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種牡馬紹介
S t a l l i o n s

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

父　＊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　＊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

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

日・UAE・香港で2〜5歳時14戦6勝。ジャ
パンC-G1（芝2400m）、菊花賞-G1（芝
3000m）、神戸新聞杯-G2（芝2400m）、
ラジオNIKKEI杯2歳S-G3（芝2000m）、
京都2歳S-L（芝2000m）、ダービー-G12着、皐月賞-G12着、大阪杯-G23着、香港クイー
ンエリザベス二世C-G14着、弥生賞-G24着、有馬記念-G15着

日・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）

17年より供用。19年の1歳馬が初年度産駒。

16年より供用（北半球シーズン）。19年の2歳馬が初年度産駒。スマートカーリー（新馬）、ヤマ
ニンエルモサ（新馬）、カーフライターク（新馬）、グライユル（新馬）、ヒバリ（新馬）、ロールオ
ブサンダー（新馬）

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）、ルタンブル（忘れな草賞-L2着）、ウスベニノキミ（フラワーC-G34
着）、アーデントリー（もみじS-OP3着、フェニックス賞-OP3着、小倉2歳S-G34着）、アーデ
ルワイゼ（もみじS-OP2着）、ジェシー（千里山特別）、クリノフラッシュ（春待月賞）、タマモメ
イトウ（ゆきつばき賞）、サンライズローリエ（二王子特別）、ナンヨーイザヨイ（九州スポーツ杯）

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）、サラス（マー
メイドS-G3）、ロックディスタウン（札幌2歳S-G3）、タガノディアマンテ（きさらぎ賞-G32着）、
エングレーバー（プリンシパルS-L2着）、ジャミールフエルテ（萩S-L2着）、ショウリュウイクゾ（す
みれS-L3着）

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
35 ビアンカシェボンの18 フジキセキ メス 25,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
12 ピューリティーの18 ＊パントレセレブル 牡 70,000円
13 ジュエルトウショウの18 アグネスタキオン メス 35,000円
54 フィールザレースの18 Orpen メス 50,000円

＊アジアエクスプレス

エピファネイア

エイシンフラッシュ

オルフェーヴル

Asia Express（USA）

Epiphaneia（JPN）

Eishin Flash（JPN）

Orfevre（JPN）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
78 スペクトロライトの18 ディープインパクト メス 30,000円
84 プロミストスパークの18 フジキセキ 牡 140,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
14 マリアライトの18 ディープインパクト 牡 200,000円
15 ケイティーズハートの18 ハーツクライ 牡 70,000円
16 ローズノーブルの18 ディープインパクト 牡 65,000円
17 ヴァイスゴルトの18 ダンスインザダーク 牡 60,000円
18 ディアデラマドレの18 キングカメハメハ メス 75,000円
55 ペルレンケッテの18 ディープインパクト 牡 75,000円
56 カイゼリンの18 アドマイヤベガ 牡 100,000円
57 ボンジュールココロの18 リンカーン メス 50,000円
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競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

父　Mineshaft
母　Better Than Honour
母の父　Deputy Minister
2005年生　栗毛　米国産

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

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　ダイワメジャー
母　＊チャールストンハーバー
母の父　Grindstone
2009年生　黒鹿毛　安平産

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

父　＊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・北米・UAEで3〜6歳時11戦4勝。ピーターパンS-G2（D9F）、アレキサンドライトS（D1800m）、
フェブラリーS-G12着、アハルテケS-OP3着

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

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3〜6歳時22戦7勝。NHKマイルC-G1（芝1600m）、毎日王冠-G2（芝1800m）、ニュー
ジーランドT-G2（芝1600m）、小倉大賞典-G3（芝1800m）、ダービー卿チャレンジT-G3（芝
1600m）、こぶし賞（芝1600m）、マイラーズC-G24着、天皇賞・秋-G15着、金鯱賞-G25
着

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

（芝2000m）

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

12年より供用。ノーブルサターン（兵庫チャンピオンシップ-JPN22着、ジャパンダートダー
ビー-JPN15着）、コウエイテンマ（フェニックス賞-OP、兵庫ジュニアグランプリ-JPN22着）、
ドライヴナイト（すばるS-L）、レッドゲルニカ（バレンタインS-OP）、ヴェンジェンス（天保山S-OP）、
プレスティージオ（大沼S-L3着）、ビービーガウディ（北海道2歳優駿-JPN35着）

16年より供用。19年の2歳馬が初年度産駒。ビアンフェ（函館2歳S-G3）、ルーチェデラヴィ
タ（新馬）、クリアサウンド（新馬）、レジェーロ（1勝）

15年より供用。ヴェロックス（若葉S-L、若駒S-L、皐月賞-G12着、ダービー-G13着）、アド
マイヤジャスタ（ホープフルS-G12着）、アウィルアウェイ（ダリヤ賞-OP、京王杯2歳S-G22着）、
ラブミーファイン（函館2歳S-G32着）、シングフォーユー（スイートピーS-L2着）、マスターフェ
ンサー（伏竜S-OP2着）、エイシンゾーン（新潟2歳S-G35着）、＊シャドウエンペラー（サウジ
アラビアロイヤルC-G35着）、トスアップ（アルテミスS-G35着）

16年より供用。19年の2歳馬が初年度産駒。オヌシナニモノ（新馬）、アザワク（北海道・ウィナー
ズチャレンジ）、ダリル（北海道・フレッシュチャレンジ）

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

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（セントライト記念-G2、京成杯-G3）、トラス
ト（札幌2歳S-G3）、グァンチャーレ（シンザン記念-G3）、ミュゼエイリアン（毎日杯-G3）、
クリノガウディー（朝日杯フューチュリティS-G12着）、ルーカス（東京スポーツ杯2歳S-G32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
79 ピンクアリエスの18 キングカメハメハ 牡 50,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
3 ラドラーダの18 ＊シンボリクリスエス 牡 350,000円
4 アヴェンチュラの18 ジャングルポケット 牡 200,000円
5 サンブルエミューズの18 ダイワメジャー メス 75,000円
6 クルミナルの18 ディープインパクト メス 110,000円
46 アディクティドの18 ＊ディクタット 牡 150,000円
47 シシリアンブリーズの18 ゼンノロブロイ メス 90,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
30 ロスヴァイセの18 ＊シンボリクリスエス 牡 80,000円
74 センシュアルドレスの18 アグネスタキオン 牡 75,000円
75 プラチナブロンドの18 ジャングルポケット 牡 50,000円

＊カジノドライヴ

キズナ

ジャスタウェイ

カレンブラックヒル

キングカメハメハ

スクリーンヒーロー

Casino Drive（USA）

Kizuna（JPN）

Just a Way（JPN）

Curren Black Hill（JPN）

King Kamehameha（JPN）

Screen Hero（JPN）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
85 ビスクドールの18 ＊サンデーサイレンス メス 120,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
36 ヒカルアモーレの18 ＊クロフネ 牡 90,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
37 アビラの18 ＊ロックオブジブラルタル メス 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

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

父　Unbridled's Song
母　Secret Status
母の父　A.P. Indy
2006年生　芦毛　米国産

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

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

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）

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

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

北米で3歳時5戦2勝。ベルモントS-G12着、フロリダダービー-G12着

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

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

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）、アドマイヤマーズ
（NHKマイルC-G1、朝日杯フューチュリティS-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）、ノーヴァレンダ（全日本2歳優駿-JPN1）、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）、ナックビーナス（キーンラン
ドC-G3）、フロンティア（新潟2歳S-G3）、ロジチャリス（ダービー卿チャレンジT-G3）

07年より供 用。12、13、14、15、16、17、18年 総 合チャンピオンサイアー。10、11、12、
13、14、16、17、18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）、ロジャーバローズ（ダー
ビー-G1）、ワグネリアン（ダービー-G1）、マカヒキ（ダービー-G1）、キズナ（ダービー-G1）、ディー
プブリランテ（ダービー-G1）、マリアライト（宝塚記念-G1）、シンハライト（オークス-G1）、ハープ
スター（桜花賞-G1）、リアルインパクト（ATCジョージライダーS-G1）、フィエールマン（菊花賞-G1）、
アルアイン（大阪杯-G1）、ラヴズオンリーユー（オークス-G1）、グランアレグリア（桜花賞-G1）、ディー
マジェスティ（皐月賞-G1）、サトノダイヤモンド（有馬記念-G1）、ショウナンパンドラ（ジャパンC-G1）

16年より供用。19年の2歳馬が初年度産駒。メイショウナパワン（1勝）、チョウライリン（南
関東・ドリームチャレンジ）、クロスワールド（北海道・フレッシュチャレンジ）、ボルドーヴェルチュ

（北海道・アタックチャレンジ）

10年より供用。ハヴァナ（シャンペンS-G1、BCジュヴェナイル-G12着）、レイトーン（エルダー
ビー-G1、チリ2000ギニー-G1）、エルレイブリリャンテ（タンテーオデポトリリョス-G1）、ダ
ンキンベンド（サプリングS-G3）、フェイヴァリット（ビーニャデルマール市賞-G3）、ダイアナレ
イディ（アルベルトソラーリマグナスコ賞-G13着）、シークレットラン（京成杯-G34着）、ホワイ
トヘッド（北海道2歳優駿-JPN34着）、マイネルアルケミー（クリスマスローズS-OP）、キタイ（カ
ンナS-OP3着）

13年より供用。セダブリランテス（中山金杯-G3、ラジオNIKKEI賞-G3）、ディーパワンサ（中
京2歳S-OP、阪神ジュベナイルフィリーズ-G14着）、ナイトバナレット（ジュニアC-OP）、グレ
イスアン（フェアリーS-G33着）、ミッキーブリランテ（シンザン記念-G33着）、ミヤケ（北海道
2歳優駿-JPN33着）、モズベッロ（白百合S-L2着）、メイショウベルボン（マーガレットS-L3着）、
スズカゼ（ニュージーランドT-G24着）、リカビトス（愛知杯-G34着）、ジャストザマリン（フェ
アリーS-G34着）、オーブスプリング（エーデルワイス賞-JPN34着）、ショーヒデヒラ（ニュージー
ランドT-G25着）、メイショウオワラ（ローズS-G25着）

17年より供用。19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

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
86 メガクライトの18 アグネスタキオン 牡 160,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
38 ピースエンブレムの18 ＊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
19 アートプリンセスの18 Officer 牡 90,000円
20 ヒルダズパッションの18 Canadian Frontier メス 125,000円
58 ケルシャンスの18 Dubawi 牡 100,000円
59 ヴィートマルシェの18 ＊フレンチデピュティ 牡 125,000円
60 グランデアモーレの18 ネオユニヴァース メス 75,000円

ダイワメジャー

ディープインパクト

トゥザワールド

＊ダンカーク

ディープブリランテ

ドゥラメンテ

Daiwa Major（JPN）

Deep Impact（JPN）

To the World（JPN）

Dunkirk（USA）

Deep Brillante（JPN）

Duramente（JPN）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
29 イグジビットワンの18 Silver Hawk メス 50,000円
72 ムーングロウの18 Nayef 牡 75,000円
73 ユールフェストの18 More Than Ready 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
1 ヒストリックスターの18 ＊ファルブラヴ 牡 300,000円
2 スノースタイルの18 ＊ホワイトマズル メス 175,000円

42 ポロンナルワの18 Rahy 牡 200,000円
43 ヴィアンローズの18 Sevres Rose 牡 200,000円
44 オーサムフェザーの18 Awesome of Course メス 175,000円
45 ウイングステルスの18 Hawk Wing 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
80 カラベルラティーナの18 ＊クロフネ メス 35,000円
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競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

父　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
2004年生　鹿毛　白老産

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　＊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　＊サンデーサイレンス
母　＊ポインテッドパス
母の父　Kris
2000年生　鹿毛　千歳産

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

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

日で2〜7歳時31戦9勝。06年最優秀2歳牡馬、09年最優秀古牡馬。有馬記念-G1（芝
2500m）、宝塚記念-G1（芝2200m）、朝日杯フューチュリティS-G1（芝1600m）、大阪杯-G2

（芝2000m）、中山記念-G2（芝1800m）、神戸新聞杯-JPN2（芝2400m）、朝日チャレンジC-G3
（芝2000m）、小倉記念-JPN3（芝2000m）

日・UAE・ 英で3〜5歳 時19戦5勝。
05年最優秀古牡馬。ドバイシーマクラ
シック-G1（芝2400m）、有馬記念-JPN1

（芝2500m）、京都新聞杯-JPN2（芝
2200m）

日で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

日で2〜4歳時13戦7勝。03年最優秀3歳牡馬。ダービー-JPN1（芝2400m）、皐月賞-JPN1
（芝2000m）、大阪杯-G2（芝2000m）、スプリングS-JPN2（芝1800m）、きさらぎ賞-JPN3（芝
1800m）、菊花賞-JPN13着、神戸新聞杯-JPN23着、ジャパンC-G14着、宝塚記念-G14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）

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

ミライヘノツバサ（日経賞-G22着、アメリカJCC-G23着）、エスティタート（シルクロード-G32
着、京都牝馬S-G33着）、トゥラヴェスーラ（葵S-L2着）、トオヤリトセイト（アーリントンC-G33
着）、ポッドガゼール（エンプレス杯-JPN24着）、アルメリアブルーム（忘れな草賞-OPL2着）、
ニシノジャーニー（石和特別）、ドリームソルジャー（若戸大橋特別）、ユニゾンデライト（糸魚川
特別）、ワンスインアライフ（国東特別）、アルカサル（水仙賞）

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）、リスグラシュー（宝塚記念-G1、エリザベス女王杯-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（ウッドウォードS-G1、オールドフォレスターターフクラシックS-G1）、ノーワン（フィリー
ズレビュー-G2）、ゴーフォザサミット（青葉賞-G2）、ウインバリアシオン（日経賞-G2）、フェイ
ムゲーム（目黒記念-G2）、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）

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）、アガラス（東京スポー
ツ杯2歳S-G32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）、サイモンラムセス（小倉大賞典-G33着）、プランスペスカ（鳴尾記念-G33
着）、ディープダイバー（橘S-L）、マドモアゼル（橘S-L）、アスカビレン（六甲S-L）

05年より供用。ヴィクトワールピサ（ドバイワールドC-G1、有馬記念-G1、皐月賞-G1）、ロジ
ユニヴァース（ダービー-JPN1）、アンライバルド（皐月賞-JPN1）、ネオリアリズム（香港クイー
ンエリザベス二世C-G1）、グレンツェント（東海S-G2）、デスペラード（京都記念-G2）、イタリ
アンレッド（府中牝馬S-G2）、アムールポエジー（関東オークス-JPN2）、ヴィータアレグリア（マ
リーンC-JPN3）、サンデーウィザード（新潟大賞典-G3）、フラアンジェリコ（京成杯オータムH-G3）、
ブライトエンブレム（札幌2歳S-G3）、フォーエバーモア（クイーンC-G3）、オメガハートロック（フェ
アリーS-G3）、ゴールスキー（根岸S-G3）、ネオヴァンドーム（きさらぎ賞-G3）、オールアズワ
ン（札幌2歳S-G3）

11年より供用。ブラストワンピース（有馬記念-G1）、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（ナッソーS-G1、秋華賞-G1）、ノームコア（ヴィクトリアマイル-G1）、モ
ズカッチャン（エリザベス女王杯-G1）、ハービンマオ（関東オークス-JPN2）、フィリアプーラ（フェ
アリーS-G3）、ニシノデイジー（東京スポーツ杯2歳S-G3）、ハッピーアワー（ファルコンS-G3）、
プロフェット（京成杯-G3）、ドレッドノータス（京都2歳S-G3）、ヒーズインラブ（ダービー卿チャ
レンジT-G3）、ベルーフ（京成杯-G3）、トーセンバジル（MRCアンダーウッドS-G12着）、サン
マルティン（都大路S-L）、ケイティクレバー（若駒S-L）

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）、ワイドファラオ（ニュージーランドT-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）

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
87 カイカヨソウの18 ＊ティンバーカントリー メス 160,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
26 エカルラートの18 ハーツクライ 牡 60,000円
69 アンレールの18 ディープインパクト 牡 80,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
32 ピエリーナの18 ＊チチカステナンゴ 牡 45,000円
77 リーチコンセンサスの18 ＊フレンチデピュティ 牡 50,000円

ドリームジャーニー

ハーツクライ

ブラックタイド

ネオユニヴァース

＊ハービンジャー

＊ヘニーヒューズ

Dream Journey（JPN）

Heart's Cry（JPN）

Black Tide（JPN）

Neo Universe（JPN）

Harbinger（GB）

Henny Hughes（USA）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
39 マイティースルーの18 ＊クロフネ 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 アゼリの18 ＊ジェイドハンター メス 90,000円

48 リリサイドの18 American Post 牡 250,000円
49 カニョットの18 Sunray Spirit メス 60,000円
50 シェアザストーリーの18 ＊コマンダーインチーフ メス 60,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
31 マンドゥラの18 Danehill Dancer 牡 70,000円
76 クルージンミジーの18 Mizzen Mast 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　Dubawi
母　Dhelaal
母の父　Green Desert
2007年生　鹿毛　英国産

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

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

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

父　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　エアグルーヴ
母の父　＊トニービン
2007年生　鹿毛　安平産

仏 英で2〜3歳 時6戦4勝。 英2000ギニー-G1（ 芝8F）、 ジャ ックルマロワ賞-G1（ 芝
1600m）、ジェベル賞-G3（芝1400m）

日・ 香 港で2〜5歳 時18戦11勝。15
年年度代表馬、15年最優秀短距離馬。天
皇賞・秋-G1（芝2000m）、安田記念-G1

（芝1600m）、同2着、マイルチャンピオ
ンシップ-G1（芝1600m）、香港カップ-G1（芝2000m）、香港マイル-G1（芝1600m）、香
港チャンピオンズマイル-G1（芝1600m）、ダービー卿チャレンジT-G3（芝1600m）、スピカS（芝
1800m）、若潮賞（芝1600m）、万両賞（芝1400m）、札幌記念-G22着、白百合S-OP3着、
スプリングS-G24着、シンザン記念-G35着

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

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

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・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）

11年より供用。19年の1歳馬が本邦初年度産駒。メイクビリーヴ（仏2000ギニー-G1、フォ
レ賞-G1）、ボヌヴァル（NZ年度代表馬、ATCオークス-G1）、ソフィアローザ（ATCオークス-G1）、
マーキーマーク（Manawatu　サイアーズプロデュースS-G1）、マジックサークル（ヘンリー二世
S-G3）、ファブリケイト（ウインターヒルS-G32回）、ヌーアアルアワ（ヴィシー大賞典-G3）、マ
イマラ（エドモンブラン賞-G3）、プティフル（エドヴィル賞-G3）

17年より供用。19年の1歳馬が初年度産駒。

17年より供用。19年の1歳馬が初年度産駒。

17年より供用。19年の1歳馬が初年度産駒。

16年より供用。19年の2歳馬が初年度産駒。テリオスヒメ（ダリア賞-OP2着）、フジマサリア
ル（新馬）、トライフォーリアル（新馬）、ラウダシオン（新馬）、インザムービー（1勝）、ハニー
リン（北海道・フレッシュチャレンジ）

13年より供用。キセキ（菊花賞-G1）、リオンリオン（青葉賞-G2）、ダンビュライト（京都記念-G2、
アメリカJCC-G2）、メールドグラース（鳴尾記念-G3、小倉記念-G3、新潟大賞典-G3）、テト
ラドラクマ（クイーンC-G3）、ディアンドル（葵S-L）、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）、ムイトオブリガード（アルゼンチン共和国杯-G22
着）、パイオニアバイオ（フローラS-G22着）、ヴィッテルスバッハ（ニュージランドT-G23着）、
ダノンディスタンス（京都新聞杯-G23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）

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
27 エンシェントヒルの18 ＊エンドスウィープ 牡 60,000円
28 フォルテピアノの18 ＊フレンチデピュティ メス 40,000円
70 マルティンスタークの18 ＊シンボリクリスエス 牡 60,000円
71 オリエンタルポピーの18 キングカメハメハ メス 40,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
82 シーズンズベストの18 ゼンノロブロイ メス 40,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
24 ヴィータアレグリアの18 ネオユニヴァース メス 45,000円
25 ローガンサファイアの18 ダイワメジャー メス 50,000円
66 イストワールの18 ＊サンデーサイレンス 牡 50,000円
67 ラフォルジュルネの18 スペシャルウィーク メス 45,000円
68 ツィンクルヴェールの18 ＊サンデーサイレンス メス 45,000円

＊マクフィ

モーリス

リオンディーズ

ミッキーアイル

リアルインパクト

ルーラーシップ

Makfi（GB）

Maurice（JPN）

Leontes（JPN）

Mikki Isle（JPN）

Real Impact（JPN）

Rulership（JPN）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
81 コードネームの18 ＊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
21 ウィズザフロウの18 アグネスタキオン 牡 75,000円
22 ブルーメンブラットの18 アドマイヤベガ 牡 125,000円
23 ピュアブリーゼの18 Monsun メス 60,000円
61 シンハライトの18 ディープインパクト 牡 250,000円
62 スパニッシュクイーンの18 Tribal Rule 牡 100,000円
63 シーザリオの18 スペシャルウィーク 牡 300,000円
64 リラヴァティの18 ゼンノロブロイ メス 80,000円
65 ジュモーの18 タニノギムレット メス 85,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
33 ピュクシスの18 ＊シンボリクリスエス 牡 60,000円
34 ディアマイベイビーの18 ディープインパクト メス 50,000円
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種牡馬紹介

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

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　War Front
母　Chatham
母の父　Maria's Mon
2013年生　黒鹿毛　米国産

父　ディープインパクト
母　＊マンデラ
母の父　Acatenango
2009年生　鹿毛　安平産

父　Kendor
母　Pax Bella
母の父　Linamix
2003年生　芦毛　仏国産

日・ 香 港で2〜5歳 時19戦13勝。13
年年度代表馬、12、13年最優秀短距離馬。
香港スプリント-G1（芝1200m）2回、
安田記念-G1（芝1600m）、スプリンター
ズS-G1（芝1200m）2回、高松宮記念-G1（芝1200m）

愛英で2〜3歳時9戦4勝。15年全欧2歳牡馬チャンピオン。デューハーストS-G1（芝7F）、
愛ナショナルS-G1（芝7F）、フィーニクスS-G1（芝6F）、コヴェントリーS-G22着

日・香港・豪で2〜6歳時17戦4勝。マイラーズC-G2（芝1600m）、きさらぎ賞-G3（芝
1800m）、若葉S-L（芝2000m）、皐月賞-G12着、キャピタルS-L2着、若駒S-OP2着、ダー
ビー-G14着、香港マイル-G14着、チャレンジC-G34着、安田記念-G15着

仏・北米で2〜4歳時13戦2勝。ポールドムサック賞-G32着、ジャンプラ賞-G14着

14年より供用。アーモンドアイ（ジャパンC-G1、牝馬三冠）、サートゥルナーリア（皐月賞-G1、
ホープフルS-G1）、ステルヴィオ（マイルチャンピオンシップ-G1）、ファンタジスト（京王杯2歳
S-G2）、イベリス（アーリントンC-G3）、ヴァルディゼール（シンザン記念-G3）、ケイデンスコー
ル（新潟2歳S-G3）、ダノンスマッシュ（シルクロードS-G3）、グルーヴィット（中京記念-G3）、
ルガールカルム（アネモネS-L）、ダイアトニック（安土城S-L）、アンヴァル（オパールS-L）、ミ
ヤジシルフィード（小倉2歳S-G33着）、アンフィトリテ（マーガレットS-OP）

17年より供用。19年の1歳馬が初年度産駒。

16年より供用。19年の2歳馬が初年度産駒。アサケエース（中京2歳S-OP3着）、オータムレッ
ド（新馬）、バジガクサフィオ（南関東・新馬）

2008年より供用。レスティアダルジャン（クリテリウムドメゾンラフィット-G2、アランベール
賞-G3）、ジミートゥタイムズ（ミュゲ賞-G2、ポルトマヨ賞-G3、エドモンブラン賞-G3）、スカ
イフルオブスターズ（T.フォンツァストロフ牝馬賞-G2）、モランド（セントサイモンS-G3、オー
モンドS-G3）、ソレイユ マリン（ノアイユ賞-G3、エクスビュリ賞-G3）、＊ケンホープ（グロット
賞-G3）、ケンダム（エクリプス賞-G3）、ゴケン（ボワ賞-G3、テキサニタ賞-G3）

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
40 ヴェラブランカの18 ＊クロフネ メス 30,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
41 パーリーアヴェニューの18 Anabaa メス 45,000円

ロードカナロア

エアフォースブルー

ワールドエース

ケンダルジャン

Lord Kanaloa（JPN）

Air Force Blue（USA）

World Ace（JPN）

Kendargent（FR）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
8 ディアデラノビアの18 ＊サンデーサイレンス 牡 175,000円
9 シユーマの18 Medicean 牡 175,000円

10 バウンスシャッセの18 ゼンノロブロイ メス 125,000円
11 フロアクラフトの18 フジキセキ メス 110,000円
51 バイラオーラの18 ＊トワイニング 牡 100,000円
52 フェルミオンの18 アグネスタキオン メス 85,000円
53 エルミラドールの18 ジャングルポケット メス 85,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
83 ◯外 ダンスウィズキトゥンの18 Kitten's Joy メス 40,000円
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