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アンユージュアル ヒート Unusual Heat は米国産，愛・北米６勝，コ
ンコルドＳ-G3２着。主な産駒：アクラメイション（パシフィック クラシック
Ｓ-G1，エディ リードＨ-G1・２回），ザ ユージュアル キュー ティー（ハリウッ
ド ダービー -G1），アンユージュアル サスペクト（ハリウッド ターフ カップ
Ｓ-G1），*ゴールデンドックエー（ラス ヴィルへネスＳ-G1）

*ゴールデンドックエー Golden Doc A（05 Unusual Heat）は米国
産，北米３勝，ラス ヴィルヘネスＳ-G1（ＡＷ８Ｆ），Anoakia S-L（ＡＷ
６Ｆ），Generous Portion S（ＡＷ６Ｆ），サンタ アニタ オークス -G1２
着，サンタ イネスＳ-G2２着，ボウモントＳ-G2２着，Blue Norther S-L
２着，Louis R. Rowan S２着，ミエスクＳ-G3３着，ランチョ ベルナル
ドＨ-G3３着，ケンタッキー オークス -G1４着，エイコーンＳ-G1４着。
産駒
ストライキングアイ（11 牝 鹿 Smart Strike）入着，○現
アルバートドック（12 牡 鹿 ディープインパクト）未出走

ペンポント Penpont（94 Crested Wave）は北米１勝。産駒
アンユージュアル サスペクト Unusual Suspect（牡 Unusual Heat）北

米９勝，ハリウッド ターフ カップＳ-G1，ハリウッド ターフ イクス
プレスＨ-G3，Cougar II H-L，Bay Meadows Derby-L，California 
Cup Mile H，Silveyville S，サン ルイス オビスポＨ-G2２着，サン 
フアン カピストラーノ招待Ｈ-G2２着，クーガーＨ-G3２着，ジェ
ネラスＳ-G3２着，Real Quiet S-L２着，California Cup Classic S
２着，Oceanside S２着，サンセットＨ-G3３着，Windy Sands H-L
３着，Sunshine Millions Turf S３着，Pinjara S３着，デル マー ダ
ービー -G2４着，オーク トゥリー ダービー -G2４着，マーヴィン 
リロイＨ-G2４着，豪１勝，WRC Werribee Cup-L，MRC Sandown 
Cup-L３着，ＭＶＲＣダット タン チン ナムＳ-G2４着

ラッシェン ヒート Rushen Heat（牝 Unusual Heat）北米３勝，Califor-
nia Cup Distance H２着

インポージング スター Imposing Star（81 Imposing）は豪１勝。産駒
プリンス ポーザー Prince Poser：豪５勝

ブラック ウィロー Black Willow（71 Sobig）はＮＺ２歳牝馬チャン
ピオン，ＮＺ６勝，Manawatu サイアーズ プロデュースＳ

ディープインパクト
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*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986
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Wind in Her Hair
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Black Willow (11)

全40口関西入厩

精悍な顔つきには聡明さが香り立ち、その気品に満ちた立ち姿には、
良血馬のみが放つ特別なオーラが漂います。絶妙なバランスで構成
された、伸びやかで弾力性に富むスタイリッシュな馬体には、さら
なる成長分を予測させるゆとりがあり、秘めたるスケールの大きさ
を痛感します。手先が軽くバネがあり、飛節の伸縮性も抜群で、全
身でしっかりと大地を捉えた走りは最高級の滑らかさです。相当な
負けず嫌いで、確固たる高いプライドがあり、ゴール前できっちり
とライバルを差し切る勝負根性も備わりました。大舞台へと駒を進
めるだけではなく、そこで主役を張れる器です。

1口200万円  （総額8,000万円）

提供：白老ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム矢作芳人厩舎 予定
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ゴールデンドックエーの13140

牡
黒鹿毛

2013.1.13 生



｜
｜

｜

ショロコフ Sholokhov は愛国産，愛伊２勝，伊グラン クリテリウム
-G1。主な産駒：*ナイトマジック（独オークス -G1，バーデン大賞典-G1），ピ
ース ロワイヤル（シュヴァルツゴルト レンネン -G3），モナミ（独オークス ト
ライアル -G2），ティモス（シャンティイ大賞典-G2２着），ナイト ウィッシュ

（ゲルリンク賞-G2２着），アドルフィナ（ユーロＣ-G3２着）

*ナイトマジック Night Magic（06 Sholokhov）は独国産，独７勝，独
オークス -G1（芝2200ｍ），バーデン大賞典-G1（芝2400ｍ），同２着，ハ
ウプシュタッドレギオン大賞典-G2（芝2200ｍ），バーディシェン ウンテ
ルネーメン大賞典-G2（芝2200ｍ），ユングハインリヒ ガベルシュタプ
ラー賞-G3（芝2200ｍ），ダルマイヤー大賞典-G1２着，オイロパ賞-G1
２着，独オークス トライアル -G2３着，フリューヤールス賞-G3３着，
Junioren Preis-L３着，ベルリン大賞典-G1４着，ゲルリンク賞-G2４着，
伊入着，リディア テシオ賞-G1２着，ジョッキー クラブ大賞典-G1４着。
本馬が初仔

ナイト ウーマン Night Woman（98 Monsun）は独４勝，Frankfurter 
der Mehl Mulhens Stiftung-L２着。産駒
ナイト オブ ドバイ Night of Dubai（牝 Lord of England）独１勝，独オ

ークス トライアル -G2３着，Preis des Union Gestuts-L３着，ツー
クンフツ レンネン -G3４着

ナイト ウィッシュ Night Wish（牡 Sholokhov）独１勝，ゲルリンク賞-G2
２着，バファリアン クラシック-G3４着，仏１勝

ナイト プリンス Night Prince（牡 Dashing Blade）独４勝，Dallmayr 
Prodomo Trophy-L２着

ノフェカ Noveka（87 Kalaglow）は独３勝。産駒
ヌオヴァ Nuova：独４勝

ノヴェル Novelle（80 Northfields）は独３歳牝馬チャンピオン，独２
勝，独オークス -G2，ルードヴィッヒ ゲーベルス エリンネルンクスレン
ネン -G3２着，フュルシュテンベルク レンネン -G3２着，独シュトゥー
テン賞-G3２着，ガツヴァイラーズ アルト ポカル -G3３着。産駒
ノヴェリスト Novellist：独３勝

ナイジェリア Nigeria（66 Right Boy）は英１勝。ナイト ミュージック Ni-
ght Music（独２歳牝馬チャンピオン，ツークンフツ レンネン -G3）の母

ディープインパクト
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*サンデーサイレンス
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*ナイトマジック
Night Magic
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ナイトウーマン
Night Woman
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Novelle (4)

全40口関西入厩

黒光りする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、柔軟性に富んだ関節や弾力感抜群の筋肉などを駆使した動
きは全身がバネのようで、随所に優駿の片鱗が見られます。端正な
顔つきには芯の通った性格が見て取れ、自分が納得しない事に対し
て譲らない面はあるものの、一度納得してしまえば何事もなかった
ように指示に従う利発さがあります。母は次世代を担う旗手として
導入された期待の繁殖であり、論なくトップサイアーを配合して誕
生した本馬にかかる重圧は計り知れませんが、そのプレッシャーを
いとも簡単にはねのけるだけの器量の大きさを感じます。
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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300万円  （総額1億2,000万円）

池江泰寿厩舎 予定

141 ナイトマジックの13

牡
青鹿毛

2013.2.23 生



｜
｜
｜

｜
｜
｜
｜　｜
｜
｜

｜

｜

*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）

ポルトフィーノ（05 *クロフネ）は３勝，エルフィンＳ-OP（芝 1600
ｍ），清水Ｓ（芝1600ｍ）。産駒
ポルトドートウィユ（12 牡 鹿 ディープインパクト）未出走

エアグルーヴ（93 *トニービン）は年度代表馬，最優秀古牝馬，９
勝，天皇賞（秋）-JPN1，オークス -JPN1，札幌記念-JPN2（２回），大阪杯
-JPN2，マーメイドＳ-JPN3，チューリップ賞-JPN3，いちょうＳ-OP，ジ
ャパンＣ-G1２着（２回），阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1２着，鳴尾記念-JPN2
２着，有馬記念-JPN1３着，宝塚記念-JPN1３着，エリザベス女王杯
-JPN1３着。産駒
ルーラーシップ（牡 キングカメハメハ）７勝，アメリカＪＣＣ-G2，日経

新春杯-G2，金鯱賞-G2，鳴尾記念-G3，プリンシパルＳ-OP，宝塚記
念-G1２着，ジャパンＣ-G1３着，天皇賞（秋）-G1３着，有馬記念-G1
３着，香港１勝，香港クイーン エリザベス二世Ｃ-G1。種牡馬

アドマイヤグルーヴ（牝 *サンデーサイレンス）最優秀古牝馬，８勝，エ
リザベス女王杯-JPN1（２回），阪神牝馬Ｓ-JPN2，ローズＳ-JPN2，
マーメイドＳ-JPN3，秋華賞-JPN1２着，桜花賞-JPN1３着。産駒
アドマイヤセプター（牝 キングカメハメハ）５勝，白秋Ｓ，アプロー

ズ賞，札幌スポニチ賞，京阪杯-G3２着，スワンＳ-G2３着
アドマイヤトライ（牡 *シンボリクリスエス）１勝，障１勝，阪神スプ

リングジャンプ３着，○現
フォゲッタブル（牡 ダンスインザダーク）４勝，ステイヤーズＳ-G2，ダ

イヤモンドＳ-G3，菊花賞-JPN1２着，阪神大賞典-G2３着
グルヴェイグ（牝 ディープインパクト）５勝，マーメイドＳ-G3，ホンコン

ジョッキークラブＴ，紫野特別，矢車賞，エルフィンＳ-OP３着
イントゥザグルーヴ（牝 *サンデーサイレンス）４勝，早春賞
サムライハート（牡 *サンデーサイレンス）３勝，ドンカスターＣ。種牡馬
ザサンデーフサイチ（牡 ダンスインザダーク）３勝，紫野特別，○現
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全40口関西入厩

凛とした立ち姿と品のある顔立ちはいかにも利口そうで、まさに良
家の出身といった印象です。昨年募集時に完成度が高かった全兄と
比較すると随所に幼さが残るものの、一族特有の伸びのある美しい
トップラインはしっかりと継承されています。全身を収縮させたの
ちに繰り出す雄大なフットワークは、まさに血の成せる業と言うべ
きで、まるで引き絞った矢を一気に放ったかのように鋭く伸びてい
きます。血統背景を説明する必要のない良血で、日本競馬界が生ん
だ名牝エアグルーヴの血を継ぐ者に課されるハードルが高いのは百
も承知ですが、それを越えることが本馬の宿命です。

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高野友和厩舎 予定
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カーリアン Caerleon は米国産，愛仏英４勝，仏ダービー -G1。英愛・
伊チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】*タイキシャトル（年度代表馬，
ジャック ル マロワ賞-G1），ブエナビスタ（年度代表馬，ジャパンＣ-G1），レ
ッドディザイア（秋華賞-G1），ジョワドヴィーヴル（阪神ジュベナイルフィリ
ーズ -G1），ピースオブワールド（阪神ジュベナイルフィリーズ -JPN1）

ビワハイジ（93 Caerleon）は最優秀２歳牝馬，４勝，阪神３歳牝馬
Ｓ-JPN1（芝 1600ｍ），京都牝馬特別-JPN3（芝 1600ｍ），札幌３歳Ｓ 
-JPN3（芝1200ｍ），チューリップ賞-JPN3２着。産駒
ビワワールド（99 馬扇 鹿 *ブライアンズタイム）３勝，ラジオたんぱ杯２

歳Ｓ-JPN3４着
ファインセラ（01 牝 青鹿 *サンデーサイレンス）北関東（公）２勝，中央４

勝，藻岩山特別（芝1500ｍ）
アドマイヤジャパン（02 牡 栗 *サンデーサイレンス）２勝，京成杯

-JPN3（芝2000ｍ），菊花賞-JPN1２着，皐月賞-JPN1３着。種牡馬
アドマイヤオーラ（04 牡 鹿 アグネスタキオン）４勝，京都記念-G2（芝

2200ｍ），弥生賞-JPN2（芝2000ｍ），シンザン記念-JPN3（芝1600
ｍ），京都金杯-G3２着，ダービー -JPN1３着。種牡馬

ブエナビスタ（06 牝 黒鹿 スペシャルウィーク）年度代表馬，最優秀
２歳牝馬，最優秀３歳牝馬，最優秀古牝馬（２回），９勝，ジャパン
Ｃ-G1（芝2400ｍ），天皇賞（秋）-G1（芝2000ｍ），オークス -JPN1（芝
2400ｍ），桜花賞-JPN1（芝 1600ｍ），ヴィクトリアマイル -G1（芝
1600ｍ），阪神ジュベナイルフィリーズ -JPN1（芝1600ｍ），京都記
念-G2（芝2200ｍ），チューリップ賞-JPN3（芝1600ｍ）

トーセンレーヴ（08 牡 鹿 ディープインパクト）６勝，エプソムＣ-G3（芝
1800ｍ），洛陽Ｓ-OP（芝1600ｍ），アイルランドＴ-OP（芝2000ｍ），
プリンシパルＳ-OP（芝2000ｍ），アルメリア賞（芝1800ｍ），青葉
賞-G2３着，毎日杯-G3３着，アメリカＪＣＣ-G2５着，○現

ジョワドヴィーヴル（09 牝 鹿 ディープインパクト）最優秀２歳牝馬，２
勝，阪神ジュベナイルフィリーズ -G1（芝1600ｍ），チューリップ賞
-G3３着，ヴィクトリアマイル -G1４着

サングレアル（11 牝 青鹿 ゼンノロブロイ）２勝，フローラＳ-G2（芝
2000ｍ），○現

ディープインパクト
鹿　2002

*サンデーサイレンス
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青鹿　1986

ビワハイジ
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*ウインドインハーヘア
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鹿　1991

*アグサン
Aghsan
青　1985
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Suleika (16)

全40口関西入厩

母は種牡馬や性別、馬格の大小に関係なく驚異的な超一流産駒を
次々と世に送り出し、そのたび我々の想像をはるかに超越していき
ます。クラブでは初めての牡馬の募集となりましたが、本馬の軽量
かつ柔軟な馬体は直近２頭の姉に良く似ています。堅固な脚元と俊
敏で躍動感にあふれる走りや、要求に対する素早いレスポンスは並
外れた能力の表れです。日本競馬界の旗艦とも言えるこの血統です
から、本馬を語るときに偉大な両親や兄姉の話題はついてまわるで
しょう。少年の面影を残す小柄な馬体の中に、その世界に挑み続け
る炎の血脈は途切れることなく、したたかに継承されています。
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角居勝彦厩舎 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375万円  （総額1億5,000万円）

ビワハイジの13143

牡
青鹿毛

2013.5.15 生
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エッセンス オブ ドバイ Essence of Dubai は米国産，北米・UAE５
勝，ノーフォークＳ-G2，スーパー ダービー -G2，ＵＡＥダービー -G2，ＵＡＥ
2000ギニー -G3。主な産駒：*ドバイマジェスティ（ＢＣフィリー＆メア スプ
リント-G1），アンブライドルド エッセンス（マッチメイカーＳ-G3），エッセン
ス オブ バブルズ（アーリントンワシントン ラッシーＳ-G3２着）

*ドバイマジェスティ Dubai Majesty（05 Essence of Dubai）は米国
産，米牝馬チャンピオンスプリンター，北米12勝，ＢＣフィリー＆メア 
スプリント-G1（Ｄ７Ｆ），サラブレッド クラブ オブ アメリカＳ-G2（Ａ
Ｗ６Ｆ），ウイニング カラーズＳ-G3（Ｄ６Ｆ）２回，Buffalo Trace Fra-
nklin County S-L（芝5.5Ｆ），Incredible Revenge S-L（芝5.5Ｆ），マデ
ィソンＳ-G1２着，同４着，アザリアＳ-G3２着，プレスク アイル ダウン
ズ マスターズＳ-G3２着，Sunshine Millions Filly and Mare Sprint S
２着（２回），Pan Zareta S２着，ヒュマナ ディスタフＳ-G1３着，プリン
セス ルーニーＨ-G1３着，インディアナ オークス -G2３着，レイヴン ラ
ンＳ-G2３着，Turf Amazon H-L３着，チラッキＳ-G2４着。産駒
ゴールドエッセンス（12 牝 鹿 キングカメハメハ）未出走

グレイト マジェスティ Great Majesty（90 Great Above）は北米４勝。
産駒
マジェスティック ディナー Majestic Dinner（馬扇 Formal Dinner）北

米 19勝，Best of Ohio Endurance Championship S，Best of Ohio 
Endurance S，Governor's Buckeye Cup S（２回 ），George Lewis 
Memorial S（２回 ），Honey Jay H，Cleveland Gold Cup S ２着，
Summit Silver Cup H２着，Juvenile S３着，Best of Ohio Juvenile 
Championship S３着，Isi Newborn Memorial S３着

ボーイフレンドオンザサイド Boyfriendontheside（馬扇 Delaware Tow-
nship）北米13勝

ミスティック マジェスティ Mistic Majesty（78 His Majesty）は北米
１勝。産駒
サマー マジェスティ Summer Majesty：北米16勝

ネキャラズ ミス Necaras Miss（68 Ambernash）は北米１勝。産駒
ウッドゥン Wooden：不出走。トーテム Totem（デズモンドＳ-G3）の母，

ウィリアムズ ニューズ Williams News（エルクホーンＳ-G3）の祖母

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

*ドバイマジェスティ
Dubai Majesty
黒鹿　2005

エッセンスオブドバイ
Essence of Dubai
黒鹿　1999

*ウインドインハーヘア
Wind in Her Hair
鹿　1991

グレイトマジェスティ
Great Majesty
黒鹿　1990

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Lyphard 

Lady Rebecca 

Busted 

Highclere 

Pulpit 

Alzao 

Great Above 

Wishing Well 

Epitome 

Burghclere 

Mistic Majesty 

A. P. Indy 

Preach 

Summing 

Honest and True 

Minnesota Mac 

Ta Wee 

His Majesty 

Necaras Miss (2)

全40口関西入厩

２歳秋デビューから５歳 11 月のＧⅠ制覇まで、通算 12 勝で 150 万
ドルもの賞金を獲得した米チャンピオンスプリンターを母とする
ディープインパクト産駒の登場です。重心が高めながら安定感抜群
の父の産駒特有の立ち姿から、その遺伝子を色濃く受け継いでいる
ことがわかります。聡明な顔立ちはサンデー系を受け継ぐ大物牝馬
に共通する気品のある良相で、薄い皮膚をまとった上体を支える四
肢はしっかりとした関節を有し、弾けるごとく独特の軽やかさをか
もしだしています。時折見せる強い悍性は、抜群の出脚と粘りのあ
る競走スタンスを持つ個性派の誕生を予見させます。

石坂正厩舎 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125万円  （総額5,000万円）
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ドバイマジェスティの13144

メス
鹿毛

2013.4.3 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）

ストロングメモリー（00 *エンドスウィープ）は５勝，ＢＳＮ賞（Ｄ
1200ｍ）。産駒
ショウナンタスク（08 牡 芦 *クロフネ）１勝，南関東（公）３勝
フォルテリコルド（09 牡 鹿 *シンボリクリスエス）４勝，○現
クリアモーメント（10 牡 鹿 ディープインパクト）１勝，○現
メモリーレーン（11 牝 栗 ダイワメジャー）１勝，○現
ラモントゥル（12 牝 栗 キングカメハメハ）未出走

*アピーリングストーリー Appealing Story（88 Valid Appeal）は米
国産，不出走。産駒
エキサイティング ストーリー Exciting Story（牡 *ディアブロ）加２

歳牡馬チャンピオン，北米７勝，メトロポリタンＨ-G1，ヴィジル
Ｈ-G3，スインフォードＳ-G3，Silver Deputy S-L，Keystone State 
Sprint H-L，フォール ハイウェイトＨ-G2２着。種牡馬

*ディアブロズストーリー Diablo's Story（牝 *ディアブロ）北米３勝，ナ
タルマＳ-CAN1，マザリンＢＣＳ-CAN1２着，オンタリオ デビュー
タントＳ-CAN3２着，ヴィクトリアＳ-CAN2３着，グローリアス ソ
ングＳ-CAN2３着。オープン ストーリー Open Story（ケンタッキ
ーＢＣＳ-G3４着）の母，レッドクラウディア（クイーン賞-JPN3），
デュアルスウォード（京葉Ｓ-OP，オーバルスプリント３着）の祖母

スウィーピング ストーリー Sweeping Story（牝 *エンドスウィープ）北
米５勝，Bourbonette Breeders' Cup S-L，ケンタッキー オークス
-G1３着。ベイ ストーリー Bay Story（ＷＡＴＣパースＣ-G2２着）
の母

アイヴォリーカラー（牝 *クロフネ）２勝，呉竹賞。カラフルデイズ（関東
オークス -JPN2）の母

イストワール（牝 *サンデーサイレンス）３勝。ホエーソース Whey Sau-
ce（ムシドラＳ-G3３着）の母

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

ストロングメモリー
栗　2000

*エンドスウィープ
End Sweep
鹿　1991

*ウインドインハーヘア
Wind in Her Hair
鹿　1991

*アピーリングストーリー
Appealing Story
栗　1988

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Lyphard 

Lady Rebecca 

Busted 

Highclere 

*フォーティナイナー

Alzao 

Valid Appeal 

Wishing Well 

Broom Dance 

Burghclere 

Charming Story 

Mr. Prospector 

File 

Dance Spell 

Witching Hour 

In Reality 

Desert Trial 

Hail to Reason 

Dame Fritchie (9)

全40口関西入厩

放牧直後、ハツラツと駆けまわる喜びと活気に満ちた馬群から、軽
やかに抜け出しリードする本馬のスピードに誰もが目を奪われます。
理想的な傾斜角の肩は滑らかに回転して前肢をよく伸ばすことがで
き、短く幅のある強靭な腰が抜群の安定感を保って、強く素早いキッ
クで加速していきます。短距離戦を中心に 20 戦もの入着を果たし
た母も父とほぼ同サイズでしたので、本馬もコンパクトな体躯で活
躍してくれることでしょう。堅実で仕上がり早いファミリーライン
と、悍性が鋭く熱い闘志を秘めた気性を武器に、父の産駒の牙城と
なりつつあるマイル中心の快速馬として、主役の座を狙います。
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1口70万円  （総額2,800万円）

提供：ノーザンファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム吉田直弘厩舎 予定

ストロングメモリーの13145

メス
鹿毛

2013.5.4 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）

バプティスタ（95 *サンデーサイレンス）は３勝，フローラＳ-OP（芝
1200ｍ），袖ヶ浦特別（芝1600ｍ），４歳牝馬特別（西）-JPN2３着，いちょ
うＳ-OP３着，クイーンＳ-JPN3４着，秋華賞-JPN1５着。産駒
イノセンス（02 牝 栗 *フレンチデピュティ）１勝
イースター（03 牡 青鹿 *エルコンドルパサー）４勝，ディセンバーＳ 

-OP（芝1800ｍ），さざんかＳ-OP（芝1400ｍ），山城Ｓ（芝1200ｍ），
京王杯２歳Ｓ-JPN2２着，ポートアイランドＳ-OP２着，東京新聞
杯-G3３着，カシオペアＳ-OP３着，シンザン記念-JPN3４着

ドミナンスデザート（04 牡 黒鹿 *デヒア）北海道（公）１勝，南関東（公）５勝
アドベンティスト（05 牡 芦 *スウェプトオーヴァーボード）北海道（公）２

勝，中央１勝
ピュアチャプレット（06 牝 芦 *クロフネ）３勝
デウスウルト（08 馬扇 黒鹿 キングカメハメハ）３勝，近江特別（芝1800

ｍ），○現
ゴールデンクロス（11 牡 鹿 カンパニー）入着，○現

ビーバップ（87 アンバーシャダイ）は５勝，パラダイスＳ-OP，ユー
トピアＳ，浦安特別，米山特別，関屋記念-JPN3２着（２回），クイーン
Ｓ-JPN3２着，ニューイヤーＳ-OP２着，バレンタインＳ-OP３着。産駒
ジャズアップ（牡 *ジェイドロバリー）３勝，浦安特別，兵庫○交入着，兵庫

チャンピオンシップ -JPN3２着
アドマイヤスワット（牡 *クロフネ）５勝，上賀茂Ｓ，梅田Ｓ，噴火湾特別，

オアシスＳ-OP２着，みやこＳ-G3４着
ジュピターズジャズ（牝 *サンデーサイレンス）中央・南関東○交５戦。産駒

スズジュピター（牡 タニノギムレット）４勝，ダリア賞-OP，早春Ｓ，
昇仙峡特別，東京スポーツ杯２歳Ｓ-JPN3２着，谷川岳Ｓ-OP
２着，朝日杯フューチュリティＳ-JPN1５着，○現

ダノンハラショー（牡 タニノギムレット）４勝，駒場特別，○現

キングカメハメハ
鹿　2001

キングマンボ
Kingmambo
鹿　1990

バプティスタ
鹿　1995

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*マンファス
Manfath
黒鹿　1991

ビーバップ
栗　1987

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

アンバーシャダイ

Miesque 

Wishing Well 

Pilot Bird 

ビバールクイン

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

*ノーザンテースト

*クリアアンバー

*レイズアボーイ

*ネヴァーキャッチ(4)

全40口関西入厩

良質の筋肉が全体を覆い尽くすバランス良くまとまった馬体は適度
に丸みを帯び、その馬体を持て余すことなく使ったキャンターは、
軽快で躍動感に満ちています。柔軟な繋を駆使したグリップの利い
た回転の速い走法で、地面を正確に捕らえ前へ進んでいく推進力は、
父を彷彿とさせるものです。以前は気性面で幼さを覗かせていまし
たが、コミュニケーションを取り合うことによって日々大人へと成
長しており、学習能力の高さにも感心させられます。気の強い母系
ですが、父がそうした母系と相性が良いことは兄で証明されており、
その兄を越えていく存在になる準備は着々と進んでいます。

146

1口90万円  （総額3,600万円）

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松田国英厩舎 予定
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バプティスタの13146

牡
鹿毛

2013.2.9 生
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インクルード Include は米国産，北米10勝，ピムリコ スペシャルＨ 
-G1。主な産駒：パンティ レイド（アメリカン オークス招待Ｓ-G1），*キャッ
シュインクルーデッド（オーク リーフＢＣＳ-G1），ハー スマイル（プライアリ
スＳ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ホワイ キャサリン（ロイヤル ノースＳ-G3２
着），ホリデイ スワーレイ（ヒュマナ ディスタフＳ-G1３着）

*キャッシュインクルーデッド Cash Included（04 Include）は米国産，
北米２勝，オーク リーフＢＣＳ-G1（Ｄ8.5Ｆ），サンタ アニタ オークス
-G1３着，ファンタジーＳ-G2３着，ラス ヴィルヘネスＳ-G1４着。産駒
インヴェストメント（09 牡 栗 アグネスタキオン）石川（公）３勝，○現
ツクバインドラ（10 牡 鹿 ディープインパクト）入着，○現
クールドゥブルス（11 牝 黒鹿 マンハッタンカフェ）３戦，○現
インクルーシブ（12 牝 青鹿 ディープインパクト）未出走

ヘンダーソン バンド Henderson Band（98 Chimes Band）は不出走。
産駒
ウエスト ケンタッキー West Kentucky（牝 Yankee Victor）不出走。

産駒
フォーエヴァー ファニト Forever Juanito（馬扇 Badge of Silver）北

米２勝，Desert Code S-L
ミス ヘンダーソン コー Miss Henderson Co.（86 Silver Hawk）は

北米２勝。産駒
ロード フラッシャート Lord Flasheart：仏・北米６勝，オカール賞-G2，

コンデ賞-G3，仏ダービー -G1２着，ノアイユ賞-G2２着，Prix des 
Jouvenceaux et des Jouvencelles-L２着，サンセットＨ-G2３着，
Sycamore Breeders' Cup S-L３着

ブシュ ビー Bouche Bee：英３勝，仏入着，サンジョルジュ賞-G3２着，
Prix Jacques de Bremont-L３着，メシドール賞-G3４着。産駒
キング ダン King Dan：北米３勝，テキサス マイル -G3２着，Eva-

ngeline Mile H-L２着，ローン スター パークＨ-G3４着
レイク ルガノ Lake Lugano：北米２勝，Green Oaks-L３着

ライク ア トレイン Like a Train（75 Great Sun）は北米３勝。産駒
バイ ランド バイ シー By Land by Sea：北米10勝，アップル ブラッサ

ムＨ-G1，ミレイディＨ-G1，ランパートＨ-G2，エル エンシノＳ-G3

キングカメハメハ
鹿　2001

キングマンボ
Kingmambo
鹿　1990

*キャッシュインクルーデッド
Cash Included
黒鹿　2004

インクルード
Include
鹿　1997

*マンファス
Manfath
黒鹿　1991

ヘンダーソンバンド
Henderson Band
黒鹿　1998

Mr. Prospector 
Raise a Native 

Gold Digger 

Nureyev 

Pasadoble 

*トライマイベスト

Mill Princess 

Blakeney 

The Dancer 

Broad Brush 

*ラストタイクーン

Chimes Band 

Miesque 

Illeria 

Pilot Bird 

Miss Henderson Co. 

Ack Ack 

Hay Patcher 

Stop the Music 

Baldski's Holiday 

Dixieland Band 

Chimes 

Silver Hawk 

Like a Train (11)

全40口関西入厩

首差しから背腰へと流れる、強さとしなやかさを兼備したトップラ
インは見事の一言で、柔らかく厚みのある筋肉がぎっしりと詰まっ
た大きな尻に圧倒的な迫力が満ちています。この特質は競馬史に名
を刻む父の代表産駒たちに通じるもので、それに加えて伸びやかで
馬格にも恵まれた本馬のスケールに見惚れてしまいます。長めの四
肢を軽やかに繰り出すステップは優雅でありながら弾力感に富み、
長く極上のスピードで競走相手を凌駕することでしょう。賢くて、
闘争心と感受性に優れたメリハリのある気性もまた一流馬のそれで
すから、チャンピオンに届かなかった母を超えることが目標です。
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1口70万円  （総額2,800万円）

提供：白老ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム大久保龍志厩舎 予定

キャッシュインクルーデッドの13147

メス
鹿毛

2013.1.22 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）

ライラプス（02 *フレンチデピュティ）は３勝，クイーンＣ-JPN3（芝
1600ｍ），スイートピーＳ-OP（芝 1800ｍ），デイリー杯２歳Ｓ-JPN2２
着，福島牝馬Ｓ-JPN3２着，ローズＳ-JPN2３着，ファンタジーＳ-JPN3
４着，秋華賞-JPN1５着，シンザン記念-JPN3５着，中山牝馬Ｓ-JPN3５
着，南関東○交入着，マリーンＣ-JPN3３着，関東オークス -JPN3４着，ス
パーキングレディーＣ-JPN3５着。産駒
アナスタシアブルー（09 牝 鹿 *ファルブラヴ）２勝，○現
ガルム（10 牡 鹿 *シンボリクリスエス）１勝
プロクリス（11 牝 栗 キングカメハメハ）１勝，○現
サブトゥエンティ（12 牝 栗 キングカメハメハ）未出走

フサイチエアデール（96 *サンデーサイレンス）は５勝，４歳牝馬
特別（西）-JPN2，ダービー卿チャレンジＴ-JPN3，シンザン記念-JPN3，
マーメイドＳ-JPN3，桜花賞-JPN1２着，エリザベス女王杯-JPN1２着

（２回），４歳牝馬特別（東）-JPN2２着，ローズＳ-JPN2２着，府中牝馬
Ｓ-JPN3３着，オークス -JPN1５着，秋華賞-JPN1５着，阪神牝馬特別
-JPN2５着。産駒
フサイチリシャール（牡 *クロフネ）最優秀２歳牡馬，５勝，朝日杯フ

ューチュリティＳ-JPN1，阪神Ｃ-JPN2，東京スポーツ杯２歳Ｓ 
-JPN3，萩Ｓ-OP，スワンＳ-G2２着，スプリングＳ-JPN2２着，共同
通信杯-JPN3２着，神戸新聞杯-JPN2４着，皐月賞-JPN1５着，京
王杯スプリングＣ-G2５着，武蔵野Ｓ-G3５着。種牡馬

サイオン（牡 *クロフネ）５勝，高瀬川Ｓ，エルムＳ-G3５着，南関東（公）入
着，フジノウェーブ記念３着，川崎記念-JPN1５着，○現

ゼンノルジェロ（牡 *シンボリクリスエス）３勝，葉山特別，○現
マラムデール（牝 *フレンチデピュティ）１勝，紅梅Ｓ-OP２着，○現

*ラスティックベル Rustic Belle（90 Mr. Prospector）は米国産，仏
１勝。ベラージオ（トパーズＳ-OP，マーチＳ-JPN3３着）の母

キングカメハメハ
鹿　2001

キングマンボ
Kingmambo
鹿　1990

ライラプス
栗　2002

*フレンチデピュティ
French Deputy
栗　1992

*マンファス
Manfath
黒鹿　1991

フサイチエアデール
黒鹿　1996

Mr. Prospector 
Raise a Native 

Gold Digger 

Nureyev 

Pasadoble 

*トライマイベスト

Mill Princess 

Blakeney 

The Dancer 

Deputy Minister 

*ラストタイクーン

*サンデーサイレンス

Miesque 

Mitterand 

Pilot Bird 

*ラスティックベル

Vice Regent 

Mint Copy 

Hold Your Peace 

Laredo Lass 

Halo 

Wishing Well 

Mr. Prospector 

Ragtime Girl (20)

全40口関西入厩

デビュー戦以降の 28 戦をオープンクラスで戦い抜いた頑強な母の
仔らしく、当歳時から安定した成長曲線を描き続ける健康な身体を
持っており、柔らかな馬体の輪郭は成長と共に広がっています。凛
とした父似の面構えが示すとおり、状況判断力に富む賢さがあり、
その所作は堂々としています。同時期の全姉たちと比べると筋肉量
では劣るものの、きめの細やかさという点では優っており、柔らか
く伸長性に富んで、よくしなる背中を上手に使った大きな動作が可
能です。徐々に速度を増していく持久力のある走りは実戦で大きな
武器となり、母や姉よりも距離延長に対応できると予想しています。

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佐々木晶三厩舎 予定
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ライラプスの13148

メス
鹿毛

2013.2.14 生
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*サザンヘイロー Southern Halo は米国産，北米５勝，スーパー ダ
ービー -G1２着。亜チャンピオンサイアー。亜ＢＭＳチャンピオン。【ＢＭ
Ｓ：主な産駒】ミス マッチ（サンタ マルガリータ招待Ｓ-G1，亜オークス -G1），
*ゲルニカ（亜1000ギニー -G1），アルテミサ（エストレラス ディスタフ大賞
典-G1），ガラテロ（ブエノス アイレス州大賞典-G1）

*サザンフェアリー（01 *サザンヘイロー）は米国産，入着，岩手（公）１
勝。産駒
ダノンフェアリー（08 牡 鹿 サクラバクシンオー）４勝，サンライズＳ（芝

1200ｍ），伊万里特別（芝1200ｍ），○現
フェアリーライン（09 牝 鹿 *ファスリエフ）２勝，○現
サザンライツ（11 牡 鹿 サクラバクシンオー）１戦，○現
ジューンブラジリエ（12 牡 鹿 *キンシャサノキセキ）未出走

フェアリー ダンサー Fairy Dancer（84 Nijinsky）は愛１勝，1000 
Guineas Trial S-L３着。産駒
モンサジェム Monsajem（牡 Woodman）英７勝，Foundation S-L３着，

James Seymour S-L３着，Huxley S-L３着，北米１勝。種牡馬
ゴールデン アスター Golden Aster（牝 Seeking the Gold）愛入着。産駒

カレイド Quarayed（牝 Dynaformer）仏２勝，Prix Volterra-L３着，
Prix de Lieurey-L３着，ペネロープ賞-G3４着

*ワンド Wand（牝 Reference Point）英１勝。産駒
マチカネタグイナキ（牡 フジキセキ）５勝，夕月特別，北野特別，石

打特別
*フェアシャーリー Fair Shirley（牝 Shirley Heights）英１勝。産駒

*アラデヤ Aladeya（牝 Machiavellian）不出走。産駒
マイネルスケルツィ（牡 *グラスワンダー）５勝，ニュージーラ

ンドＴ-JPN2，京都金杯-G3，ギャラクシーＳ-OP，黄梅賞，
マイラーズＣ-G2３着，阪神Ｃ-JPN2３着，京成杯オータ
ムＨ-G3３着，同-JPN3３着，関屋記念-G3３着

ティアップゴールド（牡 *クロフネ）４勝，長岡京Ｓ，花見小路
特別，ニュージーランドＴ-G2２着，○現

フェアリー ブリッジ Fairy Bridge（75 Bold Reason）は愛２勝。サド
ラーズ ウェルズ Sadler's Wells（愛2000ギニー -G1）の母

キングカメハメハ
鹿　2001

キングマンボ
Kingmambo
鹿　1990

*サザンフェアリー
Southern Fairy
鹿　2001

*サザンヘイロー
Southern Halo
鹿　1983

*マンファス
Manfath
黒鹿　1991

フェアリーダンサー
Fairy Dancer
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

Nijinsky 

Miesque 

Northern Sea 

Pilot Bird 

Fairy Bridge 

Hail to Reason 

Cosmah 

Northern Dancer 

Sea Saga 

Northern Dancer 

Flaming Page 

Bold Reason 

Special (5)

全40口関西入厩

放牧地で自分よりも大きな仲間に揉まれるなどのトレーニングの
日々で、縦横無尽に疾走する姿は群れのなかでもひときわ目を惹き
ます。一気にトップスピードへ到達するダッシュ力やスピード能力は、
まさに天性のモノといった印象さえあります。成長の余地を十分に
残しながらも、豊富な運動量をこなすことで、強い体幹と体全体に
強靭な筋肉群が構築され始めました。つねに落ち着いた雰囲気や堂々
とした立ち振る舞いは、今後の過程で大きなアドバンテージとなる
はずです。世界のスプリント王を送った父と厩舎のタッグも見逃せ
ないところで、戦績を重ねながら原石に磨きをかけていきます。
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提供：追分ファーム　生産：追分ファーム　繋養：追分ファーム

1口50万円  （総額2,000万円）

安田隆行厩舎 予定

サザンフェアリーの13149

メス
栗毛

2013.5.16 生
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タッチ ゴールド Touch Gold は米国産，北米６勝，ベルモントＳ-G1，
ハスキル招待Ｈ-G1。【ＢＭＳ：主な産駒】イモリエント（アシュランドＳ-G1），
インディアン ファイアウォーター（サン フェルナンドＳ-G2），ノニオス（アフ
ァームドＨ-G3），シェラー マジック（ハリウッド ジュベナイル チャンピオン
シップＳ-G3），ヒースコート（ヴァレディクトリーＳ-G3）

*スウィートハース Sweet Hearth（06 Touch Gold）は米国産，伊２
勝，Premio Alessandro Perrone-L（芝1100ｍ），仏２勝，Prix de la Co-
chere-L（芝1600ｍ），フォレ賞-G1２着，Prix de Bagatelle-L３着。産駒
メモリーオブハース（12 牝 黒鹿 ディープインパクト）未出走

スウィート ゴールド Sweet Gold（95 Gilded Time）は北米４戦。産駒
*サンタテレジータ Santa Teresita（牝 Lemon Drop Kid）北米４勝，サ

ンタ マリアＨ-G1，Santa Lucia H，サンタ マルガリータ招待Ｈ-G1
２着，ミレイディＨ-G2２着，ホーソーンＨ-G3２着，シクスティ セ
イルズＨ-G3２着，レイディズ シークレットＳ-G1３着，フルール 
ド リスＨ-G2４着

ウォーナーズ Warners（牡 *デヒア）北米２勝，ベイ ショアＳ-G3２着，
Ocala Breeders' Sales Sprint S２着

アンティ ソーシャル Anti Social（75 Pretense）は北米３勝，Bowie 
Kindergarten S３着。産駒
ザ ローン レンジャー The Lone Ranger：北米７勝，ローレンス リアラ

イゼイションＳ-G2
グリーン ブック Green Book：北米10勝，Northern Dancer S，Hirsch 

Jacobs S，Devil's Bag S，ウッドローンＳ-G3２着，Survivor S-L２
着，Chieftain H-L２着，Walter Haight H-L２着。種牡馬

ダンシング プリテンス Dancing Pretense：北米12勝，カーターＨ-G1
２着，ボールド ルーラーＳ-G3２着，Sporting Plate H-L２着

スプリング ソーシャル Spring Social：不出走。産駒
クッキン ジェン Cookin Jen：北米３勝。産駒

バステッド アカウント Busted Account：北米５勝，Magic Ci-
ty Classic S

ミス ピナフォー Miss Pinafore：北米１勝。産駒
オンリー アリ Only Ali：北米５勝，Maryland Million Ladies S

ダイワメジャー
栗　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*スウィートハース
Sweet Hearth
栃栗　2006

タッチゴールド
Touch Gold
鹿　1994

スカーレットブーケ
栗　1988

スウィートゴールド
Sweet Gold
栗　1995

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Lady Victoria 

Crimson Satan 

Consentida 

Deputy Minister 

*ノーザンテースト

Gilded Time 

Wishing Well 

Passing Mood 

*スカーレットインク

Anti Social 

Vice Regent 

Mint Copy 

Buckpasser 

Cool Mood 

Timeless Moment 

Gilded Lilly 

Pretense 

Wind Song (8)

全40口関西入厩

筋肉、骨量共に豊富で逞しく、父の産駒らしい迫力満点の馬体に成
長してきました。各関節も大きく見るからに頑丈で、前・後躯のバ
ランスにも優れて安定感があります。健康的な身体に性格も明朗快
活、そして前進気勢に富んでいるので、今後の馴致においても着実
に前だけを向いて進められるでしょう。動き出しの一歩目から弾む
ようなフットワークで走り出す姿には、卓越したバネの良さを感じ
ます。欧州で 2 歳戦からトップレベルの戦いを演じた母と、勢い
の留まることを知らない父から授かった最上級のスピードとパワー
で、芝の中距離界を牽引する活躍を期待します。

1口100万円  （総額4,000万円）

提供：白老ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム石坂正厩舎 予定
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スウィートハースの13150

牡
栗毛

2013.1.27 生
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フォレストリー Forestry は米国産，北米７勝，キングズ ビショップ
Ｓ-G1。主な産駒：シャックルフォード（プリークネスＳ-G1）。【ＢＭＳ：主な
産駒】タービュラント ディセント（サンタ アニタ オークス -G1），マジカル フ
ィーリング（バーバラ フリッチーＨ-G2），ボビーズ キトゥン（ピルグリムＳ 
-G3），オール ペガサス（ベロシダド賞-G3）

*ロジャーズスー Roger's Sue（01 Forestry）は米国産，不出走。産
駒
スパイ パーク Spy Park（05 馬扇 Golden Missile）北米１勝
ラヴリー ゴルダ Lovely Golda（07 牝 Montbrook）北米１勝
タービュラント ディセント Turbulent Descent（08 牝 Congrats）北米

８勝，バレリーナＳ-G1（Ｄ７Ｆ），ハリウッド スターレットＳ-G1
（ＡＷ8.5Ｆ），サンタ アニタ オークス -G1（Ｄ8.5Ｆ），テストＳ-G1
（Ｄ７Ｆ），ボウモントＳ-G2（ＡＷ７Ｆ），Moccasin S-L（ＡＷ７Ｆ），
Desert Stormer H（ＡＷ６Ｆ），ラス ヴィルヘネスＳ-G1２着，エイ
コーンＳ-G1２着，ギャラント ブルームＨ-G2４着

パーフェクト トリッピ Perfect Trippi（09 馬扇 Trippi）北米３勝
オフビートジャズ（12 牡 鹿 Medaglia d'Oro）未出走

ファビュラス Fabulous（95 Seeking the Gold）は北米１戦。産駒
ボネイ Bonay（牝 Wild Again）北米３勝，テンプティドＳ-G3３着，カム

リーＳ-G3３着
ウェグナー Wegner（馬扇 Dynaformer）北米３勝，Luke Kruytbosch S３着

ゴージャス Gorgeous（86 Slew o' Gold）は北米８勝，アシュラン
ドＳ-G1，ハリウッド オークス -G1，ヴァニティ招待Ｈ-G1，ラ カナダ
Ｓ-G2，アップル ブラッサムＨ-G2，ＢＣディスタフ -G1２着。産駒
エクシミウス Eximius：仏３勝，Prix Tantieme-L３着。サラチ Sarach

（ハニムーンＨ-G2）の母
ドリームボート Dreamboat：英１勝。ミュージック ショウ Music Show

（ファルマスＳ-G1，ロックフェルＳ-G2）の母
グラスゴーズ ゴールド Glasgow's Gold：北米１勝。*スウィフトテンパ

ー Swift Temper（ラフィアンＨ-G1，デラウェアＨ-G2）の母
*グラマラス Glamorous：北米入着。ガラン ド シネ Galan de Cine（オ

トーニョ賞-G2，オノール大賞典-G1２着）の祖母

ダイワメジャー
栗　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*ロジャーズスー
Roger's Sue
鹿　2001

フォレストリー
Forestry
鹿　1996

スカーレットブーケ
栗　1988

ファビュラス
Fabulous
栗　1995

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Lady Victoria 

Crimson Satan 

Consentida 

Storm Cat 

*ノーザンテースト

Seeking the Gold 

Wishing Well 

Shared Interest 

*スカーレットインク

Gorgeous 

Storm Bird 

Terlingua 

Pleasant Colony 

Surgery 

Mr. Prospector 

Con Game 

Slew o' Gold 

Kamar (14)

全40口関西入厩

トモ高で短い胴のつくりは、いかにも 5 月生まれの成長途上を示し
ていますが、骨量豊富なうえに厚みのある胴体は、遅生まれのハン
デを微塵も感じさせない力感があります。首差しから胸前、そして
肩から胴へと連なる稜線が今まさに発育中であることを示していま
す。力強く素早い回転の脚さばきは高いスピード能力を覗かせてお
り、気性面は穏やかで人の指示にも的確に応える賢さを持ち合わせ
ていることも見逃せません。スタミナを要する北米ダートで活躍馬
を輩出した母の血脈と父の類稀なる力強いスピードを受け継ぎ、い
ずれは大舞台で他馬を先導するマイラーの姿が目に浮かびます。

ダ
イ
ワ
メ
ジ
ャ
ー  

×  

ロ
ジ
ャ
ー
ズ
ス
ー
［
メ
ス
］

151

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平田修厩舎 予定

ロジャーズスーの13151

メス
鹿毛

2013.5.16 生
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フジキセキは千歳産，最優秀２歳牡馬，４戦全勝，朝日杯３歳Ｓ 
-JPN1。【ＢＭＳ：主な産駒】ヨウセイ（ＭＲＣ1000ギニー -G1），ルミア（ケー
プ フィリーズ ギニー -G1），ユア ソング（ＢＲＣ ＢＴＣカップ -G1），イスラ
ボニータ（皐月賞-G1），アリゼオ（毎日王冠-G2），ゴーイングパワー（兵庫ジ
ュニアグランプリ-JPN2），パドトロワ（アイビスサマーダッシュ -G3）

デグラーティア（06 フジキセキ）は４勝，小倉２歳Ｓ-JPN3（芝1200
ｍ），フェニックス賞-OP（芝1200ｍ），北九州短距離Ｓ（芝1200ｍ），北
九州記念-G3５着。産駒
リリパラディス（12 牝 黒鹿 キングカメハメハ）未出走

*デフィニット（97 *デヒア）は米国産，わが国で１勝。産駒
アブシンベル（牝 *ルールオブロー）１勝
ナスノアタック（牡 *スウェプトオーヴァーボード）南関東○交１勝

ヒロオ ガーデン Hiroo Garden（91 Caerleon）は不出走。産駒
*キャッスルブラウン：３勝，火打山特別。産駒

ニシノヘリオス：１勝，○現
スウィーピング Sweeping（86 *インデエアンキング）は英１勝，Pri-

ncess Elizabeth S-L２着，Somerville Tattersall S-L３着。産駒
ウォッチング Watching：英３勝，Sprint S-L，Marshal S-L，コーンウォリ

スＳ-G3３着，仏入着，グロシェーヌ賞-G2２着，サンジョルジュ賞
-G3２着

ホワイト ヒート White Heat：英８戦。産駒
メディア モーグル Media Mogul：英・北米４勝，ウィル ロジャ

ースＨ-G3，ジュライＳ-G3２着，ゴールデン ゲイト ダービー
-G3３着

デザート リンクス Desert Lynx：英２勝。産駒
ナフース Nufoos：英３勝，Eternal S-L，ファース オブ クライドＳ 

-G3２着。アウザーン Awzaan（ミドル パークＳ-G1）の母
プテリ ウェントワース Puteri Wentworth：英３勝。産駒

プトラ サス Putra Sas：英２勝，ディーＳ-G3２着
スタリング Starring：英入着。産駒

レッツゴーラウンドアゲイン Letsgoroundagain：英２勝，Silver 
Tankard S-L

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

ダンシリ
Dansili
鹿　1996

デグラーティア
黒鹿　2006

フジキセキ
青鹿　1992

ペナンパール
Penang Pearl
鹿　1996

*デフィニット
Definite
鹿　1997

*デインヒル
Danzig 

Razyana 

Kahyasi 

Kerali 

Arctic Tern 

Beaune 

Shareef Dancer 

Sauceboat 

*サンデーサイレンス

Bering 

*デヒア

Hasili 

*ミルレーサー

Guapa 

Hiroo Garden 

Halo 

Wishing Well 

Le Fabuleux 

Marston's Mill 

Deputy Minister 

Sister Dot 

Caerleon 

Sweeping (4)

全40口関西入厩

やや胴の詰まったまとまりある馬体、容量のある腹袋は母から伝わる
ものですが、骨量豊富な骨格は父の産駒の特長でもあり、両親の良
いところをバランス良く受け継ぎました。母はやや硬めの肢勢でした
が、本馬の狂いのない骨格構造は、柔軟性をもたらすとともに脚元
の負担を軽減する効果も十分で、高いパフォーマンスを見せながら
故障に泣いた母の弱点をしっかりと補完しています。他馬を追いかけ
回すほどの前進気勢、回転の速いピッチ走法は母同様スプリント戦
への適性を感じさせます。しかし、高反発のバネが生み出す躍動感
ある動きは、そこに限定されない本馬の可能性も示しています。

1口70万円  （総額2,800万円）

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宮本博厩舎 予定
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デグラーティアの13152

牡
青鹿毛

2013.1.28 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）

ルミナスポイント（03 アグネスタキオン）は５勝，安芸Ｓ（Ｄ1200
ｍ），天王山特別（Ｄ1200ｍ）。産駒
ルミナスウイング（10 牡 鹿 *クロフネ）３勝，鶴ヶ城特別（Ｄ1150ｍ），

冬桜賞（Ｄ1200ｍ），○現
ルミナスパレード（11 牝 黒鹿 *シンボリクリスエス）１勝，○現
ペンタプリズム（12 牝 青鹿 メイショウサムソン）未出走

*ソニンク Soninke（96 Machiavellian）は英国産，不出走。産駒
ランフォルセ（牡 *シンボリクリスエス）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-G2
２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（牡 アグネスタキオン）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-G1
４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（牡 アグネスタキオン）３勝，若葉Ｓ-OP，あすなろ賞，ラ
ジオＮＩＫＫＥＩ賞-JPN3２着，セントライト記念-JPN2３着

モンローブロンド（牝 アドマイヤベガ）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

アコースティクス（牝 Cape Cross）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，札幌２歳Ｓ-JPN3。種牡馬

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

ダンシリ
Dansili
鹿　1996

ルミナスポイント
青鹿　2003

アグネスタキオン
栗　1998

ペナンパール
Penang Pearl
鹿　1996

*ソニンク
Soninke
黒鹿　1996

*デインヒル
Danzig 

Razyana 

Kahyasi 

Kerali 

Arctic Tern 

Beaune 

Shareef Dancer 

Sauceboat 

*サンデーサイレンス

Bering 

Machiavellian 

Hasili 

アグネスフローラ

Guapa 

Sonic Lady 

Halo 

Wishing Well 

*ロイヤルスキー

アグネスレディー

Mr. Prospector 

Coup de Folie 

Nureyev 

Stumped (B3)

全40口関西入厩

中サイズほどの体高ですが、胴はやや詰まり気味で、後躯に比べる
と前躯が勝って見えるように、成長の余地を多分に残しています。
今後胴が伸び、その後に筋肉の発達が追いついてくる父の初年度産
駒の傾向を考慮すれば、それでも何ら不安はなく、母の父の血の助
けもあって騎乗調教が進むとともに迫力を増すのは必至です。後躯
の可動域が広く、飛節がしっかりと伸びきる非常に大きなストライ
ドも産駒傾向どおりで、荒削りながらも確かな素質を感じ取ること
ができます。前進気勢の強い気性は上質な母系の生命線とも言え、
本馬の持つ高い能力を最大限発揮するための鍵となるでしょう。
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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安田隆行厩舎 予定

ルミナスポイントの13153

牡
鹿毛

2013.3.6 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）

レーヴディソール（08 アグネスタキオン）は最優秀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。本馬が初仔

*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，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 -G1４着，伊入着，ジ
ョッキー クラブ大賞典-G1２着。産駒
アプレザンレーヴ（牡 *シンボリクリスエス）３勝，青葉賞-JPN2，毎日

杯-G3３着，ダービー -JPN1５着
ナイアガラ（牡 *ファンタスティックライト）５勝，すみれＳ-OP，比叡

Ｓ，美作特別，端午Ｓ-OP３着
レーヴダムール（牝 *ファルブラヴ）１勝，阪神ジュベナイルフィリーズ

-JPN1２着
レーヴドリアン（牡 スペシャルウィーク）２勝，福寿草特別，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
レーヴデトワール（牝 ゼンノロブロイ）２勝，白菊賞，桜花賞-G1５着，○現

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：仏４勝，オカール賞-G2，Prix Maurice Caillault-L２

着，ラ クープ -G3４着，英障５勝
サー エリック Sir Eric：仏５勝，Grand Prix Inter-Regional des 3 Ans 

-L，Derby du Languedoc-L２着
*レーヴディマン Reve d'Iman：仏１勝。産駒

ベスラー Bethrah：愛３勝，愛1000ギニー -G1，愛1000ギニー ト
ライアルＳ-G3

ヤムナ Yamuna（81 Green Dancer）は仏２勝。産駒
ヤマモト Yamamoto：仏４勝

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

ダンシリ
Dansili
鹿　1996

レーヴディソール
芦　2008

アグネスタキオン
栗　1998

ペナンパール
Penang Pearl
鹿　1996

*レーヴドスカー
Reve d'Oscar
芦　1997

*デインヒル
Danzig 

Razyana 

Kahyasi 

Kerali 

Arctic Tern 

Beaune 

Shareef Dancer 

Sauceboat 

*サンデーサイレンス

Bering 

Highest Honor 

Hasili 

アグネスフローラ

Guapa 

Numidie 

Halo 

Wishing Well 

*ロイヤルスキー

アグネスレディー

Kenmare 

High River 

*バイアモン

Yamuna (1)

全40口関西入厩

デビューから３連勝で２歳女王に輝き「天才少女」と呼ばれた母の、
待ち望んだ初仔の募集です。母譲りの芦毛ではありますが、額の流
星や大きめの頭部、骨太な身体など随所に父を思わせる特徴が見ら
れます。現時点では体つきのわりに節々が大きく、いずれはそれに
見合ったパワーあふれる馬体へと変貌することを予見させます。コ
ンスタントに活躍馬を輩出する素軽い母系と古馬になって大成した
重厚な父との配合ですので、デビューから高い素質を見せつつ古馬
になってさらに一皮むける姿が当然イメージされます。ハイアベ
レージな母系ゆえに期待されるのは最大級の勲章です。

1口200万円  （総額8,000万円）

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松田博資厩舎 予定
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レーヴディソールの13154

牡
芦毛

2013.4.5 生
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フジキセキは千歳産，最優秀２歳牡馬，４戦全勝，朝日杯３歳Ｓ 
-JPN1。【ＢＭＳ：主な産駒】ヨウセイ（ＭＲＣ1000ギニー -G1），ルミア（ケー
プ フィリーズ ギニー -G1），ユア ソング（ＢＲＣ ＢＴＣカップ -G1），イスラ
ボニータ（皐月賞-G1），アリゼオ（毎日王冠-G2），ゴーイングパワー（兵庫ジ
ュニアグランプリ-JPN2），パドトロワ（アイビスサマーダッシュ -G3）

アメジストリング（04 フジキセキ）は４勝，ライラック賞（芝2000ｍ），
クイーンＳ-G3３着。産駒
アクアマリンブレス（11 牡 黒鹿 キングカメハメハ）１勝，○現
コーラルハピネス（12 牝 鹿 *クロフネ）未出走

*インフェイヴァー In Favor（89 General Assembly）は米国産，北米
９勝。産駒
フェイヴァリト エンディング Favorite Ending（牝 *エンドスウィープ）

北米７勝，Columbus Day S２着
キッズフェイヴァー（牝 *エンドスウィープ）１勝。産駒

キッズアプローズ（牡 マンハッタンカフェ）４勝，マカオジョッキー
クラブＴ，エルムＳ-G3５着，岩手（公）１戦，○現

ブライトポジー（牝 ゴールドアリュール）１勝，兵庫○交１勝
オプティミスティック ギャル Optimistic Gal（73 Sir Ivor）は北米

13勝，アラバマＳ-G1，メイトロンＳ-G1，フリゼットＳ-G1，デラウェア
Ｈ-G1，スピンスターＳ-G1，セリマＳ-G1，ケンタッキー オークス -G2，
アルシバイアディーズＳ-G3，アシュランドＳ-G3，アディロンダックＳ 
-G3。産駒
サイレント ジェネレイション Silent Generation：北米13勝，リヴァ リッ

ジＳ-G3２着，Alsab S-L２着，Iroquois S-L３着。種牡馬
グランド スラム ギャル Grand Slam Gal：北米１勝。産駒

フィージビリティ スタディ Feasibility Study：北米13勝，ターフウ
ェイＢＣＳ-G2，チャーチル ダウンズ ディスタフＨ-G2

ブリージー ミス Breezy Miss：不出走。産駒
ラディカル チック Radical Chick：南アフリカ１勝。エスノ セント

リック Ethno Centric（ケープ アーガス ギニー -G1）の母
オールド デザイア Old Desire：南アフリカ２勝。テンプティング 

フェイト Tempting Fate（カラドック ゴールドＣ-G3）の母

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

ダンシリ
Dansili
鹿　1996

アメジストリング
黒鹿　2004

フジキセキ
青鹿　1992

ペナンパール
Penang Pearl
鹿　1996

*インフェイヴァー
In Favor
鹿　1989

*デインヒル
Danzig 

Razyana 

Kahyasi 

Kerali 

Arctic Tern 

Beaune 

Shareef Dancer 

Sauceboat 

*サンデーサイレンス

Bering 

General Assembly 

Hasili 

*ミルレーサー

Guapa 

Optimistic Gal 

Halo 

Wishing Well 

Le Fabuleux 

Marston's Mill 

Secretariat 

Exclusive Dancer 

Sir Ivor 

Hopes Ahead (9)

全40口関西入厩

漆黒で雄大な体格は、遠くの群れの中にいても一目で見つけられま
す。深い胸と、正方形にバランス良くまとまったハービンジャー譲
りの骨格に母の父の筋肉が上乗せされ、ボディービルダーのような
破壊力に満ちた馬体に仕上がっています。その見た目どおりの度胸
の座ったマイペースな性格は、競馬における長距離輸送、馬場状態
の変動など様々な環境変化を慌てることなく冷静に受け入れられる
でしょう。ダイナミックで周囲を圧倒する力強い走りはスピードの
持続性に長けており、乾燥度の高い丈夫な脚元は、母同様に故障と
は無縁の競走生活が送れるであろうことを予見させます。
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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浅見秀一厩舎 予定

アメジストリングの13155

メス
青鹿毛

2013.1.28 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）

ランズエッジ（06 ダンスインザダーク）は入着。産駒
カラエ（11 牝 鹿 キングカメハメハ）１戦，○現
ロカ（12 牝 鹿 *ハービンジャー）未出走

*ウインドインハーヘア Wind in Her Hair（91 Alzao）は愛国産，英
２勝，Pretty Polly S-L，Fillies Trial S-L，英オークス -G1２着，ヨークシ
ャー オークス -G1３着，独１勝，アラル ポカル -G1。産駒
ディープインパクト（牡 *サンデーサイレンス）年度代表馬（２回），最優

秀３歳牡馬，最優秀古牡馬，12勝，ジャパンＣ-G1，宝塚記念-G1，
ダービー -JPN1，皐月賞-JPN1，菊花賞-JPN1，有馬記念-JPN1，同
２着，天皇賞（春）-JPN1，阪神大賞典-G2，弥生賞-JPN2，神戸新聞杯
-JPN2，若駒Ｓ-OP。総合・２歳チャンピオンサイアー

*ヴェイルオブアヴァロン Veil of Avalon（牝 *サンダーガルチ）英３勝，
Fortune S-L２着，Sceptre S-L２着，北米４勝，デ ラ ローズＨ-G3，
Solo Haina H，ギャラクシーＳ-G2３着，ジャスト ア ゲイムＢＣＨ 
-G3３着。リルダヴァル（ＮＨＫマイルＣ-G1３着）の母

ブラックタイド（牡 *サンデーサイレンス）３勝，スプリングＳ-JPN2，若
駒Ｓ-OP，きさらぎ賞-JPN3２着，中山金杯-G3３着。種牡馬

ニュービギニング（牡 アグネスタキオン）３勝，ホープフルＳ-OP，松籟
Ｓ，毎日杯-JPN3３着，共同通信杯-JPN3４着

オンファイア（牡 *サンデーサイレンス）１勝，東京スポーツ杯２歳Ｓ 
-JPN3３着。種牡馬

トーセンソレイユ（牝 ネオユニヴァース）３勝，エルフィンＳ-OP，パー
ルＳ，○現

*レディブロンド（牝 Seeking the Gold）５勝，セプテンバーＳ，ＴＶｈ賞，
スプリンターズＳ-JPN1４着。ゴルトブリッツ（帝王賞-JPN1）の母

*グリントインハーアイ Glint in Her Eye（牝 *アラジ）英７戦。ジェレミ
ー Jeremy（ベットフレッド コム マイルＳ-G2）の母

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

ダンシリ
Dansili
鹿　1996

ランズエッジ
鹿　2006

ダンスインザダーク
鹿　1993

ペナンパール
Penang Pearl
鹿　1996

*ウインドインハーヘア
Wind in Her Hair
鹿　1991

*デインヒル
Danzig 

Razyana 

Kahyasi 

Kerali 

Arctic Tern 

Beaune 

Shareef Dancer 

Sauceboat 

*サンデーサイレンス

Bering 

Alzao 

Hasili 

*ダンシングキイ

Guapa 

Burghclere 

Halo 

Wishing Well 

Nijinsky 

Key Partner 

Lyphard 

Lady Rebecca 

Busted 

Highclere (2)

全40口関西入厩

同じ１月生まれの全姉が母の父の影響を強く受け継いだ長躯であっ
たのに対して、やや短めの背中と四肢の丈とのバランスが絶妙に整っ
た本馬の安定感のある体型は父譲りと言えます。自然に前へ前へと
大きく伸びる前肢と腹の下に深く入る後肢の運びは、もって生まれ
た可動域が広い関節と伸長性ある筋肉がもたらすもので、実に頼も
しい動作を生み出しています。父から受け継ぐ柔らかく大きな身の
こなしと、クラシックディスタンスをはじめ様々なエキスパートを
輩出し続ける母系の奥深い血脈が結びつきました。今年デビューを
控えた父の産駒の成功への自信も深まる、完成度の高い１頭です。

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高橋義忠厩舎 予定
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ランズエッジの13156

メス
栗毛

2013.1.31 生
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ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠。総合・
２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ジェンティルドンナ（年度代表馬，ジ
ャパンＣ-G1・２回），キズナ（ダービー -G1），ディープブリランテ（ダービー
-G1），ハープスター（桜花賞-G1），アユサン（桜花賞-G1），マルセリーナ（桜
花賞-G1），ビューティパーラー（仏1000ギニー -G1）

マトゥラー（09 ディープインパクト）は２戦，入着。本馬が初仔
オリエンタルアート（97 メジロマックイーン）は３勝。産駒

オルフェーヴル（牡 ステイゴールド）年度代表馬，最優秀３歳牡馬，最
優秀古牡馬（２回），10勝，ダービー -G1，皐月賞-G1，菊花賞-G1，
有馬記念-G1（２回），宝塚記念-G1，大阪杯-G2，神戸新聞杯-G2，ス
プリングＳ-G2，ジャパンＣ-G1２着，阪神大賞典-G2２着，シンザ
ン記念-G3２着，芙蓉Ｓ-OP２着，きさらぎ賞-G3３着，仏２勝，フォ
ワ賞-G2（２回），凱旋門賞-G1２着（２回）。種牡馬

ドリームジャーニー（牡 ステイゴールド）最優秀２歳牡馬，最優秀古牡
馬，９勝，有馬記念-G1，同４着，宝塚記念-G1，同４着，朝日杯フュ
ーチュリティＳ-JPN1，大阪杯-G2，同３着，神戸新聞杯-JPN2，朝
日チャレンジＣ-G3，小倉記念-JPN3，芙蓉Ｓ-OP，中山記念-G2２
着，オールカマー -G2２着（２回），天皇賞（春）-G1３着，京都記念
-G2３着，弥生賞-JPN2３着，東京スポーツ杯２歳Ｓ-JPN3３着，ダ
ービー -JPN1５着，菊花賞-JPN1５着。種牡馬

リヤンドファミユ（牡 ステイゴールド）３勝，若駒Ｓ-OP，但馬Ｓ，○現
グッドルッキング（牝 *クロフネ）３勝，浅口特別
アルスノヴァ（牝 ダンスインザダーク）２勝，エリカ賞
ジャポニズム（馬扇 ネオユニヴァース）１勝，障１勝

エレクトロアート（86 *ノーザンテースト）は４勝，道新スポーツ杯，
下北半島特別，サフラン賞，クロッカスＳ-OP３着。産駒
シュペルノーヴァ：４勝，白鷺特別，戎橋特別
エレクトラム：２勝，岩手（公）２勝

*グランマスティーヴンス Grandma Stevens（77 Lt. Stevens）は米
国産，北米１勝。産駒
サクラチャンス：３勝，札幌３歳Ｓ-JPN3５着
ミヤギローマン：５勝，秋川特別

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

ダンシリ
Dansili
鹿　1996

マトゥラー
鹿　2009

ディープインパクト
鹿　2002

ペナンパール
Penang Pearl
鹿　1996

オリエンタルアート
栗　1997

*デインヒル
Danzig 

Razyana 

Kahyasi 

Kerali 

Arctic Tern 

Beaune 

Shareef Dancer 

Sauceboat 

*サンデーサイレンス

Bering 

メジロマックイーン

Hasili 

*ウインドインハーヘア

Guapa 

エレクトロアート

Halo 

Wishing Well 

Alzao 

Burghclere 

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(8)

全40口関西入厩

名牝オリエンタルアートの継承者として大きな期待を集める母が、
初仔から高気配を宿した産駒を送り出してくれました。眼光鋭い顔
つきには、一族の代名詞である不屈の闘争心が表れ、ピリッとした
緊張感に包まれた特有のオーラを発しています。大きく傾斜の良い
肩や、トモのボリュームは迫力十分で、前肢がよく伸び、踏み込み
の強い走りに抜群の弾力性が感じられます。この強靭な身体能力は、
産駒のデビューを前に日増しに評価が高まる父の卓越した資質で、
時代の最先端とも言うべき母の父ディープインパクトとのカップリ
ングが、近い将来「新・黄金配合」と名付けられるかもしれません。
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池江泰寿厩舎 予定 提供：白老ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム

1口50万円  （総額2,000万円）

マトゥラーの13157

メス
黒鹿毛

2013.2.1 生
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キャンディ ライド Candy Ride は亜国産，亜・北米６勝，パシフィッ
ク クラシック-G1。主な産駒：キャプテン キャンディマン キャン（キングズ 
ビショップＳ-G1），シドニーズ キャンディ（サンタ アニタ ダービー -G1），ミ
スリメンバード（サンタ アニタＨ-G1），シェアド ビリーフ（キャッシュコール 
フューチュリティ -G1），トワーリング キャンディ（マリブＳ-G1）

*エヴィータアルゼンティーナ Evita Argentina（06 Candy Ride）は
米国産，北米６勝，ラ ブレアＳ-G1（ＡＷ７Ｆ），サン ヴィセンテＳ-G2

（ＡＷ７Ｆ），エイ グリームＨ-G2（ＡＷ７Ｆ），ソレントＳ-G3（ＡＷ6.5
Ｆ），Moccasin S-L（ＡＷ７Ｆ），サンタ イネスＳ-G2２着，デル マー デ
ビュータントＳ-G1４着，ボウモントＳ-G2４着，ハリウッド オークス
-G2４着。産駒
サンタエヴィータ（11 牝 栗 Smart Strike）１戦，○現

ジェラス ワイルドキャット Jealous Wildcat（98 Forest Wildcat）は北
米３勝。産駒
ワイルド アンド レディ Wild and Ready（馬扇 More Than Ready）北米

３勝
ジェラスリー Jealously（馬扇 Marquetry）北米２勝

ジェラス ソード Jealous Sword（94 Crusader Sword）は不出走。産駒
チャーリーズ ソード Charlie's Sword：北米４勝

ジェラス アピール Jealous Appeal（83 Valid Appeal）は北米４勝。
産駒
トリッピ Trippi：北米７勝，ヴォスバーグＳ-G1，リヴァ リッジＳ-G2，ト

ム フールＨ-G2，スウェイルＳ-G3，フラミンゴＳ-G3。種牡馬
アピーリング スキーヤー Appealing Skier：北米８勝，ケンタッキー カ

ップ スプリントＳ-G2，ハッチスンＳ-G2，ウィザーズＳ-G2，ローレ
ル フューチュリティ -G3，Virginia Is for Lovers S-L。種牡馬

ミス ジールスキー Miss Jealski：北米９勝，Shocker T. H-L，チャーチ
ル ダウンズＢＣＨ-G2２着，シクスティ セイルズＨ-G3２着

ジェラス フォーラム Jealous Forum：北米４勝，My Dear S-L，Wilder-
ness Song S-L，マザリンＢＣＳ-G1２着

ジェラス クルセイダー Jealous Crusader：北米７勝，ジャージー ショア
ＢＣＳ-G3２着，Wilmington S-L２着。種牡馬

ヴィクトワールピサ
黒鹿　2007

ネオユニヴァース
鹿　2000

*エヴィータアルゼンティーナ
Evita Argentina
栗　2006

キャンディライド
Candy Ride
鹿　1999

*ホワイトウォーターアフェア
Whitewater Affair
栗　1993

ジェラスワイルドキャット
Jealous Wildcat
鹿　1998

*サンデーサイレンス
Halo 

Wishing Well 

Kris 

Silken Way 

Mr. Prospector 

Coup de Folie 

Bustino 

Short Rations 

Ride the Rails 

Machiavellian 

Forest Wildcat 

*ポインテッドパス

Candy Girl 

Much Too Risky 

Jealous Sword 

Cryptoclearance 

Herbalesian 

Candy Stripes 

City Girl 

Storm Cat 

Victoria Beauty 

Crusader Sword 

Jealous Appeal (9)

全40口関西入厩

肩甲骨と寛骨が構成する大きなハの字を脊椎が美しい弧を描いて均
整し、長く通りのよい四肢や頸部とも調和した優々たるスケール感
が素晴らしい 1 頭です。その見事な骨格に見合うだけの筋量はまだ
発育途上ですが、父系特有の粘りと強さのある筋質を伝授しており、
今後の鍛錬で見違えるほどの迫力が備わるでしょう。賢明で状況判
断に優れたメンタルの強靭さも頼もしく、余裕綽々の表情で馬群を
リードしています。ストライドが広く伸縮性に優れ、緩急のある中
距離戦で頭角を現しそうで、両親共にオールウェザーのＧ１覇者で
あることから、芝・ダート兼用の活躍を期待します。

1口70万円  （総額2,800万円）

提供：白老ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム高野友和厩舎 予定
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エヴィータアルゼンティーナの13158

牡
鹿毛

2013.2.7 生
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モンジュー Montjeu は愛国産，全欧３歳チャンピオン，仏愛英11勝，
凱旋門賞-G1，愛ダービー -G1。仏チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産
駒】パリッシュ ホール（デューハーストＳ-G1），オブヴィアスリー（シューメ
イカー マイルＳ-G1），ルシア ヴァレンティナ（ＡＴＣヴァイナリー スタッド
Ｓ-G1），レスティアダルジャン（クリテリウム ド メゾンラフィット-G2）

*ニライカナイ（04 Montjeu）は愛国産，わが国で８戦。産駒
マグメル（09 牡 鹿 ゴールドアリュール）２勝，○現
グラズヘイム（11 牡 鹿 ゴールドアリュール）未出走
ティマイオス（12 牡 青鹿 ゼンノロブロイ）未出走

タマリイヤ Tamariyya（98 Alzao）は不出走。産駒
ツァー ド ラッシー Tsar de Russie（馬扇 Montjeu）仏４勝，リュテス賞

-G3４着
ライ トゥ ミー Lie to Me（牝 Iffraaj）伊１勝

タズミーン Tazmeen（86 Darshaan）は不出走。産駒
タワシラ Tawasila：仏１勝，Prix Charles Laffitte-L
タマザン Tamazan：仏６勝
タルバザン Tarbazan：仏３勝
タワジール Tawazir：仏・北米２勝
タズミニャ Tazminya：伊２勝

セガ ヴィル Sega Ville（68 Charlottesville）は仏２勝，フロール賞
-G3，クロエ賞-G3２着，フィユ ド レール賞-G3４着。産駒
トップ ヴィル Top Ville：仏６勝，仏ダービー -G1，リュパン賞-G1，サン 

ロマン賞-G3，ギシュ賞-G3，コンデ賞-G3，ニエル賞-G3４着。種牡
馬

エスペラドス Esperados：仏１勝，Prix du Bois Roussel-L２着，ニエル
賞-G3４着。種牡馬

タイーシャ Taeesha：不出走。タジューン Tajoun（カドラン賞-G1）の
母，*ミメティコ Mimetico（パオロ メッツァノッテ賞-G3）の祖母

*タルシーラ Tarsila：仏２勝。トルジョーン Torjoun（ダンテＳ-G2），タ
カルーナ Takarouna（プリティ ポリーＳ-G2）の母，タカリ Takali

（ロイヤル ウィップＳ-G2），タカリアン Takarian（アメリカンＨ 
-G2・２回），タカール Takar（ミンストレルＳ-G3）の祖母

ヴィクトワールピサ
黒鹿　2007

ネオユニヴァース
鹿　2000

*ニライカナイ
Niraikanai
鹿　2004

モンジュー
Montjeu
鹿　1996

*ホワイトウォーターアフェア
Whitewater Affair
栗　1993

タマリイヤ
Tamariyya
　1998

*サンデーサイレンス
Halo 

Wishing Well 

Kris 

Silken Way 

Mr. Prospector 

Coup de Folie 

Bustino 

Short Rations 

Sadler's Wells 

Machiavellian 

Alzao 

*ポインテッドパス

Floripedes 

Much Too Risky 

Tazmeen 

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

Top Ville 

Toute Cy 

Lyphard 

Lady Rebecca 

Darshaan 

Sega Ville (8)

全40口関西入厩

頑強と呼ぶにふさわしいほど逞しく発達した上体は、骨量と筋肉量
がともに豊富です。父系特有のクッションの利いた脚元で、スピー
ドと力強さを兼ね備えた柔軟な走りはリズム感も良く、父の産駒が
当歳時から高い評価を得ていることもうなずけます。胸の深さや頼
もしい腹袋は、心肺・消化の両機能が優れていることを裏づけてお
り、好調を長期にわたり維持できそうです。他馬に対しては気の強
さが目立つ一方、人の姿が目に入ると我先に近寄る人懐っこさがあ
ります。レースにおいても、鞍上との息ぴったりにスムーズな立ち
回りを見せて、まっ先にゴールへと飛び込む姿が目に浮かびます。
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1口35万円  （総額1,400万円）

提供：追分ファーム　生産：追分ファーム　繋養：追分ファーム牧浦充徳厩舎 予定

ニライカナイの13159

メス
鹿毛

2013.1.6 生
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マーケトリー Marquetry は米国産，英・北米10勝，ハリウッド ゴー
ルド カップＨ-G1。【ＢＭＳ：主な産駒】アークティック コスモス（英セント
レジャー -G1），プレシャス パッション（ユナイティド ネイションズＳ-G1・２
回），ディスクリート マーク（デル マー オークス -G1），スカイ ケイプ（ラ ホ
ヤＨ-G2），ケイアイレオーネ（兵庫ジュニアグランプリ-JPN2）

*ユーアンミー Uanme（95 Marquetry）は米国産，北米５勝，フォワ
ード ギャルＳ-G3（Ｄ７Ｆ），ダヴォナ デイルＳ-G2２着，ノーブル ダム
ゼルＨ-G3２着，Gowell S-L２着，ローカスト グローヴＨ-G3３着，カー
ディナルＨ-G3３着，Pan Zareta S-L３着。産駒
ボクスレイ Boxley（01 馬扇 Dixieland Band）北米４勝
ミネラルスプリング（05 牝 鹿 Mineshaft）不出走。産駒

アドマイヤライン（牡 スペシャルウィーク）１勝，○現
ミクロコスモス（06 牝 鹿 ネオユニヴァース）４勝，中山スプリングプレ

ミアム（芝1600ｍ），大倉山特別（芝1800ｍ），阪神ジュベナイルフ
ィリーズ -JPN1３着，フィリーズレビュー -JPN2４着，ローズＳ-G2
４着，クイーンＣ-G3４着，秋華賞-G1５着

モナムールフィーユ（08 牝 鹿 タニノギムレット）岩手（公）２勝
リングネブラ（09 牝 黒鹿 ハーツクライ）３勝，○現
ウェスタールンド（12 牡 栗 ネオユニヴァース）未出走

アーキミリオネア Archimillionnaire（81 Medaille d'Or）は北米１勝。
産駒
ビー マイ リプライ Be My Reply（馬扇 Assert）北米６勝，Remington 

Green H-L，Sport City H３着，Spur H３着
アナフ Anaf（牡 Artax）北米２勝，Bergen County S２着

コクリシュ Coqueluche（70 Victorian Era）は北米１勝。産駒
ラルーシュ Laluche：英３勝，メイ ヒルＳ-G3，Sweet Solera S-L。産駒

ランドオウナー Landowner：英豪５勝，クイーンズ ヴァーズ -G3，
VRC Auckland Racing Club H-L，Lonsdale S-L２着，グッドウ
ッドＣ-G3３着，豪障４勝

コズティア Coztia：仏２勝，Prix Maurice Caillault-L３着，ノアイ
ユ賞-G2４着

ル シャンスー Le Chanceux：北米３勝，Heresy S。種牡馬

ヴィクトワールピサ
黒鹿　2007

ネオユニヴァース
鹿　2000

*ユーアンミー
Uanme
栗　1995

マーケトリー
Marquetry
栗　1987

*ホワイトウォーターアフェア
Whitewater Affair
栗　1993

アーキミリオネア
Archimillionnaire
鹿　1981

*サンデーサイレンス
Halo 

Wishing Well 

Kris 

Silken Way 

Mr. Prospector 

Coup de Folie 

Bustino 

Short Rations 

Conquistador Cielo 

Machiavellian 

Medaille d'Or 

*ポインテッドパス

Regent's Walk 

Much Too Risky 

Coqueluche 

Mr. Prospector 

K D Princess 

Vice Regent 

Lover's Walk 

Secretariat 

Fanfreluche 

Victorian Era 

Reply (4)

全40口関西入厩

体を形作るうえで基礎となる体幹ですが、その軸がしっかりしてい
る印象の本馬は骨量豊富で膝や球節などの脚部の関節も大きく、鼻
先からトモの蹄に至るまでの馬体形成に不安点が見当たりません。
背は短めで長さとゆとりのある腹袋を持ち合わせており、１歳春の
ステージとして理想的な成長を遂げています。前肢が大きく出て、
トモの踏み込みも良く飛節がしっかりと伸びる歩きにはキレがあ
り、放牧地での動きも機敏で、瞬時に反応できる機動力の高さが伺
えます。他馬に対してひるまない我の強さを持ち合わせている点は、
大舞台で力を出し切る精神力を父から受け継いでいると感じます。
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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吉田直弘厩舎 予定

ユーアンミーの13160

メス
栗毛

2013.2.12 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）

メモリアルサマー（98 *サンデーサイレンス）は２勝。産駒
ソングオブウインド（03 牡 青鹿 *エルコンドルパサー）３勝，菊花賞

-JPN1（芝3000ｍ，レコード），夏木立賞（芝2000ｍ），ラジオＮＩＫ
ＫＥＩ賞-JPN3２着，神戸新聞杯-JPN2３着，香港入着，香港ヴァ
ーズ -G1４着。種牡馬

モンサンミシェル（04 牝 鹿 *フレンチデピュティ）２勝
デイズオブメモリー（07 牡 芦 *スウェプトオーヴァーボード）１勝，北

海道○交１勝，兵庫（公）入着，○現
プリンスヴィル（08 牡 黒鹿 キングカメハメハ）１勝
カウウェラ（10 牡 青鹿 キングカメハメハ）１勝，○現
ユアメモリー（11 牝 青鹿 *シンボリクリスエス）１勝，○現

サマーワイン（90 *トニービン）は３勝，グッドラックＨ，ダイヤモン
ドＳ-JPN3４着。産駒
ワインレコーダー（牡 *ノーザンテースト）１勝
アーリーサマー（馬扇 バブルガムフェロー）１勝
シュペルブロマネ（牝 アグネスタキオン）１勝

シャダイマイン（73 *ヒッティングアウェー）は３勝，師走特別。産駒
ダイナシュート：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，金
鯱賞-JPN3３着，新潟大賞典-JPN3３着。アドマイヤマックス（高
松宮記念-JPN1）の母，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）の祖母

ダイナマイン：７勝，新潟記念-JPN3，牝馬東京タイムズ杯-JPN3，関屋
記念-JPN3２着，京王杯オータムＨ-JPN3３着。ブロードマインド

（最優秀障害馬・２回，中山大障害・２回）の母，マルカフリート（北
海道スプリントＣ-JPN3）の祖母

*ワークフォース
Workforce
鹿　2007

*キングズベスト
King's Best
鹿　1997

メモリアルサマー
青　1998

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

ソヴィエトムーン
Soviet Moon
鹿　2001

サマーワイン
黒鹿　1990

Kingmambo 
Mr. Prospector 

Miesque 

Lombard 

Anatevka 

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

Alleged 

Media Luna 

Halo 

Sadler's Wells 

*トニービン

Allegretta 

Wishing Well 

Eva Luna 

シャダイマイン

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

*カンパラ

Severn Bridge 

*ヒッティングアウェー

*ファンシミン(9)

全40口関西入厩

窮屈さを微塵も感じさせない均整の取れた馬体の持ち主で、気品に
あふれた印象さえ受ける本馬は、豊富な運動量にも後押しされて、
群れのなかでの存在感を際立たせています。現状では心身ともに成
長途上でありながらも、随所に高い素質を感じさせているあたりは、
菊花賞馬の兄との共通点でもあります。つくりの軽い頭部を前に伸
ばし、重心を低くしたフットワークは滑らかで安定しており、強い
体幹を持っていることを感じさせます。闘争心を前面に出して相手
に怯まず立ち向かう性格はいかにも実戦に向きそうで、どんな舞台
でもいつの間にか馬群を割ってくる、そんな姿を思い描きます。
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1口70万円  （総額2,800万円）

提供：追分ファーム　生産：追分ファーム　繋養：追分ファーム矢作芳人厩舎 予定

メモリアルサマーの13161

牡
鹿毛

2013.4.22 生
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*キャプテンスティーヴ Captain Steve は米国産，米・UAE９勝，ドン
Ｈ-G1，スワップスＳ-G1，ハリウッド フューチュリティ -G1，ドバイ ワールド
Ｃ-G1，ケンタッキー カップ クラシックＨ-G2。主な産駒：アイスドール（エ
ニフＳ-OP，クイーン賞-JPN3３着），シルククルセイダー（関越Ｓ-OP），ワン
ダースティーヴ（小倉大賞典-JPN3４着）

アイスドール（03 *キャプテンスティーヴ）は６勝，エニフＳ-OP（Ｄ
1400ｍ），花園Ｓ（Ｄ1800ｍ），響灘特別（Ｄ1700ｍ），赤松賞（芝 1600
ｍ），オアシスＳ-OP３着，紫苑Ｓ-OP３着，クイーンＣ-JPN3５着，フラ
ワーＣ-JPN3５着，南関東○交入着，クイーン賞-JPN3３着，エンプレス杯
-JPN2４着。産駒
アイスウィッチ（10 牝 青鹿 *シンボリクリスエス）佐賀（公）３勝，○現
マトリョーシカ（11 牝 黒鹿 *クロフネ）１勝，○現
ヴィンテージドール（12 牝 鹿 *ホワイトマズル）未出走

ビスクドール（98 *サンデーサイレンス）は入着。産駒
バトードール（牡 *クロフネ）３勝，端午Ｓ-OP，ユニコーンＳ-G3２着，

エスペランサＳ-OP３着，南関東○交入着，ジャパンダートダービー
-JPN1３着，○現

ジュモー（牝 タニノギムレット）３勝
レースドール（牝 *クロフネ）２勝

*フェアリードール Fairy Doll（91 Nureyev）は米国産，英１戦。産駒
トゥザヴィクトリー：最優秀古牝馬，６勝，エリザベス女王杯-JPN1，

阪神牝馬特別-JPN2，クイーンＳ-JPN3，府中牝馬Ｓ-JPN3，UAE
入着，ドバイ ワールドＣ-G1２着。トゥザグローリー（日経新春杯
-G2），トゥザワールド（弥生賞-G2，皐月賞-G1２着）の母

サイレントディール：中央・佐賀○交７勝，武蔵野Ｓ-G3，シンザン記念
-JPN3，佐賀記念-JPN3，フェブラリーＳ-JPN1２着。種牡馬

ビーポジティブ：２勝，南関東○交１勝，クイーン賞-JPN3，エンプレス杯
-JPN2２着，ＴＣＫ女王盃-JPN3２着。トリップ（リゲルＳ-OP，京都
２歳Ｓ-OP，ジャパンダートダービー -JPN1２着）の母

クリスタルウイング：３勝，日高特別，青葉賞-JPN2２着，障１勝
ベネンシアドール：不出走。デニムアンドルビー（フローラＳ-G2，ロー

ズＳ-G2，ジャパンＣ-G1２着）の母

*ワークフォース
Workforce
鹿　2007

*キングズベスト
King's Best
鹿　1997

アイスドール
栗　2003

*キャプテンスティーヴ
Captain Steve
栃栗　1997

ソヴィエトムーン
Soviet Moon
鹿　2001

ビスクドール
栗　1998

Kingmambo 
Mr. Prospector 

Miesque 

Lombard 

Anatevka 

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

Alleged 

Media Luna 

Fly So Free 

Sadler's Wells 

*サンデーサイレンス

Allegretta 

Sparkling Delite 

Eva Luna 

*フェアリードール

Time for a Change 

Free to Fly 

Vice Regent 

Sparkling Topaz 

Halo 

Wishing Well 

Nureyev 

Dream Deal (9)

全40口関西入厩

この母系らしい頑強な骨格に、消化器官の確かさが見て取れるしっ
かりとした腹袋をもつ、生命力に満ちた馬体形成です。特に目を奪
われるのが前躯のボリュームで、肺活量の大きさは相当なものです。
前腕が前目に出たつくりや、地面を踏みしめるように歩く脚力の強
さを見ると、芝で跳ねるというより、砂地をザクザクと掻きこんで
邁進するイメージが浮かんできます。父が英国ダービー・凱旋門賞
馬だけにまずは芝からおろすことになるでしょうが、同じ父系のキ
ングカメハメハのダート競馬での無双ぶりを見ると適性があっても
おかしくはなく、父の可能性を広げる１頭になるかもしれません。
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吉村圭司厩舎 予定

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

アイスドールの13162

メス
黒鹿毛

2013.3.5 生



｜
｜
｜

｜

｜

　　｜
　　｜

　　｜

フジキセキは千歳産，最優秀２歳牡馬，４戦全勝，朝日杯３歳Ｓ 
-JPN1。【ＢＭＳ：主な産駒】ヨウセイ（ＭＲＣ1000ギニー -G1），ルミア（ケー
プ フィリーズ ギニー -G1），ユア ソング（ＢＲＣ ＢＴＣカップ -G1），イスラ
ボニータ（皐月賞-G1），アリゼオ（毎日王冠-G2），ゴーイングパワー（兵庫ジ
ュニアグランプリ-JPN2），パドトロワ（アイビスサマーダッシュ -G3）

シャルロットノアル（04 フジキセキ）は１勝，函館２歳Ｓ-JPN3５着。
産駒
カクテルハット（11 牝 栗 サクラバクシンオー）２戦，○現
インディケーション（12 牡 鹿 *ハービンジャー）未出走

*ウィッチズハット Witch's Hat（92 Storm Cat）は米国産，不出走。産駒
ハリーズコメット（牡 *スターオブコジーン）中央・北海道○交６勝，北海

道スプリントＣ-JPN3，京葉Ｓ-OP，なにわＳ，ハッピーエンドＣ，千
葉Ｓ-OP２着，カンナＳ-OP２着，マリーゴールド賞-OP２着，クリ
スタルＣ-JPN3４着，岩手○交入着，クラスターＣ-JPN3３着

ヒカルバローロ（牡 *スターオブコジーン）４勝，西湖特別，ファルコン
Ｓ-JPN3４着

トラバント（牡 *タイキシャトル）５勝，羅生門Ｓ，新涼特別，○現
ベルベ（牡 *スターオブコジーン）３勝
マジカルブリット（牡 アグネスタキオン）３勝
コスモサーティーン（牡 *スターオブコジーン）２勝
アドマイヤシェル（牡 フジキセキ）２勝，○現
プリティアンブレラ（牝 トウカイテイオー）１勝。産駒

ニューハウン（牡 *クロフネ）１勝，○現
スペルオンミー（牝 ダイワメジャー）１勝，○現

ミセス ハット Mrs. Hat（78 Sharpen Up）は北米１勝。産駒
フィトナー Fitnah：北米３勝。産駒

ドリームズ ガロア Dreams Gallore：北米５勝，マザー グースＳ 
-G1，ハニービーＳ-G3，ＣＣＡオークス -G1２着，ケンタッキ
ー オークス -G1２着，ブラックアイド スーザンＳ-G2２着

フェイトフル ドリーム Fateful Dream：仏・北米５勝，イングルウ
ッドＨ-G3，ベイ メドウズＢＣＨ-G3２着

アブセント フレンド Absent Friend：北米８勝，エセックスＨ-G3

*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

シャルロットノアル
黒鹿　2004

フジキセキ
青鹿　1992

ティーケイ
Tee Kay
黒鹿　1991

*ウィッチズハット
Witch's Hat
鹿　1992

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 

Storm Cat 

Sharp Queen 

*ミルレーサー

Tri Argo 

Mrs. Hat 

Halo 

Wishing Well 

Le Fabuleux 

Marston's Mill 

Storm Bird 

Terlingua 

Sharpen Up 

Hatter's Dream (13)

全40口関西入厩

適度な長さと太さのある首差し、伸びやかな胴部、そして狂いのな
い四肢関節、どこを取っても非の打ち所がありません。しなやかな
筋肉に覆われた馬体の輪郭は美しいとも感じるほどで、高いレベル
の体調を保っている証でもある黒光りする毛ヅヤが、上質さを一層
引き立たせています。速力に長けた一族ではありますが、本馬は常
歩から柔軟性が見て取れ、キャンターでも軽快なリズムを刻むフッ
トワークが目につきます。その姿からは伸び伸びと走れる広いコー
スで躍動する姿がイメージでき、父の産駒が得意とするマイルＧ１
で思う存分に能力を発揮してもらいたいものです。
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高野友和厩舎 予定

1口55万円  （総額2,200万円）

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

シャルロットノアルの13163

牡
青鹿毛

2013.3.30 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）

ナイトアットオペラ（02 *オペラハウス）は３勝。産駒
スペースオペラ（09 牝 青 *シンボリクリスエス）兵庫（公）１勝
オベロン（10 馬扇 鹿 *シンボリクリスエス）障1勝，○現
ナイトディグニティ（12 牡 黒鹿 *チチカステナンゴ）未出走

エルフィンフェザー（95 *サンデーサイレンス）は３勝。産駒
フェザーレイ（牝 *エルコンドルパサー）３勝。産駒

サムソンズプライド（牡 メイショウサムソン）３勝，プリンシパルＳ 
-OP，山藤賞，白富士Ｓ-OP３着，○現

ウイングビート（馬扇 *エルコンドルパサー）３勝
フェニーチェ（牝 *ファルブラヴ）３勝，○現
カールファターレ（牝 キングカメハメハ）１勝
エルフィンパーク（牝 タニノギムレット）不出走。産駒

ブライトマーサ（牡 *シンボリクリスエス）１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，ターコイズＳ，３歳牝馬Ｓ（東），アメリカＪＣＣ-JPN2２着。産駒
エアグルーヴ：年度代表馬，最優秀古牝馬，９勝，天皇賞（秋）-JPN1，オ

ークス -JPN1，札幌記念-JPN2（２回），大阪杯-JPN2，マーメイド
Ｓ-JPN3，チューリップ賞-JPN3，ジャパンＣ-G1２着（２回），阪神
３歳牝馬Ｓ-JPN1２着，有馬記念-JPN1３着。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（最優秀
古牝馬，エリザベス女王杯-JPN1・２回），フォゲッタブル（ステイヤ
ーズＳ-G2），グルヴェイグ（マーメイドＳ-G3）の母

セシルカット：５勝，栗子特別。アイムユアーズ（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）の祖母

カーリーエンジェル：５戦，入着。オレハマッテルゼ（高松宮記念
-JPN1，京王杯スプリングＣ-G2），エガオヲミセテ（マイラーズＣ 
-JPN2）の母，ウォータクティクス（アンタレスＳ-G3）の祖母

*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

ナイトアットオペラ
青鹿　2002

*オペラハウス
Opera House
鹿　1988

ティーケイ
Tee Kay
黒鹿　1991

エルフィンフェザー
鹿　1995

Roberto 
Hail to Reason 

Bramalea 

Princequillo 

Bridgework 

Seattle Slew 

Queen Louie 

Tri Jet 

Hail Proudly 

Sadler's Wells 

Gold Meridian 

*サンデーサイレンス

Sharp Queen 

Colorspin 

Tri Argo 

ダイナカール

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

High Top 

Reprocolor 

Halo 

Wishing Well 

*ノーザンテースト

シャダイフェザー (8)

全40口関西入厩

頭頂からの流麗なカーブを描くその馬体は、絵画に描かれた馬のよ
うに美しい、ブラックビューティー・シンボリクリスエスの特徴を
受け継いでいます。漆黒の胴部に浮かぶ銭型は、まるでサンデーの
直仔かと思えるほどの薄い皮膚をもった、母の代謝のよい体質が受
け継がれていることの表れで、その母との配合で素早く動けるサイ
ズに収まっていることも、小型化への変化が起きている近代競馬に
おいて好感が持てます。キャッチライトの入る目はみなぎる生命力
を示し、冬季の夜間放牧で活発に動き回っても飼葉が上がらなかっ
たことからも、健康な競走生活が送れると予想しています。

1口35万円  （総額1,400万円）

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庄野靖志厩舎 予定
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ナイトアットオペラの13164

メス
黒鹿毛

2013.2.27 生
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オーペン Orpen は米国産，英仏２勝，モルニ賞-G1。主な産駒：トレ
ストレラ（仏1000ギニー -G1），ヴォルダ（チェヴァリー パークＳ-G1）。【ＢＭ
Ｓ：主な産駒】ジオフラ（ファルマスＳ-G1），ドクター ドゥーム（ＡＴＣスプ
リング チャンピオンＳ-G1），エンプレス ジャッキー（亜1000ギニー大賞典
-G1），ボーディ（ギシュ賞-G3），サラトガ ブラック（アンブロシアーノ賞-G3）

*ポーレン Pollen（05 Orpen）は愛国産，愛３勝，パーク エクスプレ
スＳ-G3（芝８Ｆ），Fairy Bridge S-L２着。本馬は第２仔

オン エア On Air（88 Chief Singer）は仏１勝，Prix Joubert-L４着，
Prix de Thiberville-L４着，英２勝，英障１勝。産駒
ベレンソン Berenson（馬扇 *アントレプレナー）愛１勝，愛ナショナルＳ 

-G1２着
スイス ロール Swiss Roll（牝 *アントレプレナー）愛２勝，Vintage Cr-

op S-L２着。産駒
アジーマー Ahzeemah（馬扇 Dubawi）英４勝，ロンズデイルＣ-G2，

プリンセス オブ ウェールズＳ-G2２着，グッドウッドＣ-G2２
着，UAE１勝，ナド アル シバ トロフィー -G3，ドバイ ゴール
ドＣ-G3２着，愛入着，愛セントレジャー -G1２着

グリーン ライト Green Light（82 Green Dancer）は仏２勝，Prix de 
la Porte de Madrid-L３着。産駒
アナザー ダンサー Another Dancer：仏３勝，マルレ賞-G2，クレオパ

トル賞-G3２着，Prix Rose de Mai-L３着。産駒
ランダヴ Lunduv：愛２勝，仏独入着，Prix Belle de Nuit-L２着，

Nereide-Rennen-L２着，Kolner Oster Wetten Stutenpreis-L
３着

アン アヴァン En Avant：仏２勝。産駒
アンジョルール Enjoleur：仏６勝，Prix Omnium II-L２着，Grand Cr-

iterium de Bordeaux-L３着，ローラン ペリエ マイレ-G3４着
エピキュリアン Epicurien：仏２勝，Grand Prix du Sud-Ouest-L２

着，Prix Rene Bedel-L２着，Prix de Boulogne-L３着
ラニマー Ranimer（73 Relko）は英仏２勝，サン チャリオットＳ 

-G2，ハードウィックＳ-G2２着，マルレ賞-G3２着，ナッソーＳ-G2３着，
フォワ賞-G3３着，サンドリンガム賞-G3３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

*ポーレン
Pollen
青鹿　2005

オーペン
Orpen
鹿　1996

ゴールデンサッシュ
栗　1988

オンエア
On Air
鹿　1988

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

Lure 

*ディクタス

Chief Singer 

Wishing Well 

Bonita Francita 

ダイナサッシュ

Green Light 

Danzig 

Endear 

Devil's Bag 

Raise the Standard 

Ballad Rock 

Principia 

Green Dancer 

Ranimer (31)

全40口関西入厩

骨量・筋肉量が豊富で幅とボリュームがあり、重心が低めで大迫力
のダイナミックな動き…父の産駒のシャープで軽快なイメージとは
異なる本馬の姿に、つい目を疑ってしまいます。しかし、肩とトモ
が美しい正三角形を描く見事な骨格バランス、柔軟な伸縮運動を可
能にする良質な筋肉や腱など、同じ父を持つ産駒の中でもハイレベ
ルな身体に恵まれたことは明らかです。素直で落ち着きはらった気
性には風格が漂い、瞳の奥に潜む熱い闘争心には計り知れない大物
感が宿ります。自身を超えるチャンピオンを産み出してきた父です
が、本馬もその一員に加わることができるかに大注目です。
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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：白老ファーム　繋養：早来ファーム石坂正厩舎 予定

ポーレンの13165

牡
黒鹿毛

2013.3.15 生
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ロッシーニ Rossini は米国産，愛仏３勝，ロベール パパン賞-G2。主
な産駒：トゥールヌドー（モールクームＳ-G3），ゴールデン レガシー（ファー
ス オブ クライドＳ-G3）。【ＢＭＳ：主な産駒】ライトニング パール（チェヴァ
リー パークＳ-G1），パール シークレット（テンプルS-G2２着，キングズ ス
タンドＳ-G1３着），ジョリー ジョコンド（タイロスＳ-G3３着）

*ジョコンダⅡ Jioconda（03 Rossini）は愛国産，愛２勝，Silken Glider 
S-L（芝８Ｆ），キラヴーランＳ-G3３着。産駒
ジョリー ジョコンド Jolie Jioconde（08 牝 Marju）愛１勝，タイロスＳ-G3

３着
ライトニング パール Lightening Pearl（09 牝 Marju）愛２勝，ラウンド 

タワーＳ-G3（芝６Ｆ），デビュータントＳ-G2３着，英１勝，チェヴ
ァリー パークＳ-G1（芝６Ｆ）

サトノクラウン（12 牡 黒鹿 Marju）未出走
ラ ジョコンド La Joconde（99 Vettori）は不出走。産駒で勝馬は１頭

のみ
ラスト Lust（94 Pursuit of Love）は不出走。産駒

スクリュー ドライヴァー Screwdriver：英１勝，Woodcote S-L
ウェイヴァートゥリー ガール Wavertree Girl：英入着，プリンセス マー

ガレットＳ-G3４着
ウェイヴァートゥリー ボーイ Wavertree Boy：英３勝，Zetland S-L３着，

Bahrain Trophy-L３着
パト Pato（82 High Top）は英４勝，Garrowby H-L２着。産駒

クラシック クリーシェ Classic Cliche：英仏６勝，英セントレジャー
-G1，ゴールドＣ-G1，同２着，ダンテＳ-G2，ヨークシャーＣ-G2，
ケルゴルレイ賞-G2，キング ジョージ六世＆クイーン エリザベス
Ｓ-G1２着，キング エドワード七世Ｓ-G2２着，グッドウッドＣ-G2
２着，仏ダービー -G1４着。種牡馬

マイ エマ My Emma：英仏３勝，ヴェルメイユ賞-G1，ヨークシャー オ
ークス -G1，モーリス ド ニュイユ賞-G2３着

スレットニング Threatening：英２勝，Masaka S-L２着，ロックフェル
Ｓ-G3４着。ミューティニオンザバウンティ Mutinyonthebounty

（ロイヤル ロッジＳ-G2）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

*ジョコンダⅡ
Jioconda
鹿　2003

ロッシーニ
Rossini
鹿　1997

ゴールデンサッシュ
栗　1988

ラジョコンド
La Joconde
鹿　1999

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

Miswaki 

*ディクタス

Vettori 

Wishing Well 

Touch of Greatness 

ダイナサッシュ

Lust 

Mr. Prospector 

Hopespringseternal 

Hero's Honor 

Ivory Wand 

Machiavellian 

Air Distingue 

Pursuit of Love 

Pato (20)

全40口関西入厩

脳科学によると人は対象物の好き嫌いをコンマ数秒で判断している
そうですが、このページを開いた瞬間、理屈抜きに「これだ！」と
感じた方は多いのではないでしょうか。脳内のデータベースに保存
されている「いい馬」像と、本馬の姿が重なることがその理由でしょ
う。それは栗毛の流星後一白というオルフェーヴルのイメージなの
かもしれませんし、地面に安定して立つバランスの良さかもしれま
せん。皮膚の薄さ、顔つきの良さかもしれません。当世代から繁殖
牝馬の質がジャンプアップしたステイゴールド、その現役時代同様
に、種牡馬生活もここからが本番と感じる秀逸のデキ映えです。

1口55万円  （総額2,200万円）

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須貝尚介厩舎 予定
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メス
栗毛

2013.2.28 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）

ドゥルセデレーチェ（03 *フレンチデピュティ）は３戦。産駒
メイラード（10 牡 栗 アグネスタキオン）南関東○交１勝，○現
アドマイヤドラゴン（12 牡 鹿 ゼンノロブロイ）未出走

*ポトリザリス Potrizaris（95 Potrillazo）は亜国産，亜年度代表牝馬，
亜３歳牝馬チャンピオン，亜４勝，亜ダービー -G1，亜オークス -G1，カ
ルロス ペレグリーニ大賞典-G1４着，フランシスコＪ.ベアスレイ賞-G2
４着，ペルー・北米入着，南北米ジョッキー クラブ賞-G1４着，サン ゴ
ルゴニオＨ-G2４着。産駒
ディアデラノビア（牝 *サンデーサイレンス）５勝，フローラＳ-JPN2，

京都牝馬Ｓ-G3，同-JPN3５着，愛知杯-G3，白梅賞，中山牝馬Ｓ 
-JPN3２着，オークス -JPN1３着，ヴィクトリアマイル -JPN1３着，
エリザベス女王杯-JPN1３着，同-G1４着，阪神牝馬Ｓ-G2３着，マ
イラーズＣ-G2３着，オールカマー -JPN2３着，府中牝馬Ｓ-JPN3
３着，同-G3４着，フィリーズレビュー -JPN2４着。産駒
ディアデラマドレ（牝 キングカメハメハ）３勝，堀川特別，○現

イグアス（牡 ディープインパクト）３勝，高雄特別，かきつばた賞，ステ
イヤーズＳ-G2２着

マゼラン（牡 *クロフネ）５勝，尼崎Ｓ，潮来特別，糸魚川特別
クルサード（牡 ダンスインザダーク）１勝，若駒Ｓ-OP２着
バリローチェ（牝 ディープインパクト）１勝，○現

チャルディー Chaldee（78 Banner Sport）は亜４勝，Especial Dia 
del Ejercito Argentino-L，ベネズエラ賞-G2３着。ポトリディー Potridee

（亜２歳牝馬チャンピオン，ヴァニティ招待Ｈ-G1，ラス エストレラ
ス ド ポトランカス賞-G1），ポトリチャル Potrichal（プラタＣ.大賞典
-G1），ポトリナー Potrinner（亜1000ギニー大賞典-G1），ポトロ レック
ス Potro Rex（サン マルチン将軍大賞典-G1），サン バナー Sun Ban-
ner（アメリカ ラティナ賞-G3）の母

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

ドゥルセデレーチェ
栗　2003

*フレンチデピュティ
French Deputy
栗　1992

*サトルチェンジ
Subtle Change
黒鹿　1988

*ポトリザリス
Potrizaris
栗　1995

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Alleged 

Bold Bikini 

Luciano 

Suleika 

Deputy Minister 

Law Society 

Potrillazo 

Wishing Well 

Mitterand 

Santa Luciana 

Chaldee 

Vice Regent 

Mint Copy 

Hold Your Peace 

Laredo Lass 

Ahmad 

Azalee 

Banner Sport 

Gevar (2)

全40口関西入厩

スラッとした伸びのある馬体が父の産駒の一般的なイメージです
が、本馬は力感あふれる馬体で、母の父が色濃く出た印象です。そ
れは、母系の特長を引き出しながら自身の底力を伝え、スプリント
戦から長距離戦、さらにはダートまで様々なジャンルで重賞ウイ
ナーを輩出する父の懐の広さとも言えます。骨格のバランスが良く、
また関節の柔軟性があるため、筋量豊富ながら伸びやかな走りを可
能にしています。ダッシュした次の瞬間にはトップスピードへと移
行し、胸の深さからもうかがえる心肺機能の高さでそれを持続させ
る姿は、ハイペースや上級条件で結果を残す父の産駒そのものです。
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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松永昌博厩舎 予定

ドゥルセデレーチェの13167

牡
鹿毛

2013.4.22 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）

タスクミストレス（07 キングカメハメハ）は５戦，入着。産駒
プリンセチア（12 牝 黒鹿 ダイワメジャー）未出走

ワーキングガール（88 *パドスール）は４勝。産駒
クラフトワーク（牡 *ペンタイア）６勝，アメリカＪＣＣ-JPN2，中山金杯

-JPN3，函館記念-JPN3，テレビ静岡賞，フリージア賞，東京新聞杯
-JPN3２着，すみれＳ-OP２着，青葉賞-JPN2３着，ラジオたんぱ杯
２歳Ｓ-JPN3５着，中京記念-JPN3５着

クラフトマンシップ（牡 *フレンチグローリー）５勝，函館記念-JPN3，同
２着，同５着，富嶽賞，中山金杯-JPN3２着，メトロポリタンＳ-OP
２着，巴賞-OP２着，新潟大賞典-JPN3３着

ラヴォランテ（馬扇 *シンボリクリスエス）３勝，長良川特別
ワーキングイオン（牝 *ジェイドロバリー）１勝。産駒

ワーキングボーイ（牡 *エンドスウィープ）５勝，藤森特別
ワーキングウーマン（牝 フジキセキ）４勝

ナイントゥファイブ（牡 *ヘクタープロテクター）１勝
ワークオブアート（牡 ダンスインザダーク）１勝
クラフトミラージュ（牡 *フレンチデピュティ）１勝

シャダイワーデン（77 *ノーザンテースト）は不出走。産駒
ダイナコスモス：４勝，皐月賞-JPN1，ラジオたんぱ賞-JPN3，朝日杯３

歳Ｓ-JPN1２着，弥生賞-JPN3２着，京成杯-JPN3３着，ダービー
-JPN1５着。種牡馬

ルナオーキッド：３戦。産駒
ルナースフィア：不出走。産駒

メイショウトウコン：中央・東海・北海道○交９勝，東海Ｓ-G2，
ブリーダーズゴールドＣ-JPN2，平安Ｓ-G3

ローレルロイス：１勝，障３勝，豊国ジャンプＳ，阪神ジャンプ
Ｓ２着，京都ジャンプＳ２着，中山グランドジャンプ３着

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

タスクミストレス
黒鹿　2007

キングカメハメハ
鹿　2001

*ニキーヤ
Nikiya
鹿　1993

ワーキングガール
鹿　1988

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Special 

Hostage 

Vaguely Royal 

Kingmambo 

Nureyev 

*パドスール

Wishing Well 

*マンファス

Reluctant Guest 

シャダイワーデン

Mr. Prospector 

Miesque 

*ラストタイクーン

Pilot Bird 

Mill Reef 

Thereby 

*ノーザンテースト

シャダイプリマ(22)

全40口関西入厩

母の父としても優秀なことが早くも立証され、サンデー系との逆
ニックスが可能なキングカメハメハ肌に注目してしまいます。やや
肩が起き気味で強く地面を捉える構造の前躯、体幹の強さを示すパ
ンとした腰つきなど、随所に母の父の優れた資質が表れています。
伸びやかな馬格にも恵まれ、張りのある引き締まった筋肉は剛性感
に富み、力感抜群のストライドで加速する様子からパワーを要する
レースが主戦場となりそうです。頑固なまでの意志の強さは母系に
流れる熱い血の証であり、ライバルに競り勝つ闘争心として、タフ
に働く一族の名にふさわしい活躍の後ろ盾となることでしょう。

1口30万円  （総額1,200万円）

提供：追分ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム岡田稲男厩舎 予定
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タスクミストレスの13168

メス
黒鹿毛

2013.2.15 生
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ヤンキー ヴィクター Yankee Victor は米国産，北米８勝，メトロポリ
タンＨ-G1，ウェストチェスターＨ-G3。主な産駒：キンセイル キング（ドバイ 
ゴールデン シャヒーン -G1，ペイロス ヴァーデスＨ-G2），ノーザン ソルジャ
ー（ラザロ バレラ メモリアルＳ-G2）。【ＢＭＳ：主な産駒】ユーキャントキャ
ッチミー（オンタリオ ファッションＳ-G3）

*シーズインポッシブル She's Impossible（04 Yankee Victor）は米
国産，北米４勝，Cincinnati Trophy S３着。産駒
スムーズ ダディ ライアン Smooth Daddy Ryan（09 馬扇 Political For-

ce）北米３勝
ラゴディラゴライ（10 牝 鹿 Pure Prize）北海道（公）１勝，中央１勝，○現
シャーベットピンク（12 牝 鹿 ゴールドアリュール）未出走

*ディフィカルト Difficult（99 Concern）は米国産，北米１勝。産駒
*テスタマッタ（牡 Tapit）中央・南関東○交７勝，フェブラリーＳ-G1，同２

着，ジャパンダートダービー -JPN1，さきたま杯-JPN2，マーチＳ 
-G3，出石特別，東京盃-JPN2２着，マリーンＳ-OP２着，東京大賞
典-G1３着，帝王賞-JPN1３着，同５着，川崎記念-JPN1３着，かし
わ記念-JPN1３着，同４着，浦和記念-JPN2３着，根岸Ｓ-G3３着，
仁川Ｓ-OP３着，東海Ｓ-G2４着，日本テレビ盃-JPN2４着，ＪＢＣ
クラシック-JPN1５着，北海道・石川○交入着，ブリーダーズゴール
ドＣ-JPN2２着，ＪＢＣスプリント-JPN1４着。種牡馬

*ダノンクリエーター（牡 Half Ours）３勝，小名浜特別，○現
ウィングズ オブ ジョーヴ Wings of Jove（80 Northern Jove）は北米

３勝，メイトロンＳ-G1，アスタリタＳ-G2，ソロリティＳ-G1３着。産駒
ブロード スマイル Broad Smile：北米10勝，コランビアＳ-G3，Jacob 

France S-L，Thelma S，Tiffany Lass S，Candy Eclair S，Pontalba 
S，オナラブル ミスＳ-G3２着，Prima Donna S-L２着，Chou Crou-
te S-L２着，Miss Preakness S-L２着，Primonetta S-L２着，バレ
リーナＨ-G1３着。産駒
ペリラス ナイト Perilous Night：北米４勝，Squan Song S。デロネ

イ Delaunay（チャーチル ダウンズＳ-G2）の母
プロクリエイト Procreate：北米16勝，Mister Diz S

ジョヴィアル ブラッシュ Jovial Brush：北米６勝，Montpelier S-L

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

*シーズインポッシブル
She's Impossible
黒鹿　2004

ヤンキーヴィクター
Yankee Victor
黒鹿　1996

*ニキーヤ
Nikiya
鹿　1993

*ディフィカルト
Difficult
黒鹿　1999

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Special 

Hostage 

Vaguely Royal 

Saint Ballado 

Nureyev 

Concern 

Wishing Well 

Highest Carol 

Reluctant Guest 

Wings of Jove 

Halo 

Ballade 

Caro 

Tokyo Princess 

Broad Brush 

Fara's Team 

Northern Jove 

Regatela (6)

全40口関西入厩

２頭の最優秀ダートホースをはじめ強豪が揃った 2012 年のフェブラ
リ―Ｓ。「なんだこの強さは？」府中の直線を突き抜けたテスタマッ
タの鬼脚には関係者も驚きを隠せませんでした。その姉にゴールド
アリュールという定石の配合で生まれた本馬は、父によく似た長く太
さある骨格を持っています。馬体表面は筋肉の凹凸が目立たず一見
メリハリに欠くように見えますが、脚力あふれる四肢の運びや、左
右にブレない上体からその体幹の強さが確認できます。量で主張せ
ずとも、骨を繋ぐに十分な強度をもつこのような筋質のタイプは持
久力に富み、距離が延びるほどにその真価を発揮することでしょう。
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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：ノーザンファーム　繋養：ノーザンファームYearling小崎憲厩舎 予定

シーズインポッシブルの13169

メス
鹿毛

2013.4.17 生
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バブルガムフェローは千歳産，最優秀２歳牡馬，７勝，天皇賞（秋）
-JPN1。主な産駒：ロッカバブル（Te Arohaニュージーランド ブリーダーズ
Ｓ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】マジンプロスパー（ＣＢＣ賞-G3・２回），プリン
セスメモリー（オーロＣ-OP），ジャングルスマイル（白山大賞典-JPN3２着），
マツリバヤシ（エーデルワイス賞-JPN3２着）

レースウィング（99 バブルガムフェロー）は５勝，羊蹄山特別（Ｄ
1700ｍ），層雲峡特別（Ｄ1700ｍ）。産駒
ポイマンドレース（06 馬扇 栗 マヤノトップガン）４勝，平尾台特別（Ｄ

1700ｍ），蹴上特別（Ｄ1900ｍ）
グリッターウイング（07 牡 栗 *クロフネ）４勝，下総Ｓ（Ｄ1800ｍ），若

狭湾特別（Ｄ1800ｍ），レパードＳ２着，霜月Ｓ-OP２着，フェアウ
ェルＳ-OP３着，○現

クローバーリーフ（08 牝 鹿 タニノギムレット）３勝
ボビンレース（11 牝 栗 *コンデュイット）５戦，○現

*レース Lace（92 Gulch）は米国産，北米１勝。産駒
トーセンアレス（牡 アドマイヤドン）５勝，伏竜Ｓ-OP，金蹄Ｓ，利根川特

別，ブリリアントＳ-OP３着，南関東○交入着，ジャパンダートダービ
ー -JPN1５着，障１勝，南関東（公）２勝，埼玉新聞栄冠賞，オーバル
スプリント２着，浦和記念-JPN2４着，○現

アドマイヤリッチ（牝 *サンデーサイレンス）６勝，雅Ｓ，フィリピンＴ
アドマイヤシャトル（牡 ジャングルポケット）５勝，平城京Ｓ，鳥取特別，

柏崎特別，端午Ｓ-OP２着，南関東（公）入着，報知オールスターＣ２
着，ゴールドＣ４着，○現

アドマイヤレース（牡 *サンデーサイレンス）５勝，シドニーＴ，東山特
別

*キーフライヤー Key Flyer（86 Nijinsky）は米国産，北米３勝，Pa-
lisades S-L，シープスヘッド ベイＨ-G3２着，ニュー ヨークＨ-G2３着，
アシーニアＨ-G3３着，ポインセティアＨ-G3３着，ケンタッキー オーク
ス -G1４着。産駒

*スプリングマンボ：不出走。スズカマンボ（天皇賞・春-JPN1，朝日チャ
レンジＣ-JPN3），スプリングサンダー（阪急杯-G3２着）の母

*ルンバブギー：北関東（公）入着。タイガーストーン（さざんかＳ-OP）の母

*クロフネ
Kurofune
芦　1998

*フレンチデピュティ
French Deputy
栗　1992

レースウィング
鹿　1999

バブルガムフェロー
鹿　1993

*ブルーアヴェニュー
Blue Avenue
芦　1990

*レース
Lace
鹿　1992

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 

Gulch 

Mitterand 

*バブルカンパニー

Eliza Blue 

*キーフライヤー

Halo 

Wishing Well 

Lyphard 

Prodice 

Mr. Prospector 

Jameela 

Nijinsky 

Key Partner (7)

全40口関西入厩

とにかく全体のバランスが素晴らしく、立ち姿には「ここがこうあっ
てほしい」という注文は一切ありません。優しく澄んだ眼差しから
感じ取れるように非常にクレバーで、人が要求したことを素直に受
け入れる従順さも秀逸と言えます。放牧時の動きも実にスムーズで、
急なシフトアップにもたつくこともなく、瞬く間にトップスピード
へと加速していきます。全兄や近親馬の実績から高いダート適性が
あることに疑いの余地はありませんが、柔軟でクッションの利いた
歩様を見せていますので、故障の少ない丈夫な競走生活が期待でき
る母系の強みも本馬は受け継いでいます。

1口80万円  （総額3,200万円）

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友道康夫厩舎 予定
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レースウィングの13170

牡
鹿毛

2013.3.9 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）

ビーポジティブ（99 *サンデーサイレンス）は２勝，南関東○交１勝，ク
イーン賞-JPN3（Ｄ1800ｍ），エンプレス杯-JPN2２着，ＴＣＫ女王盃
-JPN3２着。産駒
ウエストコースト（06 牝 鹿 *シンボリクリスエス）不出走。産駒

フェイトカラー（牝 サクラバクシンオー）１勝，○現
アップビートムード（07 牡 栗 キングカメハメハ）北海道（公）１勝
シルバーフォックス（08 牝 芦 *クロフネ）１勝
トリップ（09 牡 芦 *クロフネ）４勝，リゲルＳ-OP（芝1600ｍ），京都２歳

Ｓ-OP（芝2000ｍ），大原Ｓ（芝2000ｍ），弥生賞-G2２着，キャピタ
ルＳ-OP２着，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-G3４着，南関東・東
海○交入着，ジャパンダートダービー -JPN1２着，名古屋グランプリ
-JPN2５着

ラルプデュエズ（10 牡 黒鹿 *チチカステナンゴ）兵庫（公）３勝，中央入
着，○現

ビーイノベイティブ（11 牡 鹿 *クロフネ）２戦，○現
*フェアリードール Fairy Doll（91 Nureyev）は米国産，英１戦。産駒

トゥザヴィクトリー（牝 *サンデーサイレンス）最優秀古牝馬，６勝，エリ
ザベス女王杯-JPN1，阪神牝馬特別-JPN2，クイーンＳ-JPN3，府中
牝馬Ｓ-JPN3，UAE入着，ドバイ ワールドＣ-G1２着。トゥザグロ
ーリー（日経新春杯-G2），トゥザワールド（弥生賞-G2）の母

サイレントディール（牡 *サンデーサイレンス）中央・佐賀○交７勝，武
蔵野Ｓ-G3，シンザン記念-JPN3，佐賀記念-JPN3，オーストラリア
T-OP，ブリリアントS-OP，黄菊賞，フェブラリー S-G1２着。種牡馬

クリスタルウイング（牡 アドマイヤベガ）３勝，日高特別，青葉賞-JPN2
２着，障１勝

ベネンシアドール（牝 キングカメハメハ）不出走。デニムアンドルビー
（フローラＳ-G2，ローズＳ-G2，ジャパンＣ-G1２着）の母

*クロフネ
Kurofune
芦　1998

*フレンチデピュティ
French Deputy
栗　1992

ビーポジティブ
栗　1999

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*ブルーアヴェニュー
Blue Avenue
芦　1990

*フェアリードール
Fairy Doll
栗　1991

Deputy Minister 
Vice Regent 

Mint Copy 

Hold Your Peace 

Laredo Lass 

Pago Pago 

Classic Perfection 

Icecapade 

*コレラ

Halo 

Classic Go Go 

Nureyev 

Mitterand 

Wishing Well 

Eliza Blue 

Dream Deal 

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Special 

Sharpen Up 

Likely Exchange (9)

全40口関西入厩

母の父サンデーサイレンスとの配合は、クロフネ産駒の中央収得賞
金の３割を稼ぐ定石のクロスであり、しかもそのうちの 63% を稼ぎ
出したのが芦毛馬となれば、本馬の前を素通りするわけにはいきませ
ん。上の兄姉と同様に骨量・筋肉量に恵まれた力感あるつくりながら、
枝の長い脚部関節が伸びやかに動き、父の産駒としては上位の皮膚
感をもつことで、その身のこなしに重苦しさはありません。強い脚力
がありダートはもちろん得意とするところでしょうが、繋の角度、硬
さがほどよく、大きく伸ばせる折りの深い飛節を見ると、クロフネ牝
馬やこの母系が残す実績のとおり、芝兼用の活躍が期待されます。
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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池江泰寿厩舎 予定

ビーポジティブの13171

メス
芦毛

2013.2.14 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）

チアズメッセージ（00 *サンデーサイレンス）は５勝，京都牝馬Ｓ 
-JPN3（芝 1600ｍ），都大路Ｓ-OP（芝 1600ｍ），エルフィンＳ-OP（芝
1600ｍ），ファイナルＳ（芝1600ｍ），ダービー卿チャレンジＴ-JPN3２
着，マーメイドＳ-JPN3２着，愛知杯-JPN3２着，同５着，オーストラリ
アＴ-OP２着，チューリップ賞-JPN3３着，中山牝馬Ｓ-JPN3５着，府中
牝馬Ｓ-JPN3５着。産駒
プレファシオ（07 牡 芦 *クロフネ）５勝，昇竜Ｓ-OP（Ｄ1800ｍ），ながつ

きＳ（Ｄ1800ｍ），岩国特別（Ｄ1700ｍ），レパードＳ５着，南関東
（公）１勝，京成盃グランドマイラーズ２着，スパーキングサマーＣ４
着，○現

イルポスティーノ（09 牡 栗 *フレンチデピュティ）２勝，○現
クリプトグラム（12 牡 栗 キングカメハメハ）未出走

チアズダンサー（93 アンバーシャダイ）は２勝，エルフィンＳ-OP，北
海道○交入着，グランシャリオＣ３着。産駒
チアズブライトリー（牡 *サンデーサイレンス）７勝，京阪杯-JPN3，七

夕賞-JPN3，すみれＳ-OP，中京３歳Ｓ-OP，天の川Ｓ，垂水Ｓ，鳴尾
記念-JPN3２着，ドンカスターＳ-OP３着，万葉Ｓ-OP３着，青葉賞
-JPN2４着。種牡馬

ラッセルバローズ（牡 *サンデーサイレンス）３勝，東山特別
チアズディライト（牝 *サンデーサイレンス）２戦。産駒

サンデースイセイ（牝 キングカメハメハ）１勝，南関東（公）１勝，○現
シャトーフォモサ（77 *シャトーゲイ）は３勝，ガーベラ賞。産駒

ハヤノキフジン：３勝，カーネーションＣ-OP，ミモザ賞，六甲Ｓ-OP３
着。産駒
バリオス：４勝，メルボルンＴ，栗東Ｓ-OP２着，ガーネットＳ-JPN3

４着
メイショウテンシ：２勝

*クロフネ
Kurofune
芦　1998

*フレンチデピュティ
French Deputy
栗　1992

チアズメッセージ
栃栗　2000

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*ブルーアヴェニュー
Blue Avenue
芦　1990

チアズダンサー
鹿　1993

Deputy Minister 
Vice Regent 

Mint Copy 

Hold Your Peace 

Laredo Lass 

Pago Pago 

Classic Perfection 

Icecapade 

*コレラ

Halo 

Classic Go Go 

アンバーシャダイ

Mitterand 

Wishing Well 

Eliza Blue 

シャトーフォモサ

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

*ノーザンテースト

*クリアアンバー

*シャトーゲイ

*ネロリ(13)

全40口関西入厩

今も賞金を積み上げる初仔プレファシオ以来となる、相性のいい配
合で生まれた本馬は、短めの背中を中心に全体的にシャープな肉付
きで、５月生まれの牝馬としては節の良い四肢が引立つ中型馬です。
すでに大きな動さの身のこなしをしていることから、筋骨の十分に
発達した兄たち同様の馬体へと変身する気配が濃厚です。父の産駒
は総合的にダート戦で適性の高さを示すものの、牝馬においては芝・
ダートを問わず２歳新馬戦から重賞へと活躍する大物が多数出てい
るのも事実です。ここ一番の重賞では時の名馬たちに並んだ母の勝
負根性を譲り受け、中距離路線のエキスパートを目指します。
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藤岡健一厩舎 予定

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

チアズメッセージの13172

メス
栗毛

2013.5.8 生
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スーヴェニア コピー Souvenir Copy は米国産，北米４勝，デル マー 
フューチュリティ -G2，ノーフォークＳ-G2。【ＢＭＳ：主な産駒】シティ オブ 
ウエストン（ギャラント ボブＳ-G3），アブソルート ミュージック（ミエスク賞
-G3２着），ペレニアル ソング（テンプティドＳ-G3２着），シュプリームギフト

（ＵＨＢ賞-OP，函館スプリントＳ-G3２着）

*スーヴェニアギフト Souvenir Gift（02 Souvenir Copy）は米国産，
北米３勝，ランダルーシＳ-G3（Ｄ６Ｆ），Cinderella S-L（Ｄ4.5Ｆ），デル 
マー デビュータントＳ-G1２着，ソレントＳ-G3２着。産駒
カドデュソレイユ（07 牡 栗 アグネスタキオン）１勝
シュプリームギフト（08 牝 青鹿 ディープインパクト）５勝，ＵＨＢ賞

-OP（芝1200ｍ），三河特別（芝1200ｍ），道新スポーツ杯（芝1200
ｍ），函館スプリントＳ-G3２着，キーンランドＣ-G3３着，同４着，
京阪杯-G3３着，阪急杯-G3５着

トーコーレガーロ（09 牡 鹿 アドマイヤムーン）兵庫（公）３勝，中央障２勝
ベステゲシェンク（10 牡 鹿 ディープインパクト）３勝，中京スポーツ杯

（芝1600ｍ），ジュニアＣ-OP３着，○現
スペシャルギフト（11 牡 栗 スペシャルウィーク）１勝，○現
ドリームユニバンス（12 牡 黒鹿 ハーツクライ）未出走

アレッジド ギフト Alleged Gift（94 Alleged）は北米２勝。産駒
ガーランド オブ ラヴ Garland of Love（牝 Half a Year）北米２勝

*エクセレントギフト Excellent Gift（87 Seattle Slew）は米国産，北
米１勝。産駒
ウインレガート：５勝，マルゼンスキーメモリアル

ローズ レッド Rose Red（79 Northern Dancer）は愛１勝。産駒
ローズ オブ ジェリコ Rose of Jericho：不出走。*ドクターデヴィア

ス Dr Devious（英ダービー -G1），*シンコウキング（高松宮杯
-JPN1），アーチウェイ Archway（グリーンランズＳ-G3），ロイヤ
ル コート Royal Court（オーモンドＳ-G3）の母，ダンシングレイン 
Dancing Rain（英オークス -G1），スズカフェニックス（高松宮記念
-G1）の祖母，*メイビー Maybe（モイグレア スタッドＳ-G1），オー
サム プラネット Awesome Planet（ＢＴＣドゥームベン ロージズ
Ｓ-G3）の曽祖母

ゼンノロブロイ
黒鹿　2000

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*スーヴェニアギフト
Souvenir Gift
鹿　2002

スーヴェニアコピー
Souvenir Copy
黒鹿　1995

*ローミンレイチェル
Roamin Rachel
鹿　1990

アレッジドギフト
Alleged Gift
鹿　1994

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Mr. Prospector 

I Pass 

Clever Trick 

Pia's Lady 

Mr. Prospector 

*マイニング

Alleged 

Wishing Well 

Dancing Tribute 

One Smart Lady 

*エクセレントギフト

Raise a Native 

Gold Digger 

Nureyev 

Sophisticated Girl 

Hoist the Flag 

Princess Pout 

Seattle Slew 

Rose Red (1)

全40口関西入厩

同期の馬たちに比べ現状ではややサイズが小振りですが、生まれを
考慮すれば将来的には平均サイズまで成長が見込めます。それでも
サンデー系特有のピリッとした性格をしており、堂々とした立ち姿
と鋭い眼差しには、自身より大きな馬にも見劣らない威圧感があり
ます。バランスのよい骨格はしなやかな筋肉に覆われ、クッション
性の良い各関節の構造と相まって、バネのあるキャンターを繰り出
します。重賞戦線で幾度となく好勝負を演じた姉、鋭い末脚を武器
にさらなる飛躍が期待される兄。そのいずれにも劣らない素質の高
さを見せる本馬には、当然ながら重賞制覇の期待をかけています。

須貝尚介厩舎 予定

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
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スーヴェニアギフトの13173

牡
鹿毛

2013.4.10 生
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カポウティ Capote は米国産，米２歳牡馬チャンピオン，北米３勝，
ＢＣジュベナイル -G1。北米２歳チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産
駒】ディキシー ユニオン（ハスキル招待Ｈ-G1），レイテント ヒート（マリブ
Ｓ-G1），ハー スマイル（プライアリスＳ-G1），オービー ケイ（ヒュマナ ディ
スタフＳ-G1），ライン オブ デイヴィッド（アーカンソー ダービー -G1）

*エグジジェ Exige（99 Capote）は米国産，わが国で３勝。産駒
リリアーレ（06 牝 鹿 キングカメハメハ）１勝
ディガジェ（07 牡 鹿 *ファルブラヴ）１勝
ピーエムヘクター（08 牡 鹿 デュランダル）２勝，○現
エグゼビア（10 牡 黒鹿 ゼンノロブロイ）１勝，○現
ラリングクライ（11 牡 黒鹿 ハーツクライ）２勝，○現
ビヴロスト（12 牝 鹿 ネオユニヴァース）未出走

クッキー Cookie（92 Dayjur）は北米１勝。産駒
スカイ ソルジャー Sky Soldier（牡 Unaccounted For）北米４勝，Pri-

vate Terms S，Restoration S
*マチカネコザック（牡 Miswaki）２勝

ティナイタス Tinnitus（75 Restless Wind）は北米入着。産駒
グルーヴィ Groovy：米チャンピオンスプリンター，北米12勝，ヴォスバ

ーグＳ-G1，トム フールＳ-G2（２回），フォアゴーＨ-G2（２回），トゥ
ルー ノースＨ-G2，ローズベンＨ-G3，Finger Lakes Breeders' Cup 
S-L，Ancient Title H-L，ＢＣスプリント-G1２着。種牡馬

ハーバー スプリングス Harbor Springs：北米７勝，Wishing Well S-L，
Holiday Inaugural S-L２着。産駒

*ボストンハーバー Boston Harbor：米２歳牡馬チャンピオン，北米
６勝，ＢＣジュベナイル -G1，ブリーダーズ フューチュリティ
-G2，バシュフォード マナーＳ-G3，ケンタッキー カップ ジュ
ベナイルＳ-G3，Ellis Park Juvenile S-L。種牡馬

ケンタッキー ジャズ Kentucky Jazz：北米３勝，シルヴァー スクリーン
Ｈ-G3３着，カウディンＳ-G1４着。種牡馬

ダンシタス Dancitus：北米４勝，Senorita S３着。産駒
ミス マギー Miss Maggie：北米４勝，プライアリスＳ-G2３着。ピ

カ スルー Pica Slew（アザリアＳ-G3）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

*エグジジェ
Exige
鹿　1999

カポウティ
Capote
黒鹿　1984

*ローミンレイチェル
Roamin Rachel
鹿　1990

クッキー
Cookie
黒鹿　1992

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Mr. Prospector 

I Pass 

Clever Trick 

Pia's Lady 

Seattle Slew 

*マイニング

Dayjur 

Wishing Well 

Too Bald 

One Smart Lady 

Tinnitus 

Bold Reasoning 

My Charmer 

Bald Eagle 

Hidden Talent 

Danzig 

Gold Beauty 

Restless Wind 

Dors (6)

全40口関西入厩

肩から前腕にかけて隆起した筋肉や、ボリューム十分な胴回り、蹴っ
ぱりが強そうなトモなどを見ても、相当なパワーの持ち主です。さ
らに、伸びやかなフットワークは弾力性と安定感に満ち、抜群のグ
リップとクッションが利いた走りは秀逸です。食欲旺盛でつねに皮
膚の張りを保っているように体質面は健康そのもので、環境の変化
に動じない性格も本馬の強みですから、芝・ダートを問わず中距離
戦で活躍する、万能タイプに思えます。堅実な勝ち上がりに定評の
ある母の産駒だけに、適性を見きわめつつ早期に始動し、父の奥深
い成長力を加味して息の長い活躍を見込んでいます。

今野貞一厩舎 予定
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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：早来ファーム

エグジジェの13174

牡
鹿毛

2013.4.17 生
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*サンダーガルチ Thunder Gulch は米国産，米３歳牡馬チャンピオ
ン，北米９勝，ケンタッキー ダービー -G1。北米チャンピオンサイアー。【Ｂ
ＭＳ：主な産駒】パッション フォー ゴールド（クリテリウム ド サンクルー
-G1），スター ビリング（メイトリアークＳ-G1），エーシンヴァーゴウ（セント
ウルＳ-G2），ピイラニハイウェイ（浦和記念-JPN2）

*ヴェイルオブアヴァロン Veil of Avalon（97 *サンダーガルチ）は
米国産，英３勝，Fortune S-L２着，Sceptre S-L２着，北米４勝，デ ラ 
ローズＨ-G3（芝8.5Ｆ），Solo Haina H（芝９Ｆ），ギャラクシーＳ-G2３
着，ジャスト ア ゲイムＢＣＨ-G3３着。産駒

*マシュール Mashhuur（03 牝 鹿 Giant's Causeway）不出走。産駒
セシリア（牝 アグネスタキオン）２勝，○現
ナリタムーンライト（牡 アグネスタキオン）１勝，○現

デイズオブサンダー（05 牡 鹿 Pivotal）岩手（公）２勝
ガンズオブナバロン（06 牡 黒鹿 スペシャルウィーク）２勝，石川（公）６

勝，東海（公）入着，サマーＣ５着
リルダヴァル（07 牡 栗 アグネスタキオン）６勝，都大路Ｓ-OP（芝1800

ｍ），カシオペアＳ-OP（芝1800ｍ），野路菊Ｓ-OP（芝1800ｍ），ジュ
ーンＳ（芝1600ｍ），大原Ｓ（芝2000ｍ），アイルランドＴ-OP２着，
アンドロメダＳ-OP２着，ＮＨＫマイルＣ-G1３着，鳴尾記念-G3３
着，中京記念-G3３着，小倉大賞典-G3３着，毎日杯-G3３着，小倉
日経オープン -OP３着，富士Ｓ-G3４着（２回），エプソムＣ-G3４
着，○現

チャームドヴェール（10 牝 鹿 ネオユニヴァース）１勝，○現
ヴォルシェーブ（11 牡 栗 ネオユニヴァース）２勝，セントポーリア賞

（芝2000ｍ），○現
*ウインドインハーヘア Wind in Her Hair（91 Alzao）は愛国産，英

２勝，Pretty Polly S-L，Fillies Trial S-L，英オークス -G1２着，ヨークシ
ャー オークス -G1３着，独１勝，アラル ポカル -G1，愛入着，愛オークス
-G1４着。ディープインパクト（年度代表馬・２回，ジャパンＣ-G1，ダー
ビー -JPN1，皐月賞-JPN1，菊花賞-JPN1），ブラックタイド（スプリング
Ｓ -JPN2）の母，ゴルトブリッツ（帝王賞-JPN1），ジェレミー Jeremy（ベ
ットフレッド コム マイルＳ-G2）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

*ヴェイルオブアヴァロン
Veil of Avalon
鹿　1997

*サンダーガルチ
Thunder Gulch
栗　1992

*ローミンレイチェル
Roamin Rachel
鹿　1990

*ウインドインハーヘア
Wind in Her Hair
鹿　1991

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Mr. Prospector 

I Pass 

Clever Trick 

Pia's Lady 

Gulch 

*マイニング

Alzao 

Wishing Well 

Line of Thunder 

One Smart Lady 

Burghclere 

Mr. Prospector 

Jameela 

Storm Bird 

Shoot a Line 

Lyphard 

Lady Rebecca 

Busted 

Highclere (2)

全40口関西入厩

豊富な筋肉で覆われたしっかりとしたつくりの馬体は、首から尾に
かけての美しいフォルムと精悍な顔つきも相まって、中型サイズな
がら他馬を大きく凌駕する圧倒的な存在感を示しています。張り出
した厚い胸前、容積のある腹袋、柔らかな筋肉のついた背腰など、
前からも横からも隙のない頑強な上体と、それらを支える四肢も
骨量が十分で安定感があります。地面を蹴り上げるフットワークは
並々ならぬ力強さにあふれ、何事にも動じることない精神力の強さ
も感じられます。すでに大器の雰囲気を持つ本馬が、本邦屈指のブ
ラックタイプにその名を刻む日は目前と言えます。

友道康夫厩舎 予定

1口70万円  （総額2,800万円）

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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ヴェイルオブアヴァロンの13175

メス
栗毛

2013.4.6 生
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ジャイアンツ コーズウェイ Giant's Causeway は米国産，全欧年度代
表馬，愛仏英９勝，エクリプスＳ-G1。【ＢＭＳ：主な産駒】ビューティ パーラ
ー（仏1000ギニー -G1），プラントゥール（ガネー賞-G1），ロック ガーマン（ク
リテリウム アンテルナシオナル -G1），ヴェラザノ（ハスキル招待Ｓ-G1），イ
ヴニング ジュエル（アシュランドＳ-G1）

クーリドフレイズ（08 Giant's Causeway）は中央・石川○交５戦。本馬
が初仔

*ゴレラ Gorella（02 Grape Tree Road）は仏国産，仏３勝，サンドリ
ンガム賞-G2，ムーラン ド ロンシャン賞-G1２着，アスタルテ賞-G1３
着，カルヴァドス賞-G3３着，グロット賞-G3３着，北米４勝，ビヴァリー 
ディーＳ-G1，ファースト レイディＳ-G2，ジャスト ア ゲイムＨ-G2，Ｂ
Ｃマイル -G1３着，クイーン エリザベス二世チャレンジ カップＳ-G1３
着。産駒
ネオウィズダム（牡 ネオユニヴァース）４勝，浜松Ｓ，国立特別，からま

つ賞，○現
フラゴリーネ（牝 ディープインパクト）１勝
エルゴレア（牝 ゼンノロブロイ）未出走

エキサイティング タイムズ Exciting Times（97 Jeune Homme）は
仏入着。産駒
ポルト サント Porto Santo：仏・北米５勝，Prix Omnium II-L，ラ ホヤ

Ｈ-G2２着，マーヴィン リロイＨ-G2２着，Oceanside S２着，クリ
テリウム アンテルナシオナル -G1３着，フランクＥ.キルロー マイ
ルＨ-G1４着，デル マー ダービー -G2４着

サンクス アゲイン Thanks Again：仏入着，Prix Amandine-L３着
エルーラ Eloura（81 Top Ville）は仏２勝。産駒

*インクワイアリー Enquiry：仏１勝，ロワイヨモン賞-G3２着，Prix de 
la Seine-L２着，ベルトゥー賞-G3３着，ミネルヴ賞-G3４着。産駒
ゼンノトレヴィ：４勝，矢作川特別

*マリアジュダムール：５勝，オクトーバーＳ，むらさき賞，アルゼンチン
共和国杯-JPN2２着

*エローズダンス：２勝，背振山特別
ホイットビー Whitby：仏入着

ダノンシャンティ
黒鹿　2007

フジキセキ
青鹿　1992

クーリドフレイズ
栗　2008

ジャイアンツコーズウェイ
Giant's Causeway
栗　1997

*シャンソネット
Chansonnette
鹿　2000

*ゴレラ
Gorella
栗　2002

*サンデーサイレンス
Halo 

Wishing Well 

Le Fabuleux 

Marston's Mill 

Darshaan 

Homage 

Halo 

Ballade 

Storm Cat 

Mark of Esteem 

Grape Tree Road 

*ミルレーサー

Mariah's Storm 

Glorious Song 

Exciting Times 

Storm Bird 

Terlingua 

Rahy 

*イメンス

Caerleon 

One Way Street 

Jeune Homme 

Eloura (9)

全40口関西入厩

『強烈』な末脚でＮＨＫマイルカップを制した父は、今年の皐月賞
馬を輩出したフジキセキの後継種牡馬として最も熱い視線が集まっ
ています。その初年度産駒である本馬は、抜群のプロポーションで

『強烈』な印象を与えてくれます。堂々たる佇まいや漆黒の馬体か
ら発せられるオーラには、祖父や父の影響はもちろんのこと、牝系
に流れる確固たる血脈の影響も見逃すことはできません。容量十分
な迫力のある後躯から生み出される爆発力は、一瞬でトップスピー
ドに達することを可能とし、どれほど『強烈』な末脚を繰り出す名
マイラーに育つのか期待せずにはいられません。

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吉田直弘厩舎 予定
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クーリドフレイズの13176

牡
黒鹿毛

2013.1.29 生
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クラフティ プロスペクター Crafty Prospector は米国産，北米７勝，
ガルフストリーム パークＨ-G1２着。【ＢＭＳ：主な産駒】ジャイアント オー
ク（クラークＨ-G1），パンパード プリンセス（スピンスターＳ-G1），ハーモニ
ー ロッジ（バレリーナＨ-G1），ダウンザダスティロード（ラ ブレアＳ-G1），サ
ンカルロ（阪神Ｃ-G2・２回），ビッグショウリ（マイラーズＣ-JPN2）

*マージナルグラマー（98 Crafty Prospector）は米国産，わが国で２
勝。産駒
クレヨンロケット（06 牡 栗 ジャングルポケット）３勝
チカリンダ（08 牝 黒鹿 スペシャルウィーク）入着，兵庫（公）６勝，○現
アンマリアトーレ（09 牝 栗 ダイワメジャー）入着，南関東（公）１勝
ムーントラベラー（11 牝 鹿 アドマイヤムーン）入着，○現
グラマシーパーク（12 牝 黒鹿 ステイゴールド）未出走

サクラ ファビュラス Sakura Fabulous（90 Fabulous Dancer）は仏
入着。産駒

*ラタフィア（牝 Cozzene）５勝，北摂特別，元町特別。産駒
エピセアローム（牝 ダイワメジャー）４勝，セントウルＳ-G2，小倉

２歳Ｓ-G3，オパールＳ-OP，チューリップ賞-G3２着，淀短距
離Ｓ-OP２着，北九州記念-G3３着，スプリンターズＳ-G1４
着，阪神牝馬Ｓ-G2４着，阪急杯-G3５着，○現

エクセルサス（牡 スペシャルウィーク）３勝，皿倉山特別，若駒Ｓ 
-OP３着

ラターシュ（牡 マーベラスサンデー）４勝，鳥取特別，両津湾特別
*サビアーレ（牝 Capote）１勝，菜の花賞-OP２着。産駒

カポーティスター（牡 ハーツクライ）４勝，日経新春杯-G2，北野特
別，新緑賞，日経賞-G2２着，○現

*ローラローラ Lola Lola（85 Saint Cyrien）は仏国産，仏１勝，Prix 
de la Seine-L３着。産駒
サクラローレル：年度代表馬，最優秀古牡馬，９勝，天皇賞（春）-JPN1，

同２着，有馬記念-JPN1，中山記念-JPN2，オールカマー -JPN2，金
杯（東）-JPN3，冬至Ｓ，比良山特別，目黒記念-JPN2２着，天皇賞（秋）
-JPN1３着，青葉賞-JPN3３着。種牡馬

サクラフューチャー：３勝，精進湖特別

ダノンシャンティ
黒鹿　2007

フジキセキ
青鹿　1992

*マージナルグラマー
Marginal Glamor
栃栗　1998

クラフティプロスペクター
Crafty Prospector
栗　1979

*シャンソネット
Chansonnette
鹿　2000

サクラファビュラス
Sakura Fabulous
栗　1990

*サンデーサイレンス
Halo 

Wishing Well 

Le Fabuleux 

Marston's Mill 

Darshaan 

Homage 

Halo 

Ballade 

Mr. Prospector 

Mark of Esteem 

Fabulous Dancer 

*ミルレーサー

Real Crafty Lady 

Glorious Song 

*ローラローラ

Raise a Native 

Gold Digger 

In Reality 

Princess Roycraft 

Northern Dancer 

Last of the Line 

Saint Cyrien 

Bold Lady (14)

全40口関西入厩

今が成長期の真っ只中であることが実感できる本馬は、馬体に締ま
りが出て前後の筋肉のメリハリが付き、立ち姿が父のシルエットに
似てきました。きびきびとしたキレのある歩きと放牧地での躍動感
あふれる動きを見ると、体全体を形作る各関節の柔軟性に長けてい
ることがわかります。父母の特性や馬体のつくり、やや気の強い性
格を合わせるとやはりマイル前後で真価を発揮するだろうと予想し
ます。競馬界に名だたる良家の貴公子にして天才的スピードを持つ
ダノンシャンティのファーストクロップ。クラブ募集牝馬は本馬の
みであり、価格面からも興味深い存在です。
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高野友和厩舎 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35万円  （総額1,400万円）

マージナルグラマーの13177

メス
栗毛

2013.4.26 生
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バブルガムフェローは千歳産，最優秀２歳牡馬，７勝，天皇賞（秋）
-JPN1。主な産駒：ロッカバブル（Te Arohaニュージーランド ブリーダーズ
Ｓ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】マジンプロスパー（ＣＢＣ賞-G3・２回），プリン
セスメモリー（オーロＣ-OP），ジャングルスマイル（白山大賞典-JPN3２着），
マツリバヤシ（エーデルワイス賞-JPN3２着）

ウシュアイア（00 バブルガムフェロー）は５勝，香嵐渓特別（Ｄ1700
ｍ），由布院特別（Ｄ1700ｍ），阿蘇Ｓ-OP３着。産駒
サザンクロスレディ（07 牝 黒鹿 *シンボリクリスエス）１勝
フィンデルムンド（08 牡 鹿 マヤノトップガン）２勝，○現
アルカサーバ（10 牡 鹿 *ホワイトマズル）入着，岩手（公）２勝，○現
ロワサーブル（11 牡 栗 *フレンチデピュティ）入着，○現
ロスプーマス（12 牡 鹿 メイショウサムソン）未出走

ノーザンマイア（90 *ノーザンテースト）は４勝。産駒 
ケンブリッジマイア（牝 アグネスタキオン）１勝，陸奥湾特別，東海○交１

勝，岩手○交１勝
カツラドライバー（牝 ニホンピロウイナー）４戦，入着。産駒

エフティマイア（牝 フジキセキ）３勝，新潟２歳Ｓ-JPN3，マリーゴ
ールド賞-OP，オークス -JPN1２着，桜花賞-JPN1２着，朱鷺
Ｓ-OP３着，秋華賞-JPN1５着，クイーンＳ-JPN3５着，フェア
リーＳ-JPN3５着

ダイワマイクル（牡 フジキセキ）３勝
ダイワフレグランス（牝 フジキセキ）１勝

*マイア Maia（72 Cipol）は亜国産，亜３歳牝馬チャンピオン，亜８
勝，亜オークス -G1，サン イシドロ大賞典-G1，エリセオ ラミレス大賞
典-G2，アントニオ リヴェロ賞-G3，チリ賞-G3，亜1000ギニー -G1２着。
産駒
アルゼンチンタンゴ：６勝，オリオンＳ，オクトーバーＳ，ながつき賞，万

代特別，ＢＳＮオープン -OP２着，新潟記念-JPN3３着
マチカネシンフォニ：３勝，毎日杯-JPN3４着
グッドマイラブ：不出走。産駒

セイリューオー：３勝，札幌３歳Ｓ-JPN3，芙蓉Ｓ-OP，共同通信杯
４歳Ｓ-JPN3２着，中山金杯-JPN3２着，北海道（公）１勝

*フレンチデピュティ
French Deputy
栗　1992

デピュティミニスター
Deputy Minister
黒鹿　1979

ウシュアイア
鹿　2000

バブルガムフェロー
鹿　1993

ミッテラン
Mitterand
鹿　1981

ノーザンマイア
鹿　1990

Vice Regent 
Northern Dancer 

Victoria Regina 

Bunty's Flight 

Shakney 

Speak John 

Blue Moon 

Bold Ruler 

Fortunate Isle 

*サンデーサイレンス

Hold Your Peace 

*ノーザンテースト

Mint Copy 

*バブルカンパニー

Laredo Lass 

*マイア

Halo 

Wishing Well 

Lyphard 

Prodice 

Northern Dancer 

Lady Victoria 

Cipol 

Leandra (4)

全40口関西入厩

骨格バランスに優れた馬体は、硬さのない良質な筋肉をまとってお
り、血統から受けるイメージほどパワーへの偏りを感じません。し
かし、ぬかるんだ草地をブレのない走法で力強く駆けることができ
るのは、力のいる馬場への高い適性があることの証であり、血のな
せる業でもあります。長期の戦線離脱もなく 36 戦５勝という戦績を
上げた母同様、本馬も非常に健康で、骨量豊富な四肢にも狂いがなく、
故障とは無縁の息の長い活躍が期待できます。成長途中で表情にも
あどけなさの残る本馬ですが、今後鍛錬を重ねていくことにより、
その頑丈な体がどこまで逞しく成長するのか楽しみでなりません。
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笹田和秀厩舎 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

ウシュアイアの13178

牡
鹿毛

2013.4.11 生
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サクラバクシンオーは早来産，最優秀短距離馬，11勝，スプリンター
ズＳ-JPN1（２回）。【ＢＭＳ：主な産駒】ハクサンムーン（セントウルＳ-G2），
トップカミング（日経新春杯-G2２着），トウショウカレッジ（京王杯スプリン
グＣ-G2２着），シャイン（シンザン記念-G3２着），モズハツコイ（ファンタジ
ーＳ-G3２着），マコトリヴァーサル（小倉２歳Ｓ-G3２着）

アンソロジー（04 サクラバクシンオー）は２勝，礼文特別（芝 1200
ｍ）。産駒
フェイマスワーズ（12 牡 黒鹿 ジャングルポケット）未出走

ポップス（92 *サンデーサイレンス）は３勝。産駒
ポップロック（牡 *エリシオ）７勝，目黒記念-JPN2（２回），白川特別，白

鷺特別，かきつばた賞，ジャパンＣ-G1２着，有馬記念-JPN1２着，
同-G1５着，京都大賞典-G2２着，京都記念-G2２着，宝塚記念-G1
３着，阪神大賞典-G2３着，中京２歳Ｓ-OP３着，若駒Ｓ-OP３着，
天皇賞（秋）-G1４着，豪入着，ＶＲＣメルボルンＣ-G1２着，愛１勝。
種牡馬

スピードリッパー（牝 *ファルブラヴ）１勝，フィリーズレビュー -G2２
着，クイーンＳ-G3２着，フェアリーＳ-G3２着，オークス -G1５着

カノンコード（牡 *クロフネ）４勝，尼崎Ｓ，青嵐賞，蔵王特別
ルグランヴォヤージ（牡 *クロフネ）４勝
ポップチャート（牝 *アフリート）入着。産駒

ポップレーベル（牡 カンパニー）北海道（公）３勝，ブリーダーズゴー
ルドジュニアＣ，○現

ストラスペイ（牝 *シンボリクリスエス）２勝
ポップジェムズ（牡 ジャングルポケット）２勝，○現
ミュージックシーン（牡 *ジェイドロバリー）１勝，石川○交1勝，東海○交1

勝
ペンタトニック（牡 ジャングルポケット）１勝，○現

*ポップシンガー Pop Singer（86 Secretariat）は米国産，仏１勝。産
駒
マジックシンガー：中央・東海・北海道○交５勝，福島民報杯-OP，洞爺湖

特別，ダリア賞-OP３着，ステイヤーズＳ-JPN2４着，ダイヤモンド
Ｓ-JPN3４着，岩手○交入着，マーキュリーＣ-JPN3２着，障１勝

*ファルブラヴ
Falbrav
鹿　1998

フェアリーキング
Fairy King
鹿　1982

アンソロジー
鹿　2004

サクラバクシンオー
鹿　1989

ギフトオブザナイト
Gift of the Night
黒鹿　1990

ポップス
栗　1992

Northern Dancer 
Nearctic 

Natalma 

Bold Reason 

Special 

Seattle Slew 

Rare Bouquet 

Lithiot 

Nenana Road 

サクラユタカオー

Slewpy 

*サンデーサイレンス

Fairy Bridge 

サクラハゴロモ

Little Nana 

*ポップシンガー

*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

Halo 

Wishing Well 

Secretariat 

Icy Pop (7)

全40口関西入厩

弾性に優れたはち切れんばかりの筋肉に覆われ、角張ったところの
ない全体像は、瞬く間に最高速まで加速し、遙か彼方まで駆けていっ
てしまいそうなほどです。コンパクトながら幅のある骨格が放牧地
で見せるキャンターに安定感を与え、生み出した速力をロスなく前
へ前へと伝えています。重すぎない上体と枯れた脚元は今後の順調
な調整過程を示唆しており、ビシビシと鍛えがいのある存在です。
厩舎内外を問わず、何事にも動じない精神力の強いタイプでもあり、
厳しい調教に音を上げることもなく、どんな環境下でも有り余るス
ピードとパワーを遺憾なく発揮してくれることでしょう。

羽月友彦厩舎 予定

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
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アンソロジーの13179

牡
栗毛

2013.4.26 生
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*アグネスデジタルは米国産，最優秀古牡馬，日・香港 12勝，香港
Ｃ-G1，天皇賞（秋）-JPN1。主な産駒：ヤマニンキングリー（札幌記念-G2，シリ
ウスＳ-G3），サウンドバリアー（フィリーズレビュー -G2），グランプリエンゼ
ル（函館スプリントＳ-G3，ＮＨＫマイルＣ-G1３着）。【ＢＭＳ：主な産駒】ウ
インフェニックス（いちょうＳ-OP２着）

モルガナイト（06 *アグネスデジタル）は４勝，須磨特別（芝1800ｍ），
夕月特別（芝 2000ｍ），500万下（阪神・芝 1800ｍ，レコード）。本馬が
初仔

タンザナイト（00 *サンデーサイレンス）は３勝。産駒
ラブラドライト（馬扇 キングカメハメハ）３勝，香住特別，呼子特別，万葉

Ｓ-OP２着，ダイヤモンドＳ-G3４着，○現
マロノヴィーナス（牝 タニノギムレット）１勝

*キャサリーンパー Catherine Parr（87 Riverman）は米国産，仏入
着，オマール賞-G3２着，プシケ賞-G3２着，Prix d'Angerville-L２着，
アスタルテ賞-G2３着。産駒
アロンダイト：最優秀ダートホース，５勝，ジャパンＣダート-JPN1，銀

蹄Ｓ，魚沼特別，東海Ｓ-G2２着，シリウスＳ-G3４着，南関東・北
海道○交入着，ブリーダーズゴールドＣ-JPN2３着，帝王賞-JPN1４着

*シースルオール：５勝，白鷺特別，淡路特別，荒川峡特別
クリソプレーズ：３勝。産駒

クリソライト：中央・南関東○交４勝，ジャパンダートダービー -JPN1，
昇竜Ｓ-OP，石川○交入着，ＪＢＣクラシック-JPN1５着，○現

アドマイヤダンサー：３勝。産駒
ダンディーズムーン：２勝，アザレア賞，○現

リーガル イクセプション Regal Exception（69 Ribot）は愛仏２勝，
愛オークス -G1，凱旋門賞-G1４着，英入着，英オークス -G1２着。産駒
オーバン Orban：全欧古馬チャンピオンステイヤー，英伊５勝，ローマ

賞-G1，ハードウィックＳ-G2，Aston Park S-L。種牡馬
トワイライト アワー Twilight Hour：仏２勝，フィユ ド レール賞-G3，

レゼルヴワール賞-G3３着
ミニー ラ Minnie Ra：英３戦。フロメレス Fromelles（Rotorua ロトル

アＣ-G3）の曽祖母

タニノギムレット
鹿　1999

*ブライアンズタイム
Brian's Time
黒鹿　1985

モルガナイト
黒鹿　2006

*アグネスデジタル
Agnes Digital
栗　1997

タニノクリスタル
栗　1988

タンザナイト
黒鹿　2000

Roberto 
Hail to Reason 

Bramalea 

Graustark 

Golden Trail 

Caro 

Hermieres 

Sea Bird 

Flaxen 

Crafty Prospector 

*クリスタルパレス

*サンデーサイレンス

Kelley's Day 

Chancey Squaw 

*タニノシーバード

*キャサリーンパー

Mr. Prospector 

Real Crafty Lady 

Chief's Crown 

Allicance 

Halo 

Wishing Well 

Riverman 

Regal Exception (16)

全40口関西入厩

潜在能力の高さを考えれば、順調にレースを使えていれば重賞のタ
イトルにも手が届いていたであろう母の初仔は、「初仔だから」とい
う注釈は必要のないほどのデキ映えです。特にトモの発達ぶりは特
筆すべき点で、筋肉量が豊富で逞しい印象を与える父の産駒である
ことを考慮に入れても際立っています。深い胸としっかりとした腹袋
が十分なスタミナを生み出すことで、放牧地での運動量が落ちるこ
とはなく、強力なエンジンに耐えうるボディは着々と完成に近づいて
いるようです。遠くを見据えるような闘志みなぎる眼力は強い意志
を感じさせ、見ている先は父と同じ軌跡、２年後の檜舞台でしょう。

1口70万円  （総額2,800万円）

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音無秀孝厩舎 予定
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モルガナイトの13180

牡
黒鹿毛

2013.2.14 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）

タンザナイト（00 *サンデーサイレンス）は３勝。産駒
モルガナイト（06 牝 黒鹿 *アグネスデジタル）４勝，須磨特別（芝1800

ｍ），夕月特別（芝2000ｍ），500万下（阪神・芝1800ｍ，レコード）
マロノヴィーナス（07 牝 黒鹿 タニノギムレット）１勝
ラブラドライト（09 馬扇 鹿 キングカメハメハ）３勝，香住特別（芝2400

ｍ），呼子特別（芝2600ｍ），万葉Ｓ-OP２着，ダイヤモンドＳ-G3４
着，○現

ウォルフラム（11 牡 芦 *クロフネ）入着，○現
*キャサリーンパー Catherine Parr（87 Riverman）は米国産，仏入

着，オマール賞-G3２着，プシケ賞-G3２着，Prix d'Angerville-L２着，
アスタルテ賞-G2３着。産駒
アロンダイト（牡 *エルコンドルパサー）最優秀ダートホース，５勝，

ジャパンＣダート-JPN1，銀蹄Ｓ，魚沼特別，東海Ｓ-G2２着，シ
リウスＳ-G3４着，南関東・北海道○交入着，ブリーダーズゴールド
Ｃ-JPN2３着，帝王賞-JPN1４着

*シースルオール（牡 Alzao）５勝，白鷺特別，淡路特別，荒川峡特別
クリソプレーズ（牝 *エルコンドルパサー）３勝。産駒

クリソライト（牡 ゴールドアリュール）中央・南関東○交４勝，ジャパ
ンダートダービー -JPN1，昇竜Ｓ-OP，石川○交入着，ＪＢＣクラ
シック-JPN1５着，○現

アドマイヤダンサー（牝 *エルコンドルパサー）３勝。産駒
ダンディーズムーン（牡 アドマイヤムーン）２勝，アザレア賞，○現

リーガル イクセプション Regal Exception（69 Ribot）は愛仏２勝，
愛オークス -G1，凱旋門賞-G1４着，英入着，英オークス -G1２着。産駒
オーバン Orban：全欧古馬チャンピオンステイヤー，英伊５勝，ローマ

賞-G1，ハードウィックＳ-G2，Aston Park S-L。種牡馬
トワイライト アワー Twilight Hour：仏２勝，フィユ ド レール賞-G3

*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

タンザナイト
黒鹿　2000

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

ローズパーク
Rose Park
鹿　1986

*キャサリーンパー
Catherine Parr
青鹿　1987

Icecapade 
Nearctic 

Shenanigans 

Khaled 

Dama 

Key to the Mint 

Toll Booth 

Drone 

Hard and Fast 

Halo 

Plugged Nickle 

Riverman 

Bushel-n-Peck 

Wishing Well 

Hardship 

Regal Exception 

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Never Bend 

River Lady 

Ribot 

Rajput Princess (16)

全40口関西入厩

おでこの出っ張った顔つきは、姉のモルガナイト、兄のラブラドラ
イトに良く似てタンザナイト産駒ならではの愛嬌があります。２頭
のダートＧ１馬を輩出し、高いダート適性を示す母系にワイルドラッ
シュの配合となれば狙いは明らかで、その思惑どおり本馬は締まり
ある筋肉、強い体幹を手に入れています。張りの強い筋腱のため脚
さばきは堅めですが、これは地面の衝撃を緩衝しなければならない
芝コースではマイナス要因となるものの、一転砂地では駆動力を減
退なく伝えるプラス要素となります。持久力に富む母系から、ダー
トの中距離以上でその真価を発揮するだろうと予想しています。
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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音無秀孝厩舎 予定

タンザナイトの13181

メス
鹿毛

2013.2.25 生
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｜

タニノギムレットは静内産，５勝，ダービー -JPN1。主な産駒：ウオッカ
（ダービー -JPN1），ハギノハイブリッド（京都新聞杯-G2），ミッドサマーフ
ェア（フローラＳ-G2），クレスコグランド（京都新聞杯-G2），スマイルジャッ
ク（スプリングＳ-JPN2），ヒラボクロイヤル（青葉賞-JPN2），アブソリュート

（富士Ｓ-G3），オールザットジャズ（福島牝馬Ｓ-G3・２回）

フェイドレスシーン（05 タニノギムレット）は３勝。産駒
フェイドラスラヴ（12 牝 鹿 *クロフネ）未出走

フェイドレス（00 バブルガムフェロー）は２勝。産駒
サンクフルルック（牡 *スウェプトオーヴァーボード）１勝

ステンレスダンサー（92 *ジェイドロバリー）は２勝。産駒
ファインスティール：１勝，東海○交１勝，高知（公）２勝
ネオファンシー：１勝

シャダイダンサー（77 *ノーザンテースト）は４勝，阪神４歳牝馬特
別，京成杯３歳Ｓ，ＣＢＣ賞２着，桜花賞３着，４歳牝馬特別（東）３着，牝
馬東京タイムズ杯３着，函館３歳Ｓ３着，クイーンＣ４着，朝日杯３歳Ｓ
５着，スプリンターズＳ５着（２回）。産駒
イブキテヂカラオー：３勝，すみれＳ-OP，雪割草特別
デキシークイーン：２勝，勿来特別
ラグタイムダンサー：１勝。産駒

エーブジャパン：１勝，新潟（公）３勝，若草賞２着，石川（公）12勝，スプ
リンターズＣ（２回），白菊賞，百万石賞３着

スプリングシャワー：１勝。産駒
ユーワオトメ：不出走。産駒

ノープロブレム：４勝，花見小路特別，葉山特別
*ナッシングライクアダム Nothinglikeadame（66 Beau Purple）は米

国産，不出走。産駒
セカンドタイムアラウンド Secondtimearound：北米１勝，Tri-State H

３着。リフィニッシュ Refinish（ボイリング スプリングスＨ-G3），
ミッドナイト ラプチャー Midnight Rapture（スピナウェイＳ-G1３
着）の母，パイシーズ Pisces（アプルトンＨ-G2）の祖母

*ハマナスⅡ Hamanasu：不出走。シャダイハマナス（クイーンＳ-JPN3
２着），ターキーレッド（マリーンＳ-OP）の母

ヴァーミリアン
黒鹿　2002

*エルコンドルパサー
El Condor Pasa
黒鹿　1995

フェイドレスシーン
栗　2005

タニノギムレット
鹿　1999

スカーレットレディ
黒鹿　1995

フェイドレス
栗　2000

Kingmambo 
Mr. Prospector 

Miesque 

Sadler's Wells 

Glenveagh 

Halo 

Wishing Well 

*ノーザンテースト

*スカーレットインク

*ブライアンズタイム

*サンデーサイレンス

バブルガムフェロー

*サドラーズギャル

タニノクリスタル

スカーレットローズ

ステンレスダンサー

Roberto 

Kelley's Day 

*クリスタルパレス

*タニノシーバード

*サンデーサイレンス

*バブルカンパニー

*ジェイドロバリー

シャダイダンサー(17)

全40口関西入厩

軽量な馬体ながらもタフな現役生活を送った母に、国内外で合わせ
て 12 ヵ所の競馬場を駆け抜けた父を迎え、見事なデキ映えの牡馬が
誕生しました。発達した後躯からの推進力を、可動域の大きな前躯
が受け止めることで、踏み込みの深いストライドを実現しています。
ぬかるんだ地面でもバランスを崩すことはなく、高速で駆け抜ける
体幹の強さは特筆ものです。持ち手をグイグイと引っ張り放牧地へ
向かう姿は頼もしく、他馬に対しての豪胆な振る舞いからも、メン
タルの強さが見てとれます。ダートを得意としそうですが、ポテン
シャルの高さから芝で活躍してもなんら不思議ではありません。

1口40万円  （総額1,600万円）

提供：追分ファーム　生産：白老ファーム　繋養：追分ファーム荒川義之厩舎 予定
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フェイドレスシーンの13182

牡
黒鹿毛

2013.3.16 生
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ハイ シャパラル High Chaparral は愛国産，米芝牡馬チャンピオン
（２回），愛英・北米10勝，英ダービー -G1，愛ダービー -G1，ＢＣターフ -G1。
主な産駒：ソー ユー シンク（愛チャンピオンＳ-G1），トロナド（サセックスＳ 
-G1），ロウト（ＢＣジュベナイル ターフ -G1），シュート アウト（ＡＪＣダービ
ー -G1），イッツ ア ダンディール（ＡＴＣダービー -G1）

ムーンライトベイ（06 High Chaparral）は不出走。産駒
サクラネオエイジ（12 牡 栗 ネオユニヴァース）未出走

*ムーンライトダンス Moonlight Dance（02 Sinndar）は愛国産，愛
３勝，愛インタナショナルＳ-G3。産駒
ムーンリットレイク（牡 ディープインパクト）５勝，ＴＶｈ賞，ノベンバー

Ｓ，白井特別，犬吠埼特別，プリンシパルＳ-OP２着，福島民報杯
-OP２着，メイＳ-OP３着，白富士Ｓ-OP３着，○現

ムーンライトソード（牡 フジキセキ）１勝
クラヴェジーナ（牝 アグネスタキオン）入着，兵庫（公）１勝

スタイル オブ ライフ Style of Life（85 The Minstrel）は愛２勝。産駒
グレイ スワロー Grey Swallow：愛５勝，愛ダービー -G1，タタソール

ズ ゴールドＣ-G1，キラヴーランＳ-G3，Leopardstown 2000 Guin-
eas Trial S-L，愛2000ギニー -G1３着，北米１勝，ジム マレイ メモ
リアルＨ-G2，マンハッタンＨ-G1３着。種牡馬

セントラル ロビー Central Lobby：仏１勝，ダフニス賞-G3２着，Prix 
du Lion d'Angers-L３着，北米４勝

スタイリッシュ ウェイズ Stylish Ways：英４勝，クリテリオンＳ-G3３着
ラスティック Rustic：英１勝，プリンセス マーガレットＳ-G3３着
スタイル フォー ライフ Style for Life：仏２勝，Prix Panacee-L３着。

産駒
ナイト スタイル Night Style：英伊３勝，伊グラン クリテリウム

-G1
メイド オブ ドーキンス Maid of Dawkins：仏３勝，Prix d'Autom-

ne-L，コリダ賞-G3３着
アイリッシュ スタイル Irish Style：愛２勝。産駒

インペリアル コンコルド Imperial Concorde：愛１勝，バリサック
スＳ-G3３着

スペシャルウィーク
黒鹿　1995

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

ムーンライトベイ
鹿　2006

ハイシャパラル
High Chaparral
鹿　1999

キャンペンガール
鹿　1987

*ムーンライトダンス
Moonlight Dance
栗　2002

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Nijinsky 

*シル

*セントクレスピン

ミスアシヤガワ

Sadler's Wells 

マルゼンスキー

Sinndar 

Wishing Well 

Kasora 

レディーシラオキ

Style of Life 

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

Darshaan 

Kozana 

Grand Lodge 

Sinntara 

The Minstrel 

Bubinka (8)

全40口関西入厩

父の産駒らしい四肢の長い馬体から繰り出される跳びの大きなフッ
トワークは、トップギアに達した時の迫力が水準を遥かに超えてお
り、ブレのない安定した身のこなしは群れの中でもひときわ目立ち
ます。牡馬らしく荒々しい一面を覗かせることはありますが、前向
きで物怖じしない性格ですので、段階をしっかり踏んでいけば、環
境の変化に動じることのない頼もしい競走馬に成長を遂げてくれる
でしょう。馬体・血統からは、中長距離をメインに活躍してくれそ
うですが、愛ダービー馬を輩出した底力あふれる母系を加味すると、
重賞戦線であってもけっして気後れすることはありません。

1口45万円  （総額1,800万円）
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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吉田直弘厩舎 予定

ムーンライトベイの13183

牡
鹿毛

2013.2.26 生
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イン ザ ウィングス In the Wings は英国産，仏英・北米７勝，ＢＣタ
ーフ -G1，コロネーションＣ-G1，サンクルー大賞典-G1。【ＢＭＳ：主な産駒】
*アーヴェイ（フラワー ボウル招待Ｓ-G1），ルアス ライン（ガーデン シティ
ＢＣＳ-G1），ショウナンパントル（阪神ジュベナイルフィリーズ -JPN1），トリ
ート ジェントリー（マルレ賞-G2），スリプトラ（ヨークＳ-G2）

*ビリーヴミー Believe Me（04 In the Wings）は愛国産，仏２勝，Pr-
ix Belle de Nuit-L（芝2500ｍ），サンタラリ賞-G1２着，プシケ賞-G3２
着，Prix de la Pepiniere-L２着，コリダ賞-G2３着，ポモーヌ賞-G2３着，
アレ フランス賞-G3３着。産駒
クーヌンジャ Koonunja（10 牝 Anabaa）仏２勝
クーナワラ Coonawarra（11 牝 Mastercraftsman）未出走

ゴールデン ウィングス Golden Wings（94 Devil's Bag）は仏１勝。
産駒
モネズ ゴールド Monet's Gold（馬扇 *パントレセレブル）仏８勝
ピヴォイナ Pivoina（牝 Marchand de Sable）仏５勝

ゴールデン エラ Golden Era（87 Hero's Honor）は仏２勝，レゼルヴ
ワール賞-G3。産駒
ル フランバール Le Flambeur：仏・北米２勝，Prix Montenica-L３着
ゴールド ブライド Gold Bride：不出走。産駒

ガグリオフォ Gaglioffo：伊６勝，Premio Botticelli-L３着
ブライド Bride：北米３勝。産駒

メイド トゥ ア ティー Maid to a Tee：北米２勝，Miss Indiana S３着
ブルー バイ トゥー Blew by Too：北米入着，City of Anderson S

３着
ゴールデン セクレタリアト Golden Secretariat（79 Secretariat）は

北米５戦。産駒
ゴールド シフト Gold Shift：不出走。産駒

ファット ボーイ Fat Boy：英５勝，Sandy Lane S-L，Ripon Champi-
on Two-Year-Old Trophy-L，リッチモンドＳ-G2２着

レア イクスチェインジ Rare Exchange（60 Swaps）は北米２勝，ス
ピナウェイＳ３着。ラヴズ イクスチェインジ Love's Exchange（シャー
リー ジョーンズＨ-G3・２回）の祖母

ファストネットロック
Fastnet Rock
鹿　2001

*デインヒル
Danehill
鹿　1986

*ビリーヴミー
Believe Me
栗　2004

インザウィングス
In the Wings
鹿　1986

ピカデリーサーカス
Piccadilly Circus
鹿　1995

ゴールデンウィングス
Golden Wings
鹿　1994

Danzig 
Northern Dancer 

Pas de Nom 

His Majesty 

Spring Adieu 

Nijinsky 

Crimson Saint 

Marauding 

Twigalae 

Sadler's Wells 

*ロイヤルアカデミーⅡ

Devil's Bag 

Razyana 

High Hawk 

Gatana 

Golden Era 

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

Shirley Heights 

Sunbittern 

Halo 

Ballade 

Hero's Honor 

Golden Secretariat (8)

全40口関西入厩

豪チャンピオンサイヤーを父に持つ希少価値の高い本馬は、一目見
てその品のある顔つきに目を奪われるほどで、澄んだ瞳にはどんな
状況下でも落ち着いて対処できる適応能力の高さがうかがえます。
まだ幼さは残りますが、バランスの良い骨格フレームを有し、見た
目以上に弾力ある動きをしており、日本の軽い馬場でこそのタイプ
です。Ｇ１レース２着の戦績もさることながら、好馬体と品の良さ
を買われて導入された母ですが、本馬のデキの良さから将来を担う
繁殖牝馬であることに疑う余地はありません。スピードとパワーを
兼ね備えた競走馬として、先物買いの魅力にあふれる１頭です。

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西園正都厩舎 予定
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ビリーヴミーの13184

牡
鹿毛

2013.4.3 生


