀でた身のこなしからは、運動
センスの良さが見てとれ、いずれは父同様に直線の長いコース
で切れ味鋭い走りを見せてくれるでしょう。自分をしっかりと
持っていながら学習能力が高く、人の指示に従順な賢明さも頼
もしい限りで、あらゆる面で水準以上の素質馬です。

母 *アビラ Abyla（04 *ロックオブジブラルタル）英国産，英入着。産駒
ハッピーアビラ（09 牝 鹿ディープインパクト）２勝，犬山特別（芝1600ｍ）
ジェベルムーサ（10 牡 鹿 アグネスタキオン）７勝，エルムＳ-G3（Ｄ
1700ｍ），大沼Ｓ-OP（Ｄ1700ｍ），フェアウェルＳ-OP（Ｄ1800ｍ），な
がつきＳ（Ｄ1800ｍ），彦星賞（Ｄ1700ｍ），マーチＳ-G3２着，マリー
ンＳ-L３着，平安Ｓ-G3４着，レパードＳ-G3４着

アルカサル（13 騸 青鹿ドリームジャーニー）２勝，水仙賞（芝2200ｍ），�
サンタテレサ（14 牝 鹿ドリームジャーニー）入着，北海道�２勝
カテドラル（16 牡 鹿 ハーツクライ）２勝，野路菊Ｓ-OP（芝1800ｍ），アー
リントンＣ-G3２着，ＮＨＫマイルＣ-G1３着，�

パンゲア（17 牝 鹿 オルフェーヴル）未出走
祖母アニマトリス Animatrice（85 Alleged）仏４勝，マルレ賞-G2，ノネット賞

-G3，クレオパトル賞-G3２着，ヴィシー大賞典 -G3２着，Prix de la
Pepiniere-L３着，英入着，英オークス-G1３着。産駒
サドラーズフラッグ Sadler's Flag（牝 Sadler's Wells）仏３勝，ロワイヨ
モン賞-G3，マルレ賞-G2２着，ポモーヌ賞-G2２着

アニシバ Anysheba（牝 Alysheba）仏１勝，Prix Petite Etoile-L３着。
産駒
アサファータAzafata（牝 Motivator）スペイン３勝。フリーティング

Fleeting（牝 Zoffany：メイヒルＳ-G2）の母
ライクアデイム Like A Dame（牝 *デインヒル）仏１勝。レイディズ

ファースト Ladys First（牝 Dutch Art：アタランタＳ-G3）の母
トゥイスティング Twisting（牝 Pivotal）仏２勝。ゴールデン ウッド

Golden Wood（騸 Gold Away：Grand Prix de Lyon-L）の母
アリマトリスAlymatrice（牝 Alysheba）仏１勝。産駒

ベイラドール Bailador（騸 Alzao）仏５勝，ヴィシー大賞典-G3，Le
Vase d'Argent-L，ドーヴィル大賞典-G2３着

ショコラニオ Cioccolanio（牝 Fappiano）仏１勝。産駒
ボンディアイスバーグ Bondi Iceberg（騸 *デインヒル）豪４勝，

Wyong RC Wyong Cup-L，ＴＴＣローンセストンＣ-G3２着

*ロックオブジブラルタル Rock of Gibraltar は愛国産，全欧年度代表馬，愛
英仏10勝，英2000ギニー-G1，愛2000ギニー-G1。主な産駒：*サミター（愛1000
ギニー-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ミッキーアイル（マイルチャンピオンシップ-G1，
ＮＨＫマイルＣ-G1），ジェネラーレウーノ（セントライト記念-G2），ダノンチェイサ
ー（きさらぎ賞-G3），ジェベルムーサ（エルムＳ-G3）

総額 2,400万円 一口出資額 60,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：木村哲也厩舎
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ジャスタウェイ�
鹿　2009

ハーツクライ 
鹿　2001

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

アイリッシュダンス
＊トニービン
＊ビューパーダンス

シビル 
鹿　1999

Wild Again
Icecapade

Bushel-n-Peck

＊シャロン
Mo Exception

Double Wiggle

＊ロックオブジブラルタル 
Rock of Gibraltar 
鹿　1999

＊デインヒル
Danzig

Razyana

＊アビラ�
Abyla�
鹿　2004

Offshore Boom
Be My Guest

Push a Button

アニマトリス 
Animatrice 
鹿　1985

Alleged
Hoist the Flag

Princess Pout

Alexandrie
Val de l’Orne

Apachee

� Northern�Dancer�5D×5D

メス・鹿毛
2018年2月17日生
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ウォーエンブレムは産駒数が少ない中でも母の全姉ブラックエ
ンブレムを筆頭に、多数の実力馬を送り出した名種牡馬でした。
その活躍馬に共通する大きな武器は類い希な闘争心で、本馬も
人にも馬にも上に立とうとする勝ち気な気性を、確かに受け継
いでいます。活気あふれる気質に加えて、骨量豊富で膝下の短
い安定感抜群の骨格に筋肉質な馬体がもたらすキャンターは、
ブレが少なく一歩一歩に力強さが漲り、回転の速い走法で他馬
を蹴散らすかの如く放牧地を駆け巡る姿はひと際目を引きます。
常に先頭に立とうとする前向きな姿から、スピードを活かした
好位押し切りのレースをイメージしています。

母ピースエンブレム（06 *ウォーエンブレム）４勝，舞浜特別（Ｄ1800ｍ）［勝ち
距離1600ｍ～1800ｍ］。産駒
ノーブルエンブレム（16 牡 黒鹿ディープブリランテ）１戦

祖母ヴァンドノワール（96 *ヘクタープロテクター）１勝。産駒
ブラックエンブレム（牝 *ウォーエンブレム）４勝，秋華賞-JPN1，フラワー
Ｃ-JPN3，きんせんか賞，オークス-JPN1４着。産駒
ウィクトーリア（牝ヴィクトワールピサ）３勝，フローラＳ-G2，オーク
ス-G1４着，�

ブライトエンブレム（牡 ネオユニヴァース）２勝，札幌２歳Ｓ-G3，
弥生賞-G2２着，皐月賞-G1４着

アストラエンブレム（騸ダイワメジャー）５勝，大阪城Ｓ-L，紅葉Ｓ，
古町特別，フローラルウォーク賞，新潟記念-G3２着，エプソムＣ
-G3２着，東風Ｓ-L２着，巴賞-OP２着，メイＳ-OP２着，サウジ
アラビアロイヤルＣ-L３着，ディセンバーＳ-L３着，ニュージーラ
ンドＴ-G2４着，京都金杯-G3４着，シンザン記念-G3４着，�

テスタメント（牡ディープインパクト）３勝，高湯温泉特別
マルーンエンブレム（牝オルフェーヴル）２勝，�

アドバンスクラーレ（牝 サクラバクシンオー）中央・南関東�２戦。産駒
アドマイヤデライト（牡アドマイヤムーン）２勝，伏拝特別

ダノンオリエント（牡 ハーツクライ）１勝
ホルボッシュ（牡 *チチカステナンゴ）１勝
プレミアノアール（牝スペシャルウィーク）岩手�１勝。産駒
カオール（牝 *コマンズ）２勝

曽祖母 *プリンセスデリーデ Princesse d'Elide（81 Vaguely Noble）英国産，
仏１勝，Prix du Ranelagh-L２着，フロール賞-G3３着，Prix Charles
Laffitte-L３着。産駒
ドゥースフランス Douce France：仏６勝，Prix Occitanie-L
プリンセスリーベ：４勝。ナリタセンチュリー（京都大賞典-G2）の母
ノーブルドノール：５戦，入着。ニシノナースコール（エンプレス杯-JPN2）

の母

*ウォーエンブレム War Emblem は米国産，米３歳牡馬チャンピオン，北米
７勝，ケンタッキーダービー-G1。主な産駒：ブラックエンブレム（秋華賞-JPN1），
ローブティサージュ（阪神ジュベナイルフィリーズ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ウィク
トーリア（フローラＳ-G2），ブライトエンブレム（札幌２歳Ｓ-G3），アストラエンブ
レム（大阪城Ｓ-L），スカーレットカラー（フェアリーＳ-G3２着）

総額 1,800万円 一口出資額 45,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：和田正一郎厩舎
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母馬優先

ディープブリランテ�
鹿　2009

ディープインパクト 
鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊ラヴアンドバブルズ 
Love and Bubbles 
鹿　2001

Loup Sauvage
Riverman

Louveterie

＊バブルドリーム
Akarad

＊バブルプロスペクター

＊ウォーエンブレム 
War Emblem 
青鹿　1999

Our Emblem
Mr. Prospector

Personal Ensign

ピースエンブレム�
鹿　2006

Sweetest Lady
Lord at War

Sweetest Roman

ヴァンドノワール 
青　1996

＊ヘクタープロテクター
Woodman

Korveya

＊プリンセスデリーデ
Vaguely Noble

Flashy

� Riverman�4S×5D,�Mr.�Prospector�4D×5D

メス・鹿毛
2018年2月14日生
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骨量が豊富でバランスのとれたフレームに、肩やトモには厚い
筋肉をまとった逞しい馬体は、母の産駒らしい力強さに満ちて
います。恵まれた馬体を活かしたストライドの大きなフットワー
クは柔らかくスピード感にあふれ、一瞬にしてトップスピード
へとギアチェンジする機敏な身のこなしは、鋭い鬼脚でビッグ
レースを制した父を彷彿とさせる天賦の才と言えるでしょう。
深い胸が示すとおり心肺機能も一級品で、放牧地を終始余裕の
ある表情を浮かべながら僚馬を引き連れて駆け回る姿は、頼も
しい限りです。競走馬としての資質の高さを随所に見せており、
重賞タイトルの獲得を自然と意識してしまう逸材です。

母マイティースルー（06 *クロフネ）４勝，セレブレイション賞（芝1400ｍ），春菜
賞（芝1400ｍ），フェアリーＳ-G3５着，南関東�入着，関東オークス-JPN2
４着［勝ち距離1400ｍ～1800ｍ］。産駒
マイティーハニー（12 牝 芦 ハーツクライ）１勝
マイティーゴールド（13 牡 栗ゴールドアリュール）２勝，岩手�１勝，�
パッシングスルー（16 牝 鹿 ルーラーシップ）２勝，フローラＳ-G2４着，
シンザン記念-G3４着，�

シェダル（17 牡 栗ゴールドアリュール）未出走
祖母 *スルーオール Slew All（90 Seattle Slew）米国産，北米２戦，入着。産

駒
スルーレート（牝 *フレンチデピュティ）２勝，フラワーＣ-JPN3２着，南関

東�入着，クイーン賞-JPN3３着。産駒
ハイアーレート（騸 ゼンノロブロイ）２勝，南関東�１勝，札幌２歳

Ｓ-G3３着
ビットレート（牝スペシャルウィーク）２勝，小郡特別
メジャーレート（牡ダイワメジャー）２勝，会津特別，�

*グラスミライ（牡 Theatrical）１勝，東京スポーツ杯３歳Ｓ-JPN3４着，岩
手�３勝

キングスミール（牝 Theatrical）不出走。産駒
ハクサンルドルフ（牡アドマイヤムーン）５勝，甲斐路Ｓ，難波Ｓ，エ
プソムＣ-G3２着

ブルミラコロ（牡 *キンシャサノキセキ）６勝，室町Ｓ-OP，三河Ｓ，伊
勢特別，天王山Ｓ-OP２着，ＮＳＴ賞-OP２着，千葉Ｓ-OP３
着，佐賀�入着，サマーチャンピオン-JPN3２着，�

エクストラゴールド（牡ゴールドアリュール）４勝，舞鶴特別
ジュエルオブザシー Jewelofthesea（牝 Theatrical）不出走。産駒

ルーニードゥードル Rooney Doodle（牝 Lit de Justice）北米１戦。
ダグアウト Dugout（牡 Adios Charlie：Breeders' Futurity），
ジーン エリザベス Jean Elizabeth（牝 Adios Charlie：Pretty
Jenny S）の母

*クロフネ Kurofune は米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート
-JPN1。主な産駒：アエロリット（ＮＨＫマイルＣ-G1），カレンチャン（スプリンター
ズＳ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】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），リオンリオン（青葉賞-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）

総額 1,800万円 一口出資額 45,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：尾関知人厩舎
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母馬優先

ドリームジャーニー�
鹿　2004

ステイゴールド 
黒鹿　1994

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

ゴールデンサッシュ
＊ディクタス

ダイナサッシュ

オリエンタルアート 
栗　1997

メジロマックイーン
メジロティターン

メジロオーロラ

エレクトロアート
＊ノーザンテースト
＊グランマスティーヴンス

＊クロフネ 
Kurofune 
芦　1998

＊フレンチデピュティ
Deputy Minister

Mitterand

マイティースルー�
芦　2006

＊ブルーアヴェニュー
Classic Go Go

Eliza Blue

＊スルーオール 
Slew All 
鹿　1990

Seattle Slew
Bold Reasoning

My Charmer

Over All
Mr. Prospector

Full Tigress

� ＊ノーザンテースト　4S×5S

メス・鹿毛
2018年4月8日生
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さっそく父の初世代から切れ味が絶品の産駒が登場したように、
やはりこの父系の強みは卓越したスピードです。本馬の気品に
あふれた顔立ちや首差し、すっきりとした脚長のシルエット、
そして薄くしっとりとした皮膚の感触には、祖父ディープのエッ
センスがそのまま体現されています。クッションが利いた脚捌
きには天性のバネが表れ、角度の浅い飛節が地面をシャープに
弾いて、加速するほど軽快感が高まる抜群のキャンターを披露
してくれます。賢く感受性にも優れた透明感のある気性で、5月
生まれとしては馬格にも恵まれてスケールも大きく、新緑の華
やかな舞台で脚光を浴びても驚きはしない優駿です。

母ヴェラブランカ（07 *クロフネ）２勝［勝ち距離1700ｍ～1800ｍ］。産駒
クレスクント（13 牝 芦 *ハービンジャー）入着，南関東�２勝，�
シルバーコンパス（14 牝 芦 *タートルボウル）入着，兵庫�２勝，高知�

１勝，�
テイクザヘルム（16 牝 芦 *ノヴェリスト）１勝，�
ヴェラアズール（17 牡 青 エイシンフラッシュ）未出走

祖母アドマイヤサンデー（95 *サンデーサイレンス）３勝，保津峡特別，阪神牝
馬特別-JPN2２着。産駒
トールポピー（牝 ジャングルポケット）最優秀２歳牝馬，３勝，オークス

-JPN1，阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1，チューリップ賞-JPN3２着
アヴェンチュラ（牝ジャングルポケット）最優秀３歳牝馬，４勝，秋華賞

-G1，クイーンＳ-G3，漁火Ｓ，エリザベス女王杯-G1２着，札幌２歳
Ｓ-G3２着，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1４着

フサイチホウオー（牡ジャングルポケット）４勝，東京スポーツ杯２歳Ｓ
-JPN3，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-JPN3，共同通信杯-JPN3，皐
月賞-JPN1３着。種牡馬

ナサニエル（牡 キングカメハメハ）北海道�３勝，南関東�入着，全日
本２歳優駿-JPN1２着，中央入着，伏竜Ｓ-OP２着

アドマイヤメガミ（牝 *エルコンドルパサー）１勝，チューリップ賞-JPN3２
着。産駒
ミザイ（牝 *クロフネ）１勝，�

アドヴェントス（牝ジャングルポケット）３勝，石打特別
エンジェルフォール（牝ジャングルポケット）１戦。産駒
ヴェロニカグレース（牝 *ハービンジャー）２勝，�
アドマイヤレオ（牡 *ノヴェリスト）１勝，�

曽祖母 *ムーンインディゴ Moon Indigo（86 El Gran Senor）米国産，不出
走。産駒
インディゴグリーン：３勝，清津峡特別

四代母マデリア Madelia（74 Caro）仏３歳牝馬チャンピオン，仏４勝，仏オー
クス-G1，仏1000ギニー-G1，サンタラリ賞-G1

*クロフネ Kurofune は米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート
-JPN1。主な産駒：アエロリット（ＮＨＫマイルＣ-G1），カレンチャン（スプリンター
ズＳ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】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），リオンリオン（青葉賞-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）

総額 1,200万円 一口出資額 30,000円【全400口】
■生産：白老ファーム　■繋養：早来ファーム　■入厩予定：和田雄二厩舎
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母馬優先

ワールドエース�
鹿　2009

ディープインパクト 
鹿　2002

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

＊マンデラ 
Mandela 
栗　2000

Acatenango
Surumu

Aggravate

Mandellicht
Be My Guest

Mandelauge

＊クロフネ 
Kurofune 
芦　1998

＊フレンチデピュティ
Deputy Minister

Mitterand

ヴェラブランカ�
芦　2007

＊ブルーアヴェニュー
Classic Go Go

Eliza Blue

アドマイヤサンデー 
鹿　1995

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ムーンインディゴ
El Gran Senor

Madelia

� ＊サンデーサイレンス　3S×3D,�Northern�Dancer�5S×5D

メス・鹿毛
2018年5月3日生
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初仔らしく小柄な全体像ですが、ゆったりとした腹袋やトモを
覆う豊富な筋肉など、量感のある造りが目を引きます。力強さ
に満ちた馬体ではあるものの、放牧地では軽い脚捌きで敏捷性
に富んだ身のこなしを見せており、ヨーロッパで実績を示す父
産駒に共通する豊かなスピードと瞬発力を秘めていそうです。
大柄な僚馬を威圧するほど勝ち気で、また並走する相手を決し
て抜かせまいとする姿から、闘争心は相当のものと言え、実戦
にいけば勝負根性として本馬の強みとなるでしょう。何事にも
前向きな性格から仕上がりは早そうで、2歳戦から能力を発揮し
日本では馴染みの薄い父の名を轟かせる活躍を期待しています。

母 *パーリーアヴェニュー Pearly Avenue（10 Anabaa）英国産，仏２勝，Prix
Panacee-L３着［勝ち距離2400ｍ］。2016年生まれが初仔

祖母パーリー シェルズ Pearly Shells（99 Efisio）仏５勝，ヴェルメイユ賞
-G1，マルレ賞-G2，ノネット賞-G3，La Coupe des Pouliches-L。産駒
パール バンクス Pearl Banks（牝 Pivotal）仏３勝，Prix Rene et Jacq-

ues Bedel-L，独２勝，ディルクエルバースデュッセルドルフ市長賞
-G3，Kolner Oster Wetten Stutenpreis-L。産駒
パーリー ステフ Pearly Steph（牝 Oasis Dream）仏２勝，Prix

des Lilas-L，Prix Volterra-L２着，クロエ賞-G3４着
ラッキーライクラ Lucky Lycra（牝 Olympic Glory）仏１勝，Prix

Frederic de Lagrange-L３着
パールズ オア パッション Pearls Or Passion（牝 Monsun）仏３勝，

Prix Panacee-L，Prix Joubert-L２着，独入着，Ｔ.フォンツァストロフ
牝馬賞-G3４着。産駒
ペリグリナ Pelligrina（牝 Soldier Hollow）仏２勝，ロワイヨモン賞

-G3
ポデモス Podemos（騸 Shamardal）英２勝，Floodlit S-L３着

プロパガンダ Propaganda（牝 Sadler's Wells）愛１勝。産駒
*シャガー Shagah（牝 Invincible Spirit）英１勝，Radley S-L２着，メ

イヒルＳ-G2３着，オーソーシャープＳ-G3４着
曽祖母ピッフル Piffle（84 Shirley Heights）英１勝。産駒
フレンチパーク Frenchpark：愛２勝，ベレスフォードＳ-G3，Tyros S-L

２着，北米１勝，ハリウッドターフカップＳ-G1，パンアメリカンＨ-G2
３着，伊仏入着，ドラール賞-G2３着。種牡馬

サーイエ Sayeh：英３勝，Silver Tankard S-L２着，英障５勝
スニッフル Sniffle：愛平障７戦。産駒

スニペッツ Snippets：愛３勝，Noblesse S-L，プリティポリーＳ-G2
２着，Eyrefield S-L３着，英入着，Cheshire Oaks-L３着

ニードユー ナウ Need You Now：英２勝，Radley S-L，北米１勝，
Le Cle S，セニョリータＳ-G3４着，オータムミスＳ-G3４着

アナバー Anabaa は米国産，仏古牡馬チャンピオン，英仏８勝，ジュライＣ
-G1。仏２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：アナバー ブルー（仏ダービー
-G1），ゴルディコヴァ（ＢＣマイル-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】トレヴ（凱旋門賞
-G1２回），シルヴァーフロスト（仏2000ギニー-G1），カプリ（愛ダービー-G1），
ダルカラ（オペラ賞-G1），クイーンズリング（エリザベス女王杯-G1）

総額 1,800万円 一口出資額 45,000円【全400口】
■生産：ノーザンファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：中川公成厩舎

パーリーアヴェニューの1841

K
endargent

×
パ
ー
リ
ー
ア
ヴ
ェ
ニ
ュ
ー
［
メ
ス
］

ケンダルジャン�
Kendargent�
芦　2003

ケンドール 
Kendor 
芦　1986

Kenmare
Kalamoun

Belle of Ireland

Belle Mecene
＊ゲイメセン

Djaka Belle

パクス　ベラ 
Pax Bella 
芦　1997

Linamix
＊メンデス

Lunadix

Palavera
Bikala

＊ポーリスタナ

アナバー 
Anabaa 
鹿　1992

Danzig
Northern Dancer

Pas de Nom

＊パーリーアヴェニュー�
Pearly�Avenue�
鹿　2010

Balbonella
＊ゲイメセン

Bamieres

パーリー　シェルズ 
Pearly Shells 
鹿　1999

Efisio
Formidable

Eldoret

Piffle
Shirley Heights

Fiddle-Faddle

� ＊ゲイメセン　4S×4D,�Kalamoun�4S×5S

メス・黒鹿毛
2018年3月29日生
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