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コングラツ Congrats は米国産，北米７勝，サン パスカルＨ-G2，サン
タ アニタＨ-G1２着，ハリウッド ゴールド カップＨ-G1３着。主な産駒：タ
ービュラント ディセント（バレリーナＳ-G1，ハリウッド スターレットＳ-G1，
サンタ アニタ オークス -G1），エマズ アンコール（プライアリスＳ-G1），*ウ
ィキッドリーパーフェクト（アルシバイアディーズＳ-G1）

*ウィキッドリーパーフェクト Wickedly Perfect（08 Congrats）は
米国産，北米３勝，アルシバイアディーズＳ-G1（ＡＷ8.5Ｆ），ソレント
Ｓ-G3（ＡＷ6.5Ｆ），デビュータントＳ-G1２着。産駒
キングリオ（12 牡 鹿 キングカメハメハ）未出走

ウィキッドリー ワイズ Wickedly Wise（01 Tactical Cat）は北米入着。
産駒
アッシュ ジー Ash Zee（牝 Exchange Rate）北米３勝，インディアナ オ

ークス -G2２着，テストＳ-G1４着
ウィキッド ミズ Wicked Mizz（牝 Mizzen Mast）北米２勝，Go for Wa-

nd S-L，Limit S-L２着
ウィンター ディスプレイ Winter Display（86 Cold Reception）は北

米１勝。産駒
カイマン サンセット Cayman Sunset：北米４勝，Go for Wand S，Pea-

ch Blossom S２着，Miss Preakness S-L３着，Our Mims S３着。
産駒
セイラーズ サンセット Sailors Sunset：北米６勝，ヴァーノンＯ.ア

ンダーウッドＳ-G3，ロサンジェルスＨ-G3，同２着，Foothill 
S，Saguaro S，Phoenix Gold Cup H-L２着，同３着，ポトレロ 
グランデＢＣＨ-G2３着，ビング クロスビーＨ-G1４着

セイラーズ シスター Sailor's Sister：北米５勝，Chaves County S，
Dr. O. G. Fischer Memorial H，Zia Park Distaff S２着，Cza-
ria H２着，First Lady H２着，Valid Expectations S-L３着

オー サマー Oh Summer：北米７勝，Skipat S-L２着，Twixt S２着，
Politely S２着，Shamrock S２着，Singing Beauty S３着

キャスウェン Kathwen：北米１戦。産駒
アンビシャス ブルー Ambitious Brew：北米４勝，Sensational St-

ar S，Real Good Deal S２着

ディープインパクト

鹿　2002

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*ウィキッドリーパーフェクト
Wickedly Perfect
芦　2008

コングラツ
Congrats
鹿　2000

*ウインドインハーヘア
Wind in Her Hair
鹿　1991

ウィキッドリーワイズ
Wickedly Wise
芦　2001

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Lyphard 

Lady Rebecca 

Busted 

Highclere 

A. P. Indy 

Alzao 

Tactical Cat 

Wishing Well 

Praise 

Burghclere 

Winter Display 

Seattle Slew 

Weekend Surprise 

Mr. Prospector 

Wild Applause 

Storm Cat 

Terre Haute 

Cold Reception 

Show Off (2)

全40口関東入厩

昨年のセレクトセールで１億円もの値をつけた期待の血統が当クラ
ブに堂々登場です。洗練されたしなやかな馬体は、歩かせると柔ら
かく躍動感のある動きを見せ、人に対し従順な姿勢は高い知性を感
じさせ、一目見ただけで魅了されてしまいます。米Ｇ１馬の母はス
プリント戦からマイル近辺の距離を得意としましたが、この窮屈感
のない伸びやかな馬体を見ますと、少なくとも中距離までは心配な
いでしょう。配合相手にキンカメ、ディープ、ステイゴールドが選
ばれているのは期待の表れですが、初仔、そして２番仔である本馬
のデキ映えは、その期待以上のスケールを感じさせるほどです。

1口250万円  （総額1億円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling手塚貴久厩舎 予定

デ
ィ
ー
プ
イ
ン
パ
ク
ト  

×  

ウ
ィ
キ
ッ
ド
リ
ー
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
［
牡
］

101

101 ウィキッドリーパーフェクトの13

牡
鹿毛

2013.4.11 生
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ハイエスト オナー Highest Honor は仏国産，仏４勝，イスパーン賞
-G1。仏チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】ヴァオリミクス（仏2000
ギニー -G1），グルーム テス（伊ダービー -G1），ベスラー（愛 1000ギニー
-G1），キャヴァルリーマン（パリ大賞典-G1），レーヴディソール（阪神ジュベ
ナイルフィリーズ -G1），ルルーシュ（アルゼンチン共和国杯-G2）

*レーヴドスカー Reve d'Oscar（97 Highest Honor）は仏国産，仏１
勝，サンタラリ賞-G1（芝2000ｍ），ヴェルメイユ賞-G1２着，オペラ賞
-G1２着，ペネロープ賞-G3２着，ノネット賞-G3３着，仏オークス -G1
４着，伊入着，ジョッキー クラブ大賞典-G1２着。産駒
ナイアガラ（03 牡 芦 *ファンタスティックライト）５勝，すみれＳ-OP

（芝 2200ｍ），比叡Ｓ（芝 2400ｍ），美作特別（芝 2000ｍ），端午Ｓ 
-OP３着

レーヴダムール（05 牝 栗 *ファルブラヴ）１勝，阪神ジュベナイルフィ
リーズ -JPN1２着

アプレザンレーヴ（06 牡 芦 *シンボリクリスエス）３勝，青葉賞-JPN2
（芝2400ｍ），毎日杯-G3３着，ダービー -JPN1５着

レーヴドリアン（07 牡 芦 スペシャルウィーク）２勝，福寿草特別（芝
2000ｍ），きさらぎ賞-G3２着，京都新聞杯-G2３着，菊花賞-G1４
着，神戸新聞杯-G2５着

レーヴディソール（08 牝 芦 アグネスタキオン）最優秀２歳牝馬，４勝，
阪神ジュベナイルフィリーズ -G1（芝1600ｍ），デイリー杯２歳Ｓ 
-G2（芝1600ｍ），チューリップ賞-G3（芝1600ｍ），愛知杯-G3４着

レーヴデトワール（11 牝 黒鹿 ゼンノロブロイ）２勝，白菊賞（芝1600
ｍ），桜花賞-G1５着，○現

レーヴミストラル（12 牡 鹿 キングカメハメハ）未出走
ニュミディー Numidie（88 *バイアモン）は仏２勝，Prix de la Coch-

ere-L，Prix de Thiberville-L３着。産駒
ニュミデ Numide（馬扇 Highest Honor）仏４勝，オカール賞-G2，Prix 

Maurice Caillault-L２着，ラ クープ -G3４着，英障５勝
*レーヴディマン Reve d'Iman（牝 Highest Honor）仏１勝。産駒

ベスラー Bethrah（牝 Marju）愛３勝，愛1000ギニー -G1，愛1000
ギニー トライアルＳ-G3

ディープインパクト
鹿　2002

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*レーヴドスカー
Reve d'Oscar
芦　1997

ハイエストオナー
Highest Honor
芦　1983

*ウインドインハーヘア
Wind in Her Hair
鹿　1991

ニュミディー
Numidie
鹿　1988

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Lyphard 

Lady Rebecca 

Busted 

Highclere 

Kenmare 

Alzao 

*バイアモン

Wishing Well 

High River 

Burghclere 

Yamuna 

Kalamoun 

Belle of Ireland 

Riverman 

Hairbrush 

Blushing Groom 

Lodeve 

Green Dancer 

Yeovil (1)

全40口関東入厩

多くの活躍馬を誕生させてきた名繁殖の母に、種牡馬としてサン
デーサイレンスに比肩するほどまでに登り詰めたディープインパク
ト。誰もが待ちわびていた配合の結晶がここにあります。バランス
の整った美しいフォルムは一日中眺めていても飽きることはないほ
どで、５月生まれであるというエクスキューズは全く必要ありませ
ん。何事にも動揺することはなく、常に堂々とした様子で、この時
期にして王者の風格すら感じさせます。また柔軟性に優れたキレの
ある脚さばきからは、高い瞬発力を推し量ることができ、最後の直
線を圧倒的な脚力で突き抜けるシーンが目に浮かんできます。
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1口300万円  （総額1億2,000万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling堀宣行厩舎 予定

レーヴドスカーの13102

牡
鹿毛

2013.5.10 生
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フロイド Freud は米国産，愛１勝，英入着，コーク＆オラリーＳ-G2
３着。主な産駒：ジャイアント ライアン（ヴォスバーグ招待Ｓ-G1），*フラニ
ーフロイド（プライアリスＳ-G1），フューチャー プロスペクト（ケンタッキー 
カップＳ-G2），セイデ イサーク（リマ市賞-G2・２回），ヘソナイト（ボウゲイ
Ｓ-G3），ミスター ヴェガス（Ｅ.Ｒ.ブラッドリー大佐Ｈ-G3）

*フラニーフロイド Franny Freud（07 Freud）は米国産，北米８勝，
プライアリスＳ-G1（Ｄ６Ｆ），ボウモントＳ-G2（ＡＷ７Ｆ），Ontario De-
butante S-L（ＡＷ６Ｆ），Lady Finger S（Ｄ６Ｆ），Fifth Avenue S（Ｄ６
Ｆ），Park Avenue S（Ｄ6.5Ｆ），New York Stallion S（芝７Ｆ），サンタ 
イネスＳ-G2２着，My Dear S-L２着。本馬が初仔

フランクリー フラン Frankly Fran（94 D'Accord）は北米４勝。産駒
ソル ザ フロイド Sol the Freud（牡 Freud）北米１勝，New York Stalli-

on Series S２着，Law Enforcement S３着
セミチ Semichi（牝 Brushed On）北米13勝
サラトガ スティーヴ Saratoga Steve（馬扇 Freud）北米１勝

ラス マニタス Las Manitas（85 Faraway Son）は北米10勝，Berlo 
H-L２着，Constitution S３着，Primonetta S３着。産駒
ルック オブ ザ リンクス Look of the Lynx：北米５勝，Half Moon S-L，

Correction H-L２着，Garland of Roses H-L３着，Interborough H 
-L３着，Valley Stream S-L３着，Cadillacing S-L３着。産駒
スキャンドラ Scandola：仏２勝，Prix Rose de Mai-L３着

シー ビー アカウント C B Account：北米22勝，Wadsworth Memorial 
H，同３着（２回），Genesee Valley Breeders' H，同２着，同３着

マイミチ Maimiti（77 Never Bend）は北米１勝，Fashion S２着。産駒
グラブ Grub：北米６勝，Northern Pike S２着。種牡馬
スムーズ アンド クラッシー Smooth and Classy：北米１勝。産駒

セクシャル ハラスメント Sexual Harrasment：北米５勝，Cumber-
land S２着

フラ ガール Hula Girl（63 Native Dancer）は北米４勝，スカイラヴ
ィルＳ３着。デコレイティド ヒーロー Decorated Hero（チャレンジＳ 
-G2，ロンポワン賞-G2），マヤノペトリュース（シンザン記念-JPN3），（公）
アズマリーフ（ロジータ記念）の曽祖母

ディープインパクト
鹿　2002

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*フラニーフロイド
Franny Freud
鹿　2007

フロイド
Freud
鹿　1998

*ウインドインハーヘア
Wind in Her Hair
鹿　1991

フランクリーフラン
Frankly Fran
鹿　1994
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Mariah's Storm 
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Las Manitas 

Storm Bird 

Terlingua 

Rahy 

*イメンス

Secretariat 

Fanfreluche 

Faraway Son 

Maimiti (2)

全40口関東入厩

昨年は母の父ストームキャットとの配合が話題になった父ですが、
スプリントタイプの母系と相性が良いことが理由のひとつのようで
す。成功条件にピタリとはまる本馬は期待に違わぬデキ映えで、優
れた心肺機能が深い胸に表れ、丸みを帯びた全身の筋肉は弾性の高
さを示しています。そして、角度の良い繋は柔らかくサスペンショ
ンとしての役割をしっかりと果たし、重心の低いフォームで走る姿
は父の姿を彷彿とさせます。ディープ産駒としては異質のどっしり
とした体型からマイル前後を得意としそうですが、同じような胴部
をもつハープスターが示す距離適性が、本馬の指標となるでしょう。

1口110万円  （総額4,400万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling木村哲也厩舎 予定
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*サンデーサイレンス Sunday Silence は米国産，米年度代表馬，北
米９勝，ケンタッキー ダービー -G1。本邦チャンピオンサイアー。本邦ＢＭ
Ｓチャンピオン。【ＢＭＳ：主な産駒】アドマイヤムーン（ドバイ デューティ 
フリー -G1），ローズキングダム（ジャパンＣ-G1），スクリーンヒーロー（ジャ
パンＣ-G1），ロゴタイプ（皐月賞-G1），レジネッタ（桜花賞-JPN1）

レクレドール（01 *サンデーサイレンス）は４勝，ローズＳ-JPN2（芝
2000ｍ），クイーンＳ-JPN3（芝1800ｍ），同３着，札幌記念-JPN2２着，
阪神牝馬Ｓ-JPN2３着，福島牝馬Ｓ-JPN3３着，同５着，愛知杯-JPN3
４着，マーメイドＳ-JPN3５着。産駒
ラルシュドール（09 牝 鹿 *シンボリクリスエス）３勝，○現
クラージュドール（10 牡 鹿 キングカメハメハ）４勝，桃山Ｓ（Ｄ1900

ｍ），○現
クリューサオール（11 牡 鹿 キングカメハメハ）入着，○現
ベルーフ（12 牡 鹿 *ハービンジャー）未出走

ゴールデンサッシュ（88 *ディクタス）は５戦，入着。産駒
ステイゴールド（牡 *サンデーサイレンス）ＪＲＡ特別賞，５勝，日経新

春杯-JPN2，目黒記念-JPN2，UAE１勝，ドバイ シーマ クラシック
-G2，香港１勝，香港ヴァーズ -G1。種牡馬

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

キャッチザゴールド（牝 *サンデーサイレンス）４勝，淡路特別。産駒
タガノエンブレム（牡 *ウォーエンブレム）３勝，逢坂山特別，野路

菊Ｓ-OP３着，○現
グレースランド（牝 *トニービン）４戦，入着。産駒

ドリームパスポート（牡 フジキセキ）３勝，神戸新聞杯-JPN2，きさ
らぎ賞-JPN3，ジャパンＣ-G1２着，皐月賞-JPN1２着

ラウンドワールド（牡 ディープインパクト）３勝，アンドロメダＳ 
-OP，コスモス賞-OP，札幌２歳Ｓ-G3２着，○現

セイクリッドセブン（牡 フジキセキ）５勝，尼崎Ｓ，小豆島特別
キューティゴールド（牝 *フレンチデピュティ）５戦，入着。産駒

ショウナンパンドラ（牝 ディープインパクト）１勝，エルフィンＳ 
-OP２着，フラワーＣ-G3５着，○現

キングカメハメハ
鹿　2001

キングマンボ
Kingmambo
鹿　1990

レクレドール
黒鹿　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*マンファス
Manfath
黒鹿　1991

ゴールデンサッシュ
栗　1988

Mr. Prospector 
Raise a Native 

Gold Digger 

Nureyev 

Pasadoble 

*トライマイベスト

Mill Princess 

Blakeney 

The Dancer 

Halo 

*ラストタイクーン

*ディクタス

Miesque 

Wishing Well 

Pilot Bird 

ダイナサッシュ

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Sanctus 

Doronic 

*ノーザンテースト

*ロイヤルサッシュ(1)

全40口関東入厩

厚く筋肉が発育した胸前と肩の力感は実に見事で、丸みのある大き
なトモとのバランスが保たれ、弾力感に満ちた見映えのする馬体で
す。短めの背腰はいかにも強靭で、健康度を示すたっぷりした胴回
りや張りのある皮膚など、兄姉と比較して最も母の長所を継承しま
した。大きくパワフルなストライドは群れの中で異彩を放ち、知的
で堂々とした立ち振る舞いに良血のプライドが感じられます。多彩
な条件でチャンピオンを輩出する父の活力は心強い限りで、本馬も
多くの可能性を秘めています。しかし、ファミリーの本流であり続
けるには華やかなターフで輝いてこその１頭です。
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1口80万円  （総額3,200万円）

提供：白老ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム堀宣行厩舎 予定

レクレドールの13104

メス
鹿毛

2013.1.20 生
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*サンデーサイレンス Sunday Silence は米国産，米年度代表馬，北
米９勝，ケンタッキー ダービー -G1。本邦チャンピオンサイアー。本邦ＢＭ
Ｓチャンピオン。【ＢＭＳ：主な産駒】アドマイヤムーン（ドバイ デューティ 
フリー -G1），ローズキングダム（ジャパンＣ-G1），スクリーンヒーロー（ジャ
パンＣ-G1），ロゴタイプ（皐月賞-G1），レジネッタ（桜花賞-JPN1）

ジェダイト（02 *サンデーサイレンス）は３勝，忘れな草賞-OP（芝
2000ｍ），赤松賞（芝1600ｍ），エルフィンＳ-OP２着，札幌２歳Ｓ-JPN3
４着，阪神牝馬Ｓ-JPN2５着，フィリーズレビュー -JPN2５着。産駒
サナシオン（09 牡 鹿 *シンボリクリスエス）３勝，○現
カレングラスジョー（10 牡 栗 キングカメハメハ）１勝，○現
アドマイヤメテオ（11 牡 青鹿 キングカメハメハ）１勝，○現
ブライトバローズ（12 牡 鹿 キングカメハメハ）未出走

*グリーンポーラ Green Pola（88 Nijinsky）は米国産，仏２勝，カル
ヴァドス賞-G3。産駒
ケープリズバーン（牝 Bering）中央・南関東○交５勝，ＴＣＫ女王盃

-JPN3，オリオンＳ，鳴滝特別，ダイオライト記念-JPN2５着，中山
牝馬Ｓ-JPN3５着。産駒
トクラットリバー（牝 *ウォーエンブレム）１勝，○現

レッドシャガーラ（牡 ネオユニヴァース）３勝，知床特別
ヴェルデマーレ（牡 *サンデーサイレンス）２勝，和田岬特別，兵庫○交１勝
モビーディック（馬扇 *サンデーサイレンス）１勝，ラジオたんぱ杯２歳Ｓ 

-JPN3５着
リビングデイライツ（牝 フジキセキ）５勝
レーヌヴェルト（牝 *フレンチデピュティ）２戦，入着。産駒

ガイヤースヴェルト（牡 ダイワメジャー）１勝，毎日杯-G3２着，Ｎ
ＨＫマイルＣ-G1５着，○現

アイリッシュ ヴァリー Irish Valley（82 Irish River）は仏６戦。産駒
アルハース Alhaarth：全欧２歳チャンピオン，英仏愛８勝，デューハー

ストＳ-G1，シャンペンＳ-G2，ドラール賞-G2。種牡馬
デラール Dhelaal：不出走。マクフィ Makfi（英2000ギニー -G1）の母

*ダライール Dalayil：不出走。アカリーム Aqaleem（英ダービー トライ
アルＳ-G3，英ダービー -G1３着）の母

キングカメハメハ
鹿　2001

キングマンボ
Kingmambo
鹿　1990

ジェダイト
鹿　2002

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*マンファス
Manfath
黒鹿　1991

*グリーンポーラ
Green Pola
鹿　1988

Mr. Prospector 
Raise a Native 

Gold Digger 

Nureyev 

Pasadoble 

*トライマイベスト

Mill Princess 

Blakeney 

The Dancer 

Halo 

*ラストタイクーン

Nijinsky 

Miesque 

Wishing Well 

Pilot Bird 

Irish Valley 

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Flaming Page 

Irish River 

Green Valley (16)

全40口関東入厩

牝馬らしく丸みを帯びた筋肉質の上体に、スラリと伸びた脚がマッ
チし、全体のシルエットは流れるようなラインで描かれています。
繋の角度や飛節のつくりも申し分なく４年連続して同配合が選択さ
れているのが納得のデキ映えです。常歩時はやや硬めに映る歩様な
がら、キャンターに移ると手先がよく伸び、軽快なリズムを刻みな
がら首をグッと下げて加速していく様はスピード感たっぷりです。
季節や放牧状況の変化に対して常に安定したコンディションを保ち
続けることから、内臓面が強く代謝機能が優秀なことがわかります。
完成度が高く健康面でも不安はなく、早期の始動も可能に思えます。

1口75万円  （総額3,000万円）

加藤征弘厩舎 予定 提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling
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ジェダイトの13105

メス
鹿毛

2013.2.3 生
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*サンデーサイレンス Sunday Silence は米国産，米年度代表馬，北
米９勝，ケンタッキー ダービー -G1。本邦チャンピオンサイアー。本邦ＢＭ
Ｓチャンピオン。【ＢＭＳ：主な産駒】アドマイヤムーン（ドバイ デューティ 
フリー -G1），ローズキングダム（ジャパンＣ-G1），スクリーンヒーロー（ジャ
パンＣ-G1），ロゴタイプ（皐月賞-G1），レジネッタ（桜花賞-JPN1）

ハッピーパス（98 *サンデーサイレンス）は５勝，京都牝馬Ｓ-JPN3
（芝1600ｍ），同３着，札幌日刊スポーツ杯-OP（芝1200ｍ），逆瀬川Ｓ
（芝1600ｍ），ノベンバーＳ（芝1800ｍ），阪神牝馬Ｓ-JPN2２着，フィリ
ーズレビュー -JPN2２着，中山牝馬Ｓ-JPN3２着，クイーンＣ-JPN3２
着，エイプリルＳ-OP３着，紅梅Ｓ-OP３着，ターコイズＳ-OP３着，桜花
賞-JPN1４着，新潟大賞典-JPN3４着，日経賞-JPN2５着。産駒
ラヴェルソナタ（08 馬扇 鹿 *ファルブラヴ）３勝，本栖湖特別（芝 2400

ｍ），浦佐特別（芝2000ｍ），○現
パストフォリア（09 牝 鹿 *シンボリクリスエス）４勝，ユートピアＳ（芝

1600ｍ），山中湖特別（芝1800ｍ）
コディーノ（10 牡 黒鹿 キングカメハメハ）３勝，東京スポーツ杯２歳

Ｓ-G3（芝1800ｍ，２歳レコード），札幌２歳Ｓ-G3（芝1800ｍ），朝
日杯フューチュリティＳ-G1２着，皐月賞-G1３着，弥生賞-G2３
着，東京新聞杯-G3４着，天皇賞（秋）-G1５着，ダービー卿チャレン
ジＴ-G3５着，○現

トレクァルティスタ（11 牡 黒鹿 キングカメハメハ）１勝，○現
カービングパス（12 牝 鹿 *ハービンジャー）未出走

*ハッピートレイルズ Happy Trails（84 *ポッセ）は愛国産，愛５戦，
入着。産駒

*シンコウラブリイ（牝 Caerleon）最優秀古牝馬，10勝，マイルチャンピ
オンシップ -JPN1，同２着，毎日王冠-JPN2，スワンＳ-JPN2，ニュ
ージーランドＴ４歳Ｓ-JPN2，クイーンＳ-JPN3，ラジオたんぱ賞
-JPN3。ロードクロノス（中京記念-JPN3）の母，シンメイフジ（関
東オークス -JPN2）の祖母

*タイキマーシャル（馬扇 *ダンスオブライフ）８勝，エプソムＣ-JPN3
サンタフェトレイル（牝 *ノーザンテースト）５勝，福島テレビ杯，長万部

特別，若潮賞。キングストレイル（セントライト記念-JPN2）の母

キングカメハメハ
鹿　2001

キングマンボ
Kingmambo
鹿　1990

ハッピーパス
鹿　1998

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*マンファス
Manfath
黒鹿　1991

*ハッピートレイルズ
Happy Trails
鹿　1984

Mr. Prospector 
Raise a Native 

Gold Digger 

Nureyev 

Pasadoble 

*トライマイベスト

Mill Princess 

Blakeney 

The Dancer 

Halo 

*ラストタイクーン

*ポッセ

Miesque 

Wishing Well 

Pilot Bird 

*ロイコン

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Forli 

In Hot Pursuit 

High Top 

Madelon (4)

全40口関東入厩

煌めくような輝きを持った美しい栗毛に中型サイズの均整のとれた
馬体、意志の強さを感じさせる凛と澄んだ瞳は、良血馬の持つ気品
と風格に満ちています。父の産駒らしくやや立ち気味の肩と張りの
ある上質な筋肉をまとった前躯は力強いかき込みを生み、それはし
なりのある背中から後躯へと流れるように連動し、まるで弾丸のよ
うなスピード感あふれる走りを見せています。収牧時の息の入りも
早く、心肺機能の高さは折り紙つきです。活躍する兄姉同様に、父
からは完成度の高い馬体を、母からは男勝りな気性を確かに受け継
ぎ、大舞台でのヒロインとして我々を魅了してくれることでしょう。
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1口100万円  （総額4,000万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling藤沢和雄厩舎 予定

ハッピーパスの13106

メス
栗毛

2013.2.8 生
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*クロフネは米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート
-JPN1。主な産駒：カレンチャン（スプリンターズＳ-G1），スリープレスナイ
ト（スプリンターズＳ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】カラフルデイズ（関東オーク
ス -JPN2），ショウナンワダチ（ニュージーランドＴ-G2２着），アイスフォー
リス（フローラＳ-G2２着），ステファノス（毎日杯-G3３着）

リリウム（05 *クロフネ）は不出走。産駒
ラプターセイハート（08 牝 鹿 *トワイニング）１勝
アイスフォーリス（09 牝 芦 ステイゴールド）２勝，秩父特別（芝2000

ｍ），フローラＳ-G2２着，オークス -G1３着，愛知杯-G3４着，○現
フリティラリア（10 牝 芦 アドマイヤムーン）１勝，○現
イトハユリ（11 牝 芦 ゼンノロブロイ）４戦，○現
アードモア（12 牡 芦 ゴールドアリュール）未出走

*ベゴニア Begonia（83 Plugged Nickle）は米国産，北米３戦。産駒
リトル トゥー マッチ Little Too Much（馬扇 Storm Bird）英２勝，北米１

勝，独入着，オスターマン ポカル -G3３着
フサイチシンイチ（牡 *ノーザンテースト）４勝，白藤Ｓ，陣馬特別，ムー

ニーバレーＲＣ賞，目黒記念-JPN2３着
フサイチジハード（牡 *ジェイドロバリー）３勝，障２勝，東京オータム

ジャンプ -GJ3３着，中山グランドジャンプ -GJ1５着
オースミジャイアン（牡 *ノーザンテースト）３勝，八瀬特別，青葉賞

-JPN3４着
スターマーケット（牡 *ブロッコ）４勝，恵山特別

ダリア Dahlia（70 Vaguely Noble）は英年度代表馬（２回），米芝牝
馬チャンピオン，仏愛英・北米15勝，愛オークス -G1，キング ジョージ
六世＆クイーン エリザベスＳ-G1（２回），ベンスン＆ヘッジス ゴール
ドＣ-G1（２回），サンクルー大賞典-G1，ワシントンＤ.Ｃ.国際Ｓ-G1。
*ダハール Dahar（リュパン賞-G1），*リヴリア Rivlia（サン ルイス 
レイＳ-G1），デレガント Delegant（サン フアン カピストラーノ招待
Ｈ-G1），ダリアズ ドリーマー Dahlia's Dreamer（フラワー ボウルＨ 
-G1），ワジド Wajd（エヴリ大賞典-G2），ランダフ Llandaff（ジャージー 
ダービー -G2）の母，ネダウィ Nedawi（英セントレジャー -G1）の祖母，
ライト オブ パシッジ Rite of Passage（ゴールドＣ-G1）の曽祖母

ダイワメジャー
栗　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

リリウム
芦　2005

*クロフネ
Kurofune
芦　1998

スカーレットブーケ
栗　1988

*ベゴニア
Begonia
鹿　1983

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Lady Victoria 

Crimson Satan 

Consentida 

*フレンチデピュティ

*ノーザンテースト

Plugged Nickle 

Wishing Well 

*ブルーアヴェニュー

*スカーレットインク

Dahlia 

Deputy Minister 

Mitterand 

Classic Go Go 

Eliza Blue 

Key to the Mint 

Toll Booth 

Vaguely Noble 

Charming Alibi (13)

全40口関東入厩

右肩上がりにグングンと成長してきた、迫力の体つきに圧倒されま
す。伸びやかなうえに安定感に優れた骨太な骨格はいかにも頑丈で、
盛り上がった上腕部や胸部の筋肉には凄みさえ感じられます。充実
振りが目立つトモも強調材料で、そこから発する強力な出力を伝達
する飛節の強度も抜群です。これだけの卓越したフィジカルに恵ま
れただけに、パワーとスピードを兼ね備えた競走馬へと成長するこ
とが容易に想像できます。大型馬らしく余裕のある素直な気性です
から、レースでは鞍上の意のまま自在な競馬も出来そうで、母系に
脈打つ底力が本馬を主役の座へと導いてくれるでしょう。

1口50万円  （総額2,000万円）

提供：ノーザンファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム相沢郁厩舎 予定
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メス
芦毛

2013.1.7 生
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*オペラハウス Opera House は英国産，全欧古馬チャンピオン，
英愛８勝，キング ジョージ六世＆クイーン エリザベスＳ-G1，エクリプス
Ｓ-G1。【ＢＭＳ：主な産駒】レオアクティブ（京王杯２歳Ｓ-G2），ウエスタン
ダンサー（京阪杯-G3），コメディアデラルテ（京都新聞杯-JPN2２着），ツク
シヒメ（関東オークス -JPN2２着），エスカーダ（クリスマスローズＳ-OP）

キャッチータイトル（03 *オペラハウス）は５勝，日本海Ｓ（芝 2200
ｍ）。産駒
メジャープレゼンス（10 牡 栗 ダイワメジャー）１勝，○現
メジャーステップ（11 牡 栗 ダイワメジャー）１勝，○現
チャンドラプラバー（12 牝 鹿 アドマイヤムーン）未出走

*タイトルド Titled（96 Rainbow Quest）は英国産，不出走。産駒
エクスタシア（牝 Singspiel）不出走。産駒

ペンタシア Pentasia（牝 *ペンタイア）豪８勝，BRC Chief de Bee-
rs H-L，Clarence River JC Ramornie H-L３着

タイトルパート（牝 アグネスタキオン）１勝
オスカーカフェ（牡 *フレンチデピュティ）入着，東海（公）２勝
オーファメイ（牝 ディープインパクト）東海（公）２勝，中央入着，○現

ハー レイディシップ Her Ladyship（91 Polish Precedent）は仏２勝，
Prix de la Seine-L，仏オークス -G1２着，オペラ賞-G2３着。産駒
ディグニファイ Dignify：仏２勝，オマール賞-G3，英伊入着，Sweet So-

lera S-L３着，伊オークス -G1４着
*レディバウンティフル Lady Bountiful：仏３勝，Prix Urban Sea-L３着

アッパー ストラタ Upper Strata（85 Shirley Heights）は英３勝，
George Stubbs S-L，Zetland S-L，C. W. Heron S-L３着，Berry Magi-
coal S-L３着，プリンセス オブ ウェールズＳ-G2４着，愛入着，愛セント
レジャー -G1４着。産駒
ロード オブ メン Lord of Men：仏英・UAE10勝，サラマンドル賞-G1，

ゴントー ビロン賞-G3，ラ クープ ド メゾンラフィット-G3，ドーヴ
ィル大賞典-G2３着，伊入着，ローマ賞-G1３着。種牡馬

ビー マイン Be Mine：仏１勝。産駒
メイドストーン ミダス Maidstone Midas：英入着，英ダービー トラ

イアルＳ-G3４着

ダイワメジャー
栗　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

キャッチータイトル
栗　2003

*オペラハウス
Opera House
鹿　1988

スカーレットブーケ
栗　1988

*タイトルド
Titled
鹿　1996

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Lady Victoria 

Crimson Satan 

Consentida 

Sadler's Wells 

*ノーザンテースト

Rainbow Quest 

Wishing Well 

Colorspin 

*スカーレットインク

Her Ladyship 

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

High Top 

Reprocolor 

Blushing Groom 

I Will Follow 

Polish Precedent 

Upper Strata (B3)

全40口関東入厩

厩舎から出てきた瞬間に誰もがその父親を当てられるくらいに、鼻
や耳の形など細部に至るまで父にそっくりです。それだけで本馬の
性能は証明されていると言ってもいいでしょう。逞しい首差し、発達
した胸前の筋肉、ボリュームあふれる臀部を持ち、容積たっぷりの
腹袋が安定感を際立たせています。大地をしっかりと捉えた回転の
速いフットワークからも距離適性はマイル前後と予想され、凸凹し
たぬかるんだ草地でもバランスを崩すことはないことから、力のいる
馬場もこなしてくれそうです。全兄は気性が勝っていますが、本馬
は他馬がイレ込むような場面でも落ち着きがあり、好感が持てます。
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1口50万円  （総額2,000万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling田村康仁厩舎 予定

キャッチータイトルの13108

メス
栗毛

2013.3.26 生
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スウェイン Swain は愛国産，仏英10勝，キング ジョージ六世＆クイ
ーン エリザベスＳ-G1（２回），コロネーションＣ-G1。主な産駒：ディミトロ
ヴァ（フラワー ボウル招待Ｈ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】アクマル（ヘンリー
二世Ｓ-G2），パーミット（ＡＴＣチェアマンズＨ-G2），コロネル（セーネワー
ズ賞-G3），キッドウェリー（ＡＲＣロイヤルＳ-G2２着）

コックニー（00 Swain）は２勝。産駒
ベティザプレンティ（07 牡 鹿 ザッツザプレンティ）南関東（公）１勝
スタープロフィット（08 牡 鹿 ゴールドアリュール））北海道（公）２勝，北

海優駿２着，岩手（公）１勝，オパールＣ（芝1700ｍ），南部駒賞３着，
ダービーグランプリ５着，南関東（公）６勝，○現

セプタードアイル（09 牝 黒鹿 *ロージズインメイ）１勝
アドマイヤヤング（11 牡 青鹿 フジキセキ）１勝，○現
スリーコンサート（12 牝 鹿 *キンシャサノキセキ）未出走

*セニョラージェ Seigniorage（94 Nureyev）は米国産，仏１勝，フィ
ユ ド レール賞-G3２着，クレオパトル賞-G3４着。産駒
ダイワワイルドボア（牡 アグネスタキオン）３勝，セントライト記念

-JPN2，新緑賞，日経賞-G2５着
グッドマイスター（牡 アグネスタキオン）３勝，鷹取特別，端午Ｓ-OP２

着，○現
ファミリズム（牝 ダンスインザダーク）１勝，京都２歳Ｓ-OP２着
クイーンアイリス（牝 ダンスインザダーク）南関東（公）１勝，中央１勝。

産駒
ミエノゴーゴー（牡 *ヘクタープロテクター）３勝，大日岳特別，○現

レフォルマ（牡 *サンデーサイレンス）２勝
シュアヴィテ Suavite（81 Alleged）は北米４勝，カムリーＳ-G3２着，

Prioress S３着。産駒
スワーヴ ダンサー Suave Dancer：全欧３歳チャンピオン，仏愛５勝，

凱旋門賞-G1，仏ダービー -G1，愛チャンピオンＳ-G1。種牡馬
スワーヴ ターン Suave Tern：仏２勝，Prix Niceas-L，ジョッキー クラ

ブ大賞典-G1２着，イタリア大賞典-G1２着
*ウルトラフィネッセ Ultra Finesse：仏２勝，マルレ賞-G2２着
セニョリアル Seignorial：英仏３勝，Prix Scaramouche-L。種牡馬

ハーツクライ
鹿　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

コックニー
鹿　2000

スウェイン
Swain
鹿　1992

アイリッシュダンス
鹿　1990

*セニョラージェ
Seigniorage
青鹿　1994

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

*カンパラ

Severn Bridge 

Lyphard 

My Bupers 

Nashwan 

*トニービン

Nureyev 

Wishing Well 

Love Smitten 

*ビューパーダンス

Suavite 

Blushing Groom 

Height of Fashion 

Key to the Mint 

Square Angel 

Northern Dancer 

Special 

Alleged 

Guinevere's Folly (4)

全40口関東入厩

わずかに残る冬毛は厳しい寒さの夜間放牧を乗り越えた証です。そ
れは骨量豊富に成長し、柔軟性に富んだ四肢や、まだ腰高で伸びし
ろを多分に残しながらも肩、腹袋、腰回りと父譲りの丸みを帯びた
馬体を見れば一目瞭然です。調教が開始される頃には胴に伸びが出
て更に見映えのする馬体へと成長を遂げるでしょう。周囲の環境の
変化に動じることのない性格は、父やその産駒が海外で見せる強さ
の秘訣でもあり、本馬の精神面のタフさも頼もしいばかりです。古
馬になるにつれて凄みを増す父の産駒の活躍を見ても、本馬が今後
どのように成長するか楽しみでなりません。

1口60万円  （総額2,400万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling斎藤誠厩舎 予定
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コックニーの13109

牡
鹿毛

2013.3.4 生
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セイント バラード Saint Ballado は加国産，北米４勝，アーリントン 
クラシック-G2。北米チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】ダンス ウ
ィズ フェイト（ブルー グラスＳ-G1），セイント アフリート（ペイロス ヴァー
デスＨ-G2），チャリタブル マン（ピーター パンＳ-G2），エイクナイト（カマン
ウェルスＳ-G2），ロキシー ギャップ（ヘンドリーＳ-G2）

*オルティア（00 Saint Ballado）は米国産，わが国で２勝。産駒
ルロワ（07 牡 青鹿 キングカメハメハ）２勝，○現
アルテミスアロー（12 牝 鹿 *シンボリクリスエス）未出走

*ドナヴィオラ Donna Viola（92 Be My Chief）は英国産，英６勝，
Victress S-L，ファルマスＳ-G2３着，October S-L３着，愛１勝，メイト
ロンＳ-G3，仏１勝，オペラ賞-G2，北米３勝，イエロー リボンＳ-G1，ゲ
イムリーＨ-G1，サンタ バーバラＨ-G2，ビヴァリー ヒルズＨ-G1３着，
サンタ アナＨ-G2３着，ブエナ ヴィスタＨ-G2３着，ビヴァリー ディー
Ｓ-G1４着，ラモナＨ-G1４着。産駒
エンジェル フライング Angel Flying（牝 Saint Ballado）北米３勝，Pip-

pin S３着
キングヴィオラ（牡 キングカメハメハ）１勝
ドラゴネッティ（牡 ハーツクライ）１勝

カウンテス オリヴィア Countess Olivia（78 Prince Tenderfoot）は
英２勝。産駒
ジュリエット ブラヴォー Juliet Bravo：英１勝。産駒

フリザント Frizzante：英７勝，ジュライＣ-G1，パレス ハウスＳ 
-G3，Boadicea Fillies' S-L，Abernant S-L２着，キングズ スタ
ンドＳ-G2３着

ジダン Zidane：英７勝，Abernant S-L，チップチェイスＳ-G3２着，
ベンゴーフ メモリアルＳ-G3２着，ダイアデムＳ-G2４着

フィレンツェ Firenze：英６勝，Boadicea Fillies' S-L，Kilvington 
Fillies' S-L，テンプルＳ-G2３着

ドンナ エルヴィラ Donna Elvira：英入着。産駒
ナイト オブ グラス Night of Glass：英９勝，Hambleton Rated S-L

３着
コーラル フラッター Coral Flutter：英３勝

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

ダンシリ
Dansili
鹿　1996

*オルティア
Orthia
鹿　2000

セイントバラード
Saint Ballado
黒鹿　1989

ペナンパール
Penang Pearl
鹿　1996

*ドナヴィオラ
Donna Viola
鹿　1992

*デインヒル
Danzig 

Razyana 

Kahyasi 

Kerali 

Arctic Tern 

Beaune 

Shareef Dancer 

Sauceboat 

Halo 

Bering 

Be My Chief 

Hasili 

Ballade 

Guapa 

Countess Olivia 

Hail to Reason 

Cosmah 

Herbager 

Miss Swapsco 

Chief's Crown 

Lady Be Mine 

Prince Tenderfoot 

Coralivia (13)

全40口関東入厩

しなやかな首差しやゆったりとした厚みのある胴、さらには高い心
肺機能の存在を裏づける深さのある胸など、父の産駒の特徴が凝縮
されたような馬体です。それぞれのパーツは適度なサイズで、正確
に配置された骨格や四肢の良好な乾燥具合からも、怪我とは無縁な
競走生活を想像させます。角度のある柔軟な飛節と、全身に満遍な
くまとう良質な筋肉が噛み合うことで、どのような馬場状態にも左
右されない力強いフットワークをものにすることでしょう。ライバ
ルに対してプライドの高さを見せる一方、人に対しては従順という
メリハリのついた性格も、今後の過程で有利に働くはずです。
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1口45万円  （総額1,800万円）

提供：追分ファーム　生産：追分ファーム　繋養：追分ファーム尾関知人厩舎 予定

オルティアの13110

牡
栗毛

2013.3.22 生
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*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。【ＢＭＳ：主な産駒】マイネルホウオウ（ＮＨＫマイルＣ-G1），ダン
ザ（アーカンソー ダービー -G1），ヴィジョネア（キングズ ビショップＳ-G1），
インス（チリ 2000ギニー -G1），カミノタサハラ（弥生賞-G2），アニメイトバ
イオ（ローズＳ-G2），スズカコーズウェイ（京王杯スプリングＣ-G2）

アンブロワーズ（02 *フレンチデピュティ）は４勝，函館２歳Ｓ-JPN3
（芝1200ｍ），ファイナルＳ-OP（芝1600ｍ），ストークＳ（芝1400ｍ），阪
神ジュベナイルフィリーズ -JPN1２着，ポートアイランドＳ-OP２着，ア
ネモネＳ-OP３着。産駒
コナブリュワーズ（10 牝 黒鹿 キングカメハメハ）１勝，○現
ガートルード（11 牝 黒鹿 ジャングルポケット）１勝，○現
ギャラリスト（12 牝 鹿 *ハービンジャー）未出走

フサイチミニヨン（96 *サンデーサイレンス）は２戦。産駒
アンナヴァン（牝 *エンドスウィープ）１勝。産駒

サトノネプチューン（牡 *シンボリクリスエス）２勝，ホープフル
Ｓ-OP，○現

アナザーバージョン（牡 *クロフネ）２勝，青竜Ｓ-OP２着，○現
ビアンコカンドーレ（牝 *チチカステナンゴ）１勝，○現
バズローリング（牝 *ウォーエンブレム）北海道（公）１勝。産駒

ウンプテンプ（牡 メイショウサムソン）１勝，○現
*バレークイーン Ballet Queen（88 Sadler's Wells）は愛国産，不出

走。産駒
フサイチコンコルド：３勝，ダービー -JPN1，すみれＳ-OP，カシオペア

Ｓ-OP２着，菊花賞-JPN1３着。種牡馬
アンライバルド：４勝，皐月賞-JPN1，スプリングＳ-JPN2，若駒Ｓ-OP，

京都２歳Ｓ-OP３着，神戸新聞杯-JPN2４着。種牡馬
ボーンキング：２勝，京成杯-JPN3，弥生賞-JPN2２着，アメリカＪＣ

Ｃ-JPN2３着，ダービー -JPN1４着，天皇賞（春）-JPN1４着，朝日チ
ャレンジＣ-JPN3４着，阪神大賞典-G2５着。種牡馬

グレースアドマイヤ：５勝，東大路Ｓ，馬籠特別，ＴＶＱ杯，御在所特別，
府中牝馬Ｓ-JPN3２着，４歳牝馬特別（東）-JPN2３着。ヴィクトリー

（皐月賞-JPN1），リンカーン（阪神大賞典-G2）の母

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

ダンシリ
Dansili
鹿　1996

アンブロワーズ
鹿　2002

*フレンチデピュティ
French Deputy
栗　1992

ペナンパール
Penang Pearl
鹿　1996

フサイチミニヨン
鹿　1996

*デインヒル
Danzig 

Razyana 

Kahyasi 

Kerali 

Arctic Tern 

Beaune 

Shareef Dancer 

Sauceboat 

Deputy Minister 

Bering 

*サンデーサイレンス

Hasili 

Mitterand 

Guapa 

*バレークイーン

Vice Regent 

Mint Copy 

Hold Your Peace 

Laredo Lass 

Halo 

Wishing Well 

Sadler's Wells 

Sun Princess (1)

全40口関東入厩

父の産駒特有の緩さを持つ繋の上には節々のしっかりした関節を持
ち、その頑健な脚元に支えられた雄大な体躯は、積み重ねられた豊
富な運動量の賜物であり、順調な成長過程の裏づけでもあります。
遅生まれにしてこの成長度には驚かされますが、それはブラックタ
イプに並ぶ数々の活躍馬の名前を見れば納得することができ、性格
もこの一族らしくつねに前向きで、放牧地でもストライドの大きな
動きで他馬を圧倒しています。２歳重賞勝ち馬の母、前向きな気性、
順調な成長過程、どの要素をとっても早い時期からの活躍を見込む
ことができ、初夏のターフで躍動する姿が今から目に浮かびます。

1口100万円  （総額4,000万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling国枝栄厩舎 予定
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アンブロワーズの13111

牡
鹿毛

2013.5.6 生
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*ホワイトマズル White Muzzle は英国産，伊３歳チャンピオン，英
伊仏６勝，伊ダービー -G1。【ＢＭＳ：主な産駒】スマートレイアー（阪神牝馬
Ｓ-G2），アスカリーブル（関東オークス -JPN2），トーセンベニザクラ（フェア
リーＳ-G3），ディラクエ（北海道２歳優駿-JPN3），ダローネガ（小倉日経オ
ープン -OP），エミーズスマイル（アネモネＳ-OP）

ハンドレッドスコア（03 *ホワイトマズル）は３勝。産駒
パーフェクトスコア（10 牡 青鹿 *ブライアンズタイム）１勝，○現
マルクプレンヌ（11 牝 鹿 *シンボリクリスエス）１勝，○現
センチュリオン（12 牡 黒鹿 キングカメハメハ）未出走

サンデーエイコーン（93 *サンデーサイレンス）は３勝，豊中特別。
産駒
ワキノカイザー（牡 マヤノトップガン）６勝，ＢＳＮ賞-OP，高瀬川Ｓ，河

原町特別，箕面特別，エニフＳ-OP３着，東海○交１勝，高知（公）13勝
タイムズアロー（牡 タイムパラドックス）５勝，夏至Ｓ，ＢＳＮ賞-OP２

着，ベテルギウスＳ-OP３着，○現
アントニオピサ（牡 タニノギムレット）４勝，下総Ｓ，○現
ツヨイキモチ（牝 *シンボリクリスエス）３勝
サンデーローズ（牝 *ブライアンズタイム）２勝
レゼトワール（牝 *ファスリエフ）１勝，南関東○交１勝，○現
ステルスソニック（牡 タニノギムレット）１勝，佐賀（公）４勝

エイコーンカップ（88 *ノーザンテースト）は２勝，相川特別，４歳牝
馬特別（東）-JPN2４着。産駒
エイコーンカラー：１勝

ダイナエイコーン（83 *ロイヤルスキー）は２勝，新潟３歳Ｓ-JPN3。
産駒
ファストハーベスト：２勝。産駒

カームブレイカー：３勝，古町特別，栗子特別
ハートランドカフェ：２勝，山藤賞

ダイナグロリア：１勝。産駒
ラインドリーム：３勝，筑後川特別，インディアＴ，紫苑Ｓ-OP２着

ライバリュウ（72 *リマンド）は３勝。ライバコウハク（中山大障害，
京都大障害・２回）の母

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

ダンシリ
Dansili
鹿　1996

ハンドレッドスコア
黒鹿　2003

*ホワイトマズル
White Muzzle
鹿　1990

ペナンパール
Penang Pearl
鹿　1996

サンデーエイコーン
鹿　1993

*デインヒル
Danzig 

Razyana 

Kahyasi 

Kerali 

Arctic Tern 

Beaune 

Shareef Dancer 

Sauceboat 

*ダンシングブレーヴ

Bering 

*サンデーサイレンス

Hasili 

Fair of the Furze 

Guapa 

エイコーンカップ

Lyphard 

Navajo Princess 

Ela-Mana-Mou 

Autocratic 

Halo 

Wishing Well 

*ノーザンテースト

ダイナエイコーン(1)

全40口関東入厩

肩甲骨が巨大で胸が深く、首差しにもパワーがみなぎったこの前躯
の力感は、紛れもなく父の影響を強く受けています。全体の骨格は
雄大でまだゆとりがたっぷりとありますが、この成長過程は母をは
じめ一族の特徴なだけに、今後の鍛錬で背中やトモの筋肉が発達す
ればバランスが整い、相当な凄みを増すはずです。快活で鋭敏な気
性で負けん気が強く、我先にと駆け回る毎日の行動力は群を抜き、
レースにおいても旺盛な勝負根性で、苦しい局面でも最大限の力を
発揮してくれることでしょう。強い内容でデビュー勝ちを収めてい
る兄姉同様、力勝負のダート中距離戦が活躍の舞台となりそうです。
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1口25万円  （総額1,000万円）

提供：追分ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム黒岩陽一厩舎 予定

ハンドレッドスコアの13112

メス
鹿毛

2013.2.7 生
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ダンスインザダークは千歳産，最優秀３歳牡馬，５勝，菊花賞-JPN1。
【ＢＭＳ：主な産駒】メイショウカンパク（京都大賞典-G2），ショウリュウム
ーン（朝日チャレンジＣ-G3），フォーエバーマーク（キーンランドＣ-G3），ザ
ラストロ（新潟２歳Ｓ-G3），ラブリーデイ（金鯱賞-G2２着），コスモシルバー
ド（函館２歳Ｓ-G3２着），プレノタート（フィリーズレビュー -G2３着）

バレエブラン（01 ダンスインザダーク）は２勝，利尻特別（芝 2000
ｍ）。産駒
アルディエス（09 牡 鹿 キングカメハメハ）２勝，○現
リスヴェリアート（10 牡 鹿 *ウォーエンブレム）２勝，○現

*ニキーヤ Nikiya（93 Nureyev）は米国産，仏３勝。産駒
ゴールドアリュール（牡 *サンデーサイレンス）最優秀ダートホース，ダ

ートグレード競走最優秀馬，中央・南関東・岩手○交８勝，フェブラ
リーＳ-JPN1，東京大賞典-JPN1，ジャパンダートダービー -JPN1，
ダービーグランプリ-JPN1，アンタレスＳ-JPN3，端午Ｓ-OP，ダー
ビー -JPN1５着，ジャパンＣダート-JPN1５着。種牡馬

ゴールスキー（牡 ネオユニヴァース）８勝，根岸Ｓ-G3，ペルセウスＳ 
-OP，阿蘇Ｓ-OP，西宮Ｓ，清水Ｓ，豊栄特別，ジュライＳ-OP２着，ポ
ートアイランドＳ-OP２着，六甲Ｓ-OP２着，マイルチャンピオンシ
ップ -G1３着，東京新聞杯-G3３着，武蔵野Ｓ-G3４着，阪神Ｃ-G2
５着，富士Ｓ-G3５着，中京記念-G3５着，関屋記念-G3５着，南関
東○交入着，かしわ記念-JPN1４着，○現

ニルヴァーナ（牡 *サンデーサイレンス）６勝，小倉日経オープン -OP，
同３着，石清水Ｓ，小牧特別，九州スポーツ杯，福島テレビオープ
ン -OP２着，朝日チャレンジＣ-G3４着，小倉記念-JPN3４着

オリエントチャーム（牝 *サンデーサイレンス）４勝，木津川特別，こぶし
賞，マーメイドＳ-JPN3３着，秋華賞-JPN1４着。産駒
ガーネットチャーム（牝 *ファルブラヴ）３勝，古町特別，○現

ナタラージャ（牡 ダンスインザダーク）２勝，アザレア賞，若葉Ｓ-OP３着
リグヴェーダ（牡 ディープインパクト）３勝，立川特別，アルメリア賞，○現
ラバヤデール（牝 *サンデーサイレンス）３勝。産駒

ソロル（牡 *シンボリクリスエス）６勝，マーチＳ-G3，ポルックスＳ 
-OP，花園S，平安S-G3２着，○現

*ワークフォース
Workforce
鹿　2007

*キングズベスト
King's Best
鹿　1997

バレエブラン
鹿　2001

ダンスインザダーク
鹿　1993

ソヴィエトムーン
Soviet Moon
鹿　2001

*ニキーヤ
Nikiya
鹿　1993

Kingmambo 
Mr. Prospector 

Miesque 

Lombard 

Anatevka 

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

Alleged 

Media Luna 

*サンデーサイレンス

Sadler's Wells 

Nureyev 

Allegretta 

*ダンシングキイ

Eva Luna 

Reluctant Guest 

Halo 

Wishing Well 

Nijinsky 

Key Partner 

Northern Dancer 

Special 

Hostage 

Vaguely Royal (9)

全40口関東入厩

この時期の兄はやや華奢に映りましたが、本馬は欧州の血脈を受け
継いだことにより、牝馬ながらも体重以上に重厚感のあるデキ映え
となりました。骨量の豊富な骨格を適度にボリュームのある筋肉が
覆い、上体を支える四肢のつくりも正確で、「重過ぎず、軽過ぎず」
の絶妙なバランスを実現しています。それでも現時点では腰高であ
ることから、今後のさらなる進化は間違いありません。放牧地では
群れのなかに猛然と突っ込み、他馬を蹴散らすあたりは天性の闘争
心の証といえるでしょう。牧場が誇る屈指の名門牝系と、欧州王者
との間に誕生した本馬への期待は日に日に高まるばかりです。

1口40万円  （総額1,600万円）

提供：追分ファーム　生産：追分ファーム　繋養：追分ファーム鹿戸雄一厩舎 予定
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バレエブランの13113

メス
黒鹿毛

2013.3.24 生
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ネオユニヴァースは千歳産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー -JPN1。
主な産駒：ヴィクトワールピサ（ドバイ ワールドＣ-G1），ロジユニヴァース

（ダービー -JPN1），アンライバルド（皐月賞-JPN1），デスペラード（京都記
念-G2），イタリアンレッド（府中牝馬Ｓ-G2），アムールポエジー（関東オーク
ス -JPN2），フォーエバーモア（クイーンＣ-G3），ゴールスキー（根岸Ｓ-G3）

ペンテシレイア（07 ネオユニヴァース）は南関東（公）２勝，中央２勝，
粟島特別（Ｄ1800ｍ）。本馬が初仔

アコースティクス（01 Cape Cross）は不出走。産駒
ロジユニヴァース（牡 ネオユニヴァース）最優秀３歳牡馬， ５勝，ダー

ビー -JPN1，弥生賞-JPN2，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-JPN3，札
幌２歳Ｓ-JPN3，札幌記念-G2２着。種牡馬

トーセンパワフル（牡 ネオユニヴァース）１勝，萩Ｓ-OP２着，南関東（公）
入着，○現

*ソニンク Soninke（96 Machiavellian）は英国産，不出走。産駒
ランフォルセ：中央・南関東・佐賀○交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-OP，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，同４着，東海Ｓ-G2２着，ヒヤシンスＳ 
-OP２着，日本テレビ盃-JPN2３着，同５着，かしわ記念-JPN1４
着，東海・岩手・北海道○交入着，ブリーダーズゴールドＣ-JPN2３
着，名古屋グランプリ-JPN2４着，名古屋大賞典-JPN3４着，同５
着，マーキュリーＣ-JPN3５着，○現

ノーザンリバー：中央・南関東○交７勝，カペラＳ-G3，アーリントンＣ 
-G3，東京スプリント-JPN3，京都オータムリーフプレミアム -OP，
深草Ｓ，根岸Ｓ-G3２着，フェブラリーＳ-G1４着，岩手・東海○交入
着，かきつばた記念-JPN3２着，クラスターＣ-JPN3３着，○現

ノットアローン：３勝，若葉Ｓ-OP，あすなろ賞，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
-JPN3２着，中京２歳Ｓ-OP２着，セントライト記念-JPN2３着

モンローブロンド：４勝，佐世保Ｓ，ファンタジーＳ-JPN3２着。産駒
ビキニブロンド：４勝，フィリピンＴ，芦屋川特別，○現

ルミナスポイント：５勝，安芸Ｓ，天王山特別。産駒
ルミナスウイング：３勝，鶴ヶ城特別，冬桜賞，○現

*ワークフォース
Workforce
鹿　2007

*キングズベスト
King's Best
鹿　1997

ペンテシレイア
黒鹿　2007

ネオユニヴァース
鹿　2000

ソヴィエトムーン
Soviet Moon
鹿　2001

アコースティクス
鹿　2001

Kingmambo 
Mr. Prospector 

Miesque 

Lombard 

Anatevka 

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

Alleged 

Media Luna 

*サンデーサイレンス

Sadler's Wells 

Cape Cross 

Allegretta 

*ポインテッドパス

Eva Luna 

*ソニンク

Halo 

Wishing Well 

Kris 

Silken Way 

Green Desert 

Park Appeal 

Machiavellian 

Sonic Lady (B3)

全40口関東入厩

レコードを２秒も縮める驚愕の時計でダービー馬に輝いたキングカ
メハメハ、ハーツクライの猛追を退けてホーリックスの記録を更新
したアルカセット、稀代の限界瞬発力でサンデー系の末脚を封印
したエイシンフラッシュ。キングマンボ父系の日本馬場適性は抜群
です。ワークフォースの初年度産駒、是非じっくりとご検討くださ
い。本馬は叔父ロジユニヴァースの姿を髣髴とさせる長躯のつくり、
リーチの長い脚と伸びやかな筋質を持ち、体躯を伸長させ大きなス
トライドで駆けることが可能な馬体形成です。表情の良さからも見
て取れるその落ち着きは、厩舎スタッフイチオシのポイントです。
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1口40万円  （総額1,600万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling高橋祥泰厩舎 予定

ペンテシレイアの13114

メス
鹿毛

2013.4.25 生
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スペシャルウィークは門別産，10勝，ダービー -JPN1。【ＢＭＳ：主な
産駒】エピファネイア（菊花賞-G1），ヴェルデグリーン（アメリカＪＣＣ-G2），
ユールシンギング（セントライト記念-G2），タガノグランパ（ファルコンＳ 
-G3），タガノブルグ（ＮＨＫマイルＣ-G1２着），ジェネラルグラント（全日本
２歳優駿-JPN1２着），マイネグレヴィル（フラワーＣ-G3２着）

プラージュ（06 スペシャルウィーク）は３勝。本馬が初仔
ティティス（00 *エリシオ）は１勝。産駒

アドマイヤスキップ（牡 ネオユニヴァース）１勝，佐賀（公）入着，○現
ダイナフェアリー（83 *ノーザンテースト）は６勝，オールカマー

-JPN3，エプソムＣ-JPN3，新潟記念-JPN3，京成杯-JPN3，牝馬東京タ
イムズ杯-JPN3，ニュージーランドＴ４歳Ｓ-JPN3２着，金杯（東）-JPN3
２着，七夕賞-JPN3２着，中山牝馬Ｓ-JPN3２着，３歳牝馬Ｓ（東）-JPN3
２着，きさらぎ賞-JPN3３着，エリザベス女王杯-JPN1４着，４歳牝馬
特別（西）-JPN2４着，マイルチャンピオンシップ -JPN1５着，スワンＳ 
-JPN2５着。産駒
ローゼンカバリー：７勝，セントライト記念-JPN2，アメリカＪＣ

Ｃ-JPN2，同３着，日経賞-JPN2，同３着，目黒記念-JPN2，しゃくな
げＳ，水仙賞，中山記念-JPN2２着，同３着，天皇賞（春）-JPN1３着，
有馬記念-JPN1４着，宝塚記念-JPN1４着。種牡馬

サマーサスピション：２勝，青葉賞-JPN3，大阪杯-JPN2５着。種牡馬
ダイイチリカー：４勝，衣笠特別，鳥羽特別，黒竹賞。産駒

ダイイチダンヒル：３勝，若葉Ｓ-OP，福寿草特別，若駒Ｓ-OP２着，
オーストラリアＴ-OP３着，弥生賞-JPN2５着

ダイイチライン：３勝，奥尻特別，紫川特別
ダイイチアピール：１勝。ホクトスルタン（目黒記念-JPN2），ドリー

ムシグナル（シンザン記念-JPN3）の母
サマーベイブ：２勝，赤松賞，スイートピーＳ-OP２着，フェアリーＳ 

-JPN3４着
パルシファル：２勝，ホープフルＳ-OP２着
セプテンバーソング：３勝，三面川特別。産駒

タガノビッグバン：３勝，兵庫特別
ラストノート：２勝，くちなし賞，石川（公）２勝，百万石賞4着，○現

*ワークフォース
Workforce
鹿　2007

*キングズベスト
King's Best
鹿　1997

プラージュ
鹿　2006

スペシャルウィーク
黒鹿　1995

ソヴィエトムーン
Soviet Moon
鹿　2001

ティティス
鹿　2000

Kingmambo 
Mr. Prospector 

Miesque 

Lombard 

Anatevka 

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

Alleged 

Media Luna 

*サンデーサイレンス

Sadler's Wells 

*エリシオ

Allegretta 

キャンペンガール

Eva Luna 

ダイナフェアリー

Halo 

Wishing Well 

マルゼンスキー

レディーシラオキ

Fairy King 

Helice 

*ノーザンテースト

ファンシーダイナ(9)

全40口関東入厩

大きな鼻孔に強い光を放つ眼差し、日本の地で連綿と紡いできた良
血のプライドがその面相に集約されています。さらに広い肩としな
やかな首差し、斜尻気味の大きなトモに角度がある飛節、厚く強靭
な腰にボリュームのある胴など、確かなつくりの各パーツが巧みに
均整を取り合っているのも一族の特長です。放牧地では好敵手を見
つけては併せ馬を挑み、激しいボディコンタクトをためらわない活
発な行動力は群を抜いており、心身ともに父譲りのパワーと粘り強
さも加味した印象です。軽い芝を得意とした母を凌駕し、大きな競
馬場のメイントラックで輝きを放つことでしょう。

1口40万円  （総額1,600万円）

提供：白老ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム大竹正博厩舎 予定
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プラージュの13115

メス
黒鹿毛

2013.4.27 生
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アドマイヤベガは早来産，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），アルナスライン（日経賞-G2），アドマイヤフジ（日経新春杯-JPN2），プ
レミアムボックス（オーシャンＳ-JPN3）。【ＢＭＳ：主な産駒】ニホンピロアワ
ーズ（ジャパンＣダート-G1），ニンジャ（北九州記念-G3２着）

リビアーモ（05 アドマイヤベガ）は６勝，オーロＣ-OP（芝1400ｍ），
秋風Ｓ（芝1600ｍ），鷹巣山特別（芝1400ｍ），若潮賞（芝1600ｍ），古町
特別（芝1600ｍ），府中牝馬Ｓ-G3４着，京都牝馬Ｓ-G3５着。産駒
バリアーモ（12 牝 黒鹿 *シンボリクリスエス）未出走

ラトラヴィアータ（94 サクラユタカオー）は５勝，セプテンバーＳ，苗
場特別，摩耶Ｓ-OP３着。産駒
アルフォンシーヌ（牝 *サンデーサイレンス）１勝，フラワーＣ-JPN3３

着。産駒
ミッキータイガー（牡 キングカメハメハ）１勝，○現

バロンドゥフォール（牡 ディープインパクト）３勝，幕張特別，○現
プリンセスカメリア（牝 *サンデーサイレンス）１勝。産駒

アルフレード（牡 *シンボリクリスエス）最優秀２歳牡馬，３勝，朝
日杯フューチュリティＳ-G1，きんもくせい特別，ＮＨＫマイル
Ｃ-G1２着，○現

サクラハゴロモ（84 *ノーザンテースト）は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，京王杯
オータムＨ-JPN3３着，安田記念-JPN1４着。種牡馬

スプリングコート：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
フローリッドコート：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，同４着，毎日杯-G3
２着，都大路Ｓ-OP２着，毎日王冠-G2３着，米子Ｓ-OP３
着，京成杯オータムＨ-G3４着，○現

*シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿　1999

クリスエス
Kris S.
黒鹿　1977

リビアーモ
鹿　2005

アドマイヤベガ
鹿　1996

ティーケイ
Tee Kay
黒鹿　1991

ラトラヴィアータ
栗　1994

Roberto 
Hail to Reason 

Bramalea 

Princequillo 

Bridgework 

Seattle Slew 

Queen Louie 

Tri Jet 

Hail Proudly 

*サンデーサイレンス

Gold Meridian 

サクラユタカオー

Sharp Queen 

ベガ

Tri Argo 

サクラハゴロモ

Halo 

Wishing Well 

*トニービン

*アンティックヴァリュー

*テスコボーイ

アンジェリカ

*ノーザンテースト

*クリアアンバー (4)

全40口関東入厩

父の産駒らしい雄大で伸びのある馬体は、骨量に恵まれた骨格を有
し、四肢の関節のつくりも申し分なく、懸念されがちな脚元への不
安を全く感じさせません。元々の筋肉量が豊富なこともありますが、
優れた代謝機能が無駄肉を減らし筋肉の凹凸を浮かび上がらせるこ
とで迫力が増し、更に輝きを放つ毛ヅヤが高級感を演出しています。
全身を上手に使ったストライドの大きなキャンターはダイナミック
ですが、手先のさばき自体は鋭くスピード感も抜群です。６勝を挙
げた母が武器とした母系由来の速力は確実に継承されており、ス
ケールの大きな本馬に母のなし得なかった重賞制覇を託します。
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1口75万円  （総額3,000万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling久保田貴士厩舎 予定

リビアーモの13116

牡
鹿毛

2013.3.31 生
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*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。【ＢＭＳ：主な産駒】マイネルホウオウ（ＮＨＫマイルＣ-G1），ダン
ザ（アーカンソー ダービー -G1），ヴィジョネア（キングズ ビショップＳ-G1），
インス（チリ 2000ギニー -G1），カミノタサハラ（弥生賞-G2），アニメイトバ
イオ（ローズＳ-G2），スズカコーズウェイ（京王杯スプリングＣ-G2）

ロレットチャペル（03 *フレンチデピュティ）は４戦，入着。産駒
チャーチクワイア（09 牝 栗 ネオユニヴァース）４勝，日野特別（芝1600

ｍ），春菜賞（芝1400ｍ），○現
カレンバッドボーイ（10 牡 鹿 ディープインパクト）２勝，渥美特別（芝

2000ｍ），○現
アルター（12 牡 栗 ネオユニヴァース）未出走

サンタフェトレイル（94 *ノーザンテースト）は５勝，福島テレビ杯，
長万部特別，若潮賞。産駒
キングストレイル（牡 *サンデーサイレンス）４勝，セントライト記念

-JPN2，京成杯オータムＨ-G3，東風Ｓ-OP，同２着，オールカマー
-G2２着，京王杯２歳Ｓ-JPN2２着，ダービー卿チャレンジＴ-JPN3
２着，クローバー賞-OP２着，函館スプリントＳ-JPN3３着，いち
ょうＳ-OP３着，ＵＨＢ杯-OP３着，スプリンターズＳ-G1４着，キ
ーンランドＣ-JPN3４着，中山記念-G2４着，京王杯スプリングＣ 
-G2５着，アメリカＪＣＣ-G2５着，マイラーズＣ-G2５着。種牡馬

サンタフェソレイユ（牝 アグネスタキオン）１勝，フェアリーＳ-JPN3２着
*ハッピートレイルズ Happy Trails（84 *ポッセ）は愛国産，愛５戦，

入着。産駒
*シンコウラブリイ：最優秀古牝馬，10勝，マイルチャンピオンシップ

-JPN1，同２着，毎日王冠-JPN2，スワンＳ-JPN2，ニュージーラン
ドＴ４歳Ｓ-JPN2，クイーンＳ-JPN3，ラジオたんぱ賞-JPN3，富士
Ｓ-OP，札幌日経オープン -OP，福島３歳Ｓ-OP。ロードクロノス（中
京記念-JPN3）の母，シンメイフジ（関東オークス -JPN2）の祖母

*タイキマーシャル：８勝，エプソムＣ-JPN3，クリスマスＳ-OP，朱鷺
Ｓ-OP，セプテンバーＳ，京成杯オータムＨ-JPN3２着

ハッピーパス：５勝，京都牝馬Ｓ-JPN3，札幌日刊スポーツ杯-OP，阪神
牝馬Ｓ-JPN2２着。コディーノ（東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3）の母

ネオユニヴァース
鹿　2000

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

ロレットチャペル
鹿　2003

*フレンチデピュティ
French Deputy
栗　1992

*ポインテッドパス
Pointed Path
栗　1984

サンタフェトレイル
鹿　1994

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Sharpen Up 

Doubly Sure 

Shantung 

Boulevard 

Deputy Minister 

Kris 

*ノーザンテースト

Wishing Well 

Mitterand 

Silken Way 

*ハッピートレイルズ

Vice Regent 

Mint Copy 

Hold Your Peace 

Laredo Lass 

Northern Dancer 

Lady Victoria 

*ポッセ

*ロイコン(4)

全40口関東入厩

均整の取れた骨格をベースに隅々まで良質な筋肉が覆い、平均サイ
ズながら比較的軽めにつくられた馬体は、ガッチリとした馬体を
誇った昨年募集の全兄とはまた異なったタイプになっています。伸
びやかに各関節が稼動することで理想的な柔軟性が生まれており、
流れるような常歩とキャンターの脚さばきが目で見て分かります。
若馬らしく活動的で、自ら進んで他馬に向かっていく場面も見受け
られますが、納得するまでは慎重に行動するところもあり頭の良さ
を感じさせます。気性が落ち着いているため、中～長距離の芝が本
馬の長所をフルに活かせるステージとなるでしょう。
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1口75万円  （総額3,000万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling古賀慎明厩舎 予定
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ロレットチャペルの13117

牡
鹿毛

2013.3.24 生
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*シンボリクリスエスは米国産，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（菊花賞-G1），ストロングリターン

（安田記念-G1），アルフレード（朝日杯フューチュリティＳ-G1），サクセス
ブロッケン（フェブラリーＳ-G1），サンカルロ（阪神Ｃ-G2・２回）。【ＢＭＳ：
主な産駒】ケイアイチョウサン（ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3）

ベルスリーブ（05 *シンボリクリスエス）は３勝。産駒
ベルラップ（12 牡 鹿 ハーツクライ）未出走

*バーシャ Basha（89 Chief's Crown）は米国産，英２戦。産駒
ベルーガ（牡 *サンデーサイレンス）６勝，春望Ｓ，三峰山特別，初凪賞，

霜月Ｓ-OP３着
バージャラスヒル（牡 *ティンバーカントリー）３勝，ゴールデンスパー

Ｔ
ボナパルト（馬扇 *サンデーサイレンス）２勝，相馬特別
ロッボ Robbo（馬扇 Robellino）英４勝，英障13勝
ベイシャン（牡 *サンデーサイレンス）３勝
リーサムポイント（牡 アグネスタキオン）１勝，○現
エスペリア（牡 デュランダル）１勝，○現

マイ ダーリング ワン My Darling One（81 Exclusive Native）は北
米５勝，ファンタジーＳ-G1，フェア グラウンズ オークス -G3，ケンタッ
キー オークス -G1３着，Las Virgenes S３着。産駒

*ハートレイク Heart Lake：愛・UAE・中央６勝，安田記念-JPN1，京王
杯スプリングＣ-JPN2，コンコルドＳ-G3，Ballycorus S-L２着，香
港入着，香港国際ボウル -G3３着。種牡馬

ダーリング フレイム Darling Flame：英２勝，チェリー ヒントンＳ-G3
２着。産駒
ダハマ Dahama：英５戦。アル サヒラ Al Thakhira（ロックフェル

Ｓ-G2）の母
オストラ Ostora：英入着。産駒

ラビリント Labirinto：仏・スウェーデン・スペイン８勝，ストック
ホルムＣ国際-G3，北米入着，サン ルイス レイＨ-G2２着

オンダ Onda：ブラジル２勝。トネマイ Tonemai（Ｆ.Ｅ.デ パウラ 
マシャード大賞典-G1，フロンティン博士賞-G2・２回）の母

ネオユニヴァース
鹿　2000

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

ベルスリーブ
鹿　2005

*シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿　1999

*ポインテッドパス
Pointed Path
栗　1984

*バーシャ
Basha
鹿　1989

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Sharpen Up 

Doubly Sure 

Shantung 

Boulevard 

Kris S. 

Kris 

Chief's Crown 

Wishing Well 

Tee Kay 

Silken Way 

My Darling One 

Roberto 

Sharp Queen 

Gold Meridian 

Tri Argo 

Danzig 

Six Crowns 

Exclusive Native 

Princess Marshua (16)

全40口関東入厩

初仔のハーツクライ牡駒の出来の良さから一躍注目を集めた母の２
番仔は、やはりこの繁殖は間違いないと感じる素晴らしいデキ映え
です。重厚に出るバーシャ母系ながら、本馬は小さな頭部に薄い皮
膚、皮下脂肪が少なく柔軟な筋肉をもつ軽いつくりです。これは、
軽く跳ねる走りが求められる昨今の競走馬の小型化トレンドに沿っ
た好ましい進化と言えます。一方で腹袋は身の入りが良く、父の牝
馬産駒のネガティブ面として挙げられる線の細さは微塵もありませ
ん。体の柔軟性を存分に活かし、手先が軽く全身のバネが利いた、
まるで飛んでいるかのような躍動感にあふれる動きをしています。
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1口40万円  （総額1,600万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling上原博之厩舎 予定

ベルスリーブの13118

メス
鹿毛

2013.3.3 生
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*クロフネは米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート
-JPN1。主な産駒：カレンチャン（スプリンターズＳ-G1），スリープレスナイ
ト（スプリンターズＳ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】カラフルデイズ（関東オーク
ス -JPN2），ショウナンワダチ（ニュージーランドＴ-G2２着），アイスフォー
リス（フローラＳ-G2２着），ステファノス（毎日杯-G3３着）

シャーペンエッジ（06 *クロフネ）は兵庫（公）３勝，中央２勝，岩手○交１
勝。本馬は第2仔

シャープキック（96 メジロマックイーン）は５勝，江坂特別，睦月賞，
松浦特別。産駒
タイセイレジェンド（牡 キングカメハメハ）中央・岩手・南関東○交９

勝，ＪＢＣスプリント-JPN1，東京盃-JPN2，同２着，クラスターＣ 
-JPN3，同２着，千葉Ｓ-OP，テレビ静岡賞，きずな賞，天草特別，オ
ーバルスプリント-JPN3２着，カペラＳ-G3３着，根岸Ｓ-G3４着，
北海道○交入着，北海道スプリントＣ-JPN3２着，○現

ラフィナール（牡 *フレンチデピュティ）４勝，赤倉特別
クレプスキュール（牝 ジャングルポケット）１勝

ペッパーキャロル（87 ニチドウアラシ）は３勝，豊明特別。産駒
エローグ：５勝，安房特別，琵琶湖特別，金山特別
キャロルウインド：４勝，シドニーＴ，左京山特別，逢坂山特別，熊本（公）

３勝，サラブレッド大賞典
タバスコキャロル：１勝，東海○交１勝。産駒

ラークキャロル：３勝，ミモザ賞
ダイナキャロル（81 *ノーザンテースト）は１勝。産駒

マルカテンイチボー：４勝，元町Ｓ
*クレアーブリッジ Clare Bridge（67 Quadrangle）は米国産，北米入

着。産駒
サクラクレアー：２勝，４歳牝馬特別（東）-JPN2２着。サクラチトセオー

（最優秀古牡馬，天皇賞・秋-JPN1，アメリカＪＣＣ-JPN2，中山記
念-JPN2，京王杯オータムＨ-JPN3），サクラキャンドル（エリザベ
ス女王杯-JPN1，クイーンＳ-JPN3，府中牝馬Ｓ-JPN3）の母，サク
ラメガワンダー（金鯱賞-G2，鳴尾記念-G3），サクラプレジール（フ
ラワーＣ-G3）の祖母

ステイゴールド
黒鹿　1994

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

シャーペンエッジ
鹿　2006

*クロフネ
Kurofune
芦　1998

ゴールデンサッシュ
栗　1988

シャープキック
鹿　1996

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Sanctus 

Doronic 

*ノーザンテースト

*ロイヤルサッシュ

*フレンチデピュティ

*ディクタス

メジロマックイーン

Wishing Well 

*ブルーアヴェニュー

ダイナサッシュ

ペッパーキャロル

Deputy Minister 

Mitterand 

Classic Go Go 

Eliza Blue 

メジロティターン

メジロオーロラ

ニチドウアラシ

ダイナキャロル(13)

全40口関東入厩

現時点では小柄な全体像ですが、バランス良く骨格が形成され骨量、
筋肉量ともに充分で、物足りなさを感じることはありません。また
常歩からキビキビとした脚さばきを披露しており、放牧地を駆け抜
ける姿もその印象どおりに軽快で、父譲りである筋肉や関節の柔軟
性の高さゆえに馬格以上に大きく見せます。ひとしきり走り回った
後の涼しげな顔を見れば、運動能力に見合う心肺機能の高さを有し
ていることも確認できます。自分より強大な相手に果敢に立ち向か
うガッツあふれる姿は、小さな身体で世界の強敵を撃破した父の勇
姿を思い起こさせ、激戦を必ずやものにしてくれるはずです。

1口50万円  （総額2,000万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling宗像義忠厩舎 予定
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シャーペンエッジの13119

牡
鹿毛

2013.4.7 生
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クリス エス Kris S. は米国産，北米３勝。北米チャンピオンサイアー。
【ＢＭＳ：主な産駒】ゼニヤッタ（米年度代表馬，ＢＣクラシック -G1），ウォ
ー チャント（ＢＣマイル -G1），ライフ イズ スウィート（ＢＣレイディーズ ク
ラシック-G1），スウィート キャットオーマイン（ＢＣジュベナイル フィリー
ズ -G1），ライト オブ パシッジ（ゴールドＣ-G1）

アドマイヤライト（96 Kris S.）は３勝。産駒
ヴィヴィッドカラー（04 牝 青 ダンスインザダーク）３勝，三面川特別（芝

1800ｍ）。産駒
サムソンズシエル（牡 メイショウサムソン）１勝，○現

プロフェッショナル（05 牡 青 フジキセキ）４勝，響灘特別（Ｄ1700ｍ），
北海道（公）入着，コスモバルク記念３着

サトノフォワード（08 牝 栗 ネオユニヴァース）１勝
アドミラルシップ（11 牡 栗 ゼンノロブロイ）１勝，若駒Ｓ-OP３着，○現
トーセンシャイニー（12 牝 栗 ネオユニヴァース）未出走

*ホワットケイティーディド What Katy Did（89 Nureyev）は米国産，
英２勝，仏１勝，Prix Tantieme-L，Prix Lovelace-L３着，Prix du Point 
du Jour-L３着，独入着，Preis von Koln-L２着。産駒
スリープレスナイト（牝 *クロフネ）最優秀短距離馬，９勝，スプリン

ターズＳ-G1，ＣＢＣ賞-G3，北九州記念-JPN3，京葉Ｓ-OP，栗東
Ｓ-OP，越後Ｓ，出石特別，高松宮記念-G1２着，セントウルＳ-G2
２着，ギャラクシーＳ-OP２着，門松Ｓ-OP２着。産駒
ブロンシェダーム（牝 ディープインパクト）１勝，○現

ベビーグランド（牝 *トニービン）３勝，矢作川特別。産駒
バウンシングライト（牡 アグネスタキオン）２勝，背振山特別

トゥルーライズ（牡 *トニービン）４勝，青嵐賞，火打山特別
セヴンスバード（牡 *トニービン）３勝，弥生賞-JPN2４着，毎日杯-JPN3

４着
リュシオル（牝 *クロフネ）３勝
スクワドロン（牡 *クロフネ）１勝，○現

ケイティーズ Katies（81 *ノノアルコ）は英３歳牝馬チャンピオ
ン，英愛４勝，愛1000ギニー -G1。*ヒシアマゾン（エリザベス女王杯
-JPN1），*ヒシピナクル（ローズＳ-JPN2）の母

ステイゴールド
黒鹿　1994

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

アドマイヤライト
栗　1996

クリスエス
Kris S.
黒鹿　1977

ゴールデンサッシュ
栗　1988

*ホワットケイティーディド
What Katy Did
鹿　1989

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Sanctus 

Doronic 

*ノーザンテースト

*ロイヤルサッシュ

Roberto 

*ディクタス

Nureyev 

Wishing Well 

Sharp Queen 

ダイナサッシュ

Katies 

Hail to Reason 

Bramalea 

Princequillo 

Bridgework 

Northern Dancer 

Special 

*ノノアルコ

Mortefontaine (7)

全40口関東入厩

父の産駒としてはやや大きめのサイズですが、力強くしなやかな首、
ほどよい長さの安定感ある四肢、クッションの利いた繋など、ゆっ
たりとした伸びのある背中と各部位が絶妙に調和した体つきです。
特に胸前と臀部に柔らかい筋肉がバランスよく備わり、前後躯の素
軽いさばきが、常歩から瞬時にトップスピードへとギアチェンジを
可能にする、抜群の加速力を生み出しています。また、僚馬に怯ま
ない気の強さなど精神面でのタフさはまさに父譲りです。白熱する
長丁場の舞台で、闘争心をむき出しにし、雄大なフットワークで鋭
く伸びる姿はきっと我々を虜にすることでしょう。
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1口50万円  （総額2,000万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling戸田博文厩舎 予定

アドマイヤライトの13120

メス
栗毛

2013.2.24 生
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ストーム キャット Storm Cat は米国産，北米４勝，ヤング アメリカ
Ｓ-G1。北米チャンピオンサイアー。北米ＢＭＳチャンピオン。【ＢＭＳ：主な
産駒】キズナ（ダービー -G1），スペイツタウン（ＢＣスプリント-G1），ロード
カナロア（香港スプリント-G1・２回），アユサン（桜花賞-G1），ファレノプシス

（桜花賞-JPN1），フォークロア（ＢＣジュベナイル フィリーズ -G1）

ストレイキャット（99 Storm Cat）は１戦。産駒
マルセイユキャット（04 牝 栗 *フレンチデピュティ）２戦。産駒

ナリタスーパーワン（牡 *ウォーエンブレム）５勝，渡月橋Ｓ（Ｄ
1400ｍ），香嵐渓特別（Ｄ1400ｍ），京都オータムリーフプレミ
アム -OP２着，○現

ナリタキングパワー（05 馬扇 栗 *ブライアンズタイム）４勝，北海Ｈ（芝
2600ｍ），木曽川特別（芝2500ｍ），札幌日経オープン -OP３着，岩
手（公）入着，せきれい賞４着

ウインキナウ（06 牝 鹿 キングカメハメハ）入着，兵庫（公）２勝
タガノエリザベート（07 牝 黒鹿 スペシャルウィーク）２勝，ファンタジ

ーＳ-JPN3（芝1400ｍ）
ダノンアマン（08 牡 黒鹿 ディープインパクト）入着，兵庫（公）２勝
リアライズクレア（09 牝 栗 ゴールドアリュール）１勝，○現
アリウム（11 牡 黒鹿 ディープインパクト）南関東（公）２勝，○現
キャットコイン（12 牝 栗 ステイゴールド）未出走

*ローミンレイチェル Roamin Rachel（90 *マイニング）は米国産，
北米９勝，バレリーナＨ-G1，ボウモントＳ-G2，ブラウン＆ウィリアムソ
ン Ｈ-G3，Princess Rooney H-L，Queen Breeders' Cup S-L，Ruthless 
S-L，Bonnie Leaf S-L，ターフウェイＢＣＳ-G2２着，サラブレッド クラ
ブ オブ アメリカＳ-G3２着，アシュランドＳ-G1３着。産駒
ゼンノロブロイ（牡 *サンデーサイレンス）年度代表馬，最優秀古牡馬，

７勝，ジャパンＣ-G1，天皇賞（秋）-JPN1，同２着，有馬記念-JPN1，青
葉賞-JPN2，神戸新聞杯-JPN2，山吹賞，ダービー -JPN1２着，天皇
賞（春）-JPN1２着，英入着，インタナショナルＳ-G1２着。種牡馬

ダーリング マイ ダーリング Darling My Darling（牝 Deputy Minist-
er）北 米５勝，Doubledogdare S-L，Raven Run S-L，フリゼット
Ｓ-G1２着，メイトロンＳ-G1２着，ボウモントＳ-G2３着

ステイゴールド
黒鹿　1994

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

ストレイキャット
鹿　1999

ストームキャット
Storm Cat
黒鹿　1983

ゴールデンサッシュ
栗　1988

*ローミンレイチェル
Roamin Rachel
鹿　1990

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Sanctus 

Doronic 

*ノーザンテースト

*ロイヤルサッシュ

Storm Bird 

*ディクタス

*マイニング

Wishing Well 

Terlingua 

ダイナサッシュ

One Smart Lady 

Northern Dancer 

South Ocean 

Secretariat 

Crimson Saint 

Mr. Prospector 

I Pass 

Clever Trick 

Pia's Lady (2)

全40口関東入厩

伸びやかな中サイズの骨格にほどよく厚みのある筋肉が備わり、強
靭なパンチ力を感じる馬体へと成長してくれました。大柄でパワフ
ルな豪快さが特徴の母と、小柄で優れた運動神経が際立つ父の個性
が見事な融合を示し、想像通りの相性の良さです。キビキビとして
グリップが強く、高負荷の路面状況でも安定した走りができること
から、力のいる芝コースはもちろんダート競馬でも持ち味が活きて
きそうです。眼光鋭い表情に見てとれる通り、巨大なエネルギーを
秘めた高感度の悍性が鍵を握るのは確かですが、オンオフの切り替
えが利くだけに、実戦で勝ち抜く切り札になることでしょう。

1口60万円  （総額2,400万円）
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提供：白老ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム古賀慎明厩舎 予定
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ストレイキャットの13121

メス
黒鹿毛

2013.4.9 生
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*カーネギー Carnegie は愛国産，仏年度代表馬，仏７勝，凱旋門賞
-G1，サンクルー大賞典-G1。【ＢＭＳ：主な産駒】フービーガットユー（ＭＲＣ
コーフィールド ギニー -G1），ザビーリオネア（ＳＡＪＣサウス オーストラリ
アン ダービー -G1），ゴンドコロ（ＢＲＣクイーンズランド オークス -G1），ア
ドマイヤコマンド（青葉賞-JPN2），メイショウナルト（小倉記念-G3）

ジャッキーテースト（01 *カーネギー）は北海道（公）１勝，中央４勝，立
春賞（芝2000ｍ）。産駒
プレミアムテースト（08 牡 青 ディープインパクト）２勝
グレイスフラワー（09 牝 青鹿 ダイワメジャー）南関東（公）２勝，中央1

勝，○現
サトノフェアリー（10 牝 鹿 ディープインパクト）１勝，○現
ロジテースト（11 牡 鹿 ダイワメジャー）１勝，○現

*ジャッキーマックス Jacky Max（82 Sexton Blake）は愛国産，仏・
北米５勝，Prix des Belles-Filles-L。産駒

*マックスジーン Maxzene（牝 Cozzene）北米 11勝，ニュー ヨーク
Ｈ-G2，シープスヘッド ベイＨ-G2（２回），ミセス リヴィアＳ-G3，
ビウィッチＳ-G3，ジェニー ワイリーＳ-G3，Bayou Breeders' Cup 
H-L，メイトリアークＳ-G1２着，ビヴァリー ディーＳ-G1２着，フラ
ワー ボウル招待Ｈ-G1２着，ヴァイオレットＨ-G3２着，ブラック 
ヘレンＨ-G2４着，中央入着，ジャパンＣ-G1５着。産駒
マクシマール（牝 アグネスタキオン）１勝

*マックスファックス Max Fax（牝 Known Fact）北米４勝。産駒
シベリアンライオン（牡 *マルターズライオン）３勝，伏竜Ｓ-OP３着
シベリアンファクト（牡 *アルカセット）２勝
ジャッキーライオン（牡 *マルターズライオン）１勝

シルヴァー スプリング Silver Spring（66 Match）は仏２勝。産駒
シルヴァー ドゥ Silver Do：仏３勝，ギシュ賞-G3４着

ソリテュード Solitude（58 Nosca）は仏２歳牝馬チャンピオン，仏７
勝，仏1000ギニー，サンタラリ賞，モルニ賞，Prix des Reves d'Or，ムー
ラン ド ロンシャン賞２着，フォレ賞３着。ラヴィンスキー Lavinsky（ジ
ムクラックＳ-G2２着），*フラッシュライト Flash Light（クリテリウム 
ド メゾンラフィット２着）の母

ステイゴールド
黒鹿　1994

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

ジャッキーテースト
黒鹿　2001

*カーネギー
Carnegie
鹿　1991

ゴールデンサッシュ
栗　1988

*ジャッキーマックス
Jacky Max
芦　1982

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Sanctus 

Doronic 

*ノーザンテースト

*ロイヤルサッシュ

Sadler's Wells 

*ディクタス

Sexton Blake 

Wishing Well 

Detroit 

ダイナサッシュ

Silver Spring 

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

Riverman 

Derna 

Blakeney 

Mayo Blues 

Match 

Solitude (9)

全40口関東入厩

ディープインパクトやステイゴールドの登場で、芝競馬における馬
体重と競走能力の相関関係は一昔前から様変わりしており、トレン
ドは軽い上体を速く遠くに飛ばすという流れになっています。皮膚
が薄く、小ぶりでバランスに優れる上品なつくりの本馬は、その文
脈に沿った仕上がりです。脚元は細めながら、ジョイント部がしっ
かりと発達しているため弱々しさはなく、この脚部の軽さは馬体を
素早く反応させるには好都合です。父によく似た、脾腹から大腿部
にかけての緊張感ある筋肉の締りが後躯のバネに結びついており、
スピード能力の高さ・運動神経の良さは疑いようがありません。
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1口45万円  （総額1,800万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling大竹正博厩舎 予定

ジャッキーテーストの13122

メス
黒鹿毛

2013.5.13 生
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*エルコンドルパサーは米国産，年度代表馬，中央・仏８勝，サンクル
ー大賞典-G1。主な産駒：ソングオブウインド（菊花賞-JPN1），ヴァーミリア
ン（ジャパンＣダート-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】クリソライト（ジャパンダー
トダービー -JPN1），アイムユアーズ（フィリーズレビュー -G2），オメガハー
トロック（フェアリーＳ-G3），オメガハートランド（フラワーＣ-G3）

ドリームスケイプ（01 *エルコンドルパサー）は岩手○交入着。産駒
ソムニア（07 牝 栗 スペシャルウィーク）１勝，函館２歳Ｓ-JPN3３着
リトルエデン（08 牝 青鹿 スペシャルウィーク）入着，兵庫（公）１勝
クッカーニャ（09 牝 青鹿 フジキセキ）５勝，晩春Ｓ（芝1400ｍ），五頭連

峰特別（芝1600ｍ），忘れな草賞-OP３着，アネモネＳ-OP３着，○現
ハドソンヤード（11 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝，○現
オフィール（12 牝 栗 ハーツクライ）未出走

ドリームビジョン（86 *ノーザンテースト）は不出走。産駒
ユートピア（牡 *フォーティナイナー）中央・南関東・岩手○交７勝，南

部杯-JPN1（２回），ダービーグランプリ-JPN1，全日本２歳優駿
-JPN1，ユニコーンＳ-JPN3，東京大賞典-JPN1２着，ジャパンダー
トダービー -JPN1２着，毎日杯-JPN3２着，フェブラリーＳ-JPN1
３着，東海○交入着，ＪＢＣクラシック-JPN1２着，UAE・北米２勝，
ゴドルフィン マイル -G2，ウエストチェスターＨ-G3。種牡馬

アロハドリーム（牡 *クリエイター）６勝，中京記念-JPN3，函館記念
-JPN3，ジャニュアリーＳ，ポプラＳ，新潟大賞典-JPN3２着

メイプルシロップ（牝 *ヘクタープロテクター）３勝，西部日刊スポーツ
杯，対馬特別，ローズＳ-JPN2２着

ドリームストーリー（牝 *リアルシャダイ）４勝，秋分特別，日田特別。産駒
ドリームフライト（牡 フサイチソニック）５勝，オリオンＳ，天竜川

特別，皿倉山特別，ダイヤモンドＳ-G3３着
タガノビジョン（牡 *ヘクタープロテクター）４勝，木曽川特別，支笏湖

特別，嵐山Ｓ-OP２着
グローリーデイズ（牡 *アレミロード）３勝，秋保特別，山形（公）３勝
マチカネキモッタマ（牡 *ゴールデンフェザント）３勝，毎日杯-JPN3４着
サンウィルシャイン（牝 *サンデーサイレンス）１勝。産駒

マシュリク（牡 フサイチコンコルド）４勝，卯月Ｓ，関屋記念-G3５着

マンハッタンカフェ
青鹿　1998

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

ドリームスケイプ
鹿　2001

*エルコンドルパサー
El Condor Pasa
黒鹿　1995

*サトルチェンジ
Subtle Change
黒鹿　1988

ドリームビジョン
栗　1986

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Alleged 

Bold Bikini 

Luciano 

Suleika 

Kingmambo 

Law Society 

*ノーザンテースト

Wishing Well 

*サドラーズギャル

Santa Luciana 

*ハニードリーマー

Mr. Prospector 

Miesque 

Sadler's Wells 

Glenveagh 

Northern Dancer 

Lady Victoria 

Dewan 

*ハニーサックルヴァイン(23)

全40口関東入厩

丸みを帯びた流線型の馬体は、随所に筋肉の隆起が目立ち、これま
では母方の血が優勢に映るコロンとした体型をしていました。しか
し、ここ最近は腰高で窮屈にも見えた馬体も日を追うごとに父似の
伸びやかな体型へと変貌を遂げてきており、将来は相当な好馬体に
なることが容易に想像できます。未完成の現状でも発達が目立つト
モの筋肉は強大な推進力を生み出し、足腰の強さはキャンター中の
ブレの少なさにも表れています。これに前後躯の馬体バランスが整
えばダイナミックな走りに磨きがかかることは必然で、豪快なアク
ションで馬群から突き抜けてくるレースぶりが期待できます。

1口65万円  （総額2,600万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling尾関知人厩舎 予定
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ドリームスケイプの13123

牡
黒鹿毛

2013.3.29 生
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ラーイ Rahy は米国産，英・北米６勝，ベル エアＨ-G2。英愛ＢＭＳ
チャンピオン。【ＢＭＳ：主な産駒】ジャイアンツ コーズウェイ（エクリプスＳ 
-G1），デクラレイション オブ ウォー（インタナショナルＳ-G1），ファーゼス
ト ランド（ＢＣダート マイル -G1），アフター マーケット（チャールズ ウィッ
ティンガム記念Ｈ-G1），マグニフィカ（ジャパンダートダービー -JPN1）

アップルマティーニ（01 Rahy）は４勝。産駒
グラニースミス（08 牝 鹿 ディープインパクト）石川○交入着

*メヤディーニ Meyadini（95 Mr. Prospector）は米国産，仏１戦。産駒
サブカ Sabkha（牝 Green Desert）仏１勝，Prix d'Angerville-L３着。産

駒
ザバヤ Zubbaya（牝 Dubawi）豪５勝，MVRC Alexandra S-L，ＭＲ

ＣサンラインＳ-G2４着
メガリス（牡 フジキセキ）４勝
フランコフォニー（牡 *フレンチデピュティ）４勝
ショウナンワヒネ（牝 *シンボリクリスエス）兵庫（公）２勝，中央１勝，○現
オートキュイジーヌ（牝 *フレンチデピュティ）東海○交１勝

ナイオディニ Niodini（89 Nijinsky）は英３勝，パーク ヒルＳ-G3，ラ
ンカシャー オークス -G3，リブルスデイルＳ-G2２着，Lupe S-L２着，
Oaks Trial S-L２着，ヨークシャー オークス -G1４着。産駒
ヒストリカル Historical：UAE１勝

ホーム ソーツ Home Thoughts（73 Tom Rolfe）は不出走。産駒
スーパー クック Super Cook：北米４勝，アクサーベン オークス-G3，

Ruthless S-L，ボニー ミスＳ-G3２着，Level Best S-L２着，Dog-
wood S-L２着，ケンタッキー オークス -G1３着。産駒

*ワールドステージ：２勝，立待岬特別
スーパー シェフ Super Chef：北米３勝。産駒

アトランティック オーシャン Atlantic Ocean：北米５勝，ミエ
スクＳ-G3，サンタ イサベルＳ-G3，ハニムーンＢＣＨ-G2
２着，ハニムーンＢＣＨ-G2２着

ディキシーランド ギャル Dixieland Gal：北米３勝，Violet S３着。産駒
テイルズ オブ グローリー Tales of Glory：北米13勝，Rushaway 

S-L２着，ラファイエットＳ-G3３着

マンハッタンカフェ
青鹿　1998

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

アップルマティーニ
鹿　2001

ラーイ
Rahy
栗　1985

*サトルチェンジ
Subtle Change
黒鹿　1988

*メヤディーニ
Meyadini
鹿　1995

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Alleged 

Bold Bikini 

Luciano 

Suleika 

Blushing Groom 

Law Society 

Mr. Prospector 

Wishing Well 

Glorious Song 

Santa Luciana 

Niodini 

Red God 

Runaway Bride 

Halo 

Ballade 

Raise a Native 

Gold Digger 

Nijinsky 

Home Thoughts (16)

全40口関東入厩

バランスに優れてふっくらとした馬体は細部に至るまで柔軟なつく
りで弾性にも富み、肌艶が輝く良質の牝馬特有の気品に満ちていま
す。環境の変化や突発的な事象にも動じない精神的な安定感は心強
く、ストライドが伸びる軽快な走りで馬群をリードする姿には風格
が宿ります。代々パワフルで底力たっぷりのアメリカ血脈を重ねて
きた一族らしく、近親にはダート競馬の活躍馬が並びますが、奥行
き十分な欧州の血を汲む父との配合で、あらゆる状況下においても
対応できる能力を手に入れたようです。着実な成長力で戦績を刻ん
だ母を超え、一線級で渡り合える資質を秘めていそうな良馬です。
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1口35万円  （総額1,400万円）

提供：ノーザンファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム田島俊明厩舎 予定

アップルマティーニの13124

メス
鹿毛

2013.3.19 生
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ゴーン ウエスト Gone West は米国産，北米６勝，ドゥワイアＳ-G1。
【ＢＭＳ：主な産駒】モティヴェイター（英ダービー -G1），アフリカン ストー
リー（ドバイ ワールドＣ-G1），ユニオン ラグズ（ベルモントＳ-G1），*オーサ
ムフェザー（ＢＣジュベナイル フィリーズ -G1），アナウンス（ジャン ロマネ
賞-G1），リーディング ライト（英セントレジャー -G1）

インコグニート（99 Gone West）は３勝。産駒
ティーガー（06 牡 鹿 サクラバクシンオー）１勝
カグニザント（08 馬扇 黒鹿 ネオユニヴァース）３勝，汐留特別（芝1600

ｍ），○現
インクレセント（09 牝 青鹿 アグネスタキオン）２勝
ハーツコンセンサス（10 牝 青鹿 ハーツクライ）入着，岩手（公）９勝，ニュ

ーイヤーＣ２着
コグノセンティ（11 牝 鹿 ゴールドアリュール）１勝，○現
インペカブル（12 牝 栗 ネオユニヴァース）未出走

*デインスカヤ Daneskaya（93 *デインヒル）は英国産，仏３勝，アス
タルテ賞-G2，Prix de Lieurey-L２着，ムーラン ド ロンシャン賞-G1４
着。産駒
シックスセンス（牡 *サンデーサイレンス）２勝，京都記念-JPN2，皐月

賞-JPN1２着，神戸新聞杯-JPN2２着，京成杯-JPN3２着，ダービ
ー -JPN1３着，京都２歳Ｓ-OP３着，菊花賞-JPN1４着，きさらぎ
賞-JPN3４着，ラジオたんぱ杯２歳Ｓ-JPN3４着，香港入着，香港
ヴァーズ -G1２着。種牡馬

デルフォイ（牡 スペシャルウィーク）４勝，魚沼Ｓ，明石特別，ムーニー
バレーＲＣ賞，京都新聞杯-G2２着，中山金杯-G3４着

スペルバインド（牝 ゴールドアリュール）４勝，新春Ｓ，ゴールデンブー
ツＴ，スイートピーＳ-OP２着，チューリップ賞-JPN3４着

ノーブルフォース（牡 *サンデーサイレンス）２勝
デインツリー（牡 スペシャルウィーク）１勝，○現

ブブスカイア Boubskaia（87 Niniski）は仏１勝，Prix Occitanie-L３
着。産駒

*シルヴァースカヤ Silverskaya：仏５勝，ロワイヨモン賞-G3，ミネルヴ
賞-G3。セヴィル Seville（ＡＴＣザ メトロポリタン -G1）の母

ゴールドアリュール
栗　1999

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

インコグニート
青鹿　1999

ゴーンウエスト
Gone West
鹿　1984

*ニキーヤ
Nikiya
鹿　1993

*デインスカヤ
Daneskaya
鹿　1993

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Special 

Hostage 

Vaguely Royal 

Mr. Prospector 

Nureyev 

*デインヒル

Wishing Well 

Secrettame 

Reluctant Guest 

Boubskaia 

Raise a Native 

Gold Digger 

Secretariat 

Tamerett 

Danzig 

Razyana 

Niniski 

Frenetique (16)

全40口関東入厩

豊富な骨量の重厚なつくりでサイズも十分なあたりに、父の産駒の
特徴がよく出ています。強靭な筋肉を豊富にまとった上体をしてい
るものの、脚長ということで重苦しさは感じさせず、さらにはバラ
ンスも取れた好馬体の持ち主です。どのような相手にも果敢に立ち
向かう闘争心あふれる振る舞いや、放牧地で見せる体全体を使った
ダイナミックなフットワークから、ゴール前の攻防でも怯むような
ことはなく、パワフルに突き抜ける姿を想像させます。走法や体形
からはダートを主戦場としそうですが、血統的には芝での活躍馬も
多く、垣根を越えたオールラウンダーとしての活躍を期待させます。

1口60万円  （総額2,400万円）

提供：追分ファーム　生産：追分ファーム　繋養：追分ファーム田中剛厩舎 予定
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インコグニートの13125

牡
栗毛

2013.2.11 生
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キングカメハメハは早来産，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。主な産駒：ロード
カナロア（香港スプリント-G1・２回），ルーラーシップ（香港クイーン エリザ
ベス二世Ｃ-G1），ローズキングダム（ジャパンＣ-G1），アパパネ（牝馬三冠）。

【ＢＭＳ：主な産駒】デニムアンドルビー（フローラＳ-G2）

ヒシタイトル（09 キングカメハメハ）は４戦，入着。本馬が初仔
*ヒシタエコ（94 Chief's Crown）は加国産，わが国で入着。産駒

ヒシカツリーダー（牡 フサイチコンコルド）６勝，ジャニュアリーＳ-OP，
昇竜Ｓ-OP，アクアラインＳ，津軽海峡特別，滝桜賞，根岸Ｓ-G3２
着，端午Ｓ-OP２着，欅Ｓ-OP３着，ギャラクシーＳ-OP３着，石川（公）
６勝，東海（公）１勝，○現

ヒシアタランタ（牝 ジェニュイン）２勝，火打山特別。産駒
ヒシコモンズ（牡 *フォーティナイナー）３勝，北海道（公）入着，○現

ラスト バード Last Bird（73 Sea Bird）は北米２勝。産駒
ローノーク Roanoke：北米５勝，カリフォルニアンＳ-G1，ヤング アメ

リカＳ-G2，レムスンＳ-G2２着。種牡馬
ラスト コーズ Last Cause：北米４勝，ミス グリロＳ-G3３着。産駒

ノーブル コーズ Noble Cause：北米４勝，ビウィッチＳ-G3２着
フォース ファイヴ ギャル Force Five Gal：北米３勝，Border Cup 

S２着。*アイルハヴアナザー I'll Have Another（米３歳牡
馬チャンピオン，ケンタッキー ダービー -G1，プリークネス
Ｓ-G1，サンタ アニタ ダービー -G1）の祖母

ワン ラスト バード One Last Bird：北米３勝，Colonia H３着。産駒
メラニーハズザペイパーズ Melanyhasthepapers：北米５勝，Phil 

D. Shepherd S，オール アメリカンＨ-G3２着
クリスタル レイディ Crystal Lady：北米２勝。ビホルダー Beholder

（米２・３歳牝馬チャンピオン，ＢＣディスタフ-G1，ＢＣジュ
ベナイル フィリーズ -G1），イントゥ ミスチーフ Into Mischief

（キャッシュコール フューチュリティ -G1）の祖母
タークズ フラート Turk's Flirt：北米入着。産駒

ワイルド ハーレム Wild Harem：北米１勝。イエス ヒーズ ザ マン 
Yes He's the Man（スペンド ア バックＨ-G3）の母

ゴールドアリュール
栗　1999

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

ヒシタイトル
鹿　2009

キングカメハメハ
鹿　2001

*ニキーヤ
Nikiya
鹿　1993

*ヒシタエコ
Hishi Taeko
黒鹿　1994

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Special 

Hostage 

Vaguely Royal 

Kingmambo 

Nureyev 

Chief's Crown 

Wishing Well 

*マンファス

Reluctant Guest 

Last Bird 

Mr. Prospector 

Miesque 

*ラストタイクーン

Pilot Bird 

Danzig 

Six Crowns 

Sea Bird 

Patelin (23)

全40口関東入厩

発達した肩周りや胸前から伸びる逞しい頸部、その立派な前躯でも
不釣り合いに映ることのないはち切れんばかりの後躯。そして前躯
と後躯を繋ぐトップラインの充実度も合わせれば、現時点でのクオ
リティは他馬より頭一つ抜けています。ぬかるんだ放牧地でもバラ
ンスを崩すことなく駆け抜けており、動きも見た目以上にパワフル
です。また強靱な精神力の持ち主で周囲の環境に左右されない様は
悠々たるものであり、その精神力は体調の安定に一役買っています。
父の産駒傾向や馬体を考慮に入れれば、ダート戦での活躍は当然で
すが、しなやかな身のこなしはひょっとしたらと思わせます。
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木村哲也厩舎 予定 提供：ノーザンファーム　生産：中村雅明　繋養：ノーザンファームYearling

1口40万円  （総額1,600万円）

ヒシタイトルの13126

牡
栗毛

2013.2.12 生
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ステイゴールドは白老産，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（年度代表馬，三冠），ゴールドシップ（菊花賞
-G1），ドリームジャーニー（有馬記念-G1），ナカヤマフェスタ（宝塚記念-G1），
フェノーメノ（天皇賞・春-G1），レッドリヴェール（阪神ジュベナイルフィリ
ーズ -G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】クリスマス（函館２歳Ｓ-G3）

ラークキャロル（06 ステイゴールド）は３勝，ミモザ賞（芝2000ｍ）。
本馬が初仔

タバスコキャロル（97 *トニービン）は１勝，東海○交１勝。産駒
ノエルキャロル（馬扇 ステイゴールド）入着，兵庫（公）１勝，○現

ペッパーキャロル（87 ニチドウアラシ）は３勝，豊明特別。産駒
シャープキック：５勝，江坂特別，睦月賞，松浦特別。産駒

タイセイレジェンド：中央・岩手・南関東○交９勝，ＪＢＣスプリント
-JPN1，東京盃-JPN2，同２着，クラスターＣ-JPN3，同２着，千
葉Ｓ-OP，テレビ静岡賞，きずな賞，天草特別，オーバルスプリン
ト-JPN3２着，カペラＳ-G3３着，根岸Ｓ-G3４着，北海道○交入
着，北海道スプリントＣ-JPN3２着，○現

ラフィナール：４勝，赤倉特別
エローグ：５勝，安房特別，琵琶湖特別，金山特別
キャロルウインド：４勝，シドニーＴ，左京山特別，逢坂山特別，熊本（公）

３勝，サラブレッド大賞典
ダイナキャロル（81 *ノーザンテースト）は１勝。産駒

マルカテンイチボー：４勝，元町Ｓ
*クレアーブリッジ Clare Bridge（67 Quadrangle）は米国産，北米入

着。産駒
サクラクレアー：２勝，４歳牝馬特別（東）-JPN2２着。産駒

サクラチトセオー：最優秀古牡馬，９勝，天皇賞（秋）-JPN1，アメリ
カＪＣＣ-JPN2，中山記念-JPN2，。種牡馬

サクラキャンドル：５勝，エリザベス女王杯-JPN1，クイーンＳ 
-JPN3，府中牝馬Ｓ-JPN3，新潟記念-JPN3２着

サクラプレステージ：３勝，ＵＨＢ杯-OP３着。サクラプレジール
（フラワーＣ-G3）の母

サクラメガ：不出走。サクラメガワンダー（金鯱賞-G2）の母

*クロフネ
Kurofune
芦　1998

*フレンチデピュティ
French Deputy
栗　1992

ラークキャロル
鹿　2006

ステイゴールド
黒鹿　1994

*ブルーアヴェニュー
Blue Avenue
芦　1990

タバスコキャロル
栗　1997

Deputy Minister 
Vice Regent 

Mint Copy 

Hold Your Peace 

Laredo Lass 

Pago Pago 

Classic Perfection 

Icecapade 

*コレラ

*サンデーサイレンス

Classic Go Go 

*トニービン

Mitterand 

ゴールデンサッシュ

Eliza Blue 

ペッパーキャロル

Halo 

Wishing Well 

*ディクタス

ダイナサッシュ

*カンパラ

Severn Bridge 

ニチドウアラシ

ダイナキャロル(13)

全40口関東入厩

その名前を聞いただけで苦笑いするベテラン社員もいるほど、激し
い気性であった曾祖母ペッパーキャロルですが、その牝系が牧場か
ら放出されずに血を繋いでいるのは、誰もがこの血統のもつ運動能
力の高さを認めているからです。オリエンタルアートのように、い
つか大爆発するだろうとこのボトムラインの可能性を信じています。
本馬は母の父ステイゴールドの特徴を強く受け継いだ軽いつくりで、
コンパクトな馬体ゆえに体幹の緩さは微塵もなく、抜群のバネをもっ
ています。銭型が浮かぶ皮膚の質の高さもアピールポイントで、ス
ピードにあふれ瞬発力に秀でた競走馬になることが想像できます。

1口30万円  （総額1,200万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling小島茂之厩舎 予定
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ラークキャロルの13127
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鹿毛

2013.3.16 生
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*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。【ＢＭＳ：主な産駒】ゲシュタルト（京都新聞杯-G2），トーセンスタ
ーダム（きさらぎ賞-G3），ナムラビクター（アンタレスＳ-G3），アルーリング
ボイス（ファンタジーＳ-JPN3），パレス（フォール ハイウェイトＨ-G3），シー
ズ インディ マネー（シーウェイＳ-G3）

アドマイヤキラメキ（02 *エンドスウィープ）は４勝。産駒
ラシンティランテ（09 牝 栗 アグネスタキオン）３勝，堀川特別（芝1800

ｍ），白菊賞（芝1600ｍ），○現
トーセンスターダム（11 牡 黒鹿 ディープインパクト）３勝，きさらぎ賞

-G3（芝1800ｍ），京都２歳Ｓ-OP（芝2000ｍ），○現
ネオスターダム（12 牡 黒鹿 ネオユニヴァース）未出走

エヴリウィスパー（97 *ノーザンテースト）は入着。産駒
トーセンジョーダン（牡 ジャングルポケット）９勝，天皇賞（秋）-G1，アメ

リカＪＣＣ-G2，札幌記念-G2，アルゼンチン共和国杯-G2，アイル
ランドＴ-OP，ホープフルＳ-OP，漁火Ｓ，葉牡丹賞，ジャパンＣ-G1
２着，同３着，天皇賞（春）-G1２着，共同通信杯-G3２着，アンドロメ
ダＳ-OP２着，大阪杯-G2３着，中日新聞杯-G3４着，有馬記念-G1
５着（２回），○現

トーセンホマレボシ（牡 ディープインパクト）３勝，京都新聞杯-G2，大
寒桜賞，ダービー -G1３着。種牡馬

ダークメッセージ（牡 ダンスインザダーク）５勝，門松Ｓ-OP，御堂筋Ｓ，
許波多特別，日経新春杯-G2２着，同３着，シリウスＳ-G3２着，同
３着，ベテルギウスＳ-OP２着，トパーズＳ-OP２着，万葉Ｓ-OP２
着，大阪－ハンブルクＣ-OP２着，みなみ北海道Ｓ-OP２着，ホープ
フルＳ-OP３着

ケアレスウィスパー（牝 フジキセキ）３勝，丹沢Ｓ，南関東○交入着，関東
オークス -JPN2２着，ＴＣＫ女王盃-JPN3５着

ミッキーウィスパー（牡 *クロフネ）兵庫（公）２勝，中央２勝
*クラフティワイフ Crafty Wife（85 Crafty Prospector）は米国産，

北米７勝，Susan's Girl S-L，Desert Vixen S。ビッグショウリ（マイラー
ズＣ-JPN2），ビッグテースト（最優秀障害馬，中山グランドジャンプ）の
母，カンパニー（天皇賞・秋-G1）の祖母

ゼンノロブロイ
黒鹿　2000

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

アドマイヤキラメキ
栗　2002

*エンドスウィープ
End Sweep
鹿　1991

*ローミンレイチェル
Roamin Rachel
鹿　1990

エヴリウィスパー
栗　1997

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Mr. Prospector 

I Pass 

Clever Trick 

Pia's Lady 

*フォーティナイナー

*マイニング

*ノーザンテースト

Wishing Well 

Broom Dance 

One Smart Lady 

*クラフティワイフ

Mr. Prospector 

File 

Dance Spell 

Witching Hour 

Northern Dancer 

Lady Victoria 

Crafty Prospector 

Wife Mistress (9)

全40口関東入厩

曾祖母クラフティワイフから続く系譜は２頭の天皇賞馬を代表に配
合種牡馬を問わず、芝・ダート、スプリンターからステイヤー、果
てはハードル界まで様々なステージで活躍馬を輩出する抜群のパ
フォーマンスで、屋台骨として牧場を支えてきました。そんなファミ
リーから誕生した本馬は、父ゼンノロブロイとは異なる前後にしなや
かに伸びる首と、長方形に組みあがった胴部を持ち、トーセンスター
ダムに似た伸びやかさがあります。これなら兄同様に、大きなフット
ワークでストライドを伸ばす走法が可能でしょう。精神的にも徐々に
落ち着きが出てきて、大人への階段を着実に登っています。
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1口100万円  （総額4,000万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling堀宣行厩舎 予定

アドマイヤキラメキの13128

メス
栗毛

2013.3.2 生
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*ロックオブジブラルタル Rock of Gibraltar は愛国産，全欧年度代
表馬，英愛仏10勝，英2000ギニー -G1，愛2000ギニー -G1。【ＢＭＳ：主な産
駒】ミッキーアイル（ＮＨＫマイルＣ-G1），ルービック（ＭＲＣブルーダイヤ
モンドＣ＆Ｇプレリュード -G3），ジェベルムーサ（フェアウェルＳ-OP，マー
チＳ-G3２着），ラジャスタニ（オマール賞-G3２着）

*アビラ Abyla（04 *ロックオブジブラルタル）は英国産，英入着。産駒
ハッピーアビラ（09 牝 鹿 ディープインパクト）２勝，犬山特別（芝1600

ｍ），○現
ジェベルムーサ（10 牡 鹿 アグネスタキオン）５勝，フェアウェルＳ-OP

（Ｄ1800ｍ），ながつきＳ（Ｄ1800ｍ），彦星賞（Ｄ1700ｍ），マーチ
Ｓ-G3２着，平安S-G3４着，レパードＳ-G3４着，○現

ヴィルヌーヴ（11 牝 鹿 ディープインパクト）１戦，○現
プラパジシャン（12 牡 鹿 ステイゴールド）未出走

アニマトリス Animatrice（85 Alleged）は仏４勝，マルレ賞-G2，ノ
ネット賞-G3，クレオパトル賞-G3２着，ヴィシー大賞典-G3２着，Prix 
de la Pepiniere-L３着，ヴェルメイユ賞-G1４着，英伊入着，英オークス
-G1３着，ミラノ大賞典-G1４着。産駒
サドラーズ フラッグ Sadler's Flag（牝 Sadler's Wells）仏３勝，ロワイ

ヨモン賞-G3，マルレ賞-G2２着，ポモーヌ賞-G2２着
アニシバ Anysheba（牝 Alysheba）仏１勝，Prix Petite Etoile-L３着。

産駒
ライク ア デイム Like a Dame（牝 *デインヒル）仏１勝。産駒

レイディズ ファースト Ladys First（牝 Dutch Art）英３勝，ア
タランタＳ-G3，デューク オブ ケンブリッジＳ-G2２着

アリマトリス Alymatrice（牝 Alysheba）仏１勝。産駒
ベイラドール Bailador（馬扇 Alzao）仏５勝，ヴィシー大賞典-G3，Le 

Vase d'Argent-L，ドーヴィル大賞典-G2３着
ショコラニオ Cioccolanio（牝 Fappiano）仏１勝。産駒

ボンディ アイスバーグ Bondi Iceberg（馬扇 *デインヒル）豪４勝，
Wyong Cup-L，ＴＴＣローンセストンＣ-G3２着

アレキサンドリー Alexandrie（80 Val de l'Orne）は仏２勝，クレオパト
ル賞-G3。ポリグロート Poliglote（クリテリウム ド サンクルー -G1）の母

ドリームジャーニー
鹿　2004

ステイゴールド
黒鹿　1994

*アビラ
Abyla
鹿　2004

*ロックオブジブラルタル
Rock of Gibraltar
鹿　1999

オリエンタルアート
栗　1997

アニマトリス
Animatrice
鹿　1985

*サンデーサイレンス
Halo 

Wishing Well 

*ディクタス

ダイナサッシュ

メジロティターン

メジロオーロラ

*ノーザンテースト

*グランマスティーヴンス

*デインヒル

メジロマックイーン

Alleged 

ゴールデンサッシュ

Offshore Boom 

エレクトロアート

Alexandrie 

Danzig 

Razyana 

Be My Guest 

Push a Button 

Hoist the Flag 

Princess Pout 

Val de l'Orne 

Apachee (4)

全40口関東入厩

四肢が長く体高がありますがトモ高の体型をしており、550kg を超
す馬体で重賞戦線での活躍を見せている兄のように、本馬も大型馬
となりそうです。しかしながら、窮屈感のないのびやかな骨格と、
無駄肉のつきにくい代謝の良い体質で、全体の輪郭をシャープに見
せており、大型馬特有の重苦しい印象は受けません。しなやかな首
差し、クッション性能の良い肩関節や繋、しなり具合の良い背中、
強靱な後肢のバネ、それら全てを巧みに使った走法は、ストライド
が大きく軽やかさも備えています。ダートで活躍中の兄よりも芝向
きの印象が強く、クラシック戦線での活躍を期待します。
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大竹正博厩舎 予定

1口75万円  （総額3,000万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling

アビラの13129

牡
青鹿毛

2013.3.3 生
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*トニービン Tony Bin は愛国産，全欧古牡馬チャンピオン，伊仏15
勝，凱旋門賞-G1。本邦チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】アドマイ
ヤベガ（ダービー -JPN1），ハーツクライ（ドバイ シーマ クラシック-G1），ル
ーラーシップ（香港クイーン エリザベス二世Ｃ-G1），トランセンド（ジャパ
ンＣダート-G1・２回），カレンチャン（スプリンターズＳ-G1）

スプリットザナイト（95 *トニービン）は２戦。産駒
マジシャン（00 牡 青鹿 ダンスインザダーク）入着，岩手（公）３勝，高知

（公）３勝
アドマイヤモナーク（01 牡 鹿 *ドリームウェル）８勝，日経新春杯-G2

（芝2400ｍ），同５着，ダイヤモンドＳ-JPN3（芝3400ｍ），サンシャ
インＳ（芝2200ｍ），睦月賞（芝2400ｍ），鳴滝特別（芝2400ｍ），八
瀬特別（芝2400ｍ），揖斐川特別（芝2500ｍ），有馬記念-G1２着，
京都大賞典-G2２着，七夕賞-G3２着，万葉Ｓ-OP２着，同３着，日
経賞-G2３着，同５着，ステイヤーズＳ-JPN2３着，目黒記念-JPN2
４着，同５着

アドマイヤセナ（03 牡 栗 アグネスタキオン）３勝
アドマイヤカーリン（08 牡 青鹿 ディープインパクト）２勝，○現
デビル（11 牡 黒鹿 ダイワメジャー）１勝，○現
ライトファンタジア（12 牝 栗 ゼンノロブロイ）未出走

*サウンド Sound（84 Danzig）は米国産，北米１勝。産駒
ハギノリアルキング（牡 *リアルシャダイ）７勝，目黒記念-JPN2，日経

新春杯-JPN2，エメラルドＳ-OP，メルボルンＴ，白鷺特別，あじさ
い賞，阪神大賞典-JPN2２着，同５着，鳴尾記念-JPN2２着，同４
着，同５着，天皇賞（春）-JPN1３着，同４着

パルセイト（牝 *リアルシャダイ）２勝，桃花賞，４歳牝馬特別（東）-JPN2
３着，フラワーＣ-JPN3５着。産駒
トーセンブリリアン（牝 *ホワイトマズル）入着。トーセンベニザク

ラ（フェアリーＳ-G3）の母
サウンドカーニバル（牝 バブルガムフェロー）入着，南関東（公）１勝。産

駒
マツリバヤシ（牝 スマートボーイ）北海道（公）１勝，エーデルワイス

賞-JPN3２着，南関東（公）入着，ユングフラウ賞２着

*キンシャサノキセキ
Kinshasa no Kiseki
鹿　2003

フジキセキ
青鹿　1992

スプリットザナイト
鹿　1995

*トニービン
Tony Bin
鹿　1983

*ケルトシャーン
Keltshaan
鹿　1994

*サウンド
Sound
芦　1984

*サンデーサイレンス
Halo 

Wishing Well 

Le Fabuleux 

Marston's Mill 

His Majesty 

Sun Colony 

Lyphard 

Lady Berry 

*カンパラ

Pleasant Colony 

Danzig 

*ミルレーサー

Severn Bridge 

Featherhill 

Din 

Kalamoun 

State Pension 

Hornbeam 

Priddy Fair 

Northern Dancer 

Pas de Nom 

Drone 

Durga (1)

全40口関東入厩

首差しから胴部、そして繋や飛節の関節面に至るまで、全体的にス
ラッとして伸びのあるつくりをしています。父よりも母方の血が強
く出ていますので、馬体からは兄弟同様にある程度の距離の融通性
がありそうです。この血統らしく少しピリッとした面はありますが、
それが反応の速さにつながっており、鞍上の指示にも瞬時に反応で
きる機敏なタイプです。また、放牧地を活発に動き回っている本馬
は、騎乗調教に移行しても中身の濃いトレーニングを行うことがで
き、体作りにも苦労するようなことはありませんので、早期デビュー
での勝ち上がりや２歳の重賞戦線での活躍も期待できます。

中川公成厩舎 予定

1口45万円  （総額1,800万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling
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スプリットザナイトの13130

牡
鹿毛

2013.3.11 生
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ジェネラル ミーティング General Meeting は米国産，北米４勝，ヴォ
ランテＨ-G3，ハリウッド フューチュリティ -G1２着。主な産駒：ジェネラル 
チャレンジ（サンタ アニタ ダービー -G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】マッチョ マッ
チョ（ウエスト ヴァージニア ダービー -G2），エステイト コレクション（ケン
タッキー カップ スプリントＳ-G3），トミー ダンジガー（加ダービー -G3）

*キャリアコレクション Career Collection（95 General Meeting）
は米国産，北米５勝，ランダルーシＳ-G2（Ｄ６Ｆ），ソレントＳ-G2（Ｄ
6.5Ｆ），California Cup Juvenile Fillies S（Ｄ8.5Ｆ），Love Avie H（Ｄ
６Ｆ），ＢＣジュベナイル フィリーズ -G1２着，ハリウッド スターレット
Ｓ-G1２着，Cat's Cradle H２着，Fremont H３着，ラス ヴィルヘネス
Ｓ-G1４着。産駒
スタンドインアウトインナクラウド Standinoutinacrowd（01 馬扇 Gone 

West）北米１勝
トレジャラー Treasurer（02 牡 Seeking the Gold）北米４勝

*ピラミマ（05 牝 黒鹿 Unbridled's Song）２戦。産駒
バンドワゴン（牡 *ホワイトマズル）２勝，エリカ賞（芝2000ｍ），き

さらぎ賞-G3２着，○現
ナンヨーカノン（牝 フジキセキ）２勝，○現

コスモライセンス（10 牝 栗 アグネスタキオン）入着，岩手（公）１勝
リヴァー オブ スターズ River of Stars（83 Riverman）は北米１勝。

産駒
マラーキズ Maraakiz（牡 Roberto）英４勝，豪１勝，ＶＲＣザ ダルゲッ

ティ -G2２着，ＶＡＴＣクーンジーＨ-G3２着，ＡＪＣクイーン エ
リザベスＳ-G1３着，STC Sky High Quality S-L３着

イグリジアスティーズ Ecclesiastes（牝 Saint Ballado）北米１戦。産駒
センチュリー パーク Century Park（牝 General Meeting）北米３

勝，サンタ イサベルＳ-G3，California Cup Distance H
ノース ロデオ North Rodeo（牝 Stephen Got Even）北米３勝，Fl-

eet Treat S２着，ハリケーン バーティーＳ-G3３着
スパークリング スター Sparkling Star（牝 Lyphard）北米３戦。産駒

マイナー ディテイルズ Minor Details（牝 General Meeting）北米
４勝，Blue Norther S-L，ラモナＨ-G1３着

*キンシャサノキセキ
Kinshasa no Kiseki
鹿　2003

フジキセキ
青鹿　1992

*キャリアコレクション
Career Collection
鹿　1995

ジェネラルミーティング
General Meeting
鹿　1988

*ケルトシャーン
Keltshaan
鹿　1994

リヴァーオブスターズ
River of Stars
黒鹿　1983

*サンデーサイレンス
Halo 

Wishing Well 

Le Fabuleux 

Marston's Mill 

His Majesty 

Sun Colony 

Lyphard 

Lady Berry 

Seattle Slew 

Pleasant Colony 

Riverman 

*ミルレーサー

Alydar's Promise 

Featherhill 

Star Fortune 

Bold Reasoning 

My Charmer 

Alydar 

Summertime Promise 

Never Bend 

River Lady 

Pia Star 

Flitter Flutter (1)

全40口関東入厩

キンシャサノキセキはコーナーの立ち上がり時の手前変換が神業で、
ピッチ・姿勢を崩さずに力技で左右をチェンジするその様子から、
筋肉の引く力が相当に強いのだろうと感じています。その運動性能
の高さに、サクラバクシンオーの跡を継ぐ短距離界の雄となる活躍
を期待しています。本馬は骨量に恵まれた押し出しの強い馬体形成
で、背部は締まりつつも肩甲骨と骨盤が描く「ハ」の字が大きく広
がることで、頭から尾まで前後に長いつくりとなっています。この
長躯が生み出す大きな一完歩を、父の強い筋肉で速く回転させるこ
とができれば、スプリント界の一流馬への道が開けることでしょう。

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling

1口35万円  （総額1,400万円）

尾関知人厩舎 予定
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キャリアコレクションの13131

メス
青鹿毛

2013.2.11 生
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*サンデーサイレンス Sunday Silence は米国産，米年度代表馬，北
米９勝，ケンタッキー ダービー -G1。本邦チャンピオンサイアー。本邦ＢＭ
Ｓチャンピオン。【ＢＭＳ：主な産駒】アドマイヤムーン（ドバイ デューティ 
フリー -G1），ローズキングダム（ジャパンＣ-G1），スクリーンヒーロー（ジャ
パンＣ-G1），ロゴタイプ（皐月賞-G1），レジネッタ（桜花賞-JPN1）

ナスカ（03 *サンデーサイレンス）は不出走。産駒
レイナカスターニャ（08 牝 栗 キングカメハメハ）１勝
アロマティコ（09 牝 栗 キングカメハメハ）５勝，佐渡Ｓ（芝2000ｍ），関

門橋Ｓ（芝1800ｍ），西海賞（芝1800ｍ），矢車賞（芝2000ｍ），エリ
ザベス女王杯-G1３着，秋華賞-G1３着，マーメイドＳ-G3３着，中
山牝馬Ｓ-G3４着，福島牝馬Ｓ-G3４着，小倉大賞典-G3５着，○現

マリネーラ（12 牝 栗 *コンデュイット）未出走
アンデスレディー（86 *ノーザンテースト）は１勝，シクラメンＳ-OP

２着，３歳牝馬Ｓ（西）-JPN3４着。産駒
インティライミ（牡 スペシャルウィーク）５勝，京都大賞典-G2，京都新

聞杯-JPN2，朝日チャレンジＣ-G3，ダービー -JPN1２着，中日新
聞杯-JPN3２着，宝塚記念-G1３着，金鯱賞-G2３着，日経新春杯
-JPN2３着，アメリカＪＣＣ-JPN2４着

サンバレンティン（牡 スペシャルウィーク）８勝，七夕賞-G3，福島記念
-JPN3，大阪スポーツ杯，中京スポーツ杯，西郷特別，美濃特別，朝
日チャレンジＣ-G3５着

オーバーザウォール（牝 *ドクターデヴィアス）５勝，福島記念-JPN3，
九州スポーツ新聞杯，山中湖特別，京都金杯-JPN3４着。産駒
フェデラルホール（牡 ステイゴールド）３勝，九十九里特別，南相

馬特別，○現
フォルクローレ（牝 ダンスインザダーク）６勝，ストークＳ，芦屋川特別，

セントウルＳ-JPN3４着，スワンＳ-JPN2５着。産駒
ディアブラーダ（牡 サクラバクシンオー）４勝，仲秋特別，小月特別
アルバート（牡 アドマイヤドン）１勝，○現

スノーパレード（牝 *トニービン）４勝，パールＳ，清澄特別，逢坂山特別
ゼニスブルー（牡 ミスターシービー）４勝，日南特別，障１勝
フィッツロイ（馬扇 アドマイヤベガ）３勝，筑後川特別，小倉城特別

*ファルブラヴ
Falbrav
鹿　1998

フェアリーキング
Fairy King
鹿　1982

ナスカ
鹿　2003

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

ギフトオブザナイト
Gift of the Night
黒鹿　1990

アンデスレディー
栗　1986

Northern Dancer 
Nearctic 

Natalma 

Bold Reason 

Special 

Seattle Slew 

Rare Bouquet 

Lithiot 

Nenana Road 

Halo 

Slewpy 

*ノーザンテースト

Fairy Bridge 

Wishing Well 

Little Nana 

ペルースポート

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Lady Victoria 

*ガーサント

グレートターフ(19)

全40口関東入厩

永く愛されているこの母系ですが、その時代時代を彩る多岐にわた
る種牡馬と配合され私達を楽しませてくれます。本馬はファルブラ
ヴを父に迎えましたが、四肢が長く大柄な馬体という今までなかっ
たタイプがこの血統に加わりました。蹄が大きく骨量豊かであるも
のの薄めの馬体は大型馬の概念に当てはまらず、無骨な印象は一切
受けません。ダイナミックなストライドとスピードは同世代を圧倒
し、ピリッとした性格が素早い反応を生むことで高い操作性が備え
られています。早い時期の競馬にも対応は可能ですが、３歳以降、
古馬になるにつれ、より一層楽しめる競走馬になりそうです。
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提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling

1口60万円  （総額2,400万円）

高柳瑞樹厩舎 予定

ナスカの13132

牡
栗毛

2013.3.24 生
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*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。【ＢＭＳ：主な産駒】ゲシュタルト（京都新聞杯-G2），トーセンスタ
ーダム（きさらぎ賞-G3），ナムラビクター（アンタレスＳ-G3），アルーリング
ボイス（ファンタジーＳ-JPN3），パレス（フォール ハイウェイトＨ-G3），シー
ズ インディ マネー（シーウェイＳ-G3）

ハニーハント（01 *エンドスウィープ）は３勝。産駒
タランチュラホーク（09 牡 鹿 アドマイヤドン）南関東（公）６勝，○現
タイセイホーネット（10 牡 鹿 メイショウサムソン）兵庫（公）３勝，○現
ニルス（11 牡 鹿 メイショウサムソン）岩手（公）２勝，○現
ハニープレッツェル（12 牝 栗 *スニッツェル）未出走

ホーネットピアス（94 *サンデーサイレンス）は３勝，隅田川特別，桜
花賞-JPN1３着，４歳牝馬特別（東）-JPN2４着，フラワーＣ-JPN3５着。
産駒
セキショウ（牝 *シンボリクリスエス）３勝，紫苑Ｓ-OP，ミモザ賞，○現
コンノート（牡 キングカメハメハ）５勝，柳都Ｓ，横手特別，関越Ｓ-OP２

着，南関東（公）１戦，○現
ホーネットアーミー（馬扇 *エリシオ）２勝
ホワイトホーネット（牝 *スウェプトオーヴァーボード）１勝
ペプチドヒノトリ（牝 *クロフネ）１勝

ダイナシュート（82 *ノーザンテースト）は４勝，京成杯３歳Ｓ 
-JPN2，七夕賞-JPN3，新潟３歳Ｓ-JPN3，京王杯オータムＨ-JPN3２着，
北九州記念-JPN3２着，エイプリルＳ-OP２着，金鯱賞-JPN3３着，新潟
大賞典-JPN3３着，中山牝馬Ｓ-JPN3３着，３歳牝馬Ｓ（東）-JPN3３着，
京王杯スプリングＣ-JPN2４着。産駒
アドマイヤマックス：４勝，高松宮記念-JPN1，富士Ｓ-G3，東京スポー

ツ杯２歳Ｓ-JPN3，安田記念-JPN1２着，セントライト記念-JPN2
２着，スプリンターズＳ-JPN1３着（２回），京阪杯-JPN3３着，関屋
記念-JPN3３着，ラジオたんぱ杯２歳Ｓ-JPN3３着，京王杯スプリ
ングＣ-G2４着，香港入着，香港マイル -G1４着。種牡馬

マストビーラヴド：３戦。ラインクラフト（桜花賞-JPN1，ＮＨＫマイル
Ｃ-JPN1），フロレンティーノ Florentino（ジェファースン カップ
Ｓ-G2），アドマイヤロイヤル（プロキオンＳ-G3）の母

*ファルブラヴ
Falbrav
鹿　1998

フェアリーキング
Fairy King
鹿　1982

ハニーハント
栗　2001

*エンドスウィープ
End Sweep
鹿　1991

ギフトオブザナイト
Gift of the Night
黒鹿　1990

ホーネットピアス
青鹿　1994

Northern Dancer 
Nearctic 

Natalma 

Bold Reason 

Special 

Seattle Slew 

Rare Bouquet 

Lithiot 

Nenana Road 

*フォーティナイナー

Slewpy 

*サンデーサイレンス

Fairy Bridge 

Broom Dance 

Little Nana 

ダイナシュート

Mr. Prospector 

File 

Dance Spell 

Witching Hour 

Halo 

Wishing Well 

*ノーザンテースト

シャダイマイン(9)

全40口関東入厩

骨量豊富でがっしりとした馬体、その牝馬らしからぬ逞しいシル
エットから立ち姿だけでも力強さが伝わってきます。本馬は冬季夜
間放牧の寒冷ストレスにも耐え、肉体・精神的にも鍛えられ、肩・
トモの周囲には線が浮き出るほどの立派な筋肉が備わっています。
重心が低く回転の速いフットワークは放牧地でも目立つ存在で、蹴
りあげられた豪快な土しぶきは、踏み込んだ脚が確実に大地をとら
えている現れです。精神面ではオンオフの切り替えが巧みにコント
ロールできる馬で、こうした一面は初期馴致の際に大きなアドバン
テージになるでしょう。早期デビューを目指していける一頭です。

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling

1口35万円  （総額1,400万円）

黒岩陽一厩舎 予定
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メス
栗毛

2013.2.9 生
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キングカメハメハは早来産，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。主な産駒：ロード
カナロア（香港スプリント-G1・２回），ルーラーシップ（香港クイーン エリザ
ベス二世Ｃ-G1），ローズキングダム（ジャパンＣ-G1），アパパネ（牝馬三冠）。

【ＢＭＳ：主な産駒】デニムアンドルビー（フローラＳ-G2）

レイナカスターニャ（08 キングカメハメハ）は１勝。本馬が初仔
ナスカ（03 *サンデーサイレンス）は不出走。産駒

アロマティコ（牝 キングカメハメハ）５勝，佐渡Ｓ，関門橋Ｓ，西海賞，
矢車賞，エリザベス女王杯-G1３着，秋華賞-G1３着，マーメイド
Ｓ-G3３着，中山牝馬Ｓ-G3４着，福島牝馬Ｓ-G3４着，小倉大賞典
-G3５着，○現

アンデスレディー（86 *ノーザンテースト）は１勝，シクラメンＳ-OP
２着，３歳牝馬Ｓ（西）-JPN3４着。産駒
インティライミ：５勝，京都大賞典-G2，京都新聞杯-JPN2，朝日チャレ

ンジＣ-G3，ダービー -JPN1２着，中日新聞杯-JPN3２着，宝塚記
念-G1３着，金鯱賞-G2３着，日経新春杯-JPN2３着，アメリカＪＣ
Ｃ-JPN2４着

サンバレンティン：８勝，七夕賞-G3，福島記念-JPN3，大阪スポーツ杯，
中京スポーツ杯，西郷特別，美濃特別，朝日チャレンジＣ-G3５着

オーバーザウォール：５勝，福島記念-JPN3，九州スポーツ新聞杯，山中
湖特別，野苺賞，京都金杯-JPN3４着。産駒
フェデラルホール：３勝，九十九里特別，南相馬特別，○現
クラウディオス：１勝，○現

フォルクローレ：６勝，ストークＳ，芦屋川特別，セントウルＳ-JPN3４
着，スワンＳ-JPN2５着。産駒
ディアブラーダ：４勝，仲秋特別，小月特別
アルバート：１勝，○現

スノーパレード：４勝，パールＳ，清澄特別，逢坂山特別
ゼニスブルー：４勝，日南特別，障１勝
フィッツロイ：３勝，筑後川特別，小倉城特別

ペルースポート（72 *ガーサント）は３勝，ながつき賞。シャダイチャ
ッター（小倉記念-JPN3）の母，スピークリーズン（京成杯-JPN3）の祖母

メイショウサムソン
鹿　2003

*オペラハウス
Opera House
鹿　1988

レイナカスターニャ
栗　2008

キングカメハメハ
鹿　2001

マイヴィヴィアン
鹿　1997

ナスカ
鹿　2003

Sadler's Wells 
Northern Dancer 

Fairy Bridge 

High Top 

Reprocolor 

Lyphard 

Navajo Princess 

*サンプリンス

エール

Kingmambo 

*ダンシングブレーヴ

*サンデーサイレンス

Colorspin 

*マンファス

ウイルプリンセス

アンデスレディー

Mr. Prospector 

Miesque 

*ラストタイクーン

Pilot Bird 

Halo 

Wishing Well 

*ノーザンテースト

ペルースポート(19)

全40口関東入厩

大柄で骨太な産駒が多い父ですが、本馬は脚長でシャープなシル
エットとなっており母系の影響が強く出ています。遅生まれという
こともあって他馬と比べると幼い印象が先行していますが、これは
運動量が馬体の成長度に勝っているがゆえであり、馬格は標準サイ
ズですのでいずれ解消され見違えるような体つきになるはずです。
普段は人の手を煩わせることはないものの母系特有のピリッとした
一面は持っており、それが運動量の豊富さに直結しています。父の
産駒成績をもう一段階引き上げるためにもこの世代が底力を見せな
ければなりません。持ち前の負けん気の強さで好勝負を期待します。
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金成貴史厩舎 予定 提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling

1口30万円  （総額1,200万円）

レイナカスターニャの13134

牡
鹿毛

2013.5.5 生
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アグネスタキオンは千歳産，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：ディープスカイ（ダービー -JPN1，ＮＨＫマイ
ルＣ-JPN1），ダイワスカーレット（有馬記念-G1，桜花賞-JPN1），キャプテン
トゥーレ（皐月賞-JPN1）。【ＢＭＳ：主な産駒】エミーズパラダイス（エンプレ
ス杯-JPN2２着），ニシノアカツキ（フェアリーＳ-G3２着）

ルミナスハッピー（05 アグネスタキオン）は不出走。産駒
ピーエムデメテル（09 牝 芦 *クロフネ）１勝，芙蓉Ｓ-OP３着
ルミナスウォリアー（11 牡 鹿 メイショウサムソン）１勝，○現

*リアリーハッピー Really Happy（94 Avenue of Flags）は米国産，
北米５勝，ベイ メドウズ オークス -G3，レイルバードＳ-G2２着，プリン
セスＳ-G2２着，ハリウッド オークス -G2３着，サン クレメンテＨ-G2
３着，セニョリータＳ-G3４着。産駒
サトノフローラ（牝 アグネスタキオン）３勝，カルミア賞，関屋記念-G3

３着
ネオレボルーション（馬扇 ネオユニヴァース）３勝，障２勝，東京ハイジャ

ンプ３着，○現
ハッピー シーン Happy Scene（牝 *デヒア）不出走。産駒

*ソーメニーウェイズ So Many Ways（牝 Sightseeing）北米５勝，
スピナウェイＳ-G1，エイト ベルズＳ-G3，スカイラヴィルＳ 
-G3，Charles Town Oaks-L，アイオワ オークス -G3３着，プラ
イアリスＳ-G1４着，テストＳ-G1４着

リアルアヴェニュー（牡 *クロフネ）３勝
ショウナンタイトル（牡 Gone West）１勝
ワープドライブ（牡 ディープインパクト）１勝，○現

ディア ローラ Dear Laura（81 Youth）は英・北米入着。産駒
グッド レイディ ラック Good Lady Luck：北米４勝，Fran's Valentine S

２着
シックス マンスズ ロング Six Months Long（76 Northern Dancer）

は北米２勝。ハーフ ア イヤー Half a Year（セント ジェイムズ パレス
Ｓ-G2），ウイニング パクト Winning Pact（デル マー フューチュリティ
-G2）の母，イヴェント オブ ザ イヤー Event of the Year（ジム ビーム
Ｓ-G2），キャッツ キャリア Cat's Career（アク アクＨ-G3）の祖母

メイショウサムソン
鹿　2003

*オペラハウス
Opera House
鹿　1988

ルミナスハッピー
黒鹿　2005

アグネスタキオン
栗　1998

マイヴィヴィアン
鹿　1997

*リアリーハッピー
Really Happy
鹿　1994

Sadler's Wells 
Northern Dancer 

Fairy Bridge 

High Top 

Reprocolor 

Lyphard 

Navajo Princess 

*サンプリンス

エール

*サンデーサイレンス

*ダンシングブレーヴ

Avenue of Flags 

Colorspin 

アグネスフローラ

ウイルプリンセス

Dear Laura 

Halo 

Wishing Well 

*ロイヤルスキー

アグネスレディー

Seattle Slew 

Beautiful Glass 

Youth 

Six Months Long (3)

全40口関東入厩

日本の高速馬場で分が悪い父の産駒ですが、エルコンドルパサー肌
との相性の良さは着目すべき点です。馬体を収縮させる屈筋が強す
ぎて窮屈にすら見える特性が、メイショウサムソンの筋質の弱点を
補っているのではないかと予想しています。同じセオリーでアグネス
タキオン肌は近い配合相手と言え、産駒勝率は 13% と高い数字を残
します。澄んだ瞳が印象的な本馬はここまで順調な成長過程をたどっ
てきました。背を中心にグッと全身を引きつける力強い立ち姿や、
規格以上の雄大なトモを活かした一瞬でトップスピードに加速する
草地でのキャンターからは、このクロスの相性の良さを感じます。

1口25万円  （総額1,000万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling奥村武厩舎 予定
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ルミナスハッピーの13135

メス
鹿毛

2013.1.23 生
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*トニービン Tony Bin は愛国産，全欧古牡馬チャンピオン，伊仏15
勝，凱旋門賞-G1。本邦チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】アドマイ
ヤベガ（ダービー -JPN1），ハーツクライ（ドバイ シーマ クラシック-G1），ル
ーラーシップ（香港クイーン エリザベス二世Ｃ-G1），トランセンド（ジャパ
ンＣダート-G1・２回），カレンチャン（スプリンターズＳ-G1）

ジェシカ（99 *トニービン）は３勝，原町特別（芝1700ｍ）。産駒
フォーチュンガール（06 牝 栗 *バチアー）入着，北海道・南関東（公）２勝
パブリックアフェア（07 牝 栗 キングカメハメハ）１勝
ソルビアンコ（08 牡 芦 *クロフネ）入着，佐賀（公）２勝，○現
レイヴ（09 牡 栗 *タイキシャトル）２勝
ファインクルーズ（10 牝 栗 *クロフネ）北海道（公）１勝，兵庫（公）１勝，○現
クオーターマスター（11 牡 芦 *クロフネ）４戦

セシルカット（92 *サンデーサイレンス）は５勝，栗子特別。産駒
ピアチェヴォーレ（牝 *オペラハウス）４勝，磐梯山特別，原町特別，中山

牝馬Ｓ-G3４着
ゴッドエンブレム（牡 *ウォーエンブレム）３勝，仲春特別
リヴィエラブルー（馬扇 *ホワイトマズル）２勝，瓢湖特別
セシルブルース（牝 *エルコンドルパサー）３戦。産駒

アイムユアーズ（牝 *ファルブラヴ）５勝，フィリーズレビュー
-G2，クイーンＳ-G3（２回），ファンタジーＳ-G3，阪神ジュベナ
イルフィリーズ -G1２着，函館２歳Ｓ-G3２着，桜花賞-G1３
着，オークス -G1４着，札幌記念-G2４着

トーセンアルニカ（牝 メイショウサムソン）３勝，山中湖特別，エリ
ザベス女王杯-G1４着，福島牝馬Ｓ-G3５着，○現

オーバルカット（牝 *エリシオ）不出走。産駒
ホワイトピルグリム（牡 *クロフネ）５勝，寿Ｓ，メルボルンＴ，高千

穂特別，ひめさゆり賞，金鯱賞-G2３着，都大路Ｓ-OP３着
ゴダール（牡 *ウォーエンブレム）２勝，○現

ダイナカール（80 *ノーザンテースト）は最優秀２・３歳牝馬，５勝，
オークス。エアグルーヴ（天皇賞・秋-JPN1）の母，ルーラーシップ（香
港クイーン エリザベス二世Ｃ-G1），アドマイヤグルーヴ（エリザベス
女王杯-JPN1・２回），オレハマッテルゼ（高松宮記念-JPN1）の祖母

*ワイルドラッシュ
Wild Rush
鹿　1994

ワイルドアゲイン
Wild Again
黒鹿　1980

ジェシカ
栗　1999

*トニービン
Tony Bin
鹿　1983

ローズパーク
Rose Park
鹿　1986

セシルカット
栗　1992

Icecapade 
Nearctic 

Shenanigans 

Khaled 

Dama 

Key to the Mint 

Toll Booth 

Drone 

Hard and Fast 

*カンパラ

Plugged Nickle 

*サンデーサイレンス

Bushel-n-Peck 

Severn Bridge 

Hardship 

ダイナカール

Kalamoun 

State Pension 

Hornbeam 

Priddy Fair 

Halo 

Wishing Well 

*ノーザンテースト

シャダイフェザー (8)

全40口関東入厩

ダイナカール牝系出身である母の産駒は、勝ち上がり率こそ悪くな
いものの、これまでの成績には歯痒い思いがありますが、本馬はダー
ト色の強い父との配合で新たな一面が引き出されたようです。ひと
きわ目を引く筋肉隆々の馬体は父の特徴を受け継いでいることが容
易に推察でき、重心の低いかき込みの強い走法は豪快そのものです。
気性面でもおっとりとした産駒が多かった母の産駒の中では、本馬
は闘争心むき出しで放牧地を駆け巡っており、さらにその思いを強
くさせてくれます。活躍の舞台は限定されるかもしれませんが、そ
のカテゴリーでのスペシャリストを目指すべき存在です。
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1口45万円  （総額1,800万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling高木登厩舎 予定

ジェシカの13136

牡
黒鹿毛

2013.2.14 生
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スペシャルウィークは門別産，10勝，ダービー -JPN1。【ＢＭＳ：主な
産駒】エピファネイア（菊花賞-G1），ヴェルデグリーン（アメリカＪＣＣ-G2），
ユールシンギング（セントライト記念-G2），タガノグランパ（ファルコンＳ 
-G3），タガノブルグ（ＮＨＫマイルＣ-G1２着），ジェネラルグラント（全日本
２歳優駿-JPN1２着），マイネグレヴィル（フラワーＣ-G3２着）

トップセラー（02 スペシャルウィーク）は３勝，本栖湖特別（芝2000
ｍ），スイートピーＳ-OP３着。産駒
ストーリーセラー（11 牡 鹿 カンパニー）１勝，○現
モンセラー（12 牡 鹿 タニノギムレット）未出走

プロモーション（94 *ヘクタープロテクター）は３勝，クイーンＳ 
-JPN3，ＢＳＮオープン -OP，クイーンＣ-JPN3２着，ディセンバーＳ-OP
２着，韓国馬事会杯-OP３着，六甲Ｓ-OP３着，オークス -JPN1４着，
エリザベス女王杯-JPN1４着，新潟大賞典-JPN3４着，北九州記念
-JPN3４着，新潟記念-JPN3４着，フェアリーＳ-JPN3４着，マーメイド
Ｓ-JPN3５着，府中牝馬Ｓ-JPN3５着。産駒
アドマイヤメイン（牡 *サンデーサイレンス）４勝，青葉賞-JPN2，毎

日杯-JPN3，ダービー -JPN1２着，菊花賞-JPN1３着，きさらぎ賞
-JPN3５着。種牡馬

アドマイヤプリンス（牡 アグネスタキオン）３勝，三木特別，白藤賞，佐
賀（公）入着，○現

アドマイヤバラード（牡 ハーツクライ）４勝，箱根特別，駒ヶ岳特別，メ
トロポリタンＳ-OP３着，○現

*アサーション Assertion（87 Assert）は英国産，愛１勝，愛オークス
-G1３着。産駒
ジェイズジュエリー：２勝。産駒

アドマイヤジュピタ：７勝，天皇賞（春）-G1，阪神大賞典-G2，アルゼ
ンチン共和国杯-JPN2，鳴滝特別，ゆきやなぎ賞，若駒Ｓ-OP
２着，すみれＳ-OP３着，日経新春杯-G2４着。種牡馬

ジェラルド：２勝，○現
ジェイズミラクル：１勝。産駒

アドマイヤブルー：４勝，ホープフルＳ-OP，名古屋城Ｓ，北大路特
別，京成杯-G3３着，○現

カンパニー
鹿　2001

ミラクルアドマイヤ
鹿　1995

トップセラー
鹿　2002

スペシャルウィーク
黒鹿　1995

ブリリアントベリー
栗　1990

プロモーション
鹿　1994

*トニービン
*カンパラ

Severn Bridge 

Sadler's Wells 

Sun Princess 

Northern Dancer 

Lady Victoria 

Crafty Prospector 

Wife Mistress 

*サンデーサイレンス

*ノーザンテースト

*ヘクタープロテクター

*バレークイーン

キャンペンガール

*クラフティワイフ

*アサーション

Halo 

Wishing Well 

マルゼンスキー

レディーシラオキ

Woodman 

Korveya 

Assert 

Yes Please (13)

全40口関東入厩

全兄の同時期と比較すると、現状はやや小柄ですが、馬体各部はバ
ランス良く構成されており、肩周りやトモなど要所にはしっかりと
筋肉を備えています。後肢の踏み込みが深い常歩は馬格以上に力強
く、その後躯の強さは目を見張るほどの加速力に一役買っています。
回転の速いピッチ走法も二の脚の速さの秘訣であり、レースでは
スッと狙ったポジションを取り、小脚の使える自在な立ち回りが可
能でしょう。底力あふれる母系に、８歳にしてＧ１連勝で種牡馬入
りを果たした成長力豊かな父ですので、右肩上がりの成長曲線を描
き、メキメキと頭角を現して重賞制覇という青写真を描いています。

1口40万円  （総額1,600万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling和田正一郎厩舎 予定
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トップセラーの13137

牡
栗毛

2013.3.10 生
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メジロマックイーンは浦河産，最優秀古牡馬，12勝，天皇賞（春）-JPN1
（２回）。【ＢＭＳ：主な産駒】オルフェーヴル（ダービー -G1），ゴールドシップ
（菊花賞-G1），ドリームジャーニー（有馬記念-G1），タイセイレジェンド（Ｊ
ＢＣスプリント-JPN1），フェイトフルウォー（セントライト記念-G2），フーラ
ブライド（中山牝馬Ｓ-G3），リヤンドファミユ（若駒Ｓ-OP）

シャープキック（96 メジロマックイーン）は５勝，江坂特別（芝2500
ｍ），睦月賞（芝2400ｍ），松浦特別（芝2000ｍ）。産駒
クードゥフードル（03 牝 鹿 *フレンチデピュティ）入着，東海（公）６勝，

岩手（公）２勝
ラフィナール（04 牡 鹿 *フレンチデピュティ）４勝，赤倉特別（芝2000

ｍ），500万下（阪神・芝1800ｍ，レコード）
クレプスキュール（05 牝 黒鹿 ジャングルポケット）１勝
シャーペンエッジ（06 牝 鹿 *クロフネ）兵庫（公）３勝，中央２勝，岩手○交１

勝
タイセイレジェンド（07 牡 栗 キングカメハメハ）中央・岩手・南関東○交

９勝，ＪＢＣスプリント-JPN1（Ｄ1400ｍ），東京盃-JPN2（Ｄ1200
ｍ），同２着，クラスターＣ-JPN3（Ｄ1200ｍ），同２着，千葉Ｓ-OP

（Ｄ1200ｍ），テレビ静岡賞（Ｄ1400ｍ），きずな賞（Ｄ1600ｍ），天
草特別（Ｄ1700ｍ），オーバルスプリント-JPN3２着，カペラＳ-G3
３着，根岸Ｓ-G3４着，北海道○交入着，北海道スプリントＣ-JPN3２
着，○現

ヴィサージュ（09 牡 栗 デュランダル）入着，北海道（公）１勝，南関東（公）３
勝，○現

ドラゴンキック（11 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ）入着，○現
ジョンブドール（12 牝 鹿 ステイゴールド）未出走

ペッパーキャロル（87 ニチドウアラシ）は３勝，豊明特別。産駒
エローグ（馬扇 メジロマックイーン）５勝，安房特別，琵琶湖特別，金山特

別
キャロルウインド（牡 *アレミロード）４勝，シドニーＴ，左京山特別，逢

坂山特別，熊本（公）３勝，サラブレッド大賞典
タバスコキャロル（牝 *トニービン）１勝，東海○交１勝。産駒

ラークキャロル（牝 ステイゴールド）３勝，ミモザ賞

ナカヤマフェスタ
鹿　2006

ステイゴールド
黒鹿　1994

シャープキック
鹿　1996

メジロマックイーン
芦　1987

ディアウィンク
鹿　1998

ペッパーキャロル
栗　1987

*サンデーサイレンス
Halo 

Wishing Well 

*ディクタス

ダイナサッシュ

His Majesty 

Premium Win 

*デインヒル

*センスオブリズム

メジロティターン

*タイトスポット

ニチドウアラシ

ゴールデンサッシュ

メジロオーロラ

セイレイ

ダイナキャロル

メジロアサマ

*シェリル

*リマンド

メジロアイリス

*ボールドアンドエイブル

*シャトーローズ

*ノーザンテースト

*クレアーブリッジ(13)

全40口関東入厩

厳冬期はやや線の細さが見受けられましたが、春を迎えて肩周りや
トモの筋肉が発達し、成長曲線は急上昇のカーブを描いています。
各関節には柔軟性があり、肩の角度も寝ていて胴部もゆったりして
おり、体を大きく使える構造を活かして、体格に勝る馬にも見劣ら
ないストライドで駆け回っています。また、重馬場のような荒れた
草地でも苦にせず伸び伸びと走る姿からは、凱旋門賞２着馬の父の
ように、馬場の軽重を問わない安定した活躍が期待できます。初年
度産駒として父の名を高めることは当然として、「黄金配合は代を
経ても有効なのか」本馬はこのテーマに挑む使命も帯びています。
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1口60万円  （総額2,400万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling二ノ宮敬宇厩舎 予定

シャープキックの13138

牡
鹿毛

2013.4.12 生
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*サンデーサイレンス Sunday Silence は米国産，米年度代表馬，北
米９勝，ケンタッキー ダービー -G1。本邦チャンピオンサイアー。本邦ＢＭ
Ｓチャンピオン。【ＢＭＳ：主な産駒】アドマイヤムーン（ドバイ デューティ 
フリー -G1），ローズキングダム（ジャパンＣ-G1），スクリーンヒーロー（ジャ
パンＣ-G1），ロゴタイプ（皐月賞-G1），レジネッタ（桜花賞-JPN1）

ブリガドーン（99 *サンデーサイレンス）は４勝，館山特別（芝2000
ｍ），西郷特別（芝 2600ｍ），桑折特別（芝 2600ｍ），未勝利（中山・芝
1800ｍ，２歳レコード），フローラＳ-JPN2３着，京成杯-JPN3３着。産駒
ボンバルディエーレ（06 馬扇 芦 *クロフネ）３勝，障１勝，岩手（公）入着，ト

ウケイニセイ記念４着，○現
チャリシー（12 牝 鹿 *ハービンジャー）未出走

*メインスルー Main Slew（92 Slew o' Gold）は米国産，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（馬扇 ジャングルポケット）４勝，湾岸Ｓ，晩秋特別，ラジオ

ＮＩＫＫＥＩ賞-JPN3３着，セントライト記念-JPN2４着，障１勝
ハッピーパレード（牝 ネオユニヴァース）４勝，ｔｖｋ賞
メインタイトル（牝 Rahy）１勝。産駒

ディアーウィッシュ（牡 *クロフネ）３勝，南関東（公）７勝，京成盃グ
ランドマイラーズ（２回），同３着，スパーキングサマーＣ，オ
ーバルスプリント２着，同３着，川崎マイラーズ２着，浦和記
念-JPN2３着，サンタアニタＴ３着，岩手（公）３勝，○現

メイン プロスペクト Main Prospect（79 Mr. Prospector）は北米２
勝，Miss Autumn S。産駒
ヴァーゴズ ライジング Virgo's Rising：北米１勝。産駒

ヴァージニア フィッツ Virginia Fitz：亜４勝，ラモン ビアウス賞
-G2，Clasico Juan Pedro Artigas-L，カレラ デ ラス エストレ
ラ ジュベナイル フィリーズ -G1２着，パルティクラ賞-G2２着

リスピダ フィッツ Rispida Fitz：亜６勝，Clasico Republica del Pe-
ru-L２着，ベネズエラ賞-G2３着

リスピド フィッツ Rispido Fitz：ブラジル２勝，Ｊ.Ｂ.デ マセド賞
-G3４着

*コンデュイット
Conduit
栗　2005

ダラカニ
Dalakhani
芦　2000

ブリガドーン
黒鹿　1999

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

ウェルヘッド
Well Head
鹿　1989

*メインスルー
Main Slew
黒鹿　1992

Darshaan 
Shirley Heights 

Delsy 

Miswaki 

Damana 

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

Irish River 

Dancing Shadow 

Halo 

Sadler's Wells 

Slew o' Gold 

Daltawa 

Wishing Well 

River Dancer 

Main Prospect 

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Seattle Slew 

Alluvial 

Mr. Prospector 

Main Pleasure (8)

全40口関東入厩

初年度産駒の成績からは推す材料に乏しくこの募集価格となりまし
たが、本馬のつくりは経験的に知る競走馬の及第点を超えており、
当牧場が生産した父産駒では最上位の出来です。骨格に目を向ける
と、短くほどよくしなった椎骨、それを支える前後肢のパンタグラ
フ構造が前後対称に整うことで重心位置が良く、収まりいい立ち姿
を実現しています。膝のかぶり具合、繋の傾斜と面一になった蹄、
深くも浅くもない飛節角度と脚元のつくりに注文はなく、銭型が浮
かぶ皮膚の様子からは体質の良さを確認できます。「先入観を捨て
個体がいいと思えば買い」この業界の玄人筋からはよく聞く話です。

1口25万円  （総額1,000万円）

提供：ノーザンファーム　生産：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling
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尾形和幸厩舎 予定

ブリガドーンの13139

メス
鹿毛

2013.4.17 生


