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スマート ストライク Smart Strike は加国産，北米６勝，フィリップ
Ｈ.アイスリンＨ-G1。北米チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】マイ
ン ザット バード（ケンタッキー ダービー -G1），シェアド アカウント（ＢＣフ
ィリー＆メア ターフ -G1），デュラハン（ブルー グラスＳ-G1），ファースト デ
ュード（ハリウッド ゴールドＣ-G1），ストロングリターン（安田記念-G1）

*オンヴェラ On Verra（07 Smart Strike）は愛国産，仏１勝，マルセル 
ブサック賞-G1２着，ヴァントー賞-G3２着，オマール賞-G3３着。産駒
ホーリーシュラウド（12 牝 黒鹿 Cape Cross）未出走

カルミフィラ Karmifira（96 Always Fair）は仏３勝，Prix Finlande 
-L，仏1000ギニー -G1２着。産駒
ケラドラ Keladora（牝 Crafty Prospector）仏２勝，Grand Criterium de 

Bordeaux-L２着，Criterium du Languedoc-L３着，北米１勝
カミナリ Kaminari（牝 Sea the Stars）愛１勝

*シンボリコジーン（牡 Cozzene）１勝，高知（公）10勝
カルミスカ Karmiska（84 Bikala）は仏４勝，ノネット賞-G3，Prix de 

Meudon-L，プシケ賞-G3２着。産駒
カルムージル Karmousil：仏６勝，ユベール ド ショードネイ賞-G2３

着，Grand Prix de Parilly-L３着，Prix d'Avilly-L３着
カルト スター Kart Star：仏・北米４勝，Prix Coronation-L，Prix Ama-

ndine-L２着，Prix de la Cochere-L２着
カルダシナ Kardashina：仏３勝。産駒

アヤム ザマン Ayam Zaman：英２勝，Zetland S-L，Oaks Trial S-L
３着

フィリッパ Phillippa：不出走。産駒
ナシーム アリアスミーン Naseem Alyasmeen：英３勝，バー

レーン トロフィー -G3２着，Stand Cup S-L２着
カーリナクサ Karlinaxa：仏入着。産駒

カーリッセ Karlisse：仏３勝，Grand Prix du Lion d'Angers-L２着
リオカ Rioka：仏２勝，Prix des Sablonnets-L３着

カーミシン Karmisyn（74 *ボールドリック）は不出走。産駒
カータビュラ Kartabula：仏１勝，Grand Prix Anjou Bretagne-L３着。

ローパルティエ Leaupartie（プシケ賞-G3）の祖母

ディープインパクト
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*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*オンヴェラ
On Verra
黒鹿　2007

スマートストライク
Smart Strike
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カルミフィラ
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全40口関西入厩

優等生という言葉がピッタリの牡馬が登場です。馬体、気性、とも
に欠点がなく高いレベルにあるというのが現時点での印象です。小
さめの凛々しい顔に澄んだ瞳からは、性格の良さはもちろんのこと、
育成者の指示を理解する聡明さもうかがえます。各関節の滑らかな
動きは力強さと柔らかさを兼ね備えた歩様につながり、スラリとし
た流れの背中はすでに乗り味のよさが見えるようです。母の父は少
ない頭数の中から重賞での活躍馬を頻出。そこにディープインパク
トとの配合は桜花賞２着馬を輩出するも、牡馬ではこの馬が初めて。
目指すべき場所は、オンリーワンにしてナンバーワンの座です。
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藤原英昭厩舎 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200万円  （総額8,000万円）

オンヴェラの1340

牡
鹿毛

2013.2.25 生
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ドバウィ Dubawi は愛国産，英愛仏５勝，愛2000ギニー -G1。仏２
歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ナイト オブ サンダー（英2000ギニー
-G1），マクフィ（英2000ギニー -G1），ヴァルドパルク（独ダービー -G1），ポ
エツ ヴォイス（クイーン エリザベス二世Ｓ-G1），アル カジーム（エクリプス
Ｓ-G1），アキード モフィード（香港Ｃ-G1）

*ドバウィハイツ Dubawi Heights（07 Dubawi）は英国産，英入着，
ロウザーＳ-G2３着，北米５勝，ゲイムリーＳ-G1（芝９Ｆ），イエロー リ
ボンＳ-G1（芝10Ｆ），ウイルシャーＨ-G3（芝８Ｆ），ビヴァリー ディー
Ｓ-G1２着。本馬が初仔

ロージーズ ポジー Rosie's Posy（99 Suave Dancer）は英１勝。産駒
ジェネラス ソート Generous Thought（馬扇 Cadeaux Genereux）英３勝

マイ ブランチ My Branch（93 Distant Relative）は英４勝，Firth of 
Clyde S-L，Sceptre S-L，チェヴァリー パークＳ-G1２着，チャレンジＳ 
-G2３着，ロックフェルＳ-G3３着，John of Gaunt S-L３着，英1000ギニ
ー -G1４着，シュプリームＳ-G3４着，クリテリオンＳ-G3４着，愛入着，
愛1000ギニー -G1３着，グラッドネスＳ-G3４着。産駒
タンテ ローズ Tante Rose：英５勝，スプリントＣ-G1，フレッド ダーリ

ンＳ-G3，サマーＳ-G3，Cecil Frail S-L，レノックスＳ-G2３着，英
パークＳ-G3４着。産駒
ローズ ダイヤモンド Rose Diamond：英・北米２勝，プレスティジ

Ｓ-G3２着，ラ ブレアＳ-G1４着，メイ ヒルＳ-G2４着
ベイ トゥリー Bay Tree：英２勝，Sweet Solera S-L，ムシドラＳ-G3３

着
メロドラマティック Melodramatic：英１勝，Lord Weinstock Memorial 

S-L２着
フューチャー フライト Future Flight：英１勝。産駒

ゴシック ダンス Gothic Dance：伊６勝，Premio Nogara-L３着
ペイ ザ バンク Pay the Bank（87 High Top）は英１勝。産駒

セレスティアル ヘイロー Celestial Halo：英１勝，チェスター ヴァーズ
-G3３着，英仏障10勝

ブライト バンク Bright Bank：不出走。ディヴォーション Devotion（愛
1000ギニー トライアルＳ-G3２着）の母

ディープインパクト
鹿　2002

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*ドバウィハイツ
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Wind in Her Hair
鹿　1991
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Rosie's Posy
鹿　1999
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全40口関西入厩

涼しげな目元の凛とした顔つきと、バランスのよい丸みを帯びた馬体
には、誰もが目を奪われます。力強い首差しや、牝馬とは思えない胸
の深さと優れた収縮力を連想させる短めの背中のライン、非常に発
達した後躯のメリハリの利いた筋肉群、またそれによって生み出され
る力を十分に地面に伝えて発揮させる四肢の関節の柔らかなつくり
はほぼ完璧と言えます。人には従順ですが、放牧地での動きは俊敏
さで他馬を圧倒し、バネの利いた加速力は一瞬周りが止まって見え
るほどです。芝の 2000m まではもちろん守備範囲ですが、まずは桜
の舞台からと期待を抱かせる、自信を持ってお薦めできる一頭です。
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1口100万円  （総額4,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム松田博資厩舎 予定

41 ドバウィハイツの13

メス
鹿毛

2013.2.14 生
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ムトト Mtoto は英国産，全欧古牡馬チャンピオン，英８勝，キング ジ
ョージ六世＆クイーン エリザベスＳ-G1，エクリプスＳ-G1（２回）。【ＢＭＳ：
主な産駒】サモナー（クイーン エリザベス二世Ｓ-G1），コンプトン アドミラ
ル（エクリプスＳ-G1），ザゴラ（ＢＣフィリー＆メア ターフ-G1），ハイダウン

（ギヨーム ドルナーノ賞-G2），キング エア（リボー賞-G2）

*シリアスアティテュード Serious Attitude（06 Mtoto）は愛国産，英
４勝，チェヴァリー パークＳ-G1（芝６Ｆ），サマーＳ-G3（芝６Ｆ），Dick 
Poole Fillies' S-L（芝６Ｆ），Kilvington Fillies' S-L２着，北米１勝，ニア
ークティックＳ-G1（芝６Ｆ）。産駒
アンギアーリ（12 牡 鹿 ゼンノロブロイ）未出走

*ザミリア Zameyla（01 Cape Cross）は愛国産，英２勝。産駒
ザマンダ（牝 *コマンズ）１勝，○現

アンジェリック サウンズ Angelic Sounds（90 The Noble Player）は
愛１勝。産駒
セラフィーナ Seraphina：英１勝，ロウザーＳ-G2２着，Lansdown Filli-

es S-L２着，Rous S-L３着，Cecil Frail S-L３着，チェヴァリー パ
ークＳ-G1４着

シカゴ ガール Chicago Girl：愛入着，愛パークＳ-G3２着，Silken Glid-
er S-L２着

アーミー オブ エンジェルズ Army of Angels：英４勝，Royal Windsor 
S-L，On the House S-L２着，Ben Marshall S-L２着，City Plate-L
３着

アロヴェラ Alovera：英１勝，仏入着，オマール賞-G3４着
ブラントウッド Brantwood：英１勝，Sandy Lane S-L３着
アレグランザ Alegranza：愛１勝，英入着，Porcelanosa Sprint S-L２着。

産駒
クロッサンザ Crossanza：不出走。産駒

ケープ ファクター Cape Factor：英４勝，Bosra Sham S-L
トワニー エンジェル Twany Angel（81 Double Form）は仏３戦。産駒

マウント アブ Mount Abu：英仏６勝，フォレ賞-G1，シュプリームＳ 
-G3，Leisure S-L，John of Gaunt S-L，Pavilion S-L，スプリントＣ 
-G1２着，カブール賞-G3２着。種牡馬

ディープインパクト
鹿　2002
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全40口関西入厩

クレバーな顔つきと均整のとれた馬体には、資質の高さと制御性の
よさを存分に感じさせます。気配は抜群で、馬体には適度な丸みが
あり、スラリとした後肢と長めの繋から繰り出すバネは非凡で、血
統の印象通り芝の瞬発力勝負に適性が高そうです。英国伝統の短距
離Ｇ１を制した母の血脈がスピードの源泉となりそうですが、父譲
りの跳びの大きさと学習能力の高さからして鞍上の手綱に従順であ
ることは間違いなく、血統の印象以上に長めの距離もこなせると見
込んでいます。２歳秋の王道デビューから一気にスターダムに駆け
上がり、世代のトップを狙える好素材です。

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125万円  （総額5,000万円）

藤原英昭厩舎 予定
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シリアスアティテュードの1342
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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）

カウアイレーン（06 キングカメハメハ）は５勝，ターコイズＳ-OP（芝
1600ｍ），東京スマイルプレミアム（芝1600ｍ），未勝利（芝1600ｍ，２歳
レコード），クイーンＳ-G3３着。本馬が初仔

*シルバーレーン Silver Lane（85 Silver Hawk）は米国産，仏３勝，
グロット賞-G3，ラ クープ ド メゾンラフィット-G3２着，コリダ賞-G3
２着，Prix des Tourelles-L２着，Prix de la Pepiniere-L２着，愛入着，
愛オークス -G1３着。産駒

*ブラックホーク（牡 Nureyev）９勝，スプリンターズＳ-JPN1，同３着，
安田記念-JPN1，スワンＳ-JPN2，ダービー卿チャレンジＴ-JPN3，
阪急杯-JPN3，同２着，高松宮記念-JPN1２着，京王杯スプリング
Ｃ-JPN2２着，ＣＢＣ賞-JPN2２着，関屋記念-JPN3２着，セントウ
ルＳ-JPN3２着，マイルチャンピオンシップ -JPN1３着。種牡馬

ピンクカメオ（牝 *フレンチデピュティ）４勝，ＮＨＫマイルＣ-JPN1，菜
の花賞-OP，くるみ賞，中山牝馬Ｓ-G3２着

スターマニアック Starmaniac（牡 Septieme Ciel）仏・北米４勝，クリテ
リウム デ ドゥー アン -G2２着，エクリプス賞-G3２着。種牡馬

シェイクスピア Shakespeare（馬扇 Rainbow Quest）愛３勝，Platinum 
S-L，香港２勝

ミスティ シルヴァー Misty Silver（牝 Slew o'Gold）不出走。産駒
*シベリアンホーク（牡 *スピニングワールド）４勝，キャピタルＳ 

-OP，エーデルワイスＳ，京成杯オータムＨ-JPN3２着。種牡馬
*マルターズホーク（牡 *サザンヘイロー）６勝，春望Ｓ，秋川特別，

ひいらぎ賞，共同通信杯４歳Ｓ-JPN3３着
*カーメリタ Carmelita（牝 Zafonic）不出走。産駒

ウインプレミアム（牡 Cozzene）４勝，インディアＴ
シルバートレイン（牝 Singspiel）入着。産駒

アンティフリーズ（牝 *タップダンスシチー）３勝，外房特別

ディープインパクト
鹿　2002

*サンデーサイレンス
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青鹿　1986

カウアイレーン
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Wind in Her Hair
鹿　1991

*シルバーレーン
Silver Lane
黒鹿　1985
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Level Sands (5)

全40口関西入厩

クラブ所属の良血馬として注目され、オープン勝ちを含む好成績で
期待に応えてくれた母の初仔が、見る者を魅了する非の打ちどころ
ないバランスの馬体を授かって登場です。そのしなやかかつバネの
よく利いたステップは他馬と一線を画すものであり、ベストトゥベス
トの配合から生み出された血統の裏付けによって披露されていると
考えることもできます。母譲りの凛々しい表情で勝ち気な一面も似
ていますが、父の産駒の多くがそうであるように賢い性格でスタッ
フを感心させており、競馬ではピタリと折り合って、両親のような末
脚を繰り出しながら、勝ち星を積み重ねていく姿を想像しています。
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松永幹夫厩舎 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90万円  （総額3,600万円）

カウアイレーンの1343

メス
青鹿毛

2013.3.6 生
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*トニービン Tony Bin は愛国産，全欧古牡馬チャンピオン，伊仏15
勝，凱旋門賞-G1。本邦チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】アドマイ
ヤベガ（ダービー -JPN1），ハーツクライ（ドバイ シーマ クラシック-G1），ル
ーラーシップ（香港クイーン エリザベス二世Ｃ-G1），トランセンド（ジャパ
ンＣダート-G1・２回），カレンチャン（スプリンターズＳ-G1）

スプリングチケット（97 *トニービン）は６勝，オークランドＲＣＴ（芝
2200ｍ），サマーＳ（芝1800ｍ），九州スポーツ杯（芝2000ｍ），北野特別

（芝1800ｍ），対馬特別（芝1800ｍ）。産駒
スプリングソング（05 牡 青鹿 サクラバクシンオー）６勝，京阪杯-G3

（芝 1200ｍ），同３着，京洛Ｓ-OP（芝 1200ｍ），橘Ｓ-OP（芝 1200
ｍ），長岡京Ｓ（芝1400ｍ），オーストラリアＴ-OP２着，セントウル
Ｓ-G2３着，阪神Ｃ-JPN2４着，阪急杯-G3４着

アーリースプリング（06 牝 黒鹿 *クロフネ）入着。産駒
ディアイッセイ（牡 スウィフトカレント）１勝，未勝利（福島・芝

1800ｍ，２歳レコード），○現
カレンチャン（07 牝 芦 *クロフネ）最優秀短距離馬，最優秀古牝馬，９

勝，スプリンターズＳ-G1（芝1200ｍ），同２着，高松宮記念-G1（芝
1200ｍ），阪神牝馬Ｓ-G2（芝 1400ｍ），函館スプリントＳ-G3（芝
1200ｍ），キーンランドＣ-G3（芝1200ｍ），山城Ｓ（芝1200ｍ），潮
騒特別（芝1200ｍ），萌黄賞（芝1200ｍ），葵Ｓ-OP２着，セントウル
Ｓ-G2４着，オーシャンＳ-G3４着，香港で香港スプリント-G1５着

カレンシェリーメイ（09 牝 鹿 ディープインパクト）１勝，○現
プランタンビジュー（10 牝 鹿 ダイワメジャー）２勝，○現

カズミハルコマ（84 マルゼンスキー）は４勝，初雛賞，春蘭賞-OP３
着。産駒
タケミカヅチ（牡 ゴールドアリュール）２勝，ダービー卿チャレンジＴ 

-G3，皐月賞-JPN1２着，デイリー杯２歳Ｓ-JPN2２着，共同通信杯
-JPN3２着，東風Ｓ-OP２着，弥生賞-JPN2３着，師走Ｓ-OP３着，
シンザン記念-JPN3４着，京王杯スプリングＣ-G2５着，東京スポ
ーツ杯２歳Ｓ-JPN3５着

デカンタージュ（牝 *ホワイトマズル）２戦，入着。産駒
ルリシュブール（牡 デュランダル）１勝，ダリア賞-OP３着

ディープインパクト
鹿　2002

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

スプリングチケット
黒鹿　1997

*トニービン
Tony Bin
鹿　1983

*ウインドインハーヘア
Wind in Her Hair
鹿　1991

カズミハルコマ
青鹿　1984

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Lyphard 

Lady Rebecca 

Busted 

Highclere 

*カンパラ

Alzao 

マルゼンスキー

Wishing Well 

Severn Bridge 

Burghclere 

センシュータカラ

Kalamoun 

State Pension 

Hornbeam 

Priddy Fair 

Nijinsky 

*シル

*ヴェンチア

シャダイウイング(13)

全40口関西入厩

１歳春の父の牝駒としては骨量のあるしっかりしたつくりに成長を
続けていますが、とくにトモの発達が目覚ましく、重賞を制した兄
姉同様の爆発的なスピード能力が備わっていると期待できます。動
きを見ればキビキビと小気味よく、スピードに加えて父の産駒の多
くが武器とする瞬発力を有しているとの想像もできますので、本馬
が最も素晴らしいパフォーマンスを見せることができるのはやはり
芝のレースとなりそうです。品のある顔立ちが示すように賢く手の
かからない性格で、競馬においての折り合い面も武器のひとつとな
りそうで、マイルまでなら十分に好勝負を期待できます。
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1口100万円  （総額4,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム安田隆行厩舎 予定
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スプリングチケットの1344

メス
鹿毛

2013.3.14 生
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タピット Tapit は米国産，北米３勝，ウッド メモリアルＳ-G1。北米２
歳チャンピオンサイアー。主な産駒：ハンセン（ＢＣジュベナイル -G1），タピ
ザー（ＢＣダート マイル -G1），アンテイパブル（ケンタッキー オークス -G1），
ケアレス ジュエル（アラバマＳ-G1），*テスタマッタ（フェブラリーＳ-G1）。

【ＢＭＳ：主な産駒】ワン モア（プロヴィデンシアＳ-G3３着）

*ララア Laragh（06 Tapit）は米国産，北米４勝，ハリウッド スター
レットＳ-G1（ＡＷ 8.5Ｆ），Jessamine S-L（芝 8.5Ｆ），Edgewood S-L

（芝8.5Ｆ），Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf-L３着。産駒
ヴェイルオブクララ（11 牝 栗 ゼンノロブロイ）中央・兵庫○交４戦，○現

ローズ オブ サマー Rose of Summer（01 El Prado）は不出走。産駒
サマー フロント Summer Front（牡 War Front）北米８勝，フォート ロ

ーダーデイルＳ-G2，ヒル プリンスＳ-G3，クリフ ハンガーＳ-G3，
マイアミ マイルＨ-G3，Dania Beach S-L，Duluth S-L，King Cugat 
S，サイテーションＨ-G2２着，レキシントンＳ-G3２着，フォート マ
ーシーＳ-G3２着，セクレタリアトＳ-G1３着，ジャマイカＨ-G1３
着

ローズ オブ キラーニー Rose of Killarney（牝 Proud Citizen）北米２勝
ブルーグラス サマー Bluegrass Summer（馬扇 Purge）北米１勝，北米障

３勝
チェロキー クロッシング Cherokee Crossing（91 Cherokee Colo-

ny）は北米入着，Ellis Park Debutante S-L３着，Bassinet Prelude S３
着。産駒
サイフォニック Siphonic：北米３勝，ハリウッド フューチュリティ -G1，

ブリーダーズ フューチュリティ -G2，サンタ カタリナＳ-G2２着，
ＢＣジュベナイル -G1３着，サン フェリーペＳ-G2３着

マウンテン ガール Mountain Girl：北米４勝，Queen S-L，My Juliet S
３着

スカイ プライド Sky Pride：ロシア６勝，Russian Ministry of Agricul-
ture S，Grand Summer S，Jockey Club S，A. E. Zekashev Me-
morial S，First Crown S２着，Russian Derby３着

スカイ メドウズ Sky Meadows（86 Conquistador Cielo）は不出走。
ディキシー ドット コム Dixie Dot Com（サン パスカルＨ-G2）の母

ディープインパクト
鹿　2002

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*ララア
Laragh
芦　2006

タピット
Tapit
芦　2001

*ウインドインハーヘア
Wind in Her Hair
鹿　1991

ローズオブサマー
Rose of Summer
芦　2001

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Lyphard 

Lady Rebecca 

Busted 

Highclere 

Pulpit 

Alzao 

El Prado 

Wishing Well 

Tap Your Heels 

Burghclere 

Cherokee Crossing 

A. P. Indy 

Preach 

Unbridled 

Ruby Slippers 

Sadler's Wells 

Lady Capulet 

Cherokee Colony 

Sky Meadows (4)

全40口関西入厩

牝馬にしては雄大な馬格に恵まれ、グラマラスな腹袋は健康的で、
ディープインパクト産駒らしからぬシルエットに驚かれるかもしれま
せん。しかし頭部は小さく顔付きは凛として、スラリとした首差しに
は上品さも備え、実にメリハリの利いた好馬体です。放牧地では一
頭で歩き回る肝のすわったところを見せ、厩舎では横になってしっ
かり休み、オンオフの切り替えが上手い自立した馬です。オンになっ
た時の機敏な動きや反応の良さには厩舎でも定評があり、父の切れ
味は確実に本馬に受け継がれています。大柄なだけにじっくり鍛え
ることになるでしょうが、父の産駒の新境地を拓く馬になりそうです。
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1口100万円  （総額4,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム音無秀孝厩舎 予定

ララアの1345

メス
鹿毛

2013.3.18 生
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ルー ソリテール Loup Solitaire は米国産，仏１勝，仏グラン クリテ
リウム -G1。主な産駒：ジェントゥー（カドラン賞-G1），*レディオブヴェニス

（キャッシュコール マイル招待Ｓ-G2）。【ＢＭＳ：主な産駒】ルーヴ ルージュ
（ロベール パパン賞-G2２着），アムール ア パパ（クレオパトル賞-G3２着），
カパロソ（ボワ賞-G3２着），アクションスター（京成杯-G3２着）

*レディオブヴェニス Lady of Venice（03 Loup Solitaire）は仏国
産，仏２勝，北米５勝，キャッシュコール マイル招待Ｓ-G2（芝８Ｆ），同
３着，リグレットＳ-G3（芝９Ｆ），ウィジャボード ディスタフＨ-G3（芝
８Ｆ），Appalachian S-L（芝８Ｆ），ジャスト ア ゲイムＳ-G1２着，レイ
ク プラシッドＳ-G2２着，ビヴァリー ディーＳ-G1３着，メイトリアーク
Ｓ-G1３着，ジェニー ワイリーＳ-G2３着。産駒
アクションスター（10 牡 栗 アグネスタキオン）２勝，寿Ｓ（芝2000ｍ），

京成杯-G3２着，神戸新聞杯-G2４着，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳
Ｓ-G3４着，○現

ポーシア（11 牝 鹿 ディープインパクト）入着，○現
ヴェネト（12 牡 鹿 ディープインパクト）未出走

レースウィングス Lacewings（91 *フォーティナイナー）は不出走。
産駒
ルー マスク Loup Masque（馬扇 Loup Solitaire）仏３勝，Prix Monteni-

ca-L，Prix Omnium II-L２着，Prix des Sablonnets-L２着
ヴェイルド ウィングス Veiled Wings（牝 Priolo）仏・北米２勝。産駒

アート マーシャル Art Martial（馬扇 Monsun）仏８勝，Prix Right 
Royal-L

*リフカ Lyphka（85 Lyphard）は米国産，仏・北米３勝，Prix des Li-
las-L，アスタルテ賞-G2２着，Prix Finlande-L３着。産駒
ニシノコンサフォス：９勝，ジャニュアリーＳ-OP，千葉Ｓ-OP，同２着（２

回），京葉Ｓ-OP，同２着（２回），羅生門Ｓ，四国新聞杯，大津特別，
ニエフＳ-OP２着，ガーネットＳ-G3３着，東海（公）２勝

ニシノバルバロイ：３勝，湯之谷特別
ヴェルシュカ Veruschka（67 *ヴェンチア）は仏・北米２勝，Prix de 

la Calonne-L２着，ヴァインランドＨ-G2４着。*ソヴィエトスター Sovi-
et Star（仏2000ギニー -G1）の母

ディープインパクト
鹿　2002

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*レディオブヴェニス
Lady of Venice
栗　2003

ルーソリテール
Loup Solitaire
鹿　1993

*ウインドインハーヘア
Wind in Her Hair
鹿　1991

レースウィングス
Lacewings
栗　1991

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Lyphard 

Lady Rebecca 

Busted 

Highclere 

Lear Fan 

Alzao 

*フォーティナイナー

Wishing Well 

Louveterie 

Burghclere 

*リフカ

Roberto 

Wac 

Nureyev 

Lupe 

Mr. Prospector 

File 

Lyphard 

Veruschka (9)

全40口関西入厩

米国ターフトラックの短い直線だけで馬群を一網打尽に突き抜け、
鋭いキレを武器にトップクラスの実績を残した母ですから、極上の
瞬発力を追求するこの配合はやはり盤石です。その狙いのとおり、
肩や後躯に浮き立つ筋肉は柔軟性に富んで張りがあり、素早く効率
的な伸縮動作を可能にするコンパクトな骨格と相まって、いつでも
弾けそうな躍動感のある馬体に恵まれました。スナップを利かせて
軽々とスピードに乗る走りは異彩を放ち、成長の余地を残す現時点
でも素性の確かさが表れています。感受性豊かで負けず嫌いな気性
からも、マイル戦の決め脚勝負で頂点を目指していきます。

1口100万円  （総額4,000万円）

提供：白老ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム藤原英昭厩舎 予定
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レディオブヴェニスの1346

メス
鹿毛

2013.3.28 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）

ミルフィオリ（00 *サンデーサイレンス）は４勝，木津川特別（芝1600
ｍ），アザレア賞（芝2000ｍ）。産駒
ミルドリーム（09 牡 青鹿 *シンボリクリスエス）４勝，飛鳥Ｓ（芝1800

ｍ），弥彦特別（芝1800ｍ），梅花賞（芝2400ｍ），若葉Ｓ-OP３着，
すみれＳ-OP３着，○現

サトノバリアント（11 牡 鹿 キングカメハメハ）１勝，○現
ミルファンティ（12 牝 芦 *クロフネ）未出走

*ミルレーサー Millracer（83 Le Fabuleux）は米国産，英・北米２勝，
ベルデイムＳ-G1４着。産駒
フジキセキ（牡 *サンデーサイレンス）最優秀２歳牡馬，４勝，朝日杯３

歳Ｓ-JPN1，弥生賞-JPN2，もみじＳ-OP。種牡馬
シャイニンレーサー（牝 *ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ-JPN3，

桂川Ｓ，関ヶ原Ｓ，三宮特別，箕面特別，京都牝馬特別-JPN3２着，
テレビ愛知オープン -OP２着，紅梅賞-OP２着。シャイニンルビー

（クイーンＣ-JPN3，オーロＣ-OP，桜花賞-JPN1３着）の母
アグネススペシャル（牡 *サンデーサイレンス）５勝，富嶽賞，北洋特

別，オールカマー -JPN2２着，新潟記念-JPN3２着，アメリカＪＣ
Ｃ-JPN2３着。種牡馬

スーパーライセンス（牡 *マイニング）７勝，キャピタルＳ-OP，サンライ
ズＳ，初霜特別，プロキオンＳ-OP２着。種牡馬

スターリーロマンス（牝 *サンデーサイレンス）４勝。ダノンミル（若葉
Ｓ-OP），ノボリディアーナ（白百合Ｓ-OP）の母

ガルウイング（牡 *ドクターデヴィアス）３勝，睦月賞。種牡馬
サンシャワーキッス（牝 アンバーシャダイ）不出走。キョウエイアシュラ

（ラベンダー賞-OP，函館２歳Ｓ-JPN3２着）の母
フサイチヨーコ（牝 アンバーシャダイ）入着。（公）フサイチミライ（トゥイ

ンクルレディー賞）の母

キングカメハメハ
鹿　2001

キングマンボ
Kingmambo
鹿　1990

ミルフィオリ
鹿　2000

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*マンファス
Manfath
黒鹿　1991

*ミルレーサー
Millracer
鹿　1983

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

Le Fabuleux 

Miesque 

Wishing Well 

Pilot Bird 

Marston's Mill 

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Wild Risk 

Anguar 

In Reality 

Millicent (22)

全40口関西入厩

ようやく母の牡駒をクラブでご紹介する機会を得ました。誕生日や
現在の体重、やや詰まり気味のコロンとした体型までもが母、そし
て活躍中の半兄ミルドリームの成長曲線と重なります。小柄ながら
まとまりはよく、ややかぶり気味の膝つきや頑丈な蹄質から脚元の
疲労は溜まりづらく、乾燥状態も極めて良好です。前後躯のバラン
スに優れ、筋肉のキメも細かくていかにも瞬発力がありそうな体型
に恵まれました。普段はおっとりとした気性も、放牧地では仲間相
手に好戦的な面を見せています。華やかなターフを舞台に、剥き出
しの勝負根性で、決め脚鋭く一気に差し切る姿を想像しています。
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松田国英厩舎 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）

ミルフィオリの1347

牡
鹿毛

2013.5.22 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）

リトルアマポーラ（05 アグネスタキオン）は最優秀３歳牝馬，５勝，
エリザベス女王杯-G1（芝2200ｍ），同４着，愛知杯-G3（芝2000ｍ），ク
イーンＣ-JPN3（芝1600ｍ），マーメイドＳ-G3３着，京成杯-JPN3４着，
桜花賞-JPN1５着，中京記念-G3５着，府中牝馬Ｓ-G3５着。産駒
エバーハーモニー（12 牡 黒鹿 キングカメハメハ）未出走

リトルハーモニー（95 *コマンダーインチーフ）は３勝。産駒
イネオレオ（牡 ダンスインザダーク）２勝，ゆきやなぎ賞，白百合Ｓ-OP

３着，青葉賞-JPN2５着
サブリナシューズ（牝 *エルコンドルパサー）不出走。産駒

ラブフール（牝 ゼンノロブロイ）４勝，野島崎特別，日田特別，クイ
ーンＳ-G3２着

リトルイライザ（牝 *クロフネ）１勝
ルイジアナピット（85 *ヴァリイフォージュ）は最優秀古牝馬，６勝，

阪神牝馬特別-JPN3，牝馬東京タイムズ杯-JPN3，武庫川Ｓ，白藤賞，千
両賞，マイルチャンピオンシップ -JPN1４着，マイラーズＣ-JPN2４着，
セントウルＳ-JPN3４着，京都牝馬特別-JPN3５着。産駒
バトンルージュ：１勝。産駒

サザンツイスター：６勝，烏丸Ｓ，兵庫特別，三田特別，ゆきつばき
賞，目黒記念-JPN2４着，七夕賞-JPN3４着

ミユキカマダ（78 *ダイアトム）は３勝，バレンタイン特別，白梅賞。
産駒
ダイカツリュウセイ：２勝，新潟３歳Ｓ-JPN3，バイオレットＳ-OP２着
プレジデントジョイ：３勝，白百合Ｓ-OP，カトレア賞
フローレスリーフ：北海道（公）６勝，中央３勝，エリザベス女王杯-JPN1

４着
マーチンミユキ：３勝。メイショウナルト（小倉記念-G3），バアゼルリバ

ー（阪神スプリングジャンプ）の祖母

キングカメハメハ
鹿　2001

キングマンボ
Kingmambo
鹿　1990

リトルアマポーラ
黒鹿　2005

アグネスタキオン
栗　1998

*マンファス
Manfath
黒鹿　1991

リトルハーモニー
鹿　1995

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

*コマンダーインチーフ

Miesque 

アグネスフローラ

Pilot Bird 

ルイジアナピット

Halo 

Wishing Well 

*ロイヤルスキー

アグネスレディー

*ダンシングブレーヴ

Slightly Dangerous 

*ヴァリイフォージュ

ミユキカマダ(9)

全40口関西入厩

発育良好な骨格に良質で弾力感に満ちた筋肉が備わり、ボリューム
のある馬体には「さすが良血」と唸ってしまう、凛とした極上の雰
囲気が宿ります。ひとたび動き出せば、抜群の機動性能を誇り、季
節ごとに変化する放牧地のいかなる路面においてもトップクラスの
走りを実現しています。つねにカイバを残さずしっかり食べ、代謝
が良くて皮膚に張りがあり、また安定感のあるマイルドな気性など
は父の活躍馬に共通する長所です。元来奥行きのある母系だけに今
後の成長分は計り知れず、毎日を生き生きと過ごして着実に力を付
けてきた本馬なら、母の軌跡を辿る活躍も当然期待してしまいます。
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藤岡健一厩舎 予定

1口80万円  （総額3,200万円）

提供：白老ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム

リトルアマポーラの1348

メス
青鹿毛

2013.1.10 生



｜
｜
｜
｜
｜

｜
｜

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

ミュゲドボヌール（00 バブルガムフェロー）は北海道（公）２勝，中央４
勝，鈴鹿特別（芝1200ｍ）。産駒
ミスハレクラニ（09 牝 黒鹿 *シンボリクリスエス）入着，兵庫（公）１勝，○現
エメルボヌール（10 牡 黒鹿 ジャングルポケット）１勝
ピーエムカメロン（11 牡 栗 キングカメハメハ）1戦，○現
サンクボヌール（12 牝 栗 *ハービンジャー）未出走

*ゴーンプロフェッショナル Gone Professional（92 Gone West）は米
国産，仏２勝。産駒
カネトシディザイア（牝 フジキセキ）５勝，紅梅Ｓ-OP，ユートピアＳ（２

回），斑鳩Ｓ，北九州短距離Ｓ-OP２着，桜花賞-JPN1４着，秋華賞
-JPN1４着，中山牝馬Ｓ-JPN3５着。産駒
カネトシディオス（牡 キングカメハメハ）５勝，仲秋Ｓ，月岡温泉特

別，保津峡特別，古町特別，洛陽Ｓ-OP２着，シンザン記念-G3
５着，○現

アズライト（牝 アグネスタキオン）３勝，南関東（公）１勝
プロフェッショナル ダンス Professional Dance（79 Nijinsky）は不出

走。産駒
アリヤージ Alliage：仏２勝，ロワイヨモン賞-G3４着。産駒

サー アルフレッド Sir Alfred：北米５勝，アスコットＨ-G3，ベイ メ
ドウズ ダービーＨ-G3２着，Half Moon Bay S-L３着

ニンジャ ダンサー Ninja Dancer：英２勝，Autumn S-L
フォルリズ タンゴ Forli's Tango：北米６勝，Chanhassen S
トゥー ステップ トラディ Two Step Trudy：北米５戦。産駒

ディキシー クリスプ Dixie Crisp：北米入着，Dipsea Trail S３着。
産駒
リコンストラクション Reconstruction：北米４勝，Livermore 

Valley Wines S，Oh Say S３着

キングカメハメハ
鹿　2001

キングマンボ
Kingmambo
鹿　1990

ミュゲドボヌール
青　2000

バブルガムフェロー
鹿　1993

*マンファス
Manfath
黒鹿　1991

*ゴーンプロフェッショナル
Gone Professional
青鹿　1992

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

Gone West 

Miesque 

*バブルカンパニー

Pilot Bird 

Professional Dance 

Halo 

Wishing Well 

Lyphard 

Prodice 

Mr. Prospector 

Secrettame 

Nijinsky 

Perfecta (2)

全40口関西入厩

スラッと四肢は長めで、首差しが実に美しく、傾斜のいい肩から丸
みのあるトモへと流線型を描く絶妙なバランスのシルエットに、上
質な牝馬特有の気品が漂います。柔軟で弾力性に富む筋肉の質感も
素晴らしく、奥行き深い父の産駒の成長過程どおりならば、これか
らの鍛錬ではち切れんばかりにボリュームが増してくることでしょ
う。当歳時からクッション抜群な身のこなしは異彩を放ち、そこに
逞しい力感が備わることにより、一級品のスピード馬として華やか
な活躍を期待してしまいます。堂々として前向きな芯の太い気性で
好敵手たちからも一目置かれ、存在感も際立つクイーン候補です。

松田博資厩舎 予定 提供：追分ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム

1口70万円  （総額2,800万円）
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ミュゲドボヌールの1349

メス
栗毛

2013.1.14 生
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*サンデーサイレンス Sunday Silence は米国産，米年度代表馬，北
米９勝，ケンタッキー ダービー -G1。本邦チャンピオンサイアー。本邦ＢＭ
Ｓチャンピオン。【ＢＭＳ：主な産駒】アドマイヤムーン（ドバイ デューティ 
フリー -G1），ローズキングダム（ジャパンＣ-G1），スクリーンヒーロー（ジャ
パンＣ-G1），ロゴタイプ（皐月賞-G1），レジネッタ（桜花賞-JPN1）

デアリングハート（02 *サンデーサイレンス）は４勝，府中牝馬Ｓ-G3
（芝1800ｍ），府中牝馬Ｓ-JPN3（芝1800ｍ），クイーンＳ-JPN3（芝1800
ｍ），同４着，ＮＨＫマイルＣ-JPN1２着，フィリーズレビュー -JPN2２
着，桜花賞-JPN1３着，ヴィクトリアマイル-JPN1３着，紅梅Ｓ-OP３着，
エプソムＣ-JPN3４着，阪神ジュベナイルフィリーズ -JPN1５着，南関
東○交入着，ＴＣＫ女王盃-JPN3２着，クイーン賞-JPN3３着。産駒
デアリングバード（11 牝 黒鹿 キングカメハメハ）未出走

*デアリングダンジグ Daring Danzig（90 Danzig）は米国産，不出走。
産駒
エクトン パーク Ecton Park（牡 *フォーティナイナー）北米６勝，スー

パー ダービー -G1，ジム ダンディＳ-G2，Risen Star S-L，William 
Donald Schaefer H-L，スティーヴン フォスターＨ-G2２着，オハイ
オ ダービー -G2２着，パシフィック クラシック-G1３着，ルイジア
ナ ダービー -G2３着，アーカンソー ダービー -G2３着，ニュー オ
ーリンズＨ-G3３着，コーンハスカーＢＣＨ-G3３着。種牡馬

ピットファイター（牡 Pulpit）中央・岩手・北海道○交10勝，武蔵野Ｓ-G3，
アンタレスＳ-JPN3，マーキュリーＣ-JPN3，師走Ｓ-OP，秋嶺Ｓ，羊
蹄山特別，津軽海峡特別，土湯特別，ペルセウスＳ-OP２着

*サクラシーキング（牡 Seeking the Gold）４勝，春望賞，河口湖特別，柏
崎特別。種牡馬

スマートカイザー（牡 *サンデーサイレンス）３勝，花見山特別。種牡馬
デアリングプライド（牝 ダイワメジャー）２勝，○現
パイレートクイーン（牝 ダイワメジャー）１勝，○現

インペテュアス ギャル Impetuous Gal（75 Briartic）は北米10勝，
アーリントン メイトロンＨ-G2。バンカーズ レイディ Banker's Lady

（レイディーズＨ-G1）の母，デイジー ディヴァイン Daisy Devine（ジ
ェニー ワイリーＳ-G1）の祖母

キングカメハメハ
鹿　2001

キングマンボ
Kingmambo
鹿　1990

デアリングハート
栃栗　2002

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*マンファス
Manfath
黒鹿　1991

*デアリングダンジグ
Daring Danzig
鹿　1990

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

Danzig 

Miesque 

Wishing Well 

Pilot Bird 

Impetuous Gal 

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Pas de Nom 

Briartic 

Impetuous Lady (1)

全40口関西入厩

この牝系の放牧期としては充分な骨量と筋肉量に恵まれ、良い意味
でイメージを裏切る好馬体に目を奪われます。腹袋があって腕も太く、
同時期の母に足りなかった部分を補って余りあるデキ映えです。悍
性の乗りが良くて自己主張も強く、母譲りの勝負根性も上手く引き継
いでいる印象です。条件不問で活躍馬を出す父の産駒の中にあって、
四肢を一杯に伸ばして弾むようなフットワークで放牧地を駆ける本
馬には、芝レースでこそ持ち味が生きそうな手ごたえを感じています。
胸も深くて心肺機能の高さも期待でき、母同様に２歳秋デビューから
順調に勝ち進んで華やかな出世街道を歩ませたいと考えています。
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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：社台ファーム河内洋厩舎 予定
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デアリングハートの1350

メス
栗毛

2013.1.29 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）

マンハッタンフィズ（01 *サンデーサイレンス）は１勝。産駒
コロンバスサークル（06 牝 黒鹿 *ホワイトマズル）５勝，レインボーＳ

（芝2000ｍ），早春Ｓ（芝1800ｍ），みなみ北海道Ｓ-OP２着，五稜郭
Ｓ-OP３着，オールカマー -G2４着，中山牝馬Ｓ-G3４着，府中牝馬
Ｓ-G2５着，函館記念-G3５着

アプリコットフィズ（07 牝 黒鹿 ジャングルポケット）４勝，クイーンＳ 
-G3（芝1800ｍ），クイーンＣ-G3（芝1600ｍ），キャピタルＳ-OP（芝
1600ｍ），富士Ｓ-G3２着，京成杯オータムＨ-G3２着，フェアリー
Ｓ-G3２着，秋華賞-G1３着，ラピスラズリＳ-OP３着，桜花賞-G1
５着

クレスコグランド（08 牡 栗 タニノギムレット）３勝，京都新聞杯-G2（芝
2200ｍ），ムーニーバレーＲＣ賞（芝2400ｍ），大阪－ハンブルクＣ 
-OP３着，ダービー -G1５着，金鯱賞-G2５着。種牡馬

シャンボールフィズ（09 牝 鹿 キングカメハメハ）２勝，○現
ダービーフィズ（10 牡 栗 ジャングルポケット）２勝，若竹賞（芝1800

ｍ），セントライト記念-G2２着，ディセンバーＳ-OP３着，○現
マンハッタンキング（12 牡 黒鹿 キングカメハメハ）未出走

*サトルチェンジ Subtle Change（88 Law Society）は愛国産，英１
勝，Oaks Trial S-L３着，愛２勝，Giolla Mear Race-L。産駒
マンハッタンカフェ（牡 *サンデーサイレンス）最優秀古牡馬，６勝，菊

花賞-JPN1，有馬記念-JPN1，天皇賞（春）-JPN1。種牡馬
*エアスマップ（牡 *デインヒル）７勝，オールカマー -JPN2。種牡馬
エアシャキーラ（牝 *アフリート）４戦。エアウルフ（ポラリスＳ-OP）の母
マンハッタンセレブ（牝 *サンデーサイレンス）不出走。セレブリティモ

デル（忘れな草賞-OP）の母
サトルスマイル（牝 バブルガムフェロー）１勝。(公)ジャングルスマイル

（白山大賞典-JPN3２着）の母

キングカメハメハ
鹿　2001

キングマンボ
Kingmambo
鹿　1990

マンハッタンフィズ
鹿　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*マンファス
Manfath
黒鹿　1991

*サトルチェンジ
Subtle Change
黒鹿　1988

Mr. Prospector 
Raise a Native 

Gold Digger 

Nureyev 

Pasadoble 

*トライマイベスト

Mill Princess 

Blakeney 

The Dancer 

Halo 

*ラストタイクーン

Law Society 

Miesque 

Wishing Well 

Pilot Bird 

Santa Luciana 

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Alleged 

Bold Bikini 

Luciano 

Suleika (16)

全40口関西入厩

カイバ食いが旺盛で、元気一杯に放牧地を駆け回って夜間放牧を休
んだこともなく、やや小さめの体つきではあるものの、体力面では
仲間のなかでも優れている健康児です。シャープなシルエットに完
成された全姉に比べれば、父系の影響か胸部や臀部にまとまりのあ
る筋肉が備わっており、マイルくらいが最も得意な距離になるので
はないかと予想しています。ただ、様々なカテゴリーで上級馬を輩
出する万能型の父ですので、枠に当てはまらない活躍にも期待した
くなります。小気味良く回転の速いフットワークや凛とした表情な
ど、随所に良血らしさが垣間見えており、評価は高まるばかりです。
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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：社台ファーム石坂正厩舎 予定

マンハッタンフィズの1351

メス
黒鹿毛

2013.2.19 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）

レインダンス（04 ダンスインザダーク）は３勝，三面川特別（芝1800
ｍ），秋華賞-JPN1２着，京都牝馬Ｓ-G3２着，ローズＳ-JPN2３着，チュ
ーリップ賞-JPN3３着，京都金杯-G3３着，府中牝馬Ｓ-G3４着，エリザ
ベス女王杯-G1５着。産駒
レーゲンヴァルト（12 牡 栗 ジャングルポケット）未出走

*レンⅡ Wren（95 Bob Back）は愛国産，伊２歳牝馬チャンピオン，伊
２勝，ドルメーロ賞-G3，仏１勝，Criterium du Bequet-L，英入着，ファ
ルマスＳ-G2２着。産駒
レンドフェリーチェ（牝 Cozzene）５勝，紫苑Ｓ-OP，大阪スポーツ杯，オ

ーロＣ-OP３着，マーメイドＳ-JPN3４着。産駒
リフトザウイングス（牡 ハーツクライ）１勝，東京スポーツ杯２歳

Ｓ-G3２着，朝日杯フューチュリティＳ-G1５着，○現
アサクササイレン（牡 *サンデーサイレンス）３勝，共同通信杯-JPN3５

着，佐賀（公）１勝，熊本（公）入着，九州王冠４着
スズノマグマ（牡 *エルコンドルパサー）４勝，是政特別，岩手（公）入着，

みちのく大賞典３着
グラスブラスト（牡 マンハッタンカフェ）３勝，信夫山特別，広島（公）２

勝，○現
リズムオブザレイン（牝 *サンデーサイレンス）５戦，入着。産駒

レインスティック（牡 サクラバクシンオー）６勝，アイルランドＴ 
-OP，新潟日報賞，六社特別，ガーベラ賞，○現

スターダムオーラ（牡 フジキセキ）１勝
イン ザ リギング In the Rigging（85 Topsider）は英１勝。産駒

ランバラン Lambaran：独５勝
ラヴズ ドリーム Love's Dream（79 *ラインゴールド）は英愛７戦。

ドバイ オナー Dubai Honor（マクトゥーム チャレンジ ラウンド１-G3
４着）の祖母

キングカメハメハ
鹿　2001

キングマンボ
Kingmambo
鹿　1990

レインダンス
栗　2004

ダンスインザダーク
鹿　1993

*マンファス
Manfath
黒鹿　1991

*レンⅡ
Wren
栗　1995

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

Bob Back 

Miesque 

*ダンシングキイ

Pilot Bird 

In the Rigging 

Halo 

Wishing Well 

Nijinsky 

Key Partner 

Roberto 

Toter Back 

Topsider 

Love's Dream (1)

全40口関西入厩

馬格のある産駒が多い母系ですが、本馬は父の影響かバランスの良
さはそのままに、サイズだけはややコンパクトな体つきに出た印象
です。いわゆるスピード馬とは一線を画す柔らかい歩様をしていて、
歩幅の広さと小気味よく後肢を蹴り上げる動作から察するに、折り
合いに課題がなければクラシックディスタンスにも十分な適性があ
りそうです。四肢の発達もとても順調で、前後肢とも狂いなくタフ
なつくりをしています。夏を越して背筋や首差しに伸びが出てくる
につれて、眺めているだけでも楽しくなるような好馬体へと成長し、
きっちり素質を開花させてくれそうです。

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：社台ファーム宮徹厩舎 予定
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レインダンスの1352

メス
栗毛

2013.4.24 生
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モンジュー Montjeu は愛国産，全欧３歳チャンピオン，仏愛英11勝，
凱旋門賞-G1，愛ダービー -G1。仏チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産
駒】パリッシュ ホール（デューハーストＳ-G1），オブヴィアスリー（シューメ
イカー マイルＳ-G1），ルシア ヴァレンティナ（ＡＴＣヴァイナリー スタッド
Ｓ-G1），レスティアダルジャン（クリテリウム ド メゾンラフィット-G2）

*マリアロワイヤル Maria Royal（07 Montjeu）は愛国産，仏４勝，
ロワイヤリュー賞-G2（芝 2500ｍ），Prix Madame Jean Couturie-L（芝
2000ｍ），ロイヤルオーク賞-G1４着，独入着，バーデン大賞典-G1４着。
本馬が初仔

ノータブル Notable（99 Zafonic）は不出走。出走した産駒は１頭
ネサー Nesaah（86 Topsider）は英２勝，Galtres S-L２着。産駒

オーフォード ネス Orford Ness：仏３勝，サンドリンガム賞-G3，メシド
ール賞-G3３着，Prix de Lieurey-L３着，シュマン ド フェール デ
ュ ノール賞-G3４着。産駒
ウェイトレス Weightless：仏英７勝，ドラール賞-G2，プランス ド

ランジュ賞-G3，ゴードン リチャーズＳ-G3，Grand Prix du 
Lion d'Angers-L２着，ラ クープ -G3４着

メイン エイム Main Aim：英６勝，ジョン オブ ゴーントＳ-G3（２
回），ジュライＣ-G1２着，セレブレイション マイル -G2２着，
デューク オブ ヨークＳ-G2３着，チャレンジＳ-G2３着

ヴァーダント Verdant：英４勝，Buckhounds S-L３着，豪２勝，ＧＲ
ＣジーロングＣ-G3２着

ホーム アフェアズ Home Affairs：英３勝，Royal Windsor S-L，ジ
ャージーＳ-G3３着，ダイオメドＳ-G3３着，仏入着，ジャン プ
ラ賞-G1４着

アウェア Aware：仏・北米２勝，ユジェーヌ アダム賞-G2２着，Prix 
Pelleas-L３着

ニシャン Nishan：仏入着。産駒
モロモ Molomo：愛１勝，ロイヤル ウィップＳ-G2２着，プリティ 

ポリーＳ-G2２着，Lavarack Memorial S-L２着，Mooresbrid-
ge S-L３着，ブランドフォードＳ-G3４着。レインフォール 
Rainfall（ジャージーＳ-G3，ファルマスＳ-G1３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

*マリアロワイヤル
Maria Royal
鹿　2007

モンジュー
Montjeu
鹿　1996

スカーレットブーケ
栗　1988

ノータブル
Notable
鹿　1999

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Lady Victoria 

Crimson Satan 

Consentida 

Sadler's Wells 

*ノーザンテースト

Zafonic 

Wishing Well 

Floripedes 

*スカーレットインク

Nesaah 

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

Top Ville 

Toute Cy 

Gone West 

Zaizafon 

Topsider 

Sylph (13)

全40口関西入厩

特徴ある顔つきから筋肉量あふれるボリューム感満点の体つき、そして
人馬の区別なく強気に当たってくる気性など、父の幼少期そのままの印象
です。体に占める臀部の割合が大きく、搭載エンジンの出力を最大限に
活かせる体躯に恵まれました。長距離重賞ウイナーである母の初仔とい
うことも加味されて、距離の融通性と成長力には期待が持てます。前膝
を高く上げて完歩の大きな走りができており、芝の中距離以上のレース
でスッと先手を奪い、好位から難なく抜け出してくるシーンが目に浮かび
ます。470 ～ 480kg くらいの馬体重でのデビューを想定しており、父の産
駒の大型馬にありがちな脚元への不安も本馬には無縁といえそうです。
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長浜博之厩舎 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）

マリアロワイヤルの1353

牡
鹿毛

2013.3.14 生
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*エルコンドルパサーは米国産，年度代表馬，中央・仏８勝，サンクル
ー大賞典-G1。主な産駒：ソングオブウインド（菊花賞-JPN1），ヴァーミリア
ン（ジャパンＣダート-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】クリソライト（ジャパンダー
トダービー -JPN1），アイムユアーズ（フィリーズレビュー -G2），オメガハー
トロック（フェアリーＳ-G3），オメガハートランド（フラワーＣ-G3）

アドマイヤダンサー（01 *エルコンドルパサー）は３勝。産駒
ユニフィケーション（10 牡 鹿 ディープインパクト）入着，兵庫（公）１勝，

○現
ダンディーズムーン（11 牡 鹿 アドマイヤムーン）２勝，アザレア賞（芝

2400ｍ），○現
カネトシエンジョイ（12 牡 黒鹿 ゼンノロブロイ）未出走

*キャサリーンパー Catherine Parr（87 Riverman）は米国産，仏入
着，オマール賞-G3２着，プシケ賞-G3２着，Prix d'Angerville-L２着，
アスタルテ賞-G2３着。産駒
アロンダイト（牡 *エルコンドルパサー）最優秀ダートホース，５勝，

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

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

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

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

万葉Ｓ-OP２着，ダイヤモンドＳ-G3４着，○現
モルガナイト（牝 *アグネスデジタル）４勝，須磨特別，夕月特別

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

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

ダイワメジャー
栗　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

アドマイヤダンサー
青鹿　2001

*エルコンドルパサー
El Condor Pasa
黒鹿　1995

スカーレットブーケ
栗　1988

*キャサリーンパー
Catherine Parr
青鹿　1987

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Lady Victoria 

Crimson Satan 

Consentida 

Kingmambo 

*ノーザンテースト

Riverman 

Wishing Well 

*サドラーズギャル

*スカーレットインク

Regal Exception 

Mr. Prospector 

Miesque 

Sadler's Wells 

Glenveagh 

Never Bend 

River Lady 

Ribot 

Rajput Princess (16)

全40口関西入厩

シャープなラインで縁どられた体つきには、良血牝馬ならではの洗
練された雰囲気が漂います。普段から競走相手を威嚇するなど気性
が勝ったタイプで、積極的に行動する豊富な運動量を誇りながらも、
脚元の乾燥具合は良好で、ケガなどのアクシデントを回避できるセ
ンスにも優れています。厳冬期の夜間放牧においても毛ヅヤが冴え
ていることから代謝の良さがうかがえ、つねに食欲旺盛なことも心
強いポイントです。ダートの大物を多数輩出する母系、そしてパワ
フルなスピードが身上の父の産駒なだけに、今後の成長過程で見違
えるほどに力感を増し、パンチ力のある快速馬に育つことでしょう。

1口40万円  （総額1,600万円）

提供：追分ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム中竹和也厩舎 予定
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アドマイヤダンサーの1354

メス
鹿毛

2013.2.11 生
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*ブライアンズタイム Brian's Time は米国産，北米５勝，フロリダ ダ
ービー -G1。本邦２歳チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】エスポワ
ールシチー（ジャパンＣダート-G1），スリーロールス（菊花賞-JPN1），ビート
ブラック（天皇賞・春-G1），ティコティコタック（秋華賞-JPN1），ブルーコン
コルド（ＪＢＣスプリント-JPN1），サンライズペガサス（大阪杯-G2）

ユノブラウニー（98 *ブライアンズタイム）は５勝，三面川特別（芝
1800ｍ）。産駒
ユノパラボリカ（05 牡 青鹿 *ファルブラヴ）１勝
ピューター（07 牡 芦 *スウェプトオーヴァーボード）４勝，立夏Ｓ（Ｄ

1400ｍ）
ピエナオリオン（08 馬扇 黒鹿 アグネスタキオン）２勝，兵庫（公）２勝，○現
サンライズテナンゴ（10 牡 芦 *チチカステナンゴ）兵庫（公）２勝，中央入

着，○現
ピエナブラウニー（11 牝 青 フジキセキ）入着，○現
メテオユニバンス（12 牝 鹿 ゴールドアリュール）未出走

*オエノセラ Oenothera（90 Night Shift）は愛国産，愛２勝，独１勝，
Robert Pferdmenges-Rennen-L，ノイス シュトゥッテン賞-G3２着，仏
入着，Prix de la Pepiniere-L３着。産駒
サンドロップ Sundrop（牝 *サンデーサイレンス）英３勝，プリンセス 

エリザベスＳ-G3，Severals S-L，英1000ギニー -G1２着，フィリー
ズ マイル -G1２着，ウインザー フォレストＳ-G2２着，北米１勝，カ
ーディナルＨ-G3

プリムローズイヴ（牝 *サンデーサイレンス）入着，岩手（公）１勝。産駒
プリムラブルガリス（牡 *フレンチデピュティ）４勝，豊明Ｓ，皆生

特別，ニュージーランドＴ-G2４着，○現
フェータルローズ（牝 タニノギムレット）３勝，太宰府特別，○現

フルーイション Fruition（78 *ラインゴールド）は英入着，Lupe S-L
２着，英オークス トライアルＳ-G3４着。産駒
ノーザン スパー Northern Spur：米芝牡馬チャンピオン，仏・北米６

勝，ＢＣターフ -G1，オーク トゥリー招待Ｓ-G1。種牡馬
グレイト マークウェス Great Marquess：英・UAE５勝，ジョッキー ク

ラブＣ-G3，ドンカスターＣ-G3，英障５勝。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

ユノブラウニー
黒鹿　1998

*ブライアンズタイム
Brian's Time
黒鹿　1985

スカーレットブーケ
栗　1988

*オエノセラ
Oenothera
栗　1990

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Lady Victoria 

Crimson Satan 

Consentida 

Roberto 

*ノーザンテースト

Night Shift 

Wishing Well 

Kelley's Day 

*スカーレットインク

Fruition 

Hail to Reason 

Bramalea 

Graustark 

Golden Trail 

Northern Dancer 

Ciboulette 

*ラインゴールド

Welsh Flame (2)

全40口関西入厩

父の産駒らしく全身に筋肉をしっかりまとい、誕生日から考えても
この時期の牝馬にしてはやや大きめの体に恵まれ、仲間のなかでも
力強さが目立っています。そのうえ重苦しさはまったくなく、首差
しがキレイでスムーズに上下し、しなやかで軽い脚さばきを見せて
おり、芝・ダートを問わず中距離までなら押し切るレースが見られ
そうです。勝ち気な性格が目をひく１頭で、放牧地でも元気の良さ
が日ごとに増してきている印象です。競馬では最後までしっかり駆
け抜けるタフな走りが期待でき、母のように劣勢から巻き返して、
あっと言わせる大駆けがあってもなんら不思議ではありません。
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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：社台ファーム笹田和秀厩舎 予定

ユノブラウニーの1355

メス
青鹿毛

2013.4.22 生
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ロー ソサイアティ Law Society は米国産，愛英５勝，愛ダービー
-G1。伊チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】ラヴ ディヴァイン（英オ
ークス -G1），スコーピオン（パリ大賞典-G1），ムーンストーン（愛オークス
-G1），マンハッタンカフェ（最優秀古牡馬，菊花賞-JPN1），セルリアン スカイ

（サンタラリ賞-G1），エンドレス ホール（ミラノ大賞典-G1）

*ファンジカ Fanjica（92 Law Society）は愛国産，伊２勝，ドルメー
ロ賞-G3２着，伊オークス -G1４着，英１勝，ランカシャー オークス -G3

（芝11Ｆ200Ｙ），Pretty Polly S-L２着，北米２勝，イエルバ ブエナＨ 
-G3（芝11Ｆ），Reloy S-L（芝10Ｆ），イエロー リボンＨ-G1２着，サンタ 
バーバラＨ-G2２着，シープスヘッド ベイＨ-G2２着，サン ゴルゴニオ
Ｈ-G2４着，仏入着，ポモーヌ賞-G2２着。産駒
ファンタスティック ワールド Fantastic World（99 馬扇 *スピニングワー

ルド）仏４勝，英１勝
ファイトクラブ（00 牡 鹿 Halling）５勝，冬至Ｓ（芝2200ｍ），アメジスト

Ｓ（芝1800ｍ），香取特別（芝1800ｍ），中京記念-JPN3５着
ハイアーゲーム（01 牡 青鹿 *サンデーサイレンス）５勝，青葉賞-JPN2

（芝2400ｍ），鳴尾記念-G3（芝1800ｍ），メトロポリタンＳ-OP（芝
2400ｍ），セントポーリア賞（芝1800ｍ），ダービー -JPN1３着，毎
日王冠-G2３着，アメリカＪＣＣ-JPN2３着，ラジオたんぱ杯２歳
Ｓ-JPN3３着，マイラーズＣ-G2４着，弥生賞-JPN2４着，オールカ
マー -JPN2４着，ダイヤモンドＳ-JPN3４着。種牡馬

トーセンジュビリー（03 牡 鹿 *サンデーサイレンス）１勝
ダノンフローラ（04 牝 鹿 アグネスタキオン）１勝
アサクサショパン（08 牡 黒鹿 ネオユニヴァース）３勝，○現
ダイワマッジョーレ（09 牡 鹿 ダイワメジャー）５勝，京王杯スプリング

Ｃ-G2（芝1400ｍ），甲斐路Ｓ（芝1800ｍ），五頭連峰特別（芝1800
ｍ），ひめさゆり賞（芝 1800ｍ），マイルチャンピオンシップ -G1
２着，スワンＳ-G2２着，金鯱賞-G2２着，ダービー卿チャレンジ
Ｔ-G3２着，東京新聞杯-G3２着，中山金杯-G3５着，○現

サトノキングリー（10 牡 鹿 ダイワメジャー）２勝，はなみずき賞（芝
1800ｍ），○現

ファンタジックアイ（11 牝 黒鹿 ネオユニヴァース）入着，○現

ハーツクライ
鹿　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*ファンジカ
Fanjica
黒鹿　1992

ローソサイアティ
Law Society
黒鹿　1982

アイリッシュダンス
鹿　1990

フロリー
Florie
鹿　1984

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

*カンパラ

Severn Bridge 

Lyphard 

My Bupers 

Alleged 

*トニービン

*ゲイメセン

Wishing Well 

Bold Bikini 

*ビューパーダンス

Figure Libre 

Hoist the Flag 

Princess Pout 

Boldnesian 

Ran-Tan 

Vaguely Noble 

Gay Missile 

Northern Dancer 

Ivanjica (12)

全40口関西入厩

サンデー系特有の聡明な顔つきにきれいな首差し、キ甲から尾の付け根
にいたるまでの優雅なシルエット、ひと目見て一級品であることがわかる
デキ映えです。肩の容積も大きく、繋の長さと角度ともに的確で、一寸の
狂いもない好バランスの馬体は集団放牧の中でもひときわ光っています。
発展性に富む父の産駒はある時期から急速に強くなる傾向が見られます。
２歳秋デビューから３歳クラシックを戦い抜いて、古馬Ｇ１戦線に辿りつ
くまでに何段もの成長ギアを備えているはずで、完成期にはとてつもな
い大仕事を成し遂げそうな予感に満ちた逸材です。決め手が存分に活き
る芝の中長距離戦でライバルを圧倒する姿が容易に想像できます。

1口100万円  （総額4,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム矢作芳人厩舎 予定
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ファンジカの1356

牡
鹿毛

2013.3.7 生



｜

｜
｜
｜

　　　｜
　　　｜
　　　｜

　　　｜
　　　｜
　　　｜

アルファベット スープ Alphabet Soup は米国産，北米10勝，ＢＣク
ラシック-G1。主な産駒：アルファベット キシーズ（ラ ブレアＳ-G1），エッ
グ ドロップ（メイトリアークＳ-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】ミスター オンライン

（ニアークティックＳ-G1２着），ミステリー ガール（デル マー デビュータン
トＳ-G1２着），セントラル シティ（ＢＣターフ スプリント-G2２着）

*エービーヌードル A B Noodle（99 Alphabet Soup）は米国産，北米
７勝，イエルバ ブエナＢＣＨ-G3（芝９Ｆ），Carmel H（芝8.5Ｆ），Bay 
Meadows Oaks（芝 8.5Ｆ），Lady Morvich H（芝 8.5Ｆ），Palo Alto H
２着，Santa Clara H２着，Alameda County Fillies & Mares H２着，ブ
ラウン ベスＨ-G3３着，Miss America H-L３着，Hillsborough H３着。
産駒
アラビアータ（07 牝 鹿 キングカメハメハ）１勝
セコンドピアット（09 牝 鹿 ハーツクライ）３勝，野島崎特別（芝 1800

ｍ），フローラＳ-G2５着
ベルエアファルコン（10 牡 栗 アグネスタキオン）入着，高知（公）１勝，○現

ラザント Rasant（86 Assert）は北米１勝，Ｅ.Ｐ.テイラーＳ-G1２着。
産駒
サンダー ブリッツ Thunder Blitz（牡 Holy Bull）北米４勝，フラミンゴ

Ｓ-G3，クイーンズ カウンティＨ-G3，スタイヴァザントＨ-G3２着，
West Virginia Derby-L３ 着，Long Branch Breeders' Cup S-L３
着，ケンタッキー ダービー -G1４着。種牡馬

リツィー ブリッツ Ritzy Blitz（牝 Kris S.）不出走。産駒
デリリオ Delirio（牝 *ジョリーズヘイロー）北米５勝，Convenien-

ce S。産駒
プーヴィー Poovey（牝 Graeme Hall）北米12勝，Sleigh Ride 

S-L，Polite Rebuff S３着
マ ニ セ ロ Manicero（牡 Mass Media）北 米８勝，Pasco S，Jack 

Price Juvenile S，Ocala Breeders' Sales Sophomore S，In 
Summation S，Naked Greed S，Needles S，Inaugural S，Su-
nshine State S２着，Carl G. Rose Classic H２着

プエルト プラータ Puerto Plata（牝 Alwuhush）北米５勝，Golden 
Poppy H-L，Sacramento H-L３着，ブラウン ベスＨ-G3４着

ハーツクライ
鹿　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*エービーヌードル
A B Noodle
鹿　1999

アルファベットスープ
Alphabet Soup
芦　1991

アイリッシュダンス
鹿　1990

ラザント
Rasant
黒鹿　1986

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

*カンパラ

Severn Bridge 

Lyphard 

My Bupers 

Cozzene 

*トニービン

Assert 

Wishing Well 

Illiterate 

*ビューパーダンス

Ratifia 

Caro 

Ride the Trails 

Arts and Letters 

Laurel Mae 

Be My Guest 

Irish Bird 

Ashmore 

Ruta (8)

全40口関西入厩

キリっと引き締まった表情の通り、いつも活発な行動で群れの先頭
に立ち、トップの座に就く心構えがすでにできているようにさえ思え
ます。全身には伸びがあり、四肢の可動域は大きくしなやかで、手
先の返しが軽やかな点からも本馬の本領発揮が芝の中長距離路線に
なることは明白です。牡馬にしてはシャープな姿に見えるのは、全
身を覆う筋肉が必要最低限だけ備わるタイプであるためと見ており、
夜間放牧でも休み知らずの健康児です。父の産駒の多くがそうであ
るように本格化は遅めと予想していますが、素質の高さでクラシッ
ク戦線に顔を出し、結果を残しても何の不思議もありません。
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須貝尚介厩舎 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125万円  （総額5,000万円）

エービーヌードルの1357

牡
鹿毛

2013.3.20 生
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ユソネット Hussonet は米国産，北米２勝。チリチャンピオンサイア
ー。【ＢＭＳ：主な産駒】アスコット プリンス（チリ 2000ギニー -G1，チリ競
馬場大賞典-G1），ゾウ（チリ 1000ギニー -G1），アシュタル（エル ダービー
-G1），ミスター ロドリゴ（ペルー 2000ギニー -G1），イル ベネシアーノ（タン
テーオ デ ポトリリョス -G1），ピッパ（サッコー少佐大賞典-G1）

*ドメーヌ Domaine（01 Hussonet）はチリ産，チリ２歳牝馬チャンピ
オン，チリ２勝，アルトゥーロ リヨン ペニャ賞-G1（芝1600ｍ），クリア
ドレス大賞典－サルバドール エス リベロス -G2２着。産駒
ヴァインバッハ（08 牝 栗 アグネスタキオン）南関東（公）１勝，平和賞（Ｄ

1600ｍ）
デルマキタロウ（10 牡 鹿 ダイワメジャー）入着，北海道（公）１勝
ヴェルメンティーノ（11 牝 栗 ダイワメジャー）１勝，○現
ガトーネグロ（12 牝 鹿 ネオユニヴァース）未出走

ウォークアバウト Walkabout（88 Worldwatch）はチリ１勝。産駒
ウエユスカ Hueyusca（牝 Hussonet）チリ３勝，Premio Lisimaco Jara-

quemada-L，カルロス カンピーニョ賞-G2２着，Premio Victor Ra-
by-L２着，フリオ スベルカソー ブロウネ賞-G3４着

プロムナード Promenade（牝 Hussonet）チリ入着。産駒
ラ トロサ La Torrosa（牝 Merchant of Venice）チリ２勝，ホセ サ

ーベドラ バエーサ賞-G3
デラ ストラーダ Della Strada（牝 Della Francesca）チリ６勝，Cla-

sico Sociedad Hipica Luis Cousino-L２着，カルロス アジェン
デ ナバロ賞-G3４着

ノース ビーチ North Beach（82 Nobloys）はチリ２戦。産駒
ウェールズ Wales：チリ 10勝，フランシスコ アスタブルアガ アリステ

ィア賞-G3，Premio Fuerza Aerea de Chile-L
ワイズ Wise：チリ２勝，Premio Lisimaco Jaraquemada-L３着。サイク

ロニック Cyclonic（Ｊ.＆Ｂ.リザーヴ ステイヤーズＨ-G2３着）の母
ウィチャ Wicha：チリ２勝。マーキゼット Marquisette（カルロス アジ

ェンデ ナバロ賞-G2）の母
ラ リヴィエール La Riviere：チリ２勝。クエルノ ド オロ Cuerno de Oro

（コロナシオン大賞典-G2３着）の母

ハーツクライ
鹿　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*ドメーヌ
Domaine
鹿　2001

ユソネット
Hussonet
栗　1991

アイリッシュダンス
鹿　1990

ウォークアバウト
Walkabout
　1988

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

*カンパラ

Severn Bridge 

Lyphard 

My Bupers 

Mr. Prospector 

*トニービン

Worldwatch 

Wishing Well 

Sacahuista 

*ビューパーダンス

North Beach 

Raise a Native 

Gold Digger 

Raja Baba 

Nalees Flying Flag 

Nijinsky 

Georgica 

Nobloys 

Sea Cap (2)

全40口関西入厩

ダートで良績を挙げてきた姉たちとはタイプが異なり、そのしなやか
な脚さばきと美しいラインの馬体は、父の特徴が色濃く出ています。
緩めの繋や薄手のつくり、腰が高いなどまだ幼さが残る馬体ですが、
各関節はしっかりと形成されており、夜間放牧を重ねて筋肉量が十
分にともなってくれば見映えのする体になるはずです。性格は強く、
放牧地では仲間を蹴散らすお転婆ぶりを発揮する彼女ですが、前肢
をきれいに伸ばして大きく滑らかなストライドで走る姿は優れた柔
軟さを物語っており、芝への適性と距離の融通性を感じさせます。
中距離のレースを中心に、早い時期からの活躍が期待できそうです。

1口50万円  （総額2,000万円）

今野貞一厩舎 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
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ドメーヌの1358

メス
鹿毛

2013.2.24 生
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*エルコンドルパサーは米国産，年度代表馬，中央・仏８勝，サンクル
ー大賞典-G1。主な産駒：ソングオブウインド（菊花賞-JPN1），ヴァーミリア
ン（ジャパンＣダート-G1）。【ＢＭＳ：主な産駒】クリソライト（ジャパンダー
トダービー -JPN1），アイムユアーズ（フィリーズレビュー -G2），オメガハー
トロック（フェアリーＳ-G3），オメガハートランド（フラワーＣ-G3）

ダンスオールナイト（03 *エルコンドルパサー）は５勝，初音Ｓ（芝
1600ｍ），中山牝馬Ｓ-G3３着。産駒
ダンスアミーガ（11 牝 栗 サクラバクシンオー）２勝，○現
フォルラーヌ（12 牝 栗 ジャングルポケット）未出走

ダンスパートナー（92 *サンデーサイレンス）は最優秀３歳牝馬，最
優秀古牝馬，４勝，オークス-JPN1，エリザベス女王杯-JPN1，同２着，
京阪杯-JPN3，桜花賞-JPN1２着，アメリカＪＣＣ-JPN2２着，京都記念
-JPN2２着，京都大賞典-JPN2２着，同４着，阪神牝馬特別-JPN2２着，
チューリップ賞-JPN3２着，エルフィンＳ-OP２着，宝塚記念-JPN1３着

（２回），鳴尾記念-JPN2３着，大阪杯-JPN2４着，菊花賞-JPN1５着，仏
入着，ノネット賞-G3２着。産駒
フェデラリスト（牡 *エンパイアメーカー）南関東・兵庫（公）２勝，中央５

勝，中山記念-G2，中山金杯-G3，東京ウェルカムプレミアム，鎌ヶ
谷特別，大阪杯-G2２着。種牡馬

ドリームパートナー（馬扇 *エリシオ）４勝，弥彦特別
ロイヤルパートナー（牝 *エリシオ）３勝，熱田特別，金山特別。産駒

サンライズロイヤル（牡 *クロフネ）障１勝，○現
ロンギングダンサー（牡 *シンボリクリスエス）４勝，テレ玉杯，○現

*ダンシングキイ Dancing Key（83 Nijinsky）は米国産，不出走。産駒
ダンスインザダーク：最優秀３歳牡馬，５勝，菊花賞-JPN1，弥生賞

-JPN2，京都新聞杯-JPN2，ダービー -JPN1２着。種牡馬
ダンスインザムード：最優秀３歳・古牝馬，５勝，桜花賞-JPN1，ヴィク

トリアマイル -JPN1，フラワーＣ-JPN3，天皇賞（秋）-JPN1２着，北米
１勝，キャッシュコール招待Ｓ-G3，アメリカン オークス-G1２着。
ダンスファンタジア（フェアリーＳ-G3）の母

エアダブリン：５勝，青葉賞-JPN3，ステイヤーズＳ-JPN3，ダイヤモンド
Ｓ-JPN3，ダービー -JPN1２着，菊花賞-JPN1３着。種牡馬

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

ダンシリ
Dansili
鹿　1996

ダンスオールナイト
鹿　2003

*エルコンドルパサー
El Condor Pasa
黒鹿　1995

ペナンパール
Penang Pearl
鹿　1996

ダンスパートナー
鹿　1992

*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 

*サドラーズギャル

Guapa 

*ダンシングキイ

Mr. Prospector 

Miesque 

Sadler's Wells 

Glenveagh 

Halo 

Wishing Well 

Nijinsky 

Key Partner (7)

全40口関西入厩

５勝を挙げた母の、初めてとなる牡駒がクラブに登場です。本馬の
姉たちはこの時期まだ華奢なところもありましたが、ハービンジャー
を父に迎えたことで本馬は体形にシャープさを残しつつも、幅のあ
る牡馬らしい体つきになりました。歩様に硬さはなく繋の沈み込み
や返しも十分で、父の産駒の特徴であるやや立ち気味の繋も気にな
りません。骨量豊かでガッシリとした関節のつくりは重厚感がありま
すが、意外に素軽い動きを見せるのは体の各部位の連携がきちんと
取れているからでしょう。まだ若さの残る気性は時折高揚することも
ありますが、姉も同様の前向きなタイプでしたので問題ありません。
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中竹和也厩舎 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）

ダンスオールナイトの1359

牡
栗毛

2013.4.30 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）

ジェルミナル（06 アグネスタキオン）は３勝，フェアリーＳ-G3（芝
1600ｍ），黄菊賞（芝1800ｍ），オークス -JPN1３着，桜花賞-JPN1３着，
チューリップ賞-JPN3５着。産駒
ジェルヴェーズ（12 牝 鹿 メイショウサムソン）未出走

*オンブルリジェール Ombre Legere（99 Double Bed）は愛国産，仏
２勝，ペネロープ賞-G3。産駒
アンバーシェード（馬扇 *シンボリクリスエス）１勝
プレリアル（牝 アグネスタキオン）北海道○交１勝

フローレスリー Flawlessly（91 Rainbow Quest）は仏入着。産駒
フローリー Flawly：北米・仏２勝，ガーデン シティＢＣＨ-G1２着，ロ

ワイヨモン賞-G3２着，ミネルヴ賞-G3３着。産駒
ベスト ネイム Best Name：仏２勝，プランス ドランジュ賞-G3，

Prix Francois Mathet-L，仏ダービー -G1２着，コンデ賞-G3２
着，凱旋門賞-G1４着，UAE入着，ジェベル ハッタＳ-G2４着

フェブラリー サン February Sun：仏２勝，独１勝，バーデン牝馬
賞-G3

エアルーム Heirloom：愛３勝，Finale S-L
デイト ウィズ デスティニー Date with Destiny：英１勝，Oaks Trial-L

３着
ナモナ Namona：仏１勝。産駒

ヴェリー ナイス ネイム Very Nice Name：仏１勝，フォワ賞-G2２
着，カタール５勝，UAE入着，ドバイ シーマ クラシック-G1３着

トゥー ナイス ネイム Too Nice Name：仏２勝，Prix Montenica-L，
ジェベル賞-G3２着，Prix Saraca-L３着，カタール１勝

セイヴ ミー ザ ワルツ Save Me the Waltz：仏１勝。産駒
ディアルバタ Dealbata：仏３勝，Prix Solitude-L，北米１勝，Mohe-

gan Sky S-L，ノーブル ダムゼルＳ-G3２着

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

ダンシリ
Dansili
鹿　1996

ジェルミナル
黒鹿　2006

アグネスタキオン
栗　1998

ペナンパール
Penang Pearl
鹿　1996

*オンブルリジェール
Ombre Legere
黒鹿　1999

*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 

Double Bed 

Hasili 

アグネスフローラ

Guapa 

Flawlessly 

Halo 

Wishing Well 

*ロイヤルスキー

アグネスレディー

Be My Guest 

Claire's Slipper 

Rainbow Quest 

Pauvresse (7)

全40口関西入厩

筋肉量に恵まれていることもあって体を雄大に見せ、牝馬でありな
がら力強く、大きく伸びるフットワークが放牧地のどこにいても目
立つなど、随所に父の産駒らしい特徴がみられます。かといって力
感だけではなく、動作のすべてが滑らかに見えるのは芝マイルの重
賞を制し、クラシックでも善戦した母の高い運動能力が本馬に受け
継がれたからにほかなりません。健康状態は心身ともに良好で、騎
乗調教開始後は順調に体力強化を進められそうです。競馬では母の
ように２歳戦から成績を挙げ、古馬になって大輪を咲かせた父の成
長力も期待して、上級クラスでの息の長い活躍を見込んでいます。

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：社台ファーム野中賢二厩舎 予定
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ジェルミナルの1360

メス
鹿毛

2013.3.16 生
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プライヴェイト アカウント Private Account は米国産，北米６勝，ワ
イドナーＨ-G1。【ＢＭＳ：主な産駒】ブルーマンバ（仏1000ギニー -G1），*ア
ルデバランⅡ（メトロポリタンＨ-G1），マイ フラッグ（ＢＣジュベナイル フ
ィリーズ -G1），スマグラー（ＣＣＡオークス -G1），メンフーバー（伊オークス
-G1），フェイヴァラブル タームズ（ナッソーＳ-G1）

*マチカネハツシマダ（95 Private Account）は米国産，３勝，五泉特
別（芝1400ｍ）。産駒
マチカネハナサソウ（01 牝 鹿 スペシャルウィーク）入着。産駒

アプリコーゼ（牡 *シンボリクリスエス）２勝，○現
ユノナゲット（02 牡 鹿 *フォーティナイナー）５勝，麦秋Ｓ（Ｄ1600ｍ）
ユノブラッキー（03 牝 黒鹿 *サンデーサイレンス）１勝
ダノンブライアン（04 馬扇 鹿 *ブライアンズタイム）４勝，南総特別（Ｄ

1200ｍ）
エアワルツ（05 牝 鹿 ダンスインザダーク）１勝
チョイワルグランパ（06 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ）兵庫（公）２勝，中

央３勝，アレキサンドライトＳ（Ｄ1800ｍ），松戸特別（Ｄ2400ｍ），
500万下（函館・Ｄ2400ｍ，レコード），シリウスＳ-G3３着，○現

ダークシャドウ（07 牡 栗 ダンスインザダーク）５勝，毎日王冠-G2（芝
1800ｍ），同５着，エプソムＣ-G3（芝 1800ｍ），調布特別（芝 2000
ｍ），天皇賞（秋）-G1２着，同４着，大阪杯-G2２着，同５着，京都記念
-G2２着，札幌記念-G2２着，ジャパンＣ-G1４着，セントライト記
念-G2５着，○現

ナリタポセイドン（09 牡 鹿 ハーツクライ）３勝，○現
エフティシュタルク（08 牡 青鹿 フジキセキ）１勝，南関東○交２勝
アサクサベルーガ（10 牡 黒鹿 *シンボリクリスエス）１勝，○現
アールプロセス（11 牡 鹿 ネオユニヴァース）２勝，○現
サトノレイナ（12 牝 黒鹿 ゼンノロブロイ）未出走

ユーゼフィア Yousefia（89 Danzig）は英１勝，北米３勝，Great Lady 
M. H-L，Morvich H-L２着，Autumn Days H-L３着。産駒
ミシカル ガール Mythical Girl（牝 Gone West）英３勝，プリンセス マ

ーガレットＳ-G3。ヴェスパ Vespa（ＡＲＣダイヤモンドＳ-G1，Ａ
ＲＣエクリプスＳ-G3３着）の祖母

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

ダンシリ
Dansili
鹿　1996

*マチカネハツシマダ
Matikanehatusimada
鹿　1995

プライヴェイトアカウント
Private Account
鹿　1976

ペナンパール
Penang Pearl
鹿　1996

ユーゼフィア
Yousefia
鹿　1989

*デインヒル
Danzig 

Razyana 

Kahyasi 

Kerali 

Arctic Tern 

Beaune 

Shareef Dancer 

Sauceboat 

Damascus 

Bering 

Danzig 

Hasili 

Numbered Account 

Guapa 

Foreign Courier 

Sword Dancer 

Kerala 

Buckpasser 

Intriguing 

Northern Dancer 

Pas de Nom 

Sir Ivor 

Courtly Dee (A4)

全40口関西入厩

見映えのする馬体は体重よりも大きく見せ、上体は厚みのある丸い
つくりになっています。安定感のある母似のシルエットは、低めの
体高で、短めの管に骨量豊富な脚回りは丈夫であり、はち切れんば
かりの胸や尻はボディコンディションも最高です。ピリリとした気性
で、はじめは脚を触らせないようなプライドの高さもありましたが、
教えればしっかりと理解する賢い馬です。牝馬らしく丸みのある体
は柔軟性も十分で、柔らか味と弾力を兼ね備えた良質な筋肉で作ら
れています。兄姉たちは父の適性を反映している馬が多いので、芝
の中距離という父の適性を参考に育成していくことになるでしょう。
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平田修厩舎 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）

マチカネハツシマダの1361

メス
栗毛

2013.4.15 生



｜

｜
｜
｜
｜
｜

｜

｜

｜

｜

　　　｜

ディキシーランド バンド Dixieland Band は米国産，北米８勝，ペンシ
ルヴァニア ダービー -G2。北米ＢＭＳチャンピオン。【ＢＭＳ：主な産駒】*ス
トリートセンス（ケンタッキー ダービー -G1），モナルコス（ケンタッキー ダ
ービー -G1），デルタブルース（ＶＲＣメルボルンＣ-G1，菊花賞-JPN1），レッ
ドリヴェール（阪神ジュベナイルフィリーズ -G1）

*ファーストバイオリン First Violin（98 Dixieland Band）は米国産，
北米２勝，Go for Wand S３着。産駒
レディ トゥ ビー ファースト Ready to Be First（03 馬扇 More Than Re-

ady）北米２勝
ドミニカン Dominican（04 馬扇 El Corredor）北米４勝，ブルー グラス

Ｓ-G1（ＡＷ９Ｆ），Rushaway S-L（ＡＷ 8.5Ｆ），ファイエットＳ 
-G3２着，ハンシン カップＨ-G3２着，ケンタッキー ジョッキー ク
ラブＳ-G2３着，ターフウェイ パーク フォール チャンピオンシッ
プＳ-G3３着（２回），Round Table S-L３着，アーリントンワシント
ンＢＣフューチュリティ -G3４着，ベン アリＳ-G3４着

シンフォニー ソナタ Symphony Sonata（05 牝 E Dubai）韓国６勝
パワー オブ マネー Power of Money（06 馬扇 Lethal Instrument）韓国

３勝
サウンズオブアース（11 牡 黒鹿 ネオユニヴァース）２勝，はなみずき

賞（芝2000ｍ），京都新聞杯 -G2２着，若葉Ｓ-OP３着，○現
クロイツェル（12 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ）未出走

サンライズ シンフォニー Sunrise Symphony（90 Secretariat）は北
米２戦。産駒
スキーピング Skeaping（牡 Storm Bird）北米２勝，エル カミノ リアル 

ダービー -G3４着
チットチャット チットチャット Chitchat Chitchat（牝 Arch）北米４勝，Ri-

ver Cities Breeders' Cup S２着，Sangue H２着
メイビー イン メイ Maybe in May（牝 Miswaki）北米２戦。産駒

レディ フォー スプリング Ready for Spring（牡 More Than Rea-
dy）英２勝，エイコムＳ-G3３着，豪２勝，マレーシア１勝

アン アニカ モーメントAn Annika Moment（牝 Mecke）北米１勝。
マダム カクタス Madame Cactus（レイヴン ランＳ-G2）の母

ヴィクトワールピサ
黒鹿　2007

ネオユニヴァース
鹿　2000

*ファーストバイオリン
First Violin
鹿　1998

ディキシーランドバンド
Dixieland Band
鹿　1980

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

サンライズシンフォニー
Sunrise Symphony
栗　1990

*サンデーサイレンス
Halo 

Wishing Well 

Kris 

Silken Way 

Mr. Prospector 

Coup de Folie 

Bustino 

Short Rations 

Northern Dancer 

Machiavellian 

Secretariat 

*ポインテッドパス

Mississippi Mud 

Much Too Risky 

Wimbledon Star 

Nearctic 

Natalma 

Delta Judge 

Sand Buggy 

Bold Ruler 

Somethingroyal 

Hoist the Flag 

Chris Evert (23)

全40口関西入厩

筋骨隆々とした迫力ある馬体は父ヴィクトワールピサ譲りで、一見
武骨にも見えた兄たちとは違う雰囲気をしています。歩かせてみる
と適度な角度の繋にゆったりとした背中が連動して、バネを感じさ
せるしなやかな身のこなしを見せます。伸びのある大きな歩様には
安定感と軽快さがあり、前肢の伸びのよさは随一で、飛ぶような、
と言われる走りで注目を集める姿が容易に浮かびます。４月下旬の
生まれということでまだまだ成長の余地があり、トモよりも前躯が
勝った体形をしていますが、夏を越えて大人びてきた時には、いっ
そう大物感漂う馬になることでしょう。

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：社台ファーム池江泰寿厩舎 予定
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ファーストバイオリンの1362

牡
栗毛

2013.4.23 生
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ケンドール Kendor は仏国産，仏５勝，仏2000ギニー -G1。仏２歳チ
ャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】ティン ホース（仏2000ギニー -G1），
ライカ ガヴ（ＮＺダービー -G1），コレ カミノス（ガネー賞-G1），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），ル ミラクル（カド
ラン賞-G1），ネヴァー オン サンデー（イスパーン賞-G1）

*レディイン Lady Ying（99 Kendor）は仏国産，仏３勝，Prix La Ca-
margo-L２着，Prix Aymeri de Mauleon-L２着，Prix Isonomy-L３着。
産駒
レディオーキッド（05 牝 栗 アグネスタキオン）不出走。産駒

ウルパラクア（牡 キングカメハメハ）１勝，○現
ニュートリノ（07 牝 芦 アグネスタキオン）高知（公）４勝，広島（公）３勝
ハーバーコマンド（08 牡 芦 マンハッタンカフェ）４勝，清滝特別（芝

1800ｍ），箱根特別（芝2400ｍ），知床特別（芝2000ｍ），菊花賞-G1
４着

イチオクノホシ（09 牝 芦 ゼンノロブロイ）２勝，サフラン賞（芝1400
ｍ），阪神牝馬Ｓ-G2２着，クイーンＣ-G3２着，阪神ジュベナイルフ
ィリーズ -G1４着，フィリーズレビュー -G2４着

デルマハヤブサ（10 牝 青鹿 *ロージズインメイ）東海（公）１勝
ラヴィーネ（11 牝 芦 ゼンノロブロイ）１勝，○現

スーパー ヴァイト Super Vite（92 Septieme Ciel）は仏２勝，Criter-
ium d'Evry-L，Prix du Cercle-L２着，エクリプス賞-G3３着，プティ ク
ヴェール賞-G3４着。産駒
ロクサーヌ Roxanne（牝 Falco）仏２勝，Prix Rose de Mai-L２着

エリン オン ユア トゥーズ Erin On Your Toes（85 Irish River）は不
出走。産駒
ヴァイト Vite：仏３勝

レイディ ノースクラフト Lady Northcraft（73 Northern Dancer）は
北米２勝。産駒
ノース プロスペクト North Prospect：北米６勝，Rochester Cup，Geo-

rge W. Barker S，Genesee Valley Breeders' H２着。種牡馬
プリンセス ロイクラフト Princess Roycraft（67 Royal Note）は北

米５勝，テストＳ，Flirtation H，パッカー アップＨ２着

ヴィクトワールピサ
黒鹿　2007

ネオユニヴァース
鹿　2000

*レディイン
Lady Ying
芦　1999

ケンドール
Kendor
芦　1986

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

スーパーヴァイト
Super Vite
鹿　1992

*サンデーサイレンス
Halo 

Wishing Well 

Kris 

Silken Way 

Mr. Prospector 

Coup de Folie 

Bustino 

Short Rations 

Kenmare 

Machiavellian 

Septieme Ciel 

*ポインテッドパス

Belle Mecene 

Much Too Risky 

Erin On Your Toes 

Kalamoun 

Belle of Ireland 

*ゲイメセン

Djaka Belle 

Seattle Slew 

Maximova 

Irish River 

Lady Northcraft (1)

全40口関西入厩

現在は５月下旬生まれのいかにも幼い体つきで、各部に成長の余地
を残していますが、ここにきての馬体増が他馬に比べて目覚ましく、
父の産駒たちや兄の出来から考えればいずれはやや大きめの完成と
なりそうです。とにかくしなやかな脚さばきが目立っていて、長め
の胴と手足が弾むように動くフォームに非凡な才能を認めるととも
に、本馬が一番力を発揮するのはゆったりした距離の芝であること
を容易に想像できます。日ごとに力強さを増してきた表情からも成
長力は疑いようのないところで、非力感や小粒な印象を裏切って、
大きな動きで大きな勲章を掴みとってくる気がしてなりません。
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1口75万円  （総額3,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム本田優厩舎 予定

レディインの1363

牡
黒鹿毛

2013.5.23 生
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*トニービン Tony Bin は愛国産，全欧古牡馬チャンピオン，伊仏15
勝，凱旋門賞-G1。本邦チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】アドマイ
ヤベガ（ダービー -JPN1），ハーツクライ（ドバイ シーマ クラシック-G1），ル
ーラーシップ（香港クイーン エリザベス二世Ｃ-G1），トランセンド（ジャパ
ンＣダート-G1・２回），カレンチャン（スプリンターズＳ-G1）

エアトゥーレ（97 *トニービン）は６勝，阪神牝馬Ｓ-JPN2（芝 1600
ｍ），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-OP３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
アルティマトゥーレ（04 牝 鹿 フジキセキ）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
1200ｍ），鈴鹿特別（芝1200ｍ），豊橋特別（芝1200ｍ），ガーベラ
賞（芝1400ｍ），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

キャプテントゥーレ（05 牡 芦 アグネスタキオン）５勝，皐月賞-JPN1
（芝2000ｍ），デイリー杯２歳Ｓ-JPN2（芝1600ｍ），朝日チャレン
ジＣ-G3（芝2000ｍ）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 -G1４着，弥生賞-JPN2４
着，関屋記念-G3４着，大阪杯-G2５着。種牡馬

サトノオー（08 牡 芦 ディープインパクト）２勝，○現
クランモンタナ（09 牡 芦 ディープインパクト）４勝，信濃川特別（芝

2000ｍ），猪名川特別（芝1800ｍ），すみれＳ-OP２着，○現
リジェネレーション（10 牡 栗 アグネスタキオン）１勝
ミラクルホース（11 牡 鹿 ゼンノロブロイ）高知（公）４勝，○現
コンテッサトゥーレ（12 牝 鹿 ディープインパクト）未出走

*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，フォ
レ賞-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。アスピリンスノー（フローラＳ-JPN2３着）の母，ゴール
デンチケット（兵庫チャンピオンシップ -JPN2）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

エアトゥーレ
芦　1997

*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

*スキーパラダイス
Ski Paradise
芦　1990

*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 

Lyphard 

*ポインテッドパス

Severn Bridge 

Much Too Risky 

Ski Goggle 

Kalamoun 

State Pension 

Hornbeam 

Priddy Fair 

Northern Dancer 

Goofed 

*ロイヤルスキー

Mississippi Siren (3)

全40口関西入厩

雄大な馬体を誇った父の面影を感じるふっくらとした体が印象的で
すが、臀部や肩周りはもっとメリハリが出てきそうで、毛色も含め
母系のスパイスもしっかり利いているようです。牝馬にしては骨量
豊かで、四肢関節の可動域が広く躍動感が際立ち、落ち着き十分の
たたずまいも加えたすべてに、「やはり良血」という評価を決定づ
ける要因があります。至宝の血統同士の配合で背負う重圧は半端で
はありませんが、澄んだ瞳を見ていると期待に応えてくれるに違い
ないという想いが高まるばかりです。国内外を問わず、母や祖母が
得意としたマイル路線での華やかな活躍を見たいと思っています。

1口100万円  （総額4,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム須貝尚介厩舎 予定
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エアトゥーレの1364

メス
芦毛

2013.4.16 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）

クラウンプリンセス（04 スペシャルウィーク）は７勝，ポートアイラ
ンドＳ-OP（芝1600ｍ），米子Ｓ-OP（芝1600ｍ），ゴールデンホイップＴ

（芝 1600ｍ），ＨＢＣ賞（芝 1800ｍ），御室特別（芝 1800ｍ），小倉記念
-G3３着，デイリー杯２歳Ｓ-JPN2４着，新潟２歳Ｓ-JPN3５着。産駒
ミューラルクラウン（11 牝 黒鹿 *ホワイトマズル）１勝，○現
ミエノプリンプリン（12 牝 黒鹿 *ハービンジャー）未出走

クラウンピース（97 Seattle Slew）は１勝。産駒
リーチザクラウン（牡 スペシャルウィーク）４勝，マイラーズＣ-G2，き

さらぎ賞-G3，千両賞，ダービー -JPN1２着，神戸新聞杯-JPN2２
着，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-JPN3２着，中山記念-G2３着，京
都金杯-G3４着，菊花賞-JPN1５着。種牡馬

クラウニングスター（牡 スペシャルウィーク）１勝
*クラシッククラウン Classic Crown（85 Mr. Prospector）は米国産，

北米４勝，フリゼットＳ-G1，ガゼルＨ-G1，ベルデイムＳ-G1２着，ラフ
ィアンＨ-G1２着，テストＳ-G1３着。産駒

*ルールオブライト：３勝，立春賞
*ファイナルキス：１勝，フローラＳ-OP２着，北海道○交１勝
*レディダンズ Lady Danz：北米１勝。産駒

*エーシンジーライン：６勝，小倉大賞典-G3，寿Ｓ，大山崎特別，白
川特別，足立山特別，朝日チャレンジＣ-G3２着，中山金杯
-G3４着，日経賞-G2５着，中日新聞杯-G3５着，小倉記念-G3
５着，東海○交入着，名古屋大賞典-JPN3３着，障１勝，○現

*エーシンエフダンズ：５勝，船橋Ｓ，江差特別，オーシャンＳ-G3２
着，東海・広島・兵庫（公）４勝，東海桜花賞，白銀争覇，いろは
丸賞，○現

ポエティクシーズン：２戦。産駒
タマモグランプリ：２勝，琵琶湖特別

*ワークフォース
Workforce
鹿　2007

*キングズベスト
King's Best
鹿　1997

クラウンプリンセス
鹿　2004

スペシャルウィーク
黒鹿　1995

ソヴィエトムーン
Soviet Moon
鹿　2001

クラウンピース
鹿　1997

Kingmambo 
Mr. Prospector 

Miesque 

Lombard 

Anatevka 

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

Alleged 

Media Luna 

*サンデーサイレンス

Sadler's Wells 

Seattle Slew 

Allegretta 

キャンペンガール

Eva Luna 

*クラシッククラウン

Halo 

Wishing Well 

マルゼンスキー

レディーシラオキ

Bold Reasoning 

My Charmer 

Mr. Prospector 

Six Crowns (23)

全40口関西入厩

この時期にしては体高が高めなほうですが、まだ腰高であることも
考慮するとやや薄手で上背のあるタイプに成長していくことになり
そうです。背筋が長く、歩幅が広い動きで駆ける様子は、あっとい
う間に先行する馬たちに追いつく勢いがあり、溜めてからの切れ味
のよさを想像させてくれます。胴回りの肉付きはまだ心許ないもの
の、臀部の筋肉の盛り上がりは対照的で瞬発力に長けた脚質の馬に
成長しそうです。脚元はたいへん丈夫で、使いだしは早そうなタイ
プとは言い切れないものの、順調であれば上記の特性を活かして、
２歳夏頃からの始動も視野にいれていきたいところです。
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1口100万円  （総額4,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム橋口弘次郎厩舎 予定

クラウンプリンセスの1365

牡
鹿毛

2013.4.4 生
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タニノギムレットは静内産，５勝，ダービー -JPN1。主な産駒：ウオッカ
（ダービー -JPN1），ハギノハイブリッド（京都新聞杯-G2），ミッドサマーフ
ェア（フローラＳ-G2），クレスコグランド（京都新聞杯-G2），スマイルジャッ
ク（スプリングＳ-JPN2），ヒラボクロイヤル（青葉賞-JPN2），アブソリュート

（富士Ｓ-G3），オールザットジャズ（福島牝馬Ｓ-G3・２回）

ライムキャンディ（05 タニノギムレット）は２勝，マレーシアＣ（芝
1400ｍ），クイーンＣ-JPN3２着，バレンタインＳ-OP３着。産駒
ライムスカッシュ（12 牝 黒鹿 キングカメハメハ）未出走

マルカキャンディ（96 *サンデーサイレンス）は７勝，府中牝馬Ｓ 
-JPN3，大阪スポーツ杯，下鴨Ｓ，西部日刊スポーツ杯，ポートアイラン
ドＳ-OP２着。産駒
ベルシャザール（牡 キングカメハメハ）最優秀ダートホース，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，白川郷Ｓ，スプリングＳ-G2２着，ラジオ日本賞-OP２着，ダ
ービー -G1３着，フェブラリーＳ-G1３着，萩Ｓ-OP３着，セントラ
イト記念-G2４着，共同通信杯-G3４着。種牡馬

ナイトフッド（牡 *シンボリクリスエス）５勝，白嶺Ｓ，武蔵野Ｓ-G3５着，
○現

キネオペガサス（牡 *コンデュイット）２勝，山藤賞，プリンシパルＳ-OP
２着，○現

アルフェロア（牡 *シンボリクリスエス）１勝，○現
*ジーナロマンティカ Gina Romantica（88 *セクレト）は米国産，北

米３勝，ロング アイランドＨ-G2３着。出走した産駒は２頭のみ
ワヤ Waya（74 Faraway Son）は米古牝馬チャンピオン，仏・北米14

勝，ベルデイムＳ-G1，マンノウォーＳ-G1，トップ フライトＨ-G1，サン
タ バーバラＨ-G1，ダイアナＨ-G2，オペラ賞-G2，ロワイヨモン賞-G3，
Turf Classic，Saratoga Springs Cup H，Santa Ana H，Flower Bowl H，
ボウリング グリーンＨ-G2２着，シープスヘッド ベイＨ-G2２着。ヴィ
ダリア Vidalia（クリテリウム フェミニーレ-G3），デ ニーロ De Niro（ト
レモントＢＣＳ-G3）の母，クリスタル キャッスル Crystal Castle（ダイ
アデムＳ-G2），セクレイジ Secrage（カブール賞-G3），プリティ プロリ
フィック Pretty Prolific（シュガー スワールＳ-G3）の祖母

*ワークフォース
Workforce
鹿　2007

*キングズベスト
King's Best
鹿　1997

ライムキャンディ
鹿　2005

タニノギムレット
鹿　1999

ソヴィエトムーン
Soviet Moon
鹿　2001

マルカキャンディ
青鹿　1996

Kingmambo 
Mr. Prospector 

Miesque 

Lombard 

Anatevka 

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

Alleged 

Media Luna 

*ブライアンズタイム

Sadler's Wells 

*サンデーサイレンス

Allegretta 

タニノクリスタル

Eva Luna 

*ジーナロマンティカ

Roberto 

Kelley's Day 

*クリスタルパレス

*タニノシーバード

Halo 

Wishing Well 

*セクレト

Waya (1)

全40口関西入厩

今はまだ幼い成長途上のシルエットであっても、がっちりした骨格
を持ち、筋肉も充分に備わっていますのでやがてはやや大きめの馬
体での完成と予測しています。歩様はリズム良く伸び伸びとしてお
り、駆歩に移れば弾むようなフットワークであっという間に遠くま
で進むスピードがあります。大型馬にありがちな重苦しさなどを微
塵も感じさせない動きからも、父が最も輝いた 2400 ｍはもちろん、
マイルからでも対応可能と見ています。母に似た勝ち気な一面があ
り、放牧地では活発に動き回って、つねに一番でいようとする態度
からも、レースでの最後のひと踏ん張りを期待しています。

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：社台ファーム藤岡健一厩舎 予定
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ライムキャンディの1366

牡
黒鹿毛

2013.4.25 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）

ギミーシェルター（01 *サンデーサイレンス）は５勝，鷹巣山特別（芝
1400ｍ），アネモネＳ-OP２着，スイートピーＳ-OP２着。産駒
サトノスパイダー（08 牡 青鹿 *バゴ）１勝，石川（公）４勝，岩手（公）１勝
ブラインドサイド（09 牡 鹿 キングカメハメハ）３勝，利根川特別（Ｄ

1800ｍ），○現
レアパルファム（10 牝 芦 *チチカステナンゴ）入着，兵庫（公）１勝，○現
チャーミングマオ（12 牝 鹿 *ハービンジャー）未出走

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（牡 *サンデーサイレンス）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
クリスマスツリー（牝 *トニービン）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
ジョリーノエル（牝 スペシャルウィーク）４勝，燕特別，織姫賞。産駒

ユールシンギング（牡 *シンボリクリスエス）４勝，セントライ
ト記念-G2，新潟大賞典-G3，中日新聞杯-G3４着，○現

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

アサクサピューマ（牡 *エリシオ）２勝，原町特別
リワードカリヨン（牝 *トニービン）南関東（公）３勝。産駒

リワードシンバル（牡 *アフリート）１勝，共同通信杯-JPN3３着
ドライアッド（牝 *トニービン）１勝。産駒

ファルカタリア（牡 フジキセキ）５勝，フリーウェイＳ
スカーレル（牝 ゴールドアリュール）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，カーネ
ーションＣ。エアジハード（最優秀短距離馬，安田記念-JPN1）の祖母

*ワークフォース
Workforce
鹿　2007

*キングズベスト
King's Best
鹿　1997

ギミーシェルター
鹿　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

ソヴィエトムーン
Soviet Moon
鹿　2001

オークツリー
栗　1989

Kingmambo 
Mr. Prospector 

Miesque 

Lombard 

Anatevka 

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

Alleged 

Media Luna 

Halo 

Sadler's Wells 

*リアルシャダイ

Allegretta 

Wishing Well 

Eva Luna 

シャダイアイバー

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Roberto 

Desert Vixen 

*ノーザンテースト

*サワーオレンジ(8)

全40口関西入厩

自己主張が強くて放牧地ではつねに仲間を従えており、強い馬だけ
が持ち得る独特の存在感を醸し出しながら、集団のトップに君臨し
ています。放牧期の１歳馬としては皮膚感の薄さが目立ち、研ぎ澄
まされた印象が立ち写真からも伝わってくるようです。繋が長めで
飛節の角度も深く、長めの距離に適性が高そうな体躯に恵まれまし
た。乗り手の指示にスッと反応しそうな感度の高さも兼ね備えてお
り、スペースさえあれば瞬時に抜け出してくる瞬発力が期待できま
す。マイルの切れ味勝負にも十分対応できるはずで、芝の牝馬限定
重賞などでの活躍をはじめ、大きな期待感にあふれる優良産駒です。
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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：社台ファーム中内田充正厩舎 予定

ギミーシェルターの1367

メス
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）

チャペルコンサート（99 *サンデーサイレンス）は３勝，米子Ｓ-OP
（芝1600ｍ），エルフィンＳ-OP（芝1600ｍ），オークス -JPN1２着，ター
コイズＳ-OP２着，マーメイドＳ-JPN3３着，チューリップ賞-JPN3３着，
京都牝馬Ｓ-JPN3５着，福島牝馬Ｓ-JPN3５着。産駒
グランドチャペル（07 牡 黒鹿 *シンボリクリスエス）１勝，障２勝，新潟

ジャンプＳ２着
チャペルプリンセス（09 牝 栗 キングカメハメハ）兵庫（公）３勝，中央入

着，○現
チーカ（11 牝 芦 *チチカステナンゴ）入着，○現
メイショウキシドウ（12 牡 鹿 メイショウサムソン）未出走

*リープフォージョイ Leap for Joy（92 Sharpo）は英国産，伊３歳
牝馬・古牝馬チャンピオン，英１勝，ダイアデムＳ-G2３着，Doncaster 
S-L３着，テンプルＳ-G2４着，伊２勝，オメノーニ賞-G3（２回），Premio 
Certosa-L２着，愛仏入着，フィーニクス スプリントＳ-G3３着，モート
リー賞-G3４着，プティ クヴェール賞-G3４着。産駒
ムードインディゴ（牝 ダンスインザダーク）３勝，府中牝馬Ｓ-G3，忘れ

な草賞-OP，秋華賞-JPN1２着，ローズＳ-JPN2２着，クイーンＳ 
-G3４着，フラワーＣ-JPN3５着

ラストリゾート（牝 *ノーザンテースト）１勝
ハンブル パイ Humble Pie（85 Known Fact）は英２勝，Rose Bowl 

S-L３着。産駒
ワッフル オン Waffle On：英仏２勝，Prix Lovelace-L３着。産駒

イクスプレス ウィッシュ Express Wish：英３勝，シュプリームＳ 
-G3，同４着

ロウアー チャペル Lower Chapel：不出走。産駒
キングズ チャペル King's Chapel：ＮＺ年度代表馬，ＮＺ・豪10

勝，ＮＺ2000ギニー -G1，ＷＲＣテレグラフＨ-G1。種牡馬

*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

チャペルコンサート
青鹿　1999

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

ティーケイ
Tee Kay
黒鹿　1991

*リープフォージョイ
Leap for Joy
栗　1992

Roberto 
Hail to Reason 

Bramalea 

Princequillo 

Bridgework 

Seattle Slew 

Queen Louie 

Tri Jet 

Hail Proudly 

Halo 

Gold Meridian 

Sharpo 

Sharp Queen 

Wishing Well 

Tri Argo 

Humble Pie 

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Sharpen Up 

Moiety Bird 

Known Fact 

Scarcely Blessed (1)

全40口関西入厩

５月生まれということもあり募集馬の中でも小柄な部類ですが、横
姿をスカッと見せており、母譲りの華麗さを感じさせます。膝のか
ぶりが絶妙で上半身も軽いため、脚元の乾燥状態は良好です。この
牝系らしく関節の動きが柔軟なので、馬格のわりには大きな完歩で
動けておりバネも感じます。カイバはしっかりと食べており、今後の
夜間放牧でもうひと回りの体格アップが期待できます。持ち前のバ
ネを強靭に鍛えあげることで、父の産駒らしく芝で末脚を爆発させ
る戦法で活躍しそうです。馬本位の仕上げから、デビューは秋ごろ
を想定しており、母の成し遂げなかった重賞制覇を目指します。

1口40万円  （総額1,600万円）

提供：社台ファーム　生産：白老ファーム　繋養：社台ファーム梅田智之厩舎 予定
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チャペルコンサートの1368

メス
青鹿毛

2013.5.14 生
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*シンボリクリスエスは米国産，年度代表馬（２回），８勝，有馬記念
-JPN1（２回）。主な産駒：エピファネイア（菊花賞-G1），ストロングリターン

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

シングライクバード（05 *シンボリクリスエス）は５勝，博多Ｓ（芝
2000ｍ），陣馬特別（芝 2400ｍ），つばき賞（芝 1800ｍ），フラワーＣ 
-JPN3３着，フローラＳ-JPN2５着。産駒
シングウィズジョイ（12 牝 青鹿 マンハッタンカフェ）未出走

シングライクトーク（92 *ノーザンテースト）は７勝，薫風Ｓ，船橋Ｓ，
阪神牝馬特別-JPN2２着，マーメイドＳ-JPN3２着，京阪杯-JPN3３着，
エプソムＣ-JPN3４着。産駒
セイレーンズソング（牝 *サンデーサイレンス）３勝，水仙賞，フラワー

Ｃ-JPN3３着
ジュークジョイント（牡 *エルコンドルパサー）北海道（公）２勝，中央２勝，

福島放送賞，岩手（公）１勝，北上川大賞典
カラフルトーク（牝 *サンデーサイレンス）３勝。産駒

アサクサマジック（馬扇 *ホワイトマズル）１勝，○現
ドラゴントーク（牝 *ホワイトマズル）１勝，○現

トーセンプレミアム（牡 *サンデーサイレンス）１勝
スペシャルシンガー（牡 スペシャルウィーク）１勝

フリートーク（85 *リアルシャダイ）は３勝，クイーンＳ-JPN3，フラワ
ーＣ-JPN3，桜花賞-JPN1３着，オークス -JPN1４着。出走した産駒は
２頭のみ

ダイナフリート（78 *エルセンタウロ）は入着。産駒
ミリオンテースト：２勝，白菊賞，若草Ｓ-OP２着，毎日杯-JPN3４着，障

１勝
フリートレガッタ：１戦，入着。産駒

スナークスズラン：７勝，淀短距離Ｓ-OP，奥多摩Ｓ，相模湖特別，
鈴鹿特別，バーデンバーデンＣ-OP２着，阪神牝馬Ｓ-JPN2３着

*ロイヤルレジナ Royal Regina（69 Fleet Nasrullah）は米国産，北米
１勝。ダイナシュガー（４歳牝馬特別・西-JPN2）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

シングライクバード
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

シングライクトーク
鹿　1992

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Sharpen Up 

Doubly Sure 

Shantung 

Boulevard 

Kris S. 

Kris 

*ノーザンテースト

Wishing Well 

Tee Kay 

Silken Way 

フリートーク

Roberto 

Sharp Queen 

Gold Meridian 

Tri Argo 

Northern Dancer 

Lady Victoria 

*リアルシャダイ

ダイナフリート(3)

全40口関西入厩

澄んだ瞳には目力もあり少しの気難しさは秘めていそうですが、今
のところ目立ったうるささを見せることはありません。同じ時期の姉
とは体重の差はほとんどありませんが、本馬のほうがややスマート
な体形に見えます。首から肩にかけての接続が美しく、細身の馬体
の中では立派な胸前がよく目立ちます。胸に収まる心肺も充分な大
きさが見込まれ、母同様に中距離前後の競馬も対応できるでしょう。
父に似たトモ脚のつき方で、繋の角度もやや緩く柔らかすぎるよう
にも感じますが、クッション性が高くしなやかな弾力があり短所よ
りも長所と感じます。手先の軽さもあり、芝コースが合いそうです。
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友道康夫厩舎 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50万円  （総額2,000万円）

シングライクバードの1369

メス
鹿毛

2013.3.12 生
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ベーリング Bering は英国産，仏５勝，仏ダービー -G1，オカール賞
-G2，ノアイユ賞-G2。【ＢＭＳ：主な産駒】*ハービンジャー（キング ジョージ
六世＆クイーン エリザベスＳ-G1），トレストレラ（仏1000ギニー -G1），ジェ
ントゥー（カドラン賞-G1，ロイヤルオーク賞-G1），モランディ（クリテリウム 
ド サンクルー -G1），スペシャル リング（エディ リードＨ-G1・２回）

*ミスベルベール Miss Berbere（95 Bering）は仏国産，仏４勝，アス
タルテ賞-G2（芝1600ｍ），同２着，Prix Ronde de Nuit-L（芝1600ｍ），
オペラ賞-G2２着，同４着，グロット賞-G3２着，メシドール賞-G3３着，
パース賞-G3３着，ジャック ル マロワ賞-G1４着，クインシー賞-G3４
着。産駒
アイーンベル（01 牝 栗 *サンデーサイレンス）入着。産駒

サヴァーレ（牝 ローエングリン）１勝，ファンタジーＳ-G3４着
ベルジュール（03 馬扇 栗 アグネスタキオン）３勝，夕月特別（芝1800ｍ，

レコード）
プリティダンス（04 牝 栗 ダンスインザダーク）２勝，岡崎特別（芝1800ｍ）
ダノンベルベール（06 牝 栗 アグネスタキオン）２勝，赤松賞（芝1600

ｍ），阪神ジュベナイルフィリーズ -JPN1２着，クイーンＣ-G3２着，
芙蓉Ｓ-OP２着

ダノンシュナップス（07 牡 栗 デュランダル）２勝
サトノアポロ（08 牡 黒鹿 *シンボリクリスエス）５勝，中日新聞杯-G3

（芝2000ｍ，レコード），クリスマスＣ（芝2200ｍ），習志野特別（芝
2000ｍ），糸魚川特別（芝2000ｍ），アメリカＪＣＣ-G2４着，オール
カマー -G2４着，日経賞-G2４着，新潟大賞典-G3４着，○現

フィールフリーリー（10 牝 栗 アグネスタキオン）１勝，○現
ブラックマンタ（11 牡 青 ハーツクライ）未出走
マロンベル（12 牝 栗 ハーツクライ）未出走

ミス アフリク Miss Afrique（87 African Song）は仏５勝，Prix de la 
Calonne-L，Prix Casimir Delamarre-L，Prix Edellic-L，同３着，Prix La 
Camargo-L，レゼルヴワール賞-G3２着，Prix Phil Drake-L２着，エクリ
プス賞-G3３着，エドモン ブラン賞-G3４着。産駒
ミス イベーヌ Miss Ebene（牝 Lead on Time）仏１勝，Prix Zeddaan-L

２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

*ミスベルベール
Miss Berbere
栃栗　1995

ベーリング
Bering
栗　1983

ゴールデンサッシュ
栗　1988

ミスアフリク
Miss Afrique
鹿　1987

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

Arctic Tern 

*ディクタス

African Song 

Wishing Well 

Beaune 

ダイナサッシュ

Dictumisas 

Sea Bird 

Bubbling Beauty 

Lyphard 

Barbra 

African Sky 

Goldwyn Princess 

*ディクタス

Mischief (3)

全40口関西入厩

頭部が軽く、薄めの皮膚、まとまりのある体、やや小柄な馬格、気
の強さなど、父の名を見なくてもわかるような特徴が随所に現れて
います。重心低く歩く姿は小柄ななかにも力強さが見え、リズミカ
ルな脚の運びはキビキビとした俊敏さもあります。兄姉は雄大な馬
体で魅了しましたが、本馬は真逆のタイプ。眼光鋭く前の馬を捕え
るように、矢のような末脚で馬群を縫って飛んでくるイメージが浮か
びます。母父 Bering といえばキングジョージ圧勝のハービンジャー、
日本では本馬の兄が重賞馬。優秀な血脈に流行のステイゴールドな
ら、国内外問わずクラシックディスタンスでの活躍が期待されます。

1口100万円  （総額4,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム大久保龍志厩舎 予定
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ミスベルベールの1370

牡
黒鹿毛

2013.2.11 生
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アルザオ Alzao は米国産，伊仏４勝，エリントン賞-G3。【ＢＭＳ：
主な産駒】ディープインパクト（年度代表馬２回，三冠），オージー ルールズ

（仏2000ギニー -G1），オリンピック グローリー（クイーン エリザベス二世
Ｓ-G1），ボーリン エリック（英セントレジャー -G1），エンバシー（チェヴァリ
ー パークＳ-G1），タイムパラドックス（ジャパンＣダート-JPN1）

*ルヴァーガール Luvah Girl（00 Alzao）は英国産，英２勝，ロックフ
ェルＳ-G2（芝７Ｆ），プリンセス マーガレットＳ-G3２着，Henry Carn-
arvon S-L２着，北米１勝，La Habra S-L（芝6.5Ｆ）。産駒
エバーシャイニング（07 牝 黒鹿 ゼンノロブロイ）２勝
ネオザミスティック（08 牝 黒鹿 ハーツクライ）１勝，○現
サンライズマヌー（09 牡 黒鹿 *シンボリクリスエス）２勝
ガーリッシュハート（11 牝 鹿 ハーツクライ）１勝，○現

ガール オブ マイ ドリームズ Girl of My Dreams（93 Marju）は英２
勝。産駒
ファーリー スター Farley Star（牝 Alzao）英３勝，北米５勝

スタイリッシュ ガール Stylish Girl（86 Star de Naskra）は不出走。
産駒
スタイリッシュ ソフィ Stylish Sofi：ギリシャ２勝

カーナビー ガール Carnaby Girl（68 To Market）は北米２勝。産駒
ハイ スタイル High Style：愛・北米４勝，Lodi H。産駒

リア ダンサー Lear Dancer：北米２勝。産駒
カミリン カミロン Camilin Camilon：ペルー２勝，ペルー ダ

ービー -G1，エンリケ メイグス賞-G3２着
クイーンズ ミンストレル Queens Minstrel：北米６戦。産駒

ロイヤル エンタテイナー Royal Entertainer：ＮＺ６勝，
AuRC Newmarket H-L

サドン パワー Sudden Power：南アフリカ４勝，コンピュータフォーム 
スプリント-G1２着

ストレンジウェイズ Strangeways：北米３勝，Merry Madeleine S，レイ
ルバードＳ-G3２着，Bangles and Beads S２着

スタイリッシュ パターン Stylish Pattern（61 My Babu）は北米入着。
*アーテイアス Artaius（エクリプスＳ-G1，サセックスＳ-G1）の母

ステイゴールド
黒鹿　1994

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*ルヴァーガール
Luvah Girl
鹿　2000

アルザオ
Alzao
鹿　1980

ゴールデンサッシュ
栗　1988

ガールオブマイドリームズ
Girl of My Dreams
鹿　1993

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

Lyphard 

*ディクタス

Marju 

Wishing Well 

Lady Rebecca 

ダイナサッシュ

Stylish Girl 

Northern Dancer 

Goofed 

Sir Ivor 

Pocahontas 

*ラストタイクーン

Flame of Tara 

Star de Naskra 

Carnaby Girl (14)

全40口関西入厩

４月生まれの牡馬としては小柄な部類ですが、放牧時間が長くなる
に比例して肩周りの容積が大きくなり、腿の筋肉の盛り上がりも目
立ってきました。キリッと研ぎ澄まされた独特の雰囲気には引き込
まれそうな魅力があり、いくら眺めても飽きることはありません。
馬への当たりは強いものの、人間の指示には従順かつ覚えも早く操
作性の高さが期待できます。英国短距離重賞勝ちの母にこの父を選
択したことで機敏さを増した感があり、父の牡駒としては異色のマ
イル適性が高いタイプだと見込んでいます。ケタ違いの気性の強さ
で、並みいる良血馬たちを完封できる能力の持ち主です。
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1口75万円  （総額3,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム吉村圭司厩舎 予定

ルヴァーガールの1371

牡
鹿毛

2013.4.7 生
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ザフォニック Zafonic は米国産，全欧２歳チャンピオン，仏英５勝，
英2000ギニー -G1。【ＢＭＳ：主な産駒】ザンベージ サン（パリ大賞典-G1），
ヴァダウィナ（サンタラリ賞-G1），アウザーン（ミドル パークＳ-G1），ザフィ
シオ（クリテリウム アンテルナシオナル -G1），イジー トップ（プリティ ポリ
ーＳ-G1），マルカシェンク（デイリー杯２歳Ｓ-JPN2）

*シェンク Shenck（96 Zafonic）は英国産，伊３勝，伊 1000ギニー
-G2（芝 1600ｍ ），Premio Seregno-L（芝 1600ｍ ），Premio Alessandro 
Perrone-L２着，Premio Vittorio Crespi-L３着，仏入着，仏1000ギニー
-G1４着。産駒
スターエフェクト（01 牡 青鹿 *エリシオ）２勝，石川○交１勝，岩手（公）８

勝，佐賀（公）１勝
フォーノーワン（02 牝 青 *サンデーサイレンス）４戦。産駒

ノーワンエルス（牡 *スウェプトオーヴァーボード）２勝，カンナＳ 
-OP（芝1200ｍ）

マルカシェンク（03 牡 黒鹿 *サンデーサイレンス）５勝，デイリー杯
２歳Ｓ-JPN2（芝 1600ｍ），関屋記念-G3（芝 1600ｍ），ニューイヤ
ーＳ-OP（芝 1600ｍ），京都２歳Ｓ-OP（芝 2000ｍ），富士Ｓ-G3２
着，京都金杯-G3２着，同４着，鳴尾記念-JPN3２着，小倉大賞典
-JPN3２着，ダービー -JPN1４着，毎日王冠-G2４着，中山記念-G2
４着，京都新聞杯-JPN2５着，武蔵野Ｓ-G3５着。種牡馬

ザレマ（04 牝 栗 ダンスインザダーク）４勝，京成杯オータムＨ-G3（芝
1600ｍ），ターコイズＳ-OP（芝 1600ｍ），同２着，忘れな草賞-OP

（芝2000ｍ），阪神牝馬Ｓ-G2２着，京都牝馬Ｓ-G3２着，同３着（２
回），クイーンＳ-G3２着，福島牝馬Ｓ-G3３着，ヴィクトリアマイル
-G1４着，中山牝馬Ｓ-G3４着，富士Ｓ-G3５着

アイアムピカイチ（06 牡 黒鹿 キングカメハメハ）３勝
トーセンシーザー（09 馬扇 黒鹿 ディープインパクト）南関東（公）２勝，中

央入着，○現
ガリバルディ（11 牡 鹿 ディープインパクト）１勝，京都新聞杯-G2３着，

○現
バックウィッグ Buckwig（84 Buckfinder）は伊10勝，ブオンタレン

タ賞-G3，バグッタ賞-G3，同２着，Premio Allevamento-L

ステイゴールド
黒鹿　1994

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*シェンク
Shenck
鹿　1996

ザフォニック
Zafonic
鹿　1990

ゴールデンサッシュ
栗　1988

バックウィッグ
Buckwig
黒鹿　1984
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Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Sanctus 

Doronic 

*ノーザンテースト

*ロイヤルサッシュ

Gone West 

*ディクタス

Buckfinder 

Wishing Well 

Zaizafon 

ダイナサッシュ

Dickie Ludwig 

Mr. Prospector 

Secrettame 

The Minstrel 

Mofida 

Buckpasser 

Shenanigans 

T. V. Commercial 

Coppahaunk (4)

全40口関西入厩

胸郭のつくりが大きく、飛節の角度も深めで大人びたシルエットは
この牝系特有の完成度の高さです。四肢を大きく広げるうえに、後
肢の蹴りが強いのでダイナミックな完歩で駆けており、長めの繋と
柔軟な関節を見ても距離の融通は利きそうな印象です。緩めの放牧
地であってもノメらず走れており、出世する父の産駒特有の体幹と
バネの強さは着実に引き継いでいます。牡馬のような負けん気の強
さがあり、狭いスペースの取り合いになっても必ず最後は割って出
て勝利をものにしてくれそうです。敏腕トレーナーに初の牝馬ビッ
グタイトルをプレゼントできる可能性に満ちた逸材です。

1口75万円  （総額3,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム池江泰寿厩舎 予定
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シェンクの1372

メス
黒鹿毛

2013.2.19 生
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ダブル ベッド Double Bed は仏国産，仏・北米３勝，ハイアリア タ
ーフ カップＨ-G1。主な産駒：ジム アンド トニック（香港Ｃ-G1）。【ＢＭＳ：
主な産駒】カスバ ブリス（カドラン賞-G1），モーララカナ（ビヴァリー ディー
Ｓ-G1），ジェルミナル（フェアリーＳ-G3），プティ カルヴァ（グロット賞-G3
２着），スペクトロフォル（ノネット賞-G3２着）

*オンブルリジェール Ombre Legere（99 Double Bed）は愛国産，仏
２勝，ペネロープ賞-G3（芝2100ｍ）。産駒
ジェルミナル（06 牝 黒鹿 アグネスタキオン）３勝，フェアリーＳ-G3（芝

1600ｍ），黄菊賞（芝1800ｍ），オークス -JPN1３着，桜花賞-JPN1
３着，チューリップ賞-JPN3５着

アンバーシェード（08 馬扇 黒鹿 *シンボリクリスエス）１勝
プレリアル（09 牝 鹿 アグネスタキオン）北海道○交１勝
マイアベーア（12 牡 青鹿 ディープインパクト）未出走

フローレスリー Flawlessly（91 Rainbow Quest）は仏入着。産駒
フローリー Flawly（牝 *オールドヴィック）北米・仏２勝，ガーデン シ

ティＢＣＨ-G1２着，ロワイヨモン賞-G3２着，ミネルヴ賞-G3３着。
産駒
ベスト ネイム Best Name（馬扇 *キングズベスト）仏２勝，プランス ド

ランジュ賞-G3，Prix Francois Mathet-L，仏ダービー -G1２着
フェブラリー サン February Sun（牝 Monsun）仏２勝，独１勝，バ

ーデン牝馬賞-G3
エアルーム Heirloom（牡 Dansili）愛３勝，Finale S-L

デイト ウィズ デスティニー Date with Destiny（牝 George Washing-
ton）英１勝，Oaks Trial-L３着

ナモナ Namona（牝 Halling）仏１勝。産駒
ヴェリー ナイス ネイム Very Nice Name（牡 Whipper）仏１勝，フ

ォワ賞-G2２着，カタール５勝
トゥー ナイス ネイム Too Nice Name（馬扇 Kingsalsa）仏２勝，Prix 

Montenica-L，ジェベル賞-G3２着，カタール１勝
セイヴ ミー ザ ワルツ Save Me the Waltz（牝 Halling）仏１勝。産駒

ディアルバタ Dealbata（牝 Dubawi）仏３勝，Prix Solitude-L，北米
１勝，Mohegan Sky S-L，ノーブル ダムゼルＳ-G3２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

*オンブルリジェール
Ombre Legere
黒鹿　1999

ダブルベッド
Double Bed
鹿　1983

ゴールデンサッシュ
栗　1988

フローレスリー
Flawlessly
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

Be My Guest 

*ディクタス

Rainbow Quest 

Wishing Well 

Claire's Slipper 

ダイナサッシュ

Pauvresse 

Northern Dancer 

What a Treat 

Welsh Saint 

Semislipper 

Blushing Groom 

I Will Follow 

Home Guard 

Misoptimist (7)

全40口関西入厩

父の産駒らしくやや小さい馬体に出来あがりそうですが、サイズな
どまったく気にならないくらいの、まさにバネの塊という表現が
ピッタリなフットワークには大きな可能性を感じます。本馬を構成
する各パーツのバランスが良いため、体の使い方がスムーズで、そ
の脚さばきからは持ち前の運動神経の高さをうかがわせます。いつ
も穏やかな表情でとても人懐こく可愛がられていますが、その一方
で放牧地では父の産駒らしいピリッとした勝ち気な一面も見せてお
り、そういったメリハリある性格が、実戦で併せ馬になった時の最
後のもうひと踏ん張りに結びつくと期待しています。
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角田晃一厩舎 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50万円  （総額2,000万円）

オンブルリジェールの1373

メス
鹿毛

2013.4.4 生



｜
｜

｜
｜

ラビーブ Labeeb は英国産，仏・北米８勝，ハリウッド ダービー -G1，
アメリカンＨ-G2，シューメイカーＢＣマイルＳ-G2。主な産駒：*ラリーズン

（モリー ピッチャーＢＣＨ-G2），ゴート（ゴールド サークル オークス-G2），
ウイニング リープ（ゴールド ボウル -G2），マジカル（南アフリカ ダービー
-G1２着），ミズ リドニア（アーリントン メイトロンＨ-G3２着）

*ラリーズン La Reason（00 Labeeb）は米国産，北米９勝，モリー ピ
ッチャーＢＣＨ-G2（Ｄ９Ｆ），同３着，Bayakoa S-L（Ｄ8.5Ｆ），Pippin S

（Ｄ8.5Ｆ），ルイヴィルＢＣＨ-G2２着，バイユーＢＣＨ-G3２着，ターフ
ウェイ パークＢＣＳ-G3２着，Doubledogdare S-L２着，アップル ブラ
ッサムＨ-G1３着，フルール ド リスＨ-G2３着，同４着（２回），Lady's 
Secret S-L３着，Truly Bound Breeders' Cup H-L３着，フォールズ シ
ティＨ-G2４着，アゼリＢＣＳ-G3４着。産駒
ストレートラブ（09 牝 青鹿 アグネスタキオン）１勝，○現
ディープウェーブ（10 牡 青鹿 ディープインパクト）１勝，○現
ショウナンマルシェ（11 牡 青鹿 マンハッタンカフェ）１勝，○現

リーズニング Reasoning（87 Naskra）は北米３勝。産駒
リーズン トゥ トーク Reason to Talk（牝 Sabona）北米８勝，Doubledo-

gdare S-L，Dade Turf Classic S，Sam Houston Distaff H，同３着，
Pippin S２着，オークローンＢＣＳ-G3４着

ボーンファイド リーズン Bonefide Reason（牝 Sabona）北米６勝，ディ
スタフＢＣＨ-G2３着，Garland of Roses H-L３着，Interborough 
H-L３着

サブズ リーズン Sab's Reason（牝 Sabona）北米５勝。産駒
モア ザン ア リーズン More Than a Reason（牡 More Than Re-

ady）北米14勝，クイーンズ カウンティＨ-G3，同３着，Albert 
the Great S２着，Half High S２着，Stymie S２着，Forty Ni-
ner S３着，Bald Eagle S３着

バクトゥ リーズン Bactu Reason（74 Bold Reason）は不出走。産駒
ロジック Logic：北米６勝，Heartland S，Poquessing H，Iroquois S２

着。ライオン ハート Lion Heart（ハスキル招待Ｈ-G1），フレンチ 
サテン French Satin（フロリダ オークス -G3），コネマラ Conne-
mara（エル カミノ リアル ダービー -G3）の祖母

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

*ラリーズン
La Reason
鹿　2000

ラビーブ
Labeeb
鹿　1992

*サトルチェンジ
Subtle Change
黒鹿　1988

リーズニング
Reasoning
黒鹿　1987

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Alleged 

Bold Bikini 

Luciano 

Suleika 

Lear Fan 

Law Society 

Naskra 

Wishing Well 

Lady Blackfoot 

Santa Luciana 

Bactu Reason 

Roberto 

Wac 

Prince Tenderfoot 

Indian Graduate 

Nasram 

Iskra 

Bold Reason 

Bacchian (10)

全40口関西入厩

鋭い末脚を武器に、６歳秋まで北米牝馬のトップで戦い続けた母か
ら、絶品といえる産駒が誕生しました。伸びやかな青鹿毛の馬体は
スタイリッシュで独特のオーラを発し、どこにいても見る者の心を惹
きつけます。各パーツは正確なつくりで関節の可動域も広く、伸縮性
が卓越した走りは圧巻の一言です。旺盛な闘争心を内面に秘めてい
ることは、度々見せる強い光を放つキリッとした眼差しから感じ取れ、
平静さを取り戻せば従順さと落着きのある優しい表情をしています。
多彩な分野に活躍馬を輩出する父ですが、すべてにおいて高水準の
本馬ですから、目指すのは芝中距離の王道路線になるでしょう。

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：早来ファーム岡田稲男厩舎 予定
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ラリーズンの1374

牡
青鹿毛

2013.2.18 生
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*ヘクタープロテクター Hector Protector は米国産，全欧２歳チャン
ピオン，仏９勝，仏2000ギニー -G1。【ＢＭＳ：主な産駒】チンチョン（ユナイ
ティド ネイションズＳ-G1），ブラックエンブレム（秋華賞-JPN1），クォーク
スター（セントライト記念-G2），アドマイヤメイン（青葉賞-JPN2），プリンシ
パルリバー（全日本２歳優駿-JPN2），タイセイアトム（ガーネットＳ-G3）

フェスタデルドンナ（94 *ヘクタープロテクター）は１勝。産駒
パニエドレス（00 牝 鹿 *カーネギー）入着，佐賀（公）１勝
グリッターロック（01 牡 栗 スペシャルウィーク）２勝，洛西特別（芝

2000ｍ）
ウインマジェスティ（02 牡 鹿 ダンスインザダーク）１勝，障１勝
トーセンアイリス（04 牝 栗 フジキセキ）１勝
スカーレットライン（05 牡 栗 *バトルライン）３勝，ユニコーンＳ-JPN3

５着
アオゾラペダル（06 牝 黒鹿 *ホワイトマズル）２勝
クォークスター（07 牡 栗 アグネスタキオン）３勝，セントライト記念

-G2（芝2200ｍ），ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3２着，プリンシパルＳ 
-OP２着

エスオンマイチェス（10 牡 黒鹿 ゼンノロブロイ）東海（公）３勝，中央1
勝，○現

スカーレットブルー（82 *ノーザンテースト）は１勝。産駒
ブルーリッジリバー（牝 フジキセキ）２勝，りんどう賞，桜花賞-JPN1２

着，フェアリーＳ-JPN3２着，フィリーズレビュー -JPN2４着
ターコイズブルー（牝 ミスターシービー）１勝，忘れな草賞-OP３着。産駒

レジェンドブルー（牝 ステイゴールド）５勝，但馬Ｓ
アナスミラビリス（牝 *リアルシャダイ）１勝。産駒

トーセンジョウオー（牝 *ティンバーカントリー）中央・南関東○交５
勝，関東オークス -JPN3，マリーンＣ-JPN3，スパーキングレ
ディーＣ-JPN3，ＮＡＲ最優秀牝馬（２回），南関東（公）４勝，エ
ンプレス杯-JPN2，マリーンＣ-JPN3，スパーキングレディー
Ｃ-JPN3

カーペディエム（牝 サクラユタカオー）不出走。産駒
クラシックステージ（牡 *サンデーサイレンス）３勝，野麦峠特別

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

フェスタデルドンナ
栗　1994

*ヘクタープロテクター
Hector Protector
栗　1988

*サトルチェンジ
Subtle Change
黒鹿　1988

スカーレットブルー
栗　1982

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Alleged 

Bold Bikini 

Luciano 

Suleika 

Woodman 

Law Society 

*ノーザンテースト

Wishing Well 

Korveya 

Santa Luciana 

*スカーレットインク

Mr. Prospector 

*プレイメイト

Riverman 

Konafa 

Northern Dancer 

Lady Victoria 

Crimson Satan 

Consentida (4)

全40口関西入厩

父の産駒らしく背のラインに余裕があり、優雅なシルエットに目を
奪われます。気温上昇に伴い、放牧地での運動量が増えたことで首
回りが太くなり、肩幅も逞しくなってきました。手先の返しが強く
て回転も速いので、大型馬特有の緩慢さを感じさせません。この牝
系らしく感度良好で反応鋭く動けるタイプともいえそうです。芝の
2000m 前後のレースを主戦場として、キレのある末脚を武器に上級
クラスで走る姿が目に浮かびます。キャリアとともに強さに磨きが
かかる血統背景を持ち、２歳秋デビューから古馬重賞戦線までの長
い期間、一線級での活躍が見込める１頭です。
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1口75万円  （総額3,000万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム庄野靖志厩舎 予定

フェスタデルドンナの1375

牡
青鹿毛

2013.3.22 生
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ヴィクトリー ノート Victory Note は米国産，英仏３勝，仏2000ギニ
ー -G1，グリーナムＳ-G3。主な産駒：ピース オファリング（コーンウォリス
Ｓ-G3，サンジョルジュ賞-G3），ポルタヴァ（オマール賞-G3），シナジー（フィ
ユ ド レール賞-G3），メジャーズ キャスト（ロッキンジＳ-G1２着），ロケッツ 
ン ローラーズ（グラッドネスＳ-G3３着）

*ビートリックスキッド Beatrix Kiddo（04 Victory Note）は仏国産，
仏２勝，ノネット賞-G3３着。産駒
ショウナンダイチ（10 牡 鹿 ディープインパクト）２勝，村上特別（芝

1400ｍ），○現
ヴェルジョワーズ（11 牝 鹿 ネオユニヴァース）１勝，○現
ビートアンドリズム（12 牝 鹿 マンハッタンカフェ）未出走

ラキファン Laquifan（86 Lear Fan）は仏２勝。産駒
ツァー ロドニー Tzar Rodney（牡 Assert）仏６勝，ラ フォルス賞-G3，

Prix Maurice Caillault-L，モーリス ド ニュイユ賞-G2２着，Prix 
de Courcelles-L２着，Prix des Sablonnets-L２着，グレフュール賞
-G2４着，北米１勝，オール アメリカンＨ-G3。種牡馬

ハウス ミュージック House Music（馬扇 *デザートキング）仏４勝，仏障
１勝

*ラキオーラ Laquiola（77 Lyphard）は仏国産，仏２勝，Prix de la 
Seine-L，クレオパトル賞-G3２着。産駒
サキアス Saquiace：仏４勝，Prix Henri Cabassu-L２着，Grand Prix de 

Villeurbanne-L２着。産駒
スカイ ダンシング Sky Dancing：独伊５勝，Premio Buontalen-

ta-L。スカロ Scalo（オイロパ賞-G1），セクシー レイディ Sexy 
Lady（クロエ賞-G3）の母

アスクマイセクレタリー Askmysecretary：不出走。産駒
カーソナ Carsona：北米４勝，Palo Alto H-L２着，ハリウッド オー

クス -G1３着，Colfax Maid H３着。サイフォン シティ Siphon 
City（コーンハスカーＢＣＨ-G2）の母

リサ ダニエル Lisa Danielle：北米１勝。ワイズ ダン Wise Dan（米
年度代表馬２回，ＢＣマイル -G1・２回），サクセスフル ダン 
Successful Dan（アリシーバＳ-G2）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

*ビートリックスキッド
Beatrix Kiddo
鹿　2004

ヴィクトリーノート
Victory Note
鹿　1995

*ニキーヤ
Nikiya
鹿　1993

ラキファン
Laquifan
鹿　1986

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Special 

Hostage 

Vaguely Royal 

Fairy King 

Nureyev 

Lear Fan 

Wishing Well 

Three Piece 

Reluctant Guest 

*ラキオーラ

Northern Dancer 

Fairy Bridge 

Jaazeiro 

Trinity Term 

Roberto 

Wac 

Lyphard 

Kalila (5)

全40口関西入厩

「四肢を揃えて立ち、蹄音が平等なるは駿馬」。古来より伝わる馬選
びの格言のひとつは、まさに本馬のことを表しています。雄大で伸
びやかな馬格に恵まれたうえにバランスも秀逸で、大きな蹄で地面
を踏みしめ立つ姿は彫刻作品のような安定感に富み、軸がピタリと
定まり力強く、正確なリズムを刻む動きも卓越しています。皮膚は
薄く厳冬期でも肌艶は冴え、輪郭が浮き立つ各筋肉の弾力性にも優
れて、鍛え抜かれた雄姿を想像するとつい頬が緩みます。賢く社交
的ながらも秘めたる闘志は熱く、血筋からダートはもちろんのこと、
心技体の総合力で芝レースでも高みを目指せる器と見ています。

1口70万円  （総額2,800万円）

提供：追分ファーム　生産：白老ファーム　繋養：早来ファーム吉村圭司厩舎 予定
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ビートリックスキッドの1376

牡
鹿毛

2013.1.19 生
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リア ファン Lear Fan は米国産，英仏５勝，ジャック ル マロワ賞
-G1。【ＢＭＳ：主な産駒】アザムール（キング ジョージ六世＆クイーン エリ
ザベスＳ-G1），ジョハー（ＢＣターフ -G1），キトゥンズ ジョイ（ターフ クラシ
ック招待Ｓ-G1），プレシャス キトゥン（メイトリアークＳ-G1），ヴァレ アン
シャンテ（香港ヴァーズ -G1），オーロマイスター（南部杯-JPN1）

*フェアリーワルツ（99 Lear Fan）は米国産，わが国で４戦，入着。産駒
フェアリーノート（04 牡 鹿 アドマイヤコジーン）南関東（公）７勝
オーロマイスター（05 牡 鹿 ゴールドアリュール）中央・岩手○交７勝，

南部杯-JPN1（Ｄ1600ｍ），大和Ｓ-OP（Ｄ1400ｍ），ながつきＳ（Ｄ
1800ｍ），猪苗代特別（Ｄ1700ｍ），エルムＳ-G3２着（２回），師走
Ｓ-OP２着，しらかばＳ-OP２着，ジュニアＣ-OP２着，根岸Ｓ-G3
３着，欅Ｓ-OP３着，北海道・南関東○交入着，ブリーダーズゴールド
Ｃ-JPN2４着，かしわ記念-JPN1５着

テーオーストーム（06 牡 鹿 マンハッタンカフェ）３勝，富良野特別（芝
2600ｍ），札幌２歳Ｓ-JPN3４着

テーオーアポロン（08 牡 鹿 ハーツクライ）東海（公）２勝
フェアリーロンド（09 牝 鹿 ゴールドアリュール）入着，兵庫（公）１勝
サイモンジャスミン（11 牝 鹿 ネオユニヴァース）入着，○現
ベストワルツ（12 牝 鹿 ゴールドアリュール）未出走

クイック アンド スムース Quick and Smooth（92 Crafty Prospec-
tor）は北米入着。産駒
スムース アプルーヴァル Smooth Approval（馬扇 With Approval）北米

３勝
ミズ ボールディング Ms. Balding（76 Sir Ivor）は北米７勝，Tusca-

rora H，ネクスト ムーヴＨ-G3３着。産駒
ダンス ウィズ フランセス Dance With Frances：北米６勝，Misty Isle 

S-L，Furl Sail H，Indian Maid H，Valnor H３着
シチズンズ アレスト Citizen's Arrest：北米７勝，Claiming Crown Ex-

press S３着
ヴァニラ Vanilla（64 Amerigo）は北米３勝，スカイラヴィルＳ。産駒

グラジエラ Graziella：北米２勝。産駒
ノー バター No Butter：北米９勝，ネクスト ムーヴＨ-G3３着

ゴールドアリュール
栗　1999

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*フェアリーワルツ
Fairy Waltz
鹿　1999

リアファン
Lear Fan
鹿　1981

*ニキーヤ
Nikiya
鹿　1993

クイックアンドスムース
Quick and Smooth
鹿　1992

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Special 

Hostage 

Vaguely Royal 

Roberto 

Nureyev 

Crafty Prospector 

Wishing Well 

Wac 

Reluctant Guest 

Ms. Balding 

Hail to Reason 

Bramalea 

Lt.Stevens 

Belthazar 

Mr. Prospector 

Real Crafty Lady 

Sir Ivor 

Vanilla (A1)

全40口関西入厩

走ることに対して前向きな気質を活かし、熱心な姿勢で自主トレー
ニングに励む本馬は、代謝能力に秀でた薄い皮膚の下から張りのあ
る充実した筋肉が浮き出ています。父譲りの均整の取れた好馬体は
正確に配置された骨格に支えられ、つくべき箇所に筋肉をまとうこ
とで、力感がありながらも重苦しさは感じさせません。放牧地で見
せるキャンターもじつに軽快で、自慢の筋肉から生み出される回転
の速いダッシュ力には目を見張るものがあります。そのスピード能
力を存分に発揮するにはやはり短距離のステージが合いそうで、近
年スピード化が進むダート界での堅実以上の活躍ぶりを期待します。
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1口35万円  （総額1,400万円）

提供：追分ファーム　生産：追分ファーム　繋養：追分ファーム服部利之厩舎 予定

フェアリーワルツの1377

メス
鹿毛

2013.3.2 生
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ロード エイヴィー Lord Avie は米国産，米２歳チャンピオン，北米８
勝，ヤング アメリカＳ-G1。【ＢＭＳ：主な産駒】ローヤー ロン（ウッドウォー
ドＳ-G1），アワ ニュー リクルート（ドバイ ゴールデン シャヒーン -G1），ミス 
フーディーニ（デル マー デビュータントＳ-G1），メーデイア（ＪＢＣレディス
クラシック-JPN1），セント アヴェリル（サンタ カタリナＳ-G2）

*ウィッチフルシンキング Witchful Thinking（94 Lord Avie）は米
国産，北米12勝，パッカー アップＳ-G2（芝９Ｆ），ニジャナＳ-G3（芝９
Ｆ），ジャスト ア ゲイムＢＣＨ-G3（芝８Ｆ），イーゴン マイルＳ-G3（芝
８Ｆ ），National Jockey Club Oaks-L（Ｄ 8.5Ｆ ），Appalachian S-L（芝
８Ｆ），First Lady S-L（芝 9.5F），ボールストン スパＢＣＨ-G3２着，
Herecomesthebride S-L２着，River Downs Breeders' Cup H-L２着，
Old Hat S-L３着，ダイアナＨ-G2４着（２回）。産駒
マンティスハント（01 牝 鹿 Deputy Minister）入着。産駒

ゴーハンティング（牡 フジキセキ）４勝，飯豊特別（芝1200ｍ），葉
山特別（芝1600ｍ），石狩特別（芝1800ｍ），○現

クロスボウ（牡 ゴールドアリュール）２勝，京成杯-G3４着，○現
アガスティア（牡 マンハッタンカフェ）１勝，○現

ロフティーエイム（02 牝 鹿 *サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ 
-JPN3（芝1800ｍ），同-G3５着，檜原湖特別（芝2000ｍ），函館記念
-JPN3２着，福島記念-JPN3４着

スペシャルウィッチ（04 牝 黒鹿 スペシャルウィーク）１勝
ファルクラム（05 牡 鹿 *ファルブラヴ）入着，兵庫（公）２勝
ダイワモースト（06 牡 黒鹿 *グラスワンダー）１勝
メーデイア（08 牝 鹿 キングヘイロー）４勝，南関東・石川○交６勝，ＪＢ

Ｃレディスクラシック-JPN1（Ｄ1500ｍ），レディスプレリュード
-JPN2（Ｄ1800ｍ），スパーキングレディーＣ-JPN3（Ｄ1600ｍ），Ｔ
ＣＫ女王盃-JPN3（Ｄ1800ｍ）２回，マリーンＣ-JPN3（Ｄ1600ｍ）

ベルガリオン（09 牡 青鹿 フジキセキ）入着，岩手（公）１勝
アプシュルトス（12 牡 鹿 ハーツクライ）未出走

ハロウィーン ジョイ Halloween Joy（87 Exuberant）は北米９勝。
ハロウィーン Halloween（79 Wardlaw）は北米１勝。ホブゴブリン 

Hobgoblin（バシュフォード マナーＳ-G3３着）の母

ゼンノロブロイ
黒鹿　2000

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

*ウィッチフルシンキング
Witchful Thinking
鹿　1994

ロードエイヴィー
Lord Avie
鹿　1978

*ローミンレイチェル
Roamin Rachel
鹿　1990

ハロウィーンジョイ
Halloween Joy
鹿　1987

Halo 
Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Mr. Prospector 

I Pass 

Clever Trick 

Pia's Lady 

Lord Gaylord 

*マイニング

Exuberant 

Wishing Well 

Avie 

One Smart Lady 

Halloween 

Sir Gaylord 

Miss Glamour Gal 

Gallant Man 

Evilone 

What a Pleasure 

Out in the Cold 

Wardlaw 

Ask for the Moon (2)

全40口関西入厩

偉大なる姉もそうであったように、余計なことを一切せず、周囲の
動きにも惑わされることのない姿は、競走馬として大成する要素を
備えているように感じます。遅生まれということで、現状ではやや
小柄に映るものの、力強い筋肉を擁した肩周りや安定感を誇る骨格
は、すでに父の特徴を体現しているといえるでしょう。群れのなか
でひと際輝く天性のスピードを下地に、類いまれな成長力が加わる
ことにより、いずれ完成の域に達したさいには、他馬を圧倒するシー
ンが繰り広げられるに違いありません。その澄んだ瞳が見つめる先
はもちろん、姉が主役として喝采を浴びた華やかなステージです。

1口80万円  （総額3,200万円）

提供：追分ファーム　生産：追分ファーム　繋養：追分ファーム笹田和秀厩舎 予定
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ウィッチフルシンキングの1378

牡
黒鹿毛

2013.5.7 生



｜

｜

　　　　｜

*ラムタラ Lammtarra は米国産，英仏４戦全勝，英ダービー -G1，凱
旋門賞-G1。【ＢＭＳ：主な産駒】ヒルノダムール（天皇賞・春-G1），ラジサマ
ン（ミュゲ賞-G2），マスターストローク（ドーヴィル大賞典-G2），イナズマア
マリリス（ファンタジーＳ-JPN3），ヤンキー ドゥードゥル（クイーンズ ヴァ
ーズ -G3２着），ヴェアリアスムーン（全日本２歳優駿-JPN1３着）

アグネスヴァーチ（97 *ラムタラ）は４勝，松島特別（芝2000ｍ）。産
駒
ウエイクアイランド（04 牡 鹿 *ムタファーウエク）２勝
スズノエイユウ（05 馬扇 栗 *タイキシャトル）石川（公）３勝，岩手（公）２勝
ワーズオデッセイ（11 牡 鹿 ネオユニヴァース）入着，○現

*ブルティナ Bruttina（92 Primo Dominie）は英国産，伊２歳牝馬
チャンピオン，伊５勝，プリミ パッシ賞-G3，Premio Alessandro Perr-
one-L，仏入着，モルニ賞-G1２着，プティ クヴェール賞-G3３着。産駒
ムーヴオブサンデー（牝 *サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュ

ー -JPN2，萌黄賞，葵Ｓ-OP２着，桜花賞-JPN1４着
マルカアンドリュー（牡 *カーネギー）東海○交１勝

サード ムーヴメント Third Movement（81 Music Boy）は英入着。
産駒
アップル ムサシ Apple Musashi：英１勝，仏入着，エクリプス賞-G3４

着
プレジャー フライト Pleasure Flight：英１勝。産駒

ピカドラ Picadora：伊入着。産駒
シャリマー Shalimar：伊７勝，Premio Alessandro Perrone-L

３着
スピリット イン ザ ダーク Spirit in the Dark：伊５勝，Premio 

Alberto Giubilo-L３着
ルーナー プリンセス Lunar Princess（63 *キングスベンチ）は英４

勝，Kingsclere S，ジュライＣ２着，チェリー ヒントンＳ３着。産駒
ファースト ムーヴメント First Movement：英３勝，Ayr Gold Cup H-L
セカンド ムーヴメント Second Movement：不出走。産駒

ピエロ ガルディーノ Piero Gardino：伊15勝，メルトン賞-G2。種
牡馬

*キンシャサノキセキ
Kinshasa no Kiseki
鹿　2003

フジキセキ
青鹿　1992

アグネスヴァーチ
鹿　1997

*ラムタラ
Lammtarra
栗　1992

*ケルトシャーン
Keltshaan
鹿　1994

*ブルティナ
Bruttina
鹿　1992

*サンデーサイレンス
Halo 

Wishing Well 

Le Fabuleux 

Marston's Mill 

His Majesty 

Sun Colony 

Lyphard 

Lady Berry 

Nijinsky 

Pleasant Colony 

Primo Dominie 

*ミルレーサー

Snow Bride 

Featherhill 

Third Movement 

Northern Dancer 

Flaming Page 

Blushing Groom 

Awaasif 

Dominion 

Swan Ann 

Music Boy 

Lunar Princess (9)

全40口関西入厩

骨量はさほどなくとも筋肉量は十分で、見た目よりも体重がありま
す。肩の角度はやや立ち気味ながら繋の動きはよく、手先のスナッ
プが利いて回転力速いフットワークが実現できています。首の位置
が高めも、後肢の蹴りが力強いのでタメを利かせることができれば
芝・ダート問わずに切れる脚を使えそうです。短距離志向が強めの
配合ですが、祖父フジキセキの底力でイメージ以上に幅広いジャン
ルで走れる可能性があります。父とトレーナーともに売り出し中の
フレッシュな組み合わせということで、基礎からじっくりつくり上げ、
セオリーにとらわれない型破りの活躍が見られるかもしれません。
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1口45万円  （総額1,800万円）

提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム飯田祐史厩舎 予定

アグネスヴァーチの1379

牡
鹿毛

2013.5.13 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）

パッションレッド（04 アグネスタキオン）は３勝，木津川特別（芝1600
ｍ），アネモネＳ-OP３着。出走した産駒は１頭

*レッドチリペッパー（96 Unbridled）は米国産，５勝，富士Ｓ-JPN3，
中山牝馬Ｓ-JPN3，クロッカスＳ-OP，白梅賞，クイーンＣ-JPN3２着，フ
ラワーＣ-JPN3２着，ＮＨＫマイルＣ-JPN1３着，銀嶺Ｓ-OP３着，ラジ
オたんぱ賞-JPN3４着，スプリンターズＳ-JPN1５着。産駒
ホットチリペッパー（牡 ネオユニヴァース）２勝，紫川特別，沖の島特別，

南関東・兵庫○交２勝，兵庫（公）２勝
ペパーミントラヴ（牝 *シンボリクリスエス）３勝
ホワイトペッパー（牝 *サンデーサイレンス）２勝。産駒

アンプラグド（牡 ジャングルポケット）１勝，○現
バーニングレッド（牝 アグネスタキオン）１勝。産駒

ミカルベウス（牝 *スウェプトオーヴァーボード）１勝，○現
ジェイド（牡 ハーツクライ）１勝

レイズ ア カーター Raise a Carter（90 Dr. Carter）は北米２勝。産駒
プラウド エアレス Proud Heiress：北米５勝，ウィムジカルＳ-G3，同３

着，Wishing Well S（２回），ヘンドリーＳ-G3２着，Satin and Lace 
S-L２着，Queen S２着（２回）

レイズ アン エアレス Raise an Heiress（83 Raise a Native）は北米
２勝。産駒
レイン シンフォニー Rain Symphony：不出走。産駒

*エイシンコジーン：６勝，京洛Ｓ，轟Ｓ，伊吹山特別，疾風特別，ポー
トアイランドＳ-OP３着，アイビスサマーダッシュ -JPN3４着

*ノーモアクライ：３勝，湯沢特別，伏拝特別
ダナラ Danara：北米２勝。産駒

ダナウェイ Danaway：不出走。産駒
ダナレイク Danalake：北米２勝，Our Mims S

ジャングルポケット
鹿　1998

*トニービン
Tony Bin
鹿　1983

パッションレッド
栗　2004

アグネスタキオン
栗　1998

*ダンスチャーマー
Dance Charmer
黒鹿　1990

*レッドチリペッパー
Red Chili Pepper
芦　1996

*カンパラ
Kalamoun 

State Pension 

Hornbeam 

Priddy Fair 

Northern Dancer 

Special 

Nodouble 

Skillful Miss 

*サンデーサイレンス

Nureyev 

Unbridled 

Severn Bridge 

アグネスフローラ

Skillful Joy 

Raise a Carter 

Halo 

Wishing Well 

*ロイヤルスキー

アグネスレディー

Fappiano 

Gana Facil 

Dr. Carter 

Raise an Heiress (10)

全40口関西入厩

つくりの軽い頭部、首から肩にかけてのメリハリある筋肉、伸びの
ある胴と弾力に富んだ臀部、そして乾燥状態のよい正確な四肢と、
馬体のどこを見わたしても高い完成度を誇り、まさに良駒と呼ぶに
ふさわしいデキ映えです。踏み込みの大きな後躯から生み出される
推進力や、手先の軽さがマッチした無駄のないストライドはスピー
ド感にあふれ、血統的にも芝の中長距離を主戦場としそうです。放
牧地では闘争心あふれる姿を見せており、競走馬としての高い資質
を感じさせます。生まれ月を考えればこれからの成長が大きいと予
想され、いざ完成したときの姿や走りが今からとても楽しみです。

1口50万円  （総額2,000万円）

提供：追分ファーム　生産：酒井牧場　繋養：追分ファーム藤岡健一厩舎 予定
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パッションレッドの1380

牡
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）

ダンスインザムード（01 *サンデーサイレンス）は最優秀３歳牝馬，
最優秀古牝馬，５勝，桜花賞-JPN1（芝 1600ｍ），ヴィクトリアマイル
-JPN1（芝1600ｍ），フラワーＣ-JPN3（芝1800ｍ），若竹賞（芝1600ｍ），
天皇賞（秋）-JPN1２着，同３着，マイルチャンピオンシップ -G1２着（２
回），同４着，毎日王冠-G2２着，マイラーズＣ-G2２着，オークス -JPN1
４着，秋華賞-JPN1４着，安田記念-G1５着，北米１勝，キャッシュコー
ル招待Ｓ-G3（芝８Ｆ），アメリカン オークス -G1２着。産駒
ダンスファンタジア（08 牝 鹿 *ファルブラヴ）３勝，フェアリーＳ-G3

（芝1600ｍ），赤松賞（芝1600ｍ），ポートアイランドＳ-OP３着
サトノプレジデント（09 馬扇 黒鹿 *シンボリクリスエス）２勝，○現
マンインザムーン（10 牡 芦 *チチカステナンゴ）２勝，○現
シャドウダンサー（11 牡 黒鹿 *ホワイトマズル）２勝，京都新聞杯-G2４

着，○現
フローレスダンサー（12 牝 鹿 *ハービンジャー）未出走

*ダンシングキイ Dancing Key（83 Nijinsky）は米国産，不出走。産駒
ダンスインザダーク（牡 *サンデーサイレンス）最優秀３歳牡馬，５勝，

菊花賞-JPN1，弥生賞-JPN2，京都新聞杯-JPN2，プリンシパルＳ 
-OP，ダービー -JPN1２着，きさらぎ賞-JPN3２着。種牡馬

ダンスパートナー（牝 *サンデーサイレンス）最優秀３歳・古牝馬，
４勝，オークス -JPN1，エリザベス女王杯-JPN1，同２着，京阪杯
-JPN3，桜花賞-JPN1２着，アメリカＪＣＣ-JPN2２着，京都記念
-JPN2２着。フェデラリスト（中山記念-G2）の母

エアダブリン（牡 *トニービン）５勝，青葉賞-JPN3，ステイヤーズＳ 
-JPN3，ダイヤモンドＳ-JPN3，エリカ賞，ダービー -JPN1２着，菊
花賞-JPN1３着，宝塚記念-JPN1３着。種牡馬

エアギャングスター（馬扇 *サンデーサイレンス）４勝，いちょうＳ-OP，巴
賞-OP，府中Ｓ，札幌記念-JPN2２着，函館記念-JPN3３着

*エンパイアメーカー
Empire Maker
黒鹿　2000

アンブライドルド
Unbridled
鹿　1987

ダンスインザムード
青鹿　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿　1986

トゥーソード
Toussaud
黒鹿　1989

*ダンシングキイ
Dancing Key
鹿　1983

Fappiano 
Mr. Prospector 

Killaloe 

Le Fabuleux 

Charedi 

Northern Dancer 

Sex Appeal 

In Reality 

Edee's Image 

Halo 

El Gran Senor 

Nijinsky 

Gana Facil 

Wishing Well 

Image of Reality 

Key Partner 

Hail to Reason 

Cosmah 

Understanding 

Mountain Flower 

Northern Dancer 

Flaming Page 

Key to the Mint 

Native Partner (7)

全40口関西入厩

利発そうな表情、全身を適度に包む筋肉、首差し・背中・四肢がス
ラリと伸びたシルエットからは、いかにも良血の牝馬らしい品の良さ
がにじみ出ています。馬体を構成するすべてのパーツが滑らかに連
動する際の躍動感は、思わず息をのんでしまうほど大きくて力強く、
そんな本馬にかけられる期待は、ただ勝ち上がるだけにはとどまら
ない大きさになっています。仲間内でも率先して動くタイプで、健康
面の心配なくいつも放牧地を駆け回る姿に、世代のリーダーとなる
にふさわしい一面が既に現れているといえます。芝やダートと決め
つけず、様々な大レースにチャレンジできる逸材と考えています。
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提供：社台ファーム　生産：社台ファーム　繋養：社台ファーム角居勝彦厩舎 予定

1口125万円  （総額5,000万円）

ダンスインザムードの1381

メス
黒鹿毛

2013.2.18 生



｜

｜

シルヴァー デピュティ Silver Deputy は加国産，北米２勝，Swynford 
S。【ＢＭＳ：主な産駒】ローマン ルーラー（ハスキル招待Ｈ-G1），エル コレド
ール（シガー マイルＨ-G1），グルーピー ドール（ＢＣフィリー＆メア スプリ
ント-G1・２回），ストラッピング グルーム（フォアゴーＳ-G1），オウケンブル
ースリ（菊花賞-JPN1），プリーチンアトザバー（サン フェリーペＳ-G2）

*ヒシシルバーメイド（99 Silver Deputy）は米国産，わが国で１勝。
産駒
ニードルポイント（04 牡 鹿 フジキセキ）４勝，富里特別（Ｄ1800ｍ），柏

崎特別（Ｄ1800ｍ）
アイアムマリリン（06 牝 青鹿 マンハッタンカフェ）３勝，須賀川特別

（芝1200ｍ），手稲山特別（芝1500ｍ）
ボーシュヴァル（07 牝 青鹿 ゼンノロブロイ）入着，南関東（公）４勝
アルジェンタム（08 牡 栗 アグネスタキオン）３勝
アミカブルナンバー（09 牝 鹿 ダイワメジャー）５勝，雲雀Ｓ（芝1400

ｍ），相模湖特別（芝1400ｍ），ガーベラ賞（芝1400ｍ），ターコイズ
Ｓ-OP３着，京王杯スプリングＣ-G2５着，阪神牝馬Ｓ-G2５着，○現

*ヒシアマゾン（91 Theatrical）は米国産，最優秀２歳牝馬，最優秀３
歳牝馬，最優秀古牝馬，10勝，エリザベス女王杯-JPN1，阪神３歳牝馬
Ｓ-JPN1，オールカマー -JPN2，京都大賞典-JPN2，ニュージーランドＴ
４歳Ｓ-JPN2，ローズＳ-JPN2，クリスタルＣ-JPN3，クイーンＳ-JPN3，
クイーンＣ-JPN3，ジャパンＣ-G1２着，有馬記念-JPN1２着，同５着（２
回），京成杯３歳Ｓ-JPN2２着，京成杯-JPN3２着，高松宮杯-JPN2５着。
産駒
フライング ウォリアー Flying Warrior（馬扇 Fusaichi Pegasus）北米５勝
アメイジ Amazi（牝 Awesome Again）北米２勝

*ヒシラストガイ（牡 Corinthian）１勝，○現
*ヒシバラード（牝 Saint Ballado）不出走。産駒

ヒシガーネット（牝 マンハッタンカフェ）２勝，○現
ケイティーズ Katies（81 *ノノアルコ）は英３歳牝馬チャンピオン，

英愛４勝，愛1000ギニー -G1，コロネーションＳ-G2，クイーン エリザベ
ス二世Ｓ-G2２着。*ヒシピナクル（ローズＳ-JPN2），*ヒシナイル（フェ
アリーＳ-JPN3）の母，スリープレスナイト（スプリンターズＳ-G1）の祖母

キャプテントゥーレ
芦　2005

アグネスタキオン
栗　1998

*ヒシシルバーメイド
Hishi Silver Made
黒鹿　1999

シルヴァーデピュティ
Silver Deputy
鹿　1985

エアトゥーレ
芦　1997

*ヒシアマゾン
Hishi Amazon
黒鹿　1991

*サンデーサイレンス
Halo 

Wishing Well 

*ロイヤルスキー

アグネスレディー

*カンパラ

Severn Bridge 

Lyphard 

Ski Goggle 

Deputy Minister 

*トニービン

Theatrical 

アグネスフローラ

Silver Valley 

*スキーパラダイス

Katies 

Vice Regent 

Mint Copy 

Mr. Prospector 

Seven Valleys 

Nureyev 

*ツリーオブノレッジ

*ノノアルコ

Mortefontaine (7)

全40口関西入厩

柔らかそうな筋肉が全身をまんべんなく覆う丸みを帯びた馬体は、
今後トモや肩が発達して力強さとスピードに磨きがかかってきそう
な気配を示しています。こうした現在の体のつくりや全体のバラン
ス、毛色や表情までも１歳時の父の姿に瓜ふたつだとスタッフの間
では話題になっており、オープン馬を含めて中央での勝ち上がり馬
を続々と輩出する母や偉大な祖母がいる血統背景からも、おのずと
求めるものが大きくなってきます。全身を上手に使った伸びのある
フットワークはいかにも芝向きで、落ち着いた性格からは折り合い
の不安もないと見え、マイルから中距離での活躍を見込んでいます。

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：社台ファーム五十嵐忠男厩舎 予定
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ヒシシルバーメイドの1382

牡
芦毛

2013.3.2 生
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カフワイン Kafwain は米国産，北米４勝，ノーフォークＳ-G2，サン 
ヴィセンテＳ-G2。主な産駒：デイジー ディヴァイン（ジェニー ワイリーＳ 
-G1），レット フェイス アライズ（サンタ マルガリータＳ-G1），マッシヴ ド
ラマ（ハリウッド プレヴューＳ-G3），ザ パンプルムース（サン ラファエルＳ 
-G3），レイジング ダウー（サルヴェイター マイルＳ-G3）

*ドントフォゲットギル Don't Forget Gil（06 Kafwain）は米国産，北
米４勝，フロリダ オークス -G3（Ｄ8.5Ｆ），East View S（Ｄ８Ｆ70Ｙ），
Wayward Lass S（Ｄ8.5Ｆ），ＣＣＡオークス -G1２着，カムリーＳ-G2
２着，Suncoast S３着，Busanda S３着，Real Prize S３着，Saratoga 
Dew S３着。産駒
スーパー サヴィー Super Savvy（12 牝 Super Saver）未出走

リヴァーモア レスリー Livermore Leslie（93 Mt. Livermore）は北
米６勝，Marigold S-L２着。産駒
スウィート リーズン Sweet Reason（牝 *ストリートセンス）北米３勝，

スピナウェイＳ-G1，フリゼットＳ-G1２着，ＢＣジュベナイル フィ
リーズ -G1４着

スカリア Scalia（馬扇 Holy Bull）北米９勝
ランニング ブレイヴ Running Brave（馬扇 Cherokee Run）北米９勝
メッサ ネラ Messa Nera（馬扇 Forest Camp）北米３勝

ホワイツバーグ エクスプレス Whitesburg Express（85 Whitesbu-
rg）は北米７勝，H.B.P.A. H-L２着，La Troienne S-L３着，Gowell S
３着。産駒
ハイランド ゴールド Highland Gold：北米７勝，ロサンジェルスＨ-G3，

Half Moon Bay S，Redwood City S，Oakland H-L２着，Foster Ci-
ty H-L２着，オール アメリカンＨ-G3３着，Montclair H-L３着。種
牡馬

ファウンテン スクエア Fountain Square：北米５勝，Valdale S２着，
Edgewood S-L３着，Bourbonette S-L３着。産駒
ティンバー リザーヴ Timber Reserve：北米５勝，ペンシルヴァニ

ア ダービー -G2，メドウランズ カップＨ-G2３着，ウィリアム 
ドナルド シーファーＨ-G3３着，レムスンＳ-G2４着

ギャロッピング ジラフ Galloping Giraffe：北米２勝，Punkin Pie S

キャンディライド
Candy Ride
鹿　1999

ライドザレイルズ
Ride the Rails
黒鹿　1991

*ドントフォゲットギル
Don't Forget Gil
鹿　2006

カフワイン
Kafwain
黒鹿　2000

キャンディガール
Candy Girl
栗　1990

リヴァーモアレスリー
Livermore Leslie
栗　1993

Cryptoclearance 
Fappiano 

Naval Orange 

Herbager 

Alanesian 

Blushing Groom 

*バブルカンパニー

Farnesio 

Cithara 

Cherokee Run 

Candy Stripes 

Mt. Livermore 

Herbalesian 

Swazi's Moment 

City Girl 

Whitesburg Express 

Runaway Groom 

Cherokee Dame 

Moment of Hope 

Swazi Girl 

Blushing Groom 

Flama Ardiente 

Whitesburg 

Frozen Expression (5)

全40口関西入厩

父譲りの雄大な馬体で、厚みのある胸、ゆったりとした背中、幅のあ
るトモ、丸みのある尻とボリューム満点のパーツが続きますが決して
重々しい印象はありません。筋骨隆々で牡馬と比較しても遜色ないつ
くりです。年明けからの成長が著しくこの馬体になりましたが、緩さ
も残しており、いまだ成長途上の馬体です。やや立ち気味の繋はダー
トを走るにあたってむしろ好都合といえ、骨量豊かな四肢に膝下が
短めの低重心な歩きを見れば、脚元への不安はまったく感じません。
人に対しては従順ですが、馬への当たりはキツく、負けん気の強さは
厩舎でも屈指の存在。牡馬顔負けの活躍を期待したい１頭です。

C
andy R

ide
  

×  

ド
ン
ト
フ
ォ
ゲ
ッ
ト
ギ
ル
［
メ
ス
］

83

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：社台ファーム村山明厩舎 予定

ドントフォゲットギルの1383

メス
栗毛

2013.3.2 生




