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1着 英2000ギニー　Stanjames.com 2000 Guineas…（GⅠ・芝8F）
1着 ジャックルマロワ賞　
　　Prix du Haras de Fresnay le Buffard Jacques Le Marois

………………………………………………（GⅠ・芝1600m）
　　欧州年度代表馬ゴルディコヴァに2馬身1/2差をつけ快勝　
1着 ジェベル賞　Prix Djebel  …………………（GⅢ・芝1400m）

2～3歳時 英仏 6戦4勝
2010年 欧州3歳牡馬チャンピオン

ボヌヴァルは２年連続ＮＺ年度代表馬に輝く
４頭のチャンピオン、２４頭の重賞勝馬を輩出
本邦初年度産駒オールアットワンスが重賞制覇

Race Record

種牡馬成績 Stud Record

競走成績 Race Record

母は欧州2歳牡馬チャンピオン アルハースの半妹
母 デラール  Dhelaal（GB）

【主な産駒】
アルハース／欧州2歳牡馬チャンピオン, 英愛仏8勝, デューハーストＳ
（英GⅠ）, シャンパンＳ（英GⅡ）, 愛インターナショナルＳ（愛GⅡ）,
ドラール賞（仏GⅡ）, ロンポワン賞（仏GⅡ） 種牡馬

グリーンポーラ（USA）／2勝, カルヴァドス賞（仏GⅢ）
　産駒にケープリズバーン（5勝, TCK女王盃（JpnⅢ）, オリオンＳ
（1600万））, ジェダイト（3勝, 忘れな草賞（OP）, エルフィンＳ
（OP）2着, 赤松賞（500万・芝1600m））, 孫にガイヤースヴェルト
（毎日杯（GⅢ）2着）

2代母 アイリッシュヴァレー Irish Valley（USA）

【主な産駒】
グリーンダンサー／英仏4勝, 仏2000ギニー（仏GⅠ）, リュパン賞（仏

GⅠ）, オブザーヴァーゴールドC（英GⅠ） 種牡馬, 仏リーディング
サイアー

ヴァルダンスール／米仏9勝, ゴールデンゲートＨ（米GⅡ）,
ローリンググリーンＨ（米GⅢ）, サンセットＨ（米GⅠ）3着）種牡馬

エルコラーノ／仏3勝, リス賞（仏ＧⅢ）種牡馬

3代母 グリーンヴァレー Green Valley（FR）

前払不受胎返還前払不受胎返還

出走国
2009（2歳） FR

FR・GB

FR・GB

1 1 0 0

6 4 0 0
2010（3歳） 5 3 0 0

$ 18,020
$ 849,440

  $ 867,460計

獲得賞金1着 2着 3着出走回数

2～3歳時 英愛仏8戦5勝, 2着1回    
ジャックルマロワ賞（仏GⅠ・芝1600m）, 愛2000ギニー（愛GⅠ・芝8F）, 
ナショナルS（愛GⅠ・芝7F）
8頭のチャンピオン，53頭のＧⅠ勝馬を含む161頭の
重賞勝馬を輩出
【主な産駒】
ガイヤース／欧州年度代表馬＆欧州古馬チャンピオン,

英インターナショナルＳ（英GⅠ・芝10F），エクリプスＳ（英GⅠ・芝10F），
コロネイションＣ（英GⅠ・芝12F），バーデン大賞（独GⅠ・芝2400m）
種牡馬

トゥーダーンホット／欧州2歳牡馬チャンピオン, ジャンプラ賞（仏
GⅠ・芝1400m），サセックスＳ（英GⅠ・芝8F），デューハーストＳ

（英GⅠ・芝7F）  種牡馬
ベンバトル（GB）／コーフィールドＳ（豪GⅠ・芝2000m），

ダールマイア大賞（独GⅠ・芝2000m），ドバイターフ（UAEGⅠ・
芝1800m）  種牡馬

スペースブルース／ＢＣマイル（米GⅠ・芝8F），フォレ賞（仏GⅠ・
芝1400m），モーリスドゲースト賞（仏GⅠ・芝1300m）

ナイトオブサンダー／英2000ギニー（英GⅠ・芝8F）, ロッキンジＳ
（英GⅠ・芝8F）  種牡馬

モダンゲームズ／ＢＣジュヴェナイルターフ（米GⅠ・芝8F）
仏2000ギニー（仏GⅠ・芝1600m），ウッドバインマイルＳ（加GⅠ・芝8F）

ユビアー／ブリーダーズＣターフ（米GⅠ・芝12F）
ニューベイ／仏ダービー（仏GⅠ・芝2100m）  種牡馬
ポエッツヴォイス／クイーンエリザベスⅡＳ（英GⅠ・芝8F）  種牡馬
ドバウィハイツ（GB）／ゲイムリーＳ（米GⅠ・芝9F），イエローリボンＳ
（米GⅠ・芝10F）

2～3歳時 英愛仏8戦5勝, 2着1回    
ジャックルマロワ賞（仏GⅠ・芝1600m）, 愛2000ギニー（愛GⅠ・芝8F）, 
ナショナルS（愛GⅠ・芝7F）
8頭のチャンピオン，53頭のＧⅠ勝馬を含む161頭の
重賞勝馬を輩出
【主な産駒】
ガイヤース／欧州年度代表馬＆欧州古馬チャンピオン,

英インターナショナルＳ（英GⅠ・芝10F），エクリプスＳ（英GⅠ・芝10F），
コロネイションＣ（英GⅠ・芝12F），バーデン大賞（独GⅠ・芝2400m）
種牡馬

トゥーダーンホット／欧州2歳牡馬チャンピオン, ジャンプラ賞（仏
GⅠ・芝1400m），サセックスＳ（英GⅠ・芝8F），デューハーストＳ

（英GⅠ・芝7F）種牡馬
ベンバトル（GB）／コーフィールドＳ（豪GⅠ・芝2000m），

ダールマイア大賞（独GⅠ・芝2000m），ドバイターフ（UAEGⅠ・
芝1800m） 種牡馬

スペースブルース／ＢＣマイル（米GⅠ・芝8F），フォレ賞（仏GⅠ・
芝1400m），モーリスドゲースト賞（仏GⅠ・芝1300m）

ナイトオブサンダー／英2000ギニー（英GⅠ・芝8F）, ロッキンジＳ
（英GⅠ・芝8F）種牡馬

モダンゲームズ／ＢＣジュヴェナイルターフ（米GⅠ・芝8F）
仏2000ギニー（仏GⅠ・芝1600m），ウッドバインマイルＳ（加GⅠ・芝8F）

ユビアー／ブリーダーズＣターフ（米GⅠ・芝12F）
ニューベイ／仏ダービー（仏GⅠ・芝2100m）種牡馬
ポエッツヴォイス／クイーンエリザベスⅡＳ（英GⅠ・芝8F）種牡馬
ドバウィハイツ（GB）／ゲイムリーＳ（米GⅠ・芝9F），イエローリボンＳ
（米GⅠ・芝10F）

血　統 Pedigree

父 ドバウィ Dubawi（IRE）

父は世界を席巻するスーパーサイアー, ドバウィ
母系からはリーディングサイアーのグリーンダンサーを輩出

インブリーディング：Northern Dancer：M4×S5　Never Bend：M5×M5

【主な産駒】

オールアットワンス（母の父：ディープインパクト）
アイビスサマーダッシュ（GⅢ･1000m），カンナS（OP･1200m），葵Ｓ（Ｌ･1200m）３着

ルーチェドーロ（母の父：クロフネ（USA））
川崎･全日本２歳優駿(JpnⅠ·ダ1600m)３着，函館２歳Ｓ(GⅢ･1200m)２着，
端午Ｓ（OP･ダ1400m），フジノウェーブ記念（大井・ダ1400m）
笠松ＧＰ（笠松・ダ1400m）

ヴィジュネル（母の父：サンデーサイレンス（USA））
ポートアイランドＳ （L・1600m）2着，橘Ｓ（Ｌ･1400m）2着
奥多摩Ｓ（３勝クラス·1400m），豊栄特別（２勝クラス･1400m），
白梅賞（１勝クラス·1600m）

ロードシュトローム（母の父：ダイワメジャー）
鳳雛Ｓ（Ｌ· ダ1800m）３着，シャングリラＳ（３勝クラス・ダ1400m），
日野特別（２勝クラス・ダ1600m）

カレンロマチェンコ（母の父：アドマイヤジャパン）
昇竜Ｓ（OP·ダ1400m）

ヴァルツァーシャル（母の父：エンパイアメーカー（USA））
北総Ｓ（３勝クラス・ダ1800m）

エムオーシャトル（母の父：サンデーサイレンス（USA））
飯豊特別（２勝クラス·1200m），黒松賞（１勝クラス･1200m）

タイセイシェダル（母の父：キングカメハメハ）
檜山特別（２勝クラス・ダ1700m）

ペイシャフェスタ（母の父：ゼンノロブロイ）
相模湖特別（２勝クラス・1400m）

アールブリュット（母の父：Silver Hawk）
JRA4勝, 道新スポーツ賞（1000万·1500m）

アイリッシュムーン（母の父：Unbridled's Song）
小金井特別（２勝クラス・ダ1600m），八雲特別（１勝クラス·1800m）

シゲルカチョウ（母の父：ダイワメジャー）
秋吉台特別（１勝クラス・1200m）

スマイルミュ（母の父：ルールオブロー（USA））
留守杯日高賞（水沢·ダ1600m）

エムティアンジェ（母の父：Fusaichi Pegasus）
ライデンリーダー記念（笠松・ダ1400m），金沢ヤングＣｈ（金沢・ダ1700m），
ラブミーチャン記念（笠松・ダ1600m），金沢プリンセスＣ（金沢・ダ1400m）

オーマイグッネス（母の父：エイシンサンディ）
サンライズＣ（門別・ダ1800m）

国 内 調 教 馬

海 外 調 教 馬
メイクビリーヴ Make Believe（母の父：Suave Dancer）

仏2000ギニー（仏GⅠ・芝1600m）, フォレ賞（仏GⅠ・芝1400m） 種牡馬
（英インターナショナルSなどGⅠ・3勝ミシュリフの父）

ボヌヴァル Bonneval（母の父：Zabeel）
NZ年度代表馬（２回）, NZ３歳チャンピオン, NZチャンピオン
ミドルディスタンスホース, NZチャンピオンステイヤー, 
アンダーウッドＳ（豪GⅠ・芝1800ｍ）, オーストラリアンオークス

（豪GⅠ・芝2400m），NZオークス（新GⅠ・芝2400m）
ソフィアローザ Sofia Rosa（母の父：Encosta de Lago）

オーストラリアンオークス（豪GⅠ・芝2400m）, 
ニュージーランドオークス（新GⅠ・芝2400m）2着

マーキーマーク Marky Mark（母の父：Testa Rossa）
NZ2歳牡馬チャンピオン マナワツサイアーズプロデュースS

（新GⅠ・芝1400m）, エクリプスS（新GⅢ・芝1200m）
マクファンシー Mkfancy（母の父：Muhtathir）

クリテリウムドサンクルー（仏GⅠ・芝2000m）

2022年ヴァルツァーシャルが北総Ｓ(３勝クラス)4馬身差圧勝オープン入り
ロードシュトロームは日野特別(2勝クラス)、シャングリラS(３勝クラス)連勝！

地方ではルーチェドーロが大井・フジノウェーブ記念＆笠松・笠松ＧＰなど重賞2勝
マクフィ産駒メイクビリーヴは種牡馬として初年度産駒からGⅠ・３勝ミシュリフを輩出

2023年種付条件・種付料（税込）（条件はP33参照）

200万円200万円
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1着 英2000ギニー　Stanjames.com 2000 Guineas…（GⅠ・芝8F）
1着 ジャックルマロワ賞　
　　Prix du Haras de Fresnay le Buffard Jacques Le Marois
　　 ………………………………………………（GⅠ・芝1600m）
　　欧州年度代表馬ゴルディコヴァに2馬身1/2差をつけ快勝　
1着 ジェベル賞　Prix Djebel  …………………（GⅢ・芝1400m）

2～3歳時 英仏 6戦4勝
2010年 欧州3歳牡馬チャンピオン

ボヌヴァルは２年連続ＮＺ年度代表馬に輝く
４頭のチャンピオン、２４頭の重賞勝馬を輩出
本邦初年度産駒オールアットワンスが重賞制覇

Race Record

種牡馬成績 Stud Record

競走成績 Race Record

母は欧州2歳牡馬チャンピオン アルハースの半妹
母 デラール  Dhelaal（GB）

【主な産駒】
アルハース／欧州2歳牡馬チャンピオン, 英愛仏8勝, デューハーストＳ
（英GⅠ）, シャンパンＳ（英GⅡ）, 愛インターナショナルＳ（愛GⅡ）, 
ドラール賞（仏GⅡ）, ロンポワン賞（仏GⅡ）  種牡馬

グリーンポーラ（USA）／2勝, カルヴァドス賞（仏GⅢ）
　産駒にケープリズバーン（5勝, TCK女王盃（JpnⅢ）, オリオンＳ
（1600万））, ジェダイト（3勝, 忘れな草賞（OP）, エルフィンＳ
（OP）2着, 赤松賞（500万・芝1600m））, 孫にガイヤースヴェルト
（毎日杯（GⅢ）2着）

2代母 アイリッシュヴァレー  Irish Valley（USA）

【主な産駒】
グリーンダンサー／英仏4勝, 仏2000ギニー（仏GⅠ）, リュパン賞（仏

GⅠ）, オブザーヴァーゴールドC（英GⅠ）  種牡馬, 仏リーディング
サイアー

ヴァルダンスール／米仏9勝, ゴールデンゲートＨ（米GⅡ）, 　　　
ローリンググリーンＨ（米GⅢ）, サンセットＨ（米GⅠ）3着）  種牡馬

エルコラーノ／仏3勝, リス賞（仏ＧⅢ）  種牡馬

3代母 グリーンヴァレー  Green Valley（FR）

前払不受胎返還前払不受胎返還

出走国
2009（2歳） FR

FR・GB

FR・GB

1 1 0 0

6 4 0 0
2010（3歳） 5 3 0 0

$ 18,020
$ 849,440

  $ 867,460計

獲得賞金1着 2着 3着出走回数

2～3歳時 英愛仏8戦5勝, 2着1回    
ジャックルマロワ賞（仏GⅠ・芝1600m）, 愛2000ギニー（愛GⅠ・芝8F）, 
ナショナルS（愛GⅠ・芝7F）
8頭のチャンピオン，53頭のＧⅠ勝馬を含む161頭の
重賞勝馬を輩出
【主な産駒】
ガイヤース／欧州年度代表馬＆欧州古馬チャンピオン,

英インターナショナルＳ（英GⅠ・芝10F），エクリプスＳ（英GⅠ・芝10F），
コロネイションＣ（英GⅠ・芝12F），バーデン大賞（独GⅠ・芝2400m）
種牡馬

トゥーダーンホット／欧州2歳牡馬チャンピオン, ジャンプラ賞（仏
GⅠ・芝1400m），サセックスＳ（英GⅠ・芝8F），デューハーストＳ

（英GⅠ・芝7F）  種牡馬
ベンバトル（GB） ／コーフィールドＳ（豪GⅠ・芝2000m），

ダールマイア大賞（独GⅠ・芝2000m），ドバイターフ（UAEGⅠ・
芝1800m）  種牡馬

スペースブルース／ＢＣマイル（米GⅠ・芝8F），フォレ賞（仏GⅠ・
芝1400m），モーリスドゲースト賞（仏GⅠ・芝1300m）

ナイトオブサンダー／英2000ギニー（英GⅠ・芝8F）, ロッキンジＳ
（英GⅠ・芝8F）  種牡馬

モダンゲームズ／ＢＣジュヴェナイルターフ（米GⅠ・芝8F）
仏2000ギニー（仏GⅠ・芝1600m），ウッドバインマイルＳ（加GⅠ・芝8F）

ユビアー／ブリーダーズＣターフ（米GⅠ・芝12F）
ニューベイ／仏ダービー（仏GⅠ・芝2100m）  種牡馬
ポエッツヴォイス／クイーンエリザベスⅡＳ（英GⅠ・芝8F）  種牡馬
ドバウィハイツ（GB）／ゲイムリーＳ（米GⅠ・芝9F），イエローリボンＳ
（米GⅠ・芝10F）

2～3歳時 英愛仏8戦5勝, 2着1回    
ジャックルマロワ賞（仏GⅠ・芝1600m）, 愛2000ギニー（愛GⅠ・芝8F）, 
ナショナルS（愛GⅠ・芝7F）
8頭のチャンピオン，53頭のＧⅠ勝馬を含む161頭の
重賞勝馬を輩出
【主な産駒】
ガイヤース／欧州年度代表馬＆欧州古馬チャンピオン,

英インターナショナルＳ（英GⅠ・芝10F），エクリプスＳ（英GⅠ・芝10F），
コロネイションＣ（英GⅠ・芝12F），バーデン大賞（独GⅠ・芝2400m）
種牡馬

トゥーダーンホット／欧州2歳牡馬チャンピオン, ジャンプラ賞（仏
GⅠ・芝1400m），サセックスＳ（英GⅠ・芝8F），デューハーストＳ

（英GⅠ・芝7F）  種牡馬
ベンバトル（GB） ／コーフィールドＳ（豪GⅠ・芝2000m），

ダールマイア大賞（独GⅠ・芝2000m），ドバイターフ（UAEGⅠ・
芝1800m）  種牡馬

スペースブルース／ＢＣマイル（米GⅠ・芝8F），フォレ賞（仏GⅠ・
芝1400m），モーリスドゲースト賞（仏GⅠ・芝1300m）

ナイトオブサンダー／英2000ギニー（英GⅠ・芝8F）, ロッキンジＳ
（英GⅠ・芝8F）  種牡馬

モダンゲームズ／ＢＣジュヴェナイルターフ（米GⅠ・芝8F）
仏2000ギニー（仏GⅠ・芝1600m），ウッドバインマイルＳ（加GⅠ・芝8F）

ユビアー／ブリーダーズＣターフ（米GⅠ・芝12F）
ニューベイ／仏ダービー（仏GⅠ・芝2100m）  種牡馬
ポエッツヴォイス／クイーンエリザベスⅡＳ（英GⅠ・芝8F）  種牡馬
ドバウィハイツ（GB）／ゲイムリーＳ（米GⅠ・芝9F），イエローリボンＳ
（米GⅠ・芝10F）

血　統 Pedigree

父 ドバウィ  Dubawi（IRE）

父は世界を席巻するスーパーサイアー, ドバウィ
母系からはリーディングサイアーのグリーンダンサーを輩出

インブリーディング：Northern Dancer：M4×S5　Never Bend：M5×M5

【主な産駒】

オールアットワンス （母の父：ディープインパクト）
アイビスサマーダッシュ（GⅢ･1000m），カンナS（OP･1200m），葵Ｓ（Ｌ･1200m）３着

ルーチェドーロ （母の父：クロフネ（USA））
川崎･全日本２歳優駿(JpnⅠ·ダ1600m)３着，函館２歳Ｓ(GⅢ･1200m)２着，
端午Ｓ（OP･ダ1400m），フジノウェーブ記念（大井・ダ1400m）
笠松ＧＰ（笠松・ダ1400m）

ヴィジュネル（母の父：サンデーサイレンス（USA））
ポートアイランドＳ （L・1600m）2着，橘Ｓ（Ｌ･1400m）2着
奥多摩Ｓ（３勝クラス·1400m），豊栄特別（２勝クラス･1400m），
白梅賞（１勝クラス·1600m）

ロードシュトローム（母の父：ダイワメジャー）
鳳雛Ｓ（Ｌ· ダ1800m）３着，シャングリラＳ（３勝クラス・ダ1400m），
日野特別（２勝クラス・ダ1600m）

カレンロマチェンコ（母の父：アドマイヤジャパン）
昇竜Ｓ（OP·ダ1400m）

ヴァルツァーシャル（母の父：エンパイアメーカー（USA））
北総Ｓ（３勝クラス・ダ1800m）

エムオーシャトル （母の父：サンデーサイレンス（USA））
飯豊特別（２勝クラス·1200m），黒松賞（１勝クラス･1200m）

タイセイシェダル （母の父：キングカメハメハ）
檜山特別（２勝クラス・ダ1700m）

ペイシャフェスタ（母の父：ゼンノロブロイ）
相模湖特別（２勝クラス・1400m）

アールブリュット（母の父：Silver Hawk）
JRA4勝, 道新スポーツ賞（1000万·1500m）

アイリッシュムーン（母の父：Unbridled's Song）
小金井特別（２勝クラス・ダ1600m），八雲特別（１勝クラス·1800m）

シゲルカチョウ（母の父：ダイワメジャー）
秋吉台特別（１勝クラス・1200m）

スマイルミュ（母の父：ルールオブロー（USA））
留守杯日高賞（水沢·ダ1600m）

エムティアンジェ（母の父：Fusaichi Pegasus）
ライデンリーダー記念（笠松・ダ1400m），金沢ヤングＣｈ（金沢・ダ1700m），
ラブミーチャン記念（笠松・ダ1600m），金沢プリンセスＣ（金沢・ダ1400m）

オーマイグッネス（母の父：エイシンサンディ）
サンライズＣ（門別・ダ1800m）

国 内 調 教 馬

海 外 調 教 馬
メイクビリーヴ Make Believe（母の父：Suave Dancer）

仏2000ギニー（仏GⅠ・芝1600m）, フォレ賞（仏GⅠ・芝1400m） 種牡馬
（英インターナショナルSなどGⅠ・3勝ミシュリフの父）

ボヌヴァル Bonneval（母の父：Zabeel）
NZ年度代表馬（２回）, NZ３歳チャンピオン, NZチャンピオン
ミドルディスタンスホース, NZチャンピオンステイヤー, 
アンダーウッドＳ（豪GⅠ・芝1800ｍ）, オーストラリアンオークス

（豪GⅠ・芝2400m），NZオークス（新GⅠ・芝2400m）
ソフィアローザ Sofia Rosa（母の父：Encosta de Lago）

オーストラリアンオークス（豪GⅠ・芝2400m）, 
ニュージーランドオークス（新GⅠ・芝2400m）2着

マーキーマーク Marky Mark（母の父：Testa Rossa）
NZ2歳牡馬チャンピオン マナワツサイアーズプロデュースS

（新GⅠ・芝1400m）, エクリプスS（新GⅢ・芝1200m）
マクファンシー Mkfancy（母の父：Muhtathir）

クリテリウムドサンクルー（仏GⅠ・芝2000m）

2022年ヴァルツァーシャルが北総Ｓ(３勝クラス)4馬身差圧勝オープン入り
ロードシュトロームは日野特別(2勝クラス)、シャングリラS(３勝クラス)連勝！

地方ではルーチェドーロが大井・フジノウェーブ記念＆笠松・笠松ＧＰなど重賞2勝
マクフィ産駒メイクビリーヴは種牡馬として初年度産駒からGⅠ・３勝ミシュリフを輩出

2023年種付条件・種付料（税込）（条件はP33参照）

200万円200万円
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