
芦毛　2013年生

初年度産駒のメイクビリーヴは仏2000ギニーとフォレ賞のＧⅠ・２勝し種牡馬入り
南半球ではソフィアローザがオーストラリアンオークス優勝などＧⅠ勝ち馬２頭誕生
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2016年 米GⅠベルモントステークス優勝

Race Record競走成績 Race Record

2008 & 2009年 ペルー年度代表繁殖牝馬

2～6歳時 ペルー米 23戦10勝, 2着5回3着3回
ペルー２・３・古牝馬チャンピオン
1着　ラコパ ………………………………（ペルーGⅡ・ダ2200m）
1着　モンテリーコ競馬場賞  ……………（ペルーGⅡ・ダ2400m）
1着　エンリケメイグス賞…………………（ペルーGⅢ・ダ2000m）
1着　セサルデルリオ賞  …………………（ペルーGⅢ・ダ2000m）
2着　フォールズシティH.  ………………（米GⅡ・ダ9F）
2着　オービアS. …………………………（米GⅢ・ダ9F）・2回
3着　パーソナルエンスンS.  ……………（米ＧⅠ・ダ10F）
3着　ラトロワンヌS.  ……………………（米GⅡ・ダ8.5F）
3着　ペルージョッキークラブ賞  ………（ペルーＧⅠ・ダ2400m）

母 モレナ  Morena（PER）

4～8歳時 米 27戦8勝, 2着7回3着3回
ペルーリーディングサイアー（5回）
全姉にチャイムズオブフリーダム（英愛3歳牝馬チャンピオン）,　 

半弟にデノン（ハリウッドダービーなどＧⅠ・4勝）
母アヴィアンスはフィーニクスS（愛ＧⅠ）勝馬
母の孫にアルデバランⅡ（USA）（米チャンピオンスプリンター）, 
　スピニングワールド（USA）
三代母は名牝ベストインショウ

母の父 プライヴェートリーヘルド  Privately Held（USA）

2代母 チャリティン   Charytin（PER）

【主な産駒】【主な産駒】

タップリット／ベルモントS（米ＧⅠ・ダ12F）
スターダムバウンド（USA）／米2歳牝馬チャンピオン BCジュヴェ

ナイルフィリーズ（米ＧⅠ・AW8.5F）, サンタアニタオークス（米Ｇ
Ⅰ・AW8.5F）, ラスヴィルヘネスＳ（米ＧⅠ・AW8F）, デルマー
デビュタントＳ（米ＧⅠ・AW7F）, オークリーフＳ（米ＧⅠ・AW8.5F）

ハンセン／米2歳牡馬チャンピオン 　　　　　　　　　　　　
ブリーダーズカップジュヴェナイル（米ＧⅠ・ダ8.5F）  種牡馬

アンタパブル／米3歳牝馬チャンピオン 　　　　　　　　　　　
ブリーダーズＣディスタフ（米ＧⅠ・ダ9F）, ケンタッキーオークス（米ＧⅠ・ダ9F）,
マザーグースＳ（米ＧⅠ・ダ8.5F）,コティリオンＳ（米Ｇダ8.5F）, 
アップルブラッサムＨ（米ＧⅠ・ダ8.5F） 

ユニークベラ Unique Bella（母の父：Unbridled's Song）／米国
チャンピオンスプリンター牝馬 ラブレアＳ（米GⅠ・ダ7F）,　　　　
ビホルダーＳ（米GⅠ・ダ8F）, クレメントＬハーシュＳ（米GⅠ・ダ8.5F）

タピザー／ブリーダーズＣダートマイル（米ＧⅠ・ダ8F）  種牡馬 
フロステッド／ウッドメモリアルＳ（米ＧⅠ・ダ9F）,メトロポリタンＨ
（米ＧⅠ・ダ8F）,ホイットニーＳ（米ＧⅠ・ダ9F）  種牡馬

コンスティチューション／フロリダダービー（米ＧⅠ・ダ9F）,ドンＨ
（米ＧⅠ・ダ9F）  種牡馬

フライトライン／パシフィッククラシック（米ＧⅠ・ダ10F）,　　　　　
メトロポリタンＨ（米ＧⅠ・ダ8F），マリブＳ（米ＧⅠ・ダ7F）

ケアレスジュエル／アラバマＳ（米ＧⅠ・ダ10F）
ザズー（USA）／ラスヴィルヘネスＳ（米ＧⅠ・ダ8F）,　　　　　　　

レディズシークレットＳ（米ＧⅠ・ダ8.5F）
タピッツフライ（USA）／ジャストアゲームＳ（米ＧⅠ・芝8F）,ファースト

レディＳ（米ＧⅠ・芝8F）,ＢＣジュヴェナイルフィリーズターフ　
（米L・芝8F），産駒に グランアレグリア（桜花賞（ＧⅠ），安田記念（ＧⅠ），
スプリンターズＳ（ＧⅠ），マイルＣＳ（ＧⅠ）２回，ヴィクトリアマイル(ＧⅠ)） 

ダンスカード／ガゼルＳ（米ＧⅠ・ダ9F）,ブリーダーズカップ　　
フィリー&メアースプリント（米ＧⅠ・ダ7F）3着

ジョイフルヴィクトリー／サンタマルガリータＳ（米ＧⅠ・ダ9F）
リングウイークエンド／フランクEキルローマイルＳ（米ＧⅠ・芝8F）
ララア（USA）／ハリウッドスターレットＳ（米ＧⅠ・AW8.5F）
テルアケリー（USA）／デルマーデビュタントＳ（米ＧⅠ・AW7F）
プリティシティダンサー／スピナウェイＳ（米ＧⅠ・ダ7F）

タップリット／ベルモントS（米ＧⅠ・ダ12F）
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フィリー&メアースプリント（米ＧⅠ・ダ7F）3着

ジョイフルヴィクトリー／サンタマルガリータＳ（米ＧⅠ・ダ9F）
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プリティシティダンサー／スピナウェイＳ（米ＧⅠ・ダ7F）

エッセンシャルクオリティ／米2歳牡馬チャンピオン, ＢＣジュヴェ
ナイル（米GⅠ・ダ8.5F），ブリーダーズフュチュリティ（米GⅠ・ダ
8.5F），ベルモントS（米GⅠ・ダ12F），トラヴァーズＳ（米GⅠ・ダ10F）

トナリスト／ベルモントＳ（米ＧⅠ・ダ12F）, ジョッキークラブゴールド
カップ（米ＧⅠ・ダ10F）2勝, シガーマイルＨ（米ＧⅠ・ダ8F）  種牡馬

エッセンシャルクオリティ／米2歳牡馬チャンピオン, ＢＣジュヴェ
ナイル（米GⅠ・ダ8.5F），ブリーダーズフュチュリティ（米GⅠ・ダ
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海 外 調 教 馬

血　統 Pedigree

父 タピット  Tapit（USA）

インブリーディング：Mr. Prospector: S4×S5 　 Northern Dancer: S5×M5 F2-o

出走国

2015（2歳） USA
USA

USA

4 0 3 0

12 3 4 1

2016（3歳） 8 3 1 1
$ 28,320

$ 1,582,000

  $ 1,610,320計

獲得賞金1着 2着 3着出走回数

1着 ベルモントS　Belmont S presented by NYRA Bets
 …………………………………………………（GⅠ・ダ12F）
1着 アーカンソーダービー　Arkansas Derby ……（GⅠ・ダ9F）
3着 レベルS Rebel S  ………………………………（GⅡ・ダ8.5F）

２０１４～２０１６年米リーディングサイアー

クインズバジルがポプラ特別（２勝クラス・ダ１７００ｍ）、コトブキアルニラムなどがＪＲＡ勝利！
リコーヴィクターが東京ダービー・３着、フィリオデルソルが大井・優駿スプリント・３着など重賞戦線で活躍！

２ ０ １ ６ 年 ベ ル モ ン ト ス テ ー ク ス ウ イ ナ ー 　 父 は 米 リ ー デ ィ ン グ サ イ ア ー の タ ピ ッ ト
母の父タピット産駒グランアレグリア( 父ディープインパクト) はマイルチャンピオンＳなど重賞8勝！

クインズバジル（2勝）、レイクリエイター（新馬）などが活躍
リコーヴィクターは門別サッポロクラシックＣで重賞初制覇
フィリオデルソルが門別・フレッシュＣｈ、ウィナーズＣｈ連勝！

種牡馬成績 Stud Record

【主な産駒】

父は2014、2015、2016年米リーディングサイアー
母はペルー2歳、3歳、古牝馬チャンピオン
母の父はペルーのリーディングサイアー5回

国 内 調 教 馬

2～3歳時 米6戦3勝　　
ウッドメモリアルＳ（米ＧⅠ・ダ9F）

クインズバジル（母の父：アグネスデジタル（USA））
JRA３勝，ポプラ特別（２勝クラス・ダ1700m），３歳新馬（阪神・ダ1800m）

メイショウイッコン （母の父：In The Wings）
JRA２勝，渡島特別（２勝クラス・ダ1700m）3着，
３歳未勝利（函館・ダ1700m）大差勝ち
１勝クラス（阪神・ダ1800m）９馬身差勝ち

コトブキアルニラム （母の父：クロフネ（USA））
JRA２勝，３歳未勝利（東京・ダ1600m），1勝クラス（小倉・ダ1700m）

レイクリエイター（母の父：アグネスタキオン）
３歳新馬（中京・ダ1400m）

ユイノシワザ （母の父：フジキセキ）
２歳新馬（中山･ダ1800ｍ）

ペイシャジュン（母の父：ネオユニヴァース）
３歳未勝利（中山・ダ1800m）

ジェイエルブリッジ （母の父：サンデーサイレンス（USA））
３歳未勝利（函館・ダ1700m）

グローエルディング （母の父：クロフネ（USA））
２歳未勝利（中山･ダ1800ｍ）

リコーヴィクター （母の父：シンボリクリスエス（USA））
門別・JBC２歳優駿（JpnⅢ·ダ1800ｍ）3着,大井・東京ダービー（ダ2000m）3着,
門別・サッポロクラシックＣ（ダ1700m），
門別・サンライズＣ（ダ1800m）3着

フィリオデルソル （母の父：マンハッタンカフェ）
大井・優駿スプリント（ダ1200m）3着，門別・ウィナーズＣｈ（中央認定・ダ1200m），
門別･フレッシュＣｈ（中央認定･ダ1200m）

パピタ（母の父：ウインラディウス）
名古屋5勝，中京ペガスターＣ（ダ1600m）2着，東海ダービー（ダ2000m）３着

マツリダジョオー （母の父：クロフネ（USA））
盛岡・水沢２勝，水沢・金杯（ダ1600m）3着

リュミエール （母の父：フジキセキ）
大井・門別８勝，門別･フレッシュＣｈ（中央認定･ダ1100m）

クインズバジル（母の父：アグネスデジタル（USA））
JRA３勝，ポプラ特別（２勝クラス・ダ1700m），３歳新馬（阪神・ダ1800m）
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静内種馬場 〒056-0144 
北海道日高郡新ひだか町静内田原517 TEL 0146-46-2321（代）FAX 0146-46-2336

種付予約専用ダイヤル 0146-46-2428

2023年種付条件・種付料（税込）（条件はP3３参照）

産駒誕生後支払産駒誕生後支払

30万円30万円
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3着　ペルージョッキークラブ賞  ………（ペルーＧⅠ・ダ2400m）

母 モレナ  Morena（PER）

4～8歳時 米 27戦8勝, 2着7回3着3回
ペルーリーディングサイアー（5回）
全姉にチャイムズオブフリーダム（英愛3歳牝馬チャンピオン）,　 

半弟にデノン（ハリウッドダービーなどＧⅠ・4勝）
母アヴィアンスはフィーニクスS（愛ＧⅠ）勝馬
母の孫にアルデバランⅡ（USA）（米チャンピオンスプリンター）, 
　スピニングワールド（USA）
三代母は名牝ベストインショウ

母の父 プライヴェートリーヘルド  Privately Held（USA）

2代母 チャリティン   Charytin（PER）

【主な産駒】【主な産駒】

タップリット／ベルモントS（米ＧⅠ・ダ12F）
スターダムバウンド（USA）／米2歳牝馬チャンピオン BCジュヴェ

ナイルフィリーズ（米ＧⅠ・AW8.5F）, サンタアニタオークス（米Ｇ
Ⅰ・AW8.5F）, ラスヴィルヘネスＳ（米ＧⅠ・AW8F）, デルマー
デビュタントＳ（米ＧⅠ・AW7F）, オークリーフＳ（米ＧⅠ・AW8.5F）

ハンセン／米2歳牡馬チャンピオン 　　　　　　　　　　　　
ブリーダーズカップジュヴェナイル（米ＧⅠ・ダ8.5F）  種牡馬

アンタパブル／米3歳牝馬チャンピオン 　　　　　　　　　　　
ブリーダーズＣディスタフ（米ＧⅠ・ダ9F）, ケンタッキーオークス（米ＧⅠ・ダ9F）,
マザーグースＳ（米ＧⅠ・ダ8.5F）,コティリオンＳ（米Ｇダ8.5F）, 
アップルブラッサムＨ（米ＧⅠ・ダ8.5F） 

ユニークベラ Unique Bella（母の父：Unbridled's Song）／米国
チャンピオンスプリンター牝馬 ラブレアＳ（米GⅠ・ダ7F）,　　　　
ビホルダーＳ（米GⅠ・ダ8F）, クレメントＬハーシュＳ（米GⅠ・ダ8.5F）

タピザー／ブリーダーズＣダートマイル（米ＧⅠ・ダ8F）  種牡馬 
フロステッド／ウッドメモリアルＳ（米ＧⅠ・ダ9F）,メトロポリタンＨ
（米ＧⅠ・ダ8F）,ホイットニーＳ（米ＧⅠ・ダ9F）  種牡馬

コンスティチューション／フロリダダービー（米ＧⅠ・ダ9F）,ドンＨ
（米ＧⅠ・ダ9F）  種牡馬

フライトライン／パシフィッククラシック（米ＧⅠ・ダ10F）,　　　　　
メトロポリタンＨ（米ＧⅠ・ダ8F），マリブＳ（米ＧⅠ・ダ7F）

ケアレスジュエル／アラバマＳ（米ＧⅠ・ダ10F）
ザズー（USA）／ラスヴィルヘネスＳ（米ＧⅠ・ダ8F）,　　　　　　　

レディズシークレットＳ（米ＧⅠ・ダ8.5F）
タピッツフライ（USA）／ジャストアゲームＳ（米ＧⅠ・芝8F）,ファースト

レディＳ（米ＧⅠ・芝8F）,ＢＣジュヴェナイルフィリーズターフ　
（米L・芝8F），産駒に グランアレグリア（桜花賞（ＧⅠ），安田記念（ＧⅠ），
スプリンターズＳ（ＧⅠ），マイルＣＳ（ＧⅠ）２回，ヴィクトリアマイル(ＧⅠ)） 

ダンスカード／ガゼルＳ（米ＧⅠ・ダ9F）,ブリーダーズカップ　　
フィリー&メアースプリント（米ＧⅠ・ダ7F）3着

ジョイフルヴィクトリー／サンタマルガリータＳ（米ＧⅠ・ダ9F）
リングウイークエンド／フランクEキルローマイルＳ（米ＧⅠ・芝8F）
ララア（USA）／ハリウッドスターレットＳ（米ＧⅠ・AW8.5F）
テルアケリー（USA）／デルマーデビュタントＳ（米ＧⅠ・AW7F）
プリティシティダンサー／スピナウェイＳ（米ＧⅠ・ダ7F）

タップリット／ベルモントS（米ＧⅠ・ダ12F）
スターダムバウンド（USA）／米2歳牝馬チャンピオン BCジュヴェ

ナイルフィリーズ（米ＧⅠ・AW8.5F）, サンタアニタオークス（米Ｇ
Ⅰ・AW8.5F）, ラスヴィルヘネスＳ（米ＧⅠ・AW8F）, デルマー
デビュタントＳ（米ＧⅠ・AW7F）, オークリーフＳ（米ＧⅠ・AW8.5F）

ハンセン／米2歳牡馬チャンピオン 　　　　　　　　　　　　
ブリーダーズカップジュヴェナイル（米ＧⅠ・ダ8.5F）  種牡馬

アンタパブル／米3歳牝馬チャンピオン 　　　　　　　　　　　
ブリーダーズＣディスタフ（米ＧⅠ・ダ9F）, ケンタッキーオークス（米ＧⅠ・ダ9F）,
マザーグースＳ（米ＧⅠ・ダ8.5F）,コティリオンＳ（米Ｇダ8.5F）, 
アップルブラッサムＨ（米ＧⅠ・ダ8.5F） 

ユニークベラ Unique Bella（母の父：Unbridled's Song）／米国
チャンピオンスプリンター牝馬 ラブレアＳ（米GⅠ・ダ7F）,　　　　
ビホルダーＳ（米GⅠ・ダ8F）, クレメントＬハーシュＳ（米GⅠ・ダ8.5F）

タピザー／ブリーダーズＣダートマイル（米ＧⅠ・ダ8F）  種牡馬 
フロステッド／ウッドメモリアルＳ（米ＧⅠ・ダ9F）,メトロポリタンＨ
（米ＧⅠ・ダ8F）,ホイットニーＳ（米ＧⅠ・ダ9F）  種牡馬

コンスティチューション／フロリダダービー（米ＧⅠ・ダ9F）,ドンＨ
（米ＧⅠ・ダ9F）  種牡馬

フライトライン／パシフィッククラシック（米ＧⅠ・ダ10F）,　　　　　
メトロポリタンＨ（米ＧⅠ・ダ8F），マリブＳ（米ＧⅠ・ダ7F）

ケアレスジュエル／アラバマＳ（米ＧⅠ・ダ10F）
ザズー（USA）／ラスヴィルヘネスＳ（米ＧⅠ・ダ8F）,　　　　　　　

レディズシークレットＳ（米ＧⅠ・ダ8.5F）
タピッツフライ（USA）／ジャストアゲームＳ（米ＧⅠ・芝8F）,ファースト

レディＳ（米ＧⅠ・芝8F）,ＢＣジュヴェナイルフィリーズターフ　
（米L・芝8F），産駒に グランアレグリア（桜花賞（ＧⅠ），安田記念（ＧⅠ），
スプリンターズＳ（ＧⅠ），マイルＣＳ（ＧⅠ）２回，ヴィクトリアマイル(ＧⅠ)） 

ダンスカード／ガゼルＳ（米ＧⅠ・ダ9F）,ブリーダーズカップ　　
フィリー&メアースプリント（米ＧⅠ・ダ7F）3着

ジョイフルヴィクトリー／サンタマルガリータＳ（米ＧⅠ・ダ9F）
リングウイークエンド／フランクEキルローマイルＳ（米ＧⅠ・芝8F）
ララア（USA）／ハリウッドスターレットＳ（米ＧⅠ・AW8.5F）
テルアケリー（USA）／デルマーデビュタントＳ（米ＧⅠ・AW7F）
プリティシティダンサー／スピナウェイＳ（米ＧⅠ・ダ7F）

エッセンシャルクオリティ／米2歳牡馬チャンピオン, ＢＣジュヴェ
ナイル（米GⅠ・ダ8.5F），ブリーダーズフュチュリティ（米GⅠ・ダ
8.5F），ベルモントS（米GⅠ・ダ12F），トラヴァーズＳ（米GⅠ・ダ10F）

トナリスト／ベルモントＳ（米ＧⅠ・ダ12F）, ジョッキークラブゴールド
カップ（米ＧⅠ・ダ10F）2勝, シガーマイルＨ（米ＧⅠ・ダ8F）  種牡馬

エッセンシャルクオリティ／米2歳牡馬チャンピオン, ＢＣジュヴェ
ナイル（米GⅠ・ダ8.5F），ブリーダーズフュチュリティ（米GⅠ・ダ
8.5F），ベルモントS（米GⅠ・ダ12F），トラヴァーズＳ（米GⅠ・ダ10F）

トナリスト／ベルモントＳ（米ＧⅠ・ダ12F）, ジョッキークラブゴールド
カップ（米ＧⅠ・ダ10F）2勝, シガーマイルＨ（米ＧⅠ・ダ8F）  種牡馬

海 外 調 教 馬

血　統 Pedigree

父 タピット  Tapit（USA）

インブリーディング：Mr. Prospector: S4×S5 　 Northern Dancer: S5×M5 F2-o

出走国

2015（2歳） USA
USA

USA

4 0 3 0

12 3 4 1

2016（3歳） 8 3 1 1
$ 28,320

$ 1,582,000

  $ 1,610,320計

獲得賞金1着 2着 3着出走回数

1着 ベルモントS　Belmont S presented by NYRA Bets
 …………………………………………………（GⅠ・ダ12F）
1着 アーカンソーダービー　Arkansas Derby ……（GⅠ・ダ9F）
3着 レベルS Rebel S  ………………………………（GⅡ・ダ8.5F）

２０１４～２０１６年米リーディングサイアー

クインズバジルがポプラ特別（２勝クラス・ダ１７００ｍ）、コトブキアルニラムなどがＪＲＡ勝利！
リコーヴィクターが東京ダービー・３着、フィリオデルソルが大井・優駿スプリント・３着など重賞戦線で活躍！

２ ０ １ ６ 年 ベ ル モ ン ト ス テ ー ク ス ウ イ ナ ー 　 父 は 米 リ ー デ ィ ン グ サ イ ア ー の タ ピ ッ ト
母の父タピット産駒グランアレグリア( 父ディープインパクト) はマイルチャンピオンＳなど重賞8勝！

クインズバジル（2勝）、レイクリエイター（新馬）などが活躍
リコーヴィクターは門別サッポロクラシックＣで重賞初制覇
フィリオデルソルが門別・フレッシュＣｈ、ウィナーズＣｈ連勝！

種牡馬成績 Stud Record

【主な産駒】

父は2014、2015、2016年米リーディングサイアー
母はペルー2歳、3歳、古牝馬チャンピオン
母の父はペルーのリーディングサイアー5回

国 内 調 教 馬

2～3歳時 米6戦3勝　　
ウッドメモリアルＳ（米ＧⅠ・ダ9F）

クインズバジル（母の父：アグネスデジタル（USA））
JRA３勝，ポプラ特別（２勝クラス・ダ1700m），３歳新馬（阪神・ダ1800m）

メイショウイッコン （母の父：In The Wings）
JRA２勝，渡島特別（２勝クラス・ダ1700m）3着，
３歳未勝利（函館・ダ1700m）大差勝ち
１勝クラス（阪神・ダ1800m）９馬身差勝ち

コトブキアルニラム （母の父：クロフネ（USA））
JRA２勝，３歳未勝利（東京・ダ1600m），1勝クラス（小倉・ダ1700m）

レイクリエイター（母の父：アグネスタキオン）
３歳新馬（中京・ダ1400m）

ユイノシワザ （母の父：フジキセキ）
２歳新馬（中山･ダ1800ｍ）

ペイシャジュン（母の父：ネオユニヴァース）
３歳未勝利（中山・ダ1800m）

ジェイエルブリッジ （母の父：サンデーサイレンス（USA））
３歳未勝利（函館・ダ1700m）

グローエルディング （母の父：クロフネ（USA））
２歳未勝利（中山･ダ1800ｍ）

リコーヴィクター （母の父：シンボリクリスエス（USA））
門別・JBC２歳優駿（JpnⅢ·ダ1800ｍ）3着,大井・東京ダービー（ダ2000m）3着,
門別・サッポロクラシックＣ（ダ1700m），
門別・サンライズＣ（ダ1800m）3着

フィリオデルソル （母の父：マンハッタンカフェ）
大井・優駿スプリント（ダ1200m）3着，門別・ウィナーズＣｈ（中央認定・ダ1200m），
門別･フレッシュＣｈ（中央認定･ダ1200m）

パピタ（母の父：ウインラディウス）
名古屋5勝，中京ペガスターＣ（ダ1600m）2着，東海ダービー（ダ2000m）３着

マツリダジョオー （母の父：クロフネ（USA））
盛岡・水沢２勝，水沢・金杯（ダ1600m）3着

リュミエール （母の父：フジキセキ）
大井・門別８勝，門別･フレッシュＣｈ（中央認定･ダ1100m）

クインズバジル（母の父：アグネスデジタル（USA））
JRA３勝，ポプラ特別（２勝クラス・ダ1700m），３歳新馬（阪神・ダ1800m）

メイショウイッコン （母の父：In The Wings）
JRA２勝，渡島特別（２勝クラス・ダ1700m）3着，
３歳未勝利（函館・ダ1700m）大差勝ち
１勝クラス（阪神・ダ1800m）９馬身差勝ち

コトブキアルニラム （母の父：クロフネ（USA））
JRA２勝，３歳未勝利（東京・ダ1600m），1勝クラス（小倉・ダ1700m）

レイクリエイター（母の父：アグネスタキオン）
３歳新馬（中京・ダ1400m）

ユイノシワザ （母の父：フジキセキ）
２歳新馬（中山･ダ1800ｍ）

ペイシャジュン（母の父：ネオユニヴァース）
３歳未勝利（中山・ダ1800m）

ジェイエルブリッジ （母の父：サンデーサイレンス（USA））
３歳未勝利（函館・ダ1700m）

グローエルディング （母の父：クロフネ（USA））
２歳未勝利（中山･ダ1800ｍ）

リコーヴィクター （母の父：シンボリクリスエス（USA））
門別・JBC２歳優駿（JpnⅢ·ダ1800ｍ）3着,大井・東京ダービー（ダ2000m）3着,
門別・サッポロクラシックＣ（ダ1700m），
門別・サンライズＣ（ダ1800m）3着

フィリオデルソル （母の父：マンハッタンカフェ）
大井・優駿スプリント（ダ1200m）3着，門別・ウィナーズＣｈ（中央認定・ダ1200m），
門別･フレッシュＣｈ（中央認定･ダ1200m）

パピタ（母の父：ウインラディウス）
名古屋5勝，中京ペガスターＣ（ダ1600m）2着，東海ダービー（ダ2000m）３着

マツリダジョオー （母の父：クロフネ（USA））
盛岡・水沢２勝，水沢・金杯（ダ1600m）3着

リュミエール （母の父：フジキセキ）
大井・門別８勝，門別･フレッシュＣｈ（中央認定･ダ1100m）

静内種馬場 〒056-0144 
北海道日高郡新ひだか町静内田原517 TEL 0146-46-2321（代）FAX 0146-46-2336

種付予約専用ダイヤル 0146-46-2428

2023年種付条件・種付料（税込）（条件はP3３参照）

産駒誕生後支払産駒誕生後支払

30万円30万円

19


