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モンズーン Monsun は独国産，独12勝，オイロパ賞-G1。独チャンピ
オンサイアー。独ＢＭＳチャンピオン。【ＢＭＳ：主な産駒】パストリウス（独
ダービー -G1），ラッキー スピード（独ダービー -G1），カラー ヴィジョン（ゴ
ールドＣ-G1），*ナイトマジック（独オークス -G1），ソルティレージュ（リディ
ア テシオ賞-G1），トレ ブルー（ドーヴィル大賞典-G2）

*ウミラージ Umirage（05 Monsun）は英国産，独１勝，フェールホフ
ァー牝馬賞-G3３着，Mulheimer Ladies' Cup-L３着，仏入着，ポモーヌ
賞-G2４着。産駒
ヴォルケンクラッツ（11 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ）1勝，○現

ウンガリン Ungarin（99 Goofalik）は独２勝。産駒
ウスティラゴ Ustilago（馬扇 Lando）仏２勝，Prix Matchem-L３着，伊１

勝，ベルギー１勝
ウクレイナー Ukrainer（牡 Kallisto）仏１勝

ウスティナ Ustina（83 Star Appeal）は独２勝，Preis der Landesha-
uptstadt Munchen-L，Preis von Koln-L２着。産駒
ウンガロ Ungaro：独伊９勝，ドイツ賞-G1（２回），ＥＬＥポカル エルド

ガス賞-G1，ミラノ大賞典-G1，同２着，独セントレジャー -G2，フ
リューヤールス ドライヤーリゲン賞-G3，Excelsior Hotel Ernst-
Criterium-L，伊ダービー -G1２着，ゲルゼンキルヒナー ポカル -G1
２着，ゲルリンク賞-G2２着，同３着，Grosser Preis Gersenkirche-
ner Pokal-L２着，ジョッキー クラブ大賞典-G1３着，オイロパ賞
-G1４着。種牡馬

ウスティモナ Ustimona：独１勝，独オークス -G2３着，伊入着，リディア 
テシオ賞-G2２着。産駒
ウスベケ Usbeke：独仏 13勝，Prix du Ranelagh-L，Prix Tantie-

me-L３着，オイロパ マイレ -G2４着，パース賞-G3４着
ウニヴェルスス Universus：独１勝，フュルシュテンベルク レンネン

-G3２着，Grosser Preis der Stadtsparkasse Dortmund-L３着
アッパー クラス Upper Class：独・スイス９勝，WGZ Bank-Preis Mun-

ster-L２着，伊入着，Premio Duca d'Aosta-L２着
ウンヴェッター Unwetter（70 Waldcanter）は独２勝，Nereide-Ren-

nen-L２着，Preis der Winterkonigin-L２着，独ダービー -G1４着
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全40口関東入厩

奥行きのあるドイツ血脈で飾られた母のブラックタイプに、さらに
太文字が刻まれそうな予感がする良駒です。可動域の広い肩と深み
のある胸、ボリュームのある臀部、弾力性に富む馬体はキリッと引
き締まり、バランスが卓越した短背長腹の理想形です。その動きは
俊敏で鋭さが際立ち、スピードが増すにつれて深く沈み込むフォー
ムは躍動感に包まれ、並外れた瞬発力を武器にターフの頂点を狙っ
ていける器でしょう。群れの中でも稀有な存在感を放つ闘争心旺盛
な気性なうえ、緊張感漂う場面ではグッと自制の利く賢さもあり、
心身ともに一流馬たる資質を十分に備えています。

1口175万円  （総額7,000万円）

提供：白老ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム堀宣行厩舎 予定
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マルシャン ド サブル Marchand de Sable は米国産，仏３勝，クリテ
リウム ド サンクルー -G1，ノアイユ賞-G2２着。主な産駒：マルシャン ドール

（ジュライＣ-G1，モーリス ド ギース賞-G1・３回）。【ＢＭＳ：主な産駒】シス
ル バード（プリンセス エリザベスＳ-G3，ナッソーＳ-G1２着），ベストディー
ル（京成杯-G3），デュポンタル（コンセイユ ド パリ賞-G2２着）

*コマーサント Commercante（00 Marchand de Sable）は仏国産，仏
２勝，プシケ賞-G3（芝2000ｍ），フロール賞-G3２着，ペネロープ賞-G3
３着，北米２勝，Ｅ.Ｐ.テイラーＳ-G1（芝10Ｆ），フラワー ボウル招待
Ｓ-G1２着 。産駒
アイアムノココロ（07 牝 青鹿 フジキセキ）１勝，南関東○交１勝
ベストディール（09 牡 鹿 ディープインパクト）３勝，京成杯-G3（芝

2000ｍ），百日草特別（芝1800ｍ），札幌２歳Ｓ-G3４着，○現
ディセプション Deception（93 Tropular）は仏入着。産駒

デフレイション Deflation（馬扇 Marchand de Sable）仏４勝，Grand Prix 
Inter-Regional des 3 Ans-L２着，仏障１勝

トゥフィナ Tfinha（牝 Solid Illusion）仏１勝
ブラッシング オーク Blushing Oak（87 *クリスタルグリッターズ）

は仏入着。産駒
キャシェル パレス Cashel Palace：愛１勝，北米２勝

オーク ワンド Oak Wand（69 Never Bend）は北米３勝。産駒
ネヴァー サイ Never Cye：北米７勝，Chesapeake H，General Charles 

B. Lyman H２着，Native Dancer H-L３着，Bensalem H３着。種
牡馬

ファーサラ Pharsala：仏２勝。産駒
ハーバー マスター Harbour Master：愛１勝，フィーニクスＳ-G1

３着，英１勝，コヴェントリーＳ-G3
ジェンラ Genra：北米１勝。産駒

キャロライナ ブルーズ Carolina Blues：北米10勝，Pennsylvania 
Futurity，Horatius S２着，Fred Brodbeck Memorial S２着

ゲイ フェアリー Gay Fairy（54 Fairy Manhurst）は北米２戦。産駒
ゲイ セレナーデ Gay Serenade：北米８勝，パジャントＨ，ギャロレット

Ｓ。ガルズ クライ Gulls Cry（ヴァインランドＨ-G2）の母
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全40口関東入厩

５月生まれでもあり現状はやや小さめのつくりではありますが、父
の産駒らしく馬体を構成する各パーツがバランス良くまとまってい
る点に好感が持てます。動きはやはりというべきか、手足のさば
きはブレがなくスムーズで、キビキビとリズミカルな歩きをしてい
ます。放牧地でのキャンターにも極上な瞬発力の片鱗が見てとれ、
ディープインパクト産駒の上級馬たちと同様の資質を感じます。馬
体や表情には幼さが残るものの、まだ成長が見込めるぶん楽しみの
方が多く、澄んだ瞳から想像できる通りのとても賢い性格です。様々
な経験を糧に、大きくはばたいてくれると期待しています。
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1口175万円  （総額7,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム加藤征弘厩舎 予定

コマーサントの132

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

スティンガー（96 *サンデーサイレンス）は最優秀２歳牝馬，７勝，
阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1（芝 1600ｍ），京王杯スプリングＣ-G2（芝 1400
ｍ），京王杯スプリングＣ-JPN2（芝1400ｍ），４歳牝馬特別（東）-JPN2（芝
2000ｍ），京都牝馬特別-JPN3（芝1600ｍ），赤松賞（芝1600ｍ），高松宮
記念-JPN1３着，阪神牝馬Ｓ-JPN2３着，東京新聞杯-JPN3３着，天皇
賞（秋）-JPN1４着，安田記念-JPN1４着，オークス -JPN1４着，毎日王冠
-JPN2４着，関屋記念-JPN3５着。産駒
フレンチアイドル（03 牝 栗 *フレンチデピュティ）５戦。産駒

シルヴィルージュ（牝 アドマイヤコジーン）１勝
*スコルピオンキッス（04 牝 栗 *フレンチデピュティ）兵庫（公）５勝，中央

１勝。産駒
モンラッシェ（牡 タニノギムレット）１勝，○現

*タイガーファング（05 牡 黒鹿 Kingmambo）兵庫（公）８勝，中央２勝，南
関東（公）１勝

ブランジェリーナ（07 牝 鹿 Smarty Jones）入着，岩手（公）２勝
サトノギャラント（09 牡 黒鹿 *シンボリクリスエス）６勝，キャピタル

Ｓ-OP（芝 1600ｍ），多摩川Ｓ（芝 1600ｍ），ノベンバーＳ（芝 1800
ｍ），六社特別（芝1600ｍ），ベゴニア賞（芝1600ｍ），アイルランド
Ｔ-OP２着，谷川岳Ｓ-OP２着，巴賞-OP２着，芙蓉Ｓ-OP２着，六甲
Ｓ-OP３着，スプリングＳ-G2４着，函館記念-G3４着，東京新聞杯
-G3５着，○現

レッドマニッシュ（10 牝 黒鹿 *シンボリクリスエス）１勝，○現
キングズオブザサン（11 牡 芦 *チチカステナンゴ）２勝，葉牡丹賞（芝

2000ｍ），京成杯-G3２着，ＮＨＫマイルＣ-G1３着，弥生賞-G2５
着，○現

*レガシーオブストレングス Legacy of Strength（82 Affirmed）は米
国産，北米１勝。サイレントハピネス（４歳牝馬特別・東-JPN2）の母
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全40口関東入厩

眼光鋭く引き締まった表情で、動きも溌剌としていますが、スタッフ
の手を煩わせることはありません。放牧地では一歩引いたところから
周囲を見ており、何事にも動じず肝が据わっています。そしてこの時
期の兄姉と比べても落ち着いた性格と言えるでしょう。現状はやや幼
く見える馬体ですが、成長力に定評がある血統の通り、じわじわと筋
肉が充実してきている真っ最中で、やがては父の産駒らしくメリハリ
が出て、中型以上での出来あがりになると想像できます。様々なタイ
プの産駒を輩出する父ですが、重心のやや低い体型や母系の成績か
らも、芝のマイル戦で最高の輝きを放つと期待しています。

1口175万円  （総額7,000万円）

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

メディアウォーズ（98 *サンデーサイレンス）は１勝。産駒
メイビリーヴ（05 牝 栗 サクラバクシンオー）５勝，みちのくＳ（芝1200

ｍ），初風特別（芝1200ｍ），潮騒特別（芝1200ｍ），朱鷺Ｓ-OP２着，
ラピスラズリＳ-OP３着

レインボーハート（07 牝 栗 エアジハード）１勝
ニューディケイド（08 牡 栗 *フレンチデピュティ）高知（公）７勝，広島（公）

１勝
カネトシデンファレ（09 牝 鹿 キングカメハメハ）岩手（公）８勝，○現
アサクサスターズ（11 牡 栗 キングカメハメハ）１勝，○現

メインキャスター（86 *ノーザンテースト）は８勝，阪神牝馬特別
-JPN3，オーストラリアＴ-OP，カシオペアＳ-OP，比叡Ｓ，有松特別，天
草Ｓ，小倉大賞典-JPN3２着，函館記念-JPN3２着，道新杯-OP２着，
中京記念-JPN3３着，牝馬東京タイムズ杯-JPN3３着，京都牝馬特別
-JPN3４着，函館３歳Ｓ-JPN3４着。産駒
シーズアチャンス（牝 *サンデーサイレンス）３勝，スイートピーＳ-OP，

寒桜賞，紅梅賞-OP３着，フラワーＣ-JPN3５着
メガヒット（牡 *トニービン）１勝，ジュニアＣ-OP２着

ニチドウクイン（73 *マリーノ）は１戦。産駒
ゴーサイン：４勝，桂川Ｓ，鳴尾記念-JPN2２着，阪神大賞典-JPN2２着
ダイナヒミコ：３勝，大津特別。産駒

ナルシスゼットオー：北関東（公）12勝，とちぎ大賞典
シャダイグローブ：８勝，比叡Ｓ，ムーンライトＨ，三河特別，日向特別，

知床特別。産駒
メイプルダンス：不出走。メイプルロード（小倉２歳Ｓ-JPN3）の母

ダイナシンデレラ：３勝，耶馬渓特別。産駒
マヤノカンパネラ：不出走。ウインジェネラーレ（日経賞-JPN2），

マイネルジャパン（函館３歳Ｓ-JPN3）の母
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全40口関東入厩

毛ヅヤが映えるピカピカの馬体は皮膚も薄く、健康であることがう
かがえます。夜間放牧を休んだこともなく、健康優良児を地で行く
本馬は、体質だけでなく緩さのない脚元にも完成度の高さを感じま
す。脚長で腹袋はしっかりしていますが頭部はコンパクトで軽く、
大柄でも無駄がなくまとまった馬体です。その馬体やしっかりとし
た歩様からはスピード能力の高さを感じさせ、父の産駒の中でも瞬
発力に長けたタイプと想像できます。兄たちのような気難しさもな
いため、距離の融通も利くでしょう。今後、素軽さが前面に出てく
れば芝、パワーが勝ればダート……幅広い可能性を秘めた配合です。
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1口90万円  （総額3,600万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム久保田貴士厩舎 予定

メディアウォーズの134
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*サンデーサイレンス Sunday Silence は米国産，米年度代表馬，北
米９勝，ケンタッキー ダービー -G1。本邦チャンピオンサイアー。本邦ＢＭ
Ｓチャンピオン。【ＢＭＳ：主な産駒】アドマイヤムーン（ドバイ デューティ 
フリー -G1），ローズキングダム（ジャパンＣ-G1），スクリーンヒーロー（ジャ
パンＣ-G1），ロゴタイプ（皐月賞-G1），レジネッタ（桜花賞-JPN1）

ミスティックリバー（03 *サンデーサイレンス）は３勝。産駒
リオサリナス（11 牡 芦 *チチカステナンゴ）入着，○現
キングズアフェアー（12 牡 黒鹿 キングカメハメハ）未出走

*ホワイトウォーターアフェア Whitewater Affair（93 Machiavelli-
an）は英国産，英３勝，ジョン ポーターＳ-G3，Lupe S-L，ヨークシャー 
オークス -G1２着，ヨークシャーＣ-G2３着，ハードウィックＳ-G2３着，
ナッソーＳ-G2４着，仏１勝，ポモーヌ賞-G2，ロワイヤリュー賞-G2２
着，愛入着，愛セントレジャー -G1３着。産駒
ヴィクトワールピサ（牡 ネオユニヴァース）最優秀３歳牡馬，最優秀古

牡馬，７勝，皐月賞-G1，有馬記念-G1，中山記念-G2，弥生賞-G2，ラ
ジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-JPN3，京都２歳Ｓ-OP，ジャパンＣ-G1
３着，ダービー -G1３着，UAE１勝，ドバイ ワールドＣ-G1，仏入
着，ニエル賞-G2４着。種牡馬

*アサクサデンエン（牡 Singspiel）８勝，安田記念-G1，同２着，京王杯ス
プリングＣ-G2，クリスマスＣ，テレビ山梨杯，八ヶ岳特別，錦秋特
別，マイラーズＣ-G2３着，天皇賞（秋）-JPN1４着，阪神Ｃ-JPN2４
着，東京新聞杯-JPN3４着，ユニコーンＳ-JPN3４着。種牡馬

スウィフトカレント（牡 *サンデーサイレンス）６勝，小倉記念-JPN3，
夕月特別，弥彦特別，白鷺特別，天皇賞（秋）-JPN1２着，金鯱賞-G2
２着，日経新春杯-JPN2２着，オールカマー -JPN2４着，青葉賞
-JPN2４着，岩手○交入着，南部杯-JPN1５着。種牡馬

トーセンモナーク（牡 アグネスタキオン）南関東（公）２勝，中央４勝，阪神
スプリングプレミアム，ブリリアントＳ-OP３着。種牡馬

マッチ トゥー リスキー Much Too Risky（82 Bustino）は英２勝。リ
トル ロック Little Rock（プリンセス オブ ウェールズＳ-G2），ショート 
スカート Short Skirt（ムシドラＳ-G3）の母，ローブティサージュ（最優
秀２歳牝馬，阪神ジュベナイルフィリーズ -G1）の曽祖母

キングカメハメハ
鹿　2001

キングマンボ
Kingmambo
鹿　1990

ミスティックリバー
黒鹿　2003

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*マンファス
Manfath
黒鹿　1991

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

Mr. Prospector 
Raise a Native 

Gold Digger 

Nureyev 

Pasadoble 

*トライマイベスト

Mill Princess 

Blakeney 

The Dancer 

Halo 

*ラストタイクーン

Machiavellian 

Miesque 

Wishing Well 

Pilot Bird 

Much Too Risky 

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Mr. Prospector 

Coup de Folie 

Bustino 

Short Rations (8)

全40口関東入厩

流れるように綺麗なトップラインは品のよさを感じさせます。腰高
が目立ち成長途上であることは否めませんが、幅の広い首差しや大
きな肩のつくり、しなりのある長めの膝下と弾力性のある柔らかな
繋など、すでに数多くのパーツが魅力あふれるデキ映えで、放牧を
重ねて成長した時の伸びのある素晴らしい馬体が目に浮かびます。
放牧地では脚さばきが非常に軽やかで優雅に走る姿が印象的です。
性格は従順で大人しく、人間との信頼関係を上手に築いています。
中距離以上の芝のレースに大きな活躍の場がありそうですが、焦ら
ずじっくりと育て、万全の状態を見極めたうえで送り出します。

1口70万円  （総額2,800万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム斎藤誠厩舎 予定
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ミスティックリバーの135

メス
鹿毛

2013.4.30 生



｜
｜
｜
｜

｜

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

アルティマトゥーレ（04 フジキセキ）は７勝，セントウルＳ-G2（芝
1200ｍ），シルクロードＳ-G3（芝1200ｍ），テレビユー福島賞（芝1200
ｍ），鈴鹿特別（芝1200ｍ），豊橋特別（芝1200ｍ），ガーベラ賞（芝1400
ｍ），アイビスサマーダッシュ -G3３着，スプリンターズＳ-G1５着，高松
宮記念-G1５着。産駒
アルティマプリンス（11 牡 黒鹿 キングカメハメハ）未出走
アルティマブラッド（12 牝 青鹿 *シンボリクリスエス）未出走

エアトゥーレ（97 *トニービン）は６勝，阪神牝馬Ｓ-JPN2，４歳牝馬
特別（西）-JPN2３着，京都牝馬Ｓ-JPN3３着，同４着，キャピタルＳ-OP
３着，阪急杯-JPN3４着，仏・シンガポール入着，モーリス ド ギース賞
-G1２着，クリスフライヤー スプリント-G3３着。産駒
キャプテントゥーレ（牡 アグネスタキオン）５勝，皐月賞-JPN1，デイリ

ー杯２歳Ｓ-JPN2，朝日チャレンジＣ-G3（２回），中山記念-G2２
着，金鯱賞-G2２着，朝日杯フューチュリティＳ-JPN1３着，マイラ
ーズＣ-G2３着，野路菊Ｓ-OP３着，マイルチャンピオンシップ -G1
４着，弥生賞-JPN2４着，関屋記念-G3４着。種牡馬

クランモンタナ（牡 ディープインパクト）４勝，信濃川特別，猪名川特
別，すみれＳ-OP２着，○現

サトノオー（牡 ディープインパクト）２勝，○現
リジェネレーション（牡 アグネスタキオン）１勝

*スキーパラダイス Ski Paradise（90 Lyphard）は米国産，仏５勝，
ムーラン ド ロンシャン賞-G1，同２着，アスタルテ賞-G2，サンドリンガ
ム賞-G3，仏1000ギニー -G1２着，ジャック ル マロワ賞-G1２着，中央
１勝，京王杯スプリングＣ-JPN2，北米入着，ＢＣマイル -G1２着。産駒
アスピリンスノー：２勝，フローラＳ-JPN2３着，岩手○交１勝
アグネスショコラ：２勝。ゴールデンチケット（兵庫チャンピオンシップ

-JPN2，ジャパンＣダート-G1３着）の母

キングカメハメハ
鹿　2001

キングマンボ
Kingmambo
鹿　1990

アルティマトゥーレ
鹿　2004

フジキセキ
青鹿　1992

*マンファス
Manfath
黒鹿　1991

エアトゥーレ
芦　1997

Mr. Prospector 
Raise a Native 

Gold Digger 

Nureyev 

Pasadoble 

*トライマイベスト

Mill Princess 

Blakeney 

The Dancer 

*サンデーサイレンス

*ラストタイクーン

*トニービン

Miesque 

*ミルレーサー

Pilot Bird 

*スキーパラダイス

Halo 

Wishing Well 

Le Fabuleux 

Marston's Mill 

*カンパラ

Severn Bridge 

Lyphard 

Ski Goggle (3)

全40口関東入厩

やや短めの首差しと厚みのある肩のつくり、そして何といっても母
譲りのボリューム満点の腰回りはスプリンターとしての天賦の才を
感じさせます。また、緩みのある膝とクッションの良い繋の角度、程
よいしなりのあるしっかりとした飛節のつくりなど、持てるパワーを
無駄なく速さに置き換えるためのパーツも申し分ない出来あがりで
す。温厚でまったく手のかからない優等生で、放牧地でも一頭だけ
マイペースで草を食んでいるようなのんびりした性格ですが、弾む
ようなフットワークで一瞬のうちに馬群に取りつく速さには驚かされ
ます。母の叶わなかった桜の舞台へ堂々と送り出したい逸材です。
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1口80万円  （総額3,200万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム奥平雅士厩舎 予定

アルティマトゥーレの136

メス
鹿毛

2013.5.5 生



｜
｜

｜
｜

｜

｜

｜
｜

ビッグ シャッフル Big Shuffle は米国産，愛英４勝，コーク＆オラリ
ーＳ-G3，グリーンランズＳ-G3。独チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産
駒】ロサギガンティア（スプリングＳ-G2），グランカン（ノアイユ賞-G2），オリ
エンタル タイガー（ゲルリンク賞-G2），ボッカシニ（ロベール パパン賞-G2），
ヴァル モンド（独セントレジャー -G3）

*ターフローズ Turfrose（04 Big Shuffle）は独国産，伊５勝，リデ
ィア テシオ賞-G1（芝 2000ｍ），Premio Archidamia-L（芝 2000ｍ），伊
1000ギニー -G3３着，マリオ インチーザ賞-G3３着，伊オークス -G2４
着，仏入着，ミュゲ賞-G2２着，ポモーヌ賞-G2２着，Prix de Lieurey-L
２着，イスパーン賞-G1４着。産駒
ロサギガンティア（11 牡 青 フジキセキ）３勝，スプリングＳ-G2（芝

1800ｍ），ＮＨＫマイルＣ-G1４着，○現
テュルフクヴェル Turfquelle（93 *シャーディー）は独入着。産駒

テュルフブルーメ Turfblume（牝 Lando）独１勝。産駒
テュルフメイド Turffmaid（牝 Call Me Big）独１勝，シュヴァルツ

ゴルト レンネン -G3４着
テュルフォエ Turfaue（牝 Big Shuffle）不出走。産駒

テュルフフラーメ Turfflamme（牝 Lomitas）独２勝，Wettenleip-
Junioren-Preis-L３着

セクラ Thekla（80 Prince Ippi）は独１勝。産駒
ターフケーニッヒ Turfkonig：独古牡馬チャンピオン，独11勝，バイエ

リシェス ツフトレンネン -G1，同-G2，独2000ギニー -G2，ウニオー
ン レンネン-G2，ヴィルトシャフト大賞典-G2，ハンザ賞-G2。種牡馬

トライフォーサ Tryphosa：独３勝，独1000ギニー -G2。テルテュルス 
Tertullus（ストックホルム大賞典-G3・２回）の母

ティベリウス カエサル Tiberius Caesar：独４勝，フライエン ハンゼシ
ュタット ブレーメン大賞典-G3，同２着，スウェーデン１勝

テッシ Thesi：独２勝。タッチ オブ ランド Touch of Land（ドラール賞
-G2・２回，メルセデス ベンツ大賞典-G2），タッチ オブ ホーク To-
uch of Hawk（ストックホルムＣ国際-G3）の祖母

トップライン Topline：独２勝。タッチ マイ ソウル Touch My Soul（ハ
ンブルク牝馬賞-G3）の母

ダイワメジャー
栗　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*ターフローズ
Turfrose
黒鹿　2004

ビッグシャッフル
Big Shuffle
鹿　1984

スカーレットブーケ
栗　1988

テュルフクヴェル
Turfquelle
鹿　1993

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Lady Victoria 

Crimson Satan 

Consentida 

Super Concorde 

*ノーザンテースト

*シャーディー

Wishing Well 

Raise Your Skirts 

*スカーレットインク

Thekla 

Bold Reasoning 

Prime Abord 

Elevation 

Strings Attached 

Danzig 

Unfurled 

Prince Ippi 

Tania (8)

全40口関東入厩

豊富で上質の筋肉と頑丈な骨格を父から、胴や手足に伸びがあるラ
インを母からそれぞれ譲り受けた雄大な馬体は圧倒的で、本馬の動
きはもちろん、立ち姿からも力強さが滲み出ています。パワー面だ
けでなく四肢の素早い回転と、可動域の広さが要因となっているス
ピード感も目立つポイントです。そして、馬体を持て余さずに動け
る高い運動能力の持ち主でもあり、毎日夜間放牧を行える体力も備
えています。気が強く周囲を威圧するように闊歩する姿を見ている
と、世代のトップになる下地は十分に備えているようですので、ビ
シビシと鍛え上げてその素質開花を促していきたいと考えています。

7

1口150万円  （総額6,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム藤沢和雄厩舎 予定
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ターフローズの137

牡
栗毛

2013.3.2 生
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*トニービン Tony Bin は愛国産，全欧古牡馬チャンピオン，伊仏15
勝，凱旋門賞-G1。本邦チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】アドマイ
ヤベガ（ダービー -JPN1），ハーツクライ（ドバイ シーマ クラシック-G1），ル
ーラーシップ（香港クイーン エリザベス二世Ｃ-G1），トランセンド（ジャパ
ンＣダート-G1・２回），カレンチャン（スプリンターズＳ-G1）

ハッピーリクエスト（97 *トニービン）は６勝，ターコイズＳ-OP（芝
1800ｍ），北野特別（芝 1800ｍ），野分特別（芝 2000ｍ），対馬特別（芝
1800ｍ），マーメイドＳ-JPN3５着。産駒
ミリオンディスク（04 牡 栗 *アフリート）兵庫（公）２勝，中央・北海道○交

７勝，カペラＳ-G3（Ｄ1200ｍ），北海道スプリントＣ-JPN3（Ｄ1200
ｍ），同３着，栗東Ｓ-OP（Ｄ1200ｍ），大和Ｓ（Ｄ1200ｍ），御池特別

（Ｄ1400ｍ），すばるＳ-OP２着，霜月Ｓ-OP２着，高知・南関東・東
海・岩手○交入着，かきつばた記念-JPN3２着，同３着，クラスター
Ｃ-JPN3２着，ＪＢＣスプリント-JPN1３着，東京盃-JPN2３着，東
京スプリント-JPN3３着，黒船賞-JPN3３着。種牡馬

ハッピープレゼント（05 牝 栗 アグネスタキオン）２勝，豊中特別（芝
1200ｍ）

リクエストソング（06 牡 鹿 *シンボリクリスエス）４勝，尼崎Ｓ（芝1600
ｍ），五頭連峰特別（芝1800ｍ），福寿草特別（芝2000ｍ），きさらぎ
賞-G3２着，カシオペアＳ-OP２着，小倉記念-G3３着，京都新聞杯
-G2５着

マカリオス（07 牡 黒鹿 ネオユニヴァース）２勝
ハイライトリール（08 牝 栗 アグネスタキオン）１勝
ミリオンセラー（09 牝 青鹿 フジキセキ）南関東（公）２勝
アムールポエジー（10 牝 栗 ネオユニヴァース）２勝，南関東○交１勝，関

東オークス -JPN2（Ｄ2100ｍ），クイーン賞-JPN3４着，エンプレス
杯-JPN2５着，レディスプレリュード -JPN2５着，○現

リクエストアワー（11 牝 栗 ネオユニヴァース）入着，○現
サトノゼウス（12 牡 黒鹿 ゼンノロブロイ）未出走

*エイプリルソネット April Sonnett（81 Dike）は米国産，北米11勝，
My Dear Girl S，Lisa S，Bristol H-L ２ 着，Florida Oaks-L ２ 着，Sus-
an's Girl S２着。クイーンソネット（新潟記念-JPN3２着）の母

ダイワメジャー
栗　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

ハッピーリクエスト
栗　1997

*トニービン
Tony Bin
鹿　1983

スカーレットブーケ
栗　1988

*エイプリルソネット
April Sonnett
黒鹿　1981

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Lady Victoria 

Crimson Satan 

Consentida 

*カンパラ

*ノーザンテースト

Dike 

Wishing Well 

Severn Bridge 

*スカーレットインク

Pass Me 

Kalamoun 

State Pension 

Hornbeam 

Priddy Fair 

Herbager 

Delta 

Pass 

Schooner (12)

全40口関東入厩

骨量、筋肉量ともに豊富で、牝馬離れした威圧感のある馬体であり
ながらも、重さや硬さは感じられません。本馬は両親の長所をうまく
引き継ぐことができた印象です。フットワークは柔軟性に富み、後肢
の引きつけと前肢の踏み出しともに正確で、脚元の負担は最小限に
抑えることができています。その上飛節の角度が深く、臀部の容積
も大きいため、後肢のキック力を活かしてどこまでも伸びていくよう
な走りを可能としています。持ち味は芝レースでこそ発揮されそうで、
両親譲りのセンスのよさから好位で折り合って終いは着実に伸びて
くる、そんな取り口で勝ち星を積み上げていく姿が想像できます。
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1口60万円  （総額2,400万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム鹿戸雄一厩舎 予定

ハッピーリクエストの138

メス
栃栗毛

2013.3.1 生
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*ホワイトマズル White Muzzle は英国産，伊３歳チャンピオン，英
伊仏６勝，伊ダービー -G1。【ＢＭＳ：主な産駒】スマートレイアー（阪神牝馬
Ｓ-G2），アスカリーブル（関東オークス -JPN2），トーセンベニザクラ（フェア
リーＳ-G3），ディラクエ（北海道２歳優駿-JPN3），ダローネガ（小倉日経オ
ープン -OP），エミーズスマイル（アネモネＳ-OP）

ゴールデンプライズ（05 *ホワイトマズル）は北海道（公）２勝，中央２
勝。本馬が初仔

*タッチフォーゴールド Touch for Gold（97 Mr. Prospector）は米国
産，英１勝。産駒
タッチミーノット（牡 ダンスインザダーク）兵庫（公）４勝，中央５勝，中山

金杯-G3，アメジストＳ，南武特別，北洋特別，七夕賞-G3２着，新潟
記念-G3２着，同４着，メトロポリタンＳ-OP２着，毎日王冠-G2３
着，中山記念-G2４着，日経賞-G2４着，目黒記念-G2５着

タッチザピーク（牝 スペシャルウィーク）３勝，紅梅Ｓ-OP，潮騒特別。
産駒
ピークトラム（牡 *チチカステナンゴ）２勝，デイリー杯２歳Ｓ-G2

３着，新潟２歳Ｓ-G3３着，きさらぎ賞-G3４着，○現
タッチザターゲット（牡 *クロフネ）２勝，ユニコーンＳ-G3５着，○現

ブリオーサ（牝 スペシャルウィーク）１勝
レッドブレイゾン（牡 アグネスタキオン）１勝
レッドオーラム（牝 ダイワメジャー）１勝，○現

ダイジン Daijin（92 Deputy Minister）は 北 米４勝，シリーンＳ 
-CAN1，スター シュートＳ-CAN2，テストＳ-G1３着，ダッチェスＳ 
-CAN3４着。産駒
セレネイディング Serenading：加古牝馬チャンピオン，北米６勝，フォ

ールズ シティＨ-G2，Maple Leaf S-L，Belle Mahone S-L，ダブル
ドッグデアＳ-G3２着

ハンドペインティド Handpainted：北米５勝，Ontario Debutante S-L，
My Dear S-L，Goddess S-L，Pan Zareta H，シリーンＳ-G1２着

スピード サクシーズ Speed Succeeds：不出走。産駒
ブリリアント スピード Brilliant Speed：北米３勝，ブルー グラスＳ 

-G1，サラナクＳ-G3，ジャマイカＨ-G1２着。種牡馬

ダイワメジャー
栗　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

ゴールデンプライズ
黒鹿　2005

*ホワイトマズル
White Muzzle
鹿　1990

スカーレットブーケ
栗　1988

*タッチフォーゴールド
Touch for Gold
黒鹿　1997

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Lady Victoria 

Crimson Satan 

Consentida 

*ダンシングブレーヴ

*ノーザンテースト

Mr. Prospector 

Wishing Well 

Fair of the Furze 

*スカーレットインク

Daijin 

Lyphard 

Navajo Princess 

Ela-Mana-Mou 

Autocratic 

Raise a Native 

Gold Digger 

Deputy Minister 

Passing Mood (2)

全40口関東入厩

細身に出やすい牝系に父を迎えたことで、配合の狙い通りの馬格に
出てくれました。筋骨が逞しく、牝馬離れした線の太いボディライン
に好感が持てます。各関節のつくりも頑強で、腿から飛節にかけて
のラインにも無駄がありません。父から譲り受けた首の強さがあり、
緩めの馬場であっても難なく加速できる性能の高さを感じさせます。
大跳びでハイスピードが持続できるタイプと見ており、好スタートか
ら自ら主導権を握る戦法を得意としそうです。キャリアとともに成長
が見込める血統で、長く現役を続けることも期待できます。芝・ダー
ト、晴・雨の条件問わずつねに安定して力を出せそうな好素材です。

1口40万円  （総額1,600万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム田中清隆厩舎 予定
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ゴールデンプライズの139

メス
黒鹿毛

2013.3.2 生



｜
｜

｜

｜

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

モスフロックス（99 *サンデーサイレンス）は５戦，入着。産駒
ドリームガードナー（05 牡 栗 *トワイニング）２勝，ベゴニア賞（芝1600

ｍ），シンザン記念-JPN3L２着，ディセンバーＳ-OP２着，鳴尾記
念-G3３着

ラインオブナイト（06 牡 鹿 *バトルライン）３勝
タチアライ（07 牡 栗 *フレンチデピュティ）北海道（公）１勝
プラントハンター（10 牡 黒鹿 *クロフネ）３勝，○現
レッツサッチャー（11 牝 栗 *フレンチデピュティ）１勝，○現
ワンボーイ（12 牡 栗 *フレンチデピュティ）未出走

センボンザクラ（92 サクラユタカオー）は４勝，若水賞，蔵王特別，ロ
ーズマリー賞。産駒
クィーンスプマンテ（牝 ジャングルポケット）６勝，エリザベス女王杯

-G1，みなみ北海道Ｓ-OP，鳥屋野特別，八甲田山特別
ナリタカービン（牡 *ホワイトマズル）３勝，兵庫○交入着，兵庫ジュニア

グランプリ-JPN2３着
ダイナフランダース（79 *ノーザンテースト）は６勝，ブラッドストー

ンＳ，ルビーＳ，みなみ北海道Ｓ，伏拝特別，オールカマー４着，ダイヤ
モンドＳ-JPN3５着，中山牝馬Ｓ-JPN3５着。産駒
ルーベンスメモリー：６勝，迎春Ｓ，幕張特別，秩父特別，みなみ北海道

Ｓ-OP２着，エイプリルＳ-OP３着
フリースピリット：３戦。産駒

ユレルオモイ：５勝，南関東○交入着，クイーン賞-JPN3４着
ニューイチトク：４勝，白川郷Ｓ，舞鶴特別
エリットビーナス：３戦，入着。産駒

スーパーマルトク：３勝，函館日刊スポーツ杯，ＵＨＢ杯-OP２着
スーパーボス：３勝，西脇特別
クィーンマルトク：３勝，ＳＴＶ賞

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

ダンシリ
Dansili
鹿　1996

モスフロックス
栗　1999

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

ペナンパール
Penang Pearl
鹿　1996

センボンザクラ
栗　1992

*デインヒル
Danzig 

Razyana 

Kahyasi 

Kerali 

Arctic Tern 

Beaune 

Shareef Dancer 

Sauceboat 

Halo 

Bering 

サクラユタカオー

Hasili 

Wishing Well 

Guapa 

ダイナフランダース

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

*テスコボーイ

アンジェリカ

*ノーザンテースト

*レディフランダーズ(4)

全40口関東入厩

中型でコロンとした馬体は良質な筋肉に覆われ、この牝系らしく柔
軟性の高い動きができています。頭部の軽さや寄り気味の飛節など
は、ＳＳ系の敏捷性を生み出すポイントですし、肩の角度、繋の角
度ともにゆったりしており、距離の融通も利くはずです。１歳放牧
期に一気に大型化する父の産駒の中にあって、本馬はバランスを崩
さずに成長できており、脚元の乾燥状態も良好です。悍性が強く、
前進気勢がつねに働いているので思い通りの仕上げが施せるでしょ
う。芝の中距離戦が充実する秋頃のデビューを想定しており、余裕
のあるローテーションで素質を花開かせたいと考えています。

1口60万円  （総額2,400万円）
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提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム水野貴広厩舎 予定

モスフロックスの1310

牡
鹿毛

2013.2.21 生
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エアジハードは千歳産，最優秀短距離馬，７勝，安田記念-JPN1，マイ
ルチャンピオンシップ -JPN1，富士Ｓ-JPN3。主な産駒：ショウワモダン（安
田記念-G1，ダービー卿チャレンジＴ-G3），ナナヨーヒマワリ（マーチＳ-G3），
アグネスラズベリ（函館スプリントＳ-JPN3），ゼンノグッドウッド（大阪－ハ
ンブルクＣ-OP）。【ＢＭＳ：主な産駒】カルマート（紫苑Ｓ-OP）

キープクワイエット（01 エアジハード）は５勝，木更津特別（芝1600
ｍ）。産駒
カルマート（08 牝 黒鹿 *シンボリクリスエス）３勝，紫苑Ｓ-OP（芝2000

ｍ，レコード）
アンスポークン（09 牝 鹿 *シンボリクリスエス）１勝，○現
キープザサミット（10 牝 黒鹿 *チチカステナンゴ）１勝，○現
ルシランセドール（11 牝 鹿 キングカメハメハ）未出走

ビーサイレント（92 *サンデーサイレンス）は１勝。産駒
プリサイスマシーン（牡 マヤノトップガン）南関東（公）５勝，中央９勝，

スワンＳ-JPN2，阪急杯-G3，中日新聞杯-JPN3（２回），カシオペア
Ｓ-OP，ながつきＳ，是政特別，駒場特別，オーロラ特別，マイラー
ズＣ-G2２着，阪神Ｃ-JPN2２着，マーチＳ-JPN3２着，ペルセウス
Ｓ-OP２着，同３着，高松宮記念-G1３着，同-JPN1４着，毎日王冠
-G2４着，マイルチャンピオンシップ -G1５着，北関東・岩手・東
海・北海道・南関東・兵庫○交入着，ＪＢＣスプリント-JPN1２着，
群馬記念-JPN3２着，かきつばた記念-JPN3２着，兵庫ゴールド
Ｔ-JPN3２着，北海道スプリントＣ-JPN3２着，南部杯-JPN1４着

ジェイケイテイオー（馬扇 トウカイテイオー）４勝，磐梯山特別，万代特
別，障１勝

インフィニットエア（馬扇 *シンボリクリスエス）４勝，伊勢佐木特別，北海
道（公）２勝，○現

マイクロス（牝 タマモクロス）不出走。産駒
マルモセーラ（牝 *クロフネ）２勝，ファンタジーＳ-G3，兵庫○交入

着，兵庫チャンピオンシップ -JPN2４着
グローバルダイナ（80 *ノーザンテースト）は最優秀古牝馬，７勝，

阪神牝馬特別-JPN3，北九州記念-JPN3，小倉大賞典-JPN3。産駒
アドマイヤジャック：６勝，大雪Ｈ，霜月Ｓ-OP３着，シリウスＳ-JPN3４着

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

ダンシリ
Dansili
鹿　1996

キープクワイエット
鹿　2001

エアジハード
栗　1995

ペナンパール
Penang Pearl
鹿　1996

ビーサイレント
黒鹿　1992

*デインヒル
Danzig 

Razyana 

Kahyasi 

Kerali 

Arctic Tern 

Beaune 

Shareef Dancer 

Sauceboat 

サクラユタカオー

Bering 

*サンデーサイレンス

Hasili 

アイシーゴーグル

Guapa 

グローバルダイナ

*テスコボーイ

アンジェリカ

*ロイヤルスキー

シャダイアイバー

Halo 

Wishing Well 

*ノーザンテースト

グローブターフ(12)

全40口関東入厩

ファミリーの礎であるグローバルダイナから代々にわたり引き継が
れてきた競走馬としての特性は、器用で臨機応変に立ち回る自在な
機動性と成長力です。中サイズで牝馬らしい丸みのある曲線のシル
エットや、均整に優れ凝縮感に富んだ本馬の馬体には、この一族ら
しい機能美が表れています。勝ち気で積極性に満ちて運動量は群を
抜き、いつも引き締まったアスリートらしいフィットネスの高さも
魅力です。スナップがよく利いた回転の速いピッチ走法は素軽く、
颯爽と馬群を抜け出す切れ者牝馬として芝のマイル戦線で頭角を現
し、古馬になっても堅実にクラスアップしてくれることでしょう。
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戸田博文厩舎 予定 提供：白老ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム

1口40万円  （総額1,600万円）

キープクワイエットの1311

メス
鹿毛

2013.1.16 生



｜
｜

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

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

アルメーリヒ（07 ネオユニヴァース）は１勝。産駒
タイタニウム（12 牡 鹿 メイショウサムソン）未出走

*プアプー Peu a Peu（98 Dashing Blade）は独国産，独２勝，Gross-
er Stutenpreis der Victoria-Versicherungen-L，Preis von Dahlwi-
tz-L，ドイッチャー ヘロルト賞-G3３着，Grosser Stutenpreis der Drei-
jaehrigen-L３着，北米１勝，イエルバ ブエナＢＣＨ-G3，ビヴァリー ヒ
ルズＨ-G1２着。産駒
オーシャンブルー（牡 ステイゴールド）７勝，金鯱賞-G2，中山金杯-G3，

大原Ｓ，西部スポニチ賞，阿賀野川特別，樟葉特別，有馬記念-G1
２着，アルゼンチン共和国杯-G2５着，○現

カレンアンプルール（牡 War Chant）兵庫（公）２勝
プレインズ インディアン Plains Indian（91 *ダンシングブレーヴ）

は不出走。産駒
パタノス Patanos：独５勝

プレイリー ヴィーナス Prairie Venus（85 Surumu）は独４勝，ルー
ドヴィッヒ ゲーベルス エリンネルンクスレンネン -G3，ノイス シュトゥ
ッテン賞-G3，Schloss Roland-Stutenpreis-L，独オークス -G2３着，独
1000ギニー -G2３着，独シュトゥーテン賞-G3３着。産駒
プレイリー ヴェラ Prairie Vela：独３勝。産駒

パシフィック ウィングス Pacific Wings：独１勝，Kolner Steher-Pr-
eis-L２着，Grosser Stutenpreis Renault Nissan Deutschland 
AG-L３着

プレイリー ステラ Prairie Stella（78 Luciano）は独２勝。産駒
プレイリー スターナ Prairie Sterna：独３勝

プレイリー バニー Prairie Bunny（66 Zank）は独２勝。プレイリー 
スヌーピー Prairie Snoopy（シュプレッティレンネン -G3），プレイリー 
バード Prairie Bird（ヘルティー大賞典-G3）の母

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

ダンシリ
Dansili
鹿　1996

アルメーリヒ
鹿　2007

ネオユニヴァース
鹿　2000

ペナンパール
Penang Pearl
鹿　1996

*プアプー
Peu a Peu
鹿　1998

*デインヒル
Danzig 

Razyana 

Kahyasi 

Kerali 

Arctic Tern 

Beaune 

Shareef Dancer 

Sauceboat 

*サンデーサイレンス

Bering 

Dashing Blade 

Hasili 

*ポインテッドパス

Guapa 

Plains Indian 

Halo 

Wishing Well 

Kris 

Silken Way 

Elegant Air 

Sharp Castan 

*ダンシングブレーヴ

Prairie Venus (1)

全40口関東入厩

強靭な首差しや腰つき、そして大きく立派なトモは迫力のデキ映え
で、さらに深い胸と広い肩が印象的な馬体構造は、大柄で非凡な資
質を秘めていた母親譲りです。各パーツはそのままに母をやや凝縮
し、より弾力感が際立つ馬体へと成長してきたのが本馬で、この牝
系としては小柄な叔父の活躍を考えると大成の法則といえるかもし
れません。伸縮性抜群でバネの違いがハッキリと表れた素早い動作
を見ればその思いは確信に変わり、エネルギッシュで闘争心旺盛な
気性の強さも頼もしいかぎりです。距離適性は万能な印象で、どん
な舞台でも絶対性能の違いで主役の座を射止めてくれそうです。

高柳瑞樹厩舎 予定

1口35万円  （総額1,400万円）

提供：追分ファーム　生産：追分ファーム　繋養：早来ファーム
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アルメーリヒの1312

メス
栗毛

2013.1.29 生
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スペシャルウィークは門別産，10勝，ダービー -JPN1。【ＢＭＳ：主な
産駒】エピファネイア（菊花賞-G1），ヴェルデグリーン（アメリカＪＣＣ-G2），
ユールシンギング（セントライト記念-G2），タガノグランパ（ファルコン
Ｓ-G3），タガノブルグ（ＮＨＫマイルＣ-G1２着），ジェネラルグラント（全日
本２歳優駿-JPN1２着），マイネグレヴィル（フラワーＣ-G3２着）

ジョリーノエル（02 スペシャルウィーク）は４勝，燕特別（芝 1800
ｍ），織姫賞（芝1800ｍ）。産駒
ユールシンギング（10 牡 鹿 *シンボリクリスエス）４勝，セントライト

記念-G2（芝2200ｍ），新潟大賞典-G3（芝2000ｍ），中日新聞杯-G3
４着，○現

クリスマスツリー（95 *トニービン）は６勝，ターコイズＳ-OP，千倉特
別，府中牝馬Ｓ-JPN3４着。産駒
クリスマスキャロル（牝 アグネスタキオン）３勝，御室特別，遊楽部特

別，マーメイドＳ-G3２着
カリオンツリー（牡 *エルコンドルパサー）５勝，雅Ｓ，日吉特別，オアシ

スＳ-OP３着，マリーンＳ-OP３着
クリスマスキング（牡 キングカメハメハ）２勝，南関東○交１勝，高知（公）入

着，トレノ賞４着
アディシオン（牝 マンハッタンカフェ）１勝，○現

オークツリー（89 *リアルシャダイ）は３勝，福島記念-JPN3２着。産駒
ペインテドブラック：４勝，ステイヤーズＳ-JPN2，青葉賞-JPN3，水仙

賞，若草Ｓ-OP２着。種牡馬
ギミーシェルター：５勝，鷹巣山特別，アネモネＳ-OP２着，スイートピ

ーＳ-OP２着。産駒
ブラインドサイド：３勝，利根川特別，○現

アサクサピューマ：２勝，原町特別
リワードカリヨン：南関東（公）３勝。産駒

リワードシンバル：１勝，共同通信杯-JPN3３着
ドライアッド：１勝。産駒

ファルカタリア：５勝，フリーウェイＳ
スカーレル：４勝

シャダイアイバー（79 *ノーザンテースト）は３勝，オークス

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

ダンシリ
Dansili
鹿　1996

ジョリーノエル
黒鹿　2002

スペシャルウィーク
黒鹿　1995

ペナンパール
Penang Pearl
鹿　1996

クリスマスツリー
栗　1995

*デインヒル
Danzig 

Razyana 

Kahyasi 

Kerali 

Arctic Tern 

Beaune 

Shareef Dancer 

Sauceboat 

*サンデーサイレンス

Bering 

*トニービン

Hasili 

キャンペンガール

Guapa 

オークツリー

Halo 

Wishing Well 

マルゼンスキー

レディーシラオキ

*カンパラ

Severn Bridge 

*リアルシャダイ

シャダイアイバー (8)

全40口関東入厩

腹袋があり、見るからに雄大な馬格に恵まれました。一方で首差し
はまだ細く、キ甲から尾の付け根までのラインも現時点では未完成
な印象です。全身のシルエットにも緩さが残っていますが、これは
父の産駒に総じて見られるプロセスであり、今後大きく変わってく
る気配に満ちています。脚元のつくりをはじめ、肩と繋の角度とも
に余裕があり、飛節の収縮も良好で柔軟性に富んだ動きができてい
ます。人の指示には従順ながらも仲間には強く当たる気性面を考え
ると、スッと折り合うことで距離の融通性も利いて、勝負根性に長
けた芝の万能タイプとして完成しそうです。

1口60万円  （総額2,400万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム勢司和浩厩舎 予定
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ジョリーノエルの1313

メス
栗毛

2013.3.1 生
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キングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー -JPN1，
ＮＨＫマイルＣ-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ロード
カナロア（香港スプリント-G1・２回），ルーラーシップ（香港クイーン エリザ
ベス二世Ｃ-G1），ローズキングダム（ジャパンＣ-G1），アパパネ（牝馬三冠）。

【ＢＭＳ：主な産駒】デニムアンドルビー（フローラＳ-G2）

エオリアンハープ（06 キングカメハメハ）は５勝，天の川Ｓ（芝2000
ｍ），信濃川特別（芝 2000ｍ），調布特別（芝 2000ｍ），鳥屋野特別（芝
1800ｍ），中山牝馬Ｓ-G3３着，ターコイズＳ-OP３着，紫苑Ｓ-OP３着，
フローラＳ-JPN2５着。本馬が初仔

エアウイングス（94 *サンデーサイレンス）は３勝，阪神牝馬特別
-JPN2，スイートピーＳ-OP。産駒
ウイングレット（牝 *タイキシャトル）４勝，中山牝馬Ｓ-JPN3，同-G3２

着，ターコイズＳ-OP，同２着，同３着，スイートピーＳ-OP，京都牝
馬Ｓ-G3２着，同-JPN3２着，新潟２歳Ｓ-JPN3２着，秋華賞-JPN1
３着，府中牝馬Ｓ-JPN3４着。産駒
ウイングドウィール（牝 *シンボリクリスエス）４勝，冬至特別，カー

ネーションＣ，○現
タブレットピーシー（牡 *チチカステナンゴ）１勝，○現

エクスプロイト（牡 *コマンダーインチーフ）５勝，両国特別
クリッピングエリア（牝 *シンボリクリスエス）１勝，新潟２歳Ｓ-G3５着
アサクサミツボシ（牡 *クロフネ）１勝，高知（公）10勝，○現
ソアリングピアス（牝 *エルコンドルパサー）１勝
オクシペタルム（牝 *シンボリクリスエス）１勝
キングストーン（牡 キングカメハメハ）１勝，○現

*シークレットシェアラー Secret Sharer（80 Secretariat）は米国産，
北米４勝，ロング アイランドＨ-G2３着，アシーニアＨ-G3４着。産駒
サンデーブランチ：４勝，緑風Ｓ，八ヶ岳特別，福寿草特別，宝塚記念

-JPN1２着，金鯱賞-JPN2２着，日経新春杯-JPN2５着。種牡馬
シェア ザ グロリー Share the Glory：北米６勝，Vanlandingham S-L，

サラナクＳ-G3２着，ヒル プリンスＳ-G3２着，ニッカボッカーＨ 
-G3２着，Edmond H-L２着，レッド スミスＨ-G2３着，ローレル フ
ューチュリティ -G3３着，セネカＨ-G3３着。種牡馬

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

ダンシリ
Dansili
鹿　1996

エオリアンハープ
栗　2006

キングカメハメハ
鹿　2001

ペナンパール
Penang Pearl
鹿　1996

エアウイングス
青鹿　1994

*デインヒル
Danzig 

Razyana 

Kahyasi 

Kerali 

Arctic Tern 

Beaune 

Shareef Dancer 

Sauceboat 

Kingmambo 

Bering 

*サンデーサイレンス

Hasili 

*マンファス

Guapa 

*シークレットシェアラー

Mr. Prospector 

Miesque 

*ラストタイクーン

Pilot Bird 

Halo 

Wishing Well 

Secretariat 

Nijana (2)

全40口関東入厩

聡明な顔つきや上品な首差し、スラリとした体型に狂いのない肢勢は
もちろん、やや神経質で繊細さのあるメンタルまでも母や近親活躍馬
の成長過程と重なります。薄手の上半身は徐々に筋肉が発達しはじめ、
持ち前のしなやかさに力強さが伴ってきました。休みなく夜間放牧を
続けてきたことで見た目以上にタフに育っており、皮下脂肪が少なく
代謝も良好です。古馬になってから本格化する血統構成ながら仕上が
り自体は早そうで、夏デビューより間隔を取りながら使っていく作戦で
上級クラス進出を目指します。膝下長めでバネがあり、芝のマイルを
速い上がりでゴール前に抜け出してくるイメージを持たせてくれます。
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1口50万円  （総額2,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム宗像義忠厩舎 予定

エオリアンハープの1314

メス
鹿毛

2013.5.16 生



｜
｜
｜
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｜

スモーク グラッケン Smoke Glacken は米国産，米チャンピオンス
プリンター，北米10勝，ホープフルＳ-G1，サプリングＳ-G2。【ＢＭＳ：主な
産駒】リヴ ライヴリー（ダヴォナ デイルＳ-G2），ラムール デ マ ヴィ（バラン
シーン -G2），ワイルドフラッパー（エンプレス杯-JPN2），ハンターズ ベイ（エ
クリプスＳ-G3），ゴー グリーリー（グレイＳ-G3３着）

*レディマールボロ Lady Marlboro（04 Smoke Glacken）は米国産，
北米３勝，セイビンＨ-G3（Ｄ８Ｆ），Life's Magic S-L（Ｄ７Ｆ），ナッソー 
カウンティＢＣＳ-G2２着，トップ フライトＨ-G2２着，ベドー ロージズ
Ｈ-G2２着，Marking Time S２着，モンマスＢＣオークス -G3３着，Tr-
ue Affair S３着，Serena's Song S３着。産駒
ダノングラッド（10 牡 鹿 ネオユニヴァース）入着，南関東（公） 5戦，○現
ミュトスレディ（12 牝 鹿 ゼンノロブロイ）未出走

レイディ ドク Lady Doc（93 Doc's Leader）は北米８勝，Peach of It 
H。産駒
トゥー ダウン オートマチック Two Down Automatic（馬扇 Smoke Glac-

ken）北米７勝，Northern Spur Breeders' Cup S，Eillo S，Sunland 
Park Fall Thoroughbred Derby，Sam Houston Sprint H，Conroe 
S，Southwest S-L２着，Sugar Bowl S２着，Winsham Lad H２着，
Prairie Meadows Sprint S２着，ルコントＳ-G3３着，ウィザーズ
Ｓ-G3３着，Ford Express S-L３着，Rutgers S３着，ノーザン ダン
サーＳ-G3４着，カウント フリート スプリントＨ-G3４着

ブリッジ オブ ゴールド Bridge of Gold（牡 Giant's Causeway）英２勝，
ジョン ポーターＳ-G3２着，同３着

ウォー オブ ザ レンジズ War of the Ranges（馬扇 War Chant）北米４勝
レイル ジャンパー Rail Jumper（馬扇 Corinthian）北米１勝

スウィフト パシッジ Swift Passage（84 Coastal）は不出走。産駒
シアトル スウィフト Seattle Swift：北米４勝，Slight in the Rear S３着

ジョイ ルッツァ Joy Lutza（70 Johns Joy）は北米５勝，Land of Enc-
hantment Derby，Molly Brown S，Land of Enchantment Futurity ３
着。産駒
ジョイズ ジュエル Joy's Jewel：北米２勝，レイルバードＳ-G3３着。産駒

フェリス オラ Feliz Hora：北米２勝，I'm Smokin' S２着

ヴィクトワールピサ
黒鹿　2007

ネオユニヴァース
鹿　2000

*レディマールボロ
Lady Marlboro
鹿　2004

スモークグラッケン
Smoke Glacken
芦　1994

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

レイディドク
Lady Doc
鹿　1993

*サンデーサイレンス
Halo 

Wishing Well 

Kris 

Silken Way 

Mr. Prospector 

Coup de Folie 

Bustino 

Short Rations 

Two Punch 

Machiavellian 

Doc's Leader 

*ポインテッドパス

Majesty's Crown 

Much Too Risky 

Swift Passage 

Mr. Prospector 

Heavenly Cause 

Magesterial 

Queen's Crown 

Mr.Leader 

With Patience 

Coastal 

Joy Lutza (A10)

全40口関東入厩

発達した前躯のつくりや豊富な筋肉がついた上体は、世界を制した
父の面影と重なるほど発達して重厚な印象を与えており、早生まれ
のアドバンテージを感じさせます。逞しく発達した馬体を支える四肢
がスラッと伸びることで、全体のバランスが取れて見映えがします。
適度な角度と長さをした繋やクッションの利いた歩きは、父系の影響
が色濃く反映されているようです。一方、自己主張をして人馬に対し
て悍性の強さを発揮しながらも、ひとたび納得すると従順に従う賢
い性格は、米重賞ウイナーの母にそっくりです。いざ実戦に行けば、
鞍上とのコンタクトをしっかりと取ってくれることでしょう。

1口30万円  （総額1,200万円）

提供：追分ファーム　生産：追分ファーム　繋養：追分ファーム栗田徹厩舎 予定
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レディマールボロの1315

メス
栗毛

2013.1.2 生



｜

｜
｜
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サーム Sahm は米国産，英・北米５勝，ニッカボッカーＨ-G2，ケル
ソＨ-G2２着。主な産駒：*サプレザ（サン チャリオットＳ-G1・３回），マスタ
ミート（ロイヤル ウィップＳ-G2），マラム（ミス グリロＳ-G3）。【ＢＭＳ：主な
産駒】アルシャーバー（シルヴァー フラッシュＳ-G3２着），アーラース（ブル
ー ウィンドＳ-G3２着），サレ（コンデ賞-G3３着）

*サプレザ Sahpresa（05 Sahm）は米国産，仏５勝，パン賞-G3（芝
1400ｍ），パレ ロワイヤル賞-G3（芝 1400ｍ），Prix Coronation-L（芝
1600ｍ），Prix de Monretout-L（芝1600ｍ），ロートシルト賞-G1２着，
同４着，シュマン ド フェール デュ ノール賞-G3２着，クインシー賞-G3
２着，ジャック ル マロワ賞-G1３着，英３勝，サン チャリオットＳ-G1

（芝８Ｆ）３回，ファルマスＳ-G1２着，ダーレイＳ-G3４着，中央入着，マ
イルチャンピオンシップ -G1３着（２回），同４着，香港入着，香港マイル
-G1３着。本馬が初仔

ソープレサ Sorpresa（96 Pleasant Tap）は北米３勝。産駒
モンフィス モンフィス Monfils Monfils（牡 Sahm）英仏５勝，英障１勝
ミオフィリオ ミオフィリオ Miofilio Miofilio（馬扇 Dayjur）仏２勝，仏障

１勝
デュービアスリー Dubiously（87 Jolie Jo）は北米２勝，Proud Sister 

S。産駒
*ファイブポインター：２勝，ききょうＳ-OP，障３勝，阪神スプリングジ

ャンプ
*フリーエントリー：１勝，東海○交２勝

スケプティック レディ Skeptic Lady（72 Olden Times）は北米７勝。
産駒
ビル イー シアーズ Bill E. Shears：北米11勝，サルヴェイター マイル

Ｈ-G3，同２着，オーシャンポートＨ-G3，ポリネシアンＨ-G3，Jer-
sey Blues H，Valley Forge H，ホープフルＳ-G1２着，フィリップ
Ｈ.アイスリンＨ-G1２着，Fast Hilarious H-L２着

ハード トゥ ビリーヴ Hard to Believe：北米８勝，Ｓ.Ｗ.ランダル プレ
ートＳ-CAN3３着

レイディ ダイナ Lady Dyna：北米２勝。ラテン ジプシー Latin Gipsy
（トーマス リヨン賞-G2３着）の祖母

ヴィクトワールピサ
黒鹿　2007

ネオユニヴァース
鹿　2000

*サプレザ
Sahpresa
鹿　2005

サーム
Sahm
黒鹿　1994

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

ソープレサ
Sorpresa
黒鹿　1996

*サンデーサイレンス
Halo 

Wishing Well 

Kris 

Silken Way 

Mr. Prospector 

Coup de Folie 

Bustino 

Short Rations 

Mr. Prospector 

Machiavellian 

Pleasant Tap 

*ポインテッドパス

Salsabil 

Much Too Risky 

Dubiously 

Raise a Native 

Gold Digger 

Sadler's Wells 

Flame of Tara 

Pleasant Colony 

Never Knock 

Jolie Jo 

Skeptic Lady (11)

全40口関東入厩

力強い首差しと短めの背中のラインや、しっかりとした腰回りから
は初仔とは思えない力強さを感じ、狂いや窮屈さの全くない各関節
のつくりも加わって全体のバランスを素晴らしく見せています。放
牧地での動きもキビキビとして、小気味よいフットワークで馬群を
縫って駆け抜けます。気が強く負けず嫌いの一方で学習能力に優れ、
競走ではむしろ良い方向へと向かいそうです。血統はもちろん瞬発
力抜群の走りと前向きで強い気性からも優れたマイラーとしての資
質は疑う余地もなく、高いレベルで息の長い活躍が期待できます。
ワールドワイドに活躍した父母を目標に大切に育てていきます。
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戸田博文厩舎 予定 提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム

1口100万円  （総額4,000万円）

サプレザの1316

メス
栗毛

2013.2.24 生
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*トニービン Tony Bin は愛国産，全欧古牡馬チャンピオン，伊仏15
勝，凱旋門賞-G1。本邦チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】アドマイ
ヤベガ（ダービー -JPN1），ハーツクライ（ドバイ シーマ クラシック-G1），ル
ーラーシップ（香港クイーン エリザベス二世Ｃ-G1），トランセンド（ジャパ
ンＣダート-G1・２回），カレンチャン（スプリンターズＳ-G1）

トレアンサンブル（95 *トニービン）は２戦。産駒
トリッドザボード（01 牡 青鹿 スペシャルウィーク）北海道（公）１勝，佐

賀（公）８勝
マルカラスカル（02 牡 黒鹿 *グラスワンダー）３勝，加古川特別（Ｄ

1800ｍ），最優秀障害馬，障７勝，中山大障害，同３着，同５着，中山
グランドジャンプ，イルミネーションジャンプＳ，淀ジャンプＳ，牛
若丸ジャンプＳ（２回）

ミステリーチューン（03 牝 鹿 スペシャルウィーク）佐賀（公）２勝，ル・プ
ランタン賞３着，東海（公）２勝

トリビュートソング（05 牡 鹿 *グラスワンダー）４勝，サンシャインＳ
（芝2500ｍ），南武特別（芝2400ｍ），浦佐特別（芝2000ｍ），日経賞
-G2５着，障１勝，新潟ジャンプＳ２着

ソウルフルヴォイス（07 牝 鹿 キングカメハメハ）４勝，エーデルワイス
Ｓ（芝1600ｍ），ミモザ賞（芝2000ｍ），福島牝馬Ｓ-G3３着

アンコールピース（09 牝 黒鹿 ネオユニヴァース）１勝
トレモロアーム（11 牡 黒鹿 ディープインパクト）入着，○現

ダイナアクトレス（83 *ノーザンテースト）は最優秀古牝馬（２回），
７勝，毎日王冠-JPN2，京王杯スプリングＣ-JPN2，スプリンターズＳ 
-JPN2，京王杯オータムＨ-JPN3，函館３歳Ｓ-JPN3，すずらん賞-OP，安
田記念-JPN1２着，ジャパンＣ-JPN1３着，オークス -JPN1３着。産駒
ステージチャンプ（牡 *リアルシャダイ）４勝，日経賞-JPN2，ステイヤ

ーズＳ-JPN3，菊花賞-JPN1２着，天皇賞（春）-JPN1２着
プライムステージ（牝 *サンデーサイレンス）３勝，札幌３歳Ｓ-JPN3，

フェアリーＳ-JPN3，ローズＳ-JPN2２着，桜花賞-JPN1３着。アブ
ソリュート（富士Ｓ-G3，東京新聞杯-G3）の母

ランニングヒロイン（牝 *サンデーサイレンス）２戦。スクリーンヒーロ
ー（最優秀古牡馬，ジャパンＣ-G1）の母

ヴィクトワールピサ
黒鹿　2007

ネオユニヴァース
鹿　2000

トレアンサンブル
鹿　1995

*トニービン
Tony Bin
鹿　1983

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

ダイナアクトレス
鹿　1983

*サンデーサイレンス
Halo 

Wishing Well 

Kris 

Silken Way 

Mr. Prospector 

Coup de Folie 

Bustino 

Short Rations 

*カンパラ

Machiavellian 

*ノーザンテースト

*ポインテッドパス

Severn Bridge 

Much Too Risky 

モデルスポート

Kalamoun 

State Pension 

Hornbeam 

Priddy Fair 

Northern Dancer 

Lady Victoria 

*モデルフール

*マジックゴディス(1)

全40口関東入厩

無駄肉がつかないシャープな上半身や、スラリとした脚つきなど、
現時点では母系の特徴が色濃く出ている印象です。一方でここにき
て胴伸びが良くなり、後肢の可動域が広がってダイナミックな動き
ができるようになってきました。蹄の減り方が均一であることから
も、四肢の踏み込みと蹴り出しにクセはなく、脚部不安とは無縁の
競走生活が送れそうです。膝下が長めで膝の位置が高く、直角に近
い掻き込みができる希少なタイプで、荒れ馬場でも推進力を削がれ
ない仕様となっています。父方、母方ともにここ一番での勝負強さ
には定評があり、重賞タイトルを狙える好素材です。

1口50万円  （総額2,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム矢野英一厩舎 予定
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トレアンサンブルの1317

メス
鹿毛

2013.4.2 生
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*ストラヴィンスキー Stravinsky は米国産，全欧チャンピオンスプリ
ンター，英３勝，ジュライＣ-G1。【ＢＭＳ：主な産駒】リップ ヴァン ウィンク
ル（サセックスＳ-G1），*モシーン（ＶＲＣロイヤル ランドウィック ギニー
-G1），ランカン ルピー（ＭＲＣオークレイ プレート-G1），パタケス（モンテ
ビデオ大賞典-G1），ヴァイジャック（ジェロームＳ-G2）

アドマイヤレッド（06 *ストラヴィンスキー）は１勝。産駒
クリムゾンオーブ（11 牝 鹿 フジキセキ）１戦，○現
ヴェスペルティリオ（12 牡 鹿 ネオユニヴァース）未出走

*プリンシピウム Principium（95 *ハンセル）は米国産，不出走。産駒
*コンゴウリキシオー（牡 *ストラヴィンスキー）中央・東海○交７勝，マイ

ラーズＣ-G2，金鯱賞-JPN2，きさらぎ賞-JPN3，かきつばた記念
-JPN3，ポートアイランドＳ-OP，くすのき賞，安田記念-G1２着，七
夕賞-JPN3２着，朝日チャレンジＣ-JPN3２着，エイプリルＳ-OP
２着，毎日杯-JPN3３着，京都新聞杯-JPN2５着，小倉記念-JPN3
５着，岩手・兵庫○交入着，ダービーグランプリ-JPN1４着，兵庫ゴ
ールドＴ-JPN3４着。種牡馬

バロネス リヒター Baroness Richter（牝 Montjeu）英仏２勝，Prix Ca-
ravelle Haras des Granges-L，リブルスデイルＳ-G2４着。産駒
デア ラヴィニア Dear Lavinia（牝 Grand Slam）仏３勝，Grand Cr-

iterium de Bordeaux-L，Criterium de l'Ouest-L２着
ナズー Nazoo（88 Nijinsky）は英１勝，愛３勝，Rochestown S-L。産駒

ナディア Nadia：仏２勝，サンタラリ賞-G1，仏オークス -G1２着，ペネロ
ープ賞-G3２着，オペラ賞-G1４着。産駒
ネイムチェック Namecheck：英独５勝，Silver Tankard S-L３着

サンレイ スーパースター Sunray Superstar：英１勝，Cheshire Oaks-L
３着。産駒
サン ビターン Sun Bittern：不出走。産駒

サイン オブ ブレッシング Signs of Blessing：仏４勝，Prix Si-
gy-L，Criterium de Vitesse-L，サンジョルジュ賞-G3２着

イシンカ Ishinca：不出走。産駒
シャンペン ランサム Champagne Ransom：ＮＺ２勝，Otago RC 

Dunedin Guineas-L，香港２勝

*ワークフォース
Workforce
鹿　2007

*キングズベスト
King's Best
鹿　1997

アドマイヤレッド
栗　2006

*ストラヴィンスキー
Stravinsky
鹿　1996

ソヴィエトムーン
Soviet Moon
鹿　2001

*プリンシピウム
Principium
栗　1995

Kingmambo 
Mr. Prospector 

Miesque 

Lombard 

Anatevka 

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

Alleged 

Media Luna 

Nureyev 

Sadler's Wells 

*ハンセル

Allegretta 

Fire the Groom 

Eva Luna 

Nazoo 

Northern Dancer 

Special 

Blushing Groom 

Prospector's Fire 

Woodman 

Count On Bonnie 

Nijinsky 

La Dame Du Lac (2)

全40口関東入厩

弾けんばかりの筋肉で覆われた肩や幅のある胴回り、丸みと厚さが
見事なトモなど、この一族ならではの力強さに満ちています。骨太
で狂いのない四肢がボリュームのある体躯をしっかりと支え、何の
不安もありません。太く短い首をグイグイと使い、冬の雪深い放牧
地でも重心の低いピッチ走法で前へ前へと突き進む走りを披露して
いたように、相当なパワーの持ち主です。「猪突猛進」という言葉
が当てはまるほどの素早い反応もまた魅力のひとつで、スタートダッ
シュを決めて、そのままゴールまで押し切る競馬が真骨頂でしょう。
さらに欧州王者の血が奥行きと底力を加味してくれそうです。
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1口45万円  （総額1,800万円）

提供：追分ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム尾形充弘厩舎 予定

アドマイヤレッドの1318

牡
鹿毛

2013.4.17 生



｜
｜

｜
｜
｜
｜
｜

｜

*フレンチデピュティ French Deputy は米国産，北米４勝，ジェロー
ムＨ-G2。【ＢＭＳ：主な産駒】マイネルホウオウ（ＮＨＫマイルＣ-G1），ダン
ザ（アーカンソー ダービー -G1），ヴィジョネア（キングズ ビショップＳ-G1），
インス（チリ 2000ギニー -G1），カミノタサハラ（弥生賞-G2），アニメイトバ
イオ（ローズＳ-G2），スズカコーズウェイ（京王杯スプリングＣ-G2）

アスクデピュティ（04 *フレンチデピュティ）は５勝，ウェルカムＳ（芝
2000ｍ），白富士Ｓ-OP３着，紫苑Ｓ-OP３着。産駒
パンズラビリンス（11 牝 鹿 メイショウサムソン）１勝，○現
ミュゼスルタン（12 牡 鹿 キングカメハメハ）未出走

マルカコマチ（95 *サンデーサイレンス）は４勝，京都牝馬特別
-JPN3，矢車賞，カシオペアＳ-OP２着，カウントダウンＳ-OP２着，エル
フィンＳ-OP２着，朝日チャレンジＣ-JPN3３着，京阪杯-JPN3３着，小
倉大賞典-JPN3３着，マーメイドＳ-JPN3３着，ポートアイランドＳ-OP
３着，アネモネＳ-OP３着，中山牝馬Ｓ-JPN3４着，金鯱賞-JPN2５着，
小倉記念-JPN3５着。産駒
マルカアイチャン（牝 *フレンチデピュティ）２勝，つわぶき賞。産駒

シルバーウエイブ（牡 ジャングルポケット）２勝，水仙賞
セトノフラッパー（牝 *タイキシャトル）２勝，西郷特別，○現

マルカサファイヤ（牝 *エリシオ）入着，岩手（公）１勝。産駒
レオジュピター（馬扇 *アフリート）１勝，佐賀（公）２勝，松浦川賞５

着，○現
ナショナルフラッグ（86 *ディクタス）は４勝，阿寒湖特別，積丹特別，

青葉城特別。産駒
インターフラッグ：８勝，ステイヤーズＳ-JPN2，嵐山Ｓ-OP，札幌日経オ

ープン -OP，松籟Ｓ，清水Ｓ，睦月賞，尖閣湾特別，ブラッドストー
ンＳ-OP２着，万葉Ｓ-OP２着，ハーベストＳ-OP２着，道新杯-OP
２着，日経賞-JPN2４着，鳴尾記念-JPN2４着，目黒記念-JPN2４
着，アルゼンチン共和国杯-JPN2４着，岩手・山形・熊本（公）４勝，
東北サラブレッド大賞典，マーキュリーＣ-JPN3４着。種牡馬

ダイワジアン：６勝，白秋Ｓ，本栖湖特別，アプローズ賞，福島テレビオ
ープン -OP２着，中山記念-JPN2３着

フラッグシップ：３勝，織姫賞，福島牝馬Ｓ-G3２着

*ワークフォース
Workforce
鹿　2007

*キングズベスト
King's Best
鹿　1997

アスクデピュティ
栗　2004

*フレンチデピュティ
French Deputy
栗　1992

ソヴィエトムーン
Soviet Moon
鹿　2001

マルカコマチ
鹿　1995

Kingmambo 
Mr. Prospector 

Miesque 

Lombard 

Anatevka 

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

Alleged 

Media Luna 

Deputy Minister 

Sadler's Wells 

*サンデーサイレンス

Allegretta 

Mitterand 

Eva Luna 

ナショナルフラッグ

Vice Regent 

Mint Copy 

Hold Your Peace 

Laredo Lass 

Halo 

Wishing Well 

*ディクタス

ダイナワールド(23)

全40口関東入厩

胴や手足に伸びがあり骨量も豊かで、誕生日を考えればこの時期の
牝馬としてはやや大きめの発育ですが、これは初世代となる父産駒
の馬体的特徴の一つと言えます。それでいて重苦しく見えないのは各
パーツのバランスが整い、母譲りの運動神経の良さとも言えるしなや
かで、手先の返しにバネのあるフットワークを繰り出しているからに
他なりません。半姉同様に勝ち気な一面を持ち、瞳に力を宿していつ
も元気に夜間放牧が出来る面もそっくりな、スタミナ豊富な健康優良
児です。今後は存分に鍛え、父母が得意とした芝レースのマイルから
中距離路線で、２歳戦から息長く活躍してほしいと考えています。

1口40万円  （総額1,600万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム大江原哲厩舎 予定
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アスクデピュティの1319

メス
鹿毛

2013.4.15 生
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アグネスタキオンは千歳産，４戦全勝，皐月賞-JPN1。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒：ディープスカイ（ダービー -JPN1，ＮＨＫマイ
ルＣ-JPN1），ダイワスカーレット（有馬記念-G1，桜花賞-JPN1），キャプテン
トゥーレ（皐月賞-JPN1）。【ＢＭＳ：主な産駒】エミーズパラダイス（エンプレ
ス杯-JPN2２着），ニシノアカツキ（フェアリーＳ-G3２着）

センシュアルドレス（04 アグネスタキオン）は２勝。産駒
アカデミックドレス（11 牡 青鹿 *シンボリクリスエス）１勝，○現

ジェミードレス（97 *トニービン）は６勝，福島テレビオープン -OP，
卯月Ｓ，市川Ｓ，千葉テレビ杯，府中牝馬Ｓ-JPN3２着，同５着，都大路
Ｓ-OP２着，紫苑Ｓ-OP２着，エプソムＣ-JPN3３着，クイーンＣ-JPN3
３着，アネモネＳ-OP３着，ダービー卿チャレンジＴ-JPN3４着，クイー
ンＳ-JPN3４着，中山牝馬Ｓ-JPN3５着。産駒
コティリオン（牡 ディープインパクト）１勝，ＮＨＫマイルＣ-G1２着，毎

日杯-G3２着，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-G3３着
ドレスアフェアー（牡 スペシャルウィーク）２勝，高知（公）入着，○現
ダークジャケット（牡 ダンスインザダーク）１勝

ブリリアントカット（87 *ノーザンテースト）は４勝，ラジオ福島賞。産駒
タスカータソルテ：５勝，札幌記念-JPN2，京都新聞杯-JPN2，中京記念

-G3，同２着，福寿草特別，中日新聞杯-JPN3３着，京都記念-G2５
着，大阪杯-G2５着

テイラーバートン：３勝，宝ヶ池特別，萩Ｓ-OP２着，クイーンＣ-G3３
着，フェアリーＳ-G3３着

スパーブジュエル：２勝，プリンシパルＳ-OP３着
ステラディクオーレ：４勝，長岡特別
プリンセスカット：４戦。産駒

ネオヴァンドーム：４勝，きさらぎ賞-G3，都大路Ｓ-OP（２回），東風
Ｓ-OP２着，中山記念-G2４着，札幌記念-G2５着，京都金杯
-G3５着。種牡馬

ダイヤモンドジェム：１勝。産駒
ローズカットダイヤ：５勝，札幌日刊スポーツ杯，伊吹山特別，ＵＨ

Ｂ杯-OP２着
ナリタプラチナ：４勝，鴨川特別，熱田特別

*シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿　1999

クリスエス
Kris S.
黒鹿　1977

センシュアルドレス
鹿　2004

アグネスタキオン
栗　1998

ティーケイ
Tee Kay
黒鹿　1991

ジェミードレス
黒鹿　1997

Roberto 
Hail to Reason 

Bramalea 

Princequillo 

Bridgework 

Seattle Slew 

Queen Louie 

Tri Jet 

Hail Proudly 

*サンデーサイレンス

Gold Meridian 

*トニービン

Sharp Queen 

アグネスフローラ

Tri Argo 

ブリリアントカット

Halo 

Wishing Well 

*ロイヤルスキー

アグネスレディー

*カンパラ

Severn Bridge 

*ノーザンテースト

*ジェヌインダイアモンド(11)

全40口関東入厩

脚長で身幅の狭いシャープな体つきながらも、腰から臀部にかけて
程よい丸みを帯びた筋肉をまとっており、溜めてからの瞬発力を武器
とするスピードタイプの競走馬の特徴をしています。離乳したてのこ
ろはそれほどカイバ食いが良いタイプではありませんでしたが、冬を
越しながら他馬とも変わりのない飼料量をこなすようになり、青草の
成長とともに本馬の体も逞しくなっていくことでしょう。大人しくも
繊細すぎることのない従順な性格で、馴致やゲートなども問題なくこ
なしてくれそうです。マイル前後の距離で鞍上と息を合わせ、終いに
豪快なひとまくりを決めてスタンドを沸かせる姿が目に浮かびます。
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1口50万円  （総額2,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム伊藤圭三厩舎 予定

センシュアルドレスの1320

牡
鹿毛

2013.2.7 生
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ゴールドアリュールは追分産，最優秀ダートホース，中央・南関東・岩
手８勝，フェブラリーＳ-JPN1。主な産駒：エスポワールシチー（ジャパンＣ
ダート-G1，フェブラリーＳ-G1），コパノリッキー（フェブラリーＳ-G1），スマ
ートファルコン（ＪＢＣクラシック-JPN1・２回），クリソライト（ジャパンダー
トダービー -JPN1），オーロマイスター（南部杯-JPN1）

オーゾラヲマウトキ（06 ゴールドアリュール）は１勝。産駒
ウィレイア（12 牡 黒鹿 *シンボリクリスエス）未出走

レッドクローシュ（00 *トニービン）は２戦。産駒
ペプチドアマゾン（牡 アグネスタキオン）２勝，あずさ賞，京都新聞杯

-G2２着，ダービー -G1４着，○現
ファイアレッド（牡 フジキセキ）２勝，遠賀川特別

ターキーレッド（87 *ノーザンテースト）は５勝，マリーンＳ-OP，白河
特別，朱鷺Ｓ-OP３着。産駒
サンフレア：５勝，キャピタルＳ，ＴＶＫテレビ賞，二王子岳特別
ターキーストーン：２勝，南相馬特別
レッドレターデイ：不出走。産駒

レッドターキー：３勝，七重浜特別
*ハマナスⅡ Hamanasu（75 Lt. Stevens）は米国産，不出走。産駒

シャダイハマナス：６勝，バレンタインＳ，春風賞，新春牝馬特別，八重
桜賞，クイーンＳ-JPN3２着，中山牝馬Ｓ-JPN3５着。産駒
シーサイドエンゼル：３戦，入着。産駒

サルサクイーン：北海道（公）１勝，南関東（公）１勝，東京プリンセ
ス賞，桜花賞２着，関東オークス -JPN3５着

ハマナスシャイン：不出走。産駒
ナオミシャイン：４勝，緑風Ｓ，立冬特別，クイーンＳ-JPN3２着

トキオクレバー：１戦，入着。産駒
アドマイヤマジック：３勝，郡山特別，フェアリーＳ-JPN3３着

セイルオンシャダイ：４勝
ノーザンハマナス：不出走。産駒

マヤノデンプシー：７勝，斑鳩Ｓ，サマーＳ，陽春Ｓ-OP３着
*ナッシングライクアダム Nothinglikeadame（66 Beau Purple）は米

国産，不出走。シャダイダンサー（阪神４歳牝馬特別）の母

*シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿　1999

クリスエス
Kris S.
黒鹿　1977

オーゾラヲマウトキ
栗　2006

ゴールドアリュール
栗　1999

ティーケイ
Tee Kay
黒鹿　1991

レッドクローシュ
鹿　2000

Roberto 
Hail to Reason 

Bramalea 

Princequillo 

Bridgework 

Seattle Slew 

Queen Louie 

Tri Jet 

Hail Proudly 

*サンデーサイレンス

Gold Meridian 

*トニービン

Sharp Queen 

*ニキーヤ

Tri Argo 

ターキーレッド

Halo 

Wishing Well 

Nureyev 

Reluctant Guest 

*カンパラ

Severn Bridge 

*ノーザンテースト

*ハマナスⅡ(17)

全40口関東入厩

ゆとりをもって連結された骨組みに、柔軟性豊かな筋肉が無駄なく
配置された馬体は、薄く張りのある漆黒の皮膚に覆われています。
強い体幹が軸となり、しっかりとした節々の四肢にまで運動神経が
行き届いていることで、いかなる動作でもリズムを崩すことはあり
ません。何ごとにも瞬時に応じる機敏さと賢さを持ち合わせるだけ
に、鞍上の意のままに動ける自在性が大きな武器となりそうです。
夜間放牧を重ねていけば逞しさが増すことは間違いなく、さらなる
好馬体へと変貌を遂げることでしょう。距離の融通がきく、芝・ダー
ト不問の父の産駒、それだけにイメージは膨らむばかりです。

1口50万円  （総額2,000万円）

提供：追分ファーム　生産：追分ファーム　繋養：追分ファーム二ノ宮敬宇厩舎 予定
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オーゾラヲマウトキの1321

牡
黒鹿毛

2013.4.4 生



｜

｜

｜

｜

｜
｜

*シンボリクリスエスは米国産，年度代表馬（２回），８勝，有馬記念
-JPN1（２回）。主な産駒：エピファネイア（菊花賞-G1），ストロングリターン

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

ソーマジック（05 *シンボリクリスエス）は４勝，アネモネＳ-OP（芝
1600ｍ），立川特別（芝 1600ｍ），春菜賞（芝 1400ｍ），桜花賞-JPN1３
着，ターコイズＳ-OP３着。本馬が初仔

*スーア Xua（97 Fairy King）は愛 国 産，伊５勝，伊 1000ギニー
-G2，キウスーラ賞-G3２着，Premio Novella-L２着，ドルメーロ賞-G3
３着，セルジオ クマニ賞-G3４着。産駒
サトノエンペラー（牡 *シンボリクリスエス）５勝，アメジストＳ，安房特

別，松前特別
ゴールドマイン（馬扇 ダンスインザダーク）４勝，岩手（公）９勝，桐花賞，青

藍賞，岩鷲賞
サトノジューオー（牡 アグネスタキオン）２勝
サトノティアラ（牝 アグネスタキオン）２勝

ボールド スターレット Bold Starlet（87 Precocious）は愛３勝。産駒
*ロードアイランド：２勝，石川（公）２勝

カダシ Cadasi（80 Persian Bold）は英１勝。産駒
アイマティー Imatea：伊７勝

ボウ ダーリング Beau Darling（66 Darling Boy）は英１勝。産駒
バック ベイリー Back Bailey：愛・北米８勝，Castleknock Sprint S-L，

英入着，コーク＆オラリーＳ-G3３着
スウィフト オスプレイ Swift Osprey：愛１勝。イクスプローディング 

ワンダー Exploding Wonder（ＳＡＪＣブリーダーズＳ-G2）の母，
アムトラック Amtrak（ＭＲＣサンダウンＳ-G3）の曽祖母

ジューン ダーリング June Darling：不出走。*ドナブリーニ Donna Blini
（チェヴァリー パークＳ-G1），マジカル Magical（ウィル ロジャ
ースＨ-G3）の祖母，ジェンティルドンナ（年度代表馬，ドバイ シ
ーマ クラシック-G1，ジャパンＣ-G1・２回，オークス -G1，桜花賞
-G1），ドナウブルー（関屋記念-G3）の曽祖母

ネオユニヴァース
鹿　2000

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

ソーマジック
鹿　2005

*シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿　1999

*ポインテッドパス
Pointed Path
栗　1984

*スーア
Xua
鹿　1997

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Sharpen Up 

Doubly Sure 

Shantung 

Boulevard 

Kris S. 

Kris 

Fairy King 

Wishing Well 

Tee Kay 

Silken Way 

Bold Starlet 

Roberto 

Sharp Queen 

Gold Meridian 

Tri Argo 

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

Precocious 

Cadasi (16)

全40口関東入厩

クラシックを賑わせた母の初産駒がクラブに登場です。かなり胴長
が目立つ体型ですが、まだ腰が高くこれから体高が伸びてくること
でしょう。父の産駒にしては幅のある枠組みで、胸前や肩口は深く
広い出来になっており、トモはパンとすれば筋肉が張り出してきそう
な雰囲気があります。皮膚が薄く毛ヅヤもピカピカと非常に健康的
な馬で、放牧地にはいつも真っ先に駆け出していくほど、走る気に
満ちあふれています。やや寝ている繋は柔軟なしなりでクッションが
利き、高速馬場でも脚元への負担は分散されるでしょう。賢そうな
顔つきからは独特なオーラも感じられ、活躍を意識させる存在です。
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提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム

1口100万円  （総額4,000万円）

田村康仁厩舎 予定

ソーマジックの1322

牡
鹿毛

2013.2.24 生



｜
｜

｜

エル コレドール El Corredor は米国産，北米７勝，シガー マイル
Ｈ-G1。主な産駒：ドミニカン（ブルー グラスＳ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】レ
ット フェイス アライズ（サンタ マルガリータＳ-G1），イオタパ（サンタ マリ
アＳ-G2，サンタ アニタ オークス -G1２着），スウィート ウィスキー（オール
ド ハットＳ-G3），ミヤジタイガ（カシオペアＳ-OP，弥生賞-G2２着）

アーリーアメリカン（06 El Corredor）は４勝，苗場特別（Ｄ1200ｍ）。
本馬が初仔

*アメリカンマンボ American Mambo（97 Kingmambo）は米国産，
不出走。産駒
アメリカン ボーダー American Border（牝 Boundary）北米10勝，ヴァ

イオレットＳ-G3，Miss Liberty S，Taylor Made Matchmaker S-L
３着

リアリー アメリカン Really American（牝 Real Quiet）北米５勝，Little 
Silver S２着

アウト スコアド Out Scored（牡 Black Minnaloushe）北米１勝
オールドアメリカン（牝 ハーツクライ）１勝

アメリカン ロワイヤル American Royale（89 American Standard）
は北米６勝，アディロンダックＳ-G2，プライアリスＳ-G2，Blue North-
er S-L，Family Style S-L，Colleen S-L。産駒
カーカヴァ Carcava：不出走。産駒

カーニヴァル ミュージック Carnival Music：不出走。産駒
カジュン ソング Cajun Song：北米入着，Illinois Thoroughbr-

ed Breeders and Owners Foundation Sales Graduate S
３着

ロイヤル アドヴォケイター Royal Advocator（81 Majestic Prince）
は不出走。産駒
トゥ ザ ハント To the Hunt：北米５勝，ネクスト ムーヴＨ-G3２着，レ

ア トリートＨ-G3３着，My Charmer S３着。ステラー ジェイン 
Stellar Jayne（マザー グースＳ-G1，ラフィアンＨ-G1，ガゼルＨ 
-G1），スターラー Starrer（サンタ マルガリータ招待Ｈ-G1，サン
タ マリアＨ-G1）の母，スター ビリング Star Billing（メイトリアー
クＳ-G1），ザ メイレット The Mailet（ミエスクＳ-G3）の祖母

ネオユニヴァース
鹿　2000

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

アーリーアメリカン
鹿　2006

エルコレドール
El Corredor
黒鹿　1997

*ポインテッドパス
Pointed Path
栗　1984

*アメリカンマンボ
American Mambo
鹿　1997

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Sharpen Up 

Doubly Sure 

Shantung 

Boulevard 

Mr. Greeley 

Kris 

Kingmambo 

Wishing Well 

Silvery Swan 

Silken Way 

American Royale 

Gone West 

Long Legend 

Silver Deputy 

Sociable Duck 

Mr. Prospector 

Miesque 

American Standard 

Royal Advocator (4)

全40口関東入厩

カイバ食いが良いこともあってか初仔らしからぬ体格を備え、頭部の
つくりから脚の長さや胴の伸び、筋肉の量やその付き方など、すべて
がバランス良くまとまった好馬体が印象的です。大人しい性格ながら
も引き締まった表情が示す通りの活気があり、今後も思惑通りの調整
を施せると考えています。父の産駒成績や母の勝ち星からも砂適性
は高そうですが、小気味よく地面を捉えながら進む姿は力強くも柔ら
かく、脚さばきには躍動感があり、芝の競馬で好走してもまったく不
思議ではありません。距離も含めて様々なレース選択が視野に入る、
楽しみが尽きない１頭となってくれるのではないでしょうか。

1口50万円  （総額2,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム小笠倫弘厩舎 予定
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アーリーアメリカンの1323

牡
鹿毛

2013.4.27 生
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*エンドスウィープ End Sweep は米国産，北米６勝，ハイランダー
Ｈ-CAN1。【ＢＭＳ：主な産駒】ゲシュタルト（京都新聞杯-G2），トーセンスタ
ーダム（きさらぎ賞-G3），ナムラビクター（アンタレスＳ-G3），アルーリング
ボイス（ファンタジーＳ-JPN3），パレス（フォール ハイウェイトＨ-G3），シー
ズ インディ マネー（シーウェイＳ-G3）

アルーリングアクト（97 *エンドスウィープ）は２勝，小倉３歳Ｓ 
-JPN3（芝1200ｍ），４歳牝馬特別（西）-JPN2５着。産駒
アルーリングボイス（03 牝 鹿 *フレンチデピュティ）４勝，小倉２歳Ｓ 

-JPN3（芝1200ｍ），ファンタジーＳ-JPN3（芝1400ｍ），ききょうＳ 
-OP（芝1400ｍ），北九州記念-JPN3２着，福島民友Ｃ-OP３着，セ
ントウルＳ-G2４着，フィリーズレビュー -JPN2４着，ＣＢＣ賞-G3
５着。産駒
アーマークラッド（牡 アグネスタキオン）２勝，○現

アルーリングライン（04 牡 鹿 タニノギムレット）１勝
オースミマーシャル（05 牡 鹿 ダンスインザダーク）２勝，野路菊Ｓ-OP

（芝1800ｍ，２歳レコード），中京２歳Ｓ-OP３着
アルーリングムーン（06 牡 鹿 *タイキシャトル）３勝
アルーリングライフ（07 牝 鹿 *フレンチデピュティ）４勝，紫川特別（芝

1200ｍ），秋吉台特別（芝1200ｍ）
アルティシムス（08 牡 鹿 ディープインパクト）４勝，宇治川特別（芝

1400ｍ），青島特別（芝1700ｍ），こぶし賞（芝1600ｍ），○現
アメージングタクト（10 牡 鹿 *ウォーエンブレム）３勝，○現
アルーリングアイズ（11 牝 鹿 ネオユニヴァース）４戦，○現
アルーリングトーン（12 牡 鹿 *フレンチデピュティ）未出走

*チャーミングファピアノ Charming Fappiano（86 Fappiano）は米国
産，北米２勝。産駒
カット ザ チャーム Cut the Charm（牝 Cutlass）北米８勝，ダヴォナ デ

イルＳ-G3，Azalea S-L，Shocker T. H-L，Boca Raton S-L
ハイ ワイアー アクト High Wire Act（馬扇 *エンドスウィープ）北米５

勝，サン フェリーペＳ-G2３着
エイシンフレンチ（牡 *フレンチデピュティ）３勝，箱根特別，東海（公）４

勝，東海菊花賞，東海ゴールドＣ，梅見月杯５着，高知（公）１勝，○現

ステイゴールド
黒鹿　1994

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

アルーリングアクト
鹿　1997

*エンドスウィープ
End Sweep
鹿　1991

ゴールデンサッシュ
栗　1988

*チャーミングファピアノ
Charming Fappiano
鹿　1986

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Sanctus 

Doronic 

*ノーザンテースト

*ロイヤルサッシュ

*フォーティナイナー

*ディクタス

Fappiano 

Wishing Well 

Broom Dance 

ダイナサッシュ

Charming Story 

Mr. Prospector 

File 

Dance Spell 

Witching Hour 

Mr. Prospector 

Killaloe 

Hail to Reason 

Dame Fritchie (9)

全40口関東入厩

軽量なショートホイールベースのボディに、レスポンスが抜群の高
回転エンジンを搭載したレーシングカーのような……そう例えたく
なる母の資質は、様々な配合を通しても「らしい」活躍馬を多数輩
出してきました。クッション性と安定感に優れた健全な各関節、強
く弾ける機敏な走りを生み出す緻密で柔軟性に富んだ筋肉など、本
馬は父との配合でその個性をより強調しグレードアップすること
に成功しました。鋭くキレのあるピッチ走法から、小回りコーナー
を捲り上げ突き抜ける快速馬としてスプリント戦が主戦場となるで
しょうが、我慢も利く気性から距離の延長にも対応できそうです。
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1口60万円  （総額2,400万円）

提供：白老ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム二ノ宮敬宇厩舎 予定

アルーリングアクトの1324

メス
鹿毛

2013.4.12 生
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*タイトスポット Tight Spot は米国産，米芝牡馬チャンピオン，北米
12勝，アーリントン ミリオン -G1，エディ リードＨ-G1。主な産駒：ブラボー
グリーン（京阪杯-JPN3）。【ＢＭＳ：主な産駒】ナカヤマフェスタ（宝塚記念
-G1），ディアアレトゥーサ（紫苑Ｓ-OP，福島記念-G3２着），モエレオンリー
ワン（エーデルワイス賞-JPN3２着），モエレカトリーナ（紫苑Ｓ-OP）

ディアウィンク（98 *タイトスポット）は１勝。産駒
マイネルクラッチ（04 牡 鹿 *スクワートルスクワート）３勝，月岡温泉

特別（芝1600ｍ）
ドリームザドリーム（05 牡 鹿 *エイシンプレストン）１勝
ナカヤマフェスタ（06 牡 鹿 ステイゴールド）最優秀古牡馬，５勝，宝塚

記念-G1（芝2200ｍ），セントライト記念-JPN2（芝2200ｍ），東京ス
ポーツ杯２歳Ｓ-JPN3（芝1800ｍ），メトロポリタンＳ-OP（芝2400
ｍ），京成杯-G3２着，ダービー -JPN1４着，仏入着，凱旋門賞-G1
２着，フォワ賞-G2２着，同４着。種牡馬

ディアアレトゥーサ（07 牝 黒鹿 トーセンダンス）３勝，紫苑Ｓ-OP（芝
2000ｍ），村上特別（芝 1600ｍ），福島記念-G3２着，中山牝馬Ｓ 
-G3４着

サトノセレリティ（11 牡 鹿 ディープスカイ）１戦，○現
フェスタジュニーナ（12 牡 鹿 ステイゴールド）未出走

セイレイ（91 *デインヒル）は３勝，南武特別，佐倉特別。産駒
コマノファラオ（牡 フジキセキ）南関東（公）２勝
セイワリーベル（牡 *リンドシェーバー）北海道（公）２勝

*センスオブリズム Sense of Rhythm（84 Cure the Blues）は愛国
産，愛入着。産駒
フォレスト コンサート Forest Concert：愛２勝，Beamish Stout S-L３着
セイラン Seiran：北米２勝。産駒

*アフォード：２勝，万代特別
センシビリティ Sensibility（71 Hail to Reason）は愛１勝。ビヨンド 

ザ レイク Beyond the Lake（ロイヤル ウィップＳ-G3）の母，シアトリ
カル Theatrical（米芝牡馬チャンピオン，ＢＣターフ -G1，ターフ クラ
シック-G1），*タイキブリザード（安田記念-JPN1），サラナク レイク 
Saranac Lake（デビュータントＳ-G3）の祖母

ステイゴールド
黒鹿　1994

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

ディアウィンク
鹿　1998

*タイトスポット
Tight Spot
鹿　1987

ゴールデンサッシュ
栗　1988

セイレイ
鹿　1991

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Sanctus 

Doronic 

*ノーザンテースト

*ロイヤルサッシュ

His Majesty 

*ディクタス

*デインヒル

Wishing Well 

Premium Win 

ダイナサッシュ

*センスオブリズム

Ribot 

Flower Bowl 

Lyphard 

Classic Perfection 

Danzig 

Razyana 

Cure the Blues 

Sensibility (3)

全40口関東入厩

体高は低めながらも牝馬としては肩幅が広く、見た目の印象よりも体
重があります。夜間放牧の強化に伴い、胴伸びが良くなり目に見えて
大人びてきました。各関節のゆったりしたつくりや長めの膝下から、
出来あがりは 460kg 台と想定しています。繋が長い上に手先の返し
も強いこともあって静止状態からの初動が非常に速く、瞬時に加速
できる性能の高さがあります。抜群のスタートセンスが期待でき、絶
好位を確保しながら狭いところからでも抜け出して勝ち鞍を重ねてく
れそうです。相手が強いほど燃えるハートの強さも持ちあわせた馬、
大仕事をあっさり成し遂げるのはこういうタイプかもしれません。

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム

1口100万円  （総額4,000万円）

二ノ宮敬宇厩舎 予定
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ディアウィンクの1325

メス
鹿毛

2013.4.16 生
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ウッドマン Woodman は米国産，愛３勝，アングルシーＳ-G3。仏２
歳チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】フローズン ファイア（愛ダー
ビー -G1），モア ザン レディ（キングズ ビショップＳ-G1），マムール（オイロ
パ賞-G1），ミス フィンランド（ＳＴＣゴールデン スリッパーＳ-G1），アスト
ンマーチャン（スプリンターズＳ-G1），エイシンデピュティ（宝塚記念-G1）

*ラスリングカプス（93 Woodman）は米国産，わが国で３勝。産駒
ヒーリングユー（99 牝 黒鹿 *カーネギー）佐賀（公）３勝
ウインドヴェイン（00 牝 鹿 *エリシオ）４勝，羊ヶ丘特別（芝1200ｍ）。

産駒
ヴェイグストーリー（牝 ゴールドアリュール）３勝，○現
ランドスパウト（牝 ダンスインザダーク）１勝，兵庫・高知（公）９勝
アドマイヤクイーナ（牝 アドマイヤコジーン）１勝

リーフィーウッド（02 牝 黒鹿 *ホワイトマズル）１勝。産駒
オウケンウッド（牡 アドマイヤコジーン）１勝，障１勝，○現
クライスマイル（牡 スクリーンヒーロー）１勝，○現

クレスコワンダー（03 牡 栗 *グラスワンダー）２勝
アストンマーチャン（04 牝 鹿 アドマイヤコジーン）５勝，スプリンター

ズＳ-G1（芝1200ｍ），フィリーズレビュー -JPN2（芝1400ｍ），小倉
２歳Ｓ-JPN3（芝1200ｍ），ファンタジーＳ-JPN3（芝1400ｍ，レコ
ード），阪神ジュベナイルフィリーズ -JPN1２着

ダイワランスロット（05 牡 黒鹿 ジャングルポケット）１勝
ウィローパドック（06 牝 黒鹿 *クロフネ）北海道（公）３勝
フィールドドリーム（07 牡 栗 *ファルブラヴ）３勝
オコレマルーナ（09 牡 青鹿 ディープインパクト）３勝，○現
ベラフォレスタ（11 牝 黒鹿 ゼンノロブロイ）１勝，○現
ダイワコンプリート（12 牡 鹿 ダイワメジャー）未出走

*フィールディ Fieldy（83 Northfields）は愛国産，仏１勝，マルセル 
ブサック賞-G1２着，北米18勝，ナッソーＳ-CAN2，ウッドバインＢＣＳ 
-CAN2，スワニー リヴァーＨ-G3（２回），同２着，レイディ カンタベリー
Ｈ-G3，ボウゲイＨ-G3，サンタ アナＨ-G1２着。産駒
フィールドオアシス（牡 タヤスツヨシ）４勝，昇竜Ｓ-OP２着，ユニコー

ンＳ-JPN3３着

ステイゴールド
黒鹿　1994

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*ラスリングカプス
Rustling Copse
黒鹿　1993

ウッドマン
Woodman
栗　1983

ゴールデンサッシュ
栗　1988

*フィールディ
Fieldy
鹿　1983

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Sanctus 

Doronic 

*ノーザンテースト

*ロイヤルサッシュ

Mr. Prospector 

*ディクタス

Northfields 

Wishing Well 

*プレイメイト

ダイナサッシュ

Gramy 

Raise a Native 

Gold Digger 

Buckpasser 

Intriguing 

Northern Dancer 

Little Hut 

Tapioca 

Gracile (2)

全40口関東入厩

あまり大柄に出ない牝系出身の本馬ですが、数字以上に体を大きく
見せるのは、大きくゆったりとしたトモと牝馬らしく丸みのある臀
部のおかげでしょう。肩や胸部の成長はまだこれからですが、全身
の筋肉はつき方がよく、非常に均整の取れた綺麗な馬体をしていま
す。後躯の骨格に十分なゆとりがあってスムーズな動きを生みだし、
リズミカルかつ深い踏み込みに繋がります。キビキビとした俊敏さ
に加え、伸びのある脚さばきは、関節と筋肉の柔軟性が高くバネが
ある証拠です。父似の気の強さは放牧地でも No.1 との声もあり、
快足を誇った姉に負けず劣らずの素質を感じます。
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斎藤誠厩舎 予定 提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム

1口60万円  （総額2,400万円）

ラスリングカプスの1326

メス
青鹿毛

2013.4.21 生
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　　　　　｜
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トランポリノ Trempolino は米国産，仏４勝，凱旋門賞-G1。【ＢＭＳ：
主な産駒】ブルー カナリ（仏ダービー -G1），ラウンド ポンド（ＢＣディスタ
フ -G1），アクション ディス デイ（ＢＣジュベナイル -G1），チェルシー ローズ

（モイグレア スタッドＳ-G1），ウィッキド スタイル（ブリーダーズ フューチ
ュリティ -G1），ミスター ウニヴェルソ（パウリスタ ダービー -G1）

*ロリポップガール Lollipop Girl（98 Trempolino）は米国産，３勝，
二王子特別（芝1600ｍ）。産駒
ポッピイ（06 牡 青鹿 ゴールドアリュール）入着，南関東（公）８勝，高知

（公）１勝
ウインポップソング（07 牡 青 フジキセキ）兵庫（公）１勝
ゴールドタイコー（08 牡 栗 アグネスタキオン）入着，石川（公）２勝
ラフレーズカフェ（09 牝 青鹿 マンハッタンカフェ）４勝，サンライズＳ

（芝1200ｍ），ハッピーエンドＣ（芝1200ｍ），黒松賞（芝1200ｍ），
クリスマスローズＳ-OP２着，紅梅Ｓ-OP３着，○現

サーストンニュース（10 牡 青鹿 ダイワメジャー）２勝
ポップスキャット（12 牝 黒鹿 ダンスインザダーク）未出走

アイシー ポップ Icy Pop（78 Icecapade）は北米３勝，ハリウッド ラ
ッシーＳ-G2２着。産駒

*アメリカンフィーリング American Feeling（牝 Secretariat）仏・北米３
勝，Prix La Camargo-L３着。産駒
オースミベスト（牡 *ノーザンテースト）３勝，江坂特別，尖閣湾特

別，目黒記念-JPN2２着，ダイヤモンドＳ-JPN3２着
*ポップシンガー Pop Singer（牝 Secretariat）仏１勝。産駒

マジックシンガー（牡 *ノーザンテースト）中央・東海・北海道○交５
勝，福島民報杯-OP，洞爺湖特別，ステイヤーズＳ-JPN2４着，
岩手○交入着，マーキュリーＣ-JPN3２着，障１勝

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

ャパンＣ-G1２着，有馬記念-JPN1２着，宝塚記念-G1３
着，豪入着，ＶＲＣメルボルンＣ-G1２着，愛１勝。種牡馬

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

マンハッタンカフェ
青鹿　1998

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*ロリポップガール
Lollipop Girl
鹿　1998

トランポリノ
Trempolino
栗　1984

*サトルチェンジ
Subtle Change
黒鹿　1988

アイシーポップ
Icy Pop
黒鹿　1978

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Alleged 

Bold Bikini 

Luciano 

Suleika 

Sharpen Up 

Law Society 

Icecapade 

Wishing Well 

Trephine 

Santa Luciana 

Calaki 

*エタン

Rocchetta 

*ヴァイスリーガル

Quiriquina 

Nearctic 

Shenanigans 

T. V. Lark 

Miss Jr. (7)

全40口関東入厩

脚長のスマートな馬体に父の面影を感じますが、同時期の兄姉に比
べて馬体重があり、無駄肉がつかない完成の早いタイプと評してい
ます。キ甲が高く、そこに付随する肩や胸にも十分な幅と厚みがあり、
大きなストライドを生み出す前肢の運動幅の大きさにも期待が持て
ます。まだ腰高で成長途上ながらもトモの踏み込みは深く力強さを
感じ、柔らか味のある背中、跳びの大きな走りからは広いコースで
の活躍を予感させます。おっとりとした性格ですが、時折見せる警
戒心の強さもあり、ピリッとした気性は馬体を併せたときに負けま
いとする勝負根性をきっと引き出してくれることでしょう。

1口60万円  （総額2,400万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム小島太厩舎 予定
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ロリポップガールの1327

牡
青鹿毛

2013.3.7 生
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アニーズ Anees は米国産，米２歳牡馬チャンピオン，北米２勝，ＢＣ
ジュベナイル -G1，サン フェリーペＳ-G2３着，ノーフォークＳ-G2３着。主
な産駒：コイン シルヴァー（レキシントンＳ-G2），オーフリー スマート（レナ
ード リチャーズＳ-G3），*アロングザシー（フリゼットＳ-G1２着），トム リッ
キー（ハリウッド ジュベナイル チャンピオンシップＳ-G3３着）

*アロングザシー Along the Sea（03 Anees）は米国産，北米１勝，フリ
ゼットＳ-G1２着，メイトロンＳ-G1３着，スピナウェイＳ-G2３着。産駒
ドラゴンウォー（10 牡 鹿 *ウォーエンブレム）１勝
コルサーレ（11 牡 黒鹿 ハーツクライ）１勝，○現
ユニヴァースパール（12 牝 黒鹿 ネオユニヴァース）未出走

ラシアン フライト Russian Flight（92 Siberian Express）は北米４
勝，サラブレッド クラブ オブ アメリカＳ-G3２着，シャーリー ジョーン
ズＨ-G3２着，リーヴ シュレー ジュニアＳ-G2４着，ファースト レイデ
ィＨ-G3４着。産駒
コルドバ Cordoba（牝 Unbridled）北米３勝，Real Delight S３着。産駒

シルヴァー ファウンテン Silver Fountain（牝 Forest Wildcat）北
米１勝。産駒
コースト Koast（牡 Lawyer Ron）北米４勝，Oceanside S３着

ロザラ Rozala（86 Roberto）は英１戦。産駒
ロイヤル ホーク Royal Hawk：伊３勝，Premio Toscana-L３着。産駒

アダマンティナ Adamantina：伊２勝，ドルメーロ賞-G3，Premio 
Coolmore-L，伊 1000ギニー -G3２着，Premio Seregno C.-L
２着，セルジオ クマニ賞-G3３着，カルロ キエーザ賞-G3３着

リンドール Lindor：伊４勝，Criterium Varesino-L２着
ゴールデン ハイライツ Golden Highlights（79 Secretariat）は北米

４勝，Sooner S，Southland S２着，Myrtlewood S２着。産駒
ファリエダー Fariedah：英２勝，北米２勝，Very Subtle Breeders' Cup 

H。産駒
ウエスタン フェイム Western Fame：英２勝，北米６勝，フィラデ

ルフィア パークＢＣＨ-G3２着。種牡馬
ウエスト サイダー West Sider：北米入着。シルヴァー スクリーマ

ー Silver Screamer（イートンタウンＨ-G3）の母

マンハッタンカフェ
青鹿　1998

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*アロングザシー
Along the Sea
鹿　2003

アニーズ
Anees
鹿　1997

*サトルチェンジ
Subtle Change
黒鹿　1988

ラシアンフライト
Russian Flight
鹿　1992

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Alleged 

Bold Bikini 

Luciano 

Suleika 

Unbridled 

Law Society 

Siberian Express 

Wishing Well 

Ivory Idol 

Santa Luciana 

Rozala 

Fappiano 

Gana Facil 

Alydar 

Ivory Wand 

Caro 

Indian Call 

Roberto 

Golden Highlights (10)

全40口関東入厩

鋭い目付きは本馬の性格をよく表しているようで、気の強さや馬当た
りのキツさは厩舎のなかでも随一です。しかし、兄姉たちも同様の
性格を見せていることから、これは血統的に潜在しているものだと
捉えています。脚長でスラッとした胴長のつくりは父の馬体そっくり
で、バランスがよく伸びのある点に好感が持てます。背の高さもあっ
てやや大柄になりそうですが、シャープな体つきで見た目には大き
さを感じさせません。歩様に力強さがあり、長い手足を持て余すこ
となくキビキビとした動きを見せることからも、将来的には跳びの大
きな走りで、広いコースがよく似合う競走馬になってくれるでしょう。
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1口60万円  （総額2,400万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム堀宣行厩舎 予定

アロングザシーの1328

メス
黒鹿毛

2013.3.23 生
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ワイルド アゲイン Wild Again は米国産，北米８勝，ＢＣクラシック
-G1。【ＢＭＳ：主な産駒】ジャスタウェイ（ドバイ デューティ フリー -G1），フ
ェア ミクス（ガネー賞-G1），*パイロ（フォアゴーＳ-G1），ワイルド スピリット

（ラフィアンＨ-G1），パワー ブローカー（フロントランナーＳ-G1），ファッシ
ョンズ アフィールド（ＡＪＣサイアーズ プロデュースＳ-G1）

*マイワイルドローズ My Wild Rose（95 Wild Again）は米国産，北
米４勝，City of Phoenix H（Ｄ６Ｆ），Mesa H２着，Menlo Park H２着，
Vacaville H-L３着，ラス フローレスＨ-G3４着。産駒
ソレックス（03 馬扇 栗 *フレンチデピュティ）３勝
アドマイヤマジン（04 牡 黒鹿 フジキセキ）５勝，安達太良Ｓ（Ｄ1700

ｍ），鷹取特別（Ｄ2000ｍ），関越Ｓ-OP３着
ヒズラストノート（08 牡 鹿 ゴールドアリュール）１勝
ワイルドドラゴン（10 牡 鹿 ゴールドアリュール）３勝，初凪賞（Ｄ1800

ｍ），○現
ローズ オブ マル Rose of Mull（88 Private Account）は北米２勝。

産駒
ワイルド ライフ Wild Life（牝 Wild Again）北米３戦。産駒

ヤプン Yapung（牡 Menifee）韓国３勝，Breeders' Cup
ブロード イシュー Broad Issue（牝 Broad Brush）北米４勝

ル クレ Le Cle（69 Tom Rolfe）は北米７勝，ビヴァリー ヒルズＨ 
-G2，プリンセスＳ，Honeymoon S，ラモナＨ-G3２着，カールトンＦ.バ
ークＨ-G2３着，デル マー オークス３着。産駒
アスク ミー Ask Me：北米５勝，Bay Meadows Derby，ウィル ロジャ

ースＨ-G2２着，ゴールデン ゲイトＨ-G3２着，ハリウッド ダービ
ー -G1３着，エディ リードＨ-G2３着。種牡馬

ラ クレ レヴュー La Cle Review：不出走。フォンド ダルティショ Fond 
d'Artichaut（リンネオ デ パウラ マシャード大賞典-G1３着）の母，
ミスティファイ ミー Mystify Me（オメガ賞-G3）の祖母

ゴームリー Gormley：北米４勝。ベ コモ Baie Comeau（アルバータ ダ
ービー -G3２着）の母

ソング フォー トゥー Song for Two：北米２勝。レイザー リル Lazer Lil
（インプレンサ大賞典-G3２着）の母

ゴールドアリュール
栗　1999

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*マイワイルドローズ
My Wild Rose
鹿　1995

ワイルドアゲイン
Wild Again
黒鹿　1980

*ニキーヤ
Nikiya
鹿　1993

ローズオブマル
Rose of Mull
栗　1988

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Special 

Hostage 

Vaguely Royal 

Icecapade 

Nureyev 

Private Account 

Wishing Well 

Bushel-n-Peck 

Reluctant Guest 

Le Cle 

Nearctic 

Shenanigans 

Khaled 

Dama 

Damascus 

Numbered Account 

Tom Rolfe 

Legato (13)

全40口関東入厩

現時点ではやや幼い体付きではありますが、４月後半生まれという
ことを考慮すれば筋肉量は十分でカイバ食いも良好です。それに伴っ
て馬体重も増加し、成長力を感じさせる曲線を描き、やがては鍛え
込まれて中型以上の馬格でデビューとなるでしょう。普段は優しい表
情で人懐っこいものの、仲間に対しては気が強くつねにリードしよう
とする性格で、群れの先頭にいる姿が印象的な本馬には競馬でも真っ
先にゴールに飛び込んでくるシーンを期待してしまいます。血統構成
やしっかりした骨格から、ダートはもちろんのこと、大きくしなやか
な脚さばきをみていますと芝のレースも、という想像が膨らみます。

1口40万円  （総額1,600万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム新開幸一厩舎 予定
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マイワイルドローズの1329

メス
鹿毛

2013.4.26 生
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ネオユニヴァースは千歳産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー -JPN1。
主な産駒：ヴィクトワールピサ（ドバイ ワールドＣ-G1），ロジユニヴァース

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

マエストラーレ（06 ネオユニヴァース）は４勝，江戸川特別（Ｄ1800
ｍ）。本馬が初仔

オータムブリーズ（98 *ティンバーカントリー）は２勝，障１勝。産駒
コルポディヴェント（牡 フジキセキ）５勝，丹沢Ｓ，総武Ｓ
チュウワブロッサム（牝 デュランダル）３勝，瀬波温泉特別，石川○交１勝
ブリズデロートンヌ（牝 *シンボリクリスエス）１勝。産駒

シュシュブリーズ（牝 フジキセキ）１勝，○現
オータムカラー（牝 ダンスインザダーク）１勝
セプテントリオ（牡 ステイゴールド）１勝，○現

セプテンバーソング（91 *リアルシャダイ）は３勝，三面川特別。産駒
タガノビッグバン：３勝，兵庫特別
セプターレイン：東海（公）２勝，中央１勝

ダイナフェアリー（83 *ノーザンテースト）は６勝，オールカマー
-JPN3，エプソムＣ-JPN3，新潟記念-JPN3，京成杯-JPN3，牝馬東京タ
イムズ杯-JPN3，ニュージーランドＴ４歳Ｓ-JPN3２着，金杯（東）-JPN3
２着，七夕賞-JPN3２着，中山牝馬Ｓ-JPN3２着，３歳牝馬Ｓ（東）-JPN3
２着，きさらぎ賞-JPN3３着，エリザベス女王杯-JPN1４着，４歳牝
馬特別（西）-JPN2４着，マイルチャンピオンシップ -JPN1５着，スワン
Ｓ-JPN2５着。産駒
ローゼンカバリー：７勝，セントライト記念-JPN2，アメリカＪＣＣ 

-JPN2，同３着，日経賞-JPN2，同３着，目黒記念-JPN2，しゃくなげ
Ｓ，中山記念-JPN2２着，同３着，天皇賞（春）-JPN1３着。種牡馬

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

ダイイチダンヒル：３勝，若葉Ｓ-OP，福寿草特別，若駒Ｓ-OP２着
ダイイチアピール：１勝。ホクトスルタン（目黒記念-JPN2），ドリー

ムシグナル（シンザン記念-JPN3）の母

*クロフネ
Kurofune
芦　1998

*フレンチデピュティ
French Deputy
栗　1992

マエストラーレ
鹿　2006

ネオユニヴァース
鹿　2000

*ブルーアヴェニュー
Blue Avenue
芦　1990

オータムブリーズ
鹿　1998

Deputy Minister 
Vice Regent 

Mint Copy 

Hold Your Peace 

Laredo Lass 

Pago Pago 

Classic Perfection 

Icecapade 

*コレラ

*サンデーサイレンス

Classic Go Go 

*ティンバーカントリー

Mitterand 

*ポインテッドパス

Eliza Blue 

セプテンバーソング

Halo 

Wishing Well 

Kris 

Silken Way 

Woodman 

Fall Aspen 

*リアルシャダイ

ダイナフェアリー (9)

全40口関東入厩

ピカイチな末脚の安定感で、ダートを舞台に 4 勝を挙げた母の初仔
です。強くかき込む力感抜群の肩、しなりのいい特徴的な背中、大
きく腰高なトモのつくりなど、母の優れた資質を伝承しました。さ
らに配合の狙い通りに強靭でボリュームに富む父譲りの筋力が備
わって、よりスケールアップした馬体に成長してきました。四肢の
各関節は滑らかに可動して柔軟性に優れ、春先のぬかるむ路面でも
軽々と突き進む弾力感あふれる高水準のスピードに目を奪われま
す。感受性豊かで反応の鋭い気性はレースでの闘争心へと結びつく
はずで、抜群の決め手を武器に砂のタイトルを目指していきます。
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1口70万円  （総額2,800万円）

提供：白老ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム萩原清厩舎 予定

マエストラーレの1330

牡
黒鹿毛

2013.4.16 生
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*サンデーサイレンス Sunday Silence は米国産，米年度代表馬，北
米９勝，ケンタッキー ダービー -G1。本邦チャンピオンサイアー。本邦ＢＭ
Ｓチャンピオン。【ＢＭＳ：主な産駒】アドマイヤムーン（ドバイ デューティ 
フリー -G1），ローズキングダム（ジャパンＣ-G1），スクリーンヒーロー（ジャ
パンＣ-G1），ロゴタイプ（皐月賞-G1），レジネッタ（桜花賞-JPN1）

ミスアルダント（96 *サンデーサイレンス）は３勝。産駒
オメガロンド（04 牝 鹿 *フレンチデピュティ）２勝。産駒

オメガベントレー（牡 サクラバクシンオー）１勝，○現
アルダントヌイ（05 牝 栗 *フレンチデピュティ）３勝，スイートピー

Ｓ-OP３着
スノーマジック（06 牝 芦 *スウェプトオーヴァーボード）３勝
ミオリチャン（07 牝 芦 *スウェプトオーヴァーボード）４勝，七重浜特

別（芝1200ｍ），ＳＴＶ賞（芝1200ｍ），まりも特別（芝1200ｍ），福
島２歳Ｓ-OP２着，アネモネＳ-OP３着

アルデュール（08 牝 栗 *フレンチデピュティ）３勝
グリコーゲン（10 牡 黒鹿 *チチカステナンゴ）入着，○現
ヴェスヴィオ（12 牡 栗 *ロージズインメイ）未出走

*マガロ Magaro（80 Caro）は米国産，北米４勝。産駒
タヤスツヨシ（牡 *サンデーサイレンス）４勝，ダービー -JPN1，ラジオ

たんぱ杯３歳Ｓ-JPN3，エリカ賞，皐月賞-JPN1２着，共同通信杯
４歳Ｓ-JPN3２着，神戸新聞杯-JPN2５着。種牡馬

クーラウイン Coolawin（牝 Nodouble）北米９勝，オーキッドＨ-G2，
同２着，クイーン エリザベス二世チャレンジＣ-G2，ビウィッチＳ 
-G3，ポインセティアＳ-G3，カンタベリー オークス -G3２着

シスター クリス Sister Chrys（牝 Fit to Fight）北米２勝。産駒
シルヴァー ラプソディ Silver Rhapsody（牝 Silver Hawk）英２勝，

プリンセス ロイヤルＳ-G3，ジョッキー クラブＳ-G2２着
マジックショール（牝 *ダイヤモンドショール）２勝。産駒

レディソーサリス（牝 *サンデーサイレンス）６勝，秋野Ｓ-OP
ノンストップレディ（牝 *ノーザンテースト）２勝。産駒

ラブフォーエバー（牝 *サンデーサイレンス）３勝，堀川特別。ロー
ルオブザダイス（平安Ｓ-G3，東京大賞典-JPN1３着）の母

*クロフネ
Kurofune
芦　1998

*フレンチデピュティ
French Deputy
栗　1992

ミスアルダント
鹿　1996

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*ブルーアヴェニュー
Blue Avenue
芦　1990

*マガロ
Magaro
黒鹿　1980

Deputy Minister 
Vice Regent 

Mint Copy 

Hold Your Peace 

Laredo Lass 

Pago Pago 

Classic Perfection 

Icecapade 

*コレラ

Halo 

Classic Go Go 

Caro 

Mitterand 

Wishing Well 

Eliza Blue 

Magic 

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

*フォルティノ

Chambord 

Buckpasser 

Aspidistra (1)

全40口関東入厩

背中のラインが伸びやかで、腹袋にも余裕が感じられます。この胴
長で好バランスな馬体からしても、距離に融通が利きそうな印象で
す。普段から古馬のように落ち着いており、今後繰り返される環境
の変化にもすぐに順応できそうな優等生タイプと言えるでしょう。
ダートもこなせる牝系にクロフネという配合ながら、芝にも対応可
能なしなやかな動きを見せており、血統から受けるイメージよりも
明らかに奥が深そうです。心身ともに充実度が高く、玄人好みの渋
い１頭となっています。攻め時を的確に見極めながら今年クラシッ
クを制した名伯楽とのタッグで大仕事を成し遂げるかもしれません。

1口35万円  （総額1,400万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム栗田博憲厩舎 予定
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ミスアルダントの1331

メス
鹿毛

2013.4.21 生
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ストーム キャット Storm Cat は米国産，北米４勝，ヤング アメリカ
Ｓ-G1。北米チャンピオンサイアー。北米ＢＭＳチャンピオン。【ＢＭＳ：主な
産駒】キズナ（ダービー -G1），スペイツタウン（ＢＣスプリント-G1），ロード
カナロア（香港スプリント-G1・２回），アユサン（桜花賞-G1），ファレノプシス

（桜花賞-JPN1），フォークロア（ＢＣジュベナイル フィリーズ -G1）

エアラグドール（96 Storm Cat）は不出走。産駒
エアジンクス（01 牝 栗 スペシャルウィーク）３戦。産駒

ベアフルート（牝 サクラバクシンオー）１勝
アサクササンジャ（02 牡 黒鹿 *エルコンドルパサー）１勝，東海○交１勝，

佐賀（公）３勝
ビーチパトロール（05 牡 栗 *フレンチデピュティ）２勝
ラムタムタガー（06 牡 黒鹿 ダンスインザダーク）２勝，東海（公）１勝
エクストラセック（07 牡 栗 ゼンノロブロイ）３勝，柏崎特別（Ｄ1800ｍ）
ニーマルダイヤ（10 牝 栃栗 ゼンノロブロイ）１勝
マキャヴィティ（11 牡 栗 デュランダル）２勝，ダリア賞-OP（芝1400ｍ），

アーリントンＣ-G3５着，兵庫・南関東○交入着，兵庫ジュニアグラ
ンプリ-JPN2２着，全日本２歳優駿-JPN1４着，兵庫チャンピオン
シップ -JPN2４着，○現

*ステラマドリッド Stella Madrid（87 Alydar）は米国産，北米６勝，
フリゼットＳ-G1，スピナウェイＳ-G1，エイコーンＳ-G1，メイトロン
Ｓ-G1，Bridgework S，プライアリスＳ-G2２着，Prima Donna S-L２着，
ＢＣジュベナイル フィリーズ -G1３着，マザー グースＳ-G1３着。産駒

*アイルドフランス Isle de France（牝 Nureyev）仏３勝，ミネルヴ賞
-G3，Prix Saint-Yorre-L，マルセル ブサック賞-G1２着，北米３勝，
ヒルズボローＨ-G3。ミッキーアイル（ＮＨＫマイルＣ-G1）の祖母

ダイヤモンドビコー（牝 *サンデーサイレンス）最優秀古牝馬，７勝，
阪神牝馬Ｓ-JPN2，ローズＳ-JPN2，府中牝馬Ｓ-JPN3，中山牝馬
Ｓ-JPN3，エーデルワイスＳ，若鮎賞，エリザベス女王杯-JPN1２着

ヴィアラクテア（牝 アグネスタキオン）３勝，フローラＳ-JPN2５着
リファインメント Refinement（牝 Seattle Slew）北米２戦。*ライラッ

クスアンドレース Lilacs and Lace（アシュランドＳ-G1）の母，ス
テラ マーク Stella Mark（ローン スター パークＨ-G3３着）の祖母

ゼンノロブロイ
黒鹿　2000

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

エアラグドール
栗　1996

ストームキャット
Storm Cat
黒鹿　1983

*ローミンレイチェル
Roamin Rachel
鹿　1990

*ステラマドリッド
Stella Madrid
鹿　1987

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Mr. Prospector 

I Pass 

Clever Trick 

Pia's Lady 

Storm Bird 

*マイニング

Alydar 

Wishing Well 

Terlingua 

One Smart Lady 

My Juliet 

Northern Dancer 

South Ocean 

Secretariat 

Crimson Saint 

Raise a Native 

Sweet Tooth 

Gallant Romeo 

My Bupers (6)

全40口関東入厩

体中にみなぎるパワーは他馬を圧倒し、放牧地では周りが萎縮して
しまうほどです。本馬もそれに気付いているのか態度も大きく、自信
にあふれて闊歩しますが、人に対しては従順で扱いやすいタイプと
言えます。全兄よりも本馬は背中がゆったりとして、長めのつくりに
なっています。体は大柄ですが、その割には歩様の手先に軽さもあり、
荒れた芝もこなすダート馬という印象です。広い肩口は前肢のかき
込みも大きくて力強く、深いダートも苦にしないでしょう。また、幅
広のトモはダートをえぐるだけの脚力を生み出すのに十分です。膝
下も短めで、丈夫に長い期間を楽しませてくれそうな１頭です。
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奥村武厩舎 予定 提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム

1口45万円  （総額1,800万円）

エアラグドールの1332

メス
黒鹿毛

2013.2.2 生
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*リアルシャダイ Real Shadai は米国産，仏２勝，ドーヴィル大賞
典-G2，仏ダービー -G1２着，サンクルー大賞典-G1３着。【ＢＭＳ：主な産
駒】アドマイヤジュピタ（天皇賞・春-G1），イングランディーレ（天皇賞・春
-JPN1），トウカイポイント（マイルチャンピオンシップ -JPN1），サンライズ
バッカス（フェブラリーＳ-G1），プライドキム（全日本２歳優駿-JPN1）

マンデーデライト（97 *リアルシャダイ）は３勝，若戸特別（芝2000
ｍ）。産駒
キングスデライト（04 牡 栗 アグネスタキオン）３勝，タイランドＣ（芝

1800ｍ），はなみずき賞（芝1800ｍ），野路菊Ｓ-OP３着
リトルディッパー（05 牝 鹿 *アグネスワールド）２勝。産駒

レッドダニエル（牡 *トワイニング）１勝，○現
メガチューズデー（06 牡 鹿 ネオユニヴァース）入着，佐賀（公）９勝，中島

記念（Ｄ2000ｍ），はがくれ大賞典４着
ユメノカケハシ（07 牝 青鹿 デュランダル）入着，兵庫（公）２勝，高知（公）

７勝
オリファン（08 牝 黒鹿 デュランダル）入着，南関東（公）２勝
ターフデライト（09 牝 青 アグネスタキオン）２勝，フローラＳ-G2４着，

○現
シャドウシティー（11 牡 鹿 デュランダル）1勝，○現
ブランニューデイ（12 牝 青鹿 ダイワメジャー）未出走

*オーナーズデライト Honor's Delight（90 Gulch）は米国産，北米３
勝。産駒
ユウワンテイオー（牡 *トニービン）３勝，岩手（公）２勝
ブリージーウッズ（牝 *ティンバーカントリー）２勝

ウイークエンド ディライト Weekend Delight（82 Clever Trick）
は北米 16勝，スカイラヴィルＳ-G3，Jasmine S-L，Miss Mommy H，
Gala Fete H，Blue Delight S，Regret S，Edgewood S，Sunflower S，
American Beauty S，Clipsetta S，アルシバイアディーズＳ-G2２着。産
駒
サム ディライトフル ジェム Sum Delightful Gem：北米５戦。産駒

ジェムズ アンド ゴールド Gems and Gold：北米２勝，Sunland Pa-
rk Oaks

ドリームジャーニー
鹿　2004

ステイゴールド
黒鹿　1994

マンデーデライト
黒鹿　1997

*リアルシャダイ
Real Shadai
黒鹿　1979

オリエンタルアート
栗　1997

*オーナーズデライト
Honor's Delight
鹿　1990

*サンデーサイレンス
Halo 

Wishing Well 

*ディクタス

ダイナサッシュ

メジロティターン

メジロオーロラ

*ノーザンテースト

*グランマスティーヴンス

Roberto 

メジロマックイーン

Gulch 

ゴールデンサッシュ

Desert Vixen 

エレクトロアート

Weekend Delight 

Hail to Reason 

Bramalea 

In Reality 

Desert Trial 

Mr. Prospector 

Jameela 

Clever Trick 

Udder Delight (3)

全40口関東入厩

父は小柄な馬でしたが、本馬は立派な生まれ落ちで、やや遅生まれ
にも関わらず他馬と遜色ないサイズになりました。まだ成長途上の
体型で腰高という幼さはありますが、その中でもキ甲の高さと斜尻
は目につく特徴です。胸前の筋肉は隆々と張り出し、広々とした肩
は内包する肩甲骨も大きく、伸びのある歩様につなげています。サ
ンデー系に多いとされる斜尻は瞬発力を伝えると言われ、父も抜群
の切れ味を誇った馬だけに、本馬も差し脚鋭い競走馬になってくれ
そうです。長めの繋に膝はかぶり気味で脚元への負担もうまく分散
されており、父のような無事是名馬の活躍を期待してしまいます。

1口40万円  （総額1,600万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム小島茂之厩舎 予定
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マンデーデライトの1333

牡
鹿毛

2013.4.21 生
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ダンスインザダークは千歳産，最優秀３歳牡馬，５勝，菊花賞-JPN1。
【ＢＭＳ：主な産駒】メイショウカンパク（京都大賞典-G2），ショウリュウム
ーン（朝日チャレンジＣ-G3），フォーエバーマーク（キーンランドＣ-G3），ザ
ラストロ（新潟２歳Ｓ-G3），ラブリーデイ（金鯱賞-G2２着），コスモシルバー
ド（函館２歳Ｓ-G3２着），プレノタート（フィリーズレビュー -G2３着）

ヴィーヴァヴォドカ（06 ダンスインザダーク）は２勝，フラワーＣ-G3
（芝1800ｍ）。本馬が初仔

トウカイステラ（96 トウカイテイオー）は４勝，鏑矢特別，閃光特別。
産駒
アドマイヤオンリー（牝 *クロフネ）３勝
トウカイファイン（牝 *フレンチデピュティ）１勝。産駒

トウカイビジョン（牡 ゴールドアリュール）２勝，○現
トウカイセンス（牝 ハーツクライ）１勝，○現

ツジノダイアナ（86 *マグニテュード）は３勝。産駒
ダイアナショー：２勝，カーネーション特別。産駒

メイショウルシェロ：３勝，鞍ヶ池特別
テツノアーク（68 *アークティックヴェイル）は１勝。産駒

レイレナード：４勝，秩父特別，陣馬特別，七夕賞-JPN3３着
アキノマイリー：２戦，入着。産駒

アキノサンシー：11勝，大阪城Ｓ-OP，難波Ｓ，甲南Ｓ，松籟Ｓ
オータムロンバード：６勝，水無月Ｓ，阪神大賞典-JPN2５着
ショッキングピンク：１勝。産駒

セフティオーシャン：２勝，樅の木賞，京阪杯-JPN3４着，障１
勝，阪神障害Ｓ２着，京都大障害５着

シルバーカップ：入着，北海道（公）２勝。産駒
マヤノユウリ：３勝，猪名川特別，白梅賞，忘れな草賞-OP２着
マックスゲニー：不出走。（公）スピーディドゥ（報知オールスタ

ーＣ）の母
ポートアイドル：不出走。産駒

オータムホーク：３勝，安房特別，はなみずき賞
*マイリー Mairie（53 Supreme Court）は英国産，英３戦。キューピ

ット（阪神牝馬特別）の母，ヤマピット（オークス）の祖母

ドリームジャーニー
鹿　2004

ステイゴールド
黒鹿　1994

ヴィーヴァヴォドカ
黒鹿　2006

ダンスインザダーク
鹿　1993

オリエンタルアート
栗　1997

トウカイステラ
鹿　1996

*サンデーサイレンス
Halo 

Wishing Well 

*ディクタス

ダイナサッシュ

メジロティターン

メジロオーロラ

*ノーザンテースト

*グランマスティーヴンス

*サンデーサイレンス

メジロマックイーン

トウカイテイオー

ゴールデンサッシュ

*ダンシングキイ

エレクトロアート

ツジノダイアナ

Halo 

Wishing Well 

Nijinsky 

Key Partner 

シンボリルドルフ

トウカイナチュラル

*マグニテュード

テツノアーク(7)

全40口関東入厩

スッと踏み出すその一歩から極上の滑らかさが伝わり、不測の出来
事にもヒュッと弾ける素早い身のこなしに、驚きのバネを確認できま
す。全身の隅々まで伝達速度の鋭い神経がいきわたり、やや小柄で
シャープな本馬の姿には、紛れもなく父の優勢形質が表れています。
瞬時に加速する俊敏性に加えて、トップギアでの伸びやかな走りも
また素晴らしく、３歳春に重賞を制した母譲りのスケール感も兼備
しています。芝コースを舞台に勝負所から一気にスピードアップす
る瞬発力タイプなのは間違いなく、感受性豊かで真っ直ぐな気性か
らも、目の覚めるような渾身の切れ味を堪能できることでしょう。

ド
リ
ー
ム
ジ
ャ
ー
ニ
ー  

×  

ヴ
ィ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ォ
ド
カ
［
メ
ス
］

34

1口50万円  （総額2,000万円）

提供：白老ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム勢司和浩厩舎 予定

ヴィーヴァヴォドカの1334

メス
鹿毛

2013.2.24 生



｜
｜
｜

｜

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

ラピッドオレンジ（03 *エルコンドルパサー）は４勝，道新スポーツ賞
（Ｄ1700ｍ），アネモネＳ-OP３着，南関東○交１勝，ＴＣＫ女王盃-JPN3
（Ｄ1800ｍ），同４着，マリーンＣ-JPN3２着，クイーン賞-JPN3４着，ス
パーキングレディーＣ-JPN3５着。産駒
ブロンクスシルバー（11 牝 芦 *クロフネ）１勝，○現
バンペイユ（12 牡 鹿 *ハービンジャー）未出走

オレンジピール（94 *サンデーサイレンス）は４勝，４歳牝馬特別（東）
-JPN2，クイーンＣ-JPN3，チューリップ賞-JPN3，エイプリルＳ-OP２
着，秋華賞-JPN1４着，阪神牝馬特別-JPN2４着，中山牝馬Ｓ-JPN3４
着，桜花賞-JPN1５着，オークス-JPN1５着，クイーンＳ-JPN3５着，南
関東○交入着，ＴＣＫ女王盃-JPN3４着。産駒
ブラックコンドル（牡 *エルコンドルパサー）３勝，春待月Ｓ-OP，中京２

歳Ｓ-OP，平安Ｓ-JPN3２着，トパーズＳ-OP３着，京都２歳Ｓ-OP
３着，朝日チャレンジＣ-JPN3５着，アンタレスＳ-JPN3５着，佐賀
○交入着，佐賀記念-JPN3３着，障２勝，小倉サマージャンプ３着

オレンジボウル（馬扇 *エリシオ）１勝，障４勝
ビターオレンジ（牝 ジャングルポケット）２勝。産駒

ブリッツ（牡 *タイキシャトル）１勝，○現
*バッフドオレンジ Buffed Orange（82 Exclusive Native）は米国産，

北米入着。産駒
メローフルーツ：２勝，札幌３歳Ｓ-JPN3，フラワーＣ-JPN3２着，桜花

賞-JPN1４着
ダイイチノボル：３勝，若鮎賞，岩手（公）１勝
ダイワサイレンス：３勝，富嶽賞
オレンジブロッサム：２勝。産駒

オレンジティアラ：４勝，立待岬特別，下北半島特別，小倉２歳Ｓ 
-JPN3３着，フェニックス賞-OP３着

ジャングルポケット
鹿　1998

*トニービン
Tony Bin
鹿　1983

ラピッドオレンジ
鹿　2003

*エルコンドルパサー
El Condor Pasa
黒鹿　1995

*ダンスチャーマー
Dance Charmer
黒鹿　1990

オレンジピール
栗　1994

*カンパラ
Kalamoun 

State Pension 

Hornbeam 

Priddy Fair 

Northern Dancer 

Special 

Nodouble 

Skillful Miss 

Kingmambo 

Nureyev 

*サンデーサイレンス

Severn Bridge 

*サドラーズギャル

Skillful Joy 

*バッフドオレンジ

Mr. Prospector 

Miesque 

Sadler's Wells 

Glenveagh 

Halo 

Wishing Well 

Exclusive Native 

Sally Stark (3)

全40口関東入厩

馬体は５月生まれなりの完成度ですが、背中の長いシャープさや、
少し緩めの繋など、父のシルエットを想像させます。また、性格も
物覚えの良い面と、なにか腹に一つ持っているかのようなクセのあ
る面があり、父の特徴が受け継がれている印象です。まだ成長途中
らしくトモに物足りなさはありますが、バランスの良いフレームを有
していて、身が入ってくれば母や姉たち同様に中サイズの好馬体へ
と成長するでしょう。緩めの繋はクッション性が高く、スナップの利
いた返しでしっかりと地面をつかみます。母系からはダート適性を
想像しますが、決めつけることなく育てていきたいと考えています。

1口50万円  （総額2,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム畠山吉宏厩舎 予定
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ラピッドオレンジの1335

メス
鹿毛

2013.5.8 生



｜

｜
｜

｜

*エンドスウィープ End Sweep は米国産，北米６勝，ハイランダー
Ｈ-CAN1。【ＢＭＳ：主な産駒】ゲシュタルト（京都新聞杯-G2），トーセンスタ
ーダム（きさらぎ賞-G3），ナムラビクター（アンタレスＳ-G3），アルーリング
ボイス（ファンタジーＳ-JPN3），パレス（フォール ハイウェイトＨ-G3），シー
ズ インディ マネー（シーウェイＳ-G3）

*ダークエンディング Dark Ending（98 *エンドスウィープ）は米国
産，北米４勝，シリーンＳ-G1（Ｄ8.5Ｆ），OBS Sprint S（Ｄ６Ｆ），Jers-
ey Jumper S（Ｄ６Ｆ），Star Shoot S-L３着，Go for Wand S-L３着，ダ
ッチェスＳ-G3４着。産駒
コードテレグラム（03 牡 栗 *フレンチデピュティ）１勝，南関東（公）３勝
ダークセクター（06 牡 黒鹿 *シンボリクリスエス）入着，南関東（公）４

勝，○現
ピカンチラヴ（07 牝 栗 ネオユニヴァース）３勝
ラヴィアンクレール（08 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ）３勝，ヒヤシンス

Ｓ-OP（Ｄ1600ｍ），兵庫○交入着，兵庫チャンピオンシップ -JPN2３
着，○現

ダークアイリス（09 牝 栗 ゴールドアリュール）南関東○交１勝，○現
マイネルルークス（10 牡 栃栗 デュランダル）１勝，○現
イントロダクション（11 牝 栗 デュランダル）１勝，フェアリーＳ-G3５着，

○現
ダーク シャンペン Dark Champagne（91 Hooched）は北米３勝，Ca-

meo S３着。産駒
シャンペン エンディング Champagne Ending（牝 *プリサイスエンド）

北米３勝，Perfect Arc S，フランシスＡ.ジェンターＳ-G3２着
ダーク インプ Dark Imp（75 Solo Landing）は北米９勝，Susan B. 

Anthony S。産駒
ダーク ブルー Dark Brew：北米３勝，Swynford S-L
シャンペン ブロンド Champagne Blonde：北米２勝。産駒

アウト オブ シャンペン Out of Champagne：北米９勝，Carterista H-L
インプズ ベア キャット Imp's Bear Cat：不出走。産駒

ベアキャット ラカス Bearcat Ruckus：北米10勝，Pasco S
ゴー ケルヴォ Go Cuervo：北米４勝，Thomas J. Malley S

ダンスインザダーク
鹿　1993

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*ダークエンディング
Dark Ending
栗　1998

*エンドスウィープ
End Sweep
鹿　1991

*ダンシングキイ
Dancing Key
鹿　1983

ダークシャンペン
Dark Champagne
鹿　1991

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Flaming Page 

Key to the Mint 

Native Partner 

*フォーティナイナー

Nijinsky 

Hooched 

Wishing Well 

Broom Dance 

Key Partner 

Dark Imp 

Mr. Prospector 

File 

Dance Spell 

Witching Hour 

Danzig 

Fire Water 

Solo Landing 

Restless Neila (16)

全40口関東入厩

まだ幼い雰囲気が残っているものの、短めの背とほどよく発達した
後躯の筋肉は母方の影響を色濃く受け継いでおり、優れた瞬発力を
容易に想像することができます。やや臆病で神経質な面は時に扱い
に気を遣うこともありますが、この兄弟には共通の性格であり心配
には及びません。身のこなしは柔らかく、敏捷性に関しては他馬が
追随できない程高いレベルにあります。現時点でも十分に魅力ある
馬体ではありますが、ひと夏を越して力強さを兼ね備えた時こそ、
この馬の真の姿が現れます。天性のスピードと切れ味を活かして、
芝のマイル前後の距離での大きな活躍が期待できる良駒です。
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1口50万円  （総額2,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム鈴木伸尋厩舎 予定

ダークエンディングの1336

牡
鹿毛

2013.5.5 生
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*サンデーサイレンス Sunday Silence は米国産，米年度代表馬，北
米９勝，ケンタッキー ダービー -G1。本邦チャンピオンサイアー。本邦ＢＭ
Ｓチャンピオン。【ＢＭＳ：主な産駒】アドマイヤムーン（ドバイ デューティ 
フリー -G1），ローズキングダム（ジャパンＣ-G1），スクリーンヒーロー（ジャ
パンＣ-G1），ロゴタイプ（皐月賞-G1），レジネッタ（桜花賞-JPN1）

ステレオタイプ（02 *サンデーサイレンス）は入着，兵庫（公）２勝。産
駒
ロゴタイプ（10 牡 黒鹿 ローエングリン））最優秀２歳牡馬，５勝，皐月

賞-G1（芝 2000ｍ，レコード），朝日杯フューチュリティＳ-G1（芝
1600ｍ），スプリングＳ-G2（芝1800ｍ），ベゴニア賞（芝1600ｍ，２
歳レコード），中山記念-G2３着，クローバー賞-OP３着，札幌２歳
Ｓ-G3４着，函館２歳Ｓ-G3４着，ダービー -G1５着，札幌記念-G2
５着，○現

ロゴマーク（11 牝 青鹿 *チチカステナンゴ）６戦，○現
スターバレリーナ（90 Risen Star）は４勝，ローズＳ-JPN2，野分特

別，日田特別，高松宮杯-JPN2２着，京阪杯-JPN3２着，セントウルＳ 
-JPN3２着，毎日王冠-JPN2３着，朝日チャレンジＣ-JPN3３着。産駒
グランパドドゥ（牝 フジキセキ）３勝，中日新聞杯-JPN3，同４着，忘れ

な草賞-OP，オークス -JPN1５着，秋華賞-JPN1５着。産駒
パドトロワ（牡 *スウェプトオーヴァーボード）９勝，函館スプリン

トＳ-G3，同４着，アイビスサマーダッシュ -G3，キーンランド
Ｃ-G3，同３着，オーストラリアＴ-OP，ＵＨＢ杯-OP，心斎橋Ｓ，
さくらんぼ特別，スプリンターズＳ-G1２着，橘Ｓ-OP３着，○現

アンドゥオール（牡 *ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ-JPN2，マーチ
Ｓ-JPN3，師走Ｓ-OP，雅Ｓ，北斗賞，檜山特別，美唄特別，ベテルギ
ウスＳ-OP２着，大沼Ｓ-OP３着，平安Ｓ-JPN3４着，南関東○交入着，
ＪＢＣクラシック-JPN1５着，帝王賞-JPN1５着

フレンチウォリアー（牡 *フレンチデピュティ）北海道（公）１勝，北海道２
歳優駿-JPN3３着，サンライズＣ３着，中央２勝

スパルタクス（牡 *サンデーサイレンス）５勝，飯坂特別，周防灘特別，
都井岬特別，北九州記念-JPN3４着

パドカトル（牝 *サンデーサイレンス）３勝，門司特別

ローエングリン
栗　1999

シングスピール
Singspiel
鹿　1992

ステレオタイプ
鹿　2002

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*カーリング
Carling
黒鹿　1992

スターバレリーナ
鹿　1990

In the Wings 
Sadler's Wells 

High Hawk 

Halo 

Ballade 

Mill Reef 

Royal Way 

Carvin 

Darling Dale 

Halo 

Garde Royale 

Risen Star 

Glorious Song 

Wishing Well 

Corraleja 

*ベリアーニ

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Secretariat 

Ribbon 

Nureyev 

Eleven Pleasures (8)

全40口関東入厩

いまや父の代表産駒ともなっている全兄ロゴタイプも早期から胴伸
びのある大人びた馬でしたが、本馬はもう少し体使いに柔らか味があ
り、成長に奥がありそうな雰囲気です。現時点の１歳馬としては、腰
からトモにかけて大きく盛り上がった筋肉は並々ならぬものがあり、
踏み込んだ後肢をリズムよく蹴り上げる動きの良さの原動力となって
います。また、首筋から背中にかけてのラインは理想的なカーブを描
いていますが、肩幅に成長の余地を大きく残しており、今はいくぶん
スピードが勝ったタイプに見えます。気の強い部分をうまく成長に活
かすことができれば、ハイクラスでの活躍がグッと近づきそうです。

1口125万円  （総額5,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム田中剛厩舎 予定
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ステレオタイプの1337

牡
黒鹿毛

2013.4.26 生
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*クロフネは米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート
-JPN1。主な産駒：カレンチャン（スプリンターズＳ-G1），スリープレスナイ
ト（スプリンターズＳ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】カラフルデイズ（関東オーク
ス -JPN2），ショウナンワダチ（ニュージーランドＴ-G2２着），アイスフォー
リス（フローラＳ-G2２着），ステファノス（毎日杯-G3３着）

アイヴォリーカラー（04 *クロフネ）は２勝，呉竹賞（Ｄ1200ｍ）。産駒
カラフルデイズ（08 牝 栗 フジキセキ）中央・南関東○交４勝，関東オーク

ス -JPN2（Ｄ2100ｍ），山城Ｓ（芝1200ｍ），ＴＣＫ女王盃-JPN3２
着，同３着，クイーン賞-JPN3３着（２回），ＪＢＣレディスクラシッ
ク３着

ボルドレ（09 牡 芦 *シンボリクリスエス）石川（公）５勝，兵庫（公）６勝，○現
ナナイロボタン（12 牝 栗 ネオユニヴァース）未出走

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

歳牡馬チャンピオン，北米７勝，メトロポリタンＨ-G1，ヴィジル
Ｈ-G3，同２着，スインフォードＳ-G3，Silver Deputy S-L，Keysto-
ne State Sprint H-L，フォール ハイウェイトＨ-G2２着，ホープフ
ルＳ-G1３着，グレイヴセンドＨ-G3４着。種牡馬

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

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

ストロングメモリー（牝 *エンドスウィープ）５勝，ＢＳＮ賞
イストワール（牝 *サンデーサイレンス）３勝。ホエーソース Whey Sau-

ce（ムシドラＳ-G3３着）の母

*ワイルドラッシュ
Wild Rush
鹿　1994

ワイルドアゲイン
Wild Again
黒鹿　1980

アイヴォリーカラー
芦　2004

*クロフネ
Kurofune
芦　1998

ローズパーク
Rose Park
鹿　1986

*アピーリングストーリー
Appealing Story
栗　1988

Icecapade 
Nearctic 

Shenanigans 

Khaled 

Dama 

Key to the Mint 

Toll Booth 

Drone 

Hard and Fast 

*フレンチデピュティ

Plugged Nickle 

Valid Appeal 

Bushel-n-Peck 

*ブルーアヴェニュー

Hardship 

Charming Story 

Deputy Minister 

Mitterand 

Classic Go Go 

Eliza Blue 

In Reality 

Desert Trial 

Hail to Reason 

Dame Fritchie (9)

全40口関東入厩

短めの首に起き気味の肩など頑健な前躯は強烈なかき込みを発し、
筋量豊富なトモは角度の浅い飛節を通してその豪快なパワーを推進
力へとダイレクトに転換します。迫力に満ちた本馬の身体的特質は、
ダートチャピオンを多数輩出の父そのもので、交流重賞を制した姉
に続くべく期待が高まります。低重心で凝縮感に富んだ母系の特徴
も加味され、コンパクトな馬体の利点である弾けるような鋭いダッ
シュを繰り返す姿に潜在的なスピード能力の片鱗が表れています。
環境の変化に動じない精神的な安定感も頼もしく、全国の多岐にわ
たる競馬場への遠征でも快速ぶりを披露してくれることでしょう。
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久保田貴士厩舎 予定 提供：白老ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム

1口35万円  （総額1,400万円）

アイヴォリーカラーの1338

メス
芦毛

2013.2.11 生
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ジャイアンツ コーズウェイ Giant's Causeway は米国産，全欧年度代
表馬，愛仏英９勝，エクリプスＳ-G1。【ＢＭＳ：主な産駒】ビューティ パーラ
ー（仏1000ギニー -G1），プラントゥール（ガネー賞-G1），ロック ガーマン（ク
リテリウム アンテルナシオナル -G1），ヴェラザノ（ハスキル招待Ｓ-G1），イ
ヴニング ジュエル（アシュランドＳ-G1）

*スウィフトテンパー Swift Temper（04 Giant's Causeway）は米国
産，北米６勝，ラフィアンＨ-G1（Ｄ8.5Ｆ），デラウェアＨ-G2（Ｄ10Ｆ），
シクスティ セイルズＨ-G3（Ｄ９Ｆ），ガーデニアＨ-G3（Ｄ８Ｆ），パーソ
ナル エンスンＳ-G1２着，フルール ド リスＨ-G2２着，セイビンＳ-G3
２着，ルイヴィル ディスタフＳ-G2３着，チラッキＳ-G2３着，ボニー ミ
スＳ-G2４着，ファンタジーＳ-G2４着，フォールズ シティＨ-G2４着。
産駒
ソンハドラ Sonhadora（11 牝 Distorted Humor）未出走

グラスゴーズ ゴールド Glasgow's Gold（96 Seeking the Gold）は北
米１勝。産駒
クロワジュール Croisiere（牝 Capote）仏１勝，Prix de la Calonne-L２

着，独１勝，Preis Dusseldorf-L，北米１勝，Miss Liberty S
ヒルブリ コート Hilbre Court（馬扇 Doneraile Court）英８勝
マウンテン ゴールド Mountain Gold（馬扇 Mt. Livermore）北米５勝
フォレストリーズ ファイア Forestry's Fire（牡 Forestry）北米３勝

ゴージャス Gorgeous（86 Slew o' Gold）は北米８勝，アシュランド
Ｓ-G1，ハリウッド オークス -G1，ヴァニティ招待Ｈ-G1。産駒
スタニング Stunning：仏２勝，Prix Imprudence-L，クリテリウム ド メ

ゾンラフィット-G2２着，エクリプス賞-G3３着
エクシミウス Eximius：仏３勝，Prix Tantieme-L３着。サラチ Sarach

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

（ファルマスＳ-G1，ロックフェルＳ-G2）の母
ファビュラス Fabulous：北米１戦。タービュラント ディセント Turbu-

lent Descent（バレリーナＳ-G1）の祖母
*グラマラス Glamorous：北米入着。ガラン ド シネ Galan de Cine（オ

トーニョ賞-G2，オノール大賞典-G1２着）の祖母

スマートストライク
Smart Strike
鹿　1992

ミスタープロスペクター
Mr. Prospector
鹿　1970

*スウィフトテンパー
Swift Temper
栗　2004

ジャイアンツコーズウェイ
Giant's Causeway
栗　1997

クラッシーンスマート
Classy 'n Smart
鹿　1981

グラスゴーズゴールド
Glasgow's Gold
鹿　1996

Raise a Native 
Native Dancer 

Raise You 

Nashua 

Sequence 

Cyane 

Smartaire 

Nodouble 

Classy Quillo 

Storm Cat 

Smarten 

Seeking the Gold 

Gold Digger 

Mariah's Storm 

No Class 

Gorgeous 

Storm Bird 

Terlingua 

Rahy 

*イメンス

Mr. Prospector 

Con Game 

Slew o' Gold 

Kamar (14)

全40口関東入厩

胸が深くがっしりとした体躯は筋肉質で、歪みのないバランスの良
さを誇り、父譲りの優れた資質を授かりました。特に目を惹くのが
後肢や臀部のつくりで、この時期にしてしっかりと幅のあるトモは
パワーにあふれ、驚異的な爆発力を生む源となるでしょう。前進気
勢に富んだ蹴り出しの力強さで余計なスタミナを浪費することなく
進んでいくことができ、おっとりとした気性とも相まって幅広い距
離での活躍が見込めそうです。父は芝・ダートともに重賞馬を輩出
していますが、母の適性を引き出す点が特徴的です。母が米ダート
重賞４勝を挙げており、本馬もダートでの活躍が期待されます。

堀宣行厩舎 予定 提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム

1口150万円  （総額6,000万円）
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スウィフトテンパーの1339

牡
栗毛

2013.3.12 生


