


配合種牡馬別索引 （番号は掲載番号を示す）

アジアエクスプレス‥‥‥‥‥ ７６ トーセンジョーダン‥‥‥‥ ５５

エイシンヒカリ‥‥‥‥‥‥‥ ６４ トーセンラー‥‥‥‥‥‥‥‥ ２３

エイシンフラッシュ‥‥‥‥‥ ５２ ドレフォン‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２５

エピファネイア‥‥‥‥‥‥‥ ３５ ノヴェリスト ３８‥‥‥‥‥‥‥‥

オルフェーヴル ‥‥‥‥‥ ９，３４ ハーツクライ‥‥‥‥‥‥‥‥ １，８

３，７

４３，６３，７３ ３０，６５，６９

キズナ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥７２ ビッグアーサー‥‥‥‥ ６６，６８

キタサンブラック‥‥‥‥‥‥７８ ブラックタイド‥‥‥‥ ３２ , ４２

キングカメハメハ ‥‥‥‥‥‥ ４８ ６０，８０

キンシャサノキセキ ‥‥ ３９，７１ ヘニーヒューズ‥‥‥‥ １６，４７

ゴールドシップ‥‥‥‥‥‥‥ １８ ベルシャザール‥‥‥‥ ４５，５６

コパノリッキー‥‥‥‥‥‥‥ ２４ ホッコータルマエ ‥‥‥‥‥‥３１

サトノアラジン ‥‥‥‥‥ ４，６２ マクフィー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥５３

ザファクター ‥‥‥‥‥‥ ２，２７ マジェスティックウォリアー ‥‥ ４０

シニスターミニスター ‥‥５４，６７ モーリス‥‥‥‥‥‥‥‥２２，４４

ジャスタウェイ ‥‥‥‥ １７，３３ ラブリーデイ‥‥‥‥‥‥‥‥‥５８

ストロングリターン ‥‥‥ ６，２９ リオンディーズ‥‥‥‥‥４９，５９

５１，６１ ルーラーシップ‥‥‥‥‥‥５，１５

ダイワメジャー ‥‥‥‥ １１，７７ ４６，５７

ダノンシャーク ‥‥‥‥ ２１，７０ ロージズインメイ １９‥‥‥‥‥‥

ディープインパクト‥‥‥１０，３６ ロードカナロア ‥‥‥‥‥‥

５０，７４，７５ ２８，４１

ディープブリランテ ‥‥ １２，２０ Curlin １４‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

ディーマジェスティ‥‥‥‥‥ ７９ Pioneer of the Nile ‥‥‥‥‥ １３

ドゥラメンテ ‥‥‥‥‥ ２６，３７



２０１９年度 産駒名簿

番号 配合種牡馬 予定日 繁殖牝馬 母の父

１ ハーツクライ １／１０ レイカーラ キングカメハメハ

２ ザファクター １／１１ ツインキャンドル キングカメハメハ

３ ロードカナロア １／１２ トリニティプレイス マンハッタンカフェ

４ サトノアラジン １／１４ シーガルサリー フレンチデピュティ

５ ルーラーシップ １／１５ アユサン ディープインパクト

６ ストロングリターン １／１７ ジュエルアラモード ダイワメジャー

７ ロードカナロア １／１７ シャンパンフルート クロフネ

８ ハーツクライ １／１８ ヒアトゥウィン Roi Normand

９ オルフェーヴル １／１８ ゴッドフェニックス ブライアンズタイム

１０ ディープインパクト １／１９ コンクエストハーラネイト Harlan’s Holiday 

１１ ダイワメジャー １／１９ タミーン Shirocco

１２ ディープブリランテ １／２１ ランフォーイット El Prado

１３ Pioneer of the Nile １／２１ スカイランダーガール Stroll

１４ Curlin         １／２６ ガリレオズソング Galileo

１５ ルーラーシップ ２／１ ダイワスピリット ダンスインザダーク

１６ ヘニーヒューズ ２／１ マーメイドティアラ シンボリクリスエス

１７ ジャスタウェイ ２／３ ウィステリアアーチ キングカメハメハ

１８ ゴールドシップ ２／４ ミレニアムソング Giant's Causeway

１９ ロージズインメイ ２／４ コウギョウデジタル アグネスデジタル

２０ ディープブリランテ ２／５ プレシャスライン キングカメハメハ



番号 配合種牡馬 予定日 繁殖牝馬 母の父

２１ ２／６

２２ ２／６

２３ ２／８

２４ ２／１０

２５ ２／１１

２６ ２／１２

２７ ２／１３

２８ ２／１４

２９ ２／１４

３０ ２／１６

３１ ２／１７

３２ ２／１８

３３ ２／１９

３４ ２／１９

３５ ２／１９

３６ ２／１９

３７ ２／２０

３８ ２／２２

３９ ２／２３

４０

ダノンシャーク

モーリス

トーセンラー

コパノリッキー

ドレフォン

ドゥラメンテ

ザファクター

ロードカナロア

ストロングリターン

ハーツクライ

ホッコータルマエ

ブラックタイド

ジャスタウェイ

オルフェーヴル

エピファネイア

ディープインパクト

ドゥラメンテ

ノヴェリスト

キンシャサノキセキ

マジェスティックウォリアー ２／２６

ネイチャーガイド

ジルコニア

プロイエット

ラグジャリークラス

ペケジェイ

ジェラスキャット

シャラポワ

ブロードストリート

ハワイアンリズ

スイートジュエリー

ロイヤルスピリッツ

モンサンアルビレオ

オークヴィル

スキーホリデー

リンネ

スウィーティーガール

オールウェイズウィリング

ウェルカミング

サンドスラッシュ

シルバーメール

エルコンドルパサー

タイキシャトル

キングカメハメハ

Gone West

Tiznow

Tapit

サンデーサイレンス

アグネスタキオン

キングカメハメハ

キングカメハメハ

ハーツクライ

シニスターミニスター

タニノギムレット

Harlan’s Holiday

ワイルドラッシュ

Star Dabbler

Elusive Quality

マンハッタンカフェ

Holy Roman Emperor

ネオユニヴァース



番号 配合種牡馬 予定日 繁殖牝馬 母の父

４１ ２／２７

４２ ３／１

４３ ３／１

４４ ３／１

４５ ３／３

４６ ３／４

４７ ３／４

４８ ３／５

４９ ３／６

５０ ３／９

５１ ３／１１

５２ ３／１３

５３ ３／１４

５４ ３／１７

５５ ３／１９

５６ ３／１９

５７ ３／２０

５８ ３／２０

５９ ３／２２

６０

ロードカナロア

ブラックタイド

オルフェーヴル

モーリス

ベルシャザール

ルーラーシップ

ヘニーヒューズ

キングカメハメハ

リオンディーズ

ディープインパクト

ストロングリターン

エイシンフラッシュ

マクフィー

シニスターミニスター

トーセンジョーダン

ベルシャザール

ルーラーシップ

ラブリーデイ

リオンディーズ

ブラックタイド ３／２４

ロイヤルストリート

ジャルディナージュ

タイキオードリー

プラチナジュエリー

スワニー

ブリッツフィナーレ

グレイスティアラ

サトノジョリー

エターナルブーケ

ジェニサ

アーキタイプ

シュペール

シュンドルボン

マストバイアイテム

パレード

コ　コ

ドラゴンハピネス

ピースオブアイ

ローマンブリッジ

マザーズデイ

ディープインパクト

Bernardini

キングカメハメハ

ディープインパクト

フォーティナイナー

ディープインパクト

フジキセキ

Bernardini

マンハッタンカフェ

Storm Cat

ディープインパクト

ジャングルポケット

ハーツクライ

アフリート

ディープインパクト

ロージズインメイ

ディープインパクト

ダイワメジャー

ブライアンズタイム

サクラバクシンオー



番号 配合種牡馬 予定日 繁殖牝馬 母の父

６１ ３／２６ ダイワメジャー

６２ ３／２６ キングカメハメハ

６３ ３／２６ キングカメハメハ

６４ ３／２７ ブライアンズタイム

６５ ３／２９ クロフネ

６６ ４／１ サンデーサイレンス

６７ ４／１ エンパイアメーカー

６８ ４／４ ディープインパクト

６９ ４／５ Unbridled’s Song

７０ ４／５ キングカメハメハ

７１ ４／６ ロックオブジブラルタル

７２ ４／６ ロックオブジブラルタル

７３ ４／８ サクラバクシンオー

７４ ４／８ Sinndar

７５ ４／１５ Curlin

７６ ４／１５ キングカメハメハ

７７ ４／１５ ワイルドラッシュ

７８ ４／１６ Giant’s Causeway

７９ ４／１８ Cat Thief

８０

ストロングリターン

サトノアラジン

オルフェーヴル

エイシンヒカリ

ハーツクライ

ビッグアーサー

シニスターミニスター

ビッグアーサー

ハーツクライ

ダノンシャーク

キンシャサノキセキ

キズナ

オルフェーヴル

ディープインパクト

ディープインパクト

アジアエクスプレス

ダイワメジャー

キタサンブラック

ディーマジェスティ

ブラックタイド ４／２２

ペイザージュ

プティプランセス

ルアーズストリート

タイキマドレーヌ

ホワイトヴェール

ピサノキャニオン

ネオヴァシュラン

ダッシャーレーヌ

シェイクズセレナーデ

ブリリアントレイ

ユキノマイ

ブレンダ

バートラムガーデン

ターキー

カラズマッチポイント

ブレイヴフィート

タピルージュ

クラリネット

ボニーアクション

フィリス アフリート



この本の見方

掲載番号

牡 ・ 牝

【血統解説】 牝系の解説にはブラックタイプ方式を採用しました。

馬名の書体によって、以下のように区別されます。

アフリート 中央：重賞競走勝馬。地方：統一ダートグレード（以下DG）競走勝馬、及び

南関東重賞勝ち馬。海外：パートⅠ国のＧⅠ・Ⅱ・Ⅲ勝馬。

アフリート 中央：オープン特別競走（1984年以降の平地）勝馬。重賞競走２・３着馬。

地方：DG競走２・３着馬。南関東重賞競走２・３着馬。その他の地区の重賞・主要競走

勝馬。海外：パートⅠ国のGⅠ・Ⅱ・Ⅲ２～４着馬。パートⅠ国のリステッドレース勝馬。

北米一般ステークス勝馬。その他パートⅠ国の主要競走勝馬。

アフリート 中央：特別競走勝馬。オープン特別競走２・３着馬。重賞競走４・５着馬。平地

４勝以上の馬。障害３勝以上の馬。地方：DG競走４・５着馬。南関東重賞競走４・５

着馬。その他の地区の重賞・主要競走２・３着馬。海外：パートⅠ国のリステッドレース

２・３着馬。北米一般ステークス２・３着馬。その他パートⅠ国の主要競走２・３着馬。

その他の国の主要競走勝馬。

アフリート その他の馬。

二代父の父

二代父の母

二代母の父

二代母の母

二代父の父

二代父の母

二代母の父

二代母の母

父の父

父の母

母の父

母の母

父

母

(母の生年)



【レース記号】

-GⅠ -GⅡ -GⅢ ‥‥‥‥ 国内外の国際格付けを得た競走（国際Ｇレース）

-G1 -G2 -G3 ‥‥‥‥‥ 2006年までに施行された国内重賞競走
-Jpn1 -Jpn2 -Jpn3‥‥ 2007年以降に施行された国際格付けを持たない重賞競走

-L ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥北米以外のパートⅠ国リステッドレース
-OP ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥国内（中央）のオープン特別競走

【その他の記号】

○現‥‥‥現役馬であることを示します。

○交‥‥‥地方競馬での交流競走であることを示します。

カナダ重賞競走について

① レース記号：1999年、同国の北米グレード格付け加盟に伴い、カナダで施行されてい

る全ての競走に関しては、1999 年以前の重賞競走も含め、北米グレード格付けに従

いレース記号を記載しました。

② 馬名書体の区別：北米グレード格付け加盟（1999年）以前の重賞競走勝馬および入着

馬に関しては、当時のカナダグレード格付けに基づき馬名書体を区別しました。

また、1999 年以降であっても、カナダ３歳クラッシック競走等の重賞競走に準ずる

限定レースについては、カナダの重賞競走と見なし、勝馬および入着馬の馬名書体を

区別しています。

各馬の競走成績は、日本国内は２０１９年１月２７日まで、海外は

２０１９年１月１０日までを収録しました。





１

牡 ・ 牝

〔出生予定日 １／１０〕

母レイカーラ：５勝、ターコイズＳ-OP、弥彦特別、鎌ヶ谷特別、ユートピアＳ２着、産駒
フィオレドーロ（16 栗 牝 オルフェーヴル）
祖母カーラパワー Carla Power：仏２勝、産駒
ダノンシャーク：７勝、マイルＣｈＳ-GⅠ、富士Ｓ-GⅢ、京都金杯-GⅢ、逆瀬川特別、甲
東特別、つばき賞、マイラーズＣ-GⅡ２着（２回）、エプソムＣ-GⅢ２着、京都金杯
-GⅢ２着、京成杯ＡＨ-GⅢ２着、関屋記念-GⅢ２着、安田記念-GⅠ３着、同-GⅠ４着、
マイルＣhＳ-GⅠ３着、同-GⅠ４着、マイラーズＣ-GⅡ３着、若葉Ｓ-OP３着、スワンＳ
-GⅡ４着、毎日王冠-GⅢ４着、東京新聞杯-GⅢ５着、阪急杯-GⅢ５着、種牡馬

ターキー：３勝、グッドラックＨ、サンシャインＳ３着、産駒

スペチアーレ：３勝、邁進特別、袖ヶ浦特別２着、驀進特別３着、ダリア賞-OP５着
フォーナインキング：１勝

ベリーフェイマス：入着、南関４勝

ワキノパワー：３勝、春日特別

スティルゴールド：４勝、市川Ｓ４着

ボブキャット：２勝、知立特別２着、障１勝

レッズフィールド：１勝

曽祖母ジャバリ Jabali：仏２戦、クロンディネリー Clondinnery（愛２勝、ロチェスタウンＳ-L、
レイルウェイＳ-GⅡ３着）の祖母

四代母トゥートシ Toute Cy：仏入着、産駒
フロリペデス Floripedes：仏２勝、リュテス賞-GⅢ、ロイヤルオーク賞-GⅠ２着、産駒
モンジュー Montjeu：欧州３歳チャンピオン、欧州古馬チャンピオン、英愛仏１１勝、凱
旋門賞-GⅠ、愛ダービー-GⅠ、タタソールズゴールドＣ-GⅠ、仏ダービー-GⅠ、サン
クルー大賞典-GⅠ、キングジョージ六世＆ＱエリザベスＳ-GⅠ、ニエル賞-GⅡ
ルパヤール Le Paillard：仏米５勝、レーヌブドル賞-L、ＳＪカピストラーノＨ-GⅠ２着
ルフー Le Fou：仏３勝、ラフォルス賞-GⅢ２着、リュー賞-L３着
カンブレス Cumbres：不出走、産駒
アゲイン Again：愛４勝、愛１０００ギニー-GⅠ、モイグレアスタッドＳ-GⅠ
クイクシマラ Cuixmala：ゴールドリーム Goldream（英仏７勝、キングススタンドＳ

-GⅠ、アベイユドロンシャン賞-GⅠ、パレスハウスＳ-GⅢ ）の祖母

ダダリズム Dadarissime：仏６勝、ヴィコムテスヴィジュール賞-GⅡ、リュテス賞-GⅢ

Halo

Wishing Well

トニービン

ビューパーダンス

Kingmambo

マンファス

Caerleon

Jabali

サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

キングカメハメハ

カーラパワー

ハーツクライ

レイカーラ

(2009)



２

牡 ・ 牝

〔出生予定日 １／１１〕

母ツインキャンドル：３勝、鹿島特別４着、本馬が初仔

祖母モンローライン：３戦、産駒

ロックオン：２勝、フィリピンＴ３着

メイショウハガネ：中央入着、東海３勝

ホーリーカバージョ：２戦、東海３勝

曽祖母ビッグモンロー：４勝、カーネーションＣ-OP、天王寺特別、あんず賞、スイートピー
Ｓ-OP３着、チューリップ賞-G3４着、産駒
ビッグウルフ：中央・南関・岩手・兵庫・東海 ７勝、ジャパンダートダービー-G1、名
古屋優駿-G3、兵庫ＣｈＳ-G3、伏竜Ｓ-OP、ヒヤシンスＳ-OP、飛梅賞、ダービーＧＰ
-G1２着、帝王賞-G1３着、マイルＣｈＳ南部杯-G1３着、ブリリアントＳ-OP３着
ビッグフラワー：２勝、矢車賞、南関・岩手・高知１１勝

四代母モルゲンロート：７戦入着、産駒

ビッグハッピー：５勝、なにわＳ２着、鳴門Ｓ４着、産駒

パワーストラグル：中央・金沢・岩手 ６勝、白山大賞典-Jpn3、同-Jpn3５着、
ながつきＳ、渡島特別、大沼Ｓ-OP２着、ラジオ日本賞-OP２着、マーキュリー
Ｃ-Jpn3３着、みやこＳ-GⅢ５着

ハッピーグラス：４勝、あずさ賞、駒場特別、忘れな草賞-OP２着、フローラＳ
-GⅡ４着、しらかばＳ-OP４着

ヤサシイキモチ：２勝、紫苑Ｓ-OP５着、プリンシアルーチェ（１勝 ）の母

タンクティーエー：１勝

ビッグエリザベス：２勝、チューリップ賞-G3３着、産駒
ファンドリアスカ：入着、高知２勝、黒潮菊花賞２着

五代母サンライトリバー：２勝、障２勝、産駒

トウカイスラッガー：４勝、皿倉山特別、香住特別

ケイシュール：４勝、八瀬特別、羽黒山特別、すいれん賞、障１勝

タングルウッド：１勝、アネモネＳ-OP３着
ナイスタイム：マイディアマンテ（１勝、障１勝、東京ハイジャンプ-JG2３着）の母
六代母サンパス：１勝、シンカキツバタ（２勝、新発田特別）の祖母

七代母健 宝（競）ケンホウ：最優秀３歳牝馬、４勝、桜花賞、カブトヤマ記念、産駒
スノーショット：２勝、プラタナス賞（レコード）、産駒

シンウルフ：７勝、スプリンターズＳ、淀短距離Ｓ（２回）、短距離Ｓ、西脇特別

フェアーカップ：ナリタハヤブサ（最優秀ダート馬、５勝、ウインターＳ-G3）の母

Danzig

Starry Dreamer

Miswaki

Skatingonthinice

Kingmambo

マンファス

ダンスインザダーク

ビッグモンロー

War Front

Greyciousness

キングカメハメハ

モンローライン

ザファクター

ツインキャンドル

(2011)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 １／１２〕

母トリニティプレイス：入着、岩手３勝、本馬が初仔

祖母カーラパワー Carla Power：仏２勝、産駒
ダノンシャーク：７勝、マイルＣｈＳ-GⅠ、富士Ｓ-GⅢ、京都金杯-GⅢ、逆瀬川特別、甲
東特別、つばき賞、マイラーズＣ-GⅡ２着（２回）、エプソムＣ-GⅢ２着、京都金杯
-GⅢ２着、京成杯ＡＨ-GⅢ２着、関屋記念-GⅢ２着、安田記念-GⅠ３着、同-GⅠ４着、
マイルＣhＳ-GⅠ３着、同-GⅠ４着、マイラーズＣ-GⅡ３着、若葉Ｓ-OP３着、スワンＳ
-GⅡ４着、毎日王冠-GⅢ４着、東京新聞杯-GⅢ５着、阪急杯-GⅢ５着、種牡馬

レイカーラ：５勝、ターコイズＳ-OP、弥彦特別、鎌ヶ谷特別、ユートピアＳ２着
ターキー：３勝、グッドラックＨ、サンシャインＳ３着、産駒

スペチアーレ：３勝、邁進特別、袖ヶ浦特別２着、驀進特別３着、ダリア賞-OP５着
フォーナインキング：１勝

ベリーフェイマス：入着、南関４勝

ワキノパワー：３勝、春日特別

スティルゴールド：４勝、市川Ｓ４着

ボブキャット：２勝、知立特別２着、障１勝

レッズフィールド：１勝

曽祖母ジャバリ Jabali：仏２戦、クロンディネリー Clondinnery（愛２勝、ロチェスタウンＳ-L、
レイルウェイＳ-GⅡ３着）の祖母

四代母トゥートシ Toute Cy：仏入着、産駒
フロリペデス Floripedes：仏２勝、リュテス賞-GⅢ、ロイヤルオーク賞-GⅠ２着、産駒
モンジュー Montjeu：欧州３歳チャンピオン、欧州古馬チャンピオン、英愛仏１１勝、凱
旋門賞-GⅠ、愛ダービー-GⅠ、タタソールズゴールドＣ-GⅠ、仏ダービー-GⅠ、サン
クルー大賞典-GⅠ、キングジョージ六世＆ＱエリザベスＳ-GⅠ、ニエル賞-GⅡ
ルパヤール Le Paillard：仏米５勝、レーヌブドル賞-L、ＳＪカピストラーノＨ-GⅠ２着
ルフー Le Fou：仏３勝、ラフォルス賞-GⅢ２着、リュー賞-L３着
カンブレス Cumbres：不出走、産駒
アゲイン Again：愛４勝、愛１０００ギニー-GⅠ、モイグレアスタッドＳ-GⅠ
クイクシマラ Cuixmala：ゴールドリーム Goldream（英仏７勝、キングススタンドＳ

-GⅠ、アベイユドロンシャン賞-GⅠ、パレスハウスＳ-GⅢ ）の祖母

ダダリズム Dadarissime：仏６勝、ヴィコムテスヴィジュール賞-GⅡ、リュテス賞-GⅢ

Kingmambo

マンファス

Storm Cat

サラトガデュー

サンデーサイレンス

サトルチェンジ

Caerleon

Jabali

キングカメハメハ

レディブラッサム

マンハッタンカフェ

カーラパワー

ロードカナロア

トリニティプレイス

(2011)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 １／１４〕

母シーガルサリー：入着、兵庫２勝、産駒

キングスバレイ（16 栗 牡 ゼンノロブロイ）１勝、新馬
ビースティ（11 栗 牡 バゴ）入着、南関・園田６勝
サンセリテ（14 黒鹿 牝 ゼンノロブロイ）入着、南関２勝
祖母ブレッシング：１勝、産駒

アズマシャトル：４勝、小倉記念-GⅢ、白富士Ｓ-OP、ＴＶｈ賞、R-NIKKEI杯２歳
Ｓ Ⅲ２着、ポートアイランドS-OP２着、カシオペアＳ-OP２着、鳴尾記念-G-G Ⅲ３

着、チャレンジＣ-GⅢ４着、毎日杯-GⅢ５着
ピサノパテック：６勝、ＵＨＢ杯-OP、晩春Ｓ、立春賞、陸奥湾特別、福島ＴＶＯＰ-OP２
着、白富士Ｓ-OP２着、ＴＶ愛知ＯＰ-OP２着、セントライト記念-G2３着

サンライズイーグル：２勝

サトノジェミニ：１勝、新馬

ベネディーレ：1勝、ガンサリュート（１勝、京成杯-GⅢ２着 ）、パブロフテソーロ

（１勝、クローバー賞-OP２着 ）、ミルトシャトル（南関２勝 ）の母

アグネスマジカル：入着、アグネスハビット（３勝、はなのき賞 ）、アグネスミニッツ

（２勝 ）、アグネススターダム（１勝、新馬、筑紫川特別３着 ）の母

曽祖母ブラダマンテ Bradamante：不出走、産駒
スティルインラブ：最優秀３歳牝馬、牝馬三冠、５勝、オークス-G1、桜花賞-G1、秋華
賞-G1、紅梅Ｓ-OP、エリザベス女王杯-G1２着、チューリップ賞-G3２着、府中牝馬Ｓ
-G3３着
ビッグバイアモン：３勝、ラジオたんぱ賞-G3（レコード）、ほうせんか賞、プリンシパ
ルＳ-OP３着

ダイワネバダ：２勝、滝桜賞、ラジオたんぱ賞-G3４着
フローラルレディ：２勝、ザタイキ（２勝、アーリントンＣ-GⅢ２着、新馬）の母
四代母スレメイフ Sulemeif：スワニーリヴァーＨ-GⅢ、オーキッドＨ-GⅡ３着、産駒
ウィズオールプロバビリティ Withallprobability：米９勝、ボニーミスＳ-GⅡ、フォワー
ドギャルＢＣＳ-GⅡ、シカゴバドワイザーＢＣＳ-GⅢ、ＫＹオークス-GⅠ２着、産駒
ウィズアビリティ With Ability：米７勝、シックスティセイルズＨ-GⅢ
キョウワアリシバ：５勝、水無月Ｓ、清滝特別、松前特別、朝日チャレンジＣ-G3３着
クリスタルシャード Crystal Shard：ジェモロジスト Gemologist（ウッドＭＳ-GⅠ）の母

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Storm Cat

Foppy Dancer

Deputy Minister

Mitterand

マルゼンスキー

ブラダマンテ

ディープインパクト

マジックストーム

フレンチデピュティ

ブレッシング

サトノアラジン

シーガルサリー

(2004)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 １／１５〕

母アユサン：２勝、桜花賞-GⅠ、新馬、アルテミスＳ-OP(新設重賞)２着、チューリップ賞
-GⅢ３着、オークス-GⅠ４着、競走年齢に達した産駒は１頭

祖母バイザキャット Buy the Cat：米１勝、産駒
マウレア：２勝、赤松賞、新馬、チューリップ賞-GⅡ２着、阪神ｼﾞｭｳﾞｪﾅｲﾙﾌｨﾘｰｽ -゙GⅠ３着、
紫苑Ｓ-GⅢ２着、桜花賞-GⅠ５着、オークス-GⅠ５着、クイーンＣ-GⅢ５着
サキトゥミー Saki To Me：米４勝、ブルーヘンＳ、リトルシルバーＳ
タクソンシティー Tucson City：米９勝
マジェスティックフェリン Majestic Feline：米２勝
ミルクマン：１勝、岩手２勝

バイザスコット：入着、南関・東海・高知１０勝

プレシャスライン：入着、南関２勝、ノーブルエイム（１勝 ）の母

キネオソレイユ：入着、兵庫２勝

曽祖母バイザファーム Buy the Firm：米１２勝、トップフライトＨ-GⅠ、ロングルックＨ
-GⅡ、ネクストムーブＢＣＨ-GⅢ、アセニアＨ-GⅢ、カルーセルＨ-GⅢ、シュヴィー
Ｈ-GⅠ２着、ＪＡモーリスＨ-GⅠ２着、レディースＨ-GⅡ２着、ネクストムーブＢＣＨ
-GⅢ２着、アフェクショネイトリーＨ-GⅢ２着、ベルデイムＳ-GⅠ３着、ヘンプスヘッ
ドＨ-GⅠ３着、スノーグースＨ-GⅢ３着、産駒

ストームブローカー Storm Broker：米４勝、ベンアリＳ-GⅢ、テハノランＳ３着
ロイヤルアロー Royal Arrow：仏１勝、ヤコウレフ賞-L
コンプリートパッケージ Complete Package：米１勝、産駒
ザッツザアイディア That’s The Idea：米５勝、サラブレッドフュチュリティ、ＮＭクラシ
ックＣジュヴェナイルフィリーズＳ、エディカウンティＳ２着

レスキュープラン Rescue Plan：米４勝、プレミオエスメラルダＳ２着
ショッピングウィズベティ Shoppingwithbetty：仏１勝、産駒
エクストラヴァガンザ Extravaganza：米５勝、ハッピーチケットＳ

四代母バイザハンド Buy the Hand：米２勝、産駒
イメージオブグレイトネス Image of Greatness：米３勝、サンフェリペＨ-GⅠ、ジンビー
ムＳ-GⅢ２着、サンミゲルＳ２着、ウィザーズＳ-GⅡ４着
セイバーフェール Savor Faire：米６勝、ミネソタブリーダーズダービー３着
バイザレターBuy the Letter：レリックリワード Relic Reward（エセックスＨ-GⅢ）の祖母

Kingmambo

マンファス

トニービン

ダイナカール

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Storm Cat

Buy the Firm

キングカメハメハ

エアグルーヴ

ディープインパクト

バイザキャット

ルーラーシップ

アユサン

(2010)



６

牡 ・ 牝

〔出生予定日 １／１７〕

母ジュエルアラモード：２勝、本馬が初仔

祖母スパイシークラウン：３勝、岡崎特別、長岡特別２着、産駒

レオンビスティー：４勝、クリスマスローズＳ-OP、サンライズＳ、ファルコンＳ-GⅢ２着、
ＵＨＢ賞-OP２着、園田１勝
ジルコニア：３勝、千葉日報杯、房総特別３着

スパイスシャワー：１勝

カカアデンカ：1勝
リーサムアンサー：北海道・岩手２勝

曽祖母ウエストバイノースウエスト West by Northwest：米国産、産駒
タイセイポラリス：１勝、新馬、高知８勝

ヴィーナスブリッジ：１勝

ナイキスターゲイザ：南関３勝、ゴールドジュニアー２着

バディ：オルフィーク（３勝、噴火湾特別２着）の母

四代母スターインザノース Star in the North ：英２勝、ムシドラＳ-GⅢ３着
クール Cool：米仏６勝、マンハッタンＨ-GⅠ、アップルトンＨ-GⅢ、ケルソＨ-GⅢ２着、
ユナイテッドネイションズＨ-GⅠ３着、ボーリングクリーンＨ-GⅠ４着、種牡馬
マウンテンキングダム Mountain Kingdom：英米９勝、ヨークシャーカップＳ-GⅡ、オー
モンドＳ-GⅢ、シュアファイアーＳ、英セントレジャー-GⅠ２着、ジョッキークラブＳ
-GⅡ２着、ダービートライアルＳ-GⅢ２着、ロスマンズ国際Ｓ-GⅠ４着
ヘヴンアンドアース Heaven and Earth：ウィレイポストＨ（レコード）
シーワード Seaward：ビューティーブラッシュ Beauty Brush（米５勝、シセロＨ）の母
アラタム Allatum：英２勝、ゴットドリーム Gotdream（英仏２勝、ヒデンライトＳ-L）、
イタケレコロニー Itaquere Coloney（伯１０勝、サントスデュモント賞、ガバナドールエスタ
ド大賞典-GⅢ２着、ヘンリケデトレドララ大賞典-GⅢ３着）の祖母
ビビカルセンス Bibical Sence：不出走、産駒
センスオブデューティー Sence of Duty：米９勝、フォアゴＳ
ウイニングポイント Winning Point：米４勝、AMケイパブルＳ、デラウエアオークス-GⅡ
２着、ブラックアイドスーザンＳ-GⅡ２着、カムリーＳ-GⅡ２着

五代母ライテッドランプ Lighted Lamp：クロケット（英２歳チャンピオン）の半妹、産駒
キングルティエ King Luthier：英仏４勝、ケルゴルレイ賞-GⅡ、種牡馬
ライテッドグローリー Lighted Glory：仏２勝、フロール賞-GⅢ、産駒
ライトザライツ Light the Lights：仏２勝、ポモーヌ賞-GⅡ、ヴェルメイユ賞-GⅠ３着

Kris S.

Tee Kay

Smart Strike

アザール

サンデーサイレンス

スカーレットブーケ

タバスコキャット

ウエストバイノースウエスト

シンボリクリスエス

コートアウト

ダイワメジャー

スパイシークラウン

ストロングリターン

ジュエルアラモード

(2012) 
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牡 ・ 牝

母シャンパンフルート：１勝、産駒

オーヴィレール（13 芦 牝 シンボリクリスエス）４勝、彦根Ｓ、瀬戸内海特別、鞍馬Ｓ-OP
２着、駿風Ｓ２着、道頓堀Ｓ２着、長篠Ｓ２着

ブレーメン（14 芦 牝 コンデュイット）２戦、高知・佐賀２勝
祖母トランシーフレーズ：３戦入着、産駒

トーキングドラム：５勝、阪急杯-GⅢ、新春Ｓ、斑鳩Ｓ２着、トリトンＳ２着
ジャージデスマイル：２勝、能登厳門賞

アフターミー：２勝

ハックルベリー：入着、南関１１勝

曽祖母アンスチュアート Ann Stuart：不出走、産駒
ベイトン Beyton：英米５勝、キングエドワード７世Ｓ-GⅡ、サンセットＨ-GⅡ３着、ゴー
ドンＳ-GⅢ３着、ジムマーレイＨ２着、独入着、ヨーロッパチャンピオンＳ-GⅢ２着
アンアレッジド Ann Alleged：米５勝、ビウィッチＳ-GⅢ３着
シークレットオブセッション Secret Obsession：英１勝、産駒
オブセッシブ Obsessive：英１勝、ムシドラＳ-GⅢ３着、産駒
エクセレントアート Excellent Art：英愛仏米４勝、セントジェイムスパレスＳ

-GⅠ、ミルリーフＳ-GⅡ、ＢＣマイル-GⅠ２着、サセックスＳ-GⅠ２着、Ｑ
エリザベス２世Ｓ-GⅠ２着、モルニ賞-GⅠ３着、レイルウェイＳ-GⅡ３着
ダブルオブセッション Double Obsession：英４勝、グッドウッドＣ-GⅡ４着
イッツアシークレット It’s a Secret：英２勝、バージニアレイテッドＳ２着、産駒
シークレットウィトネス Secret Witness：英５勝、ベンゴウフＳ-GⅢ３着

シャンペンポルカ：３勝、ＳＴＶ賞

四代母ミスカーミー Miss Carmie：米３勝、産駒
クリスエヴァート Chris Evert：米３歳牝馬チャンピオン、米牝馬三冠馬、産駒
シックスクラウンズ Six Crowns：米５勝、メドウクイーンＳ、産駒
チーフズクラウン Chief’s Crown：米２歳牡馬チャンピオン、ＢＣジュヴェナイ
ル-GⅠ、ノーフォークＳ-GⅠ、ホープフルＳ-GⅠ、種牡馬
クラシッククラウン Classic Crown：フリゼットＳ-GⅠ、ガゼルＨ-GⅠ
ニジンスキースター Nijinsky Star：リヴァッサー Revasser（タイダルＨ-GⅡ）の
母、サイトシーク Sightseek（ベルデイムＳ-GⅠ（２回）、他 GⅠ５勝）の祖母

オールレインボーズ All Rainbows：ウイニングカラーズ Winning Colors

Kingmambo

マンファス

Storm Cat

サラトガデュー

フレンチデピュティ

ブルーアヴェニュー

サンデーサイレンス

アンスチュアート

キングカメハメハ

レディブラッサム

クロフネ

トランシーフレーズ

ロードカナロア

シャンパンフルート

(2005)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 １／１８〕

母ヒアトゥウィン Here to Win：南ア３歳牝馬チャンピオン、南ア・米５勝、南アフィリー
ズクラシック-GⅠ、ガーデンプロヴィンスＳ-GⅠ、ザベリーワンＳ-GⅢ、ゴールドサー
クルオークス-GⅡ２着、南アオークス-GⅡ４着、ハウテンフィリーズギニー-GⅡ４着、
ビウィッチＳ-GⅢ４着、UAE入着、産駒
サトノワルキューレ（15 鹿 牝 ディープインパクト）３勝、フローラＳ-GⅡ、ゆきやな
ぎ賞、新馬

サトノファイヤー（14 栗 牡 Tapit）１勝、南関１勝
サトノバリオス（16 青 牡 ディープインパクト）２戦入着
祖母アスコットベル Ascot Belle：伯４勝、オクタヴィアデュポン賞、ＡＲカルネイロ賞、産駒
ジュシベル Je Suis Belle：伯３勝、ＡＣアモリム賞３着
曽祖母インディアンブラッサム Indian Blossom：伯７勝、ＯＳＡＦ大賞-GⅠ２着、産駒
ホールドミータイト Hold Me Tight：伯３勝、クリアドレス杯Ｓアルヴァレスペンテアド
大賞-GⅢ、ＭＲＮガルヴァオ大賞、伯オークス-GⅠ２着、ルイフェルナンドシルネリマ
大賞-GⅢ３着、パウロホセダコスタ大賞-GⅢ３着
クリティカルチョイス Critical Choice：伯８勝
四代母フローラルブラッサム Floral Blossom：不出走、産駒
エクスクルシヴパートナー Exclusive Partner：米１８勝、バーナードバルークＨ-GⅡ、エ
ルクホーンＳ-GⅢ、ウィークオブフェイムＧＣＨ、チョイスＨ、テルＳ、サイテーショ
ンＨ-GⅡ２着、ロングフェローＨ-GⅡ２着、シーオエリンＨ-GⅢ２着、シエラマドレＨ
-GⅢ２着、オーシャンポートＨ-GⅢ２着、マンハッタンＨ-GⅠ３着、種牡馬
シアトルブラッサム Seattle Blossom：米３勝、シカモアＳ３着
フローラレディ Flora Lady：米４勝、レーヴェンハート Ravenheart（米３勝、メリーランド
ジュヴェナイルＦ）、ディスコダンディ Disco Dandy（米８勝、ドリームビッグＳ３着、
デラウエア競馬場（5Fレコード）、ピムリコ競馬場（ 5Fレコード））の祖母

五代母バンティング Bunting：米１勝、産駒
フォーベイシーズ Four Bases：米１０勝、ブーゲンベリアＨ-GⅡ、ニッカボッカーＨ

-GⅢ、ハイアリアターフＣＨ-GⅠ２着、スウォードダンサーＨ-GⅠ３着
フローラルプリンセス Floral Princess：米２勝、デビュタントＳ２着、ビウッチＳ２着
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牡 ・ 牝

母ゴッドフェニックス：３勝、産駒

ロイヤルバローズ（15 鹿 牡 オルフェーヴル）１勝
サトノマルス（13 青 牡 ディープインパクト）１勝、新馬、フローラルウォーク賞３着
祖母ロンドンブリッジ：３勝、ファンタジーＳ-G3、桜花賞-G1２着、報知４歳牝馬特別-G2
４着、産駒

ダイワエルシエーロ：５勝、オークス-G1、京阪杯-G3、クイーンＣ-G3、マーメイドＳ-G3、
府中牝馬Ｓ-G2３着、紅梅Ｓ-OP２着、カーサデルシエロ（１勝 ）の母

ビッグプラネット：３勝、京都金杯-G3、アーリントンＣ-G3、新馬
グレーターロンドン：７勝、中京記念-GⅢ、東風Ｓ-OP、節分Ｓ、毎日王冠 -GⅡ３着、
ディセンバーＳ-OP３着、安田記念-GⅠ４着、京王杯スプリングＣ-GⅡ４着、種牡馬
ダイワディライト：７勝、室町Ｓ-OP、ＮＳＴ賞-OP、初日の出Ｓ、南総特別、青梅特別、
カペラＳ-GⅢ２着、千葉Ｓ-OP２着、ＢＳＮ賞-OP２着、東海・北海道 入着、かきつば

た記念-Jpn3４着、北海道スプリントＣ-Jpn3４着
ビッグカポネ：５勝、名古屋城Ｓ、大須特別、戎橋特別、如意ヶ嶽特別、天草特別２着

ダイワスピリット：２勝、大倉山特別、産駒

サトノゼファー：１勝、新馬、エルフィンＳ-OP４着、若駒Ｓ４着
ブリッツフィナーレ：不出走、産駒

キセキ：４勝、菊花賞-GⅠ、信濃川特別、ジャパンＣ-GⅠ２着、神戸新聞杯-GⅡ２着、
天皇賞(秋)-G GⅠ３着、毎日王冠- Ⅱ３着、毎日杯-GⅢ３着、すみれＳ-OP３着、有馬記
念-GⅠ５着

曽祖母オールフォーロンドン All for London：英米３勝、プラチナムベルＳ２着、オーシャンシ
ティーＳ２着、マルゲートＳ３着、産駒

ナリタオンザターフ：中央・東海 ３勝、名古屋優駿-G3、ポインセチア賞
ホウユウピアレス：６勝、文月Ｓ

オースミファンダー：５勝、湘南特別、高湯特別

ビッグロンドン：５勝、御影特別、赤穂特別

ドラゴンレディ：３勝、トシザドラゴン（佐賀１０勝、北山湖特別、玄界灘特別）の母

ナリタジュネス：３勝、東海４勝、めいほう杯

四代母フルカード Full Card：不出走、産駒
オフィサーズボール Officer's Ball：ソロリティＳ-GⅠ、スカイラヴァルＳ-GⅢ２着
プレッジカード Pledge Card：米５勝、スペンドアバックＳ、ドワイアＳ-GⅠ２着

サンデーサイレンス

ゴールデンサッシュ

メジロマックイーン

エレクトロアート

Roberto

Kelley’s Day

ドクターデヴィアス

オールフォーロンドン

オリエンタルアート

ブライアンズタイム

ロンドンブリッジ

オルフェーヴル

ゴッドフェニックス

(2006)
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〔出生予定日 １／１９〕

母コンクエストハーラネイト Conquest Harlanate：加２歳牝馬チャンピオン、米３勝、ナタ
ルマＳ-GⅡ、マザリンＳ-GⅢ、競走年齢に達した産駒は１頭
祖母アリソンズプライド Allison’s Pride：米出走、産駒
ペノブスコットベイ Penobscot Bay：米４勝、フェデリコテシオＳ２着、ミラクルウッドＳ２
着、サーバートンＳ３着、カウントフリートＳ３着

マックナット McNutt：米４勝
スレイミンディクシー Slamin’ Dixie：米３勝
ハーランズパンサー Harlan’s Panther：米２勝
曽祖母ミセスハイネス Mrs. Highness：米４勝、ジェニュインリスクＳ３着、産駒
リンデロ Lindero：米５勝、ダービートライアルＳ３着
四代母フェイムドプリンセス Famed Princess：米１５勝、ポルテージＳ、パンザレタＨ、エー
スＨ、ケンタッキーカーディナルＨ、フォーウインズＨ、ベイユーＨ２着、産駒

クリアーチョイス Clear Choice：米４勝、スワップスＳ-GⅠ、ウィザースＳ-GⅡ、ピータ
ーパンＳ-GⅠ２着、レベルＳ２着、ジェファーソンカップＳ２着、デアンザＳ２着、ディ
スカバリーＨ-GⅢ３着、アーカンソーダービー-GⅠ４着
フェイムドデビル Famed Devil：米１７勝、オータムクラシックＢＣＨ、テナシャスＨ、エ
セックスＨ-GⅢ２着、エヴァンジラインマイルＨ２着、アリシバＨ２着
エンチラーダ Enchilada：米１勝、産駒
ブリトー Burrito：豪６勝、ビルスタットＳ-GⅡ、ウィートウッドＨ、タタソールズマイ
ル、コカコーラボトラーズクラシック-GⅢ２着、2yoクラシックＳ-GⅢ２着
アマードラマス Amah Dramas：豪新５勝、オークランドサラブレッドＢＳ-GⅡ３着
カルフリー Calfree：豪１勝、産駒
コルレート Collate：豪６勝、キャメロンＨ-GⅢ、フレデリッククリスソルドＳ-GⅢ
ナヴィダッド Navidad：豪３勝、産駒
ポサダス Posadas：豪１２勝、スターキングダムＳ-GⅢ、ホールマークＳ２着
ダイアモンズアンドダスト Diamonds and Dust：不出走、産駒
ペトロルパワー Petrol Power：豪６勝、スティアクラシック-GⅢ、アークＳ、サプレ
マシーＳ、クラウンパースベルグラヴィアＳ２着、フェアーシャＳ２着

ダルランジュ Darrange：豪３勝、カルミチャエルＳ３着
レディオブチョイス Lady of Choice：不出走、産駒
ディレクトチャージ Direct Charge：豪１勝、マリビルノンプレート-GⅢ
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〔出生予定日 １／１９〕

母タミーン Tameen：英３勝、バックハウンズＳ-L２着、産駒
グランフルール（15 鹿 牝 オルフェーヴル）入着、岩手１勝、ひまわり賞２着
祖母ナジャー Najah：英伊２勝、伊３歳牝馬チャンピオン、リディアテシオ賞-GⅡ、愛1000
ギニートライアルＳ-L２着

曽祖母メーサーフ Mehthaaf：英愛仏４勝、英３歳牝馬チャンピオン、愛1000ギニー-GⅠ、
セレブレイションマイルＳ-GⅡ、ネルグウィンＳ-GⅢ、コロネーションＳ-GⅠ３着、ジャ
ックルマロワ賞-GⅠ３着、マルセルブサック賞-GⅠ３着、ロウザーＳ-GⅡ３着、産駒
タスディーア Tasdeer：英３勝、スプリングＣ-L２着
タナガム Tanaghum：英１勝、ハーベストＳ-L２着、産駒
タクティック Tactic：英愛３勝、カラＣ-GⅢ、グランドＣ-L、バーレーンＴ-GⅢ２着
ヤアジー Yaazy：仏２勝、ジュベル賞、ミネルヴ賞-GⅢ２着、マルレ賞-GⅡ３着
ザフー Zahoo：英２勝、ギリーズＳ-L２着、
コンヴァージェンス Convergence：愛４勝、バリーコラスＳ-GⅢ、エルグランセニョ
ールＳ、パットンＳ、デズモンドＳ-GⅢ３着、チロスＳ-GⅢ３着

ムジャラー Mujarah：英出走、産駒
リブチェスター Ribchester：英仏６勝、ジャックルマロワ賞-GⅠ、ムーランドロンシ
ャン賞-GⅠ、クイーンアンＳ-GⅠ、ロッキンジＳ-GⅠ、ミルリーフＳ-GⅡ

四代母エルスール Elle Seule：仏３勝、アスタルテ賞-GⅡ、テュイルリー賞-L、オペラ賞-GⅡ
２着、ボワ賞-GⅢ２着、ロワイヨモン賞-GⅢ３着、フィユドレール賞-GⅢ４着、産駒
エルナディム Elnadim：全欧古馬チャンピオンスプリンター、英５勝、ジュライＣ-GⅠ、
ダイアデムＳ-GⅡ、インターナショナルＳ-GⅢ２着、テンプルＳ-GⅡ３着、種牡馬
クルード Khulood：英３勝、ネルグウィンＳ-GⅢ、サマーＳ-GⅢ２着
オンリースール Only Seule：仏１勝、産駒
オキュパンディスト Occupandiste：仏古牝馬チャンピオン、フォレ賞-GⅠ、産駒
インプレッションナント Impressionnante：サンドリンガム賞-GⅡ、仏1000ギニー

-GⅠ２着、インテルロ Intello（仏ダービー-GⅠ、メシドール賞-GⅢ）の母
オンリーアンサー Only Answer：プティクヴェール賞-GⅢ、サンジョルジュ賞-GⅢ
モンディアリスト Mondialiste：英仏米５勝、ウッドバインマイルＳ-GⅠ、アーリ
ントンミリオンＳ-GⅠ、ストレンサルＳ-GⅢ、ポムフレットＳ、ＢＣマイル-GⅠ２着

五代母フォールアスペン Fall Aspen：米８勝、メイトロンＳ-GⅠ、米最優秀繁殖牝馬
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〔出生予定日 １／２１〕

母ランフォーイット Run for It：米２勝、産駒
スカイムーヴァー（13 青鹿 牡 ディープインパクト）入着、南関５勝、アルタイル賞
デスティーノトップ（12 鹿 牡 Corinthian）岩手・東海６勝
ストラギスト（14 芦 牝 ステイゴールド）入着、南関１勝
祖母シーハウシーランズ See How She Runs：米８勝、シリーンＳ-GⅠ、ファンタジーＳ

-GⅡ、セイラーヴィルＳ、ヴァリッドエクスペクテーションズＳ、シンガポールプレート
Ｓ-GⅢ２着、アイオワオークス２着、プレイリーメドウズオークス２着、アイオワディス
タフＢＣＳ３着、カロウセルＳ３着、スプリングフィーバーＳ３着、産駒

ドントリーヴミー Don’t Leave Me：米５勝、コリーンＳ-GⅢ、バーボネットオークス-GⅢ、
シリーンＳ-GⅢ２着、ラロルグネットＳ２着
クロフター Crofter：米８勝
曽祖母ボウクーガー Beau Cougar：米５勝、レアパフュームＳ３着、産駒
ヘイスントゥアド Hasten to Add：加芝馬チャンピオン、英米５勝、ローレルターフＣＳ

-GⅢ、エルクホーンＳ-GⅡ２着、セネカＨ-GⅢ２着、ロスマンズインターナショナルＳ
-GⅠ３着、ターフクラシックＳ-GⅡ３着、種牡馬
クールフォーキャッツ Cool for Cats：米１８勝
イッツアキャット It’s a Cat：不出走、産駒
パジャマズ Pajamas：米１勝、ハニービーＳ-GⅢ３着
アレックスズディザスター Alex’s Disaster：米１６勝、クラシコヴィオレタルイズＳ３着
テジャティ Tejati：米７勝、産駒
コアビリーフス Core Beliefs：米２勝、オハイオダービー-GⅢ、ピーターパンＳ-GⅢ
２着、サンタアニタダービー-GⅠ３着

ダウンタウンドリッグス Downtown Driggs：米１勝、ＫＹカップ ジュベナイルＳ３着
トップペニッシュ Toppenish：米４勝、産駒
スローンレンジャー Sloane Ranger：米８勝、ドナルドルヴァインメモリアルＨ、メリー
ランドミリオンスプリントＨ、ＢＰスプリントＨ、モンマスＣＳ-GⅡ３着

コールユアボウ Call Your Beau：米３勝、アワブレイントラスト Our Braintrust（米２勝、ト
レモントＳ、ジェロームＳ２着、メリーランドジュベナイルＦ２着 ）の祖母

キャットアンドザフィドル Cat and the Fiddle ：米入着、ウイニングモーションWinningmotion
（米１勝、クラシコＪＣバルボサ３着、クラシコＡＴコルデロJr.３着）の母

四代母ミスボウスターク Miss Beaustark：ビウィッチＳ３着、産駒
アイリッシュスウォード Irish Swords：米１０勝、メモリアルディＨ３着、種牡馬
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１／１１

〔出生予定日 １／２１〕

母スカイランダーガール Skylander Girl：米加６勝、ヘンドリーＳ-GⅢ、マイディアーＳ、
オンタリオデビュタントＳ、ザドラカルタＳ、ウィムシカルＳ-GⅢ２着、マーシュアズリバ
ーＳ-GⅢ２着、ワンダーホエアーＳ２着、オンタリオダムゼルＳ２着、アルゴマＳ２着、オ
ンタリオメイトロンＳ-GⅢ３着、ヘンドリーＳ-GⅢ３着、ウィムシカルＳ-GⅢ３着、ファン
フレルーチェＳ３着、ジャムドラブリーＳ３着、アルゴマＳ３着、オンタリオファションＳ

-GⅢ４着、ナタルマＳ-GⅡ５着、ベッサラビアンＳ-GⅡ５着、本馬が初仔
祖母ヘリオトロープ Heliotrope：加芝古牝馬チャンピオン、加１０勝、ナッソーＳ-GⅢ、オ
ンタリオコリーンＳ、ナッソーＳ-GⅢ２着、プレイザキングＨ-GⅢ２着、ロイヤルノース
Ｈ-GⅢ２着、ダンススマートリーＨ-GⅢ３着、カナディアンＨ３着、ニアークティックＨ
-GⅡ４着、イートンタウンＳ-GⅢ５着、産駒
シックスガンシェリフ Six Gun Sheriff：米４勝
スーパーチュニア Supertunia：米４勝
曽祖母キアディーン Keadeen：米３勝
四代母トワイスアマンス Twice a Month：米２勝、産駒
カヌックプリンス Canuck Prince：米２勝、イヤリングセールスＳ３着
アイムワンオブアカインド I’m One of a Kind：米５勝
アレトライス Aletrice：米入着、産駒
ザフェド The Fed：米４勝、ドミニオンデイＨ-GⅢ、エクリプスＨ-GⅡ２着

五代母トワイスシャイ Twice Shy：加７勝、ウィムシカルＳ、産駒
ノットトゥシャイ Not Too Shy：加３歳牝馬チャンピオン、加チャンピオンハンディキャ
ップ牝馬(２回)、加２３勝、ワンダーホエアーＳ(２回)、ダッチェスＳ、メープルリーフＳ
(２回)、ベルマホーンＳ、タットリングＨ、ウィムシカルＳ、カナディアンＳ
フォーティバイトゥー Forty Bye Two：米１０勝、キングアーヴィーＳ、ホープフルＳ、
ケンタッキークイルＨ、カールトンＳ、コンチネンタルＨ２着

ベッドシャイ Bed Shy：加９勝、シーウェイＳ、ベルマホーンＳ、ヴィクトリアナＳ２着
ソーシーミシー Saucey Missy：米６勝、ローズＳ２着、シュヴィーＨ-GⅠ４着
ラッキーコロネルエス Lucky Colonel S.：加８勝、ブルページＳ、トロントＣＨ、マリーンＳ
トワイスラッキー Twice Lucky：米１７勝、アルティムスＳ、エクリプスＨ、オータムＨ(２
回)、ホロメーターＳ(２回)、シーグラムカップＨ、ダルハムカップＨ、フェアバンクＨ
トワイスルーラー Twicw Ruler：米２２勝、フェアバンクＨ２着、ブリーダーズＳ３着
セイラーテイクケア Sailor Take Care：加７勝、メープルリーフＳ２着、ＰエリザベスＳ２着

Unbridled

Toussaud

Lord at War

Castle Eight

Pulpit

Maid for Walking

Northern Score

Keadeen

Star of Goshen

Stroll

Heliotrope

Pioneer of the Nile

スカイランダーガール

(2011)  

エンパイアメーカー



１４

牡 ・ 牝

〔出生予定日 １／２６〕

母ガリレオズソング Galileo’s Song：米２勝、ボイリングスプリングスＳ-GⅢ２着、ロングアイ
ランドＳ-GⅢ２着、サンズポイントＳ-GⅡ５着、本馬が初仔
祖母ソングトゥリメンバー Song to Remember：米入着、産駒
マグニフィセントソング Magnificent Song：米５勝、ガーデンシティＢＣＳ-GⅠ、レーク
ジョージＳ-GⅢ、エッジウッドＳ、レグレットＳ-GⅢ２着、ミントジュレップＨ-GⅢ２
着、ディスタフターフマイル-GⅢ４着
グレートバリアリーフ Great Barrier Reef：英愛１勝、ジムクラックＳ-GⅡ２着、ラウンドタ
ワーＳ-GⅢ３着、ナショナルＳ-GⅠ５着、種牡馬
パークアベニュー Park Avenue：愛１勝、スターアピールＳ２着、キラヴュランＳ-GⅢ３着、
シンガポール２勝

ロート Rote：米１勝、産駒
ロイヤルオブセッション Royal Obsession：米２勝、ガゼルＳ-GⅡ２着、レイチェルアレク
サンドラＳ-GⅡ４着
ジャンビーベイ Jumby Bay：米２勝、ガスパリラＳ２着、サンドパイパーＳ２着
パシフィックハイツ Pacific Heights：英４勝、愛豪入着
シルキーオメガ：２勝

マインドフルミュージック Mindful Music：米出走、産駒
ザマインドフルエンジェル The Mindfulangel：ヴェネズエラ２歳牝馬チャンピオン、ヴェネ
ズエラ２勝、シウダードカラカス賞、エドガーガントーム賞、コロネーション賞３着

曽祖母ウェディングレセプション Wedding Reception：米１勝、ソレントＳ３着、産駒
レェチュ Lech：米９勝、ギャラントマンＳ-GⅢ、レキシントンＳ-GⅢ、サラトガバドワ
イザーＢＣＨ-GⅢ２着、ランプライターＨ-GⅢ２着、ヒルプリンスＳ-GⅢ３着、ポーカーＳ
-GⅢ３着、伊１勝、カシーン賞、仏入着、ポワントドゥジュール賞２着
サヴィナ Savina：米２勝、ミスグリロＳ-GⅢ、コールプロビジョン Call Provision（米７勝、
レッドスミスＨ-GⅢ２着、ペンニンリッジＳ-GⅢ３着 ）の祖母

クリムゾンガード Crimson Guard：米５勝、トランシルバニアＳ、サラナクＳ-GⅢ２着、ジ
ャージーダービー-GⅡ２着、フォートマーシーＨ-GⅢ３着
エランデル Erandel：米２勝、デヴィアスインテント Devious Intent（米４勝、ガーデニア
Ｓ-GⅢ）、ツアーマリーン Tourmaline（米５勝、レミントンパークオークス）、ミスタ
ートミー Mr.Tommy（パナマ１４勝、パナマ輸入古馬チャンピオン）の祖母 、産駒
ランズパスタム Runspastum：米７勝、オーシャンポートＨ-GⅢ、フェデリコテシオＳ
アドラマス Adoramus：米愛１勝、デズモンドＳ-GⅢ４着

Mr.Prospector

Classy ’n Smart

Deputy Minister

Barbarika

Sadler’s Wells

Urban Sea

Storm Cat

Wedding Reception

Smart Strike

Sherriff’s Deputy

Galileo

Song to Remember

Curlin

ガリレオズソング

(2013)  



１５

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／１〕

母ダイワスピリット：２勝、大倉山特別、産駒

サトノゼファー（12 栗 牝 キングカメハメハ）１勝、新馬、エルフィンＳ-OP４着
ダイワラスター（11 黒鹿 牝 キングカメハメハ）１勝
祖母ロンドンブリッジ：３勝、ファンタジーＳ-G3、桜花賞-G1２着、報知４歳牝馬特別-G2
４着、産駒

ダイワエルシエーロ：５勝、オークス-G1、京阪杯-G3、クイーンＣ-G3、マーメイドＳ-G3、
府中牝馬Ｓ-G2３着、紅梅Ｓ-OP２着、カーサデルシエロ（１勝 ）の母

ビッグプラネット：３勝、京都金杯-G3、アーリントンＣ-G3、新馬
グレーターロンドン：７勝、中京記念-GⅢ、東風Ｓ-OP、節分Ｓ、毎日王冠 -GⅡ３着、
ディセンバーＳ-OP３着、安田記念-GⅠ４着、京王杯スプリングＣ-GⅡ４着、種牡馬
ダイワディライト：７勝、室町Ｓ-OP、ＮＳＴ賞-OP、初日の出Ｓ、南総特別、青梅特別、
カペラＳ-GⅢ２着、千葉Ｓ-OP２着、ＢＳＮ賞-OP２着、東海・北海道 入着、かきつば

た記念-Jpn3４着、北海道スプリントＣ-Jpn3４着
ビッグカポネ：５勝、名古屋城Ｓ、大須特別、戎橋特別、如意ヶ嶽特別、天草特別２着

ゴッドフェニックス：３勝、サトノマルス（新馬）、ロイヤルバローズ（１勝 ）の母

ブリッツフィナーレ：不出走、産駒

キセキ：４勝、菊花賞-GⅠ、信濃川特別、ジャパンＣ-GⅠ２着、神戸新聞杯-GⅡ２着、
天皇賞(秋)-GⅠ３着、毎日王冠-GⅡ３着、毎日杯-GⅢ３着、すみれＳ-OP３着、有馬記
念-GⅠ５着

曽祖母オールフォーロンドン All for London：英米３勝、プラチナムベルＳ２着、オーシャンシ
ティーＳ２着、マルゲートＳ３着、産駒

ナリタオンザターフ：中央・東海 ３勝、名古屋優駿-G3、ポインセチア賞
ホウユウピアレス：６勝、文月Ｓ

オースミファンダー：５勝、湘南特別、高湯特別

ビッグロンドン：５勝、御影特別、赤穂特別

ドラゴンレディ：３勝、トシザドラゴン（佐賀１０勝、北山湖特別、玄界灘特別）の母

四代母フルカード Full Card：不出走、産駒
オフィサーズボール Officer's Ball：ソロリティＳ-GⅠ、スカイラヴァルＳ-GⅢ２着
プレッジカード Pledge Card：米５勝、スペンドアバックＳ、ローレルＦ-GⅠ２着
五代母ベルオブザボール Belle of the Ball：イヴニングアウト Evening Out（米２歳牝馬チャン
ピオン、米１１勝、メイトロンＳ、スピナウェイＳ）の半妹

Kingmambo

マンファス

トニービン

ダイナカール

サンデーサイレンス

ダンシングキイ

ドクターデヴィアス

オールフォーロンドン

キングカメハメハ

エアグルーヴ

ダンスインザダーク

ロンドンブリッジ

ルーラーシップ

ダイワスピリット

(2005)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／１〕

母マーメイドティアラ：１勝、本馬が第２仔

祖母グレイスティアラ：中央・南関・兵庫・北海道 ４勝、全日本２歳優駿-G1、兵庫Ｃｈ
Ｓ-G2、エーデルワイス賞-G3、関東オークス-G2２着、スパーキングレディＣ-G3２着
アネモネＳ-OP２着、クイーン賞-G3３着、新潟２歳Ｓ-G3４着、産駒
ダノンバトゥーラ：４勝、韓国馬事会杯、花背特別、丹沢Ｓ２着、アンタレスＳ-GⅢ４着
キングソング：２勝、新涼特別２着、箕面特別３着、八海山特別３着

ダノンロイヤル：１勝

クラウンドヘッド：入着、園田５勝

曽祖母ロイヤルティアラ：５勝、初凪賞、産駒

シアトルユー：６勝、安達太良Ｓ、鎌倉特別、西湖特別、昇竜Ｓ-OP２着、ホープフルＳ-OP
３着、節分賞２着、月岡特別２着、大沼Ｓ-OP４着、関越Ｓ-OP５着
グローリーティアラ：５勝、湯之谷特別、魚沼特別、産駒

スペシャルピース：２勝、足立山特別

ブライダルブーケ：ワイルドコットン（３勝、初茜賞３着、高知８勝、黒潮マイルＣｈＳ、

トレノ賞３着、二十四万石賞３着 ）、グッドワード（１勝、新馬 ）の母

エレガントシチー：３勝、函館日刊スポーツ杯３着、産駒

サンライズサルーテ：２勝、下北半島特別２着、東海２勝

ポライトストーン：３勝、新馬、オーロラ特別３着、西湖特別３着

レコンキスタ：３勝

エターナルスター：２勝

スモーキータバーン：１勝、北海道４勝

レッドグラサージュ：１勝、兵庫・南関２勝

ニイガッタメール：入着、金沢３勝、産駒

キープレイヤー：４勝、浦安特別

スワニー：４戦入着、産駒

ツリーハウス：北海道・東海７勝、東海ダービー２着、イーハトーブマイル３着

ホワイトタスク：入着、園田１勝、ロイヤルサルート（３勝）の母

四代母ロイヤルコスマー：３勝、トパーズＳ、寒桜賞、桜花賞-G1２着、４歳牝馬特別（西）
-G2２着、オークス-G1５着、阪神牝馬特別-G3５着、サファイヤＳ-G3５着、産駒
フサイチユーキャン：５勝、新春Ｓ、タイランドＣ、国東特別、サンスポ４歳牝馬特別-G2３着

Storm Cat

Island Kitty

Meadowlake

Shortley

Kris S.

Tee Kay

フジキセキ

ロイヤルティアラ

ヘネシー

Meadow Flyer

シンボリクリスエス

グレイスティアラ

ヘニーヒューズ

マーメイドティアラ

(2009)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／３〕

母ウィステリアアーチ：２戦入着、産駒

マイスターシャーレ（15 鹿 牡 ディープインパクト）１勝、メルボルンＴ３着
ルモンド（16 鹿 牡 ディープインパクト）１勝、新馬
祖母バービキャット Barbicat：米入着、産駒
レッドスパーダ：７勝、京王杯スプリングＣ-GⅡ、東京新聞杯-GⅢ、関屋記念-GⅢ、パラ
ダイスＳ-OP、ニューイヤーＳ-OP、ＮＨＫマイルＣ-GⅠ２着、阪神Ｃ-GⅡ２着、スプリ
ングＳ-Jpn2２着、オーシャンＳ-GⅢ３着（２回）、東京新聞杯-GⅢ４着、ニューイヤー
Ｓ-OP４着、高松宮記念-GⅠ５着、鳴尾記念-GⅢ５着、種牡馬
ブレイブファイト：５勝、オーストラリアＴ、シドニーＴ、錦Ｓ２着、難波Ｓ２着

プライベートキャット Private Cat：米６勝
曽祖母バーバリカ Barbarika：米７勝、ＪＷＢクラッシックＨ-GⅡ、ターフウェイＢＢＣＨ

-GⅢ、ルイビルＢＢＣＨ-GⅡ３着、産駒
シェリーフズデピュティ Sherriff 's Deputy：不出走、産駒
カーリン Curlin：米年度代表馬（２年連続）、米３歳牡馬チャンピオン、米古牡馬チャン
ピオン、米 UAE１１勝、ＢＣクラシック-GⅠ、ドバイワールドＣ-GⅠ、プリークネス
Ｓ-GⅠ、スティーヴンフォスターＨ-GⅠ、ＪＣゴールドＣＳ-GⅠ（２回）、ウッドワー
ドＳ-GⅠ、アーカンソーダービー-GⅡ、レベルＳ-GⅢ、ベルモントＳ-GⅠ２着、マン
ノウォーＳ-GⅠ２着、ケンタッキーダービー-GⅠ３着、種牡馬
デピュティ Deputy：米４勝、コンクエストストレートアップ Conquest Strate Up（米４勝、
ラプレボヤンテＳ）の母、カクタスジョー Cactus Joe（米６勝、エレンズラッキースタ
ーＳ、メリルヴィルＳ（２回）、インディアナファーストレディＳ２着）の祖母

四代母ウォーエクスチェンジ War Exchange：米１０勝、コニヴァーＨ、産駒
ラッキーレディローレン Lucky Lady Lauren：米１０勝、アーリントンメイトロンＨ-GⅢ
カウントオンキャシー Count on Kathy：米４勝、ポリテリーＳ２着、産駒
カウントオンアチェンジ Count on a Change：米６勝、エトビコークＨ-GⅢ、ウインバ
リアシオン（３勝、青葉賞-GⅡ、日本ダービー-GⅠ２着、有馬記念-GⅠ２着）の祖母
ティーヴィカウンテス T.V. Countess：米４勝、ポリテリーＳ、カメオＳ２着、産駒
カウンテスダイアナ Countess Diana：米２歳牝馬チャンピオン、米７勝、ＢＣジュヴ
ェナイルフィリーズ-GⅠ、スピナウェイＳ-GⅠ、アルシバイアデスＳ-GⅡ
カウントオンナンバース Count on Numbers：米８勝、プレミアＢＣＳ、ナーセリーＳ
タングルドアップインブルー Tangled Up in Blue：米３勝、産駒
エクソジェナス Exogenous：米５勝、ベルデイムＳ-GⅠ、ガゼルＨ-GⅠ

サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

Wild Again

シャロン

Kingmambo

マンファス

Storm Cat

Barbarika

ハーツクライ

シビル

キングカメハメハ

バービキャット

ジャスタウェイ

ウィステリアアーチ

(2007)  



１８

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／４〕

母ミレニアムソング：５戦、本馬が第２仔

祖母セデューサーズソング Seducer’s Song：米４勝、ボイリングスプリングスＳ-GⅢ、レイ
クジョージＳ-GⅢ、フィールディーＳ２着、産駒
スタンニングソング Stunning Song：米１勝、産駒
セーブザシンナー Save the Sinner：米２勝
ヘンリーズソング Henry’s Song：米２勝
ミラクルムーバー Miracle Mover：米出走、産駒
ジップスムーンダンス Zip’s Moondance：米２勝

曽祖母セデューサー Seducer：米４勝、ハリウッドワイルドキャットＳ、フランシスＡジェン
ターＨ、セイレムカウンティＳ、ミスグリロＳ-GⅢ２着、トロピカルパークオークス２着、
エンデヴァーＳ２着、アパラチアンＳ３着

四代母ソシアブルダック Sociable Duck：米１勝、スピナウェイＳ-GⅠ２着、産駒
スウィフトアンドクラッシー Swift and Classy：米３勝、ホワットアサマーＳ、産駒
リディルラック Rydilluc：米４勝、パームビーチＳ-GⅢ、ペンマイルＳ
ゴールドワンダー Gold Wonder：米７勝、ALメモリアルＨ、Cラング Jr.メモリアルＳ
デンジャラスガイ Dangerous Guy：米４勝、ＭＴＯＢＡプライドＳ２着
ワムバム Whambam：米１勝、パイオニアＳ２着
シルバリースワン Silvery Swan：不出走、産駒
ローマンルーラー Roman Ruler：米５勝、ハスケル招待Ｈ-GⅠ、ノーフォークＳ-GⅡ、
ドゥワイアＳ-GⅡ、ベストパルＳ-GⅡ、グッドウッドＢＣＨ-GⅡ２着、デルマーフュー
チュリティ-GⅡ２着、トラヴァースＳ-GⅠ３着、種牡馬
エルコレドール El Corredor：米７勝、シガーマイルＨ-GⅠ、デルマーＢＣＨ-GⅡ（２回）、
パットオブライアンＨ-GⅡ、ジェロームＨ-GⅡ２着、種牡馬
シルバートルネード Silver Tornado：米４勝、リーヴシュリーJr.Ｓ-GⅢ
メイモニデス Maimonides：米１勝、ホープフルＳ-GⅠ３着
スマートダック Smart Duck：米２勝、クイーンシャルロットＨ２着、ナナイモＨ３着
クルーム Croom：米１勝、ジュニアチャンピオンＳ２着、ロングゴーンブルースＳ３着
五代母アンソシアブル Unsociable：米２勝、サンタイザベルＳ３着、産駒
レイズドソシアリー Raised Socially：米６勝、ラファイエットＳ、パリサデスＨ２着
シィッティングダック Sitting Duck：米２勝、セジェムズルナースター Sejm’s Lunar Star（米
４勝、リベラーダＳ、ハリウッドワイルドキャットＳ２着）の母

コーストアロング Coast Along：ライクナウ Like Now（米６勝、ゴーサムＳ-GⅢ）の祖母

サンデーサイレンス

ゴールデンサッシュ

メジロマックイーン

パストラリズム

Storm Cat

Mariah’s Storm

Unbridled’s Song

Seducer

ステイゴールド

ポイントフラッグ

Giant’s Causeway

セデューサーズソング

ゴールドシップ

ミレニアムソング

(2011)  
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／４〕

母コウギョウデジタル：岩手８勝、ＯＲＯＣディスタフ、フェアリーＣ、あすなろ賞、ひまわ

り賞、不来方賞、ウイナーＣ、はまなす賞２着、留守杯日高賞３着、本馬が第２仔

祖母イエスドラゴン：３戦、産駒

マカロンショコラ：園田２勝

曽祖母ジャウンティング Jaunting：愛１勝、産駒
ピサノバンキッシュ：３勝、大雪Ｈ３着、ヒヤシンスＳ-OP４着、伏竜Ｓ-OP５着、ホープ
フルＳ５着-OP
タンスチョキン：２勝、白菊賞４着、秋明菊賞４着、北海道２勝（JRA認定）
サンデープラチナム：１勝

シンメイゲイルス：１勝、モンサンカーラ（北海道・岩手５勝）の母

クロムハート：マドモアゼルノン（２勝、サファイアスター賞 ）、アイアンビスティー（南

関５勝）、プレジデントハート（入着、南関９勝、浦島特別）の母

四代母ジョード Jode：英米２勝、産駒
フラエンジェル Hula Angel：英愛３勝、愛１０００ギニー-GⅠ、ロックフェルＳ-GⅡ、オ
ーソーシャープＳ-L３着、産駒
ザフィストオブゴッド The Fst of Godi：愛６勝、アイルフィールドＳ-L２着
スケジュール Schedule：米５勝、ミスリバティーＳ（レコード）、ハニービーＳ、産駒
エルシヴテンパー Elusive Temper：米２勝、リトルシルバーＳ３着
シーキングアンエンジェル Seeking an Angel：米４勝、オムニバスＳ２着
ダイヤモンドピサ：１勝、産駒

オールザットジャズ：６勝、福島牝馬Ｓ-GⅢ(２回)、飛鳥Ｓ、境港特別、中山牝馬Ｓ
-GⅢ２着、愛知杯-GⅢ３着、クイーンＳ-GⅢ３着、エリザベス女王杯-GⅠ５着

ピサライコネン：３勝

シルクジュリエット：１勝、産駒

ジャジャウマナラシ：兵庫・南関５勝、NAR２歳最優秀牡馬、兵庫ジュニアＧＰ-Jpn2
五代母ベルデジュール Belle de Jour：米１勝、産駒
スペンドアバック Spend A Buck：米年度代表馬、米３歳牡馬チャンピオン、米１０勝、ケ
ンタッキーダービー-GⅠ、アーリントンワシントンＦ-GⅠ、モンマスＨ-GⅠ、種牡馬
クラウンオブシーバ Crown of Sheba：スパイスアイランド Spice Island（ロングアイランド
Ｈ-GⅡ）の母、アイスボックス Ice Box（フロリダダービー-GⅠ）の祖母

Devi’s Bag

Plenty O’Toole

Speak John

Secret Retreat

Crafty Prospector

Chancey Squaw

ダンスインザダーク

ジャウンティング

Devil His Due

Tell a Secret

アグネスデジタル

イエスドラゴン

ロージズインメイ

コウギョウデジタル

(2010)



２０

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／５〕

母プレシャスライン：入着、南関２勝、産駒

ノーブルエイム（15 栗 牝 ゼンノロブロイ）１勝
セブンマイル（16 青鹿 牡 ゼンノロブロイ）園田１勝
祖母バイザキャット Buy the Cat：米１勝、産駒
アユサン：２勝、桜花賞-GⅠ、新馬、アルテミスＳ-OP(新設重賞)２着、チューリップ賞

-GⅢ３着、オークス-GⅠ４着
マウレア：２勝、赤松賞、新馬、チューリップ賞-GⅡ２着、阪神ジュヴェナイルフィリーズ-GⅠ３着、
紫苑Ｓ-GⅢ２着、桜花賞-GⅠ５着、オークス-GⅠ５着、クイーンＣ-GⅢ５着
サキトゥミー Saki To Me：米４勝、ブルーヘンＳ、リトルシルバーＳ
タクソンシティー Tucson City：米９勝
ミルクマン：１勝、岩手２勝

バイザスコット：入着、南関・東海・高知１０勝

曽祖母バイザファーム Buy the Firm：米１２勝、トップフライトＨ-GⅠ、ロングルックＨ
-GⅡ、ネクストムーブＢＣＨ-GⅢ、アセニアＨ-GⅢ、カルーセルＨ-GⅢ、シュヴィー
Ｈ-GⅠ２着、ＪＡモーリスＨ-GⅠ２着、レディースＨ-GⅡ２着、ネクストムーブＢＣＨ
-GⅢ２着、アフェクショネイトリーＨ-GⅢ２着、ベルデイムＳ-GⅠ３着、ヘンプスヘッ
ドＨ-GⅠ３着、スノーグースＨ-GⅢ３着、産駒

ストームブローカー Storm Broker：米４勝、ベンアリＳ-GⅢ、テハノランＳ３着
ロイヤルアロー Royal Arrow：仏１勝、ヤコウレフ賞-L
コンプリートパッケージ Complete Package：米１勝、産駒
ザッツザアイディア That’s The Idea：米５勝、サラブレッドフュチュリティ、ＮＭクラシ
ックＣジュヴェナイルフィリーズＳ、エディカウンティＳ２着

レスキュープラン Rescue Plan：米４勝、プレミオエスメラルダＳ２着
ショッピングウィズベティ Shoppingwithbetty：仏１勝、産駒
エクストラヴァガンザ Extravaganza：米５勝、ハッピーチケットＳ

四代母バイザハンド Buy the Hand：米２勝、産駒
イメージオブグレイトネス Image of Greatness：米３勝、サンフェリペＨ-GⅠ、ジンビー
ムＳ-GⅢ２着、サンミゲルＳ２着、ウィザーズＳ-GⅡ４着
セイバーフェール Savor Faire：米６勝、ミネソタブリーダーズダービー３着
バイザレターBuy the Letter：レリックリワード Relic Reward（エセックスＨ-GⅢ）の祖母

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Loup Sauvage

バブルドリーム

Kingmambo

マンファス

Storm Cat

By the Firm

ディープインパクト

ラヴアンドバブルス

キングカメハメハ

バイザキャット

ディープブリランテ

プレシャスライン

(2008)



２１

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／６〕

母ネイチャーガイド：入着、産駒

シュンドルボン（11 青鹿 牝 ハーツクライ）６勝、中山牝馬Ｓ-GⅢ、甲斐路Ｓ、弥彦特別、
月岡温泉特別、金鯱賞-GⅡ３着、マーメイドＳ-GⅢ４着、府中牝馬Ｓ-GⅡ５着
アズマタックン（13 青鹿 牡 ブラックタイド）４戦、障害２勝、新潟ＪＳ-JGⅢ４着
ネイチャークルーズ（12 栗 牝 ダイワメジャー）北海道・東海２勝、JRA認定、ゴールドウ
イング賞２着、ラブミーチャン記念４着、東海ダービー５着

ウィズネイチャー（14 栗 牡 タイキシャトル）入着、南関３勝
インキュベーター（10 鹿 ｾﾝ スペシャルウィーク）入着、東海２勝
アレルヤトウブ（08 栗 牡 ロージズインメイ）８戦、東海・佐賀５勝
祖母ホワイトウォーターレディ White Water Lady：英入着、産駒
リキッドノーツ：６勝、冬至Ｓ、隅田川特別、木津川特別、尾頭橋特別、東京新聞杯-GⅢ２
着、ディセンバーＳ-OP３着
パンドラロード：４勝、岡崎特別、下北半島特別、ジョーネンボー（１勝、オニキス賞 ）、

ヒラボクレジーナ（１勝）の母

ターニングリーフ：１勝、高知１勝

リビーズダンサー Libby's Dancer：米３勝
曽祖母ウォータールー Waterloo：英６勝、英 1000ギニー-GⅠ、シェバリーパークＳ-GⅠ、
クイーンメリーＳ-GⅡ、ファルマスＳ-GⅢ、産駒
ウォーターウー Water Woo：仏１勝、サンフィールマン賞-L、産駒
エンヴァイラメントフレンド Environment Friend：英３勝、エクリプス賞-GⅠ、ダンテ
Ｓ-GⅡ、コロネーションＣ-GⅠ２着（２回）、愛チャンピオンＳ-GⅠ２着、種牡馬
プリンスエヴェレット Prince Everett：米５勝、ヤングアメリカＳ-GⅡ２着
ヴィガネラ Viganella：ヴァノイズ Vanoise（チリ５勝、コロナシオン大賞典-GⅡ、コテ
ホデポトランカス-GⅢ、チリダービー-GⅠ３着、ラスオークス-GⅠ３着）、ヴィリンス
キー Vilinsky（チリ３勝、ラスオークス-GⅠ２着）の母、グランラツール Gran Latour
（チリ２勝、クリアドレスドラマ賞-GⅡ）の祖母

ウォーターケイ Water Cay：英４勝、クイーンアンＳ-GⅡ２着、ロイヤルロッジＳ-GⅡ２着、
フューチュリティＳ-GⅠ３着、ジュライＳ-GⅢ４着
ウォーターフローリック Water Frolic：英３勝、エルメスＨ-L、ナーヒー Naahy（バリコラ
スＳ-GⅢ）、パッパリアレ Pappa Reale（伊古牝馬チャンピオン（２回））の祖母

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Caerleon

Jabali

Kingmambo

Saddlers Gal

Riverman

Waterloo

ディープインパクト

カーラパワー

エルコンドルパサー

ホワイトウォーターレディ

ダノンシャーク

ネイチャーガイド

(2003)



２２

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／６〕

母ジルコニア：３勝、千葉日報杯、房総特別３着、産駒

アレミティ（16 黒鹿 牡 ジャスタウェイ）
祖母スパイシークラウン：３勝、岡崎特別、長岡特別２着、産駒

レオンビスティー：４勝、クリスマスローズＳ-OP、サンライズＳ、ファルコンＳ-GⅢ２着、
ＵＨＢ賞-OP２着、園田１勝
ジュエルアラモード：２勝

スパイスシャワー：１勝

カカアデンカ：1勝
曽祖母ウエストバイノースウエスト West by Northwest：米国産、産駒
タイセイポラリス：１勝、新馬、高知８勝

ヴィーナスブリッジ：１勝

ナイキスターゲイザ：南関３勝、ゴールドジュニアー２着

バディ：オルフィーク（３勝、噴火湾特別２着）の母

四代母スターインザノース Star in the North：英２勝、ムシドラＳ-GⅢ３着
クール Cool：米仏６勝、マンハッタンＨ-GⅠ、アップルトンＨ-GⅢ、ケルソＨ-GⅢ２着、
ユナイテッドネイションズＨ-GⅠ３着、ボーリングクリーンＨ-GⅠ４着、種牡馬
マウンテンキングダム Mountain Kingdom：英米９勝、ヨークシャーカップＳ-GⅡ、オー
モンドＳ-GⅢ、シュアファイアーＳ、英セントレジャー-GⅠ２着、ジョッキークラブＳ
-GⅡ２着、ダービートライアルＳ-GⅢ２着、ロスマンズ国際Ｓ-GⅠ４着
ヘヴンアンドアース Heaven and Earth：ウィレイポストＨ（レコード）
シーワード Seaward：ビューティーブラッシュ Beauty Brush（米５勝、シセロＨ）の母
アラタム Allatum：英２勝、ゴットドリーム Gotdream（英仏２勝、ヒデンライトＳ-L）、
イタケレコロニー Itaquere Coloney（伯１０勝、サントスデュモント賞、ガバナドールエスタ
ド大賞典-GⅢ２着、ヘンリケデトレドララ大賞典-GⅢ３着）の祖母
ビビカルセンス Bibical Sence：不出走、産駒
センスオブデューティー Sence of Duty：米９勝、フォアゴＳ
ウイニングポイント Winning Point：米４勝、AMケイパブルＳ、デラウエアオークス-GⅡ
２着、ブラックアイドスーザンＳ-GⅡ２着、カムリーＳ-GⅡ２着

五代母ライテッドランプ Lighted Lamp：クロケット（英２歳チャンピオン）の半妹、産駒
キングルティエ King Luthier：英仏４勝、ケルゴルレイ賞-GⅡ、種牡馬
ライテッドグローリー Lighted Glory：仏２勝、フロール賞-GⅢ、産駒
ライトザライツ Light the Lights：仏２勝、ポモーヌ賞-GⅡ、ヴェルメイユ賞-GⅠ３着

グラスワンダー

ランニングヒロイン

カーネギー

メジロモントレー

Devil’s Bag

ウェルシュマフィン

タバスコキャット

ウエストバイノースウエスト

スクリーンヒーロー

メジロフランシス

タイキシャトル

スパイシークラウン

モーリス

ジルコニア

(2007) 



２３

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／８〕

母プロイエット：１勝、本馬が初仔

祖母レッドステラーノ：４戦入着

曽祖母ロンドンブリッジ：３勝、ファンタジーＳ-G3、桜花賞-G1２着、報知４歳牝馬特別-G2
４着、産駒

ダイワエルシエーロ：５勝、オークス-G1、京阪杯-G3、クイーンＣ-G3、マーメイドＳ-G3、
府中牝馬Ｓ-G2３着、紅梅Ｓ-OP２着、カーサデルシエロ（１勝 ）の母

ビッグプラネット：３勝、京都金杯-G3、アーリントンＣ-G3、新馬
グレーターロンドン：７勝、中京記念-GⅢ、東風Ｓ-OP、節分Ｓ、毎日王冠-GⅡ３着、
ディセンバーＳ-OP３着、安田記念-GⅠ４着、京王杯スプリングＣ-GⅡ４着、種牡馬
ダイワディライト：７勝、室町Ｓ-OP、ＮＳＴ賞-OP、初日の出Ｓ、南総特別、青梅特別、
カペラＳ-GⅢ２着、千葉Ｓ-OP２着、ＢＳＮ賞-OP２着、東海・北海道 入着、かきつば

た記念-Jpn3４着、北海道スプリントＣ-Jpn3４着
ビッグカポネ：５勝、名古屋城Ｓ、大須特別、戎橋特別、如意ヶ嶽特別、天草特別２着

ダイワスピリット：２勝、大倉山特別、産駒

サトノゼファー：１勝、新馬、エルフィンＳ-OP４着、若駒Ｓ４着
ゴッドフェニックス：３勝、ロイヤルバローズ（１勝 ）の母

ブリッツフィナーレ：不出走、産駒

キセキ：４勝、菊花賞-GⅠ、信濃川特別、ジャパンＣ-GⅠ２着、神戸新聞杯-GⅡ２着、
天皇賞(秋)-GⅠ３着、毎日王冠-GⅡ３着、毎日杯-GⅢ３着、すみれＳ-OP３着、有馬記
念-GⅠ５着

四代母オールフォーロンドン All for London：英米３勝、プラチナムベルＳ２着、オーシャンシ
ティーＳ２着、マルゲートＳ３着、産駒

ナリタオンザターフ：中央・東海 ３勝、名古屋優駿-G3、ポインセチア賞
ホウユウピアレス：６勝、文月Ｓ

オースミファンダー：５勝、湘南特別、高湯特別

ビッグロンドン：５勝、御影特別、赤穂特別

ドラゴンレディ：３勝、トシザドラゴン（佐賀１０勝、北山湖特別、玄界灘特別）の母

ナリタジュネス：３勝、東海４勝、めいほう杯

五代母フルカード Full Card：不出走、産駒
オフィサーズボール Officer's Ball：ソロリティＳ-GⅠ、スカイラヴァルＳ-GⅢ２着
プレッジカード Pledge Card：米５勝、スペンドアバックＳ、ドワイアＳ-GⅠ２着

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Lycius

Dance Image

Kingmambo

マンファス

アグネスタキオン

ロンドンブリッジ

ディープインパクト

プリンセスオリビア

キングカメハメハ

レッドステラーノ

トーセンラー

プロイエット

(2013)



２４

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／１０〕

母ラグジャリークラス Luxury Class：米３勝、マーシュアＳ２着、ディアリープレシャスＳ３
着、産駒

フォーハンドレッド（14 黒鹿 牡 ステイゴールド）４勝、釧路湿原特別
サトノインスパイア（09 栗 牡 Discreet Cat）２勝
サトノダヴィンチ（12 鹿 牡 ディープインパクト）５戦入着、南関６勝
ラグジャリーシス（11 黒鹿 牝 ネオユニヴァース）４戦入着、園田・東海２勝
祖母グルメガール Gourmet Girl：米古牝馬チャンピオン、米９勝、アップルブロッサムＨ

-GⅠ、ヴァニティＨ-GⅠ、ミラディＢＣＨ-GⅠ、ベイメドウズオークス-GⅢ、ミスアメリ
カＨ、サクラメントＨ、ラフィアンＨ-GⅠ２着、ラブレアＳ-GⅠ２着、クレメント L. ヒル
シュＨ-GⅡ２着、バヤコアＨ-GⅡ２着、エルエンシノＳ-GⅡ２着、レイルバードＳ
-GⅡ２着、B. ソウトフルＳ２着、サンタマリアＨ-GⅠ３着、クレメント L. ヒルシュＨ
-GⅡ３着、ラカナダＳ-GⅡ３着、カリフォルニアブリーダーズチャンピオンＳ３着、B. ソ
ウトフルＳ２着、カリフォルニアＣメイトロンＨ３着、ブーラブーＳ３着

曽祖母ローンダリング Rhondaling：英愛米２勝、C.L. ウェルドパークＳ-GⅢ３着、産駒
ノーザンミスチーフ Northern Mischief：米２勝、ハリウッドスターレットＳ-GⅠ３着、産駒
ノースアメリカ North America：UAE６勝、マクトゥームＣｈＲ３-GⅠ、マクトゥーム
ＣｈＲ１ マクトゥームＣｈＲ２、 、ファイアーブレイクＳ-GⅡ -GⅡ -GⅢ

マルファク Marfach：愛１勝、タイロスＳ-GⅢ２着、アイルフィールドＳ-L２着
ミスカレラ Miss Carrera：米１勝、産駒
ミサップ Missap：米３勝、JWGメモリアルＳ、グリーンカーペットＳ
ディエスダンサー Diez Dancer：米５勝、チャベスカウンティーＳ３着

四代母タッチオブクラス Touch of Class：英１勝
五代母ラシーヴ La Theve：仏２勝、ドーヴィルグランドＨ３着、産駒
ケビール Kebir：仏独４勝、エドモンブラン賞-GⅢ、ドルトムンド大賞典-GⅢ
プリンセスシーヴ Princesse Theve：仏１勝、産駒
ロスアラミトス Los Alamitos：ペルー１６勝、エルエストレノ賞、アウグストN. ウィエセ賞
セボン C’est Bon：米８勝、アールグロスＨ２着、ヤンキーＨ３着
リトルリガン Little Ligan：米１勝、産駒
ベアトリスルッソ Beatrice Russo：ペルー１勝、フェリペパルドバレダ賞-GⅡ

六代母ホリーブルック Hollybrook ：米１勝、産駒
ホリーグッド Hollygood：仏７勝、ジョフロワヴァルトナー賞
バンブルック Bambrook：トレブルック Trebrook（カドラン賞-GⅠ）の母

サンデーサイレンス

ニキーヤ

ティンバーカントリー

ニホンピロローズ

Mr.Prospector

Secrettame

Cee’s Tizzy

Rhondaling

ゴールドアリュール

コパノニキータ

Gone West

Gourmet Girl

コパノリッキー

ラグジャリークラス

(2004)  



２５

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／１１〕

母ペケジェイ：２勝、産駒

ブルーチッパー（10 鹿 牝 ボーナスフィーバー）５勝、オークランドRCT、宮崎特別、ク
イーン賞-Jpn3３着、ＪＢＣレディスクラッシック-Jpn1５着、南関３勝、スパーキング
サマーＣ（２回）、東京シンデレラマイル、マリーンＣ-Jpn3２着、スパーキングレディ
ーＣ-Jpn3２着、レディースプレリュード-Jpn2５着

アンタガシャチョウ（14 黒鹿 牡 キングズベスト）１勝、新馬
リンネ（13 鹿 牝 ワイルドラッシュ）４戦入着
ミエル（12 鹿 牝 バトルプラン）岩手・金沢・東海４勝
祖母スイートテイスト Sweet Taste：米４勝、産駒
ナイキマドリード：南関 １７勝、ＮＡＲ最優秀短距離馬（２年連続）、さきたま杯-Jpn2、
ゴールドＣ（２回）、船橋記念（４連覇）、オーバルスプリント、習志野きらっとスプリ

ント、プラチナＣ、ＪＢＣスプリント-Jpn1２着、さきたま杯-Jpn2２着、同-Jpn2３着、
オッズパークＧＰ２着（２回）、アスター５スター賞２着、報知グランプリＣ３着、東京

盃-Jpn2４着、東京スプリント-Jpn3５着
スイートジュエリー：５勝、藤森Ｓ、夙川特別、クラスターＣ-Jpn3２着、ジャニュアリー
Ｓ-OP３着

ピンクパーフェイト Pink Parfait：米４勝
サイズミックレディ：２勝、プラチナソニック（南関１勝、新馬 ）の母

サトノスパークル：２勝

セレノグラフィー：１勝、南関１勝

曽祖母セイホワットユーミーン Say What You Mean：米１勝、ラフィアンＨ３着、産駒
ゲーリーシンガー Gerrie Singer：米１９勝、ビウィッチＳ-GⅢ、ゲームハートＨ
ジュエルリッジ Jewel Ridge：米１勝、産駒
ジュエルプリンセス Jewel Princess：米１３勝、米チャンピオン古牝馬、ＢＣディスタフ

-GⅠ、サンタマルガリータ招待Ｈ-GⅠ、ヴァニティ招待Ｈ-GⅠ、産駒
ホームコート Home Court：米２勝、アイオワオークス-GⅢ３着、ダンシングラグス

Dancing Rags（米GⅠ）、クープデグレイス Coup de Grace（米GⅡ）の母
トパーズランナー Topaz Runner：米８勝、ビルブロウシャＳ，カルダーダービー-GⅢ２着
シュガーヒルチック Sugar Hill Chick：米５勝、スカイラーヴィルＳ-GⅡ４着、産駒
グローバライズ Globalize：米５勝、ＴＷスパイラルＳ-GⅡ、ＣＡジュベナイルＳ-GⅢ

Tale of the Cat

Chipeta Springs

Ghostzapper

Najecam

Cee’s Tizzy

Cee’s Song

Salt Lake

Say What You Mean

Gio Ponti

Elimaas

Tiznow

スイートテイスト

ドレフォン

ペケジェイ

(2003)  



２６

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／１２〕

母ジェラスキャット Jealous Cat：米３勝、本馬が第２仔
祖母ゼラスキャット Zealous Cat：米１勝、産駒
タピキャット Tapicat：米４勝、フロリダオークス-GⅢ、ヴードゥーダンサーS、ペブルス
S２着、ブエナビスタS-GⅡ３着、レイクジョージS-GⅡ３着
オーデュボンパーク Audubon Park：米１勝
曽祖母トレイルロバリー Trail Robbery：米入着、産駒
ポヘイヴ Pohave：米５勝、トリプルベンドＢＣ招待Ｈ-GⅠ、ロサンジェルスタイムズＨ

-GⅢ、エンシェントタイトルＢＣＨ-GⅠ２着、ビングクロスビーＢＣＨ-GⅠ２着、トゥル
ーノースＢＣＨ-GⅡ３着、サンカルロスＨ-GⅡ３着

四代母トラックロバリー Track Robbery：米古牝馬チャンピオン、米２２勝、アップルブラッ
サムＨ-GⅠ、スピンスターＳ-GⅠ、ヴァニティーＨ-GⅠ、同-GⅠ２着、サンタアナＨ
-GⅡ、同-GⅢ２着、ビバリーヒルズＨ-GⅢ、ウィルシャーＨ-GⅢ、ＣＡジョッキークラ
ブＨ、サンゴルゴニオＨ、チルドレンズホスピタルＨ、グッドライフＳ、レディアンドザ

ドーヴＳ、ターフクラブセンターＨ、ターンオブザセンチュリーＨ、サンタマルガリータ

招待Ｈ-GⅠ２着、ミレディＨ-GⅡ２着、サンタマリアＨ-GⅡ２着、同-GⅡ３着、ラモナ
Ｈ-GⅡ３着、ゲイムリーＨ-GⅡ４着（２回）、ラスパルマスＨ-GⅢ４着、産駒
トレインロバリー Train Robbery：米８勝、モンマスパークＢＣＨ-GⅢ、ハニービーＳ

-GⅢ、レミントンパークオークス、ローリングメドウズＳ、ジョン A.モーリスＨ-GⅠ
２着、ゴーフォーワンドＳ-GⅠ２着、デラウェアＨ-GⅡ２着、モリーピッチャーＨ
-GⅡ２着、産駒
キャットシーフ Cat Thief：米４勝、ＢＣクラシック-GⅠ、スワップスＳ-GⅠ、ブリーダ
ーズフューチュリティ-GⅡ、ホイットニーＨ-GⅠ２着、ハスケル招待Ｈ-GⅠ２着、ブル
ーグラスＳ-GⅠ２着、ファウンテンオブユースＳ-GⅠ２着、ケンタッキーダービー
-GⅠ３着、ＢＣジュベナイル-GⅠ３着、フロリダダービー-GⅠ３着、種牡馬
キャッチャー Catcher：米２勝、バシネットＳ２着、シンシナティトロフィーＳ２着、産駒
コブルストーンロード Cobblestone Road：米２勝、ブシャーＳ３着
サンドダラー Sand Dollar：米入着、産駒
ロシアングリーク Russian Greek：米１２勝、カリフォルニアダービー、ゴールドラッシ
ュＳ、カールハンフォードメモリアルＳ３着

オーシャンカレント Ocean Current：米４勝、マドモワゼルＳ２着
スルーザロバー Slew the Robber：米３勝、ワルツソングＳ３着

Kingmambo

マンファス

サンデーサイレンス

エアグルーヴ

Pulpit

Tap Your Heels

Storm Cat

Trail Robbery

キングカメハメハ

アドマイヤグルーヴ

Tapit

Zealous Cat

ドゥラメンテ

ジェラスキャット

(2011)  



２７

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／１３〕

母シャラポワ：１勝、産駒

マートンパーク（12 鹿 牝 フレンチデピュティ）２勝
プタハ（15 鹿 牡 ヘニーヒューズ）１勝
サトノギャロス（16 鹿 牡 ヘニーヒューズ）入着
サウスフィールズ（10 鹿 牝 フレンチデピュティ）入着、岩手１勝
祖母ウインブルドンⅡ Wimbledon：米２勝、産駒
ディレイオブゲーム Delay of Game：米１６勝、スタイヴァサントＨ-GⅢ、タンパベイＢ
ＣＨ、タンパベイＢＣＨ（レコード）、キーンランドターフマイルＣ-GⅡ２着、ベンアリス
Ｓ-GⅢ２着、クイーンズカウンティーＨ-GⅢ２着、ＫＹカップスプリントＳ-GⅡ３着
トップシード Top Seed：米７勝、ウッドチョッパーＳ、ＪＢコナリーＢＣターフＨ３着
ドラゴンマンボ：４勝、御堂筋Ｓ、巴賞-OP２着、端午Ｓ-OP３着
ストローデスステーション Strodes Staition：米６勝
トレンドエッセンス：出走、産駒

リアルプロジェクト：３勝、沈丁花賞、河口湖特別３着、高瀬川Ｓ４着、納屋橋Ｓ４着

ラゴマジョーレ：不出走、ショウナンハヤブサ（入着、兵庫１１勝）、シャイニーコート（入

着、石川・東海８勝）、ストレーザ（入着、南関２勝）の母

曽祖母トーナメントスター Tournament Star：米３勝、ブッシャーＨ２着、ボウゲイＨ３着
シックスラヴ Six Love：米１勝、産駒
シックスゼロ Six Zero：仏米３勝、ナヴァロンＳ、ラフォルス賞-GⅢ２着、ビッグショッ
トⅡＳ２着、アヴル賞-L２着
サリノヴァ Salinova：サベルナク Shabernak（英４勝、ゴダードＳ-L、オーモンドＳ-GⅢ
２着、ファーザーフライトＳ-L３着）の母

ファーストサービス First Service：ブームワー Boomwaa（豪２勝、GⅢ）の曽祖母
四代母クリスエバート Chris Evert：米３歳牝馬チャンピオン、米牝馬三冠
シックスクラウンズ Six Crowns：米５勝、メドウクイーンズＳ、産駒
チーフズクラウン Chief’s Crown：米２歳牡馬チャンピオン、ＢＣジュヴェナイル-GⅠ、
ノーフォークＳ-GⅠ、ホープフルＳ-GⅠ、種牡馬
クラシッククラウン Classic Crown：米４勝、フリゼットＳ-GⅠ、ガゼルＨ-GⅠ、ベル
デイムＳ-GⅠ２着、リーチザクラウン（４勝、マイラーズＣ-GⅡ）の祖母
ジュエルドクラウン Jeweled Crown：シルクフェニックス（エンプレス杯-G２）の母
ニジンスキースター Njinsky Star：リバッサー Revasser（タイダルＨ-GⅡ）の母、サイト
シーク Sightseek（ベルデイムＳ-GⅠ（２回）、ラフィアンＨ-GⅠ）の祖母

Danzig

Starry Dreamer

Miswaki

Skateingonthinice

Halo

Wishing Well

Blushing Groom

Tournament Star

War Front

Greyciousness

サンデーサイレンス

ウインブルドンⅡ

ザファクター

シャラポワ

(2003)



２８

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／１４〕

母ブロードストリート：４勝、ローズＳ-GⅡ（レコード）、スイートピーＳ-OP、秋華賞-GⅠ
２着、愛知杯-GⅢ２着（２回）、マーメイドＳ-GⅢ２着、忘れな草賞-OP２着、アンド
ロメダＳ-OP３着、オークス-Jpn1４着、阪神牝馬Ｓ-GⅡ４着、クイーンＳ-GⅢ４着、
チューリップ賞-Jpn3４着、ヴィクトリアマイル-GⅠ５着、小倉大賞典-GⅢ５着、産駒
サトノウィザード（16 鹿 牡 ロードカナロア）１勝、新馬、若駒Ｓ-L２着
ワンダーラスト（13 鹿 牝 キングカメハメハ）５戦入着、園田３勝

祖母フィラストリート Phila Street：米１勝、産駒
フィニステール：３勝、許波多特別、青葉賞-Jpn2３着、すみれＳ-OP２着、若駒Ｓ-OP４
着、京橋特別２着、ＴＶ埼玉杯３着、府中Ｓ４着

ポップジュエル：６勝、ＴＵＦ杯、知多特別、羊ヶ丘特別、仁山特別、壬生特別３着

ストリートスタイル：４勝、うずしおＳ、北九州記念-GⅢ４着、六甲アイランドＳ３着、オ
ーストラリアＴ-OP５着、サンライズカナロア（１勝 ）の母

ドラゴンストリート：４勝、有松特別、清水Ｓ２着

ロイヤルストリート：４勝、九州スポーツ杯、タイランドＣ、フリーウェイＳ２着

キャナルストリート：４勝、五泉特別、新馬、アイビーＳ-OP４着
ルアーズストリート：３勝、岡崎特別、八幡特別

フィリス：１勝、産駒

ディナスティーア：１勝、北海道２勝、ヒマワリソウＣ

バートラムガーデン：４勝、潮騒特別、HBC賞、ニセコ特別
ナンヨーマーク：４勝、立川特別、高知・南関２勝、だるま夕日賞２着

曽祖母フィディラ Phydilla：仏４勝、クインシー賞-GⅢ、エクリプス賞-GⅢ、ロベリスク賞、
カルヴァドス賞-GⅢ２着、アスタルテ賞-GⅢ２着、パレロワイヤル賞-GⅢ３着、産駒
ミステリーズ Mysteries：英入着、ムシドラＳ-GⅢ３着、産駒
ヒシアケボノ：最優秀短距離馬、６勝、スプリンターズＳ-G1、スワンＳ-G2
アグネスワールド：中央・南関 ６勝、ＣＢＣ賞-G2、全日本３歳優駿-G2、スプリン
ターズＳ-G1２着（２回）、英仏２勝、アベイユドロンシャン賞-GⅠ、ジュライＣ-GⅠ
マイシーキャッスル My Sea Castles：米４勝、ＥＰデビュタントＳ、クリプセッタＳ
ミステリアル Mysterial：ドバイデスティネイション Dubai Destination（英４勝、クイ
ーンアンＳ-GⅠ）､リブレティスト Librettist（仏古牡馬チャンピオン、仏 GⅠ２勝）の母

シャイニングアイズ Shining Eyes：ムーンウォークインパリス Moonwalk In Paris（仏UAE
５勝、エドモンブラン賞-GⅢ、ファイアーブレイクＳ-GⅢ）の祖母

Kingmambo

マンファス

Storm Cat

サラトガデュー

サンデーサイレンス

アグネスフローラ

Cozzene

Phydilla

キングカメハメハ

レディブラッサム

アグネスタキオン

フィラストリート

ロードカナロア

ブロードストリート

(2006)



２９

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／１４〕

母ハワイアンリズ：園田５勝、本馬が初仔

祖母ビッグエリザベス：２勝、チューリップ賞-G3３着、産駒
ファンドリアスカ：入着、高知２勝、黒潮菊花賞２着

曽祖母モルゲンロート：７戦入着、産駒

ビッグモンロー：４勝、カーネーションＣ-OP、天王寺特別、あんず賞、スイトピーＳ-OP
３着、チューリップ賞-G3４着、産駒
ビッグウルフ：中央・南関・東海・兵庫 ７勝、ジャパンダートダービー-G1、名古屋
優駿-G3、兵庫ＣｈＳ -G3、伏竜Ｓ-OP、ヒヤシンスＳ-OP、飛梅賞、ダービーＧＰ-G1
２着、帝王賞-G1３着、マイルＣｈＳ南部杯-G1３着、ブリリアントＳ-OP３着
ビッグフラワー：２勝、矢車賞、南関・岩手・高知１１勝

モンローライン：ツインキャンドル（３勝）、ロックオン（２勝 ）の母

ビッグハッピー：５勝、なにわＳ２着、鳴門Ｓ４着、産駒

パワーストラグル：中央・金沢・岩手 ６勝、白山大賞典-Jpn3、同-Jpn3５着、
ながつきＳ、渡島特別、大沼Ｓ-OP２着、ラジオ日本賞-OP２着、マーキュリー
Ｃ-Jpn3３着、みやこＳ-GⅢ５着

ハッピーグラス：４勝、あずさ賞、駒場特別、忘れな草賞-OP２着、フローラＳ
-GⅡ４着、しらかばＳ-OP４着

ヤサシイキモチ：２勝、紫苑Ｓ-OP５着、プリンシアルーチェ（１勝 ）の母

サマーハピネス：２勝

ミリオンハッピー：入着、モンサンルリアン（１勝、北海道・南関５勝、北海優駿３着 ）、

カイシュウキリシマ（入着、飯盛山特別２着、東海１１勝 ）の母

タンクティーエー：１勝

四代母サンライトリバー：２勝、障２勝、産駒

トウカイスラッガー：４勝、皿倉山特別、香住特別

ケイシュール：４勝、八瀬特別、羽黒山特別、すいれん賞、障１勝

タングルウッド：１勝、アネモネＳ-OP３着
ナイスタイム：マイディアマンテ（１勝、障１勝、東京ハイジャンプ-JG2３着）の母
五代母サンパス：１勝、シンカキツバタ（２勝、新発田特別）の祖母

六代母健 宝（競）ケンホウ：最優秀３歳牝馬、４勝、桜花賞、カブトヤマ記念、産駒
スノーショット：２勝、プラタナス賞（レコード）、産駒

シンウルフ：７勝、スプリンターズＳ、淀短距離Ｓ（２回）、短距離Ｓ、西脇特別

フェアーカップ：ナリタハヤブサ（最優秀ダート馬、ウインターＳ-G3（２回）の母

Kris S.

Tee Kay

Smart Strike

アザール

Kingmambo

マンファス

サンデーサイレンス

モルゲンロート

シンボリクリスエス

コートアウト

キングカメハメハ

ビッグエリザベス

ストロングリターン

ハワイアンリズ

(2011)



３０

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／１６〕

母スイートジュエリー：５勝、藤森Ｓ、夙川特別（D1200m レコード）、クラスターＣ-Jpn3２
着、ジャニュアリーＳ-OP３着、産駒
ミエルミエーレ（16 鹿 牝 ゴールドアリュール）１戦
祖母スイートテイスト Sweet Taste：米４勝、産駒
ナイキマドリード：南関 １７勝、ＮＡＲ最優秀短距離馬（２年連続）、さきたま杯-Jpn2、
ゴールドＣ（２回）、船橋記念（４連覇）、オーバルスプリント、習志野きらっとスプリ

ント、プラチナＣ、ＪＢＣスプリント-Jpn1２着、さきたま杯-Jpn2２着、同-Jpn2３着、
オッズパークＧＰ２着（２回）、アスター５スター賞２着、報知グランプリＣ３着、東京

盃-Jpn2４着、東京スプリント-Jpn3５着
ペケジェイ：２勝、産駒

ブルーチッパー：５勝、オークランドRCT、宮崎特別、クイーン賞-Jpn3３着、ＪＢＣレ
ディスクラッシック-Jpn1５着、南関３勝、スパーキングサマーＣ（２回）、東京シン
デレラマイル、マリーンＣ-Jpn3２着、スパーキングレディーＣ-Jpn3２着、レディー
スプレリュード-Jpn2５着
アンタガシャチョウ：１勝、新馬

ピンクパーフェイト Pink Parfait：米４勝
サイズミックレディ：２勝、プラチナソニック（南関１勝、新馬 ）の母

サトノスパークル：２勝

セレノグラフィー：１勝、南関１勝

曽祖母セイホワットユーミーン Say What You Mean：米１勝、ラフィアンＨ３着、産駒
ゲーリーシンガー Gerrie Singer：米１９勝、ビウィッチＳ-GⅢ、ゲームハートＨ
ジュエルリッジ Jewel Ridge：米１勝、産駒
ジュエルプリンセス Jewel Princess：米１３勝、米チャンピオン古牝馬、ＢＣディスタフ

-GⅠ、サンタマルガリータ招待Ｈ-GⅠ、ヴァニティ招待Ｈ-GⅠ、産駒
ホームコート Home Court：米２勝、アイオワオークス-GⅢ３着、ダンシングラグス

Dancing Rags（米２勝、アルシバイアデスＳ-GⅠ）、クープデグレース Coup de Grace
（米５勝、アムステルダムＳ-GⅡ、ベイショアＳ-GⅢ）の母

トパーズランナー Topaz Runner：米８勝、ビルブロウシャＳ，カルダーダービー-GⅢ２着
シュガーヒルチック Sugar Hill Chick：米５勝、スカイラーヴィルＳ-GⅡ４着、産駒
グローバライズ Globalize：米５勝、ＴＷスパイラルＳ-GⅡ、ＣＡジュベナイルＳ-GⅢ

Halo

Wishing Well

トニービン

ビューパーダンス

Kingmambo

マンファス

Salt Lake

Say What You Mean

サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

キングカメハメハ

スイートテイスト

ハーツクライ

スイートジュエリー

(2009)  



３１

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／１７〕

母ロイヤルスピリッツ：６戦入着、本馬が初仔

祖母ロイヤルティアラ：５勝、初凪賞、産駒

グレイスティアラ：中央・南関・兵庫・北海道 ４勝、全日本２歳優駿-G1、兵庫ＣｈＳ
-G2、エーデルワイス賞-G3、関東オークス-G2２着、スパーキングレディＣ-G3２着
アネモネＳ-OP２着、クイーン賞-G3３着、新潟２歳Ｓ-G3４着、産駒
ダノンバトゥーラ：４勝、韓国馬事会杯、花背特別、丹沢Ｓ２着、アンタレスＳ-GⅢ４着
キングソング：２勝、新涼特別２着、箕面特別３着、八海山特別３着

ダノンロイヤル：１勝

シアトルユー：６勝、安達太良Ｓ、鎌倉特別、西湖特別、昇竜Ｓ-OP２着、ホープフルＳ-OP
３着、節分賞２着、月岡特別２着、大沼Ｓ-OP４着、関越Ｓ-OP５着
グローリーティアラ：５勝、湯之谷特別、魚沼特別、産駒

スペシャルピース：２勝、足立山特別

ブライダルブーケ：ワイルドコットン（３勝、初茜賞３着、高知８勝、黒潮マイルＣｈＳ、

トレノ賞３着、二十四万石賞３着 ）、グッドワード（１勝、新馬 ）の母

エレガントシチー：３勝、函館日刊スポーツ杯３着、産駒

サンライズサルーテ：２勝、下北半島特別２着、東海２勝

ポライトストーン：３勝、新馬、オーロラ特別３着、西湖特別３着

レコンキスタ：３勝

エターナルスター：２勝

スモーキータバーン：１勝、北海道４勝

レッドグラサージュ：１勝、兵庫・南関２勝

ニイガッタメール：入着、金沢３勝、産駒

キープレイヤー：４勝、浦安特別

スワニー：４戦入着、産駒

ツリーハウス：北海道・東海７勝、東海ダービー２着、イーハトーブマイル３着

曽祖母ロイヤルコスマー：３勝、トパーズＳ、寒桜賞、桜花賞-G1２着、４歳牝馬特別（西）
-G2２着、オークス-G1５着、阪神牝馬特別-G3５着、サファイヤＳ-G3５着、産駒
フサイチユーキャン：５勝、新春Ｓ、タイランドＣ、国東特別、サンスポ４歳牝馬特別-G2３着
タヤスマッキンリー：３勝、臥牛山特別、ラジオたんぱ賞-G3５着
ロイヤルタイム：ワンモアマイライン（中央・岩手 ４勝、甲南Ｓ、東海Ｓ-G2２着）の母

Kingmambo

マンファス

Cherokee Run

アンフォイルド

サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

ノーザンテースト

ロイヤルコスマー

キングカメハメハ

マダムチェロキー

ハーツクライ

ロイヤルティアラ

ホッコータルマエ

ロイヤルスピリッツ

(2012)



３２

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／１８〕

母モンサンアルビレオ：２勝、本馬が第２仔

祖母マヤノメメント：北海道３勝、産駒

クリーンファンキー：５勝、ＵＨＢ賞-OP、ＵＨＢ杯、郡山特別、医王寺特別
スカイロックゲート：北海道６勝、北海優駿２着、白嶺賞３着、南部駒賞４着

曽祖母ネガノ Negano：加国産、米１勝、産駒
ダッシャーゴーゴー：中央・南関 ５勝、セントウルＳ-GⅡ、オーシャンＳ-GⅢ、ＣＢ
Ｃ賞-GⅢ、ききょうＳ-OP、ＣＢＣ賞-GⅢ２着、シルクロードＳ-GⅢ２着、キーンラン
ドＣ-GⅢ２着、オーシャンＳ-GⅢ２着、小倉２歳Ｓ-Jpn3２着、ＪＢＣスプリント-Jpn1
３着、セントウルＳ-GⅡ３着、ＣＢＣ賞-GⅢ３着、スプリンターズＳ-GⅠ４着（２着入
線）、高松宮記念-GⅠ４着、高松宮記念-GⅠ５着、京王杯２歳Ｓ-Jpn2４着
ダッシャーワン：６勝、室町Ｓ-OP、ＮＳＴ賞-OP、なにわＳ、オルフェーヴルＣ-OP２着、
千葉Ｓ-OP２着、ＮＳＴ賞-OP２着、天王山Ｓ-OP３着
ビッグシャーク：５勝、立夏Ｓ５着、安芸Ｓ５着、高知５勝

サンライズネガノ：４勝、陽春Ｓ２着、花のみちＳ３着、北陸Ｓ３着

ホワイトヴェール：３勝、茨城新聞杯２着、産駒

チェスナットコート：４勝、早春Ｓ、許波多特別、甲武特別、日経賞-GⅡ２着、天皇賞・
春-GⅠ５着

ブレイヴバローズ：３勝、噴火湾特別３着

タピルージュ：２勝、ショウナンカイドウ（２勝 ）、ダノンチャンス（２勝 ）の母

ペイザージュ：１勝

モンターニュドール：不出走、ミスタールイス（３勝）、モンテヴェルデ（１勝 ）の母

四代母マダムトレジャラー Madame Treasurer：米７勝、イヤリングセールスＳ、プリンセスエ
リザベスＳ２着、オンタリオデビュタントＳ２着、リーガルキロＳ２着、加オークス３着

五代母ヘイローダンサー Halo Dancer：米４勝、シリーンＳ３着、フーリーＳ３着、ジァムド
ラヴリーＳ３着、イヤリングセールスＳ３着、産駒

スマートヘイロー Smart Halo：米３勝、メリーランドラシーＳ
マイジーンMy Jean：米１勝、タームシート Term Sheet（米８勝、サムヒューストンスプリ
ントＨ、ジャージービレッジＳ、カーターM.Jr.メモリアルＳ、ロングホーンＨ２着）の母
クラッシエストカラット Classiest Carat：インポッシブルタイム Impossible Time（加チャ
ンピオン古牝馬、バラードＳ）の母、マラガシー Malagacy（レベルＳ-GⅡ ）の祖母

六代母スライトディセプション Slight Deception：不出走、産駒
クールヘイロー Cool Halo：米２勝、キングエドワードゴールドＣＳ-GⅢ

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Old Trieste

Sweet Minister

フレンチデピュティ

ネガノ

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

シニスターミニスター

マヤノメメント

ブラックタイド

モンサンアルビレオ

(2011)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／１９〕

母オークヴィル：２勝、産駒

リリーマーキュリー（15 黒鹿 牝 ステイゴールド）４戦、岩手１勝
トカロン（16 黒鹿 牝 ダイワメジャー）北海道１勝、JRA認定
祖母オーパスワン：３勝、産駒

サンライズベガ：６勝、小倉大賞典-GⅢ、日本海Ｓ、館山特別、駒ヶ岳特別、新潟
記念-GⅢ２着（２回）、同-GⅢ

-GⅢ
３着、ジューンＳ２着、京都新聞杯-Jpn2３着、七

夕賞-GⅢ３着、新潟大賞典 ３着、オールカマー -GⅡ４着、中京記念-GⅢ４着、
朝日ＣｈＣ-GⅢ５着
エクシードワン：２勝、湯沢特別、産駒

アナモリ：５勝、内房Ｓ、天王山特別、橿原Ｓ３着

キングオブヘイロー：３勝、オーロラ特別、伊良湖特別、西陣Ｓ２着、南関２勝

ピサノキャニオン：２勝、ニセコ特別、東海１勝、産駒

キャニオンバレー：４勝、丹沢Ｓ、麒麟山特別、ブリーダーズＧＣ-Jpn3４着
ネオヴァシュラン：２勝、新馬

サンライズクラウド：１勝、佐賀２勝、水無月賞３着

アッチッチ：３勝、ジャッキー（２勝、新馬、白河特別３着 ）の母

オーパスクイーン：３勝

オーパスドーター：クリノゴールド（中央・兵庫・東海 ３勝、揖保川特別 ）の母

曽祖母ティルティング Tilting：米１勝、産駒
ドーンキホーテ Dawn Quixote：米６勝、パームビーチＳ-GⅢ、タイローＳ、ロードエ
イビーＳ、ゴールデングラスＳ、ランプライターＨ-GⅢ２着、フューチュリティーＳ-GⅠ
３着、チョイスＨ-GⅢ３着、種牡馬
シアトルモーン Seattle Morn：米８勝、ジョニーモーリスＨ、スモークスクリーンＳ、イリ
ノイダービー-GⅡ２着、イクイポイスマイルＨ-GⅢ２着、フローレンスＳ２着
バスマ Basma：英２勝、シェバリーパークＳ-GⅠ３着、ノーザンクレイズ Northern Kraze（米
２勝、ワンダーホエアーＳ、シリーンＳ-GⅢ４着）の祖母
ケイリズム：１勝、アツスパーコ（２勝、志摩特別、障１勝、岩手・北関・南関３勝）の母

四代母アルドンザ Aldonza：不出走、産駒
パープルマウンテン Purple Mountain：米１１勝、フォールハイウェイトＨ-GⅡ、ガバナー
ズＨ、ミシガンマイル1/8Ｈ-GⅡ２着（２回）、フォアゴーＨ-GⅡ２着、種牡馬

サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

Wild Again

シャロン

ブライアンズタイム

タニノクリスタル

Theatrical

ティルティング

ハーツクライ

シビル

タニノギムレット

オーパスワン

ジャスタウェイ

オークヴィル

(2008)   



３４

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／１９〕

母スキーホリデー Ski Holiday：米３勝、ミセスペニーＳ、ヴァージニアオークス-GⅢ３着
ホリデーモード（15 鹿 牡 Point of Entry）２勝、恵山特別
祖母ウインターモーニング Winter Morning：米入着、産駒
バーニングドーン Burning Dawn：英２勝
ウィーユーストゥシング We Use to Sing：不出走、産駒
ボックスウッド Boxwood：米３勝、ジンジャーブルーＳ

曽祖母クリーキングボード Creaking Board：仏米３勝、ハリウッドスターレットＳ
-GⅠ、ミエスクＳ、ローベルパパン賞-GⅡ２着、ラフレーチェ賞２着、産駒
クラウドプリーザー Crowd Pleaser：米９勝、サラナクＨ-GⅢ、ヴァージニアダービ
ー（レコード）、カルダーダービー、シカモアＳ、ヴァレーフォージＳ、ケンタッキー

ＣターフＨ２着、サセックスＨ３着、メドウランズエンデュランスＳ３着

プレジャーセンター Pleasure Center：英１勝、産駒
ロイヤルプレジャー Royal Pleasure：米８勝、ケンタッキーＣレディースターフＳ、
ミセスペニーＳ、同２着、ベティーズハットＳ、ゴースト＆ゴブリンズＳ２着

インジェスト In Jest：米１勝、トランシルヴァニアＳ-GⅢ２着
ユアプレジャー Your Pleasure：パーフェクトトゥプリーズ Perfect to Please（米１６
勝、レッドアースＳ（２回）、TRAOクラシックスプリントＳ２着 ）の母

サイレントキャット Silent Cat：不出走、産駒
ダイナミックキャット Dynamic Cat：仏米４勝、ミセスペニーＳ（レコード）、産駒
ダイナミックホリデー Dynamic Holiday：米４勝、ヒアカムズザブライドＳ

-GⅢ、フロリダオークス、トロピカルＰオークス、レイクプラシドＳ-GⅡ３着
アピーリングキャット Appealing Cat：米５勝、ミセスペニーＳ、エンデヴァーＳ

-GⅢ２着、マルヴァンローズＳ２着、ギャロレットＨ-GⅢ３着
リフトアップ Lift Up：米５勝、ミスリバティＳ、メープルリーフＳ-GⅢ２着
キャッツホリデー Cat’s Holiday：米４勝、マルヴァンローズＳ
キャットパーク Cat Park：米６勝、トロピカルパークダービー-GⅢ３着

四代母ハッピーランディング Happy Landing：仏入着、産駒
ディームダイアモンド Dyhim Diamond：仏独英５勝、セーネワーズ賞-GⅢ、ベナ
ツェトレンネン-GⅢ、コーク＆オラリーＳ-GⅡ２着、ゴルデネパイチェ-GⅡ２着
ダクラオアシス Dakhla Oasis：独３勝、独 1000ギニー-GⅡ、アイディーフェスタレ
ンネン、バートノイェンアール大賞典２着

サンテネイ Santenay：独２勝、独オークストライアル

サンデーサイレンス

ゴールデンサッシュ

メジロマックイーン

エレクトロアート

Harlan

Christmas in Aiken

Rahy

Creaking Board

ステイゴールド

オリエンタルアート

Harlan’s Holiday

Winter Morning

オルフェーヴル

スキーホリデー

(2009)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／１９〕

母リンネ：４戦入着、本馬が第２仔

祖母ペケジェイ：２勝、産駒

ブルーチッパー：５勝、オークランドRCT、宮崎特別、クイーン賞-Jpn3３着、ＪＢＣレデ
ィスクラッシック-Jpn1５着、南関３勝、スパーキングサマーＣ（２回）、東京シンデレ
ラマイル、マリーンＣ-Jpn3２着、スパーキングレディーＣ-Jpn3２着、レディースプレ
リュード-Jpn2５着、フジノウェーブ記念５着
アンタガシャチョウ：１勝、新馬

曽祖母スイートテイスト Sweet Taste：米４勝、産駒
ナイキマドリード：南関 １７勝、ＮＡＲ最優秀短距離馬（２年連続）、さきたま杯-Jpn2、
ゴールドＣ（２回）、船橋記念（４連覇）、オーバルスプリント、習志野きらっとスプリ

ント、プラチナＣ、ＪＢＣスプリント-Jpn1２着、さきたま杯-Jpn2２着、同-Jpn2３着、
オッズパークＧＰ２着（２回）、アスター５スター賞２着、報知グランプリＣ３着、東京

盃-Jpn2４着、東京スプリント-Jpn3５着
スイートジュエリー：５勝、藤森Ｓ、夙川特別、クラスターＣ-Jpn3２着、ジャニュアリー
Ｓ-OP３着

ピンクパーフェイト Pink Parfait：米４勝
サイズミックレディ：２勝、プラチナソニック（南関１勝、新馬 ）の母

サトノスパークル：２勝

四代母セイホワットユーミーン Say What You Mean：米１勝、ラフィアンＨ３着、産駒
ゲーリーシンガー Gerrie Singer：米１９勝、ビウィッチＳ-GⅢ、ゲームハートＨ
ジュエルリッジ Jewel Ridge：米１勝、産駒
ジュエルプリンセス Jewel Princess：米１３勝、米チャンピオン古牝馬、ＢＣディスタフ

-GⅠ、サンタマルガリータ招待Ｈ-GⅠ、ヴァニティ招待Ｈ-GⅠ、産駒
ホームコート Home Court：米２勝、アイオワオークス-GⅢ３着、ダンシングラグス

Dancing Rags（米GⅠ）、クープデグレイス Coup de Grace（米GⅡ）の母
トパーズランナー Topaz Runner：米８勝、ビルブロウシャＳ，カルダーダービー-GⅢ２着
ジュエルオブジュエルズ Jewell of Jewels：マイプリンセスジェス My Princess Jess（米５
勝、レイクジョージＳ-GⅡ、ボウゲイＳ-GⅢ、ジャストアゲームＳ-GⅠ２着）の母

シュガーヒルチック Sugar Hill Chick：米５勝、スカイラーヴィルＳ-GⅡ４着、産駒
グローバライズ Globalize：米５勝、ターフウェイスパイラルＳ-GⅡ

Kris S.

Tee Kay

スペシャルウィーク

キロフプリミエール

Wild Again

Rose Park

Tiznow

スイートテイスト

シンボリクリスエス

シーザリオ

ワイルドラッシュ

ペケジェイ

エピファネイア

リンネ

(2013)  



３６

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／１９〕

母スウィーティーガール Sweetie Girl：亜米４勝、ポトランカス大賞-GⅠ、エリセオラミレ
ス賞-GⅡ、デルリＡゴメス賞-GⅢ４着、スワニーリバーＳ-GⅢ４着、本馬が第２仔
祖母サンティアーガ Santiaga：仏１勝、 オートボルン賞３着、産駒
セーフティーベルト Safety Belt：亜米４勝、デラスアメリカス大賞-GⅠ２着、ラウル＆ラウ
ルＥシェヴァリエ大賞-GⅠ２着、オールドマン賞-GⅢ２着、グランクリテリウム大賞典
-GⅠ３着、ビッグベアーＳ３着、アメリカ賞-GⅡ４着、ブルベーカーＳ４着
サニティーボーイ Sanity Boy：亜５勝、ラプンタ競馬場記念３着
サータ Sata：亜１勝
サンタミーア Santa Mia：亜１勝
曽祖母サンティアゴブルー Santiago Blue：米１勝、産駒
エスグリロ S Grillo：仏西１３勝
マーライス Marlais：豪７勝
リナジックス Linagix：仏２勝
サナジール Sanajiyr：仏１勝、クロワデオルモー賞
四代母バレンシアーガ Balenciaga：米出走、産駒
クリストバル Cristobal：仏米６勝、マックスシカール賞、ヴァルカン賞、シュドゥウエスト
ゥ大賞３着、ルー賞３着、フェリエール賞３着、リス賞-GⅢ４着
ヴェレンティーニ Velentini：米１勝、産駒
ボストンガール Boston Girl：亜５勝、ウルグアイ東方共和国賞-GⅢ３着
ハーバーソング Harbor Song：亜５勝、アルゼンチンジョッキークラブ賞２着
ボストンティー Boston Tea：亜３勝、ヴィルマールサングイネティ賞４着
ハムサートハイハート Hamsaat Hi Haat：米入着、産駒
ジャイアントステップス Giant’s Steps：チリ６勝、チリ３歳牡馬チャンピオン、チリダ
ービー-GⅠ、チリ2000ギニー-GⅠ、コロナシオン大賞典-GⅡ、コパデオーロ賞、リカ
ルドリオン賞-GⅠ２着、ラティーノアメリカーノ大賞-GⅠ３着
プリンスハムレット Prince Hamlet：独瑞丁諾１３勝、ニックスミネスロープニング３着

五代母サコウイスタ Sacahuista：米３歳牝馬チャンピオン、ＢＣディスタフ-GⅠ、オークリ
ーフＳ-GⅠ、スピンスターＳ-GⅠ、アディロンダックＳ-GⅡ、スカイラヴィルＳ-GⅢ、
ハリウッドオークス-GⅠ２着、デルマーフュチュリティー-GⅠ２着、産駒
エクラール Ekraar：英伊８勝、ジョッキークラブ大賞-GⅠ、ヴィンテージＳ-GⅢ、ランカ
スターＳ-GⅢ、セレクトＳ-GⅢ、香入着、香港ヴァース-GⅠ２着、種牡馬
ヒューソネット Hussonet：米２勝、セーフグラウンドＳ３着、チリリーディングサイアー

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Saint Ballado

Meadow Silk

Deputy Commander

Santiago Blue

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Star Dabbler

Santiaga

ディープインパクト

スウィーティーガール

(2012)  



３７

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／２０〕

母オールウェイズウィリング Always Willing：米１勝、産駒
ショウナンアデラ（12 鹿 牝 ディープインパクト）最優秀２歳牝馬、３勝、阪神ジュベ
ナイルフィリーズ-GⅠ、からまつ賞
サンライズマーチ（10 鹿 牡 Hard Spun）３勝、園田２勝
アフェクテューズ（13 青鹿 牡 ディープインパクト）１勝
ダノンキャンディ（15 青鹿 牝 ステイゴールド）入着
祖母オールウェイズロイヤル Always Loyal：仏３勝、仏１０００ギニー-GⅠ、グロット賞

-GⅢ、産駒
ヤロスラヴ Yaroslav：英米５勝、マウントニア競馬場レコード
ステッドファストアンドトゥルー Steadfast and Treu：米３勝
曽祖母バルボネラ Balbonella：仏米９勝、ロベールパパン賞-GⅠ、ポルトマヨ賞-GⅢ、ダリ
アＨ-GⅢ、ソヤ賞-L、レディカンタベリーＨ、ミッドウィックＨ、セーネワーズ賞-GⅢ
２着、ヒルズボローＨ-GⅢ２着、モーリスドギース-GⅡ３着、グロット賞-GⅢ３着、ラ
ウンドテーブルＨ３着、仏１０００ギニー-GⅠ４着、フォレ賞-GⅠ４着、モルニ賞-GⅠ
４着、産駒

アナバー Anabaa：全欧チャンピオンスプリンター、仏英８勝、モーリスドギース賞-GⅠ、
ジュライＣ-GⅠ、グロシェーヌ賞-GⅡ、サンジョルジュ賞-GⅢ、コルドシャッセ賞-L、
セルヴァーヌ賞-L、アベイユドロンシャン賞-GⅠ２着、コートシーナ賞-L３着、種牡馬
キーオブラック Key of Luck：仏米UAE６勝、アランベール賞-GⅢ、クリテリウムエヴリ

-L、ピムリコスペシャルＨ-GⅠ２着、ヤコウレフ賞-L２着、ラヴェールオジュ賞２着-L、
リゾランジ賞-GⅢ４着、種牡馬
カントリーベル Country Belle：仏２勝、アマンディーヌ賞-L、グロット賞-GⅢ３着、産駒
カントリーリール Country Reel：英２勝、ジムクラックＳ-GⅡ、チップチェースＳ

-GⅢ２着、ミドルパークＳ-GⅠ４着、ゴールデンジュビリーＳ-GⅠ４着
オールウェイズエミレーツ Always Emirates：英UAE５勝

四代母バミエール Bamieres：仏出走、産駒
バムホワイト Bamwhite：仏６勝、ナント大賞典-L、ジャックラフィット賞-L２着
バルチーナ Balouchina：バイン Baine（ファンランド賞、仏1000ギニー-GⅠ２着）の祖母

Kingmambo

マンファス

サンデーサイレンス

エアグルーヴ

Gone West

Touch of Greatness

Zilzal

Balbonella

キングカメハメハ

アドマイヤグルーヴ

Elusive Quality

Always Loyal

ドゥラメンテ

オールウェイズウィリング

(2006)



３８

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／２２〕

母ウェルカミング：６戦、競走年齢に達した産駒は１頭

祖母ウィステリアアーチ：２戦入着、産駒

マイスターシャーレ：１勝、メルボルンＴ３着

ルモンド：１勝、新馬

曽祖母バービキャット Barbicat：米入着、産駒
レッドスパーダ：７勝、京王杯スプリングＣ-GⅡ、東京新聞杯-GⅢ、関屋記念-GⅢ、パラ
ダイスＳ-OP、ニューイヤーＳ-OP、ＮＨＫマイルＣ-GⅠ２着、阪神Ｃ-GⅡ２着、スプリ
ングＳ-Jpn2２着、オーシャンＳ-GⅢ３着（２回）、東京新聞杯-GⅢ４着、ニューイヤー
Ｓ-OP４着、高松宮記念-GⅠ５着、鳴尾記念-GⅢ５着、種牡馬
ブレイブファイト：５勝、オーストラリアＴ、シドニーＴ、錦Ｓ２着、難波Ｓ２着

プライベートキャット Private Cat：米６勝
四代母バーバリカ Barbarika：米７勝、ＪＷＢクラッシックＨ-GⅡ、ターフウェイＢＢＣＨ

-GⅢ、ルイビルＢＢＣＨ-GⅡ３着、産駒
シェリーフズデピュティ Sherriff 's Deputy：不出走、産駒
カーリン Curlin：米年度代表馬（２年連続）、米３歳牡馬チャンピオン、米古牡馬チャン
ピオン、米 UAE１１勝、ＢＣクラシック-GⅠ、ドバイワールドＣ-GⅠ、プリークネス
Ｓ-GⅠ、スティーヴンフォスターＨ-GⅠ、ＪＣゴールドＣＳ-GⅠ（２回）、ウッドワー
ドＳ-GⅠ、アーカンソーダービー-GⅡ、レベルＳ-GⅢ、ベルモントＳ-GⅠ２着、マン
ノウォーＳ-GⅠ２着、ケンタッキーダービー-GⅠ３着、種牡馬
デピュティ Deputy：米４勝、コンクエストストレートアップ Conquest Strate Up（米４勝、
ラプレボヤンテＳ）の母、カクタスジョー Cactus Joe（米６勝、エレンズラッキースタ
ーＳ、メリルヴィルＳ（２回）、インディアナファーストレディＳ２着）の祖母

五代母ウォーエクスチェンジ War Exchange：米１０勝、コニヴァーＨ、産駒
ラッキーレディローレン Lucky Lady Lauren：米１０勝、アーリントンメイトロンＨ-GⅢ
カウントオンキャシー Count on Kathy：米４勝、ポリテリーＳ２着、産駒
カウントオンアチェンジ Count on a Change：米６勝、エトビコークＨ-GⅢ
ティーヴィカウンテス T.V. Countess：米４勝、ポリテリーＳ、カメオＳ２着、産駒
カウンテスダイアナ Countess Diana：米２歳牝馬チャンピオン、米７勝、ＢＣジュヴ
ェナイルフィリーズ-GⅠ、スピナウェイＳ-GⅠ、アルシバイアデスＳ-GⅡ
カウントオンナンバース Count on Numbers：米８勝、プレミアＢＣＳ、ナーセリーＳ
タングルドアップインブルー Tangled Up in Blue：米３勝、産駒
エクソジェナス Exogenous：米５勝、ベルデイムＳ-GⅠ、ガゼルＨ-GⅠ

Konigsstuhl

Mosella

Lagunas

Nenuphar

サンデーサイレンス

サトルチェンジ

キングカメハメハ

バービキャット

Monsun

Night Lagoon

マンハッタンカフェ

ウィステリアアーチ

ノヴェリスト

ウェルカミング

(2012)  



３９

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／２３〕

母サンドスラッシュ Sandslash：英伊３勝、カルロチエサ賞-GⅢ、ボアディシアフィリーズ
Ｓ-L４着、産駒
ジッポール Zippor（15 鹿 牝 ディープインパクト）仏１勝
スターサンド（13 栗 牡 Sea The Stars）３戦、岩手４勝
プリモプレミオ（16 鹿 牝 ヴィクトワールピサ）２戦入着
祖母スラップショット Slap Shot：伊２歳牝馬チャンピオン、英仏伊６勝、ナポリ市大賞典

-GⅢ、ディヴィノアモーレ賞-L、ウバルドパンドルフィ賞-L、アベイユドロンシャン賞
-GⅠ２着、トゥディニピエロエウゴ賞-GⅢ２着、オメノニ賞-GⅢ２着、ヴィトリオクレ
スピ賞-L２着、ロベールパパン賞-GⅡ３着、サンジョルジュ賞-GⅢ３着、キングジョー
ジＳ-GⅢ３着、産駒
キングオブロックス King of Rooks：英２勝、ナショナルＳ、フェアモントモルコムＳ-GⅢ２
着、ノーフォークＳ-GⅡ３着
サマラヴァレー Samara Valley：英仏独３勝、ミスサタミザ賞３着
スーパーコートマッジョーレ Supercortemaggiore：伊６勝
ファイティングトーク Fighting Talk：伊２勝
曽祖母カタンニング Katanning：伊入着
四代母カタカナ Katakana：英１勝、コロネーションＳ-GⅠ３着、産駒
ハタアナ Hataana：英出走、産駒
デザートクライ Desert Cry：伊５勝、クリテリウムパルテノペオ-L、ピサ賞-L２着
ディシオス Dysios：英愛５勝
クリスタルツアー：伊１勝

ダーインスレイヴ：入着、園田２勝

ヒラガナ Hiragana：伊出走、ラヴィプルトワ Ravi Pour Toi（伊５勝）の母
五代母ウインズアロフト Winds Aloft：英出走、産駒
ブラッシングマダム Blushing Madame：不出走、産駒
ボストンパーティー Boston Party：米７勝、クイーンズカウンティＨ-GⅢ、エクセルシ
オールＢＣＨ-GⅢ３着、スタイミーＨ-GⅢ３着
マンズヒーロー Man’s Hero：米５勝、スポートページＨ-GⅢ
ルビヤット Rubiyat：英２勝、ウィザースＳ-GⅡ２着、ピーターパンＳ-GⅡ２着、種牡馬
アットファーストブラッシュ Atfirst Blush：英１０勝
ミスチャララヴェ Miss Charallave：不出走、産駒
カカオ Cacao：ヴェネズエラ１勝、クラシコエルグランソル-L２着

サンデーサイレンス

ミルレーサー

Pleasant Colony

Featherhill

デインヒル

L’On Vite

Lycius

Katanning

フジキセキ

ケルトシャーン

Holy Roman Emperor

Slap Shot

キンシャサノキセキ

サンドスラッシュ

(2008)



４０

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／２６〕

母シルバーメール：１勝、本馬が初仔

祖母シルバーコースト Silver Coast：加国産、米３勝、産駒
クリアーザコースト：５勝、伊丹特別、南関東１勝、ｔｖｋ賞

サンデーサンライズ：４勝、北摂特別、ゴールデンサドルＴ２着、小倉日経賞３着、産駒

サンライズマジック：１勝、清州特別２着

シャインウェーブ：４勝、南関５勝、ウインターイルミネーションＨ（２回）、箱根町特別、

長月賞、スパーキングサマーＣ４着

マチカネミノリ：２勝

ピースオブアイ：２勝

ピサノエグゼ：１勝、山桜賞４着

ダイワデューク：入着、南関・兵庫・石川７勝、くじら座特別、園田ＦＣスプリント４着

エメラルドコースト：ダンツブルース（入着、佐賀１勝、大観峰賞）の母

アイキボウユウキ：ライディングハイ（２勝 ）、カラッカゼ（入着、金沢２勝）の母

曽祖母ダイヤモンドコースト Diamond Coast：米４勝、産駒
スカイアンドシー Sky and Sea：米５勝、カップ＆ソーサーＳ２着、コロネーションＦ３着
クラッシックカット Classic Cut：豪３勝、パースＳ-L、サプレマシーＳ-L、カーラカッタプ
レート-GⅡ３着、香３勝

四代母ティファニータム Tiffany Tam：米８勝、ウィムジカルＳ、クイーンズＳ３着、産駒
リーガルインテンション Regal Intention：米１４勝、加３歳牡馬チャンピオン、クイーン
ズプレートＳ、ニアクティックＨ-GⅢ、ブリティッシュコロンビアダービー-GⅢ、種牡馬
ティファニーズシークレット Tiffany's Secret：米３勝、加オークス、ラドルチェヴィータ

La Dolce Vita（米７勝、スワニーリバーＨ-GⅢ、ハリウッドＷキャットＢＣＨ）の祖母
キャリーザクラウン Carry the Crown：米５勝、サーバートンＳ
サムタイムズアダイアモンド Sometimesadiamond：エルアリーブ El Areeb（米４勝、ウィ
ザーズＳ-GⅢ、ジェロームＳ-GⅢ）の祖母、産駒
ディクシーランドダイアモンド Dixieland Diamond：米４勝、コロネーションＦ
スカイダイヤモンド Sky Diamond：米１５勝、ダルハムＣＨ-GⅢ３着、ラビーブＳ３着
ジュエルインマイクラウン Jewel in My Crown：米５勝、産駒
ディクシーズクラウン Dixie’s Crown：米７勝、シカモアＳ２着、エルクホーンＳ-GⅢ３着

五代母ラウドラングル Loudrangle：米９勝、プリンセスエリザベスＳ、産駒
ルーリングエンジェル Ruling Angel：加２歳牝馬チャンピオン、加年度代表馬
ティルトマイヘイロー Tilt My Halo：米７勝、加３歳牝馬チャンピオン、加オークス

Seattle Slew 

Weekend Surprise

Seeking the Gold

Spinning Round

サンデーサイレンス

ポインテッドパス

Silver Deputy

Diamond Coast

A.P. Indy

Dream Supreme

ネオユニヴァース

シルバーコースト

マジェスティックウォリアー

シルバーメール

(2013)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ２／２７〕

母ロイヤルストリート：４勝、九州スポーツ杯、タイランドＣ、フリーウェイＳ２着、白秋Ｓ

３着、斑鳩Ｓ３着、本馬が初仔

祖母フィラストリート Phila Street：米１勝、産駒
ブロードストリート：４勝、ローズＳ-GⅡ（レコード）、スイートピーＳ-OP、秋華賞-GⅠ
２着、愛知杯-GⅢ２着（２回）、マーメイドＳ-GⅢ２着、忘れな草賞-OP２着、アンド
ロメダＳ-OP３着、オークス-Jpn1４着、阪神牝馬Ｓ-GⅡ４着、クイーンＳ-GⅢ４着、
チューリップ賞-Jpn3４着、ヴィクトリアマイル-GⅠ５着、小倉大賞典-GⅢ５着、産駒
サトノウィザード：１勝、新馬、若駒Ｓ-L２着
フィニステール：３勝、許波多特別、青葉賞-Jpn2３着、すみれＳ-OP２着、若駒Ｓ-OP４
着、京橋特別２着、ＴＶ埼玉杯３着、府中Ｓ４着

ポップジュエル：６勝、ＴＵＦ杯、知多特別、羊ヶ丘特別、仁山特別、壬生特別３着

ストリートスタイル：４勝、うずしおＳ、北九州記念-GⅢ４着、六甲アイランドＳ３着、オ
ーストラリアＴ-OP５着、サンライズカナロア（１勝 ）の母

ドラゴンストリート：４勝、有松特別、清水Ｓ２着

キャナルストリート：４勝、五泉特別、新馬、アイビーＳ-OP４着
ルアーズストリート：３勝、岡崎特別、八幡特別

フィリス：１勝、産駒

ディナスティーア：１勝、北海道２勝、ヒダカソウＣ

バートラムガーデン：４勝、潮騒特別、HBC賞、ニセコ特別
ナンヨーマーク：４勝、立川特別、高知・南関２勝、だるま夕日賞２着

曽祖母フィディラ Phydilla：仏４勝、クインシー賞-GⅢ、エクリプス賞-GⅢ、ロベリスク賞、
カルヴァドス賞-GⅢ２着、アスタルテ賞-GⅢ２着、パレロワイヤル賞-GⅢ３着、産駒
ミステリーズ Mysteries：英入着、ムシドラＳ-GⅢ３着、産駒
ヒシアケボノ：最優秀短距離馬、６勝、スプリンターズＳ-G1、スワンＳ-G2
アグネスワールド：中央・南関 ６勝、ＣＢＣ賞-G2、全日本３歳優駿-G2、スプリン
ターズＳ-G1２着（２回）、英仏２勝、アベイユドロンシャン賞-GⅠ、ジュライＣ-GⅠ
マイシーキャッスル My Sea Castles：米４勝、ＥＰデビュタントＳ、クリプセッタＳ
ミステリアル Mysterial：ドバイデスティネイション Dubai Destination（英４勝、クイ
ーンアンＳ-GⅠ）､リブレティスト Librettist（仏古牡馬チャンピオン、仏 GⅠ２勝）の母

シャイニングアイズ Shining Eyes：ムーンウォークインパリス Moonwalk In Paris（仏UAE
５勝、エドモンブラン賞-GⅢ、ファイアーブレイクＳ-GⅢ）の祖母

Kingmambo

マンファス

Storm Cat

サラトガデュー

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Cozzene

Phydilla

キングカメハメハ

レディブラッサム

ディープインパクト

フィラストリート

ロードカナロア

ロイヤルストリート

(2012)



４２

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／１〕

母ジャルディナージュ：３戦、本馬が第２仔

祖母ジャルダンⅡ Jardin：米３勝、スカイラヴィルＳ-GⅢ、スピナウェイＳ-GⅠ２着、産駒
キングスクロス：１勝

曽祖母アンリミテッドプレジャー Unlimited Pleasure：米４勝、コテージフラワーＳ２着、産駒

アンリミテッドバジェット Unlimited Budget：米４勝、フェアグラウンズオークス-GⅡ、
デモワゼルＳ-GⅡ、レイチェルアレグザンドラＳ-GⅢ、ランパートＳ-GⅢ２着、ケンタ
ッキーオークス-GⅠ３着
ビーコンシャイン Beacon Shine：米２勝、フラッシュＳ-GⅢ、ジュヴェナイルＳ３着
コンクエストシーヤ Conquest See Ya：米４勝、パラダイスクリークＳ２着

ティコトム Tico Tom：米３勝
四代母クリケットボックス Cricket Box：不出走、産駒

アウトオブザボックス Outofthebox：米５勝、スーパーダービー-GⅠ、フロリダダービー
-GⅠ２着、フォンテンオブユースＳ-GⅠ２着、ホワットアプレジャーＳ-GⅢ２着、イン
リアリティーＳ２着、フェイエットＳ-GⅢ３着、種牡馬
ラフアンドレディー Ruff and Ready：米８勝、ショットインザハートＳ、シーザーロドニー
Ｓ３着、キンズマンターフクラシックＳ３着、タラハシーＳ３着

ボックスオブジョイ Box of Joy：不出走、産駒

タックルベリー Tackleberry：米８勝、ガルフストリームパークＨ-GⅡ、ＧＰスプリン
トＣｈＳＳ-GⅡ、ＦWフーパーＨ-GⅢ、ＳＭクラシックＳ、ＪＤスプリントＨ
ワントウェンティエイト Onetwentyeight：米１勝、サンフォードＳ-GⅡ３着
ユーコンワイルドキャット Yukon Wildcat：米７勝、ウェブスナイダーＳ２着、チャール

ズタウンダッシュＨ３着

トリッピンスター Trippin Star：米４勝、ルルズラムソンＳ３着
ミスターエスプレッソ Mr. Espresso：米６勝

五代母パツィーズリルガール Patsy’s Lil Girl：米１勝、産駒

マイティーアピーリング Mighty Appealing：米４勝、レムスンＳ-GⅠ、ローレルフュー
チュリティ-GⅠ、シャンペンＳ-GⅠ２着、種牡馬

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

A.P. Indy

Cara Rafaela

Montbrook

Unlimited Pleasure

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Bernardini

ジャルダンⅡ

ブラックタイド

ジャルディナージュ

(2011)



４３

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／１〕

母タイキオードリー：１戦、産駒

スプマンテ（14 青鹿 牡 ステイゴールド）３勝、淡路特別、阪神 2600mレコード
祖母エスカニア Escania：チリ２歳牝馬チャンピオン、チリ６勝、タンテオデポトランカス

-GⅠ、ホゼサーベドラバエツァ-GⅢ、ジュアンカヴィエレスメラ-GⅢ、セレクションデポ
トランカス-GⅢ、イグナシオウルティアデリリオＳ、アルベルトソラリマグナスコ賞-GⅠ
２着、インディペンデンシア-GⅡ３着、１０００ギニーＳ-GⅠ４着、UAE 入着、ムーン
シェルマイル３着、UAE１０００ギニー５着、産駒
エスカナール：４勝、柳川特別、三木特別、加治川特別、寿Ｓ４着、古都Ｓ４着

スイートテン：１勝、加治川特別２着

ユキノマイ：１戦、産駒

スカイパッション：３勝、紫川特別、飯坂温泉特別、筑紫特別、トリトンＳ４着、

心斎橋Ｓ４着、雲雀Ｓ５着、障１勝

曽祖母カレッツァ Carezza：チリ１勝、チリ最優秀繁殖牝馬、産駒
エクセレンツァ Eccellenza：チリ２歳・３歳牝馬チャンピオン、チリ７勝、ミルギニー

-GⅠ、タンテオデポトランカス-GⅠ、クリアドレスサルバドルヘスリベロス大賞典-GⅡ、
セレクションデポトランカス-GⅢ、ジュアンカヴィエレスメラ-GⅢ、コパエスタニスラオ
アンギタ－アンギタ、グランクリテリウム-GⅠ２着
エンクビエルタ Encubierta：不出走、産駒
パペロン Papelon：チリ２１勝、チリ３歳牡馬・古馬チャンピオン、サンティアゴファラ
ベラ-GⅠ（２回）、同-GⅠ３着、ベラーノアルツロカウジノＬ-GⅡ、ムニシパルヴィナ
デルマー-GⅡ（２回）、バジェデブラウン-GⅢ（２回）、トンプソンマシューズ-GⅢ、
ルイスカウジーノＳ、グランクラシココロナシオン-GⅡ２着、インヴィエルノセルジオ
デルサンテＭ-GⅢ２着、ＯＰＧラフエルタＭ-GⅡ３着、ラコパ-GⅢ３着

エリプシス Elipsis：カプリチョブリランテ Capricho Brillante（チリ１３勝、イスマイルトコ
ルナル、サンティアゴ市政賞）の祖母

四代母ロマンティカ Romantica：エスパノーレト Espanoleto（チリ古馬チャンピオン、チリ
１５勝、チリ競馬場大賞-GⅠ、チリハンデキャップ大賞-GⅡ、ＡバンスターイニゲスＳ（２
回）オナー大賞-GⅡ３着、ベルナルドヒギンズＲ大賞-GⅢ３着）の祖母

サンデーサイレンス

ゴールデンサッシュ

メジロマックイーン

エレクトロアート

Kingmambo

マンファス

Edgy Diplomat

Carezza

ステイゴールド

オリエンタルアート

キングカメハメハ

エスカニア

オルフェーヴル

タイキオードリー

(2006)



４４

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／１〕

母プラチナジュエリー：入着、札幌スポニチ賞２着、競走年齢に達した産駒は１頭

祖母ケイウーマン：２勝、京都４歳特別-G3、新馬（京都芝 1400mレコード）、ニュージー
ランドＴ４歳Ｓ-G2２着、ローズＳ-G2２着、セントウルＳ-G3２着、サファイヤＳ-G3
２着、ポートアイランドＳ２着、アーリントンＣ-G3３着、産駒
モンテクリスエス：５勝、ダイヤモンドＳ-GⅢ、仁川Ｓ-OP、グッドラックＨ、万葉Ｓ-OP
２着（２回）、すみれＳ-OP２着、ステイヤーズＳ-GⅡ３着、同-GⅡ４着、日経賞-GⅡ
３着、青葉賞-Jpn2３着、マーチＳ-GⅢ４着

マチカネキララ：５勝、エイプリルＳ-OP、ノベンバーＳ、精進湖特別、夏木立賞、札幌記
念-G2３着、エプソムＣ-G3３着、オーストラリアＴ-OP３着、神戸新聞杯-G2４着
トニーディアマンテ：４勝、ウェルカムＳ、ＨＢＣ賞、臥牛山特別

ピサノシェンロン：２勝

マシュケナーダ：１勝、新馬、アルメリア賞３着、エルフィンＳ-OP４着
シャドウストリーム：１勝、遊楽部特別２着、シャドウカラーズ（１勝、障１勝）の母

テンプテーション：１勝

ケイケヤキ：スカイリュウホー（２勝、逢坂山特別、タイランドＣ、東海２勝）の母

曽祖母フレンドリーファイナンス Friendly Finance：不出走、産駒
レオナフィーニ Leonor Fini：愛米２勝、ヴィクターマカルモンＳ-L２着
ユフィージィ Uffizi：モンティック Momtic（英６勝、ダイオメドＳ-GⅢ４着）の母
アイリスジャポニカ：３勝、千葉ＴＶ杯２着、五色沼特別２着

四代母リヴァーレディ River Lady：米３勝、産駒
リヴァーマン Riverman：仏５勝、仏２０００ギニー-GⅠ、イスパーン賞-GⅠ、ジャンプ
ラ賞-GⅡ、仏リーディングサイアー（２回）
プッシュアボタン Push a Button：愛１勝、産駒
アウトサイドプレッシャー Outside Pressure：愛２勝、レパーズタウンE.B.F
オフショアブーム Offshore Boom：愛ナショナルスタッドＳ-L２着、産駒
ロックオブジブラルタル Rock of Gibraltar：欧州年度代表馬、欧州３歳牡馬チャンピ
オン、英愛仏１０勝、英２０００ギニー-GⅠ、愛２０００ギニー-GⅠ、サセックスＳ
-GⅠ、グランクリテリウム-GⅠ、米入着、ＢＣマイル-GⅠ２着、種牡馬
ネルグウィン Nell Gwyn：愛１勝、１０００ギニートライアル-GⅢ２着
ウィニングベンチャー Winning Venture：英３勝、グランクリテリウム-GⅠ３着
プッシュアベンチャー Push a Venture：オフェンバッハ Offenbach（GⅢ）の母
タスルド Tasseled：ディプロイベンチャー Deploy Venture（GⅢ）の母

グラスワンダー

ランニングヒロイン

カーネギー

メジロモントレー

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

ラストタイクーン

Friendly Finance

スクリーンヒーロー

メジロフランシス

ディープインパクト

ケイウーマン

モーリス

プラチナジュエリー

(2011)



４５

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／３〕

母スワニー：４戦入着、産駒

ツリーハウス（12 黒鹿 牝 キンシャサノキセキ）北海道・東海７勝、東海ダービー２着、
イーハトーブマイル３着、ひまわり賞５着、ビューチフルドリーマーＣ５着

祖母ロイヤルティアラ：５勝、初凪賞、産駒

グレイスティアラ：中央・南関・兵庫・北海道 ４勝、全日本２歳優駿-G1、兵庫ＣｈＳ
-G2、エーデルワイス賞-G3、関東オークス-G2２着、スパーキングレディＣ-G3２着
アネモネＳ-OP２着、クイーン賞-G3３着、新潟２歳Ｓ-G3４着、産駒
ダノンバトゥーラ：４勝、韓国馬事会杯、花背特別、丹沢Ｓ２着、アンタレスＳ-GⅢ４着
キングソング：２勝、新涼特別２着、箕面特別３着、八海山特別３着

ダノンロイヤル：１勝

シアトルユー：６勝、安達太良Ｓ、鎌倉特別、西湖特別、昇竜Ｓ-OP２着、ホープフルＳ-OP
３着、節分賞２着、月岡特別２着、大沼Ｓ-OP４着、関越Ｓ-OP５着
グローリーティアラ：５勝、湯之谷特別、魚沼特別、産駒

スペシャルピース：２勝、足立山特別

ブライダルブーケ：ワイルドコットン（３勝、初茜賞３着、高知８勝、黒潮マイルＣｈＳ、

トレノ賞３着、二十四万石賞３着 ）、グッドワード（１勝、新馬 ）の母

エレガントシチー：３勝、函館日刊スポーツ杯３着、産駒

サンライズサルーテ：２勝、下北半島特別２着、東海２勝

ポライトストーン：３勝、新馬、オーロラ特別３着、西湖特別３着

レコンキスタ：３勝

エターナルスター：２勝

スモーキータバーン：１勝、北海道４勝

レッドグラサージュ：１勝、兵庫・南関２勝

ニイガッタメール：入着、金沢３勝、産駒

キープレイヤー：４勝、浦安特別

曽祖母ロイヤルコスマー：３勝、トパーズＳ、寒桜賞、桜花賞-G1２着、４歳牝馬特別（西）
-G2２着、オークス-G1５着、阪神牝馬特別-G3５着、サファイヤＳ-G3５着、産駒
フサイチユーキャン：５勝、新春Ｓ、タイランドＣ、国東特別、ｻﾝｽﾎﾟ４歳牝馬特別-G2３着
タヤスマッキンリー：３勝、臥牛山特別、ラジオたんぱ賞-G3５着
ロイヤルタイム：ワンモアマイライン（中央・岩手 ４勝、甲南Ｓ、東海Ｓ-G2２着）の母

Kingmambo

マンファス

サンデーサイレンス

ジーナロマンティカ

Mr. Prospector

File

ノーザンテースト

ロイヤルコスマー

キングカメハメハ

マルカキャンディ

フォーティナイナー

ロイヤルティアラ

ベルシャザール

スワニー

(2006)



４６

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／４〕

母ブリッツフィナーレ：不出走、産駒

キセキ（14 黒鹿 牡 ルーラーシップ）４勝、菊花賞-GⅠ、信濃川特別、ジャパンＣ-GⅠ
２着、神戸新聞杯-GⅡ２着、天皇賞・秋-GⅠ３着、毎日王冠-GⅡ３着、毎日杯-GⅢ３着、
すみれＳ-OP３着、有馬記念-GⅠ５着
ジュビリーライン（12 鹿 牝 スウェプトオーヴァーボード）入着、南関２勝
ファントムグレイ（13 芦 牡 クロフネ）入着、脊振山特別３着、種市特別４着
祖母ロンドンブリッジ：３勝、ファンタジーＳ-G3、桜花賞-G1２着、報知４歳牝馬特別-G2
４着、産駒

ダイワエルシエーロ：５勝、オークス-G1、京阪杯-G3、クイーンＣ-G3、マーメイドＳ-G3、
府中牝馬Ｓ-G2３着、紅梅Ｓ-OP２着、カーサデルシエロ（１勝 ）の母

ビッグプラネット：３勝、京都金杯-G3、アーリントンＣ-G3、新馬
グレーターロンドン：７勝、中京記念-GⅢ、東風Ｓ-OP、節分Ｓ、毎日王冠 -GⅡ３着、
ディセンバーＳ-OP３着、安田記念-GⅠ４着、京王杯スプリングＣ-GⅡ４着、種牡馬
ダイワディライト：７勝、室町Ｓ-OP、ＮＳＴ賞-OP、初日の出Ｓ、南総特別、青梅特別、
カペラＳ-GⅢ２着、千葉Ｓ-OP２着、ＢＳＮ賞-OP２着、東海・北海道 入着、かきつば

た記念-Jpn3４着、北海道スプリントＣ-Jpn3４着
ビッグカポネ：５勝、名古屋城Ｓ、大須特別、戎橋特別、如意ヶ嶽特別、天草特別２着

ダイワスピリット：２勝、大倉山特別、産駒

サトノゼファー：１勝、新馬、エルフィンＳ-OP４着、若駒Ｓ４着
ゴッドフェニックス：３勝、ロイヤルバローズ（１勝 ）の母

曽祖母オールフォーロンドン All for London：英米３勝、プラチナムベルＳ２着、オーシャンシ
ティーＳ２着、マルゲートＳ３着、産駒

ナリタオンザターフ：中央・東海 ３勝、名古屋優駿-G3、ポインセチア賞
ホウユウピアレス：６勝、文月Ｓ

オースミファンダー：５勝、湘南特別、高湯特別

ビッグロンドン：５勝、御影特別、赤穂特別

ドラゴンレディ：３勝、トシザドラゴン（佐賀１０勝、北山湖特別、玄界灘特別）の母

ナリタジュネス：３勝、東海４勝、めいほう杯

四代母フルカード Full Card：不出走、産駒
オフィサーズボール Officer's Ball：ソロリティＳ-GⅠ、スカイラヴァルＳ-GⅢ２着
プレッジカード Pledge Card：米５勝、スペンドアバックＳ、ドワイアＳ-GⅠ２着

Kingmambo

マンファス

トニービン

ダイナカール

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

ドクターデヴィアス

オールフォーロンドン

キングカメハメハ

エアグルーヴ

ディープインパクト

ロンドンブリッジ

ルーラーシップ

ブリッツフィナーレ

(2008)



４７

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／４〕

母グレイスティアラ：中央・南関・兵庫・北海道 ４勝、全日本２歳優駿-G1、兵庫ＣｈＳ
-G2、エーデルワイス賞-G3、関東オークス-G2２着、スパーキングレディＣ-G3２着、
アネモネＳ-OP２着、クイーン賞-G3３着、新潟２歳Ｓ-G3４着、産駒
ダノンバトゥーラ（11 黒鹿 牡 キングカメハメハ）４勝、韓国馬事会杯、花背特別、丹沢
Ｓ２着、アンタレスＳ-GⅢ４着
キングソング（10 鹿 牡 キングカメハメハ）２勝、新涼特別２着、箕面特別３着
マーメイドティアラ（09 鹿 牝 シンボリクリスエス）１勝
ダノンロイヤル（15 鹿 牡 エンパイアメーカー）１勝
クラウンドヘッド（13 鹿 牝 エンパイアメーカー）入着、園田５勝
祖母ロイヤルティアラ：５勝、初凪賞、産駒

シアトルユー：６勝、安達太良Ｓ、鎌倉特別、西湖特別、昇竜Ｓ-OP２着、ホープフルＳ-OP
３着、節分賞２着、月岡特別２着、大沼Ｓ-OP４着、関越Ｓ-OP５着
グローリーティアラ：５勝、湯之谷特別、魚沼特別、産駒

スペシャルピース：２勝、足立山特別

ブライダルブーケ：ワイルドコットン（３勝、初茜賞３着、高知８勝、黒潮マイルＣｈＳ、

トレノ賞３着、二十四万石賞３着 ）、グッドワード（１勝、新馬 ）の母

エレガントシチー：３勝、函館日刊スポーツ杯３着、産駒

サンライズサルーテ：２勝、下北半島特別２着、東海２勝

ポライトストーン：３勝、新馬、オーロラ特別３着、西湖特別３着

レコンキスタ：３勝

エターナルスター：２勝

スモーキータバーン：１勝、北海道４勝

ニイガッタメール：入着、金沢３勝、産駒

キープレイヤー：４勝、浦安特別

スワニー：４戦入着、産駒

ツリーハウス：北海道・東海７勝、東海ダービー２着、イーハトーブマイル３着

四代母ロイヤルコスマー：３勝、トパーズＳ、寒桜賞、桜花賞-G1２着、４歳牝馬特別（西）
-G2２着、オークス-G1５着、阪神牝馬特別-G3５着、サファイヤＳ-G3５着、産駒
フサイチユーキャン：５勝、新春Ｓ、タイランドＣ、国東特別、サンスポ４歳牝馬特別-G2３着
タヤスマッキンリー：３勝、臥牛山特別、ラジオたんぱ賞-G3５着

Storm Cat

Island Kitty

Meadowlake

Shortley

サンデーサイレンス

ミルレーサー

ノーザンテースト

ロイヤルコスマー

ヘネシー

Meadow Flyer

フジキセキ

ロイヤルティアラ

ヘニーヒューズ

グレイスティアラ

(2003)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／５〕

母サトノジョリー：中央・南関２勝、関東オークス-Jpn2２着、フィリーズレビュー-GⅡ５
着、スイートピーＳ-OP５着、昇竜Ｓ-OP５着、ＪＢＣレディスクラシック５着、産駒

プモリテソーロ（17 黒鹿 牡 エピファネイア）

祖母ハニーローズ Honey Rose：亜米７勝、フェリックス アルザガウンスエ-GⅠ、ヘネラル
アルベアル、HBPA H、ロテリアナシオナル-GⅢ２着、パラグアイ賞-GⅢ２着、パナマ
共和国-GⅢ２着、ケンタッキーＣレディースターフＳ２着、ＭＡＩＰＵ-GⅠ３着、オク
ルレンシア-GⅢ３着、フランシア３着、産駒
サトノプレシャス：２勝

サトノメダリスト：１勝、南関１勝

曽祖母ハニーハニー Honey Honey：亜１勝、産駒

オラセルタ Hora Certa：ホッケージョク Hockey Jock（亜２勝、Ｐクレスポ-GⅢ３着）の母
ハニーハッピー Honey Happy：ホールインワン Hole in One（亜４勝、トレシエテ ）の母

四代母ブレッシングス Blessings：英３勝、産駒

ブレディング Bleding：亜米７勝、サンイシドロ大賞典-GⅠ、カピタル賞-GⅡ、ベニート
ビリャヌエバ賞-GⅡ、ポルテノ賞-GⅢ、ヘネラルサンマルティン大賞典-GⅠ２着、アメ
リカ賞-GⅡ２着、オラシオブスティリョ賞-GⅢ２着、パレルモ大賞典-GⅠ３着
シングス Sings：亜２勝、亜２０００ギニー-GⅠ、ギリェルモケミス賞-GⅡ、ジョッキー
クラブ大賞典 -GⅠ３着、ヘネラルサンマルティン賞-GⅠ３着、種牡馬
フリブレス Flibless：亜６勝、プロダクシオンナシオナル賞-GⅢ、ヤタスト賞、ブエノス
アイレス ジムナシアエスグリマクラブ賞、トーマスリヨン賞-GⅡ２着
ブルーボス Blue Boss：豪１０勝、ニューマーケットＨ-GⅢ、グレートウエスタンＨ-GⅢ、
クリスマスＨ-GⅢ、スタンディッシュＨ-GⅢ、オークレイプレート-GⅠ３着
ブルーブレス Blue Bles：亜１勝、ヘネラルラスエラス賞-GⅢ、産駒
バムバムバム Bam Bam Bam：亜５勝、ヘネラルマニュエルベルグラーノ-GⅡ、種牡馬
フリッツ Fritz：米４勝、ビクトリアパークＳ-L（カナダGⅢ）
ドルチェアモーレ Dolce Amore：米４勝、ポムズフライツ Pommes Frites（米９勝、ボー
ゲイＨ-GⅢ、アセニアＨ-GⅢ、メイトリアークＳ-GⅠ３着）の母

Mr.Prospector

Miesque

ラストタイクーン

Pilot Bird

A.P. Indy

Cara Rafaela

Lode

Honey Honey

Kingmambo

マンファス

Bernardini

ハニーローズ

キングカメハメハ

サトノジョリー

(2009)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／６〕

母エターナルブーケ：入着、本馬が第２仔

祖母キャットアリ Cat Ali：米１勝、産駒

ヒラボクディープ：４勝、青葉賞-GⅡ、丹頂Ｓ-OP、水仙賞、モンゴル大統領賞-OP３着
ワンダフルワールド：１勝、障害２勝、ペガサスジャンプＳ-OP、同-OP４着、京都ハイジ
ャンプ-JG2４着、中山グランドジャンプ-JG1５着
ユニオンベル Union Belle：米１勝、産駒

ユニオンエクスプレス Union Express：米５勝、サガモアサイアードＳ
曽祖母ケアレスキテン Careless Kitten：米１勝、産駒

アルカディアンヒーロー Arkadian Hero：英仏米７勝、ミルリーフＳ-GⅡ、ハンガーフォ
ードＳ-GⅢ、クリテリオンＳ-GⅢ、ハックウッドＳ-L、リポン２ＹＯトロフィーＳ-L、
ホープフルＳ-L、マイルＳ-GⅠ２着、クインシー賞-GⅢ２着、スプリントＣＳ-GⅠ３着
アドバーサリアル Adversarial：米１２勝、サミングＳ

ロレンゾニ Lorenzoni：米３勝、ブリーダーズＦ-GⅡ２着、イロクイスＳ３着
ケアフリーチーター Carefree Cheetah：ウォリアーガール Warrior Girl（米３勝、ワヤＳ２着、

ダブルドッグデアＳ-GⅢ３着）の母、ロスオジトス Los Ojitos（米３勝、ラングホーンＳ
２着、ディスタフＨ-GⅡ３着）の祖母

四代母ティーシーキテン T.C. Kitten：米２勝、産駒

フィールドキャット Field Cat：米７勝、パンアメリカンＨ-GⅠ、ディスプレイＨ-GⅢ
ビーウェアオブザキャット Beware of the Cat：デルマーデビュタントＳ-GⅡ３着、産駒
ホールドザットタイガー Hold That Tiger：仏愛米３勝、欧州２歳牡馬チャンピオン、

グランクリテリウム-GⅠ、ウッドワードＳ-GⅠ２着、ＢＣジュベナイル-GⅠ３着
エディターズノート Editor’s Note：米６勝、ベルモントＳ-GⅠ、Ｓダービー-GⅠ

アイランドキティ Island Kitty：アデロンダックＳ-GⅢ２着、メイトロンＳ-GⅠ３着、産駒
ヘネシー Hennessy：米４勝、ホープフルＳ-GⅠ、サプリングＳ-GⅡ、ハリウッドジュ
ベナイルＣｈＳ-GⅡ、ＢＣジュベナイル-GⅠ２着、種牡馬
パールシティ Pearl City：米６勝、バレリーナＨ-GⅠ、プリオレスＳ-GⅡ

スプリンギングレパード Springing Leopard：南ア９勝、ケープフライングＣＳ-GⅡ

Kingmambo

マンファス

スペシャルウィーク

キロフプリミエール

サンデーサイレンス

サトルチェンジ

Storm Cat

Careless Kitten

キングカメハメハ

シーザリオ

マンハッタンカフェ

キャットアリ

リオンディーズ

エターナルブーケ

(2013)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／９〕

母ジェニサ Genisa：米入着、産駒
ファイブスターランページ Five Star Rampage（13 牝 Quality Road）米５勝、ビーライトＳ
祖母ティズドバイ Tizdubai：米２勝、ソレントＳ-GⅢ、産駒
マディナットジュメイラ Madinat Jumeirah：バーレーン３勝、バーレーン３歳牡馬チャンピオン
レーベンズタワー Raven’s Tower：英６勝
曽祖母シーズソング Cee’s Song：米１勝、産駒
ティズナウ Tiznow：米年度代表馬、米３歳牡馬チャンピオン、米古馬チャンピオン、ＢＣ
クラシック-GⅠ（２回）、サンタアニタＨ-GⅠ、スーパーダービー-GⅠ（レコード）、グ
ッドワードＢＣＨ-GⅡ、サンフェルナンドＢＣＳ-GⅡ、アファームドＨ-GⅢ、パシフィッ
ククラシックＳ-GⅠ２着、スワップスＳ-GⅠ２着、米リーディングサイアー
バドロイヤル Budroyale：米１７勝、グッドウッドＢＣＨ-GⅡ、サンアントニオＨ-GⅡ、
サンベルナルディノＨ-GⅡ、マービンリロイＨ-GⅡ、ロングアクレスマイルＨ-GⅢ、カリ
フォルニアＣクラシックＨ、スーパーダイアモンドＨ、ＢＣクラシック-GⅠ２着
ティズバド Tizbud：米２勝、ＣＡカップクラシックＨ、サンフェルナンドＢＣＳ-GⅡ３着
シーモンティガー C’Mon Tiger：米３勝、サンタナマイルＨ２着
ティズアメージング Tizamazing：不出走、産駒
オックスボウ Oxbow：米３勝、プリークネスＳ-GⅠ、ルコンテＳ-GⅢ、ベルモントＳ

-GⅠ２着、レベルＳ-GⅡ２着
オーサムパトリオット Awesome Patriot：アリダーＳ、ハリウッドプレビューＳ-GⅢ３着
ティズソウ Tizso：米出走、産駒
ペインター Paynter：米４勝、ハスケル招待Ｈ-GⅠ、ベルモントＳ-GⅠ２着、オーサム
アゲインＳ-GⅠ２着、サンディエゴＨ-GⅡ２着、ダービートライアルＳ-GⅢ２着
ティズウエスト Tizwest：米３勝、シネマＨ-GⅢ、ラピュエンテＳ
ティザキティ Tizakitty：米４勝、カルーカンクイーンＨ
ティザラヴリーレディ Tizalovelylady：米１勝、ＣＡカップジュヴェナイルＦＳ３着
ティズプレシャス Tizprecious：ティズジアンニ Tiz Gianni（コットンＦマイルＨ）の母
ティズソートゥルー Tizsotrue：ティズソーウィキッド Tizso Wicked（豪GⅢ２着）の母
ティズスイート Tizsweet：ティズスイートドリームズ Tizsweetdreams（CERFＨ３着）の母、
ソースイーティティズ So Sweetitiz（デイジーカターＨ、ミズディレクションＳ）の祖母
バルボアベティ Balboa Betty：ベティーズバンビーノ Betty’s Bambino（米７勝、サンシ
メオンＳ-GⅢ、デイトナＳ-GⅢ、センセ－ショナルスターＳ）の祖母

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Storm Bird

Terlingua

Cee’s Tizzy

Cee’s Song

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Storm Cat

Tizdubai

ディープインパクト

ジェニサ

(2007)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／１１〕

母アーキタイプ：４戦、本馬が初仔

祖母ウィステリアアーチ：２戦入着、産駒

マイスターシャーレ：１勝、メルボルンＴ３着

ルモンド：１勝、新馬

曽祖母バービキャット Barbicat：米入着、産駒
レッドスパーダ：７勝、京王杯スプリングＣ-GⅡ、東京新聞杯- Ⅲ、関屋記念-GG Ⅲ、パラ

ダイスＳ-OP、ニューイヤーＳ-OP、ＮＨＫマイルＣ-GⅠ２着、阪神Ｃ-GⅡ２着、スプリ
ングＳ-Jpn2２着、オーシャンＳ-GⅢ３着（２回）、東京新聞杯-GⅢ４着、ニューイヤー
Ｓ-OP４着、高松宮記念-GⅠ５着、鳴尾記念-GⅢ５着、種牡馬
ブレイブファイト：５勝、オーストラリアＴ、シドニーＴ、錦Ｓ２着、難波Ｓ２着

プライベートキャット Private Cat：米６勝
四代母バーバリカ Barbarika：米７勝、ＪＷＢクラッシックＨ-GⅡ、ターフウェイＢＢＣＨ

-GⅢ、ルイビルＢＢＣＨ-GⅡ３着、産駒
シェリーフズデピュティ Sherriff 's Deputy：不出走、産駒
カーリン Curlin：米年度代表馬（２年連続）、米３歳牡馬チャンピオン、米古牡馬チャン
ピオン、米 UAE１１勝、ＢＣクラシック-GⅠ、ドバイワールドＣ-GⅠ、プリークネス
Ｓ-GⅠ、スティーヴンフォスターＨ-GⅠ、ＪＣゴールドＣＳ-GⅠ（２回）、ウッドワー
ドＳ-GⅠ、アーカンソーダービー-GⅡ、レベルＳ-GⅢ、ベルモントＳ-GⅠ２着、マン
ノウォーＳ-GⅠ２着、ケンタッキーダービー-GⅠ３着、種牡馬
デピュティ Deputy：米４勝、コンクエストストレートアップ Conquest Strate Up（米４勝、
ラプレボヤンテＳ）の母、カクタスジョー Cactus Joe（米６勝、メリルビルＳ）の祖母

五代母ウォーエクスチェンジ War Exchange：米１０勝、コニヴァーＨ、産駒
ラッキーレディローレン Lucky Lady Lauren：米１０勝、アーリントンメイトロンＨ-GⅢ
カウントオンキャシー Count on Kathy：米４勝、ポリテリーＳ２着、産駒
カウントオンアチェンジ Count on a Change：米６勝、エトビコークＨ-GⅢ、ウインバ
リアシオン（３勝、青葉賞-GⅡ、日本ダービー-GⅠ２着、有馬記念-GⅠ２着）の祖母
ティーヴィカウンテス T.V. Countess：米４勝、ポリテリーＳ、カメオＳ２着、産駒
カウンテスダイアナ Countess Diana：米２歳牝馬チャンピオン、米７勝、ＢＣジュヴ
ェナイルフィリーズ-GⅠ、スピナウェイＳ-GⅠ、アルシバイアデスＳ-GⅡ
カウントオンナンバース Count on Numbers：米８勝、プレミアＢＣＳ、ナーセリーＳ
タングルドアップインブルー Tangled Up in Blue：米３勝、産駒
エクソジェナス Exogenous：米５勝、ベルデイムＳ-GⅠ、ガゼルＨ-GⅠ

Kris S.

Tee Kay

Smart Strike

アザール

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

キングカメハメハ

バービキャット

シンボリクリスエス

コートアウト

ディープインパクト

ウィステリアアーチ

ストロングリターン

アーキタイプ

(2014)  
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／１３〕

母シュペール：不出走、本馬が第２仔

祖母ダイワエルシエーロ：５勝、オークス-G1、京阪杯-G3、クイーンＣ-G3、マーメイド
Ｓ-G3、府中牝馬Ｓ-G2３着、紅梅Ｓ-OP２着、産駒
カーサデルシエロ：１勝

曽祖母ロンドンブリッジ：３勝、ファンタジーＳ-G3、桜花賞-G1２着、報知４歳牝馬特別-G2
４着、産駒

ビッグプラネット：３勝、京都金杯-G3、アーリントンＣ-G3、新馬
グレーターロンドン：７勝、中京記念-GⅢ、東風Ｓ-OP、節分Ｓ、毎日王冠 -GⅡ３着、
ディセンバーＳ-OP３着、安田記念-GⅠ４着、京王杯スプリングＣ-GⅡ４着、種牡馬
ダイワディライト：７勝、室町Ｓ-OP、ＮＳＴ賞-OP、初日の出Ｓ、南総特別、青梅特別、
カペラＳ-GⅢ２着、千葉Ｓ-OP２着、ＢＳＮ賞-OP２着、東海・北海道 入着、かきつば

た記念-Jpn3４着、北海道スプリントＣ-Jpn3４着
ビッグカポネ：５勝、名古屋城Ｓ、大須特別、戎橋特別、如意ヶ嶽特別、天草特別２着

ダイワスピリット：２勝、大倉山特別、産駒

サトノゼファー：１勝、新馬、エルフィンＳ-OP４着、若駒Ｓ４着
ゴッドフェニックス：３勝、ロイヤルバローズ（１勝 ）の母

ブリッツフィナーレ：不出走、産駒

キセキ：４勝、菊花賞-GⅠ、信濃川特別、ジャパンＣ-GⅠ２着、神戸新聞杯-GⅡ２着、
天皇賞(秋) -GⅠ３着、毎日王冠-GⅡ３着、毎日杯-GⅢ３着、すみれＳ-OP３着、有馬記
念-GⅠ５着

四代母オールフォーロンドン All for London：英米３勝、プラチナムベルＳ２着、オーシャンシ
ティーＳ２着、マルゲートＳ３着、産駒

ナリタオンザターフ：中央・東海 ３勝、名古屋優駿-G3、ポインセチア賞
ホウユウピアレス：６勝、文月Ｓ

オースミファンダー：５勝、湘南特別、高湯特別

ビッグロンドン：５勝、御影特別、赤穂特別

ドラゴンレディ：３勝、トシザドラゴン（佐賀１０勝、北山湖特別、玄界灘特別）の母

ナリタジュネス：３勝、東海４勝、めいほう杯

五代母フルカード Full Card：不出走、産駒
オフィサーズボール Officer's Ball：ソロリティＳ-GⅠ、スカイラヴァルＳ-GⅢ２着
プレッジカード Pledge Card：米５勝、スペンドアバックＳ、ドワイアＳ-GⅠ２着

Kingmambo

Allegretta

Platini

Midnight Fever

トニービン

ダンスチャーマー

サンデーサイレンス

ロンドンブリッジ

キングズベスト

ムーンレディ

ジャングルポケット

ダイワエルシエーロ

エイシンフラッシュ

シュペール

(2013)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／１４〕

母シュンドルボン：６勝、中山牝馬Ｓ-GⅢ、甲斐路Ｓ、弥彦特別、月岡温泉特別、金鯱賞
-GⅡ３着、マーメイドＳ-GⅢ４着、府中牝馬Ｓ-GⅡ５着、本馬が初仔
祖母ネイチャーガイド：入着、産駒

アズマタックン：４戦、障害２勝、新潟ＪＳ-JGⅢ４着
ネイチャークルーズ：北海道・東海２勝、JRA認定、ゴールドウイング賞２着、ラブミーチ
ャン記念４着、東海ダービー５着

ウィズネイチャー：入着、南関３勝

インキュベーター：入着、東海２勝

曽祖母ホワイトウォーターレディ White Water Lady：英入着、産駒
リキッドノーツ：６勝、冬至Ｓ、隅田川特別、木津川特別、尾頭橋特別、東京新聞杯-GⅢ２
着、ディセンバーＳ-OP３着
パンドラロード：４勝、岡崎特別、下北半島特別、ジョーネンボー（１勝、オニキス賞 ）、

ヒラボクレジーナ（１勝）の母

ターニングリーフ：１勝、高知１勝

リビーズダンサー Libby's Dancer：米３勝
四代母ウォータールー Waterloo：英６勝、英 1000ギニー-GⅠ、シェバリーパークＳ-GⅠ、
クイーンメリーＳ-GⅡ、ファルマスＳ-GⅢ、産駒
ウォーターウー Water Woo：仏１勝、サンフィールマン賞-L、産駒
エンヴァイラメントフレンド Environment Friend：英３勝、エクリプス賞-GⅠ、ダンテ
Ｓ-GⅡ、コロネーションＣ-GⅠ２着（２回）、愛チャンピオンＳ-GⅠ２着、種牡馬
プリンスエヴェレット Prince Everett：米５勝、ヤングアメリカＳ-GⅡ２着
ヴィガネラ Viganella：ヴァノイズ Vanoise（チリ５勝、コロナシオン大賞典-GⅡ、コテ
ホデポトランカス-GⅢ、チリダービー-GⅠ３着、ラスオークス-GⅠ３着）、ヴィリンス
キー Vilinsky（チリ３勝、ラスオークス-GⅠ２着）の母、グランラツール Gran Latour
（チリ２勝、クリアドレスドラマ賞-GⅡ）、ラツール La Tour（チリ６勝、アルマダデ
チリ、ミルギニー-GⅠ２着、ハラスデチリ-GⅠ３着）の祖母

ウォーターケイ Water Cay：英４勝、クイーンアンＳ-GⅡ２着、ロイヤルロッジＳ-GⅡ２着、
フューチュリティＳ-GⅠ３着、ジュライＳ-GⅢ４着
ウォーターフローリック Water Frolic：英３勝、エルメスＨ-L、ナーヒー Naahy（バリコラ
スＳ-GⅢ）、パッパリアレ Pappa Reale（伊古牝馬チャンピオン（２回））の祖母

Dubai Millennium

Zomaradah

Green Desert

Irish Valley

サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

エルコンドルパサー

ホワイトウォーターレディ

Dubawi

Dhelaal

ハーツクライ

ネイチャーガイド

マクフィ

シュンドルボン

(2011)



５４

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／１７〕

母マストバイアイテム：３勝、産駒

ヨハン（16 鹿 牡 ヨハネスブルグ）１勝、カトレア賞３着
祖母ビッグマリーン：１勝、野路菊Ｓ-OP２着、りんどう賞２着、産駒
サンライズポパイ：２勝、伏拝特別、新馬、中京スポニチ賞２着、五色沼特別２着

サンライズカラー：２勝

サンライズセナ：１勝

ロイヤルデジタル：南関３勝、ペガサス賞、ラベンダー特別 ２着、ルピナス特別 ２着、

ゴールドジュニアー４着

マリーンジャングル：兵庫２勝

曽祖母ドラゴンマリーン：２勝、黄菊賞、りんどう賞２着、産駒

キャストロメファ：２勝

ティキマハロ：１勝、小倉城特別２着、白藤賞３着、金沢１勝

四代母パーフェクトポイント Perfect Point：米８勝、サスケハンナＨ、ラムソンＨ（レコード）、
ダイアナＨ-GⅡ２着、リークサブルＳ２着、ニューヨークＨ-GⅡ３着、クイーンシャルロ
ットＨ-GⅡ３着、アセニアＨ-GⅢ３着、ヒアリアＢＣＨ３着、ビウッチＳ-GⅢ４着、産駒
マジェスティックパーフェクション Majesticperfection：米４勝
五代母チャームスクール Charm School：不出走、産駒
カジョレリー Cajolery：不出走、産駒
パースエイシヴ Persuasive：米１１勝、ロゼンナＳ３着
エルジーナ Elzina：米入着、ジーナコーズ Zina Cause（米８勝、イノーグラルＨ）の母
クールヘイスト Cool Heist：米１６勝
カットレリー Cutlery：ベンデルボネット Bendel Bonnet（米６勝、ベイユーＨ３着）の祖母
スペシャルスクール Special School：不出走、産駒
ベストドライバー Best Driver：米１勝、産駒
ドライブザアヴェニュー Drive the Avenue：米１７勝、キーアルタＳ２着
スクールブックス School Books：米２勝、テューダニーディッド Tudor Needed（スプリン
グセールスＳ２着、フォールセールスＳ３着）の祖母

スペシャルレッスンズ Special Lessons：米１８勝
六代母スイートフォリー Sweet Folly：米７勝、ガゼルＨ、レイディースＨ、ジャックスプ
ラット Jack Sprat（レキシントンＨ-GⅡ）の母、ミカリーナ Mi Carina（仏３歳牝馬チャ
ンピオン、ヴェルメイユ賞）、マザーグース Mother Goose プリンセスＲＳ) の半妹

A.P. Indy

Lovlier Linda

The Prime Minister

Sweet Blue

Mr. Prospector

Polite Lady

フジキセキ

ドラゴンマリーン

Old Trieste

Sweet Minister

アフリート

ビッグマリーン

シニスターミニスター

マストバイアイテム

(2007)  



５５

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／１９〕

母パレード：７戦、岩手２勝、本馬が初仔

祖母ハニーローズ Honey Rose：亜米７勝、フェリックス アルザガウンスエ-GⅠ、ヘネラル
アルベアル、HBPA H、ロテリアナシオナル-GⅢ２着、パラグアイ賞-GⅢ２着、パナマ
共和国-GⅢ２着、ケンタッキーＣレディースターフＳ２着、ＭＡＩＰＵ-GⅠ３着、オク
ルレンシア-GⅢ３着、フランシア３着、産駒
サトノジョリー：中央・南関２勝、関東オークス-Jpn2２着、フィリーズレビュー-GⅡ
５着、スイートピーＳ-OP５着、昇竜Ｓ-OP５着、ＪＢＣレディスクラシック５着
サトノプレシャス：２勝

サトノメダリスト：１勝、南関１勝

曽祖母ハニーハニー Honey Honey：亜１勝、産駒

オラセルタ Hora Certa：ホッケージョク Hockey Jock（亜２勝、Ｐクレスポ-GⅢ３着）の母
ハニーハッピー Honey Happy：ホールインワン Hole in One（亜４勝、トレシエテ ）の母

四代母ブレッシングス Blessings：英３勝、産駒

ブレディング Bleding：亜米７勝、サンイシドロ大賞典-GⅠ、カピタル賞-GⅡ、ベニート
ビリャヌエバ賞-GⅡ、ポルテノ賞-GⅢ、ヘネラルサンマルティン大賞典-GⅠ２着、アメ
リカ賞-GⅡ２着、オラシオブスティリョ賞-GⅢ２着、パレルモ大賞典-GⅠ３着
シングス Sings：亜２勝、亜２０００ギニー-GⅠ、ギリェルモケミス賞-GⅡ、ジョッキー
クラブ大賞典-GⅠ３着、ヘネラルサンマルティン賞-GⅠ３着、種牡馬
フリブレス Flibless：亜６勝、プロダクシオンナシオナル賞-GⅢ、ヤタスト賞、ブエノス
アイレス ジムナシアエスグリマクラブ賞、トーマスリヨン賞-GⅡ２着
ブルーボス Blue Boss：豪１０勝、ニューマーケットＨ-GⅢ、グレートウエスタンＨ-GⅢ、
クリスマスＨ-GⅢ、スタンディッシュＨ-GⅢ、オークレイプレート-GⅠ３着
ブルーブレス Blue Bles：亜１勝、ヘネラルラスエラス賞-GⅢ、産駒
バムバムバム Bam Bam Bam：亜５勝、ヘネラルマニュエルベルグラーノ-GⅡ、種牡馬
フリッツ Fritz：米４勝、ビクトリアパークＳ-L（カナダGⅢ）
ドルチェアモーレ Dolce Amore：米４勝、ポムズフライツ Pommes Frites（米９勝、ボー
ゲイＨ-GⅢ、アセニアＨ-GⅢ、メイトリアークＳ-GⅠ３着）の母

トニービン

ダンスチャーマー

ノーザンテースト

クラフティワイフ

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Lode

Honey Honey

ジャングルポケット

エヴリウィスパー

ディープインパクト

ハニーローズ

トーセンジョーダン

パレード

(2013)



５６

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／１９〕

母コ コ：３勝、本馬が初仔

祖母シルバーベル：３戦入着、産駒

ゴールドベル：５勝、豊明Ｓ、御在所特別、清州特別、兵庫１勝

アポロヌリー：１勝、新馬、兵庫２勝

コウギョウタイガー：南関１勝、新馬、若竹特別４着

コウギョウセット：南関・岩手１２勝、イーハトーブマイル５着

ギンザウィッシュ：南関１勝、新馬

曽祖母ノベンバーサンライズ November Sunrise：不出走、産駒
ビッグホワイト：４勝、久留米特別、ジャニュアリーＳ２着

ハイランドジャガー：３勝、指宿特別

ラトーヌサンライズ：３勝、サンライズビーム（１勝、新馬 ）の母

スリーサンライズ：２勝

ノベンバーペガサス：１勝、東海２勝

パペットマスター Puppet Master：米２勝、障１勝
チャーミングタンゴ：タッチブライト（南関９勝、皐月特別、桜波スプリント）の母

ヴァージンスノー：ホワイトポピー（２勝、浦安特別２着、妙高特別２着）の母

四代母タイムリーローマン Timely Roman：不出走、産駒
タイムリーライター Timely Writer：米９勝、フロリダダービー-GⅠ、フラミンゴＳ-GⅠ、
シャンペンＳ-GⅠ、ホープフルＳ-GⅠ、メイフラワーＳ、ヤンキーＨ、コーディンＳ
-GⅡ２着、フューチュリティーＳ-GⅠ３着、サラトガスペシャルＳ-GⅡ３着
タイムリーアサーション Timely Assertion：米５勝、サンタアニタオークス-GⅠ、ラスビ
ルヘネスＳ-GⅡ、ファンタジーＳ-GⅠ４着、ラカナダＳ-GⅠ４着、ラブレアＳ-GⅢ４着
ブリリアントタイミング Brilliant Timing：英入着、産駒
ウォッチザクロック Watch the Clock：英２勝、スイートソレラＳ-L３着
ソーラートピック Solar Topic：米出走、産駒
トピックガラピアット Topic Gallapiat：米８勝、ウェイワードラスＳ、デトロイトミスＨ、
クイーンビーＨ３着、バーミンガムＨ３着

五代母タイムリータミー Timely Tammy：シアターワールド Theatreworld（英愛１７勝、オイ
スターＳ-L、ブランドフォードＳ-GⅢ２着）、カラメア Karamea（米５勝、スワッシュバッ
クラーＳ）の祖母、シティチー Citichy（豪１０勝、メルセデスベンツＳ-GⅢ）、ジェード
セント Jadescent（豪３勝、ＷクロケットＳ、アスコットヴェールＳ-GⅡ２着）の曽祖母

Kingmambo

マンファス

サンデーサイレンス

ジーナロマンティカ

Devil His Due

Tell a Secret

Red Ransom

ノベンバーサンライズ

キングカメハメハ

マルカキャンディ

ロージズインメイ

シルバーベル

ベルシャザール

コ　コ

(2012)



５７

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／２０〕

母ドラゴンハピネス：入着、北海道２勝、本馬が第２仔

祖母ビッグハッピー：５勝、なにわＳ２着、鳴門Ｓ４着、産駒

パワーストラグル：中央・金沢・岩手 ６勝、白山大賞典 -Jpn3、同-Jpn3５着、
ながつきＳ、渡島特別、大沼Ｓ-OP２着、ラジオ日本賞-OP２着、マーキュリーＣ
-Jpn3３着、みやこＳ-GⅢ５着

ハッピーグラス：４勝、あずさ賞、駒場特別、忘れな草賞-OP２着、フローラＳ-GⅡ
４着、しらかばＳ-OP４着
ヤサシイキモチ：２勝、紫苑Ｓ-OP５着、プリンシアルーチェ（１勝 ）の母

サマーハピネス：２勝

ミリオンハッピー：入着、モンサンルリアン（１勝、北海道・南関５勝、北海優駿３着 ）、

カイシュウキリシマ（入着、飯盛山特別２着、東海１１勝 ）の母

タンクティーエー：１勝

曽祖母モルゲンロート：７戦入着、産駒

ビッグモンロー：４勝、カーネーションＣ-OP、天王寺特別、あんず賞、スイトピーＳ-OP
３着、チューリップ賞-G3４着、産駒
ビッグウルフ：中央・南関・東海・兵庫 ７勝、ジャパンダートダービー -G1、名古屋
優駿-G3、兵庫ＣｈＳ -G3、伏竜Ｓ-OP、ヒヤシンスＳ-OP、飛梅賞、ダービーＧＰ-G1
２着、帝王賞-G1３着、マイルＣｈＳ南部杯-G1３着、ブリリアントＳ-OP３着
ビッグフラワー：２勝、矢車賞、南関・岩手・高知１１勝

モンローライン：ツインキャンドル（３勝）、ロックオン（２勝 ）の母

ビッグエリザベス：２勝、チューリップ賞-G3３着、産駒
ファンドリアスカ：入着、高知２勝、黒潮菊花賞２着

四代母サンライトリバー：２勝、障２勝、産駒

トウカイスラッガー：４勝、皿倉山特別、香住特別

ケイシュール：４勝、八瀬特別、羽黒山特別、すいれん賞、障１勝

タングルウッド：１勝、アネモネＳ-OP３着
ナイスタイム：マイディアマンテ（１勝、障１勝、東京ハイジャンプ-JG2３着）の母
五代母サンパス：１勝、シンカキツバタ（２勝、新発田特別）の祖母

六代母健 宝（競）ケンホウ：最優秀３歳牝馬、４勝、桜花賞、カブトヤマ記念、産駒
スノーショット：２勝、プラタナス賞（レコード）、産駒

シンウルフ：７勝、スプリンターズＳ、淀短距離Ｓ（２回）、短距離Ｓ、西脇特別

フェアーカップ：ナリタハヤブサ（最優秀ダート馬、ウインターＳ-G3（２回）の母

Kingmambo

マンファス

トニービン

ダイナカール

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

アフリート

モルゲンロート

キングカメハメハ

エアグルーヴ

ディープインパクト

ビッグハッピー

ルーラーシップ

ドラゴンハピネス

(2012)



５８

牡 ・ 牝

〔出走予定日 ３／２０〕

母ピースオブアイ：２勝、産駒

ゴーインピース（16 栗 牝 シニスターミニスター）２戦入着
祖母シルバーコースト Silver Coast：加国産、米３勝、産駒
クリアーザコースト：５勝、伊丹特別、南関東１勝、ｔｖｋ賞

サンデーサンライズ：４勝、北摂特別、ゴールデンサドルＴ２着、小倉日経賞３着、産駒

サンライズマジック：１勝、清州特別２着

シャインウェーブ：４勝、南関５勝、ウインターイルミネーションＨ（２回）、箱根町特別、

長月賞、スパーキングサマーＣ４着

マチカネミノリ：２勝

ピサノエグゼ：１勝、山桜賞４着

ダイワデューク：入着、南関・兵庫・石川７勝、くじら座特別、園田ＦＣスプリント４着

エメラルドコースト：ダンツブルース（入着、佐賀１勝、大観峰賞）の母

アイキボウユウキ：ライディングハイ（２勝 ）、カラッカゼ（入着、金沢２勝）の母

曽祖母ダイヤモンドコースト Diamond Coast：米４勝、産駒
スカイアンドシー Sky and Sea ：米５勝、カップ＆ソーサーＳ２着、コロネーションＦ３着
クラッシックカット Classic Cut：豪３勝、パースＳ-L、サプレマシーＳ-L、カーラカッタプ
レート-GⅡ３着、香３勝

四代母ティファニータム Tiffany Tam：米８勝、ウィムジカルＳ、クイーンズＳ３着、産駒
リーガルインテンション Regal Intention：米１４勝、加３歳牡馬チャンピオン、クイーン
ズプレートＳ、ニアクティックＨ-GⅢ、ブリティッシュコロンビアダービー-GⅢ、種牡馬
ティファニーズシークレット Tiffany's Secret：米３勝、加オークス、ラドルチェヴィー
タ La Dolce Vita（米７勝、スワニーリバーＨ-GⅢ、ハリウッドＷキャットＢＣＨ）の祖母
キャリーザクラウン Carry the Crown：米５勝、サーバートンＳ
サムタイムズアダイアモンド Sometimesadiamond：エルアリーブ El Areeb（米４勝、ウィ
ザーズＳ-GⅢ、ジェロームＳ-GⅢ）の祖母、産駒
ディクシーランドダイアモンド Dixieland Diamond：米４勝、コロネーションＦ
スカイダイヤモンド Sky Diamond：米１５勝、ダルハムＣＨ-GⅢ３着、ラビーブＳ３着
ジュエルインマイクラウン Jewel in My Crown：米５勝、産駒
ディクシーズクラウン Dixie’s Crown：米７勝、シカモアＳ２着、エルクホーンＳ-GⅢ３着

五代母ラウドラングル Loudrangle：米９勝、プリンセスエリザベスＳ、産駒
ルーリングエンジェル Ruling Angel：加２歳牝馬チャンピオン、加年度代表馬
ティルトマイヘイロー Tilt My Halo：米７勝、加３歳牝馬チャンピオン、加オークス

Kingmambo

マンファス

ダンスインザダーク

グレイスルーマー

サンデーサイレンス

スカーレットブーケ

Silver Deputy

Diamond Coast

キングカメハメハ

ポップコーンジャズ

ダイワメジャー

シルバーコースト

ラブリーデイ

ピースオブアイ

(2009)



５９

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／２２〕

母ローマンブリッジ：２勝、産駒

ララエクレリゼ（11 黒鹿 牝 スペシャルウィーク）１勝
ポンテファブリチオ（13 鹿 牡 ダイワメジャー）１勝
祖母メインリー Mainly：米２勝、産駒
サンライズプリンス：３勝、ニュージーランドＴ-GⅡ、ビオラ賞、ニューイヤーＳ-OP
３着、ＮＨＫマイルＣ-GⅠ４着、スプリングＳ-GⅡ４着
テイクザサン：１勝

ボニーアクション：１勝、アクティベート（入着、南関３勝 ）の母

ロイヤルジュエリー：南関３勝、ロイヤルファルコン（南関３勝 ）の母

曽祖母プライマリリー Primarily：加年度代表繁殖牝馬、米２勝、マイディアＳ、産駒
ポエティカリー Poetically：加２歳牝馬チャンピオン、米５勝、グロリアスソングS、オン
タリオデビュタントＳ、オンタリオレッシーＨ、ジャムドラヴリーＳ、バイソンシティー

Ｓ２着、プリンセスエリザベスＳ２着、ダッチェスＳ-GⅢ３着、シックスシューター Six 
Shooter（米３勝、ビッグドラマＳ ）の祖母

プライマリー Primaly：加２歳牝馬チャンピオン、米３勝、プリンセスエリザベスＳ、加オ
ークス２着、マザリンＢＣＳ２着、セレネＳ２着、ＢＣジュベナイルフィリーズ-GⅠ３着

シトロンネード Citronnade：米９勝、ゲイムリーＨ-GⅠ、ダリアＨ-GⅡ、サンゴルゴニオ
Ｈ-GⅡ、サンタアナＨ-GⅡ、ビバリーヒルズＨ-GⅡ、グレイスフルダービーＳ、スカーボ
ールケニスＳ、イエローリボンＳ-GⅠ２着
ウイスキーウィズダム Whiskey Wisdom：米５勝、フェイエットＳ-GⅢ、ダマスカスＨ、
加リーディングサイアー

ワンオーバープライム One Over Prime：不出走、産駒
トワイライトメテオ Twilight Meteor：米５勝、カナディアンターフＳ-GⅢ、トロピカル
ターフＨ-GⅢ、リザーブバーボンＳ、ハランデールビーチＳ、ケントＢＣＳ-GⅢ２着

ステラプリマ Stella Prima：スモールベア Small Bear（米５勝、ジオポンティＳ ）の母

ソーソウルフル So Soulful：マークマン Marchman（ターフスプリントＳ-GⅢ）の祖母
四代母モーストリー Mostly：米３勝、産駒
バイアンドラージ By And Large：米１５勝、オータムリーヴスＨ
ブーデ Bude：米４勝、マイディアＳ、ウッドストックＳ、ピナフォーレＳ２着、産駒
ボディチェック Body Check：米９勝、ニュープロビデンスＳ（２回）、マルファＨ
マストアスク Must Ask：マストビーウォー Must Be War（米５勝、アソルトＨ-GⅢ）の母

Kingmambo

マンファス

スペシャルウィーク

キロフプリミエール

Roberto

Kelley’s Day

Wild Again

Primarily

キングカメハメハ

シーザリオ

ブライアンズタイム

メインリー

リオンディーズ

ローマンブリッジ

(2005)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／２４〕

母マザーズデイ：３戦、岩手・園田入着、本馬が第２仔

祖母ネガノ Negano：加国産、米１勝、産駒
ダッシャーゴーゴー：中央・南関 ５勝、セントウルＳ-GⅡ、オーシャンＳ-GⅢ、ＣＢ
Ｃ賞-GⅢ、ききょうＳ-OP、ＣＢＣ賞-GⅢ２着、シルクロードＳ-GⅢ２着、キーンラン
ドＣ-GⅢ２着、オーシャンＳ-GⅢ２着、小倉２歳Ｓ-Jpn3２着、ＪＢＣスプリント-Jpn1
３着、セントウルＳ-GⅡ３着、ＣＢＣ賞-GⅢ３着、スプリンターズＳ-GⅠ４着（２着入
線）、高松宮記念-GⅠ４着、高松宮記念-GⅠ５着、京王杯２歳Ｓ-Jpn2４着
ダッシャーワン：６勝、室町Ｓ-OP、ＮＳＴ賞-OP、なにわＳ、オルフェーヴルＣ-OP２着、
千葉Ｓ-OP２着、ＮＳＴ賞-OP２着、天王山Ｓ-OP３着
ビッグシャーク：５勝、立夏Ｓ５着、安芸Ｓ５着、高知５勝

サンライズネガノ：４勝、陽春Ｓ２着、花のみちＳ３着、北陸Ｓ３着

ホワイトヴェール：３勝、茨城新聞杯２着、産駒

チェスナットコート：４勝、早春Ｓ、許波多特別、甲武特別、日経賞-GⅡ２着、天皇賞・
春-GⅠ５着

ブレイヴバローズ：３勝、噴火湾特別３着

タピルージュ：２勝、ショウナンカイドウ（２勝 ）、ダノンチャンス（２勝 ）の母

ペイザージュ：１勝

マヤノメメント：北海道３勝、産駒

クリーンファンキー：５勝、ＵＨＢ賞-OP、ＵＨＢ杯、郡山特別、医王寺特別
スカイロックゲート：北海道６勝、北海優駿２着、白嶺賞３着、南部駒賞４着

モンターニュドール：不出走、ミスタールイス（３勝）、モンテヴェルデ（１勝 ）の母

曽祖母マダムトレジャラー Madame Treasurer：米７勝、イヤリングセールスＳ、プリンセスエ
リザベスＳ２着、オンタリオデビュタントＳ２着、リーガルキロＳ２着、加オークス３着

四代母ヘイローダンサー Halo Dancer：米４勝、シリーンＳ３着、フーリーＳ３着、ジァムド
ラヴリーＳ３着、イヤリングセールスＳ３着、産駒

スマートヘイロー Smart Halo：米３勝、メリーランドラシーＳ
マイジーンMy Jean：米１勝、タームシート Term Sheet（米８勝、サムヒューストンスプリ
ントＨ、ジャージービレッジＳ、カーターM.Jr.メモリアルＳ、ロングホーンＨ２着）の母
クラッシエストカラット Classiest Carat：インポッシブルタイム Impossible Time（加チャ
ンピオン古牝馬、バラードＳ）の母、マラガシー Malagacy（レベルＳ-GⅡ ）の祖母

五代母スライトディセプション Slight Deception：不出走、産駒
クールヘイロー Cool Halo：米２勝、キングエドワードゴールドＣＳ-GⅢ

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

サクラユタカオー

サクラハゴロモ

Miswaki

Madame Treasurer

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

サクラバクシンオー

ネガノ

ブラックタイド

マザーズデイ

(2011)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／２６〕

母ペイザージュ：１勝、本馬が初仔

祖母ネガノ Negano：加国産、米１勝、産駒
ダッシャーゴーゴー：中央・南関 ５勝、セントウルＳ-GⅡ、オーシャンＳ-GⅢ、ＣＢ
Ｃ賞-GⅢ、ききょうＳ-OP、ＣＢＣ賞-GⅢ２着、シルクロードＳ-GⅢ２着、キーンラン
ドＣ-GⅢ２着、オーシャンＳ-GⅢ２着、小倉２歳Ｓ-Jpn3２着、ＪＢＣスプリント-Jpn1
３着、セントウルＳ-GⅡ３着、ＣＢＣ賞-GⅢ３着、スプリンターズＳ-GⅠ４着（２着入
線）、高松宮記念-GⅠ４着、高松宮記念-GⅠ５着、京王杯２歳Ｓ-Jpn2４着
ダッシャーワン：６勝、室町Ｓ-OP、ＮＳＴ賞-OP、なにわＳ、オルフェーヴルＣ-OP２着、
千葉Ｓ-OP２着、ＮＳＴ賞-OP２着、天王山Ｓ-OP３着
ビッグシャーク：５勝、立夏Ｓ５着、安芸Ｓ５着、高知５勝

サンライズネガノ：４勝、陽春Ｓ２着、花のみちＳ３着、北陸Ｓ３着

ホワイトヴェール：３勝、茨城新聞杯２着、産駒

チェスナットコート：４勝、早春Ｓ、許波多特別、甲武特別、日経賞-GⅡ２着、天皇賞・
春-GⅠ５着

ブレイヴバローズ：３勝、噴火湾特別３着

タピルージュ：２勝、ショウナンカイドウ（２勝 ）、ダノンチャンス（２勝 ）の母

マヤノメメント：北海道３勝、産駒

クリーンファンキー：５勝、ＵＨＢ賞-OP、ＵＨＢ杯、郡山特別、医王寺特別
スカイロックゲート：北海道６勝、北海優駿２着、白嶺賞３着、南部駒賞４着

モンサンアルビレオ：２勝

モンターニュドール：不出走、ミスタールイス（３勝）、モンテヴェルデ（１勝 ）の母

曽祖母マダムトレジャラー Madame Treasurer：米７勝、イヤリングセールスＳ、プリンセスエ
リザベスＳ２着、オンタリオデビュタントＳ２着、リーガルキロＳ２着、加オークス３着

四代母ヘイローダンサー Halo Dancer：米４勝、シリーンＳ３着、フーリーＳ３着、ジァムド
ラヴリーＳ３着、イヤリングセールスＳ３着、産駒

スマートヘイロー Smart Halo：米３勝、メリーランドラシーＳ
マイジーンMy Jean：米１勝、タームシート Term Sheet（米８勝、サムヒューストンスプリ
ントＨ、ジャージービレッジＳ、カーターM.Jr.メモリアルＳ、ロングホーンＨ２着）の母
クラッシエストカラット Classiest Carat：インポッシブルタイム Impossible Time（加チャ
ンピオン古牝馬、バラードＳ）の母、マラガシー Malagacy（レベルＳ-GⅡ ）の祖母

五代母スライトディセプション Slight Deception：不出走、産駒
クールヘイロー Cool Halo：米２勝、キングエドワードゴールドＣＳ-GⅢ

Kris S.

Tee Kay

Smart Strike 

アザール

サンデーサイレンス

スカーレットブーケ

Miswaki

Madame Treasurer

シンボリクリスエス

コートアウト

ダイワメジャー

ネガノ

ストロングリターン

ペイザージュ

(2013)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日

母プティプランセス：３勝、信濃川特別、レインボーＳ３着、五頭連峰特別３着、新潟記念

-GⅢ５着、産駒
ウォータースペース（16 青鹿 牝 ブラックタイド）１勝
ラリュール（14 鹿 牝 ローエングリン）入着、南関２勝
ヒロノタイリク（15 栗 牡 ダイワメジャー）８戦入着
祖母クリアーパス Clear Path：米３勝、産駒
アローシルバー：２勝

クリアーパッション：１勝

ズ ッ カ：１勝、新馬

モンテムーン：南関・岩手１０勝

ランウェイスナップ：入着、兵庫２勝、デルマシャンパン（１勝、寒椿賞５着 ）の母

曽祖母マセイク Masake：米３勝、ハニームーンＨ-GⅢ、カリフォルニアオークス、ハリウッ
ドオークス-GⅠ３着、ナタルマＳ３着、産駒
ストレイラルホーク：４勝、グッドラックＨ、ベンジャミンＳ-OP３着、ダイヤモンドＳ-G3
４着

四代母ノーザンレイク Northern Lake：不出走、産駒
サザンアロー Southern Arrow：伊４勝、伊２０００ギニー-GⅠ、デラベニール賞-L
ノーザンブレード Northern Blade：米２２勝、ホワイトスターＨ３着
ティンタブラ Tintaburra：米１勝、産駒
ウールルームールー Woolloomooloo：米７勝、加芝牝馬チャンピオン、加古牝馬チャン
ピオン、ダンススマートリーＨ、カナディアンＨ、バイソンシティーＳ、産駒

アファームドダンサー Affirmed Dancer：米５勝、マイチャーマーＳ、ギャロレットＨ
-GⅢ２着、クリスティーナＳ２着、リヴィデアＳ２着、産駒
ラグランバイラドーラ La Gran Bailadora：米６勝、ＫＹＣディスタフＳ-GⅢ、
マイチャーマーＳ、メイトロンＳ-GⅢ２着、スピンスターＳ-GⅠ３着

グダイマイト Gudai Might：米２勝、カップアンドソーサーＳ、サマーＳ３着
マチルダダンサー Matilda Dancer：米１勝、産駒
ダイアモンドルーシー Diamond Lucy：米６勝、ウィルマＭメモリアルＳ

ノースイースターリー Northeasterly：米２勝、オンタリオコリーンＨ３着
ハウシュドアイノウ How Should I Know：米１７勝、クイーンストンＳ

五代母ウィローレイク Willow Lake：米４勝、フリーＳ２着、産駒
ビクトリアンプリンス Victorian Prince：加古馬チャンピオン、加芝馬チャンピオン

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Storm Cat

Foppy Dancer

Kingmambo

マンファス

A.P. Indy

Masake

ディープインパクト

マジックストーム

キングカメハメハ

クリアーパス

サトノアラジン

プティプランセス

(2006) 
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／２６〕

母ルアーズストリート：３勝、岡崎特別、八幡特別、産駒

ルーナクオーレ（16 黒鹿 牝 ディープインパクト）２戦入着
サトノジーガー（14 鹿 牡 ディープインパクト）４戦入着
祖母フィラストリート Phila Street：米１勝、産駒
ブロードストリート：４勝、ローズＳ-GⅡ（レコード）、スイートピーＳ-OP、秋華賞-GⅠ
２着、愛知杯-GⅢ２着（２回）、マーメイドＳ-GⅢ２着、忘れな草賞-OP２着、アンド
ロメダＳ-OP３着、オークス-Jpn1４着、阪神牝馬Ｓ-GⅡ４着、クイーンＳ-GⅢ４着、
チューリップ賞-Jpn3４着、ヴィクトリアマイル-GⅠ５着、小倉大賞典-GⅢ５着、産駒
サトノウィザード：１勝、新馬、若駒Ｓ-L２着
フィニステール：３勝、許波多特別、青葉賞-Jpn2３着、すみれＳ-OP２着、若駒Ｓ-OP４
着、京橋特別２着、ＴＶ埼玉杯３着、府中Ｓ４着

ポップジュエル：６勝、ＴＵＦ杯、知多特別、羊ヶ丘特別、仁山特別、壬生特別３着

ストリートスタイル：４勝、うずしおＳ、北九州記念-GⅢ４着、六甲アイランドＳ３着、オ
ーストラリアＴ-OP５着、サンライズカナロア（１勝 ）の母

ドラゴンストリート：４勝、有松特別、清水Ｓ２着

キャナルストリート：４勝、五泉特別、新馬、アイビーＳ-OP４着
ロイヤルストリート：４勝、九州スポーツ杯、タイランドＣ、フリーウェイＳ２着

フィリス：１勝、ディナスティーア（１勝、北海道２勝、ヒダカソウＣ ）、バートラ

ムガーデン（４勝、潮騒特別、ＨＢＣ賞、ニセコ特別）、ナンヨーマーク（４勝、立川特

別、高知・南関２勝、だるま夕日賞２着 ）の母

曽祖母フィディラ Phydilla：仏４勝、クインシー賞-GⅢ、エクリプス賞-GⅢ、ロベリスク賞、
カルヴァドス賞-GⅢ２着、アスタルテ賞-GⅢ２着、パレロワイヤル賞-GⅢ３着、産駒
ミステリーズ Mysteries：英入着、ムシドラＳ-GⅢ３着、産駒
ヒシアケボノ：最優秀短距離馬、６勝、スプリンターズＳ-G1、スワンＳ-G2
アグネスワールド：中央・南関 ６勝、ＣＢＣ賞-G2、全日本３歳優駿-G2、スプリン
ターズＳ-G1２着（２回）、英仏２勝、アベイユドロンシャン賞-GⅠ、ジュライＣ-GⅠ
マイシーキャッスル My Sea Castles：米４勝、ＥＰデビュタントＳ、クリプセッタＳ
ミステリアル Mysterial：ドバイデスティネイション Dubai Destination（英４勝、クイ
ーンアンＳ-GⅠ）､リブレティスト Librettist（仏古牡馬チャンピオン、仏 GⅠ２勝）の母

シャイニングアイズ Shining Eyes：ムーンウォークインパリス Moonwalk In Paris（仏UAE
５勝、エドモンブラン賞-GⅢ、ファイアーブレイクＳ-GⅢ）の祖母

サンデーサイレンス

ゴールデンサッシュ

メジロマックイーン

エレクトロアート

Kingmambo

マンファス

Cozzene

Phydilla

ステイゴールド

オリエンタルアート

キングカメハメハ

フィラストリート

オルフェーヴル

ルアーズストリート

(2007)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／２７〕

母タイキマドレーヌ：５勝、秋風Ｓ、野分特別、祇園特別、府中牝馬Ｓ-GⅢ５着、福島牝
馬Ｓ-GⅢ５着、産駒
サトノフラム（12 黒鹿 牡 マンハッタンカフェ）２勝、新馬
祖母ウェルシュマフィン：愛米５勝、愛１０００ギニートライアルＳ-L、ミントジュレップ
Ｈ２着、産駒

タイキシャトル：年度代表馬、最優秀スプリンター（２回）、最優秀５歳以上牡馬、日仏

１１勝、安田記念-G1、マイルチャンピオンＳ-G1（２回）、スプリンターズＳ-G1、同
-G1３着、ジャックルマロワ賞-GⅠ、京王杯スプリングＣ-G2、スワンＳ-G2、ユニコー
ンＳ-G3、菖蒲Ｓ-OP、菩提樹Ｓ-OP２着、種牡馬
タイキチェイサー：４勝、北摂特別、早鞆特別、日光特別、東海・高知入着

タイキフォレスト：３勝、産駒

タイキアルファ：６勝、東京競馬場新スタンドＯＰ記念、渡島特別、メイズイメモリアル、

知床特別、ブリリアントＳ-OP２着
タイキエルドール：３戦、広島５勝、レアファルコン（佐賀１０勝、初夏賞、佐賀桜花賞

２着、古伊万里賞２着、飛燕賞２着）、リニアステップ（広島３勝、若駒賞２着）の母

タイキフブキ：リカチャンス（北海道・南関３勝、JRA認定、桜花賞２着、ユングフラウ
賞３着、ニューイヤーＣ３着、リリーＣ３着）の母

タイキファイヤー：２勝、種牡馬

タイキミルフィーユ：エイシンナナツボシ（４勝、もちの木賞２着、北海道・東海・兵庫２

勝、道営記念２着、梅見月杯２着、六甲盃２着、瑞穂賞２着（２回））の母

曽祖母マフィティス Muffitys：愛３勝、マーブルヒルＳ-L、産駒
ビバムール：２勝、産駒

ピースオブワールド：４勝、最優秀２歳牝馬、阪神ジュヴェナイルＦ-G1、ファ
ンタジーＳ-G3、かえで賞、阪神牝馬Ｓ-G2３着、秋華賞-G1４着
ピサノバーキン：１勝、産駒

トシギャングスター：４勝、薫風Ｓ、ポインセチア賞、ファルコンＳ-GⅢ２着
プライベートアンコール Private Encore：愛２勝、タイキレーザー（東京オータムジ
ャンプＳ-JG3）の母、サミットストーン（浦和記念-Jpn2）の祖母
スリップアショアー Slip Ashore：ヴァレンティン Valentin（プリンセスマーガレット
Ｓ-GⅢ２着）、ストームアショアー Storm Ashore（ルビーＳ-L３着）の母

Halo

Wishing Well

Storm Cat

Carolina Saga

Roberto

Kelley’s Day

Caerleon

Muffitys

サンデーサイレンス

キャタリナ

ブライアンズタイム

ウェルシュマフィン

エイシンヒカリ

タイキマドレーヌ

(2003)  



６５

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ３／２９〕

母ホワイトヴェール：３勝、茨城新聞杯２着、産駒

チェスナットコート（14 栗 牡 ハーツクライ）４勝、早春Ｓ、許波多特別、甲武特別、日
経賞-GⅡ２着、天皇賞・春-GⅠ５着

祖母ネガノ Negano：加国産、米１勝、産駒
ダッシャーゴーゴー：中央・南関 ５勝、セントウルＳ-GⅡ、オーシャンＳ-GⅢ、ＣＢ
Ｃ賞-GⅢ、ききょうＳ-OP、ＣＢＣ賞-GⅢ２着、シルクロードＳ-GⅢ２着、キーンラン
ドＣ-GⅢ２着、オーシャンＳ-GⅢ２着、小倉２歳Ｓ-Jpn3２着、ＪＢＣスプリント-Jpn1
３着、セントウルＳ-GⅡ３着、ＣＢＣ賞-GⅢ３着、スプリンターズＳ-GⅠ４着（２着入
線）、高松宮記念-GⅠ４着、高松宮記念-GⅠ５着、京王杯２歳Ｓ-Jpn2４着
ダッシャーワン：６勝、室町Ｓ-OP、ＮＳＴ賞-OP、なにわＳ、オルフェーヴルＣ-OP２着、
千葉Ｓ-OP２着、ＮＳＴ賞-OP２着、天王山Ｓ-OP３着
ビッグシャーク：５勝、立夏Ｓ５着、安芸Ｓ５着、高知５勝

サンライズネガノ：４勝、陽春Ｓ２着、花のみちＳ３着、北陸Ｓ３着

ブレイヴバローズ：３勝、噴火湾特別３着

タピルージュ：２勝、ショウナンカイドウ（２勝 ）、ダノンチャンス（２勝、万両賞４

着、西部日刊スポ杯５着 ）、ハルサカエ（１勝、新馬 ）の母

ペイザージュ：１勝

マヤノメメント：北海道３勝、産駒

クリーンファンキー：５勝、ＵＨＢ賞-OP、ＵＨＢ杯、郡山特別、医王寺特別
スカイロックゲート：北海道６勝、北海優駿２着、白嶺賞３着、南部駒賞４着

モンターニュドール：不出走、ミスタールイス（３勝）、モンテヴェルデ（１勝 ）の母

曽祖母マダムトレジャラー Madame Treasurer：米７勝、イヤリングセールスＳ、プリンセスエ
リザベスＳ２着、オンタリオデビュタントＳ２着、リーガルキロＳ２着、加オークス３着

四代母ヘイローダンサー Halo Dancer：米４勝、シリーンＳ３着、フーリーＳ３着、ジァムド
ラヴリーＳ３着、イヤリングセールスＳ３着、産駒

スマートヘイロー Smart Halo：米３勝、メリーランドラシーＳ
マイジーンMy Jean：米１勝、タームシート Term Sheet（米８勝、サムヒューストンスプリ
ントＨ、ジャージービレッジＳ、カーターM.Jr.メモリアルＳ、ロングホーンＨ２着）の母
クラッシエストカラット Classiest Carat：インポッシブルタイム Impossible Time（加チャ
ンピオン古牝馬、バラードＳ）の母、マラガシー Malagacy（レベルＳ-GⅡ ）の祖母

五代母スライトディセプション Slight Deception：不出走、産駒
クールヘイロー Cool Halo：米２勝、キングエドワードゴールドＣＳ-GⅢ

Halo

Wishing Well

トニービン

ビューパーダンス

フレンチデピュティ

ブルーアヴェニュー

Miswaki

Madame Treasurer

サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

クロフネ

ネガノ

ハーツクライ

ホワイトヴェール

(2004)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ４／１〕

母ピサノキャニオン：２勝、ニセコ特別、東海１勝

キャニオンバレー（10 青鹿 牝 シンボリクリスエス）４勝、丹沢Ｓ、麒麟山特別、甲南Ｓ２
着、春光Ｓ２着、ブリーダーズゴールドＣ-Jpn3４着、伊丹Ｓ４着
ネオヴァシュラン（12 黒鹿 牝 エンパイアメーカー）２勝、新馬
キャニオンランズ（09 青 牝 シンボリクリスエス）入着、岩手４勝
ブライトエンジェル（14 黒鹿 牝 ハービンジャー）入着、岩手３勝
祖母オーパスワン：３勝、産駒

サンライズベガ：６勝、小倉大賞典-GⅢ、日本海Ｓ、館山特別、駒ヶ岳特別、新潟
記念-GⅢ２着（２回）、同-GⅢ３着、ジューンＳ２着、京都新聞杯 -Jpn2３着、七
夕賞-GⅢ -GⅢ３着、新潟大賞典 ３着、オールカマー-GⅡ４着、中京記念-GⅢ４着、
朝日ＣｈＣ-GⅢ５着
エクシードワン：２勝、湯沢特別、産駒

アナモリ：５勝、内房Ｓ、天王山特別、橿原Ｓ３着

キングオブヘイロー：３勝、オーロラ特別、伊良湖特別、西陣Ｓ２着、南関２勝

サンライズクラウド：１勝、佐賀２勝、水無月賞３着

アッチッチ：３勝、ジャッキー（２勝、新馬、白河特別３着 ）の母

オーパスクイーン：３勝

オークヴィル：２勝

曽祖母ティルティング Tilting：米１勝、産駒
ドーンキホーテ Dawn Quixote：米６勝、パームビーチＳ-GⅢ、タイローＳ、ロードエ
イビーＳ、ゴールデングラスＳ、ランプライターＨ-GⅢ２着、フューチュリティーＳ-GⅠ
３着、チョイスＨ-GⅢ３着、種牡馬
シアトルモーン Seattle Morn：米８勝、ジョニーモーリスＨ、スモークスクリーンＳ、イリ
ノイダービー-GⅡ２着、イクイポイスマイルＨ-GⅢ２着、フローレンスＳ２着
バスマ Basma：英２勝、シェバリーパークＳ-GⅠ３着、ノーザンクレイズ Northern Kraze（米
２勝、ワンダーホエアーＳ、シリーンＳ-GⅢ４着）の祖母
ケイリズム：１勝、アツスパーコ（２勝、志摩特別、障１勝、岩手・北関・南関３勝）の母

四代母アルドンザ Aldonza：不出走、産駒
パープルマウンテン Purple Mountain：米１１勝、フォールハイウェイトＨ-GⅡ、ガバナー
ズＨ、ミシガンマイル1/8Ｈ-GⅡ２着（２回）、フォアゴーＨ-GⅡ２着、種牡馬

サクラユタカオー

サクラハゴロモ

Kingmambo

Relish

Halo

Wishing Well

Theaticalr

ティルティング

サクラバクシンオー

シヤボナ

サンデーサイレンス

オーパスワン

ビッグアーサー

ピサノキャニオン

(2000)   
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ４／１〕

母ネオヴァシュラン：２勝、新馬、本馬が第２仔

祖母ピサノキャニオン：２勝、ニセコ特別、東海１勝

キャニオンバレー：４勝、丹沢Ｓ、麒麟山特別、甲南Ｓ２着、春光Ｓ２着、ブリーダーズゴ

ールドＣ-Jpn3４着、伊丹Ｓ４着
キャニオンランズ：入着、岩手４勝

ブライトエンジェル：入着、岩手３勝

曽祖母オーパスワン：３勝、産駒

サンライズベガ：６勝、小倉大賞典-GⅢ、日本海Ｓ、館山特別、駒ヶ岳特別、新潟
記念-GⅢ２着（２回）、同-GⅢ３着、ジューンＳ２着、京都新聞杯-Jpn2３着、七
夕賞-GⅢ -GⅢ３着、新潟大賞典 ３着、オールカマー -GⅡ４着、中京記念-GⅢ４着、
朝日ＣｈＣ-GⅢ５着
エクシードワン：２勝、湯沢特別、産駒

アナモリ：５勝、内房Ｓ、天王山特別、橿原Ｓ３着

キングオブヘイロー：３勝、オーロラ特別、伊良湖特別、西陣Ｓ２着、南関２勝

サンライズクラウド：１勝、佐賀２勝、水無月賞３着

アッチッチ：３勝、ジャッキー（２勝、新馬、白河特別３着 ）の母

オーパスクイーン：３勝

オークヴィル：２勝

四代母ティルティング Tilting：米１勝、産駒
ドーンキホーテ Dawn Quixote：米６勝、パームビーチＳ-GⅢ、タイローＳ、ロードエ
イビーＳ、ゴールデングラスＳ、ランプライターＨ-GⅢ２着、フューチュリティーＳ-GⅠ
３着、チョイスＨ-GⅢ３着、種牡馬
シアトルモーン Seattle Morn：米８勝、ジョニーモーリスＨ、スモークスクリーンＳ、イリ
ノイダービー-GⅡ２着、イクイポイスマイルＨ-GⅢ２着、フローレンスＳ２着
バスマ Basma：英２勝、シェバリーパークＳ-GⅠ３着、ノーザンクレイズ Northern Kraze（米
２勝、ワンダーホエアーＳ、シリーンＳ-GⅢ４着）の祖母
ケイリズム：１勝、アツスパーコ（２勝、志摩特別、障１勝、岩手・北関・南関３勝）の母

五代母アルドンザ Aldonza：不出走、産駒
パープルマウンテン Purple Mountain：米１１勝、フォールハイウェイトＨ-GⅡ、ガバナー
ズＨ、ミシガンマイル1/8Ｈ-GⅡ２着（２回）、フォアゴーＨ-GⅡ２着、種牡馬

A.P. Indy

Lovlier Linda

The Prime Minister

Sweet Blue

Unbridled

Toussaud

サンデーサイレンス

オーパスワン

Old Trieste

Sweet Minister

エンパイアメーカー

ピサノキャニオン

シニスターミニスター

ネオヴァシュラン

(2012)   



６８

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ４／４〕

母ダッシャーレーヌ：３戦、競走年齢に達した産駒は１頭

祖母ハニーローズ Honey Rose：亜米７勝、フェリックス アルザガウンスエ-GⅠ、ヘネラル
アルベアル、HBPA H、ロテリアナシオナル-GⅢ２着、パラグアイ賞-GⅢ２着、パナマ
共和国-GⅢ２着、ケンタッキーＣレディースターフＳ２着、ＭＡＩＰＵ-GⅠ３着、オク
ルレンシア-GⅢ３着、フランシア３着、産駒
サトノジョリー：中央・南関２勝、関東オークス-Jpn2２着、フィリーズレビュー-GⅡ
５着、スイートピーＳ-OP５着、昇竜Ｓ-OP５着、ＪＢＣレディスクラシック５着
サトノプレシャス：２勝

サトノメダリスト：１勝、南関１勝

曽祖母ハニーハニー Honey Honey：亜１勝、産駒

オラセルタ Hora Certa：ホッケージョク Hockey Jock（亜２勝、Ｐクレスポ-GⅢ３着）の母
ハニーハッピー Honey Happy：ホールインワン Hole in One（亜４勝、トレシエテ ）の母

四代母ブレッシングス Blessings：英３勝、産駒

ブレディング Bleding：亜米７勝、サンイシドロ大賞典-GⅠ、カピタル賞-GⅡ、ベニート
ビリャヌエバ賞-GⅡ、ポルテノ賞-GⅢ、ヘネラルサンマルティン大賞典-GⅠ２着、アメ
リカ賞-GⅡ２着、オラシオブスティリョ賞-GⅢ２着、パレルモ大賞典-GⅠ３着
シングス Sings：亜２勝、亜２０００ギニー-GⅠ、ギリェルモケミス賞-GⅡ、ジョッキー
クラブ大賞典-GⅠ３着、ヘネラルサンマルティン賞-GⅠ３着、種牡馬
フリブレス Flibless：亜６勝、プロダクシオンナシオナル賞-GⅢ、ヤタスト賞、ブエノス
アイレス ジムナシアエスグリマクラブ賞、トーマスリヨン賞-GⅡ２着
ブルーボス Blue Boss：豪１０勝、ニューマーケットＨ-GⅢ、グレートウエスタンＨ-GⅢ、
クリスマスＨ-GⅢ、スタンディッシュＨ-GⅢ、オークレイプレート-GⅠ３着
ブルーブレス Blue Bles：亜１勝、ヘネラルラスエラス賞-GⅢ、産駒
バムバムバム Bam Bam Bam：亜５勝、ヘネラルマニュエルベルグラーノ-GⅡ、種牡馬
フリッツ Fritz：米４勝、ビクトリアパークＳ-L（カナダGⅢ）
ドルチェアモーレ Dolce Amore：米４勝、ポムズフライツ Pommes Frites（米９勝、ボー
ゲイＨ-GⅢ、アセニアＨ-GⅢ、メイトリアークＳ-GⅠ３着）の母

サクラユタカオー

サクラハゴロモ

Kingmambo

Relish

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Lode

Honey Honey

サクラバクシンオー

シヤボナ

ディープインパクト

ハニーローズ

ビッグアーサー

ダッシャーレーヌ

(2011)
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ４／５〕

母シェイクズセレナーデ Sheikh’s Serenade：米３勝、産駒
オフリーシェイク Offlee Sheikh（12 牝 Offlee Wild）米３勝
シェイクアンドスリーク Sheikh and Sleek（13 牝 Include）米１勝
祖母デザートストーマー Desert Stormer：ＢＣスプリント-GⅠ、ランチョベルナルドＢＣＨ

-GⅢ、ラスフローレスＢＣＨ-GⅢ、カミラウルソＨ、エイグリームＨ-GⅡ２着、ラブレア
Ｓ-GⅢ２着、ランチョベルナルドＢＣＨ-GⅢ２着、サンタモニカＨ-GⅠ３着、産駒
サハラゴールド Sahara Gold：米４勝、ビューモントＳ-GⅡ、イライザＳ、ハリケーンバー
ティＳ２着、ヴァレーストリームＳ２着、産駒

ベターラッキー Better Lucky：米６勝、ファーストレディＳ-GⅠ、メイトリアークＳ
-GⅠ、サンズポイントＳ-GⅡ、シャインアゲインＳ、ＢＣフィリー＆メアスプリント
-GⅠ２着、ジャストアゲームＳ-GⅠ２着、ファーストレディＳ-GⅠ２着、マジソンＳ
-GⅠ２着、レイクジョージＳ-GⅡ２着、ＱエリザベスⅡチャレンジＣＳ-GⅠ３着、ジェ
ニーワイリーＳ-GⅠ３着、メイトリアークＳ-GⅠ３着、ノーブルダムゼルＳ-GⅢ３着
サハラヒート Sahara Heat：米３勝、マリーンＳ-GⅢ、種牡馬
フォレストシティガール Forest City Girl：アウトスカートレディ Outskirt Lady（パナマ輸入
３歳牝馬チャンピオン、ホセA.yベルナベペレスF賞）の母
エンリッチメント Enrichment：リブレタ Libreta（米２勝、ＮＹスタリオンＳ）の母
エンセナーダ Ensenada：米３勝、フェニックスＳ２着、産駒
カジノホスト Casino Host：米４勝、マービンH.M Jr.メモリアルＨ-GⅡ、デルマーＨ

-GⅡ、エディリードＳ-GⅠ３着、ヴァージニアダービー-GⅡ３着
曽祖母ブリージーストーリーズ Breezy Stories：不出走、産駒
フロントラインファーブル Frontline Fable：米５勝、ボルサチカＳ３着
デザートストーメット Desert Stormette：米１勝、産駒
デザートゴールド Surprising Fact：米６勝、マリアズストームＳ、ガーデニアＨ-GⅢ２着
ホワイトムーンストーン White Moonstone：英４勝、フィリーズマイル-GⅠ、メイヒ
ルＳ-GⅡ、スイートソレラＳ-GⅢ
アルバシャラー Albasharah：英４勝、プライドＳ、ランカシャーオークス-GⅡ３着
カラハリキャット Kalahari Cat：米３勝、産駒
ブラックオニクス Black Onyx：米３勝、シンシナティスパイラルＳ-GⅢ
フランソワ Francois：米１５勝、ストレイトラインＳ、ハンシンＣＳ-GⅢ２着
クオリティカウンシル Quality Council：米１３勝、ナシュアＳ-GⅡ３着

ナキスカウインド Nakiska Wind：ジエグゼターマン The Exeter Man（エルコネジョＨ）の母

Halo

Wishing Well 

トニービン

ビユーパーダンス

Unbridled

Trolley Song

Storm Cat

Breezy Stories

サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

Unbridled’s Song

Desert Stormer

ハーツクライ

シェイクズセレナーデ

(2006)  
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牡 ・ 牝

〔出生予定日 ４／５〕

母ブリリアントレイ：入着、産駒

ブライトガーランド（13 栗 牝 ダイワメジャー）１勝
ジークグランツ（14 黒鹿 牡 ステイゴールド）出走、東海３勝
ヒアカムズザサン（12 栗 牡 ステイゴールド）入着、兵庫２勝
セイルフィッシュ（15 鹿 牝 ネオユニヴァース）入着、東海１勝
祖母ブラダマンテ Bradamante：不出走、産駒
スティルインラブ：最優秀３歳牝馬、牝馬三冠、５勝、オークス-G1、桜花賞-G1、秋華
賞-G1、紅梅Ｓ-OP、エリザベス女王杯-G1２着、チューリップ賞-G3２着、府中牝馬Ｓ
-G3３着
ビッグバイアモン：３勝、ラジオたんぱ賞-G3（レコード）、ほうせんか賞、プリンシパ
ルＳ-OP３着

ダイワネバダ：２勝、滝桜賞、ラジオたんぱ賞-G3４着
ブレッシング：１勝、産駒

アズマシャトル：４勝、小倉記念-GⅢ、白富士Ｓ-OP、ＴＶｈ賞、R-NIKKEI杯２歳
Ｓ ２着、ポートアイランドS-OP２着、カシオペアＳ-OP２着、鳴尾記念-GⅢ-GⅢ ３

着、チャレンジＣ-GⅢ４着、毎日杯-GⅢ５着
ピサノパテック：６勝、ＵＨＢ杯-OP、晩春Ｓ、立春賞、陸奥湾特別、福島ＴＶＯＰ-OP
２着、白富士Ｓ-OP２着、ＴＶ愛知ＯＰ-OP２着、セントライト記念-G2３着
サンライズイーグル：２勝

ベネディーレ：1勝、ガンサリュート（１勝、京成杯-GⅢ２着 ）、パブロフテソーロ

（１勝、クローバー賞-OP２着 ）、ミルトシャトル（南関２勝 ）の母

アグネスマジカル：アグネスハビット（３勝、はなのき賞 ）、アグネスミニッツ

（２勝 ）、アグネススターダム（１勝、新馬、筑紫川特別３着 ）の母

フローラルレディ：２勝、ザタイキ（２勝、アーリントンＣ-GⅢ２着、新馬）の母
曽祖母スレメイフ Sulemeif：スワニーリヴァーＨ-GⅢ、オーキッドＨ-GⅡ３着、産駒
ウィズオールプロバビリティ Withallprobability：米９勝、ボニーミスＳ-GⅡ、フォワー
ドギャルＢＣＳ-GⅡ、シカゴバドワイザーＢＣＳ-GⅢ、ＫＹオークス-GⅠ２着、産駒
ウィズアビリティ With Ability：米７勝、シックスティセイルズＨ-GⅢ
キョウワアリシバ：５勝、水無月Ｓ、清滝特別、松前特別、朝日チャレンジＣ-G3３着
クリスタルシャード Crystal Shard：ジェモロジスト Gemologist（ウッドＭＳ-GⅠ）の母

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Caerleon

Jabali

Kingmambo

マンファス

Roberto

Sulemeif

ディープインパクト

カーラパワー

キングカメハメハ

ブラダマンテ

ダノンシャーク

ブリリアントレイ

(2006)



７１

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ４／６〕

母ユキノマイ：１戦、産駒

スカイパッション（12 栗 牝 スペシャルウィーク）３勝、紫川特別、飯坂温泉特別、
筑紫特別、八幡特別２着、トリトンＳ４着、心斎橋Ｓ４着、障１勝

ホワイトクレマチス（09 芦 牝 ゼンノロブロイ）出走、岩手４勝
ジョインフォース（15 鹿 牝 ローズキングダム）出走、金沢２勝
ホワイトアセット（13 芦 牡 スペシャルウィーク）出走、岩手２勝
祖母エスカニア Escania：チリ２歳牝馬チャンピオン、チリ６勝、タンテオデポトランカス

-GⅠ、ホゼサーベドラバエツァ-GⅢ、ジュアンカヴィエレスメラ-GⅢ、セレクションデポ
トランカス-GⅢ、イグナシオウルティアデリリオＳ、アルベルトソラリマグナスコ賞-GⅠ
２着、インディペンデンシア-GⅡ３着、１０００ギニーＳ-GⅠ４着、UAE 入着、ムーン
シェルマイル３着、UAE１０００ギニー５着、産駒
エスカナール：４勝、柳川特別、三木特別、加治川特別、寿Ｓ４着、古都Ｓ４着

スイートテン：１勝、加治川特別２着

タイキオードリー：スプマンテ（３勝、淡路特別、阪神 2600mレコード ）の母

曽祖母カレッツァ Carezza：チリ１勝、チリ最優秀繁殖牝馬、産駒
エクセレンツァ Eccellenza：チリ２歳・３歳牝馬チャンピオン、チリ７勝、ミルギニー

-GⅠ、タンテオデポトランカス-GⅠ、クリアドレスサルバドルヘスリベロス大賞典-GⅡ、
セレクションデポトランカス-GⅢ、ジュアンカヴィエレスメラ-GⅢ、コパエスタニスラオ
アンギタ－アンギタ、グランクリテリウム-GⅠ２着
エンクビエルタ Encubierta：不出走、産駒
パペロン Papelon：チリ２１勝、チリ３歳牡馬・芝馬・古馬チャンピオン（３回）、サン
ティアゴファラベラ-GⅠ（４回）、OPG デラフエルタ-GⅡ、ベラーノアルツロカウジ
ノＬ-GⅡ、ムニシパルヴィナデルマー-GⅡ（２回）、バジェデブラウン-GⅢ（２回）、
トンプソンマシューズ-GⅢ、ルイスカウジーノＳ、Gクラシココロナシオン-GⅡ２着

四代母ロマンティカ Romantica：チリ１戦、産駒
ミダラ Midara：チリ７勝、アニスディアリオセガンディアＳ３着、産駒
エスパノーレト Espanoleto：チリ古馬チャンピオン、チリ１５勝、チリ競馬場大賞-GⅠ、
チリハンデキャップ大賞-GⅡ、ＡバンスターイニゲスＳ（２回）オナー大賞-GⅡ３着

サンデーサイレンス

ミルレーサー

Pleasant Colony

Featherhill

デインヒル

Offshore Boom

Edgy Diplomat

Carezza

フジキセキ

ケルトシャーン

ロックオブジブラルタル

エスカニア

キンシャサノキセキ

ユキノマイ

(2004)



７２

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ４／６〕

母ブレンダ：１戦入着、産駒

レッドアトゥ（14 栗 牝 カジノドライヴ）４勝、和布刈特別２着
レッドディオーサ（13 鹿 牝 キングカメハメハ）３勝、リボン賞３着
レッドルグラン（12 鹿 牡 シンボリクリスエス）３勝、加古川特別２着
祖母フェアリーバラード：２戦、産駒

グラッツィア：６勝、ラジオ日本賞-OP、ＫＢＣ杯、津軽海峡特別、相川特別、ブラジルＣ
-OP２着、川崎記念-Jpn1３着、日本ＴＶ盃-Jpn2３着、白山大賞典-Jpn3３着、マー
チＳ-GⅢ４着、みやこＳ-GⅢ５着、障１勝、新潟ジャンプＳ-JGⅢ２着
スーパームーン：５勝、札幌競馬場グランドＯＰ記念、洞爺湖特別、稲城特別、ＡＪＣＣ

-GⅡ２着、ディセンバーＳ-OP２着、アルゼンチン共和国杯-GⅡ３着、同-GⅡ５着、白
富士Ｓ-OP３着、アイルランドＴ-OP３着

グレイスフルソング：３勝、二王子特別、二本松特別、道新スポーツ賞３着

レジュールダムール：３勝、福島放送賞

曽祖母アンジェリックソング Angelic Song：不出走、産駒
スライゴーベイ Sligo Bay：愛仏米４勝、ハリウッドターフＣ-GⅠ、シネマＳ-GⅢ、ハリ
ウッドダービー-GⅠ２着、オークツリーダービー-GⅡ２着、サンクルー大賞典-GⅠ３着

レディバラード：中央・南関７勝、ＴＣＫ女王杯-G3、クイーン賞-G3、阿蘇Ｓ-OP、福
島ＴＶ杯、アカシヤＳ、スパーキングレディーＣ-G3２着、マーチＳ-G3５着、産駒
ダノンバラード：５勝、ＡＪＣＣ-GⅡ、R-NIKKEI杯２歳Ｓ-GⅢ、アンドロメダＳ-OP、
関ヶ原Ｓ、宝塚記念-GⅠ２着、日経新春杯-GⅡ２着、皐月賞-GⅠ３着
ロードアリエス：２勝、蓬莱峡特別、京都新聞杯-Jpn2２着、甲斐路Ｓ２着、障１勝
ウルフトーン Wolfe Tone：英愛２勝、パディパワーＳ、ムーアーズブリッジＳ-GⅢ３着
ミレニアムウイング：５勝、みなみ北海道Ｓ-OP、青嵐賞、支笏湖特別、ジューンＳ３着
ディボーステスティモニー Divorce Testimony：米出走、産駒
フサイチセブン：中央・南関 ６勝、ダイオライト記念-Jpn2、阿蘇Ｓ-OP、雅Ｓ

マカレナマカレナ Macarena Macarena：エアマックール（６勝、アルデバランＳ-OP）の母
四代母バラード Ballade：米最優秀繁殖牝馬、グロリアスソング Glorious Song（加年度代表
馬）、デビルズバッグ Devil’s Bag（米２歳牡馬チャンピオン）の母

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Storm Cat

Pacific Princess

デインヒル

Offshore Boom

Sadler’s Wells

Angelic Song

ディープインパクト

キャットクイル

ロックオブジブラルタル

フェアリーバラード

キズナ

ブレンダ

(2006)



７３

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ４／８〕

母バートラムガーデン：４勝、潮騒特別、ＨＢＣ賞、ニセコ特別、稲妻Ｓ４着、産駒

アッチャイオ（16 黒鹿 牡 ハーツクライ）１戦
祖母フィリス：１勝、産駒

ディナスティーア：１勝、北海道２勝、ヒダカソウＣ

ナンヨーマーク：４勝、立川特別、鎌倉Ｓ４着、高知２勝、だるま夕日賞２着、御厨人窟賞

３着、黒潮スプリンターズC３着
サトノゲイル：１勝

ヒラボクメジャー：１勝

アメイジングアスク：１勝

曽祖母フィラストリート Phila Street：米１勝、産駒
ブロードストリート：４勝、ローズＳ-GⅡ（レコード）、スイートピーＳ-OP、秋華賞-GⅠ
２着、愛知杯-GⅢ２着（２回）、マーメイドＳ-GⅢ２着、忘れな草賞-OP２着、アンド
ロメダＳ-OP３着、オークス-Jpn1４着、ヴィクトリアマイル-GⅠ５着、産駒
サトノウィザード：１勝、新馬、若駒Ｓ-L２着
フィニステール：３勝、許波多特別、青葉賞-Jpn2３着、すみれＳ-OP２着、若駒Ｓ-OP４
着、京橋特別２着、ＴＶ埼玉杯３着、府中Ｓ４着

ポップジュエル：６勝、ＴＵＦ杯、知多特別、羊ヶ丘特別、仁山特別、壬生特別３着

ストリートスタイル：４勝、うずしおＳ、北九州記念-GⅢ４着、オーストラリアＴ-OP５着
ドラゴンストリート：４勝、有松特別、清水Ｓ２着

ロイヤルストリート：４勝、九州スポーツ杯、タイランドＣ、フリーウェイＳ２着

キャナルストリート：４勝、五泉特別、新馬、アイビーＳ-OP４着
ルアーズストリート：３勝、岡崎特別、八幡特別

四代母フィディラ Phydilla：仏４勝、クインシー賞-GⅢ、エクリプス賞-GⅢ、ロベリスク賞、
カルヴァドス賞-GⅢ２着、アスタルテ賞-GⅢ２着、パレロワイヤル賞-GⅢ３着、産駒
ミステリーズ Mysteries：英入着、ムシドラＳ-GⅢ３着、産駒
ヒシアケボノ：最優秀短距離馬、６勝、スプリンターズＳ-G1、スワンＳ-G2
アグネスワールド：中央・南関 ６勝、ＣＢＣ賞-G2、全日本３歳優駿-G2、スプリン
ターズＳ-G1２着（２回）、英仏２勝、アベイユドロンシャン賞-GⅠ、ジュライＣ-GⅠ
マイシーキャッスル My Sea Castles：米４勝、ＥＰデビュタントＳ、クリプセッタＳ
ミステリアル Mysterial：ドバイデスティネイション Dubai Destination（英４勝、クイ
ーンアンＳ-GⅠ）､リブレティスト Librettist（仏古牡馬チャンピオン、仏 GⅠ２勝）の母

サンデーサイレンス

ゴールデンサッシュ

メジロマックイーン

エレクトロアート

サクラユタカオー

サクラハゴロモ

アフリート

フィラストリート

ステイゴールド

オリエンタルアート

サクラバクシンオー

フィリス

オルフェーヴル

バートラムガーデン

(2009)



７４

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ４／８〕

母ターキー：３勝、グッドラックＨ、サンシャインＳ３着、産駒

スペチアーレ（12 鹿 牝 ダイワメジャー）３勝、邁進特別、新馬、袖ヶ浦特別２着、驀進特
別３着、ダリア賞-OP５着
フォーナインキング（10 鹿 牡 ハーツクライ）１勝
ベリーフェイマス（13 黒鹿 牡 スペシャルウィーク）入着、南関４勝
祖母カーラパワー Carla Power：仏２勝、産駒
ダノンシャーク：７勝、マイルＣｈＳ-GⅠ、富士Ｓ-GⅢ、京都金杯-GⅢ、逆瀬川特別、甲
東特別、つばき賞、マイラーズＣ-GⅡ２着（２回）、エプソムＣ-GⅢ２着、京都金杯
-GⅢ２着、京成杯ＡＨ-GⅢ２着、関屋記念-GⅢ２着、安田記念-GⅠ３着、同-GⅠ４着、
マイルＣhＳ-GⅠ３着、同-GⅠ４着、マイラーズＣ-GⅡ３着、若葉Ｓ-OP３着、スワンＳ
-GⅡ４着、毎日王冠-GⅢ４着、東京新聞杯-GⅢ５着、阪急杯-GⅢ５着、種牡馬

レイカーラ：５勝、ターコイズＳ-OP、弥彦特別、鎌ヶ谷特別、ユートピアＳ２着
ワキノパワー：３勝、春日特別

スティルゴールド：４勝、市川Ｓ４着

ボブキャット：２勝、知立特別２着、障１勝

レッズフィールド：１勝

曽祖母ジャバリ Jabali：仏２戦、クロンディネリー Clondinnery（愛２勝、ロチェスタウンＳ-L、
レイルウェイＳ-GⅡ３着）の祖母

四代母トゥートシ Toute Cy：仏入着、産駒
フロリペデス Floripedes：仏２勝、リュテス賞-GⅢ、ロイヤルオーク賞-GⅠ２着、産駒
モンジュー Montjeu：欧州３歳チャンピオン、欧州古馬チャンピオン、英愛仏１１勝、凱
旋門賞-GⅠ、愛ダービー-GⅠ、タタソールズゴールドＣ-GⅠ、仏ダービー-GⅠ、サン
クルー大賞典-GⅠ、キングジョージ六世＆ＱエリザベスＳ-GⅠ、ニエル賞-GⅡ
ルパヤール Le Paillard：仏米５勝、レーヌブドル賞-L、ＳＪカピストラーノＨ-GⅠ２着
ルフー Le Fou：仏３勝、ラフォルス賞-GⅢ２着、リュー賞-L３着
カンブレス Cumbres：不出走、産駒
アゲイン Again：愛４勝、愛１０００ギニー-GⅠ、モイグレアスタッドＳ-GⅠ
クイクシマラ Cuixmala：ゴールドリーム Goldream（英仏７勝、キングススタンドＳ

-GⅠ、アベイユドロンシャン賞-GⅠ、パレスハウスＳ-GⅢ ）の祖母

ダダリズム Dadarissime：仏６勝、ヴィコムテスヴィジュール賞-GⅡ、リュテス賞-GⅢ

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Grand Lodge

Sinntara

Caerleon

Jabali

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Sinndar

カーラパワー

ディープインパクト

ターキー

(2003)



７５

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ４／１５〕

母カラズマッチポイント Kara’s Match Point：米１勝、産駒
ルミナスソード（16 鹿 牝 Candy Ride）
祖母ホームコート Home Court：米２勝、アイオワオークス-GⅢ３着、産駒
クープデグレイス Coup de Grace：米５勝、アムステルダムＳ-GⅡ、ベイショアーＳ-GⅢ、
オーセイＳ、キングスビショップＳ-GⅠ３着
ダンシングラグス Dancing Rags：米２勝、アルシバイアデスＳ-GⅠ
エンクロージャー Enclosure：米５勝
ウエストコート West Court：米２勝
ストリートサヴィー Street Savy：米２勝
曽祖母ジュエルプリンセス Jewel Princess：米古牝馬チャンピオン、米１３勝、ＢＣディスタ
フ-GⅠ、サンタマーガリタ招待Ｈ-GⅠ、ヴァニティ招待Ｈ-GⅠ、サンタマリアＨ-GⅠ、
ルイヴィルＢＣＨ-GⅡ、ラカナダＳ-GⅡ、エルエンチノＳ-GⅡ、サンクレメンテＨ-GⅢ、
リンダヴィスタＢＣＨ-GⅢ、アップルブラッサムＨ-GⅠ２着、産駒
ワンナイスキャット One Nice Cat：米４勝、ポリネシアンＳ、フォーマルゴールドＳ２着、

I.C.ライトメモリアルデイＨ３着、マルディグラＨ３着
マリスター Maristar：英米５勝、ワシントンパークＨ-GⅢ２着、チルッキＳ-GⅡ３着
ファインジュエル Fine Jewel：不出走、産駒
エルカバーロ El Caballo：米７勝、コロネルE.R.ブラッドレイＨ-GⅢ、マーヴィンM Jr.
メモリアルＨ-GⅡ２着

四代母ジュエルリッジ Jewell Ridge：米１勝、産駒
トパーズランナー Topaz Runner：米８勝、ビルブロウシャーＳ、カルダーダービー-GⅢ２着
プレシャスジュエル Precious Jewell：米４勝、サンバカリオカＨ３着、産駒
トレードシークレット Trade Secret：米５勝、ペピーアディーＳ、ダンジグＳ２着
ジュエルオブジュエルズ Jewell of Jewels：米入着、産駒
マイプリンセスジェス My Princess Jess：米５勝、レイクジョージＳ-GⅡ、ボイリング
スプリングスＳ-GⅢ（レコード）、ボウゲイＳ-GⅢ、ガヴィオラＳ、クイーンエリザベス
ⅡチャレンジカップＳ-GⅠ３着、ジャストアゲームＳ-GⅠ３着

ゴーキャシーゴー Go Kathy Go：米４勝、マンスタッフ Man Stuff（スイートブライヤトゥＳ）、
マロリースクエア Mallory Square（フロリダオークス-GⅢ３着）の祖母

五代母セイホワットユーミーン Say What You Mean：米１勝、ラフィアンＨ３着、ゲーリーシ
ンガー Gerrie Singer（ビウッチＳ-GⅢ）の母、グローバライズ Globalize（ターフウェイス
パイラルＳ-GⅡ）、ナイキマドリード（NAR最優秀短距離馬（２回））の祖母

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Smart Strike

Sherriff’s Deputy

Storm Cat

Jewel Princess

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Curlin

Home Court

ディープインパクト

カラズマッチポイント

(2010)  



７６

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ４／１５〕

母ブレイヴフィート：１勝、南関２勝、産駒

スピードサウンド（17 青鹿 牡 キンシャサノキセキ）
祖母グローバルフィート：入着、産駒

ノースストーム：１勝、稲城特別２着、セントポーリア賞４着

曽祖母ブラダマンテ Bradamante：不出走、産駒
スティルインラブ：最優秀３歳牝馬、牝馬三冠、５勝、オークス-G1、桜花賞-G1、秋華
賞-G1、紅梅Ｓ-OP、エリザベス女王杯-G1２着、チューリップ賞-G3２着、府中牝馬Ｓ
-G3３着
ビッグバイアモン：３勝、ラジオたんぱ賞-G3（レコード）、ほうせんか賞、プリンシパ
ルＳ-OP３着

ダイワネバダ：２勝、滝桜賞、ラジオたんぱ賞-G3４着
ブレッシング：１勝、産駒

アズマシャトル：４勝、小倉記念-GⅢ、白富士Ｓ-OP、ＴＶｈ賞、R-NIKKEI杯２歳
Ｓ-GⅢ２着、ポートアイランドS -OP２着、カシオペアＳ-OP２着、鳴尾記念-GⅢ３
着、チャレンジＣ-GⅢ４着、毎日杯-GⅢ５着
ピサノパテック：６勝、ＵＨＢ杯-OP、晩春Ｓ、立春賞、陸奥湾特別、福島ＴＶＯＰ-OP
２着、白富士Ｓ-OP２着、ＴＶ愛知ＯＰ-OP２着、セントライト記念-G2３着
サンライズイーグル：２勝

ベネディーレ：1勝、ガンサリュート（１勝、京成杯-GⅢ２着 ）、パブロフテソーロ

（１勝、クローバー賞-OP２着 ）、ミルトシャトル（南関２勝 ）の母

アグネスマジカル：アグネスハビット（３勝、はなのき賞 ）、アグネスミニッツ

（２勝 ）、アグネススターダム（１勝、新馬、筑紫川特別３着 ）の母

フローラルレディ：２勝、ザタイキ（２勝、アーリントンＣ-GⅢ２着、新馬）の母
四代母スレメイフ Sulemeif：スワニーリヴァーＨ-GⅢ、オーキッドＨ-GⅡ３着、産駒
ウィズオールプロバビリティ Withallprobability：米９勝、ボニーミスＳ-GⅡ、フォワー
ドギャルＢＣＳ-GⅡ、シカゴバドワイザーＢＣＳ-GⅢ、ＫＹオークス-GⅠ２着、産駒
ウィズアビリティ With Ability：米７勝、シックスティセイルズＨ-GⅢ
キョウワアリシバ：５勝、水無月Ｓ、清滝特別、松前特別、朝日チャレンジＣ-G3３着
クリスタルシャード Crystal Shard：ジェモロジスト Gemologist（ウッドＭＳ-GⅠ）の母
カラーオブゴールド Color of Gold：ローブデコルテ（３勝、オークス-Jpn1）の母

ヘネシー

Meadow Flyer

Running Stag

Backatem

Kingmambo

マンファス

アグネスタキオン

ブラダマンテ

ヘニーヒューズ

ランニングボブキャッツ

キングカメハメハ

グローバルフィート

アジアエクスプレス

ブレイヴフィート

(2010)



７７

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ４／１５〕

母タピルージュ：２勝、産駒

ショウナンカイドウ（13 栗 牡 ゴールドアリュール）２勝
ダノンチャンス（14 鹿 牡 ダイワメジャー）２勝、万両賞４着
ハルサカエ（16 鹿 牝 ゴールドアリュール）１勝、新馬
祖母ネガノ Negano：加国産、米１勝、産駒
ダッシャーゴーゴー：中央・南関 ５勝、セントウルＳ-GⅡ、オーシャンＳ-GⅢ、ＣＢ
Ｃ賞-GⅢ、ききょうＳ-OP、ＣＢＣ賞-GⅢ２着、シルクロードＳ-GⅢ２着、キーンラン
ドＣ-GⅢ２着、オーシャンＳ-GⅢ２着、小倉２歳Ｓ-Jpn3２着、ＪＢＣスプリント-Jpn1
３着、セントウルＳ-GⅡ３着、ＣＢＣ賞-GⅢ３着、スプリンターズＳ-GⅠ４着（２着入
線）、高松宮記念-GⅠ４着、高松宮記念-GⅠ５着、京王杯２歳Ｓ-Jpn2４着
ダッシャーワン：６勝、室町Ｓ-OP、ＮＳＴ賞-OP、なにわＳ、オルフェーヴルＣ-OP２着、
千葉Ｓ-OP２着、ＮＳＴ賞-OP２着、天王山Ｓ-OP３着
ビッグシャーク：５勝、立夏Ｓ５着、安芸Ｓ５着、高知５勝

サンライズネガノ：４勝、陽春Ｓ２着、花のみちＳ３着、北陸Ｓ３着

ホワイトヴェール：３勝、茨城新聞杯２着、産駒

チェスナットコート：４勝、早春Ｓ、許波多特別、甲武特別、日経賞-GⅡ２着、天皇賞・
春-GⅠ５着

ブレイヴバローズ：３勝、噴火湾特別３着

ペイザージュ：１勝

マヤノメメント：北海道３勝、産駒

クリーンファンキー：５勝、ＵＨＢ賞-OP、ＵＨＢ杯、郡山特別、医王寺特別
スカイロックゲート：北海道６勝、北海優駿２着、白嶺賞３着、南部駒賞４着

モンターニュドール：不出走、ミスタールイス（３勝）、モンテヴェルデ（１勝 ）の母

曽祖母マダムトレジャラー Madame Treasurer：米７勝、イヤリングセールスＳ、プリンセスエ
リザベスＳ２着、オンタリオデビュタントＳ２着、リーガルキロＳ２着、加オークス３着

四代母ヘイローダンサー Halo Dancer：米４勝、シリーンＳ３着、フーリーＳ３着、ジァムド
ラヴリーＳ３着、イヤリングセールスＳ３着、産駒

スマートヘイロー Smart Halo：米３勝、メリーランドラシーＳ
マイジーンMy Jean：米１勝、タームシート Term Sheet（米８勝、サムヒューストンスプリ
ントＨ、ジャージービレッジＳ、カーターM.Jr.メモリアルＳ、ロングホーンＨ２着）の母
クラッシエストカラット Classiest Carat：インポッシブルタイム Impossible Time（加チャ
ンピオン古牝馬、バラードＳ）の母、マラガシー Malagacy（レベルＳ-GⅡ ）の祖母

Halo

Wishing Well

ノーザンテースト

スカーレットインク

Wild Again

Rose Park

Miswaki

Madame Treasurer

サンデーサイレンス

スカーレットブーケ

ワイルドラッシュ

ネガノ

ダイワメジャー

タピルージュ

(2006)



７８

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ４／１６〕

母クラリネット Clarinet：米４勝、フレーミングページＳ、ベリーワンＳ-GⅢ５着、J.W.ルー
ニーメモリアル５着、産駒

ファゴット（15 黒鹿 牝 ディープインパクト）３戦
祖母レグスロウラー Legs Lawlor：愛１勝、産駒
リサージェンス Resurgence：米４勝
曽祖母イーヴィルエレイン Evil Elaine：米４勝、コロナドＳ、シュイルキルＳ２着、ニューホ

ープＳ２着、フリートダイバーＨ２着、ジュニアミスＳ３着、ソレントＳ-GⅢ４着、産駒
フェイヴァリットトリック Favorite Trick：米年度代表馬、米２歳牡馬チャンピオン、米
１２勝、ＢＣジュヴェナイル-GⅠ、ホープフルＳ-GⅠ、ブリーダーズフュチュリティ
-GⅡ、ＢＣマイルＳ-GⅡ、ジムダンディＳ-GⅡ、サラトガスペシャルＳ-GⅡ、バシュフ
ォードマナーＳ-GⅢ、スウェールＳ-GⅢ、WHAS-11Ｓ、ケンタッキーブリーダーズＣＳ、
ロングビーチＢＣＳ、アーカンソーダービー -GⅡ３着、種牡馬

コールドンカルキュレーティング Cold N Calculating：米１５勝、ボルサチカＳ、ボウブリュ
メルＳ２着、サンミゲルＳ３着、エルセリットＢＣＨ３着、種牡馬

メディーヴィルヒーロー Medievil Hero：米６勝、フューチュリティＳ-GⅠ３着
トリッキーエレイン Tricky Elaine：米１勝、デビュタントＳ-GⅢ３着、産駒
フェイヴァリットテール Favorite Tale ：米９勝、スマイルスプリントＳ-GⅡ、ギャラン
トボブＳ-GⅢ、ファビュラスストライクＳ、ゴールドフィーバーＳ、デーヴズフレンド
Ｓ、ＢＣスプリント-GⅠ３着、A.G.ヴァンダービルトＨ-GⅠ３着

クラフティーアンドイーヴィル Crafty and Evil：米２勝、インディアンサマーＳ３着、産駒
ジンランニング Gin Running：米１勝、産駒
ティズフィズ Tizfiz：米７勝、サンゴルゴニオＨ-GⅡ、E.J.デバルトロSr.メモリアルＨ、

W.V.プレジデンツＳ、クイーンオブザグリーンＨ、ブエナヴィスタＨ-GⅡ３着
フリーカプコリ Fury Kapcori：米６勝、プレシショニストＳ-GⅢ、チャーリーパルマ
Ｆ、キャッシュコールフュチュリティ-GⅠ２着、カリフォルニアンＳ-GⅡ２着
ディクシーコマンダー Dixie Commander：米２勝、ターフパラダイスダービー

アンインチャンテッドイヴニング Unenchantedevening：米１勝、産駒
ムーンシャインメモリーズ Moonshine Memories：米４勝、シャンデリアＳ-GⅠ、デル
マーデビュタントＳ-GⅠ、エンジェルスフライトＳ２着、プリオレスＳ-GⅡ３着
インディアンイヴニング Indian Evening：スウィンフォードＳ、サラトガＳＳ-GⅡ３着

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

サクラバクシンオー

オトメゴコロ

Storm Cat

Mariah’s Storm

Unbridled

Evil Elaine

ブラックタイド

シュガーハート

Giant’s Causeway

Legs Lawlor

キタサンブラック

クラリネット

(2007)



７９

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ４／１８〕

母ボニーアクション：１勝、産駒

サンバレッスン（11 栗 牝 ダイワメジャー）６戦入着
アクティベート（13 黒鹿 牝 ステイゴールド）入着、南関３勝
エルミニョンヌ（14 黒鹿 牝 ステイゴールド）岩手・東海８勝
祖母メインリー Mainly：米２勝、産駒
サンライズプリンス：３勝、ニュージーランドＴ-GⅡ、ビオラ賞、ニューイヤーＳ-OP
３着、ＮＨＫマイルＣ-GⅠ４着、スプリングＳ-GⅡ４着
ローマンブリッジ：２勝、ララエクレリゼ（１勝）、ポンテファブリチオ（１勝）の母

テイクザサン：１勝

ロイヤルジュエリー：南関３勝、ロイヤルファルコン（南関３勝 ）の母

曽祖母プライマリリー Primarily：加年度代表繁殖牝馬、米２勝、マイディアＳ、産駒
ポエティカリー Poetically：加２歳牝馬チャンピオン、米５勝、グロリアスソングS、オン
タリオデビュタントＳ、オンタリオレッシーＨ、ジャムドラヴリーＳ、ダッチェスＳ-GⅢ
３着、シックスシューター Six Shooter（米３勝、ビッグドラマＳ ）の祖母

プライマリー Primaly：加２歳牝馬チャンピオン、米３勝、プリンセスエリザベスＳ、加オ
ークス２着、マザリンＢＣＳ２着、セレネＳ２着、ＢＣジュベナイルフィリーズ-GⅠ３着

シトロンネード Citronnade：米９勝、ゲイムリーＨ-GⅠ、ダリアＨ-GⅡ、サンゴルゴニオ
Ｈ-GⅡ、サンタアナＨ-GⅡ、ビバリーヒルズＨ-GⅡ、グレイスフルダービーＳ、スカーボ
ールケニスＳ、イエローリボンＳ-GⅠ２着
ウイスキーウィズダム Whiskey Wisdom：米５勝、フェイエットＳ-GⅢ、ダマスカスＨ、
加リーディングサイアー

ワンオーバープライム One Over Prime：トワイライトメテオ Twilight Meteor（米５勝、カ
ナディアンターフＳ-GⅢ、トロピカルターフＨ-GⅢ、リザーブバーボンＳ）の母
ステラプリマ Stella Prima：スモールベア Small Bear（米５勝、ジオポンティＳ ）の母

ソーソウルフル So Soulful：マークマン Marchman（ターフスプリントＳ-GⅢ）の祖母
四代母モーストリー Mostly：米３勝、産駒
バイアンドラージ By And Large：米１５勝、オータムリーヴスＨ
ブーデ Bude：米４勝、マイディアＳ、ウッドストックＳ、ピナフォーレＳ２着、産駒
ボディチェック Body Check：米９勝、ニュープロビデンスＳ（２回）、マルファＨ
マストアスク Must Ask：マストビーウォー Must Be War（米５勝、アソルトＨ-GⅢ）の母

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

ブライアンズタイム

シンコウエルメス

Storm Cat

Train Robbery

Wild Again

Primarily

ディープインパクト

エルメスティアラ

Cat Thief

メインリー

ディーマジェスティ

ボニーアクション

(2004)



８０

牡 ・ 牝

〔出生予定日 ４／２２〕

母フィリス：１勝 、産駒

ディナスティーア（12 鹿 牝 ダイワメジャー）１勝、北海道２勝、ヒダカソウＣ
バートラムガーデン（09 鹿 牝 サクラバクシンオー）４勝、潮騒特別、HBC賞、ニセコ特別
ナンヨーマーク（11 青鹿 牡 ゼンノロブロイ）４勝、立川特別、鎌倉Ｓ４着、高知２勝、
だるま夕日賞２着、御厨人窟賞３着、黒潮スプリンターズC３着
サトノゲイル（15 青鹿 牡 ディープインパクト）１勝
ヒラボクメジャー（14 栗 牡 ダイワメジャー）１勝
アメイジングアスク（08 黒鹿 牡 ステイゴールド）１勝
タイセイアスリート（13 栗 ｾﾝ ディープスカイ）入着、南関１勝
祖母フィラストリート Phila Street：米１勝、産駒
ブロードストリート：４勝、ローズＳ-GⅡ（レコード）、スイートピーＳ-OP、秋華賞-GⅠ
２着、愛知杯-GⅢ２着（２回）、マーメイドＳ-GⅢ２着、忘れな草賞-OP２着、アンド
ロメダＳ-OP３着、オークス-Jpn1４着、阪神牝馬Ｓ-GⅡ４着、クイーンＳ-GⅢ４着、
チューリップ賞-Jpn3４着、ヴィクトリアマイル-GⅠ５着、小倉大賞典-GⅢ５着

フィニステール：３勝、許波多特別、青葉賞-Jpn2３着、すみれＳ-OP２着、若駒Ｓ-OP４
着、京橋特別２着、ＴＶ埼玉杯３着、府中Ｓ４着

ポップジュエル：６勝、ＴＵＦ杯、知多特別、羊ヶ丘特別、仁山特別、壬生特別３着

ストリートスタイル：４勝、うずしおＳ、北九州記念-GⅢ４着、六甲アイランドＳ３着、オ
ーストラリアＴ-OP５着、サンライズカナロア（１勝 ）の母

ドラゴンストリート：４勝、有松特別、清水Ｓ２着

ロイヤルストリート：４勝、九州スポーツ杯、タイランドＣ

ルアーズストリート：３勝、岡崎特別、八幡特別

キャナルストリート：２勝、五泉特別、新馬、アイビーＳ-OP４着
ドラゴンシンボル：１勝、石川４勝

曽祖母フィディラ Phydilla：仏４勝、クインシー賞-GⅢ、エクリプス賞-GⅢ、産駒
ミステリーズ Mysteries：英入着、ムシドラＳ-GⅢ３着、産駒
ヒシアケボノ：最優秀短距離馬、６勝、スプリンターズＳ-G1、スワンＳ-G2、マイル
ＣｈＳ-G1３着、安田記念-G1３着、高松宮杯-G1３着、シルクロードＳ-G3３着
アグネスワールド：中央・南関 ６勝、ＣＢＣ賞-G2、全日本３歳優駿-G2、スプリン
ターズＳ-G1２着（２回）、英仏２勝、アベイユドロンシャン賞-GⅠ、ジュライＣ-GⅠ
マイシーキャッスル My Sea Castles：米４勝、ＥＰデビュタントＳ、クリプセッタＳ
ミステリアル Mysterial：ドバイデスティネイション Dubai Destination（クイーンアン
Ｓ-GⅠ）､リブレティスト Librettist（仏古牡馬チャンピオン）の母

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Mr.Prospector

Polite Lady

Cozzene

Phydilla

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

アフリート

フィラストリート

ブラックタイド

フィリス

(2002)





エピファネイア
鹿毛　2010年生

Epiphaneia シンボリクリスエス

シーザリオ

安平産、６勝、ジャパンＣ-G1、菊花賞-G1、神戸新聞杯-G2、ラジオNIKKEI杯-G3、日本ダービー-G1２着、皐月
賞-G1２着、産経大阪杯-G2３着、２０１６年に種牡馬となり、初年度産駒は今年２歳。父シンボリクリスエスは８勝、年
度代表馬２回、最優秀３歳・４歳以上牡馬、有馬記念-G1２回、天皇賞・秋-G1２回、神戸新聞杯-G2、青葉賞
-G2。主な産駒に、ルヴァンスレーヴ（最優秀ダートホース、チャンピオンズＣ-G1、マイルＣＳ南部杯-Jpn1、ジャパ
ンダートダービー-Jpn1、全日本２歳優駿-Jpn1）、アルフレード（最優秀２歳牡馬、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、東京大賞典-Jpn1、ジャパンダートダービー-Jpn1）、サンカルロ（阪
神Ｃ-G2２回、ニュージーランドＴ-G2）など。

エイシンフラッシュ キングズベスト

ムーンレディ

千歳産、６勝、日本ダービー-G1、天皇賞・秋-G1・同３着、毎日王冠-G2、有馬記念-G1２着、天皇賞・春-G1２着、
皐月賞-G1３着、宝塚記念-G1３着、クイーンエリザベス二世Ｃ-G1３着。主な産駒にエイムアンドエンド（共同通信
杯-G3３着）、コスモイグナーツ（アイビーＳ-OP）など。父キングズベストは英３勝、英２０００ギニー-G1。主な産駒に
ワークフォース（英ダービー-G1、凱旋門賞-G1、ブリガディアジェラルドＳ-G3）、プロクラメーション（サセックスＳ
-G1、ジャージーＳ-G3）、ロイヤルダイアモンド（愛セントレジャー-G1）、サジハー（ドバイデューティーフリー-G1、ジ
ェベルハッタ-G1）、キングスアポストル（モーリスドゲースト賞-G1）、クレシャドワール（ロッキンジＳ-G1）など。

黒鹿毛　2007年生

Eishin Flash

エイシンヒカリ
芦毛　2011年生

Eishin Hikari ディープインパクト

キャタリナ

三石産、日・仏・香１０勝、仏イスパーン賞-G1、香港Ｃ-G1、毎日王冠-G2、エプソムＣ-G3。２０１７年に種牡馬とな
り、初年度産駒は今年１歳。父ディープインパクトは年度代表馬２回、最優秀３歳牡馬、最優秀４歳以上牡馬、三

冠馬、１２勝、２０１２年～２０１８年総合・JRAチャンピオンサイアー、主な産駒にジェンティルドンナ（年度代表馬２回、

最優秀３歳牝馬、最優秀４歳以上牝馬、牝馬三冠）、サトノダイヤモンド（最優秀３歳牡馬、有馬記念-G1、菊花賞
-G1）、キズナ（最優秀３歳牡馬、日本ダービー-G1）、ワグネリアン（日本ダービー-G1）、ディープブリランテ（日本
ダービー-G1）、アルアイン（皐月賞-G1）、フィエールマン（菊花賞-G1）、シンハライト（最優秀３歳牝馬、オークス
-G1）など。

アジアエクスプレス　　
栗毛　2011年生

Asia Express ヘニーヒューズ

ランニングボブキャッツ

米国産、４勝、最優秀２歳牡馬、朝日杯フューチュリティＳ-G1、レパードＳ-G3、スプリングＳ-G2２着、アンタレスＳ
-G3２着、名古屋大賞典-Jpn3２着。２０１７年に種牡馬となり、初年度産駒は今年１歳。父ヘニーヒューズは米国
産、米６勝、ヴォスバーグＳ-G1、キングズビショップＳ-G1、サラトガスペシャルＳ-G2、ジャージーショアＳ-G3。主な産
駒にビホルダー（米２歳、３歳牝馬チャンピオン、古馬牝馬チャンピオン２回、ブリーダーズＣディスタフなどG1１１
勝、モーニン（フェブラリーＳ-G1、根岸Ｓ-G3、コリアスプリント韓国-G1）、ケイアイレオーネ（兵庫ジュニアグランプ
リ-Jpn2、シリウスＳ-G3）、ヘニーハウンド（ファルコンＳ-G3、オパールＳ-OP）、ドンフォルティス（北海道２歳優駿
-Jpn3）など。



キングカメハメハ
鹿毛　2001年生

King Kamehameha Kingmambo

マンファス

安平産、最優秀３歳牡馬、２０１０年・２０１１年JRAリーディングサイアー、２０１０年・２０１１年JRA芝リーディングサイア

ー、２０１１年から７年連続JRAダートリーディングサイアー、２０１３年地方リーディングサイアー。主な産駒にドゥラメン

テ（最優秀３歳牡馬、日本ダービー-G1、皐月賞-G1）、ロードカナロア（年度代表馬、最優秀短距離馬２回、安田
記念-G1、スプリンターズＳ-G1２回、高松宮記念-G1、香港スプリント-G1２回）、レイデオロ（最優秀３歳牡馬、最優
秀４歳以上牡馬、日本ダービー-G1、天皇賞・秋-G1）、アパパネ（最優秀２・３歳牝馬、牝馬三冠、ヴィクトリアマイ
ル-G1）、ホッコータルマエ（最優秀ダート馬、チャンピオンズＣ-G1、ＪＢＣクラシック-Jpn1）、ルーラーシップ（クイー
ンエリザベス二世Ｃ-G1）など。

キタサンブラック ブラックタイド

シュガーハート

日高産、年度代表馬２回、最優秀４歳以上牡馬２回、有馬記念-G1、ジャパンＣ-G1、天皇賞・春-G1２回、天皇賞・
秋-G1、菊花賞-G1、大阪杯-G1。２０１８年に種牡馬となり、初年度産駒は今年当歳。父ブラックタイドは３勝、スプリ
ングＳ-G2。タガノエスプレッソ（デイリー杯２歳Ｓ-G2）、テイエムイナズマ（デイリー杯２歳Ｓ-G2）、マイネルフロスト
（毎日杯-G3、コスモス賞-OP、日本ダービー-G1３着）、ライジングリーズン（フェアリーＳ-G3、アネモネＳ-OP）、フィ
ールザスマート（ジャパンダートダービー-Jpn1３着、名古屋大賞典-Jpn3３着、総武Ｓ-OP、）、コメート（ホープフ
ルＳ-G2２着）、シャイニーガール（スイートピーＳ-OP、エルフィンＳ-OP、紅梅Ｓ-OP３着）など。

鹿毛　2012年生

Kitasan Black

キズナ
青鹿毛　2010年生

Kizuna ディープインパクト

キャットクイル

新冠産、日・仏７勝、最優秀３歳牡馬、日本ダービー-G1、産経大阪杯-G2、京都新聞杯-G2、仏ニエル賞-G2、毎
日杯-G3。父ディープインパクトは年度代表馬２回、最優秀３歳牡馬、最優秀４歳以上牡馬、三冠馬、１２勝、２０１２
年～２０１８年総合・JRAチャンピオンサイアー、主な産駒にジェンティルドンナ（年度代表馬２回、最優秀３歳牝馬、

最優秀４歳以上牝馬、牝馬三冠）、サトノダイヤモンド（最優秀３歳牡馬、有馬記念-G1、菊花賞-G1）、ワグネリア
ン（日本ダービー-G1）、ディープブリランテ（日本ダービー-G1）、アルアイン（皐月賞-G1）、フィエールマン（菊花
賞-G1）、シンハライト（最優秀３歳牝馬、オークス-G1）など。

オルフェーヴル
栗毛　2008年生

Orfevre ステイゴールド

オリエンタルアート

白老産、日・仏１２勝、年度代表馬、最優秀４歳以上牡馬２回、最優秀３歳牡馬、日本ダービー-G1、有馬記念-G1
２回、皐月賞-G1、菊花賞-G1、宝塚記念-G1、仏フォワ賞-G2２回、凱旋門賞-G1２着２回、ジャパンＣ-G1２着。主な
産駒にエポカドーロ（皐月賞-G1、日本ダービー-G1２着）、ラッキーライラック（最優秀２歳牝馬、阪神ジュベナイル
フィリーズ-G1、チューリップ賞-G2、アルテミスＳ-G3）、ロックディスタウン（札幌２歳Ｓ-G3）など。父ステイゴールド
は日・ＵＡＥ・香７勝、香港ヴァーズ-G1、ドバイシーマクラシック-G2、目黒記念-G2、日経新春杯-G2、主な産駒に
ゴールドシップ（最優秀３歳牡馬、有馬記念-G1、皐月賞-G1、菊花賞-G1、宝塚記念-G1２回）など。



サトノアラジン
鹿毛　2011年生

Satono Aladdin ディープインパクト

マジックストーム

安平産、８勝、安田記念-G1、スワンＳ-G2、京王杯スプリングＣ-G2。２０１８年に種牡馬となり、初年度産駒は今年
当歳。父ディープインパクトは年度代表馬２回、最優秀３歳牡馬、最優秀４歳以上牡馬、三冠馬、１２勝、２０１２年～

２０１８年総合・JRAチャンピオンサイアー、主な産駒にジェンティルドンナ（年度代表馬２回、最優秀３歳牝馬、最優

秀４歳以上牝馬、牝馬三冠）、サトノダイヤモンド（最優秀３歳牡馬、有馬記念-G1、菊花賞-G1）、キズナ（最優秀
３歳牡馬、日本ダービー-G1）、ワグネリアン（日本ダービー-G1）、マカヒキ（日本ダービー-G1）、ディープブリラン
テ（日本ダービー-G1）、アルアイン（皐月賞-G1）、ディーマジェスティ（皐月賞-G1）、フィエールマン（菊花賞
-G1）など。

コパノリッキー ゴールドアリュール

コパノニキータ

日高産、１６勝、最優秀ダートホース、フェブラリーＳ-G1２回、東京大賞典-Jpn1、ＪＢＣクラシック-Jpn1２回、帝王
賞-Jpn1、マイルＣＳ南部杯-Jpn1２回、かしわ記念-Jpn1３回。２０１８年に種牡馬となり、初年度産駒は今年当
歳。父ゴールドアリュールは８勝、ダートグレード競走最優秀馬、最優秀ダートホース、フェブラリーＳ-G1、東京大
賞典-G1、ダービーグランプリ-G1、ジャパンダートダービー-G1。主な産駒にエスポワールシチー（最優秀ダート馬
２回、ジャパンＣダート-G1、フェブラリーＳ-G1、ＪＢＣスプリント-Jpn1、マイルＣＳ南部杯-Jpn1３回、かしわ記念
-Jpn1３回）、ゴールドドリーム（最優秀ダート馬、チャンピオンズＣ-G1、フェブラリーＳ-G1、帝王賞-Jpn1、かしわ記
念-Jpn1）など。

栗毛　2010年生

Copano Rickey

ゴールドシップ
芦毛　2009年生

Gold Ship ステイゴールド

ポイントフラッグ

日高産、最優秀３歳牡馬、１３勝、有馬記念-G1、宝塚記念-G1２回、天皇賞・春-G1、菊花賞-G1、皐月賞-G1。２０１
６年に種牡馬となり、初年度産駒は今年２歳。父ステイゴールドは日・ＵＡＥ・香７勝、香港ヴァーズ-G1、ドバイシー
マクラシック-G2、目黒記念-G2、日経新春杯-G2。主な産駒にオルフェーヴル（年度代表馬、最優秀４歳以上牡
馬２回、最優秀３歳牡馬、日本ダービー-G1、有馬記念-G1２回、皐月賞-G1、菊花賞-G1、宝塚記念-G1）、ドリー
ムジャーニー（最優秀２歳牡馬、最優秀４歳以上牡馬、有馬記念-G1、宝塚記念-G1、朝日杯フューチュリティＳ
-G1）、レインボーライン（天皇賞・春-G1、阪神大賞典-G2、アーリントンＣ-G3）、フェノーメノ（天皇賞・春-G1２回）
など。

キンシャサノキセキ
鹿毛　2003年生

Kinshasa no Kiseki フジキセキ

ケルトシャーン

豪州産、最優秀短距離馬、１２勝、高松宮記念-G1２回、阪神Ｃ-G2２回、スワンＳ-G2、オーシャンＳ-G3、函館スプリ
ントＳ-G3。主な産駒にモンドキャンノ（京王杯２歳Ｓ-G2）、シュウジ（阪神Ｃ-G2、小倉２歳Ｓ-G3）、サクセスエナジー
（さきたま杯-Jpn2、かきつばた記念-Jpn3）、ベルーガ（ファンタジーＳ-G3）、カシアス（函館２歳Ｓ-G3）など。父フ
ジキセキは４勝、最優秀２歳牡馬、朝日杯３歳Ｓ-G1、弥生賞-G2、主な産駒にカネヒキリ（最優秀ダートホース２
回、ジャパンＣダート-G1２回、フェブラリーＳ-G1、東京大賞典-Jpn1、川崎記念-Jpn1、ジャパンダートダービー
-G1、ダービーグランプリ-G1）、イスラボニータ（最優秀３歳牡馬、皐月賞-G1）、ダノンシャンティ（ＮＨＫマイルＣ
-G1）など。



ストロングリターン
鹿毛　2006年生

Strong Return シンボリクリスエス

コートアウト

千歳産、７勝、安田記念-G1・同２着、京王杯スプリングＣ-G2、ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3３着。主な産駒にペイシャル
アス（カンナＳ-OP）、ツヅミモン（シンザン記念-G3２着）など。父シンボリクリスエスは８勝、年度代表馬２回、最優
秀３歳・４歳以上牡馬、有馬記念-G1２回、天皇賞・秋-G1２回、神戸新聞杯-G2、青葉賞-G2、。主な産駒に、ルヴ
ァンスレーヴ（最優秀ダートホース、チャンピオンズＣ-G1、マイルＣＳ南部杯-Jpn1、ジャパンダートダービー
-Jpn1、全日本２歳優駿-Jpn1）、アルフレード（最優秀２歳牡馬、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、東京大賞典-Jpn1、ジャパンダートダービー-Jpn1）、ユールシンキング（セントライト記念
-G2）など。

ジャスタウェイ ハーツクライ

シビル

浦河産、最優秀４歳以上牡馬、日、UAE６勝、安田記念-G1、天皇賞・秋-G1、ドバイデューティーフリー-G1、中山
記念-G2、アーリントンＣ-G3、ジャパンＣ-G1２着。主な産駒にアドマイヤジャスタ（ホープフルＳ-G1２着）、アウィル
アウェイ（京王杯２歳Ｓ-G2２着）、ラブミーファイン（函館２歳Ｓ-G3２着）、ヴェロックス（若駒Ｓ-L）など。父ハーツクラ
イは最優秀４歳以上牡馬、日・ＵＡＥ５勝、有馬記念-G1、ドバイシーマクラシック-G1。主な産駒にワンアンドオンリ
ー（日本ダービー-G1）、シュヴァルグラン（ジャパンＣ-G1）、ヌーヴォレコルト（オークス-G1）、タイムフライヤー（ホ
ープフルＳ-G1）、スワーヴリチャード（大阪杯-G1）、リスグラシュー（最優秀４歳以上牝馬、エリザベス女王杯-G1）
など。

鹿毛　2009年生

Jast a Way

シニスターミニスター
鹿毛　2003年生

Sinister Minister Old Trieste

Sweet Minister

米国産、２勝、ブルーグラスＳ-G1。主な産駒にインカンテーション（武蔵野Ｓ-G3、マーチＳ-G3、平安Ｓ-G3、レパー
ドＳ-G3、白山大賞典-Jpn3みやこＳ-G3）、ハヤブサマカオー（兵庫ジュニアグランプリ-Jpn2）、マイネルバサラ
（浦和記念-Jpn2）、キングズガード（プロキオンＳ-G3、黒船賞-Jpn3２着、マイルＣＳ南部杯-Jpn1３着）、シゲルコ
ング（全日本２歳優駿-Jpn1２着）など。父オールドトリエステは米６勝、カリフォルニアンＳ-G2、デルマーＢＣＨ
-G2、スワップスＳ-G2、アファームドＳ-G3。主な産駒にシルヴァートレイン（ＢＣスプリント-G1、メトロポリタンＨ-G1、
ジェロームＨ-G2）、ミニスターエリック（サンフェルナンドＳ-G2）、マルターズヒート（フェアリーＳ-G3）など。

ザファクター
芦毛　2008年生

The Factor War Front

Grevciousuness

米国産、米６勝、マリブＳ-G1、パットオブライエンＳ-G1、サンカルロスＳ-G2、レベルＳ-G2、サンヴィセンテＳ-G2。２０
１４年に種牡馬となる。日本では２０１８年のみ供用され、日本供用初年度産駒は今年当歳。主な産駒にノーテッドア

ンドクオーテッド（シャンデリアＳ-G1）、マルティプライヤー（イリノイダービー-G3）、シストロン（ペンマイルＳ-G2３
着）、クエスチョンデティエンポ（アーリントンクラシック-G3３着）など。父ウォーフロントは米４勝、アルフレッドＧヴァン
ダービルトＢＣＨ-G2。主な産駒にデラクレーションオブウォー（ヨークインターナショナルＳ-G1、クイーンアンＳ-G1、
ダイアモンドＳ-G3、ＢＣクラシック-G1３着）、アメリカンペイトリオット（メイカーズ４６マイルＳ-G1、ケントＳ-G3）など。



ディープブリランテ
鹿毛　2009年生

Deep Brillante ディープインパクト

ラヴアンドバブルズ

新冠産、３勝、日本ダービー-G1、東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3、皐月賞-G1３着。主な産駒にセダブリランテス（中山
金杯-G3、ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3、アルゼンチン共和国杯-G2３着）、グレイスアン（フェアリーＳ-G3３着）、ミッキー
ブリランテ（シンザン記念-G3３着）、ミヤケ（北海道２歳優駿-Jpn3３着）、ディーパワンサ（中京２歳Ｓ-OP）、ナイト
バナレット（ジュニアＣ-OP）など。父ディープインパクトは年度代表馬２回、最優秀３歳牡馬、最優秀４歳以上牡
馬、三冠馬、１２勝、２０１２年～２０１８年総合・JRAチャンピオンサイアー、主な産駒にジェンティルドンナ（年度代表

馬２回、最優秀３歳牝馬、最優秀４歳以上牝馬、牝馬三冠）、サトノダイヤモンド（最優秀３歳牡馬、有馬記念-G1、
菊花賞-G1）など。

ディープインパクト サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

安平産、年度代表馬２回、最優秀３歳牡馬、最優秀４歳以上牡馬、三冠馬、１２勝、２０１２年～２０１８年総合・JRAチ

ャンピオンサイアー。主な産駒にジェンティルドンナ（年度代表馬２回、最優秀３歳牝馬、最優秀４歳以上牝馬、牝

馬三冠）、サトノダイヤモンド（最優秀３歳牡馬、有馬記念-G1、菊花賞-G1）、キズナ（最優秀３歳牡馬、日本ダー
ビー-G1）、ワグネリアン（日本ダービー-G1）、マカヒキ（日本ダービー-G1）、ディープブリランテ（日本ダービー
-G1）、アルアイン（皐月賞-G1）、ディーマジェスティ（皐月賞-G1）、フィエールマン（菊花賞-G1）、シンハライト（最
優秀３歳牝馬、オークス-G1）、マリアライト（最優秀４歳以上牝馬、宝塚記念-G1）など。

鹿毛　2002年生

Deep Impact

ダノンシャーク
鹿毛　2008年生

Danon Shark ディープインパクト

カーラパワー

日高産、７勝、マイルＣＳ-G1、富士Ｓ-G3、京都金杯-G3、マイラーズＣ-G2２着２回、安田記念-G1３着。２０１７年に
種牡馬となり、初年度産駒は今年１歳。父ディープインパクトは年度代表馬２回、最優秀３歳牡馬、最優秀４歳以

上牡馬、三冠馬、１２勝、２０１２年～２０１８年総合・JRAチャンピオンサイアー、主な産駒にジェンティルドンナ（年度

代表馬２回、最優秀３歳牝馬、最優秀４歳以上牝馬、牝馬三冠）、サトノダイヤモンド（最優秀３歳牡馬、有馬記念

-G1、菊花賞-G1）、キズナ（最優秀３歳牡馬、日本ダービー-G1）、ワグネリアン（日本ダービー-G1）、マカヒキ（日
本ダービー-G1）、ディープブリランテ（日本ダービー-G1）、ディーマジェスティ（皐月賞-G1）、フィエールマン（菊
花賞-G1）など。

ダイワメジャー
栗毛　2001年生

Daiwa Major サンデーサイレンス

スカーレットブーケ

千歳産、最優秀短距離馬２回、日・UAE９勝、皐月賞-G1、天皇賞・秋-G1、マイルＣＳ-G1２回、安田記念-G1、毎
日王冠-G2、マイラーズＣ-G2。主な産駒にレーヌミノル（桜花賞-G1）、メジャーエンブレム（ＮＨＫマイルＣ-G1、阪
神ジュベナイルフィリーズ-G1）、カレンブラックヒル（ＮＨＫマイルＣ-G1）、コパノリチャード（高松宮記念-G1）、アド
マイヤマーズ（朝日杯フューチュリティＳ-G1、デイリー杯２歳Ｓ-G2）、ノーヴァレンダ（全日本２歳優駿-Jpn1）、ミス
パンテール（阪神牝馬Ｓ-G2、ターコイズＳ-G3２回、京都牝馬Ｓ-G3）、ボールドライトニング（京王杯２歳Ｓ-G2）、ダ
イワマッジョーレ（京王杯スプリングＣ-G2、阪急杯-G3）、エクセラントカーヴ（京成杯オータムＨ-G3）など。



トーセンラー
黒鹿毛　2008年生

Tosen Ra ディープインパクト

プリンセスオリビア

千歳産、４勝、マイルＣＳ-G1、京都記念-G2、きさらぎ賞-G3、天皇賞・春-G1２着、セントライト記念-G2２着、京都
記念-G2２着、菊花賞-G1３着。主な産駒にザダル（新馬）など。父ディープインパクトは年度代表馬２回、最優秀３
歳牡馬、最優秀４歳以上牡馬、三冠馬、１２勝、２０１２年～２０１8年総合・JRAチャンピオンサイアー。主な産駒にジ

ェンティルドンナ（年度代表馬２回、最優秀３歳牝馬、最優秀４歳以上牝馬、牝馬三冠）、サトノダイヤモンド（最優

秀３歳牡馬、有馬記念-G1、菊花賞-G1）、キズナ（最優秀３歳牡馬、日本ダービー-G1）、ワグネリアン（日本ダー
ビー-G1）、ディープブリランテ（日本ダービー-G1）、ディーマジェスティ（皐月賞-G1）、フィエールマン（菊花賞
-G1）など。

トーセンジョーダン ジャングルポケット

エヴリウィスパー

安平産、９勝、天皇賞・秋-G1、札幌記念-G2、アメリカＪＣＣ-G2、アルゼンチン共和国杯-G2、ジャパンＣ-G1２着１
回、天皇賞・春-G1２着。主な産駒にアズマヘリテージ（小倉２歳Ｓ-G3２着）など。父ジャングルポケットは、年度代
表馬、最優秀３歳牡馬、５勝、ジャパンＣ-G1、日本ダービー-G1、共同通信杯-G3。主な産駒にオウケンブルースリ
（菊花賞-G1）、トールポピー（最優秀２歳牝馬、オークス-G1、阪神ジュベナイルフィリーズ-G1）、アヴェンチュラ
（最優秀３歳牝馬、秋華賞-G1）、ジャガーメイル（天皇賞・春-G1）、クイーンスプマンテ（エリザベス女王杯-G1）、
アウォーディー（JBCクラシック-Jpn1）、ディアドムス（全日本２歳優駿-Jpn1、北海道２歳優駿-Jpn3）など。

鹿毛　2006年生

Tosen Jordan

ドゥラメンテ
鹿毛　2012年生

Duramente キングカメハメハ

アドマイヤグルーヴ

安平産、５勝、最優秀３歳牡馬、日本ダービー-G1、皐月賞-G1、中山記念-G2、ドバイシーマクラシック-G1２着、宝
塚記念-G1２着。２０１７年に種牡馬となり、初年度産駒は今年１歳。父キングカメハメハは最優秀３歳牡馬、２０１０
年・２０１１年JRAリーディングサイアー、２０１０年・２０１１年JRA芝リーディングサイアー、２０１１年から７年連続JRAダ

ートリーディングサイアー、２０１３年地方リーディングサイアー。主な産駒にロードカナロア（年度代表馬、最優秀短

距離馬２回、安田記念-G1、スプリンターズＳ-G1２回、高松宮記念-G1、香港スプリント-G1２回）、レイデオロ（最優
秀３歳牡馬、最優秀４歳以上牡馬、日本ダービー-G1、天皇賞・秋-G1）など。

ディーマジェスティ
鹿毛　2013年生

Dee Majesty ディープインパクト

エルメスティアラ

静内産、４勝、皐月賞-G1、セントライト記念-G2、共同通信杯-G3、日本ダービー-G1３着、菊花賞-G1４着。２０１８
年に種牡馬となり、初年度産駒は今年当歳。父ディープインパクトは年度代表馬２回、最優秀３歳牡馬、最優秀４

歳以上牡馬、三冠馬、１２勝、２０１２年～２０１8年総合・JRAチャンピオンサイアー。主な産駒にジェンティルドンナ

（年度代表馬２回、最優秀３歳牝馬、最優秀４歳以上牝馬、牝馬三冠）、サトノダイヤモンド（最優秀３歳牡馬、有

馬記念-G1、菊花賞-G1）、キズナ（最優秀３歳牡馬、日本ダービー-G1）、ワグネリアン（日本ダービー-G1）、マカ
ヒキ（日本ダービー-G1）、ディープブリランテ（日本ダービー-G1）、アルアイン（皐月賞-G1）、フィエールマン（菊
花賞-G1）など。



ビッグアーサー
鹿毛　2011年生

Big Arthur サクラバクシンオー

シヤボナ

浦河産、８勝、高松宮記念-G1、セントウルＳ-G2、オパールＳ-OP、京阪杯-G3２着、北九州記念-G3２着、阪神Ｃ
-G2３着。２０１８年に種牡馬となり、初年度産駒は今年当歳。父サクラバクシンオーは１１勝、最優秀スプリンター、ス
プリンターズＳ-G1２回、スワンＳ-G2、ダービー卿ＣＴ-G3、クリスタルＣ-G3。主な産駒にグランプリボス（最優秀２歳
牡馬、ＮＨＫマイルＣ-G1、朝日杯フューチュリティＳ-G1、マイラーズＣ-G2、スワンＳ-G2、京王杯２歳Ｓ-G2）、ショウ
ナンカンプ（高松宮記念-G1、スワンＳ-G2、阪急杯-G3）、ベルカント（フィリーズレビュー-G2、アイビスサマーダッ
シュ-G3２回、北九州記念-G3、ファンタジーＳ-G3）、ダッシャーゴーゴー（セントウルＳ-G2、ＣＢＣ賞-G3、オーシャン
Ｓ-G3）など。

ハーツクライ サンデーサイレンス

アイリッシュダンス

千歳産、日・ＵＡＥ５勝、最優秀４歳以上牡馬、有馬記念-G1、ドバイシーマクラシック-G1。主な産駒にジャスタウ
ェイ（最優秀４歳以上牡馬、天皇賞・秋-G1、安田記念-G1、ドバイデューティフリー-G1、中山記念-G2、ジャパンＣ
-G1２着）、ワンアンドオンリー（日本ダービー-G1、神戸新聞杯-G2、ラジオNIKKEI杯２歳Ｓ-G3）、シュヴァルグラ
ン（ジャパンＣ-G1、アルゼンチン共和国杯-G2、阪神大賞典-G2）、ヌーヴォレコルト（オークス-G1、ローズＳ-G2）、
アドマイヤラクティ（コーフィールドＣ-G1）、スワーヴリチャード（大阪杯-G1、金鯱賞-G2、アルゼンチン共和国杯
-G2）、リスグラシュー（最優秀４歳以上牝馬、エリザベス女王杯-G1）、タイムフライヤー（ホープフルＳ-G1）など。

鹿毛　2001年生

Heart’s Cry

ノヴェリスト
黒鹿毛　2009年生

Novellist Monsun

Night Lagoon

愛国産、英・仏・独・伊９勝、英キングジョージⅥ世＆クイーンエリザベスＳ-G1、仏サンクルー大賞-G1、独バーデ
ン大賞-G1、伊ジョッキークラブ大賞-G1、独バーディシェンウンターネーメン大賞-G2、独ウニオンレネン-G2、独
メツレル春季賞-G3、独ダービー-G1２着。主な産駒にラストドラフト（京成杯-G3）、コスモカレンドゥラ（ホープフルＳ
-G1４着、アイビーＳ-OP２着）、ローゼンクリーガー（ダリア賞-OP２着）、ニシノベースマン（ダリア賞-OP３着）など。
父モンズーンは独１２勝、独年度代表馬、独リーディングサイアー４回、オイローパ賞-G1２回、アラルポカル-G1。
主な産駒にザムム（独リーディングサイアー、独ダービー-G1）など。

ドレフォン
鹿毛　2013年生

Drefong Gio Ponti

Eltimaas

米国産、米６勝、米エクリプス賞チャンピオンスプリンター牡馬、ブリーダーズＣスプリント-G1、キングズビショップＳ
-G1、フォアゴーＳ-G1。２０１８年に種牡馬となり、初年度産駒は今年当歳。父ジオポンティは米、ＵＡＥ１２勝。米古
牡馬チャンピオン、米芝牡馬チャンピオン２回、アーリントンミリオンＳ-G1、マンノウォーＳ-G1２回、シャドウェルター
ターフマイルＳ-G1２回、マンハッタンＨ-G1、フランクＥキルローマイルＳ-G1２回、ヴァージニアダービー-G2、ブリ
ーダーズＣクラシック-G1２着、ブリーダーズＣマイル-G1２着。主な産駒にドゥビニ（ペンシルヴァニアガヴァナーズ
Ｃ-L２着）、プランチャート（コリブＳ-L）など。



ホッコータルマエ
鹿毛　2009年生

Hokko Tarumae キングカメハメハ

マダムチェロキー

浦河産、１７勝、チャンピオンズＣ-G1、東京大賞典-G1２回、ＪＢＣクラシック-Jpn1、帝王賞-Jpn1２回、川崎記念
-Jpn1３回、かしわ記念-Jpn1、アンタレスＳ-G3、レパードＳ-G3、名古屋大賞典-Jpn3、佐賀記念-Jpn3。２０１７年
に種牡馬となり、初年度産駒は今年１歳。父キングカメハメハは最優秀３歳牡馬、２０１０年・２０１１年JRAリーディン

グサイアー、２０１０年・２０１１年JRA芝リーディングサイアー、２０１１年から７年連続JRAダートリーディングサイアー、２

０１３年地方リーディングサイアー。主な産駒にドゥラメンテ（最優秀３歳牡馬、日本ダービー-G1、皐月賞-G1）、ロ
ードカナロア（年度代表馬、最優秀短距離馬２回、安田記念-G1、スプリンターズＳ-G1２回、高松宮記念-G1、香
港スプリント-G1２回）など。

ベルシャザール キングカメハメハ

マルカキャンディ

千歳産、６勝、ジャパンＣダート-G1、武蔵野Ｓ-G3、ブラジルＣ-OP、ホープフルＳ-OP、日本ダービー-G1３着、フェ
ブラリーＳ-G1３着。主な産駒にグラビテーション（南関東・ハイセイコー記念３着、南関東・鎌倉記念３着）、キング
リスティア（新馬）など。父キングカメハメハは最優秀３歳牡馬、２０１０年・２０１１年JRAリーディングサイアー、２０１０

年・２０１１年JRA芝リーディングサイアー、２０１１年から７年連続JRAダートリーディングサイアー、２０１３年地方リーデ

ィングサイアー。主な産駒にドゥラメンテ（最優秀３歳牡馬、日本ダービー-G1、皐月賞-G1）、ロードカナロア（年度
代表馬、最優秀短距離馬２回、安田記念-G1、スプリンターズＳ-G1２回、高松宮記念-G1、香港スプリント-G1２回
など。

青鹿毛　2008年生

Belshazzar

ヘニーヒューズ
栗毛　2003年生

Henny Hughes ヘネシー

Meadow Flyer

米国産、米６勝、ヴォスバーグＳ-G1、キングズビショップＳ-G1、サラトガスペシャルＳ-G2、ジャージーショアＳ-G3、Ｂ
Ｃジュベナイル-G1２着、シャンペンＳ-G1２着、ホープフルＳ-G1２着。主な産駒にビホルダー（米２歳、３歳牝馬チャ
ンピオン、古馬牝馬チャンピオン２回、ブリーダーズＣディスタフなどG1１１勝、モーニン（フェブラリーＳ-G1、根岸Ｓ
-G3）、ケイアイレオーネ（兵庫ジュニアグランプリ-Jpn2、シリウスＳ-G3、ジャパンダートダービー-Jpn1３着）、ヘニ
ーハウンド（ファルコンＳ-G3）、ドンフォルティス（北海道２歳優駿-Jpn3）など。父ヘネシーは米４勝、ホープフルＳ
-G1。主な産駒にヨハネスブルグ（ＢＣジュヴェナイル-G1）、サンライズバッカス（フェブラリーＳ-G1）など。

ブラックタイド
黒鹿毛　2001年生

Black Tide サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

安平産、３勝、スプリングＳ-G2、若駒Ｓ-OP、きさらぎ賞-G3２着、中山金杯-G3３着。ディープインパクト（２０１２年～２
０１８年総合・２歳チャンピオンサイアー）の全兄。主な産駒にキタサンブラック（年度代表馬２回、最優秀４歳以上

牡馬２回、有馬記念-G1、ジャパンＣ-G1、天皇賞・秋-G1、天皇賞・春-G1２回、菊花賞-G1、大阪杯-G1、京都大
賞典-G2、セントライト記念-G2、スプリングＳ-G2）、タガノエスプレッソ（デイリー杯２歳Ｓ-G2）、テイエムイナズマ
（デイリー杯２歳Ｓ-G2）、マイネルフロスト（毎日杯-G3、コスモス賞-OP、日本ダービー-G1３着）、ライジングリーズ
ン（フェアリーＳ-G3、アネモネＳ-OP）、シャイニーガール（スイートピーＳ-OP、エルフィンＳ-OP）など。



ラブリーデイ
黒鹿毛　2010年生

Lovely Day キングカメハメハ

ポップコーンジャズ

安平産、９勝、最優秀４歳以上牡馬、天皇賞・秋-G1、宝塚記念-G1、京都大賞典-G2、京都記念-G2、鳴尾記念
-G3、中山金杯-G3、ジャパンＣ-G1３着。２０１７年に種牡馬となり、初年度産駒は今年１歳。父キングカメハメハは最
優秀３歳牡馬、２０１０年・２０１１年JRAリーディングサイアー、２０１０年・２０１１年JRA芝リーディングサイアー、２０１１年

から７年連続JRAダートリーディングサイアー、２０１３年地方リーディングサイアー。主な産駒にドゥラメンテ（最優秀

３歳牡馬、日本ダービー-G1、皐月賞-G1）、ロードカナロア（年度代表馬、最優秀短距離馬２回、安田記念-G1、ス
プリンターズＳ-G1２回、高松宮記念-G1、香港スプリント-G1２回）など。

モーリス スクリーンヒーロー

メジロフランシス

日高産、日・香１１勝、年度代表馬、最優秀短距離馬、安田記念-G1、同２着、天皇賞・秋-G1、マイルＣＳ-G1、香
港Ｃ-G1、香港チャンピオンズマイル-G1、香港マイル-G1、ダービー卿チャレンジＴ-G3。２０１７年に種牡馬となり、
初年度産駒は今年１歳。父スクリーンヒーローは最優秀４歳以上牡馬、ジャパンＣ-G1、アルゼンチン共和国杯
-G2、天皇賞・秋-G1２着。主な産駒にゴールドアクター（有馬記念-G1、オールカマー-G2、日経賞-G2、アルゼン
チン共和国杯-G2）、ジェネラーレウーノ（セントライト記念-G2、京成杯-G3）、トラスト（札幌２歳Ｓ-G3）、ミュゼエイ
リアン（毎日杯-G3、セントライト記念-G2２着）、グァンチャーレ（シンザン記念-G3）など。

鹿毛　2011年生

Maurice

マジェスティックウォリアー
鹿毛　2005年生

Majestic Warrior A.P. Indy

Dream Supreme

米国産、米２勝、米ホープフルＳ-G1。２００９年に米国で種牡馬となる。２０１６年から日本で供用され、日本初年度
産駒は今年２歳。主な産駒にベストウォーリア(マイルＣＳ南部杯-Jpn1２回２着１回、プロキオンＳ-G3２回、ユニコ
ーンＳ-G3、フェブラリーＳ-G1３着、ＪＢＣスプリント-Jpn1２着１回３着１回、かしわ記念-Jpn1２着１回、３着１回）、プリ
ンセスオブシルマー（ＣＣＡオークス-G1、ケンタッキーオークス-G1、ベルダムＳ-G1、アラバマＳ-G1）、レディサベリ
ア（バーバラフッチーＨ-G2）など。父エーピーインディは米８勝、米年度代表馬、ベルモントＳ-G1、ＢＣクラシック
-G1、サンタアニタダービー-G1、ハリウッドフューチュリティ-G1。主な産駒にラグストゥーリッチス（ベルモントＳ-G1）
など。

マクフィ
鹿毛　2007年生

Makfi Dubawi

Dhelaal

英国産、英・仏４勝、英２０００ギニー-G1、ジャックルマロワ賞-G1、ジェベル賞-G3。２０１１年にフランスで種牡馬とな
る。２０１７年より日本で供用され、日本での初年度産駒は今年１歳。主な産駒にメイクビリーヴ（仏２０００ギニー

-G1、フォレ賞-G1）、ソフィアローザ（ＡＴＣオークス-G1、ロイヤルＳ-G2、ローランドＳ-G3）、マーキーマーク（マナワ
ツサイアープロデュースＳ-G1、新エクリプスＳ-G3）、ボンヌヴァル（ＭＲＣアンダーウッドＳ-G1、ＡＴＣオークス-G1、
ニュージーランドオークス-G1）、ファブリケイト（独ウインターヒルＳ-G3２回）など。父ドバウィは愛国産、愛・英・仏５
勝、愛２０００ギニー-G1、ジャックルマロワ賞-G1、愛ナショナルＳ-G1。主な産駒にモンテロッソ（ドバイワールドＣ
-G1）など。



ロードカナロア
鹿毛　2008年生

Lord Kanaloa キングカメハメハ

レディブラッサム

三石産、日・香１３勝、年度代表馬、最優秀短距離馬２回、安田記念-G1、スプリンターズＳ-G1２回、高松宮記念
-G1・同３着、香港スプリント-G1２回。主な産駒にアーモンドアイ（年度代表馬、最優秀３歳牝馬、ジャパンＣ-G1、
オークス-G1、桜花賞-G1、秋華賞-G1）、サートゥルナーリア（ホープフルＳ-G1）、ステルヴィオ（マイルＣＳ-G1、ス
プリングＳ-G2、朝日杯フューチュリティＳ-G1２着、毎日王冠-G2２着、サウジアラビアロイヤルＣ-G3２着）、ファンタ
ジスト（京王杯２歳Ｓ-G2、小倉２歳Ｓ-G3）、ヴァルディゼール（シンザン記念-G3）、ケイデンスコール（新潟２歳Ｓ
-G3）、ダノンスマッシュ（シルクロードＳ-G3、京阪杯-G3）、アンヴァル（福島２歳Ｓ-OP）など。

ロージズインメイ Devil His Due

Tell a Secret

米国産、米・UAE８勝、ドバイワールドＣ-G1、ホイットニーＨ-G1、ケンタッキーＣクラシックＨ-G2、ＢＣクラシック-G1
２着、ドンＨ-G1２着。主な産駒にドリームバレンチノ（JBCスプリント-Jpn1、東京盃-Jpn2、シルクロードＳ-G3、函館
スプリントＳ-G3、兵庫ゴールドトロフィー-Jpn3、高松宮記念-G1２着、ＪＢＣスプリント-Jpn1２着）、コスモオオゾラ
（弥生賞-G2）、ローズジュレップ（NAR２歳最優秀牡馬、兵庫ジュニアＧ-Jpn2、南関東・クラウンＣ）、サミットスト
ーン（NAR年度代表馬、NAR最優秀４歳以上牡馬、浦和記念-Jpn2、東京大賞典-G1３着、川崎記念-Jpn1３
着）、ローズプリンスダム（レパードＳ-G3）、ウインムート（兵庫ゴールドＴ-Jpn3）、マイネルバイカ（白山大賞典
-Jpn3）など。

青鹿毛　2000年生

Roses in May

ルーラーシップ
鹿毛　2007年生

Rulership キングカメハメハ

エアグルーヴ

安平産、日・香８勝、香港QエリザベスⅡ世Ｃ-G1、アメリカＪＣＣ-G2、金鯱賞-G2、日経新春杯-G2、鳴尾記念
-G3、ジャパンＣ-G1３着、有馬記念-G1３着、天皇賞・秋-G1３着、宝塚記念-G1２着。主な産駒にキセキ（菊花賞
-G1、ジャパンＣ-G1２着、天皇賞・秋-G1３着、神戸新聞杯-G2２着）、ダンビュライト（アメリカＪＣＣ-G2、サウジアラ
ビアロイヤルＣ-G3２着、皐月賞-G1３着、弥生賞-G2３着、オールカマー-G2３着）、サンリヴァル（皐月賞-G1２着）、
リリーノーブル（オークス-G1２着、阪神ジュベナイルフィリーズ-G1２着、桜花賞-G1３着）、テトラドラクマ（クイーンＣ
-G3）など。

リオンディーズ
黒鹿毛　2013年生

Leontes キングカメハメハ

シーザリオ

安平産、２勝、最優秀２歳牡馬、朝日杯フューチュリティＳ-G1、弥生賞-G2２着、日本ダービー-G1５着、皐月賞-G1
５着。２０１７年に種牡馬となり、初年度産駒は今年１歳。父キングカメハメハは最優秀３歳牡馬、２０１０年・２０１１年

JRAリーディングサイアー、２０１０年・２０１１年JRA芝リーディングサイアー、２０１１年から７年連続JRAダートリーディ

ングサイアー、２０１３年地方リーディングサイアー。主な産駒にドゥラメンテ（最優秀３歳牡馬、日本ダービー-G1、
皐月賞-G1）、ロードカナロア（年度代表馬、最優秀短距離馬２回、安田記念-G1、スプリンターズＳ-G1２回、高松
宮記念-G1、香港スプリント-G1２回）など。



Pioneer of the Nile
黒鹿毛　2006年生

パイオニアオブザナイル エンパイアメーカー

Star of Goshen

米国産、米５勝、サンタアニタダービー-G1、キャッシュコールフューチュリティ-G1、サンフェリペＳ-G2、ロバートＢル
イスＳ-G2。主な産駒にアメリカンファラオ（ケンタッキーダービー-G1、ベルモントＳ-G1、プリークネスＳ-G1、ＢＣクラ
シック-G1、アーカンソーダービー-G1、ハスケル招待Ｓ-G1、デルマーフューチュリティ-G1、フロントダナーＳ-G1）、
クラシックエンパイア（ＢＣジュヴェナイル-G1、アーカンソーダービー-G1、ブリーダーズフューチュリティ-G1）、ミッ
ドナイトストーム（シューメイカーマイルＳ-G1、エディリードＳ-G2、サンパスカルＳ-G2、デルマーマイルＨ-G2、シー
ビスケットＨ-G2、デルマーダービー-G2、ネイティヴダイヴァーＳ-G3）、レヴァンテライオン（函館２歳Ｓ-G3）など。

Curlin
栗毛　2004年生

カーリン Smart Strike

Sherriff's Deputy

米国産、米・UAE１1勝、米年度代表馬２回、プリークネスＳ-G1、ＢＣクラシック-G1、ドバイワールドＣ-G1、ジョッキ
ークラブゴールドＣ-G1２回、米２歳チャンピオンサイアー。主な産駒にパレスマリス（ベルモントＳ-G1、メトロポリタン
Ｈ-G1）、イグザジェレイター（プリークネスＳ-G1、サンタアニタダービー-G1、ハスケル招待Ｓ-G1、サラドガスペシャ
ルＳ-G2）、グッドマジック（ＢＣジェヴェナイル-G1、ハスケル招待Ｓ-G1、ブルーグラスＳ-G2）、キーンアイス（トラヴァ
ーズＳ-G1、サバーバンＳ-G2）、カラライナ（エイコーンＳ-G1、ＣＣＡオークス-G1、ラトワンヌＳ-G1、シュヴィーＨ
-G3）、オフザトラックス（マザーグースＳ-G1、スカイラヴィルＳ-G3）など。
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	P0029_30ハワイアンリズ
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