
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／2021年6月13日〜8月3日

※�繋養先は2021年7月30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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太い首差しや発達著しい肩回りに深い胸からなる前躯と、はち
きれんばかりの筋肉に覆われた後躯で構成される、幅のある馬
体は力強さに満ちており、短距離馬としての資質の高さが随所
に見てとれると同時に、既に風格すら漂います。短めの背中を
巧みに使い、深い踏み込みから繰り出されるリズミカルな歩様
は、見た目の印象どおりに力感に溢れているだけでなく、高い
柔軟性も兼ね備えています。兄姉が全て勝ち上がっていること
に加えて、近親に短距離GⅠ馬が並ぶ優秀な母系に、卓越した
スピード能力を産駒に伝える父を迎えて誕生した本馬は、快速
を飛ばすスピードスターとして父と同じ頂きを目指します。

総額 4,800万円 一口出資額 120,000円【全400口】
■生産：桜井牧場　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：手塚貴久厩舎

ナスケンアイリスの201

母ナスケンアイリス（07 *フレンチデピュティ）３戦，入着。産駒
ナスケンリュウジン（11 牡 栗 *ケイムホーム）３勝
ネクストムーブ（13 牡 栗 *バトルプラン）３勝，兵庫�１勝，�
オーブスプリング（14 牝 栗 ディープブリランテ）北海道�２勝，フローラ

ルＣ（Ｄ1600ｍ），ブロッサムＣ３着，エーデルワイス賞-JPN3４着，
南関東�２勝

モジアナフレイバー（15 牡 鹿 *バトルプラン）南関東�10勝，大井記念
（Ｄ2000ｍ），勝島王冠（Ｄ1800ｍ）２回，同３着，川崎マイラーズ
（Ｄ1600ｍ），東京大賞典-G1３着，マイルグランプリ３着，東京ダー
ビー４着，羽田盃４着，帝王賞-JPN1５着，岩手・高知�入着，マイ
ルチャンピオンシップ南部杯-JPN1３着，同４着，黒船賞-JPN3３着，
�

ゴルトマイスター（16 牡 栗 ゴールドアリュール）４勝，北総Ｓ（Ｄ1800
ｍ），三浦特別（Ｄ1600ｍ），アハルテケＳ-OP３着

ヴォルスト（17 騸 鹿キズナ）２勝，南関東�１勝，�
アルコディオーサ（18 牝 鹿ディープインパクト）１勝，�
モルトフレイバー（19 牡 鹿ドゥラメンテ）南関東�１勝，�

祖母 *オブザーヴァントObservant（00 Capote）米国産，愛６戦。産駒
セイウンコウセイ（牡アドマイヤムーン）７勝，高松宮記念-G1，同２着，
函館スプリントＳ-G3，同４着，淀短距離Ｓ-L，渡月橋Ｓ，さくらんぼ
特別，シルクロードＳ-G3２着（２回），同５着（２回），ＣＢＣ賞-G3
３着，京王杯スプリングＣ-G2５着，�

ハイカックウ（牝 High Chaparral）２勝。産駒
ナンヨープルートー（牡 ディープインパクト）４勝，浜名湖特別，伊勢

特別，�
ストック（牝キングカメハメハ）北海道�入着。産駒

ヤギリジャスパー（牡 *タイキシャトル）３勝，初茜賞
曽祖母 *パテントリークリア Patently Clear（88 Miswaki）米国産，愛２勝，北

米１勝。*タイキフォーチュン（ＮＨＫマイルＣ-JPN1），*タイキリオン
（ニュージーランドＴ-JPN2），*タイキダイヤ（クリスタルＣ-JPN3）の母

*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）
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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

ナスケンアイリス
　栗　2007

＊フレンチデピュティ
　French Deputy
　栗　1992

Deputy Minister
Vice Regent

Mint Copy

Mitterand
Hold Your Peace

Laredo Lass

＊オブザーヴァント
　Observant
　黒鹿　2000

Capote
Seattle Slew

Too Bald

＊パテントリークリア
Miswaki

Badge of Courage

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

牡・鹿毛
2020年2月17日生

20



PEDIGREE BROODMARE SIRE

FAMILY

COMMENT

2

縦への成長が先行し薄手に映った馬体は、夜間放牧を重ねこの
夏場で随分と逞しさが増してきました。まだ筋肉量という点では
物足りなさを感じさせますが、父産駒の成長力を鑑みれば完成
形が楽しみでなりません。成長途上の中でも上背のある体躯を
巧みに使い、可動域の大きな股関節、ほど良い角度の繋と飛節
が織りなす後躯の深い踏み込みから、素軽い手先の返しへと連
動した走りは、伸びやかで柔軟性に富んだものです。欧州中距
離GⅠを制した母の戦績に加え、周りに感化されず常に冷静に対
処できている点からも、幅広い距離への対応を可能にするはず
で、その走りから芝の広いコースで力を発揮するものとみます。

総額 6,000万円 一口出資額 150,000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

コケレールの202
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母 *コケレール Coquerelle（04 Zamindar）愛国産，仏４勝，サンタラリ賞-G1
（芝2000ｍ），北米入着，クイーン エリザベス二世チャレンジカップＳ-G1
３着［勝ち距離1600ｍ～2000ｍ］。産駒
カルカソンヌCarcassonne（09 牝 Montjeu）不出走。産駒

マグノリア Magnolea（牝 Acclamation）仏２勝，Prix Casimir De-
lamarre-L２着，クロエ賞-G3３着，Prix des Lilas-L３着，Prix
Petite Etoile-L３着

ラヴィエベール（13 牡 鹿ディープインパクト）３勝，日高特別（芝2000ｍ）
ヴィニー（14 牝 鹿ディープインパクト）１勝
エフジーノット（19 牡 鹿ドゥラメンテ）未出走

祖母クラコヴィー Cracovie（96 Caerleon）仏入着。産駒
スプリング マスター Spring Master（牡 Mastercraftsman）仏２勝，リ
ス賞-G3，Prix de l'Avre-L２着

クリームケイクCreamcake（牝 Mr. Greeley）仏２戦。産駒
グレイミステール Grey Mystere（牝 Lethal Force）仏１勝，Gra-

nd Criterium de Bordeaux-L２着
クラコヴィア Crackovia（牝 Daylami）仏１勝。産駒

ヴィクトリア プラカ Victoria Placa（牝 Wootton Bassett）スウェーデ
ン１勝，独入着，Grosser Preis der Burckhardt Gruppe-L３
着

ウイニングシークエンスWinning Sequence（牝 Zafonic）仏１勝。産駒
フィユシャFiuise（牝 Montjeu）不出走。産駒

バービル Barbill（騸 Zebedee）英３勝，Doncaster S-L２着，
コーンウォリスＳ-G3３着，愛１勝，仏１勝，Prix Yacowlef
-L，Prix de la Vallee d'Auge-L２着

曽祖母リュートド サロン Luth de Saron（77 Luthier）仏４勝，マルレ賞
-G2，ヴァントー賞-G3，ノネット賞-G3３着，仏オークス-G1４着。産駒
ロワノルマン Roi Normand：仏・北米５勝，サンセットＨ-G1。種牡馬
トランポリ Trampoli：仏・北米９勝，ロングアイランドＨ-G2
リュートダンサー Luth Dancer：仏４勝，リス賞-G3。種牡馬

ザミンダー Zamindar は米国産，仏２勝，カブール賞-G3，モルニ賞-G1２着。
仏チャンピオンサイアー。主な産駒：ザルカヴァ（凱旋門賞-G1，仏オークス-G1，
仏1000ギニー-G1），ダルジナ（仏1000ギニー-G1），ゼンダ（仏1000ギニー
-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】キングマン（全欧年度代表馬，愛2000ギニー-G1，サ
セックスＳ-G1），ニューベイ（仏ダービー-G1），ザラク（サンクルー大賞典-G1）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

＊コケレール
　Coquerelle
　鹿　2004

ザミンダー
　Zamindar
　鹿　1994

Gone West
Mr. Prospector

Secrettame

Zaizafon
The Minstrel

Mofida

クラコヴィー
　Cracovie
　鹿　1996

Caerleon
Nijinsky

Foreseer

Luth de Saron
Luthier

Rose de Saron

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

牡・鹿毛
2020年2月19日生
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ダービー馬を輩出した母の待望の牝駒であり、本馬が生まれた
時から募集を心待ちにされていた方も多いのではないでしょう
か。艶やかな薄い皮膚に覆われた馬体はそれだけでオーラを放っ
ていますが、弾力感抜群の筋肉を駆使した動きは全身がバネの
ようで、良駒の片鱗がうかがえます。また、常に活気に溢れ、
僚馬に積極果敢に競争を挑む姿からは、この一族らしい旺盛な
闘争心が見てとれ、実戦でのしのぎ合いを制する場面を容易に
想像させます。世代の頂点を極めた半兄に共通する大きなエネ
ルギーを享有しており、本馬もまたブラックタイプにその名を
刻んで、さらに後世へと血を紡いでいくことでしょう。

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：栗田徹厩舎

ラドラーダの203

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），同４着，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-G1
２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。種牡馬

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，富士Ｓ-G3２着，ダービー卿チャレンジＴ-G3３着，�

ソルドラード（16 牡 鹿ロードカナロア）３勝，青梅特別（Ｄ1600ｍ），�
アブソルティスモ（17 牡 黒鹿ダイワメジャー）２勝，こうやまき賞（芝1600

ｍ），サウジアラビアロイヤルＣ-G3３着，ニュージーランドＴ-G2４
着，�

アルマドラード（18 牡 黒鹿キングカメハメハ）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
ホウオウライジン（牡キングカメハメハ）３勝，開聞岳特別，ニセコ特

別，�
アフロディーテ（牝アグネスタキオン）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。ディープインパクト（ジャパンＣ-G1）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，
有馬記念-JPN1（２回）。主な産駒：エピファネイア（ジャパンＣ-G1）。【ＢＭＳ：
主な産駒】レイデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），アルクトス（マイルチャン
ピオンシップ南部杯-JPN1），オーソリティ（青葉賞-G2），アドミラブル（青葉賞
-G2），ミスパンテール（阪神牝馬Ｓ-G2），シングウィズジョイ（フローラＳ-G2）
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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

ラドラーダ
　青鹿　2006

＊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

＊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�4S×4D

メス・鹿毛
2020年1月28日生
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3頭の種牡馬を輩出したシーザリオ。比類なき性能を余すところ
なく伝えたことを如実に物語る実績であり、それは最後の産駒
となる本馬にもはっきりと見てとることができます。柔らか味
のある筋肉を覆う皮膚は透き通るまでに薄く、バランスのとれ
た前後躯、それをつなぐ背中や胴のつくりには一切の無駄があ
りません。放牧地で駆ける姿も秀逸で、トモをグッと踏み込ませ、
瞬時にトップスピードへ到達する類い稀な瞬発力には、図抜け
た身体能力の高さが垣間見えます。あらゆる環境にも動じるこ
とのない精神力も頼もしく、競走馬として母の有終の美を飾る
ことはもちろん、牝系繁栄の幹となってくれるはずです。

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：国枝栄厩舎

シーザリオの204
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母シーザリオ（02 スペシャルウィーク）最優秀３歳牝馬，最優秀父内国産
馬，４勝，オークス-JPN1（芝2400ｍ），フラワーＣ-JPN3（芝1800ｍ），寒竹
賞（芝2000ｍ），桜花賞-JPN1２着，北米１勝，アメリカン オークス-G1（芝
10Ｆ）［勝ち距離1600ｍ～2400ｍ］。産駒
トゥエルフスナイト（07 牡 黒鹿キングカメハメハ）１勝
エピファネイア（10 牡 鹿 *シンボリクリスエス）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2000
ｍ），ダービー-G1２着，皐月賞-G1２着，大阪杯-G2３着，香港入
着，香港クイーンエリザベス二世Ｃ-G1４着。種牡馬

ロザリンド（11 牝 黒鹿 *シンボリクリスエス）中央・兵庫�入着。産駒
オーソリティ（牡オルフェーヴル）４勝，アルゼンチン共和国杯-G2
（芝2500ｍ），青葉賞-G2（芝2400ｍ），�

アーデンフォレスト（牡 ルーラーシップ）３勝，新発田城特別（芝1400
ｍ），�

クローディオ（12 騸 鹿 *ハービンジャー）１勝
リオンディーズ（13 牡 黒鹿 キングカメハメハ）最優秀２歳牡馬，２勝，

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。種牡馬

グローブシアター（14 牡 黒鹿 キングカメハメハ）５勝，比叡Ｓ（芝2200
ｍ），三田特別（芝2400ｍ），白川特別（芝2400ｍ），ホープフルＳ
-G2３着，障２勝，三木ホースランドパークジャンプＳ

シーリア（15 牝 青鹿キングカメハメハ）２勝
サートゥルナーリア（16 牡 黒鹿ロードカナロア）最優秀３歳牡馬，６

勝，皐月賞-G1（芝2000ｍ），ホープフルＳ-G1（芝2000ｍ），金鯱賞
-G2（芝2000ｍ），神戸新聞杯-G2（芝2400ｍ），萩Ｓ-L（芝1800ｍ），
有馬記念-G1２着，ダービー-G1４着，宝塚記念-G1４着。種牡馬

ファーストフォリオ（17 牝 栗 キングカメハメハ）３勝，札幌スポニチ賞（芝
1200ｍ），�

ルペルカーリア（18 牡 鹿 モーリス）１勝，京都新聞杯-G2２着，�

スペシャルウィーク Special Week は門別産，10勝，ジャパンＣ-G1，ダービー
-JPN1。主な産駒：ブエナビスタ（年度代表馬，ジャパンＣ-G1），シーザリオ（オー
クス-JPN1）。【ＢＭＳ：主な産駒】エピファネイア（ジャパンＣ-G1，菊花賞-G1），
サートゥルナーリア（皐月賞-G1，ホープフルＳ-G1），リオンディーズ（朝日杯フュ
ーチュリティＳ-G1），ディアドラ（ナッソーＳ-G1，秋華賞-G1）

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

シーザリオ
　青　2002

スペシャルウィーク
　黒鹿　1995

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

キャンペンガール
マルゼンスキー

レディーシラオキ

＊キロフプリミエール
　Kirov Premiere
　鹿　1990

Sadler's Wells
Northern Dancer

Fairy Bridge

Querida
Habitat

Principia

� Northern�Dancer�4D×5S

メス・黒鹿毛
2020年2月4日生
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GⅠ馬待望の初仔は母同様にまとまりの良いコンパクトサイズ
に収まっており、体重差をものともしなかった母の現役時代を
思い起こさせてくれます。一方で、馬体の細部に目を凝らせば、
逞しい首筋に骨量十分の骨格など、父の影響が及んでいること
も判ります。また牝馬らしからぬ他馬に果敢に挑む好戦的で激
しい気性は、母がヴィクトリアマイルで狭い馬群を割って出た
ときに見せた胆力に通じるものです。騎乗トレーニングで父母
から譲り受けた馬体と身体能力に磨きをかけ、さらに気持ちの
強さがレースでの勝負根性に転換して能力を最大限引き出すこ
とができれば、母娘二代での載冠がグッと近づくはずです。

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：宮田敬介厩舎

アドマイヤリードの205

母アドマイヤリード（13 ステイゴールド）６勝，ヴィクトリアマイル-G1（芝1600
ｍ），ディセンバーＳ-L（芝1800ｍ），飛鳥Ｓ（芝1800ｍ），北大路特別（芝
1800ｍ），白菊賞（芝1600ｍ），阪神牝馬Ｓ-G2２着，同４着，府中牝馬
Ｓ-G2３着，中山金杯-G3４着，桜花賞-G1５着［勝ち距離1600ｍ～
1800ｍ］。本馬が初仔

祖母 *ベルアリュールⅡ Belle Allure（05 Numerous）愛国産，仏２勝，ヴァ
ントー賞-G3，ダニエルウィルデンシュタイン賞-G2４着，オマール賞-G3
４着，北米２勝，アシーニアＳ-G3，Voodoo Dancer S２着，Donor S３
着。産駒
カレンシリエージョ（牝 *ハービンジャー）３勝，太宰府特別
ベルクレスタ（牝ドゥラメンテ）１勝，�
サトノアスカ（牝 Giant's Causeway）６戦。産駒
クイーンカピオラニ（牝オルフェーヴル）１勝，�

曽祖母マール オフェMare Aux Fees（88 Kenmare）仏１勝。産駒
ジュークボックス ジュアリー Jukebox Jury：英５勝，ロイヤルロッジＳ

-G2，ジョッキークラブＳ-G2，ローズ オブランカスターＳ-G3，Fred
Archer S-L，レーシング ポストトロフィー-G1２着，グロリアスＳ-G3
３着，仏２勝，ドーヴィル大賞典-G2，ケルゴルレイ賞-G2，ラロシェト
賞-G3３着，独１勝，オイロパ賞-G1，愛１勝，愛セントレジャー-G1，
北米入着，カナディアン国際Ｓ-G1２着。種牡馬

ザ マスク The Mask：仏４勝，Prix de Saint-Patrick-L，ギヨームドルナ
ーノ賞-G2３着，ダフニス賞-G3３着，Prix de Pontarme-L３着，英
入着，ブリガディアジェラードＳ-G3２着。種牡馬

ル ラロン Le Larron：仏４勝，Prix Michel Houyvet-L，ショードネイ賞
-G2３着，リス賞-G3３着

ピエロソレール Pierrot Solaire：伊11勝，Criterium Partenopeo-L
ハリケーンヒギンズ Hurricane Higgins：英３勝，英ダービートライアル

Ｓ-G3２着，ドンカスターＣ-G2３着，英障１勝
スールアパリSeule a Paris：仏入着。ヒアシーカムズ Here She Com-

es（Prix de Lieurey-L２着）の母

ステイゴールド Stay Gold は白老産，中央・UAE・香港７勝，香港ヴァーズ
-G1。主な産駒：オルフェーヴル（三冠，有馬記念-G1），ゴールドシップ（有馬記
念-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】アランバローズ（全日本２歳優駿-JPN1），ライオ
ンボス（アイビスサマーダッシュ-G3），クリスマス（函館２歳Ｓ-G3），ブラックバゴ
（アンドロメダＳ-L），キボウノダイチ（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3３着）

ロ
ー
ド
カ
ナ
ロ
ア
×
ア
ド
マ
イ
ヤ
リ
ー
ド
［
メ
ス
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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

アドマイヤリード
　青鹿　2013

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

＊ベルアリュールⅡ
　Belle Allure
　栗　2005

Numerous
Mr. Prospector

Number

Mare Aux Fees
Kenmare

Feerie Boreale

� Mr.�Prospector�4S×4D

メス・鹿毛
2020年3月22日生
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容量十分の腹袋を有する胴伸びの良い馬体は、今春惜しまれつ
つ種牡馬を引退した父の長所を見事に継承しており、成長の余
地を多分に残している点を考慮に入れれば末恐ろしい限りです。
また膨大なトモの容積も特筆すべき点であり、その後躯は見た
目を裏切らない推進力を生み出します。落ち着いた気性ですの
で、普段は群れの中で息を潜めていますが、ひとたびスイッチ
が入れば、一気に先頭へ躍り出る走りでひと際目立つ存在感を
放ちます。全兄と同様に力の要る馬場をこなすことは容易に想
像できますが、本馬の身体能力からすれば、その枠に留まらな
い活躍さえも十分に期待できると見ています。

総額 3,400万円 一口出資額 85,000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

クルージンミジーの206
ハ
ー
ツ
ク
ラ
イ
×
ク
ル
ー
ジ
ン
ミ
ジ
ー
［
牡
］

母 *クルージンミジー（09 Mizzen Mast）米国産，わが国で１勝［勝ち距離
1000ｍ］。産駒
フジノタカネ（16 牡 芦 ハーツクライ）３勝，清里特別（Ｄ1400ｍ），�
ナオミラフィネ（17 牝 栗 ハーツクライ）１勝，境港特別（芝2400ｍ），東海

�１勝，�
シーニッククルーズ（18 牡 芦ブラックタイド）１勝，�
オールフラッグ（19 牡 芦トゥザワールド）未出走

祖母ベイビーレッツクルーズ Baby Lets Cruise（00 Tale of the Cat）北米
１勝。産駒
クイックライド Quick Ride（牡 Afleet Alex）北米３勝，Dover S-L３着
シーレインジャー Searanger（牡 U S Ranger）英６勝
ウォーカーベイWalker Bay（牝 Smoke Glacken）北米３勝

曽祖母ジャダナ Jadana（79 Pharly）北米３勝，Marigold S。産駒
*ジェイドハンター Jade Hunter：北米６勝，ガルフストリーム パークＨ

-G1，ドンＨ-G1，ワイドナーＨ-G1２着。種牡馬
ジェイドジュエル Jade Jewel：北米１戦。産駒

ジェイド クウェスト Jade Quest：愛３勝，Vintage Crop S-L
グリーン ライト Green Light：北米５勝，Just Smashing S。ライト
グリーン Light Green（Fall Aspen S），ラン ザ ライト Run
the Light（Daniel Van Clief S）の母，グリーン ライト ゴー
Green Light Go（サラトガスペシャルＳ-G2）の祖母

ジョルギニア Jorghinia：仏・北米入着。サー パーキー Sir Parky（サ
マーヴィルタタソールＳ-G3）の母

ジャレス Jarhes：仏１勝。インペリエイター Imperiator（Prix Mon-
tenica-L）の母

クリエイティヴイメージ Creative Image：北米１勝。産駒
メジャーフォーカス Major Focus：北米11勝，Pasco S
フリートゥソア Free to Soar：不出走。ノー インフレイション No

Inflation（ケントＳ-G3），プロキュアメント Procurement（La
Puente S）の母

ミゼンマストMizzen Mast は米国産，仏・北米５勝，マリブＳ-G1，ストラブＳ
-G2，ギシュ賞-G3。主な産駒：フローティラ（仏1000ギニー-G1）。【ＢＭＳ：主な
産駒】クアドリラテラル（フィリーズ マイル-G1），ラブエナビダ（チリ1000ギニー
-G1），エテアンディヤン（ファウンテンオブ ユースＳ-G2），レディトゥアクト（ボ
ウモントＳ-G2），*エイシンバランサー（サマーチャンピオン-JPN3）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

＊クルージンミジー
　Cruisen�Mizzy
　芦　2009

ミゼン マスト
　Mizzen Mast
　芦　1998

Cozzene
Caro

Ride the Trails

Kinema
Graustark

Mrs. Peterkin

ベイビー レッツ クルーズ
　Baby Lets Cruise
　栗　2000

Tale of the Cat
Storm Cat

Yarn

Jadana
Pharly

Janina

� Lyphard�4S×5D

牡・芦毛
2020年5月13日生
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牡馬顔負けの雄大な馬体を誇る本馬からは、底知れぬ可能性を
感じます。長めの四肢や伸びのある胴部、薄い皮膚で覆われた
上体などの身体的な部分は言うまでもなく、広大な放牧地を颯
爽と駆け抜ける脚力や完歩の大きな走りは、過去に大成した父
産駒の傾向と合致しています。気持ちの入りやすい、敏感な気
性は競走馬としてプラスに働くと見ており、一瞬の判断を要す
る場面においても鞍上のアクションに対して素早く反応し、勝
利への活路を見出してくれるはずです。馬体や動き、血統的に
も魅力あふれる本馬が3冠馬をはじめ、活躍馬を多数輩出してい
るTiznow内包馬であることも強調したいトピックです。

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：加藤征弘厩舎

マイハッピーフェイスの207

母 *マイハッピーフェイス My Happy Face（10 Tiz Wonderful）米国産，北
米３勝，テンプティドＳ-G3（Ｄ８Ｆ），Lotka S（Ｄ８Ｆ），ＣＣＡオークス
-G1２着，フリゼットＳ-G1２着，フォワードギャルＳ-G2２着，テストＳ-G1
３着，Ｌ.Ａ.ウーマンＳ-G3３着，Las Madrinas S３着，コティリオンＳ
-G1４着，ラブレアＳ-G1４着，カムリーＳ-G3４着［勝ち距離5.5Ｆ～８
Ｆ］。産駒
マイハッピープレイスMy Happy Place（16 牝 Tapit）北米１勝
シークレットディライトSecret Delight（18 牝 Pioneerof the Nile）未出走

祖母サマー スター Summer Star（00 Siberian Summer）北米４勝，Cham-
isa H。産駒
ショコヨツィン Xocoyotzin（騸 Malibu Moon）北米３勝，メキシコ２勝
マイボーイジミー My Boy Jimmy（騸 Teton Forest）北米３勝
ドーンズアーリーライトDawn's Early Light（騸 Bayern）北米２勝
ニューボム Newbomb（牡 Speightstown）北米２勝
イクスキューズ マイフレンチ Excuse My French（牝 Line of David）北

米１勝
曽祖母キャンディズスター Candi's Star（92 Candi's Gold）北米３勝。産駒

サマー センセイション Summer Sensation：北米７勝，Journal H
四代母フォーラムスター Forumstar（83 Inherent Star）北米６勝。産駒

スターリー アイス Starry Ice：北米５勝，ランダルーシＳ-G2，Anoakia
S-L，Cinderella S-L，Nursery S。フォレスト デインジャー Forest
Danger（カーターＨ-G1，ベイショアＳ-G3），スキッピング スターズ
Skipping Stars（Willard L. Proctor Memorial S２着）の母

チャンプズ スター Champ's Star：北米９勝，Radar Ahead H-L，Zany
Tactics S，Ken Maddy Sprint H，Earlene McCabe Derby，Bull
Dog S，ハリウッドターフイクスプレスＨ-G3３着

ディスティンギッシュフォーラム Distinguish Forum：北米６勝，Wes-
tchester S-L，ランダルーシＳ-G2４着

マイネイムイズスー My Name Is Sue：北米１勝。ヴェルヴェット ムー
ンライト Velvet Moonlite（E. B. Johnston S）の母

ティズワンダフル Tiz Wonderful は米国産，北米３勝，ケンタッキージョッキ
ークラブＳ-G2，イロコイＳ-G3。主な産駒：*コンドコマンド（スピナウェイＳ
-G1），*レディイヴァンカ（スピナウェイＳ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ザ チョーズン
ヴロン（アファームドＳ-G3，ラザロバレラＳ-G3），ハーパーズファーストライド
（ピムリコスペシャルＳ-G3），アルジャンナ（マイラーズＣ-G2２着）

ハ
ー
ツ
ク
ラ
イ
×
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イ
ハ
ッ
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イ
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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

＊マイハッピーフェイス
　My�Happy�Face
　芦　2010

ティズ ワンダフル
　Tiz Wonderful
　鹿　2004

Tiznow
Cee's Tizzy

Cee's Song

Evil
＊ヘネシー

Lit'l Rose

サマー スター
　Summer Star
　芦　2000

Siberian Summer
Siberian Express

Mia Karina

Candi's Star
Candi's Gold

Forumstar

� 5 代までにクロスなし

メス・芦毛
2020年4月10日生
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肩回りや臀部の盛り上がった筋肉は現段階でも力感に溢れてお
り、骨格以上に体を大きく見せます。早い時期から筋肉の発達
が著しかった両親の産駒であり、昼夜放牧を繰り返す中でしっ
かりと栄養を摂取していたことがわかる余裕のある腹袋をして
いることから、今後育成調教を経てより一層逞しい馬体になる
ことでしょう。身のこなしは柔らかく伸びやかで、トップスピー
ドに乗った時の躍動感のある走りから母の戦績に捉われる必要
はなく、他の父産駒が良績を残しているマイル以上の距離も対
応可能とみています。気持ちが強く、前進気勢に富んだ気性を
勝利への活力に転換し、長い競走生活を戦い抜きます。

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：林徹厩舎

ローガンサファイアの208
エ
ピ
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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）高知�10勝，�
スターオブエイジア（18 牝 鹿 ルーラーシップ）入着，�

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
セファーラジエル（牡キズナ）２勝，白百合Ｓ-L，�
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，岩手�３勝，�
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
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，�
ブルスクーロ（牡 *キンシャサノキセキ）３勝，中京２歳Ｓ-OP３着，�
アウトオブオーダー（牡 サクラバクシンオー）２勝
ミーアシャム（牝 *キンシャサノキセキ）１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。ＮＡＲ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５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，�
ボンボンショコラ：２勝，岩手�１勝，留守杯日高賞，南関東�１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。２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：レーヌミノル
（桜花賞-G1），アドマイヤマーズ（香港マイル-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ストライ
プ（クロッカスＳ-L），ヴェスターヴァルト（ファルコンＳ-G3３着），バーニングペス
カ（小倉２歳Ｓ-G3３着），タケルペガサス（ＵＡＥダービー-G2４着）

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

ローガンサファイア
　鹿　2010

ダイワメジャー
　栗　2001

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

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

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

牡・栗毛
2020年2月29日生
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ゆとりのあるフレームにスラリと伸びる長い四肢を持つ全体像
は、他の父産駒とは一線を画しますが、ボリューム感満点の肩
や発達した後躯には力感が漲り、紛うことなく父のDNAを継承
していることが見てとれます。歩様は滑らかで、ひとたび駆け
出すと瞬時にギアチェンジする機敏さも持ち合わせており、そ
の走りには目を見張るものがあります。放牧地を縦横無尽に駆
け回った後でも余力十分な様子からは心肺機能の高さとタフさ
が垣間見え、ポテンシャルの高さを存分に見せつけます。すで
に素質馬特有の風格が漂う本馬ですが、描く未来像はやはり両
親と同じくクラシックロードを歩む姿しかありません。

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：手塚貴久厩舎

バウンスシャッセの209

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］。産駒
グランワルツ（18 牝 鹿ロードカナロア）入着，�
グランプレジール（19 牡 栗 モーリス）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，�
コントラチェック（牝ディープインパクト）５勝，オーシャンＳ-G3，ターコイ

ズＳ-G3，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。産駒
ラヴォルタ（牝ロードカナロア）１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
*ザマッケムブレット 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，ミ
セスリヴィアＳ-G2３着，ヴァリーヴューＳ-G3３着

シーズソー ナイス She's So Nice（牝 Mehmas）英１勝，ロウザー
Ｓ-G2４着

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。ジャスト ジ
ェイムズ Just James（チャレンジＳ-G2，ジャージーＳ-G3）の母

ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy は白老産，年度代表馬，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）。【ＢＭＳ：主な産駒】エキュメニカル（ＳＡＪＣブリーダーズＳ-G3），ポリ
ーグレイ（ＡＴＣエポナＳ-G3），ハイランドピーク（エルムＳ-G3），ゴールドギ
ア（メトロポリタンＳ-L），メイショウテンスイ（グリーンチャンネルＣ-L）

エ
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フ
ァ
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×
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牡
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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

バウンスシャッセ
　鹿　2011

ゼンノロブロイ
　黒鹿　2000

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊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

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

牡・黒鹿毛
2020年3月16日生
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クラブ縁の配合にまず注目が集まりますが、本馬の出来映えに
更に胸が高まります。全体的に軽いつくりの中、薄い皮膚に内
包された柔らかい筋肉、滑らかに可動する関節など、随所に優
れたパフォーマンスを発揮できる素地が見てとれます。首を使っ
てリズミカルなテンポを刻む常歩、そして全身を伸縮させたキャ
ンターは躍動感に溢れ、まるで良質のバネを内蔵しているかの
ようで、芝の高速馬場でより真価を発揮することでしょう。や
や気持ちが昂ぶり易い面があるものの本牝系の特徴で、実戦に
おいて前進気勢へ転化されるものであり心配は要りません。心
身の充実した本馬に掛かる期待は日増しに高まる一方です。

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：木村哲也厩舎

プルメリアスターの2010
エ
ピ
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母プルメリアスター（12 ゼンノロブロイ）３勝，豊川特別（芝1600ｍ）［勝ち距離
1400ｍ～1600ｍ］。産駒
セラディーン（19 牝 青鹿 モーリス）未出走

祖母 *リリサイド Liliside（07 American Post）仏国産，仏５勝，Prix de la
Californie-L，Prix La Camargo-L，Prix de La Cochere-L。産駒
リスグラシュー（牝 ハーツクライ）年度代表馬，最優秀古牝馬（２回），６

勝，有馬記念-G1，宝塚記念-G1，エリザベス女王杯-G1，東京新聞
杯-G3，アルテミスＳ-G3，桜花賞-G1２着，秋華賞-G1２着，ヴィクト
リアマイル-G1２着，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1２着，金鯱賞
-G2２着，府中牝馬Ｓ-G2２着，阪神牝馬Ｓ-G2３着，ローズＳ-G2
３着，チューリップ賞-G3３着，オークス-G1５着，豪１勝，ＭＶＲＣ
Ｗ.Ｓ.コックスプレート-G1，香港入着，香港ヴァーズ-G1２着，香港
クイーンエリザベス二世Ｃ-G1３着

アラスカ（牝オルフェーヴル）３勝，支笏湖特別，北辰特別
レイリオン（牝ダイワメジャー）２勝

曽祖母ミラーズリリー Miller's Lily（88 *ミラーズメイト）仏２勝。産駒
*リリーアメリカ Lily America：仏３勝，Prix La Camargo-L
ザワイズレイディThe Wise Lady：仏３勝，ミエスク賞-G3２着，カルヴァ
ドス賞-G3３着，リゾランジ賞-G3３着。産駒
ミン ジー コスモス Ming Zhi Cosmos：仏３勝，伊３勝，セルジオ
クマニ賞-G3，Premio Nogara-L，Premio Pietro Bessero-L

メロディーマン Melodyman：仏３勝，Prix Zeddaan-L，クリテリウム
ドメゾンラフィット-G2４着

グッバイマイフレンド Good Bye My Friend：仏７勝，Prix Herod
-L３着，Prix Montenica-L３着，Prix du Pont-Neuf-L３着

クローラン Cloghran：仏４戦。ロビン オブ ナヴァン Robin of Nav-
an（クリテリウムドサンクルー-G1）の母

ゴールデンリリー Golden Lily：仏障１勝。産駒
*リリーズキャンドル Lily's Candle：仏３勝，マルセル ブサック賞

-G1，Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles-L

ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy は白老産，年度代表馬，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）。【ＢＭＳ：主な産駒】エキュメニカル（ＳＡＪＣブリーダーズＳ-G3），ポリ
ーグレイ（ＡＴＣエポナＳ-G3），ハイランドピーク（エルムＳ-G3），ゴールドギ
ア（メトロポリタンＳ-L），メイショウテンスイ（グリーンチャンネルＣ-L）

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

プルメリアスター
　黒鹿　2012

ゼンノロブロイ
　黒鹿　2000

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ローミンレイチェル
＊マイニング

One Smart Lady

＊リリサイド
　Liliside
　鹿　2007

American Post
Bering

Wells Fargo

Miller's Lily
＊ミラーズメイト

Lymara

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

メス・青鹿毛
2020年4月5日生
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スラリと伸びる長めの四肢が特徴的な均整のとれた美しい馬体
は、柔軟性に優れた良質な筋肉と艶やかな皮膚感も相まって、
気品ある雰囲気を醸し出しています。その見た目どおり、普段
は落ち着きのある気性の持ち主ですが、気持ちの切り替えが上
手く、走ることへの意欲や負けん気の強さも一級品です。一度
気持ちが入ると、軽い手先を巧みに使った無駄のない走りで目
標地点へと矢のように突き進んで行きます。また、心肺機能に
優れていることで長くトップスピードを持続できるため、実戦
ではコーナーからロングスパートを駆使し、直線で後続を引き
離すような鮮やかなレースを見せてくれるでしょう。

総額 4,000万円 一口出資額 100,000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

モアザンセイクリッドの2011

母 *モアザンセイクリッド More Than Sacred（09 More Than Ready）豪
州産，ＮＺ５勝，ＷＲＣ ＮＺオークス-G1（芝2400ｍ），Waikato ワイカト
タイムズゴールドＣ-G3（芝2400ｍ），ＡＲＣサンラインヴァーズ-G3（芝
2100ｍ），ＡＲＣオークランドＣ-G1３着，Waikato サートリストラムフィリ
ーズクラシック-G2３着，ＡＲＣシティオブ オークランドＣ-G2４着，Ｇ
ＲＣジーロングＣ-G3４着，豪入着，Cranbourne TC Cranbourne Cup
-L２着［勝ち距離1600ｍ～2400ｍ］。産駒
セイクリッドキング（16 騸 鹿ロードカナロア）東海�３勝，佐賀�５勝，�
サンパティーク（19 牝 黒鹿ジャスタウェイ）１戦，�

祖母ダナラガ Danalaga（00 *デインヒル）豪３勝，Murray Bridge RC Mur-
ray Bridge Gold Cup-L２着，SAJC Yalumba Plate-L３着，SAJC Port
Adelaide Guineas-L３着，ＳＡＪＣサウスオーストラリアン オークス-G1
４着。産駒
セイクリッド エンパイア Sacred Empire（騸 More Than Ready）ＮＺ３

勝，マレーシア３勝，Penang Gold Cup
モアザンエヴァー More Than Ever（騸 More Than Ready）豪５勝
デランテロDelantero（騸 Savabeel）豪１勝

曽祖母タマリノTamarino（95 Caerleon）仏入着。産駒
クロウフィッシュCrawfish：豪24勝

四代母フルーイション Fruition（78 *ラインゴールド）英入着，Lupe S-L２着，
英オークストライアルＳ-G3４着。産駒
ノーザン スパー Northern Spur：米芝牡馬チャンピオン，仏・北米６勝，

ＢＣターフ-G1，オークトゥリー招待Ｓ-G1。種牡馬
グレイト マークウェス Great Marquess：英４勝，ジョッキークラブＣ

-G3，ドンカスターＣ-G3，UAE１勝，英障５勝。種牡馬
ネラー Kneller：英５勝，ジョッキークラブＣ-G3，ドンカスターＣ-G3
*オエノセラ Oenothera：愛２勝，独１勝，Robert Pferdmenges-Rennen

-L。サンドロップ Sundrop（カーディナルＨ-G3）の母
ヘヴンオンリーノウズ Heaven Only Knows：英６戦。グラインドボーン

Glyndebourne（ガリニュールＳ-G3，愛ダービー-G1２着）の母

モア ザンレディMore Than Ready は米国産，北米７勝，キングズビショッ
プＳ-G1。北米・豪２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ロイエイチ（ＢＣスプ
リント-G1２回）。【ＢＭＳ：主な産駒】ストラクター（ＢＣジュヴェナイル ターフ
-G1），シンプリーラヴィッシング（アルシバイアディーズＳ-G1），アトランテ（ＣＪ
Ｃ ＮＺ2000ギニー-G1），*カフェファラオ（フェブラリーＳ-G1）

ド
ゥ
ラ
メ
ン
テ
×
モ
ア
ザ
ン
セ
イ
ク
リ
ッ
ド
［
牡
］

ドゥラメンテ
　鹿　2012

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

アドマイヤグルーヴ
　鹿　2000

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

エアグルーヴ
＊トニービン

ダイナカール

＊モアザンセイクリッド
　More�Than�Sacred
　青鹿　2009

モア ザン レディ
　More Than Ready
　黒鹿　1997

＊サザンヘイロー
Halo

Northern Sea

Woodman's Girl
Woodman

Becky Be Good

ダナラガ
　Danalaga
　鹿　2000

＊デインヒル
Danzig

Razyana

Tamarino
Caerleon

Fruition

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

牡・青鹿毛
2020年4月24日生
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当歳時から体高の伸びが著しく、脚の長さが際立つシルエット
でしたが、日一日と肩回り、背腰、トモなどの要所に筋肉がつき、
着実に逞しさが増しています。父産駒特有の前捌きの硬さがあ
るなかで、繋は理想的な角度と優れたクッション性を備え、さ
らに柔軟な背中がしなることで全身を使った完歩の大きな走り
ができます。いまだ成長の真っ只中ではありますが、未完成の
なかでも強烈に発する高い潜在能力には、さすがは血統馬であ
ると驚嘆させられます。偉大な父母を持つ血統背景から高い目
標設定が求められますが、ポテンシャルに耐え得る頑健な心身
が完成を迎えた時、自ずと良績が得られるはずです。

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：久保田貴士厩舎

ステファニーズキトゥンの2012
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母 *ステファニーズキトゥン Stephanie's Kitten（09 Kitten's Joy）米国産，
北米11勝，ＢＣフィリー＆メアターフ-G1（芝9.5Ｆ），同２着，フラワーボ
ウルＳ-G1（芝10Ｆ）２回，ジャストアゲイムＳ-G1（芝８Ｆ），アルシバイ
アディーズＳ-G1（ＡＷ8.5Ｆ），ＢＣジュヴェナイルフィリーズターフ-G2
（芝８Ｆ），チャーチルディスタフターフマイルＳ-G2（芝８Ｆ），レイクプ
ラシッドＳ-G2（芝９Ｆ），ヒルズボローＳ-G3（芝９Ｆ），Edgewood S-L
（芝8.5Ｆ），ビヴァリーディーＳ-G1２着（２回），ダイアナＳ-G1２着，同
３着，アシュランドＳ-G1３着，ナタルマＳ-G3３着，ニューヨークＳ-G2４
着，レイクジョージＳ-G2４着［勝ち距離８Ｆ～10Ｆ］。産駒
カトゥルスフェリス（17 牝 鹿ディープインパクト）１勝，�
クイーンズキトゥン（18 牝 鹿ディープインパクト）入着，�
シャトンアンジュ（19 牝 黒鹿ディープインパクト）未出走

祖母アンフォールドザローズ Unfold the Rose（04 Catienus）不出走。産駒
ヘイウッズビーチ Heywoods Beach（牡 Speightstown）北米３勝，Let

It Ride S２着，クーガーＳ-G3３着，Cinema S３着
レイディキトゥン Lady Kitten（牝 Kitten's Joy）北米２勝

曽祖母ベイル アウト ベッキー Bail Out Becky（92 Red Ransom）北米９
勝，デルマーオークス-G1，ニジャナＳ-G3，Miesque S-L，Locust Grove
H-L，Mint Julep S-L，Appalachian S-L，Green River S，ビヴァリーヒル
ズＨ-G1２着，レア パーフュームＨ-G2２着，カーディナルＨ-G3２着，
Regret S-L２着，パッカーアップＳ-G3４着。産駒
ベイルアウトザキング Bail Out the King：愛２勝，北米７勝，Bob Ha-
rding S３着，アプルトンＨ-G2４着

ベッキーラヴズシルヴァー Becky Loves Silver：不出走。産駒
フライレクシスフライ Fly Lexis Fly：ペルー３歳牡馬チャンピオ
ン，ペルー３勝，ペルーダービー-G1，リカルドオルティスデ セ
バーリョス賞-G1，ペルー2000ギニー-G1２着，北米４勝，スー
パーダービー-G2２着，エディリードＳ-G1３着

四代母ベッキービーグッド Becky Be Good（81 Naskra）不出走。モア ザン
レディMore Than Ready（キングズビショップＳ-G1）の祖母

キトゥンズジョイKitten's Joy は米国産，米芝牡馬チャンピオン，北米９勝，セ
クレタリアトＳ-G1。北米総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：カメコ（英
2000ギニー-G1），*ホークビル（エクリプスＳ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】チャンネ
ルキャット（マンノウォーＳ-G1），ファイアアットウィル（ＢＣジュヴェナイルター
フ-G1），ファーストコンスティテューション（チリグランクリテリウム-G1）ドゥラメンテ

　鹿　2012

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

アドマイヤグルーヴ
　鹿　2000

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

エアグルーヴ
＊トニービン

ダイナカール

＊ステファニーズキトゥン
　Stephanie's�Kitten
　鹿　2009

キトゥンズ ジョイ
　Kitten's Joy
　栗　2001

El Prado
Sadler's Wells

Lady Capulet

Kitten's First
Lear Fan

That's My Hon

アンフォールド ザ ローズ
　Unfold the Rose
　黒鹿　2004

Catienus
Storm Cat

＊ダイアモンドシティ

Bail Out Becky
Red Ransom

Becky Be Good

� Mr.�Prospector�4S×5D,�Roberto�5D×5D

メス・鹿毛
2020年2月14日生
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低重心でコンパクトに纏まった馬体ながらも、細部に目を向け
ると肩回りやトップライン、臀部の筋肉が発達しており、父の
特長を色濃く受け継いでいます。放牧地では四肢を高速回転さ
せたピッチ走法でスピードに富んだ走りを見せ、瞬時に最高速
へと到達する様には非凡な瞬発力を感じます。また、トップク
ラスの運動量を誇りながらも常に活力に満ち溢れていることか
ら体力面での不安はなく、豊富な乗り込み量を経た先の更なる
変わり身が楽しみです。前進気勢に富んだ強くピリッとした気
性と持ち前のスピードからは短距離を主戦場とすることが予想
され、レースでは鋭い末脚で勝利を重ねてくれるでしょう。

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：高橋文雅厩舎

ブリガアルタの2013

母ブリガアルタ（13 *コンデュイット）３勝，織姫賞（芝2000ｍ）［勝ち距離1800
ｍ～2000ｍ］。本馬が初仔

祖母ブリガドーン（99 *サンデーサイレンス）４勝，館山特別，西郷特別，桑折
特別，フローラＳ-JPN2３着，京成杯-JPN3３着。産駒
ボンバルディエーレ（騸 *クロフネ）３勝，障１勝
チャリシー（牝 *ハービンジャー）１勝
ブラックドーン（牡 *クロフネ）１勝
ブリッグオドーン（牡 *カジノドライヴ）南関東�４勝，東京ダービー４着，

ハイセイコー記念４着，�
曽祖母 *メインスルー Main Slew（92 Slew o' Gold）米国産，北米６勝，E.
B. Johnston S-L，Torrey Pines S，オークリーフＳ-G1４着，リンダ ヴィ
スタＢＣＨ-G3４着。産駒
ダイバーシティ：４勝，湾岸Ｓ，晩秋特別，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-JPN3

３着，セントライト記念-JPN2４着，障１勝
ハッピーパレード：４勝，ｔｖｋ賞。産駒
ニューポート：３勝，熊野特別，長良川特別，�

メインタイトル：１勝。産駒
ディアーウィッシュ：３勝，南関東�７勝，京成盃グランドマイラーズ
（２回），スパーキングサマーＣ，オーバルスプリント-L３着，浦
和記念-JPN2３着，岩手�４勝

キングダンサー：１勝。産駒
イズジョーノキセキ：３勝，太宰府特別，忘れな草賞-L２着，チュ
ーリップ賞-G2４着，�

アドマイヤアロング：入着，東海�２勝。産駒
キングキングキング：２勝，福島２歳Ｓ-OP３着，高知�４勝，�

四代母メイン プロスペクト Main Prospect（79 Mr. Prospector）北米２
勝，Miss Autumn S。ヴァージニア フィッツ Virginia Fitz（ラモンビア
ウス賞-G2，カレラデラスエストレラジュヴェナイルフィリーズ-G1２着），
リスピダフィッツ Rispida Fitz（ベネズエラ賞-G2３着），ヴィゴロソノヴ
Vigoroso Nov（Premio Macon-L３着）の祖母

*コンデュイット Conduit は愛国産，米芝牡馬チャンピオン，英・北米７勝，キン
グジョージ六世＆クイーン エリザベスＳ-G1，ＢＣターフ-G1（２回），英セント
レジャー-G1，ゴードンＳ-G3，エクリプスＳ-G1３着。主な産駒：ダイイチターミナ
ル（小倉２歳Ｓ-G3２着），キネオペガサス（プリンシパルＳ-L２着），シンキン
グダンサー（東京ジャンプＳ），ソッサスブレイ（南関東・東京湾Ｃ）

モ
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ア
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タ
［
牡
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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

ブリガアルタ
　鹿　2013

＊コンデュイット
　Conduit
　栗　2005

Dalakhani
Darshaan

Daltawa

Well Head
Sadler's Wells

River Dancer

ブリガドーン
　黒鹿　1999

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊メインスルー
Slew o' Gold

Main Prospect

� ＊サンデーサイレンス�3D×4S,�Sadler's�Wells�4S×4D

牡・栗毛
2020年2月14日生
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強い意志を感じる瞳、猛々しくも気品を漂わせる立ち姿は若き
日の母を彷彿とさせますが、同時期の母が薄めのつくりをして
いたことから、本馬の厚みのある馬体は父との相性が上手くマッ
チしたことを示しています。また肩回りやトモの発育が顕著で、
絶妙なバランスで連結する柔軟かつ屈強な背中のつくりは父産
駒の特長で、放牧地で見せるバイタリティ溢れる動きや体を大
きく使ったダイナミックなキャンターは秀逸です。学習能力も
高く、体型の印象以上に距離の融通は利くと見ていますので、
単なるマイラーと決めつけるのは早計であり、中距離路線でも
ポテンシャルの高さを遺憾なく発揮してくれるはずです。

総額 6,000万円 一口出資額 150,000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

ルージュバックの2014
モ
ー
リ
ス
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ク
［
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母ルージュバック（12 マンハッタンカフェ）６勝，毎日王冠-G2（芝1800ｍ），オ
ールカマー-G2（芝2200ｍ），エプソムＣ-G3（芝1800ｍ），きさらぎ賞-G3
（芝1800ｍ），百日草特別（芝2000ｍ，２歳レコード），オークス-G1２着，
中山牝馬Ｓ-G3２着，エリザベス女王杯-G1４着，有馬記念-G1５着，ヴ
ィクトリアマイル-G1５着［勝ち距離1800ｍ～2200ｍ］。産駒
ブラーバック（19 牝 鹿ロードカナロア）未出走

祖母 *ジンジャーパンチ Ginger Punch（03 Awesome Again）米国産，米古
牝馬チャンピオン，北米12勝，ＢＣディスタフ-G1，ラフィアンＨ-G1，ゴー
フォーワンドＨ-G1（２回），パーソナル エンスンＳ-G1，オグデンフィップ
スＨ-G1，同２着，ファーストフライトＨ-G2，ルイヴィルＳ-G2，Sunshine
Millions Distaff S，ベルデイムＳ-G1２着，同３着，マディソンＳ-G2２
着，アップルブラッサムＨ-G1３着。産駒
ポタジェ（牡ディープインパクト）５勝，白富士Ｓ-L，岸和田Ｓ，西部日刊
スポーツ杯，生田特別，新潟大賞典-G3２着，プリンシパルＳ-L２
着，金鯱賞-G2３着，�

ケイブルグラム（騸 ディープインパクト）３勝，障１勝，阪神ジャンプＳ２
着

エリティエール（牝ディープインパクト）３勝，魚沼特別，春日山特別
マミーテイラー（牝 ゼンノロブロイ）１勝
テンカハル（牡キングカメハメハ）１勝，�
ジンジャーミスト（牝 Bernardini）入着。産駒
グーテンターク（牡ゴールドアリュール）２勝
ジンジャーブラッド（牝リアルインパクト）１勝，�

曽祖母ナッペロン Nappelon（92 Bold Revenue）北米17勝，カムリーＳ-G2，
Owner's Day Dash S，National Jockey Club Oaks-L２着，Woodhaven
H-L２着，ジェニュインリスクＨ-G2３着。産駒
ゴールドレヴェニュー Gold Revenue：不出走。バーディー ゴールド

Birdie Gold（ペルー芝牝馬チャンピオン，パンプローナ賞-G1），キン
グ ゴールドバード King Goldbird（Premio Galeno-L，モンテリコ競
馬場賞-G2２着）の母

マンハッタンカフェ Manhattan Cafe は千歳産，最優秀古牡馬，６勝，天皇
賞・春-JPN1，有馬記念-JPN1。チャンピオンサイアー。主な産駒：ヒルノダムール
（天皇賞・春-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】テーオーケインズ（帝王賞-JPN1），レッド
ジェニアル（京都新聞杯-G2），ショウナンラグーン（青葉賞-G2），ダンツプリウス
（ニュージーランドＴ-G2），リプレーザ（兵庫チャンピオンシップ-JPN2）

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

ルージュバック
　鹿　2012

マンハッタンカフェ
　青鹿　1998

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊サトルチェンジ
Law Society

Santa Luciana

＊ジンジャーパンチ
　Ginger Punch
　栗　2003

Awesome Again
Deputy Minister

Primal Force

Nappelon
Bold Revenue

Sally Go Gray

� ＊サンデーサイレンス�3D×4S

牡・鹿毛
2020年2月21日生
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半兄・エフフォーリアの活躍で本馬への注目度が高くなるのは
当然ですが、それを考慮に入れなくても父の産駒らしい迫力あ
る立ち姿には一瞬で魅了されます。隆起した筋肉が覆う肩回り、
その立派な前躯と比べても不釣り合いに映ることはないはち切
れんばかりの後躯、そして緊張感のあるトップラインなど、完
成度は他馬より頭一つ抜けています。大柄な馬体を軽々と動か
す身体能力も兼ね備えており、完歩の大きいダイナミックな動
きで馬群の先頭を駆ける姿は圧巻の一言です。強い前進気勢の
持ち主ですので、半兄よりも短めの距離を守備範囲とすること
になりそうですが、スケールの大きさは同等と見ています。

総額 5,600万円 一口出資額 140,000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

ケイティーズハートの2015

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
エフフォーリア（18 牡 鹿 エピファネイア）４勝，皐月賞-G1（芝2000ｍ），
共同通信杯-G3（芝1800ｍ），百日草特別（芝2000ｍ），ダービー-G1
２着，�

ヴァンガーズハート（19 牡 黒鹿 *ハービンジャー）未出走
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，尾張
Ｓ-OP２着，青函Ｓ-OP２着

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。
ヴィッテルスバッハ（牡 ルーラーシップ：ニュージーランドＴ-G2３着）
の母

ケイアース（牡 *フレンチデピュティ）３勝，牡丹賞
マイケイティーズ（牝 *サンデーサイレンス）不出走。アドマイヤムーン（牡

*エンドスウィープ：年度代表馬，ドバイデューティフリー-G1，ジャパ
ンＣ-G1，宝塚記念-G1，京都記念-G2），プレイ（牡 *ロックオブジブ
ラルタル：弥生賞-G2２着，京成杯-G3３着）の母

ケイティーズギフト（牝 *フレンチデピュティ）１勝。ダディーズビビッド（牡
キズナ：橘Ｓ-L），ケイティープライド（牡ディープインパクト：函館記念
-G3２着，チャレンジＣ-G3３着）の母

ケイティーズベスト（牝 *ファルブラヴ）３戦。グレイスアン（牝 ディープブリ
ランテ：フェアリーＳ-G3３着）の母

*クィーンズダガー Queens Dagger（牝 Rahy）英１勝。�*ダガーズアラ
ベスク（牝 *ジェイドロバリー：東京２歳優駿牝馬，ローレル賞）の母，
メイショウショウブ（牝ダイワメジャー：ニュージーランドＴ-G2２着，デ
イリー杯２歳Ｓ-G2２着，阪神Ｃ-G2３着）の祖母

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：リスグラシュー（有馬記念
-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】エフフォーリア（皐月賞-G1），タガロア（ＭＲＣブル
ーダイヤモンドＳ-G1），ケイデンスコール（マイラーズＣ-G2），トロワゼトワル
（京成杯オータムＨ-G3２回），ヴァルディゼール（シンザン記念-G3）
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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

ケイティーズハート
　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

＊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,�Lyphard�5S×5D

メス・青鹿毛
2020年3月25日生
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力強さとしなるような柔軟性の高い首差し、優れた心肺機能を
感じさせる深い胸、肩回りの発達した筋肉量を生まれつき兼ね
備えた本馬は、地を這うような豪脚で世界を制した父の馬体的
特徴を生まれながらに受け継いでいます。初めてのことに物怖
じしないタフな精神面は昼夜放牧によってさらに磨きがかかり、
同時に豊富な運動量によって、トモの筋肉量と厚みが増し、前
後躯のバランスが整い、その申し分のない上体を支える四肢の
関節も頑健で安定感に富んでいます。脚元はスッキリ見せ、こ
れから調教を順調に積んでいける下地がしっかりとできており、
速い時計でタフに鍛えるイメージが持てます。

総額 2,400万円 一口出資額 60,000円【全400口】
■生産：社台ファーム　■繋養：社台ファーム　■入厩予定：中舘英二厩舎

シュピッツェの2016
モ
ー
リ
ス
×
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ェ
［
メ
ス
］

母シュピッツェ（09 Azamour）２勝，小倉城特別（芝2000ｍ）［勝ち距離2000
ｍ］。産駒
トップアスリート（16 騸 鹿ヴィクトワールピサ）障１勝
エターナルボンド（17 牡 黒鹿キズナ）１勝，�
レンツシュピッツェ（18 牡 栗ドゥラメンテ）１勝，�

祖母 *シャピーラ Shapira（01 Kornado）独国産，独１勝，独1000ギニー
-G2，Preis von Schlenderhan-L２着，フェールホファー牝馬賞-G3３着，
仏英入着，アスタルテ賞-G1２着，サン チャリオットＳ-G1４着，ダリアＳ
-G3４着。産駒
フュージョンロック（牡ステイゴールド）４勝，鎌倉Ｓ
セウアズール（牝ディープインパクト）４勝，道新スポーツ賞
ジェラテリアバール（牝マンハッタンカフェ）１勝。産駒

グラニータ（牝エピファネイア）１勝，�
曽祖母センプリーチェ Semplice（90 Common Grounds）独２勝。産駒

シェーン Shane：独２勝，ヴィンターケーニギン賞-G3
スレイド Slade：独４勝，Hannoverscher Herbst Stutenpreis-L，Flieger

-Preis-L２着，RaceBets.com-Sprint-L３着，ロットトロフィー-G3４
着，仏入着，セーネワーズ賞-G3４着

セルペンタ Serpenta：独１勝，ベルギー１勝，仏８勝，Prix de la Pepin-
iere-L２着，Prix Jacques Laffitte-L３着。産駒
ビラディBiladi：スペイン３勝，仏１勝，Prix du Carrousel-L３着

四代母サラーシドンズ Sarah Siddons（74 Reform）仏１勝。産駒
ナイトデューティNight Duty：英２勝，Chesterfield S-L，愛入着，Rou-

nd Tower S-L２着，南アフリカ４勝，Stewards Cup-L
オデオン Odeon：不出走。産駒

マイト Might：豪６勝，Tattersall's Plate-L，ＶＲＣセントレジャー
-G2３着，ＮＪＣニューキャッスルゴールドＣ-G2４着

シャイウィッチ Shy Witch：NZ１勝，ＣＪＣウインターＣ-G3４着。ド
バイ ベル Dubai Belle（Marton メリアル メトリック マイルＨ
-G3）の祖母

アザムール Azamour は愛国産，全欧古馬チャンピオン，愛英６勝，キングジ
ョージ六世＆クイーン エリザベスＳ-G1。主な産駒：*カヴァートラブ（愛オークス
-G1），ヴァリラ（仏オークス-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】アンカルヴィル（サンタラリ
賞-G1），シヤラフィナ（サンタラリ賞-G1），ビヨンドリーズン（カルヴァドス賞
-G2），マーモラ（アタランタＳ-G3），ヴォルカンスター（リス賞-G3）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

シュピッツェ
　鹿　2009

アザムール
　Azamour
　鹿　2001

Night Shift
Northern Dancer

Ciboulette

Asmara
Lear Fan

Anaza

＊シャピーラ
　Shapira
　栗　2001

Kornado
Superlative

K-Sera

Semplice
Common Grounds

Sarah Siddons

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

メス・栗毛
2020年4月2日生
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種牡馬として好スタートをきった父の特徴の一つとして、母方
の身体的特徴を引き出すことが挙げられますが、背中と胴部が
ゆったり造られた馬体は、まさにこの母系を象徴するものです。
ハリ感ある筋肉を父がサポートしているため、骨格面から来る
背腰の弱さは見られず、全身を上手に使って豊かな推進力を生
み出しています。放牧に向かう時からやる気に満ちており、放
した直後にまずは走らないと気が済まないほどのエネルギッ
シュな性格です。この馬体を踏まえると芝のマイルから中距離
に適性があると見込まれ、心身をうまく噛み合わせて終いの爆
発力を磨くことが、好結果を導く肝となりそうです。

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：田村康仁厩舎

エンジェルフォールの2017

母エンジェルフォール（09 ジャングルポケット）１戦。産駒
ヴェロニカグレース（15 牝 黒鹿 *ハービンジャー）２勝
アドマイヤレオ（16 騸 鹿 *ノヴェリスト）１勝，�
アンジェロフィリオ（17 牡 鹿 *キンシャサノキセキ）１勝
サンデールーカス（18 牡 鹿ロードカナロア）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。
産駒
オリエンタルポピー（牝キングカメハメハ）４戦。産駒
シャーレイポピー（牝ミッキーアイル）２勝，チューリップ賞-G2５

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。産駒
カイザーライン（牡エピファネイア）１勝，�

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

アドヴェントス（牝ジャングルポケット）３勝，石打特別
エルミラドール（牝ジャングルポケット）不出走。産駒
コロンドール（牡 *タートルボウル）２勝，汐留特別，�
エルカスティージョ（牝ロードカナロア）１勝，フィリーズレビュー-G2５

着，�
ヴェラブランカ（牝 *クロフネ）２勝。産駒

ヴェラアズール（牡エイシンフラッシュ）２勝，�

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：トールポピー（オークス-JPN1）。【ＢＭＳ：主な産
駒】ミッキースワロー（日経賞-G2，セントライト記念-G2），ソルヴェイグ（フィリーズ
レビュー-G2），サクセスエナジー（さきたま杯-JPN2），コルテジア（きさらぎ賞
-G3），アブレイズ（フラワーＣ-G3），ロードマイウェイ（チャレンジＣ-G3）
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母馬優先

＊ドレフォン
　Drefong
　鹿　2013

ジオ ポンティ
　Gio Ponti
　鹿　2005

Tale of the Cat
Storm Cat

Yarn

Chipeta Springs
Alydar

Salt Spring

エルティマース
　Eltimaas
　鹿　2007

Ghostzapper
Awesome Again

Baby Zip

Najecam
Trempolino

Sue Warner

エンジェルフォール
　鹿　2009

ジャングルポケット
　鹿　1998

＊トニービン
＊カンパラ

Severn Bridge

＊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

� Northern�Dancer�5D×5D

牡・鹿毛
2020年4月26日生
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肩回りやトモの緻密で弾力性が豊かな筋肉や、胴が詰まって膝
下の短い低重心のシルエットなど、北米短距離王の父を思わせ
ます。厳冬期も夜間放牧を継続してきたことで、馬体のみなら
ず精神面も逞しく成長し、どの観点から見てもタフさが頼もし
いファイターです。放牧地でのフットワークは「快速」と呼ぶ
に相応しく、なかでも鋭い反応で駆け出していくダッシュは大
迫力で、スタートから飛ばして一気に走りきるレースぶりで活
躍することでしょう。熱量たっぷりの気性や状況に上手く対応
できる賢明さも強みだけに、これからも順調に鍛錬を重ねて、2
歳の夏競馬から注目を集めそうなスピードスター候補です。

総額 2,000万円 一口出資額 50,000円【全400口】
■生産：白老ファーム　■繋養：白老ファームYearling　■入厩予定：和田正一郎厩舎

バイラオーラの2018
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母バイラオーラ（06 *トワイニング）４勝，鏑矢特別（芝1000ｍ），函館２歳Ｓ
-JPN3５着［勝ち距離1000ｍ～1200ｍ］。産駒
カンタオール（13 騸 黒鹿 *シンボリクリスエス）１勝，高知�１勝，佐賀�

５勝
サルダーナ（14 牝 鹿 ルーラーシップ）１勝，高知�２勝，�

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
ピエリーナ（牝 *チチカステナンゴ）東海�３勝，中央２勝。産駒

ホワイトクロウ（牡 *ヘニーヒューズ）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，マーガレットＳ-L３

着，昇竜Ｓ-OP３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

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

*トワイニング Twining は米国産，北米５勝，ピーター パンＳ-G2，ウィザーズ
Ｓ-G2。主な産駒：ノンコノユメ（フェブラリーＳ-G1，ジャパンダートダービー
-JPN1），セカンドテーブル（京王杯２歳Ｓ-G2）。【ＢＭＳ：主な産駒】アリーナ
エルヴィラ（フォールズシティＨ-G2），メテオール（ラホヤＨ-G2），カジノダン
サー（ＡＴＣアングストＳ-G3），アイラブリリ（京阪杯-G3２着）

母馬優先

＊ドレフォン
　Drefong
　鹿　2013

ジオ ポンティ
　Gio Ponti
　鹿　2005

Tale of the Cat
Storm Cat

Yarn

Chipeta Springs
Alydar

Salt Spring

エルティマース
　Eltimaas
　鹿　2007

Ghostzapper
Awesome Again

Baby Zip

Najecam
Trempolino

Sue Warner

バイラオーラ
　栗　2006

＊トワイニング
　Twining
　栗　1991

＊フォーティナイナー
Mr. Prospector

File

Courtly Dee
Never Bend

Tulle

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

� Mr.�Prospector�4D×5S,�Raise�a�Native�5S×5D

メス・鹿毛
2020年1月24日生
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母は旧メジロ牧場を代表する名牝メジロドーベルの4番仔でケ
ガに泣いて2戦1勝で引退しましたが、繁殖としてブレイクしま
した。産駒はショウナンラグーンや当クラブでも馴染みのある
ヴァントシルムが活躍していますが、本馬は母の産駒初となる
ダート系種牡馬を父に持ち、牡馬顔負けの雄大さとパワーを兼
ね備えた馬体を誇ります。その見た目とは裏腹に、多くのドレ
フォン産駒に共通する歩きの柔らかさや手先の軽さを持ち合わ
せているだけに、ダート馬の枠に収まることはないはずです。
無限の可能性を秘めた馬体を武器にクラシック路線を歩み、大
きな成果を手にして生まれ故郷に帰ってきてほしいと思います。

総額 2,600万円 一口出資額 65,000円【全400口】
■生産：レイクヴィラファーム　■繋養：ノーザンファームYearling　■入厩予定：萩原清厩舎

メジロシャレードの2019

母メジロシャレード（06 マンハッタンカフェ）１勝［勝ち距離1600ｍ］。産駒
ショウナンラグーン（11 牡 黒鹿 *シンボリクリスエス）２勝，青葉賞-G2
（芝2400ｍ），菊花賞-G1５着

ヴァントシルム（14 牡 鹿ジャングルポケット）４勝，緑風Ｓ（芝2400ｍ），グ
ッドラックＨ（芝2500ｍ）

ルトロヴァイユ（17 牝 鹿 エピファネイア）２勝，立志賞（芝2200ｍ）
祖母メジロドーベル（94 メジロライアン）最優秀２・３歳牝馬，最優秀古牝馬
（２回），10勝，オークス-JPN1，秋華賞-JPN1，エリザベス女王杯-JPN1（２
回），阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1，オールカマー-JPN2，府中牝馬Ｓ-JPN3，い
ちょうＳ-OP，サフラン賞，桜花賞-JPN1２着，大阪杯-JPN2２着，中山牝
馬Ｓ-JPN3２着，チューリップ賞-JPN3３着，宝塚記念-JPN1５着，目黒記
念-JPN2５着，新潟３歳Ｓ-JPN3５着。産駒
メジロオードリー（牝スペシャルウィーク）２勝，フェアリーＳ-G3４着。産駒

ホウオウイクセル（牝 ルーラーシップ）２勝，フラワーＣ-G3，フェア
リーＳ-G3２着，�

ホウオウドリーム（牡 ルーラーシップ）４勝，御堂筋Ｓ，南武特別
レーヌドブリエ（牝 ゼンノロブロイ）４勝，夕月特別，松浜特別
メジロルルド（牝 *サンデーサイレンス）不出走。産駒

マッサビエル（牡 *ハービンジャー）３勝，芦ノ湖特別，新緑賞
メジロコウミョウ（牝キングカメハメハ）１勝。産駒
コウソクスピード（牡ヴィクトワールピサ）３勝，東村山特別，�

ポリアンサ（牝 *ハービンジャー）２勝，�
メジロダイボサツ（牡ディープインパクト）１勝。種牡馬
ピンシェル（牡 ルーラーシップ）１勝，�

曽祖母メジロビューティー（82 *パーソロン）２勝，スイートピー賞。産駒
メジロコルセア：５勝，みなみ北海道Ｓ-L，松前特別，開成山特別
メジロキルデア：３勝，若竹賞，ラジオたんぱ賞-JPN3３着，ニュージーラン
ドＴ-JPN2４着，ＮＨＫマイルＣ-JPN1５着

メジロティファニー：３勝，松前特別。メジロマントル（鳴尾記念-JPN3，朝
日チャレンジＣ-JPN3３着）の母

*
マンハッタンカフェ Manhattan Cafe は千歳産，最優秀古牡馬，６勝，天皇
賞・春-JPN1，有馬記念-JPN1。チャンピオンサイアー。主な産駒：ヒルノダムール
（天皇賞・春-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】テーオーケインズ（帝王賞-JPN1），レッド
ジェニアル（京都新聞杯-G2），ショウナンラグーン（青葉賞-G2），ダンツプリウス
（ニュージーランドＴ-G2），リプレーザ（兵庫チャンピオンシップ-JPN2）
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＊ドレフォン
　Drefong
　鹿　2013

ジオ ポンティ
　Gio Ponti
　鹿　2005

Tale of the Cat
Storm Cat

Yarn

Chipeta Springs
Alydar

Salt Spring

エルティマース
　Eltimaas
　鹿　2007

Ghostzapper
Awesome Again

Baby Zip

Najecam
Trempolino

Sue Warner

メジロシャレード
　鹿　2006

マンハッタンカフェ
　青鹿　1998

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊サトルチェンジ
Law Society

Santa Luciana

メジロドーベル
　鹿　1994

メジロライアン
アンバーシャダイ

メジロチェイサー

メジロビューティー
＊パーソロン

メジロナガサキ

� 5 代までにクロスなし

メス・鹿毛
2020年2月13日生
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骨格の成長が早く、バランスを保ちながら立派な馬格へと成長
を遂げるのは母産駒の傾向と言え、良質な筋肉を身に纏った馬
体が今後運動量の増加とともに厚みを増すことは容易に想像で
きます。手先が軽く、トビの綺麗なキャンターや運動神経の高
さが放牧地でもひと際目立つ存在ですので、レースセンスの高
さとキレのある走りで活躍した父のようなレースを見せてくれ
そうです。並ばれたら絶対に抜かせまいとする負けん気の強さ
と、状況に応じて立ち振る舞うことができる利口な性格を持ち
合わせていますので、「鞍上の意のままに好位で脚を溜め、直線
で馬群を突き抜ける」、そんな競走馬をイメージさせます。

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：奥村武厩舎

プンタステラの2020
リ
ア
ル
ス
テ
ィ
ー
ル
×
プ
ン
タ
ス
テ
ラ
［
牡
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母 *プンタステラ Punta Stella（10 Elusive City）愛国産，伊３勝，ドルメー
ロ賞-G3（芝1600ｍ），Premio Repubbliche Marinare-L（芝1500ｍ），仏
入着，Prix de la Cochere-L３着［勝ち距離1400ｍ～1600ｍ］。産駒
イルーシヴゴールド（15 牝 芦ステイゴールド）兵庫�２勝，中央１勝
ハッピーアモーレ（16 牝 芦 ハーツクライ）入着，東海�２勝
プンタアレナス（18 騸 芦 ハーツクライ）１勝，�

祖母エロイカ Eroica（00 Highest Honor）独１勝，Grosser Stutenpreis Re-
nault Nissan Deutschland AG-L２着。産駒
セイント Saent（騸 Strategic Prince）伊４勝，伊ダービー-G2，Premio
Gardone-L，Premio Vittorio Riva-L，伊2000ギニー-G3３着，香港
４勝

テプモケア Tepmokea（騸 Noverre）英５勝，Winter Derby Trial S-L
３着，仏１勝

プリサネラ Presanella（牝 Excellent Art）カザフスタン12勝，Republic of
Kazakhstan S，Elite S（２回），Super Derby of Kazakhstan，Aki-
mat of Almaty S（３回），ロシア１勝

曽祖母アイレヒル Eirehill（94 *デインヒル）独２勝。産駒
エンポリオ Emporio：独３勝，仏４勝，Prix Turenne-L
エステファニア Estefania：独２勝，Kolner Fruhjahrs-Stuten-Preis-L３

着。産駒
エンポリ Empoli：独２勝，オイロパ賞-G1，同４着，バイエルン大賞
典-G1２着，ウニオーンレンネン-G2２着，バーデン大賞典-G1
４着，英入着，コロネーションＣ-G1４着，UAE１勝，Dubai Mil-
lennium S-L２着，ドバイシーマクラシック-G1４着

エベルトフト Ebeltoft：独１勝，ラティボル公爵レンネン-G3３着，伊
入着，Premio Marchese Ippolito Fassati-L３着

インチャンティング スカイズ Enchanting Skies：仏２勝，Prix de
Thiberville-L２着，クレオパトル賞-G3４着

エイゲルシュタイン Eigelstein：独２勝，Bwin Sachsen Preis-L３
着，伊入着，Premio Conte Felice Scheibler-L３着，豪８勝

イルーシヴ シティElusive City は米国産，仏１勝，モルニ賞-G1。仏・ＮＺ２
歳チャンピオンサイアー。主な産駒：*イルーシヴウェーヴ（仏1000ギニー-G1）。
【ＢＭＳ：主な産駒】ウッディド（アベイユドロンシャン賞-G1），バトル フォース
（ゴールデンホーススプリント-G1），テレベラム（ノネット賞-G2），デュビアス（Ｂ
ＲＣシャンペンクラシック-G2），ルジール（レゼルヴワール賞-G3）リアルスティール

　鹿　2012

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

＊ラヴズオンリーミー
　Loves Only Me
　鹿　2006

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

Monevassia
Mr. Prospector

Miesque

＊プンタステラ
　Punta�Stella
　芦　2010

イルーシヴ シティ
　Elusive City
　鹿　2000

Elusive Quality
Gone West

Touch of Greatness

Star of Paris
Dayjur

Liturgism

エロイカ
　Eroica
　芦　2000

Highest Honor
Kenmare

High River

Eirehill
＊デインヒル

Elegie

� Mr.�Prospector�4S×5D,�Danzig�5D×5D

牡・芦毛
2020年3月18日生
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凛々しく太い首差しや大容量の深い胸、幅と厚みのあるトモな
ど特徴的なつくりは牡馬さながらの迫力で、この配合で生じる
全兄妹クロスは父が歴史的種牡馬として君臨するポイントにな
るかもしれません。四季を通して継続してきた豊富な運動が心
身をタフに鍛え上げ、重厚ながらも緩さを感じさせない、凝縮
感に満ちた馬体へと成長を遂げました。強靭な背腰とグリップ
の利いた手先の返しがリズミカルに連動し、競争相手へと果敢
に挑む勇ましい走りは、持続するスピードで鮮やかに先頭を駆
け抜けた伯父の姿と重なります。早期デビューから注目を浴び、
桜が舞う花道の主役となってくれそうな期待が膨らむ逸材です。

総額 2,000万円 一口出資額 50,000円【全400口】
■生産：白老ファーム　■繋養：白老ファームYearling　■入厩予定：加藤征弘厩舎

エクストラペトルの2021

母エクストラペトル（12 キングカメハメハ）１勝，南関東�１勝［勝ち距離1600
ｍ～1700ｍ］。産駒
ロータスペトル（19 牡 鹿イスラボニータ）１戦，�

祖母 *ライラックレーン Lilac Lane（97 Bahri）米国産，不出走。産駒
フィフスペトル（牡キングカメハメハ）５勝，京成杯オータムＨ-G3，函館

２歳Ｓ-JPN3，東風Ｓ-L，夏至Ｓ-OP，マイルチャンピオンシップ-G1
２着，朝日杯フューチュリティＳ-JPN1２着，京王杯２歳Ｓ-JPN2２
着，ファイナルＳ-L２着，スプリングＳ-JPN2３着，ダービー卿チャレン
ジトロフィー-G3４着，ＮＨＫマイルＣ-G1５着，マイラーズＣ-G2５
着

グラン プロスペクト Gran Prospect（騸 Crafty Prospector）北米６勝，
ケンタッキージョッキークラブＳ-G2２着

ノーフォークパイン（牡 Crafty Prospector）３勝
ヴァルガリス（牡アグネスタキオン）岩手�１勝

曽祖母ライラックガーデン Lilac Garden（86 Roberto）北米３勝。産駒
ブラッシング ケイディー Blushing K. D.：北米８勝，ケンタッキーオー
クス-G1，ファンタジーＳ-G2，モンマスＢＣオークス-G2，フェアグラ
ウンズ オークス-G3，Davona Dale S-L，Princess Futurity，Fair
Grounds Sales Derby

アンビシャス キャット Ambitious Cat：加芝牝馬チャンピオン，北米５
勝，ダンススマートリーＳ-G2，Ｅ.Ｐ.テイラーＳ-G1３着。*ジャスパ
ープリンス（エニフＳ-L）の祖母

フェブラリー ストーム February Storm：北米４勝，Storm Cat S-L，
Exceller H-L３着，Woodlawn S-L３着。種牡馬

シャレイジブロッサム Sharaiji Blossom：英１勝。ドスラク クイーン Do-
thraki Queen（ポカホンタスＳ-G2）の母

フラワーズアンドヴァインズ Flowers and Vines：不出走。ベル オブ ザ
ホール Belle of the Hall（Jostle S-L，テストＳ-G1３着）の祖母，シ
ェア ザ ライド Share the Ride（ジェネラルジョージＳ-G3，フォール
ハイウェイトＨ-G3）の曽祖母

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。総合・２歳チャンピオンサイアー。ＢＭＳ
チャンピオン。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），デアリン
グタクト（牝馬三冠），ソダシ（桜花賞-G1），インディチャンプ（安田記念-G1）

リ
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母馬優先

リアルスティール
　鹿　2012

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

＊ラヴズオンリーミー
　Loves Only Me
　鹿　2006

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

Monevassia
Mr. Prospector

Miesque

エクストラペトル
　鹿　2012

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

＊ライラックレーン
　Lilac Lane
　鹿　1997

Bahri
Riverman

Wasnah

Lilac Garden
Roberto

Balletomane

�Miesque�4S×4D,�Mr.�Prospector�4S×4D,�Hail�to�Reason�5S×5D,�Nijinsky�5D×5D

メス・鹿毛
2020年1月22日生
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1歳離れした圧倒的な存在感を放つだけでなく、大きな関節で構
成された骨量豊富で屈強なつくりの四肢が支える、雄大かつバ
ランスの良い好馬体がひと際目立つ1頭です。また、クッション
性に優れた繋が可動域の広いスムーズな動きを可能にしており、
全身をフルに使ったキャンターは迫力に満ち溢れています。理
解力が高く人に対しては従順であるものの、時として他馬に勝
ち気なところを見せて、馬群を割って向かっていく姿には競走
馬向きの類い稀な勝負根性がうかがえます。ドバイの地で世界
を制した父の初年度産駒になりますが、いきなり大仕事をやっ
てのける可能性と魅力を大いに感じさせてくれます。

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：黒岩陽一厩舎

マイティースルーの2022
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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�３勝，�
パッシングスルー（16 牝 鹿 ルーラーシップ）３勝，紫苑Ｓ-G3（芝2000
ｍ），フローラＳ-G2４着，シンザン記念-G3４着，南関東�入着，エ
ンプレス杯-JPN2３着，�

シェダル（17 牡 栗ゴールドアリュール）４勝，仲冬Ｓ（Ｄ1800ｍ），大通
公園特別（Ｄ1700ｍ），�

スルーセブンシーズ（18 牝 鹿ドリームジャーニー）２勝，ミモザ賞（芝
2000ｍ），�

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，札幌２歳Ｓ-G3３着，南関

東�１勝
*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，石川�４勝，�

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，佐賀�入着，サマーチャンピオン-JPN3２着，�

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。

ジーン エリザベス Jean Elizabeth（牝 Adios Charlie：ウィムジ
カルＳ-G3），ダグアウト Dugout（騸 Adios Charlie：Steel Val-
ley Sprint S-L）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：ソダシ（桜花賞-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】クロノジェネシス（有
馬記念-G1，宝塚記念-G1２回），ノームコア（香港Ｃ-G1），レイパパレ（大阪杯
-G1），ノーヴァレンダ（全日本２歳優駿-JPN1），ベンジニ（ＢＲＣブリスベンＣ
-G2），リオンリオン（青葉賞-G2），シャイニングレイ（ホープフルＳ-G2）

母馬優先

リアルスティール
　鹿　2012

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

＊ラヴズオンリーミー
　Loves Only Me
　鹿　2006

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

Monevassia
Mr. Prospector

Miesque

マイティースルー
　芦　2006

＊クロフネ
　Kurofune
　芦　1998

＊フレンチデピュティ
Deputy Minister

Mitterand

＊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

� Mr.�Prospector�4S×4D

メス・芦毛
2020年1月23日生
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骨格やバランス、筋肉のつき方に至るまで、これぞ父産駒といっ
た馬体を有しています。見た目から力強さを主張してくること
はないものの、しなやかな質感の筋肉をまとうことで、全身を
柔らかく使って弾むような動きを見せています。放牧地では他
馬への闘争心をむき出しにするほど気が強いところを見せてい
ますが、前進気勢や豊富な運動量へとつながっており、それに
付随してレースにおいても瞬発力と基礎体力の高さとなって存
分に発揮されることになるでしょう。全勝ち鞍をダートの短距
離でマークした母の初仔ではありますが、その馬体や動きから
父が得意とした芝の中距離でこそのタイプと見ています。

総額 2,200万円 一口出資額 55,000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：大和田成厩舎

ワシントンレガシーの2023

母ワシントンレガシー（14 *クロフネ）３勝［勝ち距離1200ｍ～1300ｍ］。本馬
が初仔

祖母フロールデセレッソ（04 *スウェプトオーヴァーボード）３勝。産駒
ポトマックリバー（牡 *ハービンジャー）４勝，グレイトフルＳ，オリエンタル賞
チェサピークベイ（牡 *ハービンジャー）１勝

曽祖母フローリッドコート（98 *サンデーサイレンス）入着。産駒
ミッキードリーム：５勝，朝日チャレンジＣ-G3，大文字Ｓ，三宮特別，つ
ばき賞，中京記念-G3２着（２回），同４着，毎日杯-G3２着，都大
路Ｓ-L２着，毎日王冠-G2３着，米子Ｓ-L３着，京成杯オータムＨ
-G3４着

四代母スプリングコート（91 *トニービン）４勝，ジャニュアリーＳ，北大路特別，
奥尻特別，中山牝馬Ｓ-JPN3３着，大阪杯-JPN2５着。産駒
コンドルクエスト：５勝，ＳＴＶ杯，ＨＴＢ賞，タマモクロスメモリアル，きん

もくせい特別
パーシャンブルー：１戦。産駒
オリオンザジャパン：５勝，春光Ｓ，彦星賞，ブラジルＣ-L２着，ベテ
ルギウスＳ-OP２着，七夕賞-G3３着

グランプリブルー：３勝，恵那特別
アドマイヤベルナ：東海�２勝，中央２勝，三木特別
アルパーシャン：２勝，鞍ヶ池特別

五代母サクラハゴロモ（84 *ノーザンテースト）２勝。産駒
サクラバクシンオー：最優秀短距離馬，11勝，スプリンターズＳ-JPN1（２
回），スワンＳ -JPN2，ダービー卿チャレンジＴ -JPN3，クリスタルＣ
-JPN3，キャピタルＳ-OP（２回），オータムスプリントＳ-OP，菖蒲Ｓ
-OP，桜草特別，マイルチャンピオンシップ-JPN1２着。種牡馬

ラトラヴィアータ：５勝，セプテンバーＳ，苗場特別，摩耶Ｓ-OP３着。リビ
アーモ（オーロＣ-L），アルフォンシーヌ（フラワーＣ-JPN3３着）の
母，アルフレード（朝日杯フューチュリティＳ-G1），フィリアプーラ
（フェアリーＳ-G3），パルティアーモ（メトロポリタンＳ-L２着）の祖母

ロココスタイル：不出走。ロッカフラベイビー（スイートピーＳ-L３着）の祖母

*
*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：ソダシ（桜花賞-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】クロノジェネシス（有
馬記念-G1，宝塚記念-G1２回），ノームコア（香港Ｃ-G1），レイパパレ（大阪杯
-G1），ノーヴァレンダ（全日本２歳優駿-JPN1），ベンジニ（ＢＲＣブリスベンＣ
-G2），リオンリオン（青葉賞-G2），シャイニングレイ（ホープフルＳ-G2）
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リアルスティール
　鹿　2012

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

＊ラヴズオンリーミー
　Loves Only Me
　鹿　2006

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

Monevassia
Mr. Prospector

Miesque

ワシントンレガシー
　芦　2014

＊クロフネ
　Kurofune
　芦　1998

＊フレンチデピュティ
Deputy Minister

Mitterand

＊ブルーアヴェニュー
Classic Go Go

Eliza Blue

フロールデセレッソ
　芦　2004

＊スウェプトオーヴァーボード
＊エンドスウィープ

Sheer Ice

フローリッドコート
＊サンデーサイレンス

スプリングコート

� ＊サンデーサイレンス�3S×4D

メス・鹿毛
2020年2月4日生
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端正な顔立ちと薄い皮膚を纏った上体を、父譲りの骨量に富ん
だ長い四肢が支える凛々しい立ち姿が印象的です。首から背中
にかけてのトップラインは、春先から一段と発達したことで馬
体に幅を持たせ、芯のある体つきへと変貌を遂げています。すっ
きりとした腹回りと可動域の広い関節が、深い踏み込みからト
ビの大きな走りを生み出す原動となり、雄大な馬体を存分に活
かした躍動感に満ちた走りは圧倒的です。人の指示に対しては
従順である一方、他馬には怯まない負けん気の強さもあるため、
馬込みで折り合いを保ち鞍上の指示に鋭く反応し、ゴール前の
接戦で相手に競り勝つ、そんなレースぶりを思い描きます。

総額 3,400万円 一口出資額 85,000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

ロスヴァイセの2024
キ
タ
サ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
×
ロ
ス
ヴ
ァ
イ
セ
［
牡
］

母ロスヴァイセ（11 *シンボリクリスエス）３勝［勝ち距離1400ｍ］。産駒
ヴァーンフリート（19 牡 黒鹿リオンディーズ）１勝，�

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，�
クルークハイト（牝 *クロフネ）５勝，釜山Ｓ，響灘特別
ヴァイザー（牡 *ノヴェリスト）２勝，小倉２歳Ｓ-G3４着，�
フォースリッチ（牡 *ワークフォース）１勝，岩手�２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，東海
�入着，かきつばた記念-JPN3２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，セントライト記念-JPN2３着，鳴尾記念-G3４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），ジャン
カズマ（ジュニアＣ-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）の母，ソングライン（紅梅Ｓ-L）の祖母

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，
有馬記念-JPN1（２回）。主な産駒：エピファネイア（ジャパンＣ-G1）。【ＢＭＳ：
主な産駒】レイデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），アルクトス（マイルチャン
ピオンシップ南部杯-JPN1），オーソリティ（青葉賞-G2），アドミラブル（青葉賞
-G2），ミスパンテール（阪神牝馬Ｓ-G2），シングウィズジョイ（フローラＳ-G2）

母馬優先

キタサンブラック
　鹿　2012

ブラックタイド
　黒鹿　2001

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

シュガーハート
　鹿　2005

サクラバクシンオー
サクラユタカオー

サクラハゴロモ

オトメゴコロ
＊ジャッジアンジェルーチ
＊ティズリー

ロスヴァイセ
　黒鹿　2011

＊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

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,�Hail�to�Reason�5S×5D,�Lyphard�5S×5S

牡・黒鹿毛
2020年3月25日生
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全体的にもう少しボリューム感が出ることが理想ですが、牝馬
らしく柔軟で良質な筋肉を纏っており、一切無駄のないバラン
スの整った馬体の持ち主です。放牧地で繰り出されるキャンター
は実にしなやかで、のびのびとした推進力ある動きが目を引き、
そのスピード感あふれる走りは実戦で他馬の追随を許さぬ武器
となるでしょう。まだ繊細な面は残りますが、今後の厳しい調
教を経ることで心身共に成長し、将来は逞しくなった姿を競馬
場で披露してくれるはずです。母系にはオークス馬シンハライ
トを筆頭に、クラブ出身の活躍馬がずらりと並んでおり、本馬
もそこに名を連ねるに相応しい素質を秘める1頭です。

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：新規開業

シンハディーパの2025

母シンハディーパ（10 *ウォーエンブレム）１勝［勝ち距離1200ｍ］。産駒
アトラクティヴ（16 牝 栗スクリーンヒーロー）１勝
シンハリング（17 牝 青鹿ダイワメジャー）３勝，房総特別（芝1800ｍ），�
サンデーアーサー（18 牡 黒鹿 ハーツクライ）２戦，�
シンハプーラ（19 牝 栗ディープブリランテ）未出走

祖母 *シンハリーズ Singhalese（02 Singspiel）英国産，英１勝，北米２勝，
デル マーオークス-G1，パッカーアップＳ-G3２着，アメリカン オークス
-G1３着，ハニムーンＢＣＨ-G2４着，プロヴィデンシアＳ-G3４着。産駒
シンハライト（牝 ディープインパクト）最優秀３歳牝馬，５勝，オークス

-G1，ローズＳ-G2，チューリップ賞-G3，紅梅Ｓ-OP，桜花賞-G1２着
リラヴァティ（牝 ゼンノロブロイ）５勝，マーメイドＳ-G3，パールＳ，四国

新聞杯，福島牝馬Ｓ-G3２着，ローズＳ-G2３着，チューリップ賞-G3
３着，フェアリーＳ-G3３着。産駒
ストゥーティ（牝モーリス）１勝，チューリップ賞-G2３着，アルテミスＳ

-G3４着，�
アダムスピーク（牡ディープインパクト）３勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２
歳Ｓ-G3

アダムスブリッジ（牡 ゼンノロブロイ）２勝，若駒Ｓ-L，若葉Ｓ-L３着
ライティア（牝 ディープインパクト）３勝，甲東特別，エルフィンＳ-L２着，

デイリー杯２歳Ｓ-G2５着，�
ミリッサ（牝ダイワメジャー）４勝，初音Ｓ，有松特別，エルフィンＳ-OP３

着，ローズＳ-G2４着，チューリップ賞-G3４着，マーメイドＳ-G3５着
ポロンナルワ（牝 Rahy）不出走。産駒
ガルヴィハーラ（牡ゴールドアリュール）２勝，プラタナス賞，南関東

�入着，全日本２歳優駿-JPN1３着，�
ディーパワンサ（牝 ディープブリランテ）３勝，中京２歳Ｓ-OP，鷹ヶ
峰特別，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1４着

アヌラーダプラ（牝キングカメハメハ）４勝，船橋Ｓ，ＨＴＢ杯，�
シンハラージャ（牡オルフェーヴル）２勝
スリーパーダ（牝ミッキーアイル）１勝，�

*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），スカーレットカラー（府中牝馬Ｓ-G2），ブライトエンブレ
ム（札幌２歳Ｓ-G3），アンダーズ（ＡＴＣサンドメニコＳ-G3）

キ
タ
サ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
×
シ
ン
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デ
ィ
ー
パ
［
メ
ス
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キタサンブラック
　鹿　2012

ブラックタイド
　黒鹿　2001

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ウインドインハーヘア
Alzao

Burghclere

シュガーハート
　鹿　2005

サクラバクシンオー
サクラユタカオー

サクラハゴロモ

オトメゴコロ
＊ジャッジアンジェルーチ
＊ティズリー

シンハディーパ
　黒鹿　2010

＊ウォーエンブレム
　War Emblem
　青鹿　1999

Our Emblem
Mr. Prospector

Personal Ensign

Sweetest Lady
Lord At War

Sweetest Roman

＊シンハリーズ
　Singhalese
　栗　2002

Singspiel
In The Wings

Glorious Song

Baize
Efisio

Bayonne

� Halo�4S×5D,�Lyphard�5S×5S

メス・青鹿毛
2020年3月17日生
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雄大なフレームを誇りながら、全身を縁取る輪郭線には柔らか
味があり、伸びしろと奥行きがたっぷりな馬体はこの時期の母
産駒らしさです。蹄や繋など土台となる脚元は頑健で、豊富な
運動量を課しても音をあげないアスリートらしい芯の強さがあ
るだけに、季節がめぐり逞しく進化を続ける姿を追うのが楽し
みでなりません。長い四肢を活かしたフットワークはダイナミッ
クで、ワールドワイドな豪傑たちから伝承した資質が、本馬の
なかで見事に集結したようです。馴致もソツなくこなす利発な
気性も頼もしく、緩急自在なレース運びとどこまでも伸びる末
脚で、質実剛健にクラスアップをしていくことでしょう。

総額 4,000万円 一口出資額 100,000円【全400口】
■生産：白老ファーム　■繋養：白老ファームYearling　■入厩予定：宮田敬介厩舎

ヒカルアモーレの2026
サ
ト
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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）。産駒
グランデマーレ（牡ロードカナロア）４勝，ストークＳ（芝1600ｍ），天

神橋特別（芝1600ｍ），葉牡丹賞（芝2000ｍ，２歳ＪＲＡレコー
ド），�

グランデフィオーレ（牝ドゥラメンテ）１勝，�
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）

レガーメダモーレ（18 牡 芦キズナ）入着，�
コンアモーレ（19 牡 芦ダイワメジャー）北海道�入着，�

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

*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：ソダシ（桜花賞-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】クロノジェネシス（有
馬記念-G1，宝塚記念-G1２回），ノームコア（香港Ｃ-G1），レイパパレ（大阪杯
-G1），ノーヴァレンダ（全日本２歳優駿-JPN1），ベンジニ（ＢＲＣブリスベンＣ
-G2），リオンリオン（青葉賞-G2），シャイニングレイ（ホープフルＳ-G2）サトノダイヤモンド

　鹿　2013

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

＊マルペンサ
　Malpensa
　鹿　2006

Orpen
Lure

Bonita Francita

Marsella
＊サザンヘイロー

Riviere

ヒカルアモーレ
　芦　2004

＊クロフネ
　Kurofune
　芦　1998

＊フレンチデピュティ
Deputy Minister

Mitterand

＊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

� Halo�4S×5S

牡・鹿毛
2020年4月11日生
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牝馬らしいスラっとした体型ですが、背中やトモの筋肉量の増
加が示すように直近の成長が著しい1頭です。馬体の各部に目を
向けると、品のある首差し、伸びのある胴部、それを支える長
い四肢など、特徴的な馬体の持ち主だった父と重なる部分を幾
つも確認できます。動きにおいても、力強い後躯の踏み込みと
巧みな首の上下動がリンクすることで雄大な体躯を余すことな
く使い、長くスピードを持続させている点に父の面影を感じま
す。日頃から率先して駆け出す姿から読みとれる旺盛な前進気
勢によって、実戦でも堅実な能力発揮が期待できることから、
着々と勝利を積み重ねていく未来を思い描いています。

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：伊藤大士厩舎

エンシェントヒルの2027

母エンシェントヒル（01 *エンドスウィープ）７勝，ファイナルＳ-L（Ｄ1800ｍ），
仁川Ｓ-L（Ｄ1800ｍ）２回，トパーズ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

エンシェントアイル（18 牡 鹿ミッキーアイル）入着，�
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，
マザーグースＳ-G1４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
テペヤクTepeyac（騸 Hussonet）豪１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，ヴァリーストリームＳ-G3４
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

*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），パレス（アルフレッドＧ.ヴァンダービルトＨ
-G1），アカプルコ（クイーンメアリーＳ-G2），センテリュオ（オールカマー-G2），
ゲシュタルト（京都新聞杯-G2），デュアリスト（兵庫ジュニアグランプリ-JPN2）
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母馬優先

サトノダイヤモンド
　鹿　2013

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

＊マルペンサ
　Malpensa
　鹿　2006

Orpen
Lure

Bonita Francita

Marsella
＊サザンヘイロー

Riviere

エンシェントヒル
　鹿　2001

＊エンドスウィープ
　End Sweep
　鹿　1991

＊フォーティナイナー
Mr. Prospector

File

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

� Halo�4S×5S,�Raise�a�Native�5D×5D

メス・鹿毛
2020年2月2日生
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骨太で各関節のつくりも実にしっかりとした骨格は、父の産駒
特長に加えて31戦を走り抜いた母の頑健さも受け継いだ証と言
えます。また盛り上がった肩や丸みを帯びた臀部など、要所を
覆う筋肉の発育も相まって、数字以上に馬体を大きく見せてい
ます。四肢を目一杯に伸ばして、ダイナミックに放牧地を悠々
と駆け抜ける姿がひと際目を引き、手先のグリップの利いた軽
快な身のこなしはハイレベルな運動センスを示しています。走
ることにとても前向きで、先頭で僚馬たちをリードする姿は頼
もしく、心身のタフさを活かして、レースを重ねる毎に着実に
ステップアップしていく将来像をイメージしています。

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：戸田博文厩舎

アドマイヤアロマの2028
ハ
ー
ビ
ン
ジ
ャ
ー
×
ア
ド
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イ
ヤ
ア
ロ
マ
［
牡
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母アドマイヤアロマ（11 ネオユニヴァース）２勝，十勝岳特別（芝1800ｍ）［勝ち
距離1800ｍ～2000ｍ］。本馬が初仔

祖母ピンクプルメリア（97 Caerleon）５勝，瀬戸内海特別，三木特別，中山牝
馬Ｓ-JPN3４着。産駒
アドマイヤスコール（牡ディープブリランテ）３勝，能勢特別，水仙賞，ラジ

オＮＩＫＫＥＩ賞-G3５着，�
トーコーユズキ（牝ディープインパクト）１勝。産駒

バガン（牡 *バゴ）１勝，�
テイクミーザスター（牡アドマイヤベガ）北海道�１勝
ビタープルーフ（牡 *ファルブラヴ）石川�１勝

曽祖母 *ティグレスダムール Tigresse d'Amour（82 Stage Door Johnny）米
国産，仏１勝，Prix de l'Obelisque-L３着。産駒
アクアキス Aquakiss：仏３勝，Prix des Sablonnets-L，Prix Paul Guic-
hou-L

タイガーフラワー Tiger Flower：英１勝，Fred Archer S-L２着。産駒
ティガヴァTigava：仏入着。イネトロビル Inetrobil（Cecil Frail S

-L，アルバニーＳ-G3２着）の母
ミアスマティックMiasmatic：仏２戦。メリオラ Meliora（ＭＲＣアン

ガスアルマナスコＳ-G2），ホワイピーオ Whypeeo（BRC Go-
ld Edition Plate-L）の祖母，アイ アム イモータル I Am Im-
mortal（ＭＲＣブルーダイヤモンドＣ＆Ｇプレリュード-G3）の曽
祖母

ニヴェオール Niveole：仏１勝。産駒
ヌメロウノNumero Uno：独３勝。ナブッコ Nabucco（ピアッツァーレ

賞-G3，ヴィトリオディカプア賞-G1３着）の母
フラミンゴローズ Flamingo Rose：英入着。産駒
ローズ オブトラリー Rose of Tralee：仏２勝。プライヴェイト アイ

Private Eye（Prix des Sablonnets-L）の母
タイガー フレイム Tiger Flame：独５勝。ザ タイガー The Tiger
（Silbernes Band der Ruhr-L）の母

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）。【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），ジョーカナチャン（アイビスサマーダッシュ-G3）

＊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

アドマイヤアロマ
　栗　2011

ネオユニヴァース
　鹿　2000

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ポインテッドパス
Kris

Silken Way

ピンクプルメリア
　栗　1997

Caerleon
Nijinsky

Foreseer

＊ティグレスダムール
Stage Door Johnny

Aces Swinging

� Northern�Dancer�5S×5S×5D

牡・鹿毛
2020年1月29日生
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毎年異なる種牡馬と配合されながら堅実に結果を出してきた母
ですが、本馬もその例に漏れることなく活力あふれる姿をアピー
ルしています。父の産駒らしい頑丈な関節を基礎にした牝馬と
は思えぬほど雄大な骨格を、質感良好なしなやかな筋肉が隙間
なく覆っており、無骨さよりも優雅さが勝っています。また大
地をしっかり踏みしめて闊歩しているように、大柄でありなが
ら緩さを微塵も感じさせることはなく、その身体能力の高さも
推して知るべしです。牝馬らしく繊細な一面を見せつつも、理
解力の高さも持ち合わせており、鞍上の意のままに動ける自在
性を武器に安定したレースぶりをみせてくれるはずです。

総額 2,200万円 一口出資額 55,000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

フェルミオンの2029

母フェルミオン（06 アグネスタキオン）１勝［勝ち距離1200ｍ］。産駒
ストレンジクォーク（12 牡 鹿メイショウサムソン）５勝，修学院Ｓ（芝2000

ｍ），富里特別（芝1800ｍ），中山金杯-G3３着
アップクォーク（13 騸 黒鹿 *ベーカバド）５勝，ウェルカムＳ（芝1800ｍ），

早苗賞（芝1800ｍ），白富士Ｓ-L３着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3
４着，岩手�１勝，せきれい賞（芝2400ｍ），ＯＲＯカップ３着，�

チャームクォーク（14 牝 栗 *クロフネ）１勝
テトラクォーク（15 牝 鹿 *ノヴェリスト）１勝，高知�８勝，�
フェルミスフィア（17 牝 栗 エピファネイア）２勝，アネモネＳ-L３着，�
ダイバリオン（19 牡 鹿ジャスタウェイ）未出走

祖母 *パテントリークリア Patently Clear（88 Miswaki）米国産，愛２勝，北米
１勝。産駒
*タイキフォーチュン（牡 *シアトルダンサーⅡ）４勝，ＮＨＫマイルＣ

-JPN1，毎日杯-JPN3，葉牡丹賞。種牡馬
*タイキリオン（牡 Wild Again）３勝，ニュージーランドＴ-JPN2，はなのき

賞，障２勝，岩手�３勝
*タイキダイヤ（牝 *オジジアン）４勝，クリスタルＣ-JPN3，摩耶Ｓ-OP，阪

神牝馬特別-JPN2２着，京都牝馬Ｓ-JPN3２着。産駒
タイキクラリティ（牝 スペシャルウィーク）１勝，菜の花賞-OP３着。ク

ラリティスカイ（牡 *クロフネ：ＮＨＫマイルＣ-G1），クラリテ
ィシチー（牡キングカメハメハ：東風Ｓ-L）の母

タイキスピリッツ（牡 Deputy Minister）３勝，岳特別
*オブザーヴァントObservant（牝 Capote）愛６戦。産駒

セイウンコウセイ（牡アドマイヤムーン）７勝，高松宮記念-G1，同
２着，函館スプリントＳ-G3，淀短距離Ｓ-L，渡月橋Ｓ，�

ナスケンアイリス（牝 *フレンチデピュティ）３戦，入着。�モジアナフ
レイバー（牡 *バトルプラン：東京大賞典-G1３着）の母

*タイキシャレード（牝 Boundary）中央・南関東�２戦。産駒
タイセイファントム（牡 *ファンタスティックライト）６勝，千葉Ｓ-OP，三

宮Ｓ，コーラルＳ-L２着，岩手�５勝，トウケイニセイ記念

アグネスタキオン Agnes Tachyon は千歳産，４戦全勝，皐月賞-JPN1。総
合・２歳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，桜
花賞-JPN1）。【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（かしわ記念-JPN1），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）

ハ
ー
ビ
ン
ジ
ャ
ー
×
フ
ェ
ル
ミ
オ
ン
［
メ
ス
］

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

フェルミオン
　鹿　2006

アグネスタキオン
　栗　1998

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

アグネスフローラ
＊ロイヤルスキー

アグネスレディー

＊パテントリークリア
　Patently Clear
　鹿　1988

Miswaki
Mr. Prospector

Hopespringseternal

Badge of Courage
Well Decorated

Tamerett

� Northern�Dancer�5S×5S,�Raja�Baba�5D×5D

メス・鹿毛
2020年4月4日生
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肋の張りがいいがっしりとした胴部や、筋肉が隆々と発育した
肩と臀部が目を引く健康的な好馬体で、体高は低めながら弾力
感に満ちています。顎が立派で目鼻立ちの力強い精悍な顔つき
や、太く逞しい首もパワフルな個性を象徴しており、ファミリー
ならではのパンチ力を持ち味に躍動することでしょう。バイタ
リティ豊かで反応が素直な気性からも、鞍上と意を共にできる
レース巧者へと育ちそうで、持ち前の決め手を最大限に活かす
ことができそうです。母が得意とした芝コースはもちろん、近
年よりいっそう絶対スピードが要求される、ダート競馬での活
躍も視野に入れて鍛錬を重ねていきたい素質馬です。

総額 3,200万円 一口出資額 80,000円【全400口】
■生産：白老ファーム　■繋養：白老ファームYearling　■入厩予定：宮田敬介厩舎

ココファンタジアの2030
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母ココファンタジア（13 ステイゴールド）３勝，知立特別（芝1400ｍ），小樽特別
（芝1200ｍ）［勝ち距離1200ｍ～1800ｍ］。本馬が初仔

祖母ココシュニック（05 *クロフネ）３勝。産駒
ステファノス（牡ディープインパクト）４勝，富士Ｓ-G3，白百合Ｓ-OP，つ
ばき賞，天皇賞�-G1２着，同３着，大阪杯-G1２着，オールカマー
-G2２着，鳴尾記念-G3２着，中山記念-G2３着，毎日杯-G3３着，
毎日王冠-G2４着，同５着，セントライト記念-G2４着，皐月賞-G1５
着，宝塚記念-G1５着，香港入着，香港クイーン エリザベス二世Ｃ
-G1２着，香港Ｃ-G1３着，同４着。種牡馬

フィニフティ（牝ディープインパクト）１勝，クイーンＣ-G3２着
リャスナ（牝ディープインパクト）２勝，�
ココスタイル（牡 ネオユニヴァース）１勝
スノーハレーション（牝ディープインパクト）１勝，�

曽祖母 *ゴールドティアラ（96 Seeking the Gold）米国産，中央・岩手・東海
�９勝，マイルチャンピオンシップ南部杯-JPN1，同４着，プロキオンＳ
-JPN3，シリウスＳ-JPN3，ユニコーンＳ-JPN3，かきつばた記念-JPN3，ギャ
ラクシーＳ-OP，ゆうすげＳ，寒梅賞，フェブラリーＳ-JPN1２着，同５着，
平安Ｓ-JPN3３着，クイーンＣ-JPN3３着，ガーネットＳ-JPN3４着，根岸
Ｓ-JPN3４着，中日スポーツ賞４歳Ｓ-JPN3４着，武蔵野Ｓ-JPN3５着，
クリスタルＣ-JPN3５着，南関東�入着，かしわ記念-JPN3３着。産駒
ゴールデンハインド：６勝，万葉Ｓ-L，札幌日経オープン-L，支笏湖特
別，横津岳特別

ロングロウ：５勝，上賀茂Ｓ，滝桜賞
エンプレスティアラ：２戦，入着。産駒
レッドレグナント：４勝，多摩川Ｓ，道新スポーツ賞，サフラン賞，アネ

モネＳ-L２着
ボルドネス：３勝，石狩特別，佐賀�３勝，岩手�２勝，�

四代母ブライトティアラ Bright Tiara（89 Chief's Crown）北米１勝。ポエツ
ヴォイス Poet's Voice（クイーン エリザベス二世Ｓ-G1，シャンペンＳ
-G2）の母，ブレア ハウス Blair House（ジェベル ハッタ-G1）の祖母

ステイゴールド Stay Gold は白老産，中央・UAE・香港７勝，香港ヴァーズ
-G1。主な産駒：オルフェーヴル（三冠，有馬記念-G1），ゴールドシップ（有馬記
念-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】アランバローズ（全日本２歳優駿-JPN1），ライオ
ンボス（アイビスサマーダッシュ-G3），クリスマス（函館２歳Ｓ-G3），ブラックバゴ
（アンドロメダＳ-L），キボウノダイチ（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3３着）

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

ココファンタジア
　黒鹿　2013

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

ココシュニック
　芦　2005

＊クロフネ
＊フレンチデピュティ
＊ブルーアヴェニュー

＊ゴールドティアラ
Seeking the Gold

Bright Tiara

� ＊ノーザンテースト�4S×5D,�Mr.�Prospector�4S×5D

牡・鹿毛
2020年2月15日生
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深い胸に短めの背中、著しく発達したトモや低い重心から繰り
出される力感漲るピッチ走法など、父の産駒傾向をしっかりと
受け継いでいます。常に輝きを放つ毛艶は、代謝の良さと内臓
面の機能が優れていることを物語っており、環境が変わっても
飼葉喰いが落ちない強い精神力を備えていることも示していま
す。人の意図をすぐに理解する聡明さも持ち合わせており、こ
れらの高い適応力は実戦で大きな武器となることでしょう。両
親共に30戦以上を戦い抜いたタフさに加え、母父はダートでの
良績を残していることからも、配合の狙いどおりダートの短距
離戦線で、長きに渡っての活躍が楽しみな1頭です。

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：稲垣幸雄厩舎

クローバーリーフの2031

母クローバーリーフ（08 タニノギムレット）３勝［勝ち距離1700ｍ～1800ｍ］。産
駒
プレシャスリーフ（15 騸 栗 オルフェーヴル）２勝
イベリスリーフ（16 牝 栗 *ヘニーヒューズ）２勝，�
グレナデンシロップ（19 牝 黒鹿キズナ）１戦，�

祖母レースウィング（99 バブルガムフェロー）５勝，羊蹄山特別，層雲峡特別。
産駒
グリッターウイング（牡 *クロフネ）４勝，下総Ｓ，若狭湾特別，レパードＳ

-L２着，霜月Ｓ-L２着，フェアウェルＳ-OP３着，障１勝，小倉サマー
ジャンプ３着

ポイマンドレース（騸マヤノトップガン）４勝，平尾台特別，蹴上特別
ハイドロフォイル（騸 *クロフネ）２勝
エンジェルウィング（牝 *ヘニーヒューズ）１勝
イシュタルゲート（牡 ベルシャザール）１勝，�
コバルトウィング（騸 *クロフネ）１勝，南関東�入着，京浜盃２着，�

曽祖母 *レース Lace（92 Gulch）米国産，北米１勝。産駒
トーセンアレス：５勝，伏竜Ｓ-OP，金蹄Ｓ，利根川特別，ブリリアントＳ-L

３着，南関東�入着，ジャパンダートダービー-JPN1５着，障１勝，南
関東�４勝，スパーキングサマーＣ，埼玉新聞栄冠賞，オーバルス
プリント-L２着，同-JPN3４着，浦和記念-JPN2３着，同４着，同５
着，日本テレビ盃-JPN2４着

アドマイヤリッチ：６勝，雅Ｓ，フィリピンＴ。産駒
レッドソロモン：５勝，アンドロメダＳ-L，若葉Ｓ-L，五稜郭Ｓ，下鴨

Ｓ
レッドオリヴィア：４勝，三面川特別

アドマイヤシャトル：５勝，平城京Ｓ，鳥取特別，柏崎特別，端午Ｓ-OP２
着，高知�10勝

アドマイヤレース：５勝，シドニーＴ，東山特別
四代母 *キーフライヤー Key Flyer（86 Nijinsky）米国産，北米３勝，Palis-
ades S-L。スズカマンボ（天皇賞・春-JPN1）の祖母

タニノギムレットTanino Gimlet は静内産，５勝，ダービー-JPN1。主な産駒：ウ
オッカ（ジャパンＣ-G1，ダービー-JPN1）。【ＢＭＳ：主な産駒】パフォーマプロミス
（アルゼンチン共和国杯-G2），オーヴェルニュ（東海Ｓ-G2），タガノディグオ（兵
庫チャンピオンシップ-JPN2），クラージュゲリエ（京都２歳Ｓ-G3），プロフェット
（京成杯-G3），ブレスジャーニー（東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3）

キ
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＊キンシャサノキセキ
　Kinshasa�no�Kiseki
　鹿　2003

フジキセキ
　青鹿　1992

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ミルレーサー
Le Fabuleux

Marston's Mill

＊ケルトシャーン
　Keltshaan
　鹿　1994

Pleasant Colony
His Majesty

Sun Colony

Featherhill
Lyphard

Lady Berry

クローバーリーフ
　鹿　2008

タニノギムレット
　鹿　1999

＊ブライアンズタイム
Roberto

Kelley's Day

タニノクリスタル
＊クリスタルパレス
＊タニノシーバード

レースウィング
　鹿　1999

バブルガムフェロー
＊サンデーサイレンス
＊バブルカンパニー

＊レース
Gulch

＊キーフライヤー

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

牡・鹿毛
2020年4月13日生
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適度にゆとりのあるトップラインと脚長の体つきが映す美しい
シルエットは誕生時から際立っており、バランスを保ちながら
筋肉の発達や馬体に張りが加わることで、ここまで狙いどおり
の成長を遂げています。更なる成長の余地を残す一方、放牧地
での動きは母系由来の素軽さと父系由来の持続力に富んだス
ピードが融合されたもので、既に素質の高さがうかがえます。
理解したことを素直に受け入れるため、着実に落ち着きと従順
さが増すなど、気性面の成長も顕著に見られます。好位で折り
合い、持ち前の持続力に長けたスピードを身上に早めのスパー
トをかけ、そのまま押し切って勝利する姿が目に浮かびます。

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：堀宣行厩舎

パルティトゥーラの2032
サ
ト
ノ
ク
ラ
ウ
ン
×
パ
ル
テ
ィ
ト
ゥ
ー
ラ
［
牡
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母パルティトゥーラ（14 マンハッタンカフェ）３勝，木更津特別（芝1600ｍ）［勝ち
距離1600ｍ］。本馬が初仔

祖母フォルテピアノ（03 *フレンチデピュティ）３勝。産駒
アインザッツ（牡ステイゴールド）２勝
アコルドエール（騸オルフェーヴル）２勝，�
バルトロメオ（牡ディープインパクト）１勝
ハンマークラビア（牝 ゼンノロブロイ）１勝
クリストフォリ（牝 *ヘニーヒューズ）１勝

曽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：５勝，鎌倉Ｓ，ＮＳＴ賞-L３着，千葉Ｓ-OP３着

四代母 *クラフティワイフ Crafty Wife（85 Crafty Prospector）米国産，北
米７勝，Susan's Girl S，Desert Vixen S，Hibiscus S，Playpen S，Fane-
uil Miss S，Heather S，Ta Wee S２着，Sunrise S２着，Buddleia S２
着，Sunny Isles S３着。産駒
ビッグショウリ：７勝，マイラーズＣ-JPN2，銀嶺Ｓ-OP，コーラルＳ-OP，貴

船Ｓ，志摩特別，プロキオンＳ-JPN3２着，根岸Ｓ-JPN3２着，阪急
杯-JPN3２着，山形�２勝，北関東�２勝

バトルバニヤン：７勝，カシオペアＳ-L，福島テレビオープン-L，新潟日報
賞，関門橋Ｓ，小倉大賞典-G3２着，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
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，春

麗ジャンプＳ，中山新春ジャンプＳ，小倉サマージャンプ３着
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），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），ニューベリー（ファイナルＳ-L）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），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），センテリュオ（オールカマー-G2）の祖母

*
マンハッタンカフェ Manhattan Cafe は千歳産，最優秀古牡馬，６勝，天皇
賞・春-JPN1，有馬記念-JPN1。チャンピオンサイアー。主な産駒：ヒルノダムール
（天皇賞・春-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】テーオーケインズ（帝王賞-JPN1），レッド
ジェニアル（京都新聞杯-G2），ショウナンラグーン（青葉賞-G2），ダンツプリウス
（ニュージーランドＴ-G2），リプレーザ（兵庫チャンピオンシップ-JPN2）

母馬優先

サトノクラウン
　黒鹿　2012

マルジュ
　Marju
　黒鹿　1988

＊ラストタイクーン
＊トライマイベスト

Mill Princess

Flame of Tara
＊アーテイアス

Welsh Flame

＊ジョコンダⅡ
　Jioconda
　鹿　2003

Rossini
Miswaki

Touch of Greatness

La Joconde
Vettori

Lust

パルティトゥーラ
　黒鹿　2014

マンハッタンカフェ
　青鹿　1998

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊サトルチェンジ
Law Society

Santa Luciana

フォルテピアノ
　栗　2003

＊フレンチデピュティ
Deputy Minister

Mitterand

キョウエイフォルテ
＊ノーザンテースト
＊クラフティワイフ

� Northern�Dancer�5S×5D

牡・鹿毛
2020年3月22日生
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現状はコンパクトサイズにまとまった馬体ですが、父の産駒ら
しい骨量豊かな骨格に容積の大きいトモ周りから推察されるの
は、平均以上の馬格を有する競走馬への成長です。また今後の
育成で筋肉量の増加によるメリハリが馬体に出てくれば、兄姉
同様に競馬場のパドックでその迫力をもって他馬を圧倒するこ
とになるでしょう。関節の柔軟性が高く、見た目の印象よりも
体を大きく使える点も父の産駒傾向と合致しており、広いコー
スでノビノビと走らせることが能力の全開放につながります。
堅実な母系に成長力×爆発力で世界一の座についた父の血を注
入することで、堅実という壁を突き破ることになりそうです。

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：小島茂之厩舎

マルティンスタークの2033

母マルティンスターク（05 *シンボリクリスエス）４勝，堀川特別（芝1800ｍ）［勝
ち距離1600ｍ～1800ｍ］。産駒
グリューヴァイン（12 牝 栗ゴールドアリュール）３勝
マルムーティエ（14 牝 鹿ダイワメジャー）入着，高知�１勝
ショーンガウアー（15 騸 栗 オルフェーヴル）２勝，高知�２勝，�
エングレーバー（16 牡 鹿 オルフェーヴル）４勝，心斎橋Ｓ（芝1400ｍ），

逢坂山特別（芝1800ｍ），プリンシパルＳ-L２着，�
リグージェ（17 牡 黒鹿ブラックタイド）１勝，東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3

５着
アルトシュタット（19 牡 鹿ロードカナロア）入着，�

祖母ラテルネ（90 *トニービン）１勝。産駒
カラメルアート（牡トウカイテイオー）４勝，長万部特別，京王杯２歳Ｓ

-JPN2３着
トップオブツヨシ（牡タヤスツヨシ）５勝，湘南Ｓ，東山特別，南港特別，

プリンシパルＳ-L２着，中京２歳Ｓ-OP２着，米子Ｓ-L３着，毎日杯
-JPN3４着。種牡馬

ラテアート（牝 サクラバクシンオー）２勝，クリスマスローズＳ-OP，フィリー
ズレビュー-G2５着

アドマイヤコンドル（牡ダンスインザダーク）５勝，鷹ヶ峰特別，宝ヶ池特別
曽祖母ヨシオカザン（74 *エルギャロー）７勝，短距離Ｓ，北海道文化放送杯，
エルムＳ（２回），七重浜特別。産駒
ヒノトリデンセツ：４勝，札幌日刊スポーツ杯-OP，小樽特別，青函Ｓ-OP２

着，マリーンＳ-OP３着
ダイナエンブレム：２勝，小倉日経賞-OP２着
ダイナカザン：１勝。産駒
ヴァルケイノウ：５勝，メルボルンＴ，淡路特別，阪神ヤングジョッキー

ズＳ，高塔山特別
ホットタバスコ：１勝。産駒

スタニングブロー：４勝，犬山特別，御在所特別
プライズロバリー：２勝，恵山特別

*
*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，
有馬記念-JPN1（２回）。主な産駒：エピファネイア（ジャパンＣ-G1）。【ＢＭＳ：
主な産駒】レイデオロ（ダービー-G1，天皇賞・秋-G1），アルクトス（マイルチャン
ピオンシップ南部杯-JPN1），オーソリティ（青葉賞-G2），アドミラブル（青葉賞
-G2），ミスパンテール（阪神牝馬Ｓ-G2），シングウィズジョイ（フローラＳ-G2）
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母馬優先

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

マルティンスターク
　鹿　2005

＊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

ラテルネ
　栗　1990

＊トニービン
＊カンパラ

Severn Bridge

ヨシオカザン
＊エルギャロー
＊ミートミーレイター

� ＊トニービン�3D×4S,�Hail�to�Reason�5S×5D

メス・栗毛
2020年4月8日生
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理想的な首つきから始まり、長躯短背の胴部を経て、力強い弧
を描く臀部へと繋がる美しいシルエットは、名血の出を物語る
に十分なものです。また、垢抜けた馬体は動きの面でも同世代
の僚馬に対しての優位性を示しており、走り出しからの加速力
は群を抜いています。加えて、前向きな気性ながら我慢の利く
優等生タイプで、スタートダッシュを決めた後は馬群をゆった
り追走しているように、無駄にスタミナをロスすることもあり
ません。兄姉の戦績からも母系由来のスピード能力の高さに疑
いの余地はなく、父にダイワメジャーを迎えたことでさらにス
ピードに特化した本馬が目指すのは、短距離界の席巻です。

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：矢野英一厩舎

ポロンナルワの2034
ダ
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ワ
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母ポロンナルワ（08 Rahy）不出走。産駒
ランカティラカ（12 牡 鹿メイショウサムソン）南関東�１勝
ディーパワンサ（14 牝 栗 ディープブリランテ）３勝，中京２歳Ｓ-OP（芝

1600ｍ），鷹ヶ峰特別（芝1400ｍ），阪神ジュベナイルフィリーズ-G1４
着，デイリー杯２歳Ｓ-G2４着

ガルヴィハーラ（16 牡 栗 ゴールドアリュール）２勝，プラタナス賞（Ｄ
1600ｍ），南関東�入着，全日本２歳優駿-JPN1３着，�

アヌラーダプラ（17 牝 鹿 キングカメハメハ）４勝，船橋Ｓ（芝1200ｍ），
ＨＴＢ杯（芝1200ｍ），�

サドル（19 牡 栗 ハーツクライ）未出走
祖母 *シンハリーズ Singhalese（02 Singspiel）英国産，英１勝，北米２勝，
デル マーオークス-G1，パッカーアップＳ-G3２着，アメリカン オークス
-G1３着，ハニムーンＢＣＨ-G2４着，プロヴィデンシアＳ-G3４着。産駒
シンハライト（牝 ディープインパクト）最優秀３歳牝馬，５勝，オークス

-G1，ローズＳ-G2，チューリップ賞-G3，紅梅Ｓ-OP，桜花賞-G1２着
リラヴァティ（牝 ゼンノロブロイ）５勝，マーメイドＳ-G3，パールＳ，四国

新聞杯，福島牝馬Ｓ-G3２着，ローズＳ-G2３着，チューリップ賞-G3
３着，フェアリーＳ-G3３着。産駒
ストゥーティ（牝モーリス）１勝，チューリップ賞-G2３着，�

アダムスピーク（牡ディープインパクト）３勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２
歳Ｓ-G3

アダムスブリッジ（牡 ゼンノロブロイ）２勝，若駒Ｓ-L，若葉Ｓ-L３着
ライティア（牝 ディープインパクト）３勝，甲東特別，エルフィンＳ-L２着，

デイリー杯２歳Ｓ-G2５着，�
ミリッサ（牝ダイワメジャー）４勝，初音Ｓ，有松特別，エルフィンＳ-OP３

着，ローズＳ-G2４着，チューリップ賞-G3４着，マーメイドＳ-G3５着
シンハディーパ（牝 *ウォーエンブレム）１勝。産駒

シンハリング（牝ダイワメジャー）３勝，房総特別，�
シンハラージャ（牡オルフェーヴル）２勝
スリーパーダ（牝ミッキーアイル）１勝，�

ラーイ Rahy は米国産，英・北米６勝，ベル エアＨ-G2，ミドル パークＳ-G1
２着。英愛ＢＭＳチャンピオン。主な産駒：*ファンタスティックライト（ＢＣターフ
-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ジャイアンツコーズウェイ（全欧年度代表馬，エクリプ
スＳ-G1），アルファセントーリ（愛1000ギニー-G1），*デクラレーションオブウォー
（インタナショナルＳ-G1），マグニフィカ（ジャパンダートダービー-JPN1）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

ポロンナルワ
　栗　2008

ラーイ
　Rahy
　栗　1985

Blushing Groom
Red God

Runaway Bride

Glorious Song
Halo

Ballade

＊シンハリーズ
　Singhalese
　栗　2002

Singspiel
In The Wings

Glorious Song

Baize
Efisio

Bayonne

� Halo�3S×4D×5D,�Glorious�Song�3D×4D

メス・栗毛
2020年5月8日生
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本馬はコンパクトなつくりながら骨量に恵まれた頑健な四肢を
有しており、がっしりとした肩回り、容積たっぷりの胴部、発
達した臀部がバランスよく配置された馬体は、ダート部門で確
固たる地位を築きつつある父譲りの力感漲るものです。放牧地
での回転の速いフットワークは、短距離戦で安定した成績を残
した母を彷彿とさせており、荒れ地をモノともせず大地をしっ
かり捉える走りからは力の要る馬場を得意とすることが推察で
きます。飼葉喰いが旺盛であることから年間を通してハリツヤ
が良く、内臓の丈夫さや代謝の良さがうかがえるだけに、長き
に渡ってダート短距離路線を牽引する活躍を期待しています。

総額 2,200万円 一口出資額 55,000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：小西一男厩舎

ビットレートの2035

母ビットレート（12 スペシャルウィーク）２勝，小郡特別（芝1200ｍ）［勝ち距離
1200ｍ～1400ｍ］。本馬は第２仔

祖母スルーレート（02 *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，札幌２歳Ｓ-G3３着，南関東�

１勝
メジャーレート（牡ダイワメジャー）２勝，会津特別
パルスレート（牝ジャスタウェイ）入着，東海�３勝，�

曽祖母 *スルーオール Slew All（90 Seattle Slew）米国産，北米２戦，入着。
産駒
マイティースルー：４勝，セレブレイション賞，春菜賞，フェアリーＳ-G3５

着，南関東�入着，関東オークス-JPN2４着。産駒
パッシングスルー：３勝，紫苑Ｓ-G3，フローラＳ-G2４着，シンザン

記念-G3４着，南関東�入着，エンプレス杯-JPN2３着，�
シェダル：４勝，仲冬Ｓ，大通公園特別，�
スルーセブンシーズ：２勝，ミモザ賞，�

*グラスミライ：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：不出走。産駒

ハクサンルドルフ：５勝，甲斐路Ｓ，難波Ｓ，エプソムＣ-G3２着，石
川�４勝，南関東�入着，日本テレビ盃-JPN2５着，�

ブルミラコロ：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：４勝，濃尾特別，舞鶴特別
ジュエルオブザシー Jewelofthesea：不出走。産駒

ルーニードゥードル Rooney Doodle：北米１戦。産駒
ジーン エリザベス Jean Elizabeth：北米15勝，ウィムジカルＳ

-G3，オンタリオファッションＳ-G3，Lightning City S-L
ダグアウト Dugout：北米９勝，Steel Valley Sprint S-L，New
York Breeders' Futurity，Funny Cide S

スペシャルウィーク Special Week は門別産，10勝，ジャパンＣ-G1，ダービー
-JPN1。主な産駒：ブエナビスタ（年度代表馬，ジャパンＣ-G1），シーザリオ（オー
クス-JPN1）。【ＢＭＳ：主な産駒】エピファネイア（ジャパンＣ-G1，菊花賞-G1），
サートゥルナーリア（皐月賞-G1，ホープフルＳ-G1），リオンディーズ（朝日杯フュ
ーチュリティＳ-G1），ディアドラ（ナッソーＳ-G1，秋華賞-G1）
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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

ビットレート
　栗　2012

スペシャルウィーク
　黒鹿　1995

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

キャンペンガール
マルゼンスキー

レディーシラオキ

スルーレート
　鹿　2002

＊フレンチデピュティ
Deputy Minister

Mitterand

＊スルーオール
Seattle Slew

Over All

� Hold�Your�Peace�4S×5D

メス・栗毛
2020年1月29日生
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頑強な骨格に、上体を支える四肢の骨量も豊富で、逞しい首差
しに力感に溢れる大きなトモとボリューム十分の馬体は牡馬と
見紛うほどです。放牧地では可動域の大きなフットワークを見
せており、強靱な背腰と柔軟な繋が放つグリップの利いた走り
に非凡な才能を垣間見ることができます。仲間たちを相手に闘
争心旺盛で気の強い一面を見せていますが、冷静さを失わない
芯の強さも持ち合わせており、実戦ではここ一番の追い比べで
勝ち抜く勝負根性に結びつくはずです。豪脚で鳴らした祖母ブ
ロードアピールに連なる母系からは、近年ダービー馬も輩出し
ており、大一番で爆発的な力を発揮してくれるでしょう。

総額 2,200万円 一口出資額 55,000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：田中博康厩舎

カイゼリンの2036
リ
オ
ン
デ
ィ
ー
ズ
×
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イ
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［
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母カイゼリン（05 アドマイヤベガ）３勝，フリージア賞（芝2000ｍ）［勝ち距離
2000ｍ］。産駒
エーデルフラウ（12 牝 青鹿 *シンボリクリスエス）入着，兵庫�１勝
イイナヅケ（13 牝 鹿 *ワークフォース）入着，東海�３勝
シェアマインズ（14 牡 青鹿トーセンホマレボシ）東海�１勝
カイザーヴェッター（15 牡 青鹿 ルーラーシップ）３勝，開成山特別（芝

2600ｍ）
ヴィルヘルム（18 牡 青鹿エピファネイア）１勝，�
スクリーンアピール（19 牝 鹿 モーリス）未出走

祖母 *ブロードアピール（94 Broad Brush）米国産，中央・東海�13勝，シル
クロードＳ-JPN3，根岸Ｓ-JPN3，プロキオンＳ-JPN3，シリウスＳ-JPN3，ガ
ーネットＳ-JPN3，かきつばた記念-JPN3，栗東Ｓ-OP，うずしおＳ。産駒
アドマイヤシャイ（牝 *キンシャサノキセキ）４勝，鳥取特別，姫路特別
ブロードソード（騸ダイワメジャー）３勝，わらび賞，高知�２勝
クイックシューター（牡 *サンデーサイレンス）東海�２勝，中央１勝，千種

特別
ミスアンコール（牝キングカメハメハ）１勝。産駒

ワグネリアン（牡ディープインパクト）５勝，ダービー-G1，神戸新聞
杯-G2，東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3，野路菊Ｓ-OP，弥生賞-G2
２着，ジャパンＣ-G1３着，大阪杯-G1３着，�

テンダリーヴォイス（牝 ディープインパクト）２勝，アネモネＳ-L，フ
ェアリーＳ-G3３着

カントル（牡ディープインパクト）３勝，長久手特別，セントポーリア賞，
弥生賞-G2５着，�

アガルタ（牝キングカメハメハ）不出走。産駒
マイネルオフィール（牡ゴールドアリュール）６勝，総武Ｓ-OP，初夢

Ｓ，大通特別，障２勝，�
プロレタリアト（牝 ハーツクライ）４勝，古都Ｓ，万葉Ｓ-OP３着
ダブルフラット（牡マンハッタンカフェ）２勝，燕特別，�
ジオフロント（牡 ハーツクライ）２勝，城崎特別，�

アドマイヤベガ Admire Vega は早来産，４勝，ダービー-JPN1。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（Ｓ
ＡＪＣロードリームズＳ-G3），タイムトゥヘヴン（ニュージーランドＴ-G2２着）

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

カイゼリン
　青鹿　2005

アドマイヤベガ
　鹿　1996

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

ベガ
＊トニービン
＊アンティックヴァリュー

＊ブロードアピール
　Broad Appeal
　黒鹿　1994

Broad Brush
Ack Ack

Hay Patcher

Valid Allure
Valid Appeal

Alluring Girl

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

メス・黒鹿毛
2020年1月29日生
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伸びやかで均整のとれた骨格と、過不足ない筋肉が絶妙な調和
を奏でる馬体は、順調に放牧を重ねることでとりわけ後躯に厚
みが増してきました。頭部から蹄先の隅々まで神経が行きわたっ
た身のこなしに父の影響が色濃く映り、踏み出した一歩目から
スムーズで蹄音静かな常歩や、全身をダイナミックにしならせ
るキャンターは息を吞むほどの凄みを誇ります。オンとオフの
切り替えが上手で、血統ならではの豊かな感受性と熱量に富ん
だ気性もまた、余すことなく能力を発揮するために必要な勝負
度胸の源泉となるでしょう。牝系由来のスピードに底力が強化
され、華やかなマイル戦での躍動が楽しみな逸材です。

総額 2,200万円 一口出資額 55,000円【全400口】
■生産：白老ファーム　■繋養：白老ファームYearling　■入厩予定：池上昌和厩舎

ユールフェストの2037

母 *ユールフェスト（09 More Than Ready）豪州産，わが国で２勝［勝ち距離
1200ｍ］。産駒
フィルムフェスト（16 牝 青鹿スクリーンヒーロー）２勝，�
ユールファーナ（17 牝 黒鹿ジャスタウェイ）１勝，�
リリアンフェルス（18 牝 鹿ダイワメジャー）１勝

祖母ハイオナー High Honour（92 Best Western）豪入着。産駒
マイミディMy Middi（騸 Belong to Me）豪２勝，MRC Jayco Cup-L，

ＡＪＣサンドメニコＳ-G3２着，ＡＪＣサイアーズ プロデュースＳ
-G1３着，ＳＴＣトッドマンＳ-G2３着，ＡＪＣスカイラインＳ-G3３
着，Tatt's ローマンコンサルＳ-G2４着

ノーベルローリエトNobel Laureate（騸 Mossman）豪１勝
曽祖母ザ クロイスターズ The Cloisters（84 Godswalk）豪１勝，AJC Keith
Mackay H-L，ＡＪＣシャンペンＳ-G1３着，ＡＪＣフライトＳ-G1３着，
Tatt's Furious S-L３着，ＳＴＣカンタベリーギニー-G1４着。産駒
エリン Erin：豪１勝。産駒

メガ ラス Mega Lass：豪１勝，AJC Keith Mackay H-L３着，ＡＪ
ＣキンダーガーテンＳ-G3４着

ヴェストリー Vestry：豪３勝。産駒
サクリスタSacrista：豪３勝。産駒

スウィスタ Swissta：NZ４勝，ＡＲＣグレイトノーザン ギニー
-G2

ロリーズナン Rory's Nun：豪１勝。産駒
セントカヴェットガール St. Covet Girl：豪４勝。産駒

キス ミー ケイティ Kiss Me Katy：豪４勝，QTC Sir Douglas
Wadley Plate-L，ＡＪＣサンドメニコＳ-G3３着

ビアンカ ジュエル Bianca Jewel：豪５勝，BRC Princess S
-L，BRC Gold Edition Plate-L２着

セントカヴェッツ スピリット St Covet's Spirit：豪１勝，ＨＲＣ
ホークスベリーギニー-G3２着，ＡＴＣジェイムズＨＢカー
Ｓ-G3３着，ＡＴＣフライトＳ-G1４着

モア ザンレディMore Than Ready は米国産，北米７勝，キングズビショッ
プＳ-G1。北米・豪２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ロイエイチ（ＢＣスプ
リント-G1２回）。【ＢＭＳ：主な産駒】ストラクター（ＢＣジュヴェナイル ターフ
-G1），シンプリーラヴィッシング（アルシバイアディーズＳ-G1），アトランテ（ＣＪ
Ｃ ＮＺ2000ギニー-G1），*カフェファラオ（フェブラリーＳ-G1）
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母馬優先

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

＊ユールフェスト
　Yulefest
　青鹿　2009

モア ザン レディ
　More Than Ready
　黒鹿　1997

＊サザンヘイロー
Halo

Northern Sea

Woodman's Girl
Woodman

Becky Be Good

ハイ オナー
　High Honour
　青　1992

Best Western
Bletchingly

Grease Paint

The Cloisters
Godswalk

Sovereign Chick

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

メス・鹿毛
2020年5月12日生
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2歳の夏から重賞戦線で活躍した母は、豪州のトップサイアーと
して君臨するスニッツェル産駒らしい、軽く俊敏なスピードが
持ち味でした。パワーアップを狙った配合の意図どおり、本馬
は水準以上の馬格に恵まれ、なかでも厚みが豊かな胸前と臀部
は大迫力です。クッション性に優れた繋やしなやかな首つきに
は、父系ならではの品格も表れていて、芝コースの短距離戦で
快速を披露してくれるでしょう。身体を張った競り合いでもひ
るまない勇敢さと、寛大で風格のある気性も頼もしく、全身の
小さな傷が勲章に見えるほどです。深く大きな瞳と力強い流星
も凛々しい、アイドル性もまた魅力的な素質馬です。

総額 2,000万円 一口出資額 50,000円【全400口】
■生産：白老ファーム　■繋養：白老ファームYearling　■入厩予定：中舘英二厩舎

レオパルディナの2038
サ
ト
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母レオパルディナ（12 *スニッツェル）２勝，フェニックス賞-OP（芝1200ｍ），小
倉２歳Ｓ-G3２着［勝ち距離1200ｍ］。産駒
ジャグアーロ（19 牡 青鹿 *キンシャサノキセキ）未出走

祖母ビオンドパンテーラ（06 Seeking the Gold）４戦，入着。産駒
アイムユアドリーム（牝フジキセキ）３勝。産駒

ユアヒストリー（牡 ルーラーシップ）２勝，�
トーセンヴェント（牡トーセンホマレボシ）石川�６勝
トーセンフランク（牡ゴールドシップ）南関東�２勝，�

曽祖母 *ラプーマ Lapuma（97 Lord At War）米国産，北米５勝，Dowager
S-L，Twixtslusive S，ビウィッチＳ-G3２着，Pleasant Temper S２着，グ
レンズフォールズＨ-G3４着。産駒
テイケイレーヴ：２勝，三条特別
テイケイラピッド：１勝，中京２歳Ｓ-OP３着
レイディラプーマ Lady Lapuma：北米入着。産駒

マケナ Makena：北米２勝，Tranquility Lake S２着
四代母レイズ ア ホーム Raise a Holme（77 Marshua's Dancer）北米７勝，

Pageant S，Countess Fager H，Saddlebrook S２着。産駒
デピュティダンサー Deputy Dancer：北米６勝，Princeton H，同２着，

Glassboro H２着，Honeymoon H２着，Lilac S２着，Freesia S２
着

ガーフィールドホーム Garfield Holme：北米３勝。産駒
スピーディスペンダー Speedy Spender：北米８勝，Quick Reward

S-L２着。リアーナ Rihanna（ペルー1000ギニー-G1），エル バ
スコ El Vasco（ベロシダド賞-G3３着），ビッグ シティスペンダ
ー Big City Spender（Regaey Island S-L２着）の母

トリッピトウズ Trippi Toes：北米３勝，Inaugural S３着
オールドエモーションズ Old Emotions：北米３勝。ワットエヴァーウ
ィルビーウィルビー Whateverwillbwillb（Irish Linnet S２
着），サックス イン ザ シティSax in the City（Perfect Arc S
２着）の母

*スニッツェル Snitzel は豪州産，豪７勝，ＭＲＣオークリープレート-G1，Ａ
ＪＣチャレンジＳ-G2。豪総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：エスティジ
ャーブ（ＡＴＣゴールデン スリッパーＳ-G1），シェイマスアワード（ＭＶＲＣ
Ｗ.Ｓ.コックスプレート-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】モスファン（ＡＴＣゴールデン
スリッパーＳ-G1），ハードランディング（ＶＲＣマリビノンプレート-G3）

母馬優先

サトノアラジン
　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

＊マジックストーム
　Magic Storm
　黒鹿　1999

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

Foppy Dancer
Fappiano

Water Dance

レオパルディナ
　鹿　2012

＊スニッツェル
　Snitzel
　鹿　2002

Redoute's Choice
＊デインヒル

Shantha's Choice

Snippets' Lass
Snippets

Snow Finch

ビオンドパンテーラ
　鹿　2006

Seeking the Gold
Mr. Prospector

Con Game

＊ラプーマ
Lord At War

Raise a Holme

� Storm�Bird�4S×5D,�Mr.�Prospector�4D×5S

牡・黒鹿毛
2020年2月9日生
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前後躯とも張りのある良質な筋肉を纏いながら腹回りには無駄
肉がなく、骨格的にも均整のとれた美しい馬体です。可動域が
広く、かつ力強い股関節の動きが、しなやかなトップラインを
経て余すことなく推進力へと転換される機能的な走りを見せて
おり、高いスピード能力を備えていることがうかがえます。穏
やかで扱いやすい気性ながらも、周囲の状況変化を敏感に察知
して瞬時に反応を見せる側面も持ち合わせており、鞍上からの
指示に対するレスポンスに優れたタイプでしょう。ハイスペッ
クな身体能力や気性面から、父に牝馬クラシック制覇をもたら
すという筋書きさえ、決して大袈裟なものではありません。

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

アールブリュットの2039

母アールブリュット（12 *マクフィ）４勝，道新スポーツ賞（芝1500ｍ）［勝ち距離
1200ｍ～1800ｍ］。産駒
パラレルヴィジョン（19 牡 鹿キズナ）未出走

祖母 *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，カルロ
ダレッシオ賞-G3，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。産駒
メートルダール（牡 ゼンノロブロイ）６勝，中日新聞杯-G3，同５着，多摩
川Ｓ，アメジストＳ，精進湖特別，葉牡丹賞，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

オークション Auction（牝 Mr. Greeley）英３勝，Sandringham H-L２着
マスターワーク（牝ダイワメジャー）２勝
トゥルーアート（牝ダイワメジャー）１勝，�

曽祖母ツァーズ プライド Tsar's Pride（96 Sadler's Wells）仏１勝，Prix de
Liancourt-L２着。産駒
パヴロスク Pavlosk：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：英３勝，仏１勝，Prix Casimir Delamarre-L，フィユ
ドレール賞-G3４着

四代母ボールドエンプレス Bold Empress（92 Diesis）仏１勝。産駒
デアリングアクション Daring Action：不出走。産駒

デアリング ラヴ Daring Love：独３勝，モーリスラクロワトロフィー
-G2，Oppenheim-Rennen-L

デアリング マッチ Daring Match：独６勝，Hoppegartener Sprint-
Cup-L（２回），Ehrmann Sprint-Cup-L

デアリング アートDaring Art：独１勝。デアリング ライト Daring
Light（Hannoverscher Stutenpreis-L）の母

ボールドアサンプション Bold Assumption：不出走。産駒
アイリッシュルーキー Irish Rookie：英２勝，Montrose S-L

*マクフィMakfi は英国産，仏英４勝，英2000ギニー-G1，ジャックル マロワ賞
-G1，ジェベル賞-G3。主な産駒：メイクビリーヴ（仏2000ギニー-G1），マクファン
シー（クリテリウムドサンクルー-G1），ソフィアローザ（ＡＴＣオークス-G1），ボ
ヌヴァル（ＡＴＣオークス-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】フィアレスキング（独2000
ギニー-G2），タクティカル（ジュライＳ-G2），ポジティヴ（ソラリオＳ-G3）
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母馬優先

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

アールブリュット
　鹿　2012

＊マクフィ
　Makfi
　鹿　2007

Dubawi
Dubai Millennium

Zomaradah

Dhelaal
Green Desert

Irish Valley

＊イグジビットワン
　Exhibit One
　鹿　2002

Silver Hawk
Roberto

Gris Vitesse

Tsar's Pride
Sadler's Wells

Bold Empress

� Hail�to�Reason�4S×5D,�Northern�Dancer�5S×5D

メス・鹿毛
2020年2月22日生
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逞しく発達した前後躯は良質な筋肉に覆われ、心肺機能の高さ
を示す深い胸と共にメリハリのある体つきが印象的な好馬体で
す。ボリュームのある上体を骨量豊富で頑健な四肢がしっかり
と支える迫力に満ちた姿は、一目見ただけで目に焼きつきます。
動きも見た目の印象どおりに力感漲るもので、前肢の力強い掻
き込みに加えて後肢の踏み込みも深く、中心軸の安定した走り
で荒れた放牧地をも颯爽と駆ける様は圧巻です。人には従順な
がら、他馬に対して時折見せる負けん気の強さも頼もしく、配
合の狙いどおりダートを主戦場に、自慢のパワーと勝負根性で
真っ向から相手をねじ伏せる豪快なレース運びが期待できます。

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：萩原清厩舎

スーブレットの2040
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母スーブレット（15ゴールドアリュール）入着。本馬が初仔
祖母 *フラーテイシャスミス Flirtatious Miss（04 Mr. Greeley）米国産，北米
１戦。産駒
*ベストウォーリア（牡 *マジェスティックウォリアー）中央・岩手�９勝，マイ

ルチャンピオンシップ南部杯-JPN1（２回），同２着，プロキオンＳ-G3
（２回），ユニコーンＳ-G3，オアシスＳ-L，すばるＳ-L，フェブラリーＳ
-G1２着，同３着，同４着，根岸Ｓ-G3２着，アハルテケＳ-OP２着，
武蔵野Ｓ-G3３着，ＪＢＣクラシック-JPN1５着，兵庫・南関東�入
着，ＪＢＣスプリント-JPN1２着，同３着，かしわ記念-JPN1２着，同
３着，同４着，同５着，さきたま杯-JPN2２着，同３着，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。種牡馬

ライディングフォーザブランド Ridingforthebrand（騸 Corinthian）北米２
勝

*フォンタネットポー（牝 *ダンカーク）３勝
オクラホマ（牡 *ケープブランコ）３勝

曽祖母シダクティヴ スマイル Seductive Smile（90 Silver Hawk）不出走。産
駒
プロスペクトレス Prospectress：英１勝，北米５勝，ラプレヴォワイヤン
トＨ-G2，アシーニアＨ-G3３着

アクロス ザ ライン Across the Rhine：愛４勝，ミンストレルＳ-G3，アメ
ジストＳ-G3２着，コンコルドＳ-G3３着，ソロナウェーＳ-G3３着（２
回），UAE１勝

トリック オブ エース Trick of Ace：北米４勝，Dade Turf Classic S２
着。産駒
トリック オアトリート Trick Or Treat：英７勝，プリンセスロイヤ

ルＳ-G3，Pinnacle S-L，Harvest S-L２着，ヨークシャーオーク
ス-G1３着，リリーラングトリーフィリーズＳ-G3３着。産駒
メドラノ Medrano：英２勝，Glasgow S-L，Ascendant S-L２
着，チェスターヴァーズ-G3３着，仏１勝，Prix Francois
Mathet-L２着，ラフォルス賞-G3３着

ゴールドアリュール Gold Allure は追分産，最優秀ダートホース，中央・南関
東・岩手�８勝，フェブラリーＳ-JPN1，東京大賞典-JPN1。主な産駒：エスポワ
ールシチー（ジャパンＣダート-G1），コパノリッキー（フェブラリーＳ-G1２回），ス
マートファルコン（ＪＢＣクラシック-JPN1２回）。【ＢＭＳ：主な産駒】オメガパフ
ューム（東京大賞典-G1３回），ハービンマオ（関東オークス-JPN2）

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

エーピー インディ
　A.P. Indy
　黒鹿　1989

Seattle Slew
Bold Reasoning

My Charmer

Weekend Surprise
Secretariat

Lassie Dear

ドリーム シュプリーム
　Dream Supreme
　黒鹿　1997

Seeking the Gold
Mr. Prospector

Con Game

Spinning Round
Dixieland Band

Take Heart

スーブレット
　栗　2015

ゴールドアリュール
　栗　1999

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

＊ニキーヤ
Nureyev

Reluctant Guest

＊フラーテイシャスミス
　Flirtatious Miss
　栗　2004

Mr. Greeley
Gone West

Long Legend

Seductive Smile
Silver Hawk

Exit Smiling

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

牡・栗毛
2020年1月29日生
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堂々として物怖じしない日頃の様子や、凛として風格が漂う佇
まいに、クラブゆかりの一族の枝葉を拡げてくれそうな気配を
感じる期待馬です。つい栗毛の伝承経路を探ってしまいますが、
透明感のある瞳やキリリとした鼻梁など、顔つきには紛れもな
くファミリー特有の個性が表れています。パワフルな太い首や
力強くパンとした背中のライン、しっかりとした腹袋や隆々と
した臀部のつくりなど、身体構造は母にそっくりで遺伝力の強
さを実感します。掻き込みが強く全身を素早く伸縮させた走り
は敏捷性に富み、一気に最高速へと加速するダッシュの鋭さか
らも、優れた快速馬として注目を集めることでしょう。

総額 2,000万円 一口出資額 50,000円【全400口】
■生産：白老ファーム　■繋養：白老ファームYearling　■入厩予定：高柳瑞樹厩舎

アドヴェントスの2041

母アドヴェントス（13 ジャングルポケット）３勝，石打特別（芝1800ｍ）［勝ち距離
1800ｍ～2000ｍ］。本馬が初仔

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。
産駒
オリエンタルポピー（牝キングカメハメハ）４戦。産駒
シャーレイポピー（牝ミッキーアイル）２勝，チューリップ賞-G2５

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。産駒
カイザーライン（牡エピファネイア）１勝，�

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

エルミラドール（牝ジャングルポケット）不出走。産駒
コロンドール（牡 *タートルボウル）２勝，汐留特別，�
エルカスティージョ（牝ロードカナロア）１勝，フィリーズレビュー-G2５

着，�
ヴェラブランカ（牝 *クロフネ）２勝。産駒

ヴェラアズール（牡エイシンフラッシュ）２勝，�
エンジェルフォール（牝ジャングルポケット）１戦。産駒
アドマイヤレオ（騸 *ノヴェリスト）１勝，�

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：トールポピー（オークス-JPN1）。【ＢＭＳ：主な産
駒】ミッキースワロー（日経賞-G2，セントライト記念-G2），ソルヴェイグ（フィリーズ
レビュー-G2），サクセスエナジー（さきたま杯-JPN2），コルテジア（きさらぎ賞
-G3），アブレイズ（フラワーＣ-G3），ロードマイウェイ（チャレンジＣ-G3）
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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

アドヴェントス
　黒鹿　2013

ジャングルポケット
　鹿　1998

＊トニービン
＊カンパラ

Severn Bridge

＊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

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

メス・栗毛
2020年2月2日生
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馬体を構成する各パーツの配置が絶妙で、肩回りや臀部には十
分量の筋肉を保持しているように、北米GⅠ2勝を挙げた母の仔
が、期待どおりの成長曲線を描いています。また、強靭な体幹
を活かしてぬかるんだ放牧地を全く苦にすることなく突き進ん
でいるように、母だけではなく父の影響も見逃すことはできま
せん。いずれにしてもパワーを備えていることは容易に想像で
きますが、名牝・マジカルの名が燦然と輝く母系を鑑みれば芝
にも十分適応可能と見るのが妥当でしょう。底力が要求される
タフな馬場・展開でこそ本領を発揮すると見られ、日本を飛び
出し、海外での活躍をぜひとも見てみたい1頭です。

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

フォトコールの2042
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母 *フォトコール Photo Call（11 Galileo）愛国産，愛１勝，北米５勝，ファー
ストレイディＳ-G1（芝８Ｆ），ロデオドライヴＳ-G1（芝10Ｆ），オーキッド
Ｓ-G3（芝11Ｆ），ヴァイオレットＳ-G3（芝９Ｆ），ロバートＧ.ディックメモリ
アルＳ-G3２着，ボウゲイＳ-G3２着，ラプレヴォワイヤントＨ-G3３着，
Perfect Sting S３着，エンデヴァーＳ-G3４着，グレンズ フォールズＳ
-G3４着［勝ち距離７Ｆ～11Ｆ］。産駒
ピンガズ Pingus（19 牡 Uncle Mo）未出走

祖母シアン Theann（04 *ロックオブジブラルタル）愛１勝，Flame of Tara S
-L２着，レパーズタウン愛1000ギニートライアルＳ-G3３着，グリーンラン
ズＳ-G3３着，英１勝，サマーＳ-G3。産駒
ランドフォース Land Force（牡 No Nay Never）愛２勝，Tipperary S

-L，Marble Hill S-L３着，英１勝，リッチモンドＳ-G2，ノーフォークＳ
-G2３着，仏入着，モルニ賞-G1４着。種牡馬

曽祖母カサンドラ ゴー Cassandra Go（96 Indian Ridge）英６勝，キングズ
スタンドＳ-G2，テンプルＳ-G2，キングジョージＳ-G3。産駒
ハーフウェイトゥヘヴン Halfway To Heaven：愛２勝，愛1000ギニー

-G1，英２勝，ナッソーＳ-G1，サンチャリオットＳ-G1。産駒
マジカル Magical：愛10勝，愛チャンピオンＳ-G1（２回），タタソール
ズゴールドＣ-G1（２回），プリティポリーＳ-G1，ムーアズブリッ
ジＳ-G2，キルボーイエステイトＳ-G2，英２勝，チャンピオンＳ
-G1，英チャンピオンズフィリーズ＆メアズＳ-G1

*ロードデンドロン Rhododendron：英３勝，ロッキンジＳ-G1，フィリー
ズマイル-G1，愛１勝，仏１勝，オペラ賞-G1

フライング ザフラッグ Flying The Flag：愛２勝，愛インタナショナ
ルＳ-G3，UAE１勝。種牡馬

ティックルドピンク Tickled Pink：英３勝，アバーナントＳ-G3，コーラル
チャージスプリントＳ-G3

ネヴァーレットミーゴー Neverletme Go：英２勝。産駒
ベストリガーズ Best Regards：仏２勝，独１勝，Hoppegartener

Fliegerpreis-L

ガリレオ Galileo は愛国産，全欧３歳チャンピオン，愛英６勝，英ダービー
-G1，愛ダービー-G1。英愛・仏チャンピオンサイアー。英愛・仏ＢＭＳチャンピ
オン。主な産駒：フランケル（英2000ギニー-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】サクソンウ
ォリアー（英2000ギニー-G1），ソットサス（凱旋門賞-G1），スノウフォール（英オー
クス-G1，愛オークス-G1），セイントマークスバシリカ（エクリプスＳ-G1）

クオリティ�ロード
　Quality�Road
　鹿　2006

イルーシヴ クオリティ
　Elusive Quality
　鹿　1993

Gone West
Mr. Prospector

Secrettame

Touch of Greatness
Hero's Honor

Ivory Wand

コブラ
　Kobla
　鹿　1995

Strawberry Road
Whiskey Road

Giftisa

Winglet
Alydar

Highest Trump

＊フォトコール
　Photo�Call
　鹿　2011

ガリレオ
　Galileo
　鹿　1998

Sadler's Wells
Northern Dancer

Fairy Bridge

Urban Sea
Miswaki

Allegretta

シアン
　Theann
　鹿　2004

＊ロックオブジブラルタル
＊デインヒル

Offshore Boom

Cassandra Go
Indian Ridge

Rahaam

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

牡・鹿毛
2020年4月3日生
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PEDIGREE BROODMARE SIRE

FAMILY

COMMENT

43

一目見て、骨量・筋肉量ともに豊富で、各関節のつくりも実にしっ
かりとしたスケールの大きな馬体に圧倒されます。ここまでの
右肩上がりの成長曲線は、容積のある腹袋や常に安定した皮膚
の輝きが物語る高い代謝機能に因ってもたらされたものでしょ
う。放牧地では前肢の高さのある振り出しと後肢の深い踏み込
みがロスなく連動し、推進力あふれるフットワークを見せてお
り、加速に比例して回転数が増していく鋭い脚捌きは、末脚勝
負を制する大きな武器となるはずです。引き締まった表情から
は強い闘争心と感受性に優れた気質が見てとれ、馬群を豪快に
突破する本馬の力強い姿が目に浮かんできます。

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

ウィープノーモアの2043

母 *ウィープノーモア Weep No More（13 Mineshaft）米国産，北米３勝，
アシュランドＳ-G1（Ｄ8.5Ｆ），Suncoast S（Ｄ８Ｆ40Ｙ），アラバマＳ-G1
４着［勝ち距離８Ｆ40Ｙ～8.5Ｆ］。産駒
ウォークラシックWar Classic（19 牝 War Front）未出走

祖母クロスウインズ Crosswinds（06 Storm Cat）北米１戦。産駒
カレント Current（騸 Curlin）北米２勝，バーボンＳ-G3，Jersey Derby
２着，パンアメリカンＳ-G2３着，Dania Beach S-L３着

モレア Morea（牝 Indian Charlie）北米１勝
ノーオーディナリータイム No Ordinary Time（牝 Frosted）北米１勝

曽祖母フルート Flute（98 Seattle Slew）北米４勝，ケンタッキー オークス
-G1，アラバマＳ-G1，サンタアニタオークス-G1２着，ベルデイムＳ-G1
２着。産駒
フィリンビ Filimbi：仏３勝，Prix Isola Bella-L，北米４勝，ゴルディコヴァ

Ｓ-G2，De La Rose S，ジャストアゲイムＳ-G1２着，ジェニーワイリ
ーＳ-G1２着，ファーストレイディＳ-G1３着，メイトリアークＳ-G1３
着

ソロピアノ Solo Piano：北米３勝，シュヴィーＨ-G2４着。産駒
パーサー Purser：英４勝，King Charles II S-L，オータムＳ-G3３
着，ソラリオＳ-G3４着，香港３勝

エントゥワイン Entwine：北米３戦。産駒
カバラ Qabala：英２勝，ネル グウィンＳ-G3，英1000ギニー-G1３
着，ファルマスＳ-G1４着

四代母ルジュール Rougeur（89 Blushing Groom）仏１勝，北米１勝，Gaily
Gaily H-L，オーキッドＨ-G2２着，イエルバブエナＨ-G3３着。産駒
ヴェルヴェットモーニング Velvet Morning：北米３勝，Palisades S-L，

Providencia S３着，サンクレメンテＨ-G2４着。シルクワーム Sil-
kworm（Freedom of the City S）の祖母

ルーワキ Rouwaki：北米入着。リルーティド Rerouted（サマーヴィルタタ
ソールＳ-G3），クリティカル モーメント Critical Moment（Stewa-
rds Cup S-L）の母

マインシャフトMineshaft は米国産，米年度代表馬，英・北米10勝，ジョッキー
クラブゴールドＣ-G1。主な産駒：イッツトリッキー（ＣＣＡオークス-G1，エイコー
ンＳ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】キャスリンソフィア（ケンタッキーオークス-G1），
ヴェキスト（ＢＣジュヴェナイルフィリーズ-G1，スピナウェイＳ-G1），コールフロ
ント（アムステルダムＳ-G2），リーヴザライトオン（レムスンＳ-G2）
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クオリティ�ロード
　Quality�Road
　鹿　2006

イルーシヴ クオリティ
　Elusive Quality
　鹿　1993

Gone West
Mr. Prospector

Secrettame

Touch of Greatness
Hero's Honor

Ivory Wand

コブラ
　Kobla
　鹿　1995

Strawberry Road
Whiskey Road

Giftisa

Winglet
Alydar

Highest Trump

＊ウィープノーモア
　Weep�No�More
　栗　2013

マインシャフト
　Mineshaft
　黒鹿　1999

A.P. Indy
Seattle Slew

Weekend Surprise

Prospectors Delite
Mr. Prospector

Up the Flagpole

クロスウインズ
　Crosswinds
　黒鹿　2006

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

Flute
Seattle Slew

Rougeur

�Mr.�Prospector�4S×4D,�Seattle�Slew�4D×4D,�Northern�Dancer�5S×5D,�Raise�a�Native�5S×5S×5D,�Secretariat�5S×5D×5D

メス・鹿毛
2020年1月31日生
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