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1着 愛ダービー　Irish Derby ……………………（GⅠ・芝12F）
1着 愛チャンピオンS　Irish Champion S  ………（GⅠ・芝10F）
1着 アーリントンミリオンS　Arlington Million S …（GⅠ・芝10F）
1着 マンノウォーS　Man o' War S…………………（GⅠ・芝11F）
1着 ターフクラシック招待S　
　　Joe Hirsch Turf Classic Invitational S ……（GⅠ・芝12F）
2着 KジョージVI＆ＱエリザベスS　
　　King George VI & Queen Elizabeth S ……（GⅠ・芝12F）

2011年 米芝牡馬チャンピオン

本邦初年度産駒からＧⅢ毎日杯勝馬ランスオブプラーナが誕生
日、米国＆ニュージーランドで重賞勝馬誕生！

Race Record

種牡馬成績 Stud Record

競走成績 Race Record

2～7歳時 英25戦4勝 2着4回 3着3回
2010年アイルランド年度代表繁殖牝馬
【主な産駒】
ミスターオブライアン／米8勝 ケルソBCH（米GⅡ・芝8F）, 　　　

ディクシーS（米GⅡ・芝9F）, ユナイテッドネイションズS（米GⅠ・
芝11F）2着, マンハッタンH（米GⅠ・芝10F）3着etc.

母 ローレルディライト  Laurel Delight（GB）

2～6歳時 英・米 20戦5勝 2着1回　ミルリーフS（英GⅡ・芝6F）2着
【兄弟】
クリス／英チャンピオンマイラー（2回）, サセックスS（英GⅠ・芝

8F）, セントジェームズパレスS（英GⅡ・芝8F）etc. 英リーディング
サイアー  種牡馬

ダイイシス／英2歳牡馬チャンピオン ミドルパークS（英GⅠ・芝6F）, 
デューハーストS（英GⅠ・芝7F）  種牡馬

ルディメンタリー／フォルテマイルS（英GⅡ・芝8F）, 　　　　　
ヴィットーリオ・ディ・カープア賞（伊GⅠ・芝1600m）2着, 　　　
ロッキンジS（英GⅡ・芝8F）3着  種牡馬

キーン／セントジェームズパレスS（英GⅡ・芝8F）2着  種牡馬

母の父 プレシジウム  Presidium（GB）

出走国

2009（2歳） IRE

USA・FR
GB・UAE

IRE・FR
GB

3 3 0 0

2011（4歳） 6 3 0 0

15 9 1 0

2010（3歳） 6 3 1 0

$ 172,341

$ 1,916,427

  $ 1,766,897

  $ 3,855,665計

獲得賞金1着 2着 3着出走回数
2～3歳時 英･愛･米 8戦6勝2着１回    
2001年欧州3歳牡馬チャンピオン
英ダービー（英GⅠ・芝12F）, 愛ダービー（愛GⅠ・芝12F）, 
キングジョージⅥ&クイーンエリザベスS（英GⅠ・芝12F）
2008，2010～2020年 英愛リーディングサイアー
１６頭のチャンピオン，９２頭のGⅠ勝馬を含む２４１頭の重賞勝馬を輩出
【主な産駒】
フランケル／14戦14勝 欧州年度代表馬（2回）, 欧州2・3歳牡馬・

古馬チャンピオン 英2000ギニー（英GⅠ・芝8F）, セントジェームズ
パレスS（英GⅠ・芝8F）, サセックスS（英GⅠ・芝8F）2勝, クイーン
エリザベスⅡS（英GⅠ・芝8F）, ロッキンジS（英GⅠ・芝8F）, クイーン
アンS（英GⅠ・芝8F）, 英インターナショナルS（英GⅠ・芝
10F88Y）, 英チャンピオンS（英GⅠ・芝10F）, デューハーストS

（英GⅠ・芝7F）  種牡馬
マインディング／欧州年度代表馬、欧州2・3歳牝馬チャンピン
　英オークス（英GⅠ・芝12Ｆ），英1000ギニー（英GⅠ・芝8Ｆ），　　

クイーンエリザベスⅡS（英GⅠ・芝8Ｆ），　　　　　　　　　　
ナッソーS（英GⅠ・芝9F192Y），プリティポリーS（愛GⅠ・芝10Ｆ） 

ニューアプローチ／欧州2・3歳牡馬チャンピオン
　英ダービー（英GⅠ・芝12F）, 愛チャンピオンS（愛GⅠ・芝10F）, 　

英チャンピオンS（英GⅠ・芝10F）, ナショナルS（愛GⅠ・芝7F）, 
デューハーストS（英GⅠ・芝7F）  種牡馬

ファウンド／欧州古馬チャンピオン 
　凱旋門賞（仏GⅠ・芝2400m），BCターフ（米GⅠ・芝12Ｆ）
テオフィロ／5戦5勝 欧州2歳牡馬チャンピオン ナショナルS
（愛GⅠ・芝7F）, デューハーストS（英GⅠ・芝7F）  種牡馬

グレンイーグルス／欧州2歳牡馬チャンピオン 
　英2000ギニー（英GⅠ・芝8F）, 愛2000ギニー（愛GⅠ・芝8F）,
　セントジェームズパレスＳ（英GⅠ・芝8F）, ナショナルＳ（愛GⅠ・

芝7F）  種牡馬
ノーブルミッション／欧州古馬チャンピオン 
　英チャンピオンS（英GⅠ・芝10F）, サンクルー大賞（仏GⅠ・

芝2400m）, タタソールズゴールドカップ（愛GⅠ・芝10F110Y）  種牡馬
オーストラリア／英ダービー（英GⅠ・芝12F）, 愛ダービー（愛GⅠ・

芝12F）, 英インターナショナルS（英GⅠ・芝10F88Y）  種牡馬
チャーチル／欧州2歳牡馬チャンピオン 
　デューハーストS（英GⅠ・芝７Ｆ），ナショナルS（愛GⅠ・芝７Ｆ）  

種牡馬
リリーオブザヴァレー（FR）／欧州2・3歳牝馬チャンピオン 
　オペラ賞（仏GⅠ・芝2000m），産駒ヴァンキッシュラン（青葉賞GⅡ）
メイビー（IRE）／欧州2歳牝馬チャンピオン 
　モイグレアスタッドS（愛GⅠ・7F）, 産駒サクソンウォリアー
（英2000ギニー·英ＧⅠ、レーシングポストトロフィー英ＧⅠ）  種牡馬

2～3歳時 英･愛･米 8戦6勝2着１回    
2001年欧州3歳牡馬チャンピオン
英ダービー（英GⅠ・芝12F）, 愛ダービー（愛GⅠ・芝12F）, 
キングジョージⅥ&クイーンエリザベスS（英GⅠ・芝12F）
2008，2010～2020年 英愛リーディングサイアー
１６頭のチャンピオン，９２頭のGⅠ勝馬を含む２４１頭の重賞勝馬を輩出
【主な産駒】
フランケル／14戦14勝 欧州年度代表馬（2回）, 欧州2・3歳牡馬・

古馬チャンピオン 英2000ギニー（英GⅠ・芝8F）, セントジェームズ
パレスS（英GⅠ・芝8F）, サセックスS（英GⅠ・芝8F）2勝, クイーン
エリザベスⅡS（英GⅠ・芝8F）, ロッキンジS（英GⅠ・芝8F）, クイーン
アンS（英GⅠ・芝8F）, 英インターナショナルS（英GⅠ・芝
10F88Y）, 英チャンピオンS（英GⅠ・芝10F）, デューハーストS

（英GⅠ・芝7F）  種牡馬
マインディング／欧州年度代表馬、欧州2・3歳牝馬チャンピン
　英オークス（英GⅠ・芝12Ｆ），英1000ギニー（英GⅠ・芝8Ｆ），　　

クイーンエリザベスⅡS（英GⅠ・芝8Ｆ），　　　　　　　　　　
ナッソーS（英GⅠ・芝9F192Y），プリティポリーS（愛GⅠ・芝10Ｆ） 

ニューアプローチ／欧州2・3歳牡馬チャンピオン
　英ダービー（英GⅠ・芝12F）, 愛チャンピオンS（愛GⅠ・芝10F）, 　

英チャンピオンS（英GⅠ・芝10F）, ナショナルS（愛GⅠ・芝7F）, 
デューハーストS（英GⅠ・芝7F）  種牡馬

ファウンド／欧州古馬チャンピオン 
　凱旋門賞（仏GⅠ・芝2400m），BCターフ（米GⅠ・芝12Ｆ）
テオフィロ／5戦5勝 欧州2歳牡馬チャンピオン ナショナルS
（愛GⅠ・芝7F）, デューハーストS（英GⅠ・芝7F）  種牡馬

グレンイーグルス／欧州2歳牡馬チャンピオン 
　英2000ギニー（英GⅠ・芝8F）, 愛2000ギニー（愛GⅠ・芝8F）,
　セントジェームズパレスＳ（英GⅠ・芝8F）, ナショナルＳ（愛GⅠ・

芝7F）  種牡馬
ノーブルミッション／欧州古馬チャンピオン 
　英チャンピオンS（英GⅠ・芝10F）, サンクルー大賞（仏GⅠ・

芝2400m）, タタソールズゴールドカップ（愛GⅠ・芝10F110Y）  種牡馬
オーストラリア／英ダービー（英GⅠ・芝12F）, 愛ダービー（愛GⅠ・

芝12F）, 英インターナショナルS（英GⅠ・芝10F88Y）  種牡馬
チャーチル／欧州2歳牡馬チャンピオン 
　デューハーストS（英GⅠ・芝７Ｆ），ナショナルS（愛GⅠ・芝７Ｆ）  

種牡馬
リリーオブザヴァレー（FR）／欧州2・3歳牝馬チャンピオン 
　オペラ賞（仏GⅠ・芝2000m），産駒ヴァンキッシュラン（青葉賞GⅡ）
メイビー（IRE）／欧州2歳牝馬チャンピオン 
　モイグレアスタッドS（愛GⅠ・7F）, 産駒サクソンウォリアー
（英2000ギニー·英ＧⅠ、レーシングポストトロフィー英ＧⅠ）  種牡馬

血　統 Pedigree
父 ガリレオ  Galileo（IRE）

インブリーディング：Native Dancer S5×M5

【主な産駒】【主な産駒】

ランスオブプラーナ （母の父：マンハッタンカフェ） 
　毎日杯（GⅢ・1800m），きさらぎ賞（GⅢ・1800m）3着，　　　　

アルメリア賞（500万・1800m）
ドウドウキリシマ （母の父：ゴールドアリュール）
　ＢＳイレブン賞（3勝クラス・ダ1400m），尾頭橋特別（2勝クラス・ダ1400ｍ）
オクラホマ （母の父：Mr. Greeley） JRA3勝
スズノウメ （母の父：バチアー（IRE）） JRA3勝
アイブランコ （母の父：シンボリクリスエス（USA））
　安房特別（2勝クラス・2500m），春日山特別（1勝クラス・2000m），

青嵐賞（2勝クラス・2400m）2着
チビラーサン （母の父：アグネスタキオン） JRA2勝
　鷹巣山特別（2勝クラス・1400m）2着
ヒラボククイーン （母の父：ダンスインザダーク）
　3歳新馬（中山･ダ1800ｍ）
グランデルカク （母の父：ゴールドアリュール）
　2歳新馬（京都･ダ1800m）
ロッキーブレイヴ （母の父：クロフネ（USA））
　笠松・オータムＣ（ダ1900ｍ）

ランスオブプラーナ （母の父：マンハッタンカフェ） 
　毎日杯（GⅢ・1800m），きさらぎ賞（GⅢ・1800m）3着，　　　　

アルメリア賞（500万・1800m）
ドウドウキリシマ （母の父：ゴールドアリュール）
　ＢＳイレブン賞（3勝クラス・ダ1400m），尾頭橋特別（2勝クラス・ダ1400ｍ）
オクラホマ （母の父：Mr. Greeley） JRA3勝
スズノウメ （母の父：バチアー（IRE）） JRA3勝
アイブランコ （母の父：シンボリクリスエス（USA））
　安房特別（2勝クラス・2500m），春日山特別（1勝クラス・2000m），

青嵐賞（2勝クラス・2400m）2着
チビラーサン （母の父：アグネスタキオン） JRA2勝
　鷹巣山特別（2勝クラス・1400m）2着
ヒラボククイーン （母の父：ダンスインザダーク）
　3歳新馬（中山･ダ1800ｍ）
グランデルカク （母の父：ゴールドアリュール）
　2歳新馬（京都･ダ1800m）
ロッキーブレイヴ （母の父：クロフネ（USA））
　笠松・オータムＣ（ダ1900ｍ）

カリフォルニアゴールドラッシュ Californiagoldrush（母の父：Shamardal） 
　サンズポイントS（米GⅡ・芝9Ｆ），デルマーオークス（米GⅠ・芝9F）3着
ダークプリンセス Dark Princess（母の父：Montjeu） 
　トンプソンＨ（新GⅢ・芝1600m）
シェッキーシェバズ Shekky Shebaz（母の父：Red Ransom） 

ＢＣターフスプリント（米GⅠ･芝5F）3着，トロイS（米ＧⅢ･芝5.5F）2着，
ラッキーコインＳ（米R･芝5.5F），ベルモントターフ招待Ｓ（米L･芝6F）2着

マセット Masetto（母の父：Montjeu） 
ワイカトＣ（新GⅢ・芝2400m）2着，タージノトロフィー(新GⅠ・
芝1400m)2着，トレンタムＳ（新GⅢ・芝2100m）3着

ブランコベラ Blanco Belle（母の父：Montjeu） 
　デザートゴールドS（新GⅢ・芝1600m）2着，フィリーズS（新L・

芝1200m）2着
オーエンジェル O'Angel（母の父：Zabeel） 
　ロトルアS（新GⅢ・芝1400m）3着
スルダ Zurda（母の父：Monashee Mountain） 
　エルネストＡパルド賞（秘L・芝2000m）,パンプローナ賞（秘GⅠ・

芝2000m）3着
ストームエビータ Storm Evita（母の父：キングオブキングス(IRE)） 
　アルゼンチン共和国賞（秘GⅢ・芝2000m）3着
チェングア Qian Gua（母の父：One Cool Cat）

マカオゴールドカップ（マカオ・芝1800m）3着

カリフォルニアゴールドラッシュ Californiagoldrush（母の父：Shamardal） 
　サンズポイントS（米GⅡ・芝9Ｆ），デルマーオークス（米GⅠ・芝9F）3着
ダークプリンセス Dark Princess（母の父：Montjeu） 
　トンプソンＨ（新GⅢ・芝1600m）
シェッキーシェバズ Shekky Shebaz（母の父：Red Ransom） 

ＢＣターフスプリント（米GⅠ･芝5F）3着，トロイS（米ＧⅢ･芝5.5F）2着，
ラッキーコインＳ（米R･芝5.5F），ベルモントターフ招待Ｓ（米L･芝6F）2着

マセット Masetto（母の父：Montjeu） 
ワイカトＣ（新GⅢ・芝2400m）2着，タージノトロフィー(新GⅠ・
芝1400m)2着，トレンタムＳ（新GⅢ・芝2100m）3着

ブランコベラ Blanco Belle（母の父：Montjeu） 
　デザートゴールドS（新GⅢ・芝1600m）2着，フィリーズS（新L・

芝1200m）2着
オーエンジェル O'Angel（母の父：Zabeel） 
　ロトルアS（新GⅢ・芝1400m）3着
スルダ Zurda（母の父：Monashee Mountain） 
　エルネストＡパルド賞（秘L・芝2000m）,パンプローナ賞（秘GⅠ・

芝2000m）3着
ストームエビータ Storm Evita（母の父：キングオブキングス(IRE)） 
　アルゼンチン共和国賞（秘GⅢ・芝2000m）3着
チェングア Qian Gua（母の父：One Cool Cat）

マカオゴールドカップ（マカオ・芝1800m）3着

国 内 調 教 馬

海 外 調 教 馬

２０２２年アイブランコが安房特別（２勝クラス・芝２５００m）優勝、ＪＲＡ３勝目をあげる！
地方競馬ではロッキーブレイヴが笠松・オータムＣ（ダ1900m）優勝　重賞制覇！

本邦初年度産駒よりＧⅢ毎日杯優勝、ＧⅢきさらぎ賞･３着ランスオブプラーナを輩出
愛ダービー、愛チャンピオンＳ＆アーリントンミリオンなどＧⅠ･５勝　２０１１年米芝牡馬チャンピオン

栗毛　2007年生

九州種馬場 〒899-8313
鹿児島県曽於郡大崎町野方3995 TEL 099-478-3011  FAX 099-478-3013

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

10 万円10 万円

26



ケープブランコ （IRE）

Cape Blanco (IRE)

F1-s

Galileo (IRE)
ガリレオ

Sadler's Wells (USA)
サドラーズウェルズ

鹿毛　1998

鹿毛　1981

Northern Dancer

Fairy Bridge

Miswaki

Allegretta

General Assembly

Doubly Sure

アーテイアス (USA)

Foudre

Urban Sea (USA)
アーバンシー

栗毛　1989

Presidium (GB)
プレシジウム

鹿毛　1982

Foudroyer (GB)
フゥドワイエ

栗毛　1980

Laurel Delight(GB)
ローレルディライト

栗毛 　1990

Nearctic

Natalma

Bold Reason

Special

Mr. Prospector

Hopespringseternal

Lombard

Anatevka

Secretariat

Exclusive Dancer

Reliance

Soft Angels

Round Table

Stylish Pattern

Petingo

Lighted Lamp

1着 愛ダービー　Irish Derby ……………………（GⅠ・芝12F）
1着 愛チャンピオンS　Irish Champion S  ………（GⅠ・芝10F）
1着 アーリントンミリオンS　Arlington Million S …（GⅠ・芝10F）
1着 マンノウォーS　Man o' War S…………………（GⅠ・芝11F）
1着 ターフクラシック招待S　
　　Joe Hirsch Turf Classic Invitational S ……（GⅠ・芝12F）
2着 KジョージVI＆ＱエリザベスS　
　　King George VI & Queen Elizabeth S ……（GⅠ・芝12F）

2011年 米芝牡馬チャンピオン

本邦初年度産駒からＧⅢ毎日杯勝馬ランスオブプラーナが誕生
日、米国＆ニュージーランドで重賞勝馬誕生！

Race Record

種牡馬成績 Stud Record

競走成績 Race Record

2～7歳時 英25戦4勝 2着4回 3着3回
2010年アイルランド年度代表繁殖牝馬
【主な産駒】
ミスターオブライアン／米8勝 ケルソBCH（米GⅡ・芝8F）, 　　　

ディクシーS（米GⅡ・芝9F）, ユナイテッドネイションズS（米GⅠ・
芝11F）2着, マンハッタンH（米GⅠ・芝10F）3着etc.

母 ローレルディライト  Laurel Delight（GB）

2～6歳時 英・米 20戦5勝 2着1回　ミルリーフS（英GⅡ・芝6F）2着
【兄弟】
クリス／英チャンピオンマイラー（2回）, サセックスS（英GⅠ・芝

8F）, セントジェームズパレスS（英GⅡ・芝8F）etc. 英リーディング
サイアー  種牡馬

ダイイシス／英2歳牡馬チャンピオン ミドルパークS（英GⅠ・芝6F）, 
デューハーストS（英GⅠ・芝7F）  種牡馬

ルディメンタリー／フォルテマイルS（英GⅡ・芝8F）, 　　　　　
ヴィットーリオ・ディ・カープア賞（伊GⅠ・芝1600m）2着, 　　　
ロッキンジS（英GⅡ・芝8F）3着  種牡馬

キーン／セントジェームズパレスS（英GⅡ・芝8F）2着  種牡馬

母の父 プレシジウム  Presidium（GB）

出走国

2009（2歳） IRE

USA・FR
GB・UAE

IRE・FR
GB

3 3 0 0

2011（4歳） 6 3 0 0

15 9 1 0

2010（3歳） 6 3 1 0

$ 172,341

$ 1,916,427

  $ 1,766,897

  $ 3,855,665計

獲得賞金1着 2着 3着出走回数
2～3歳時 英･愛･米 8戦6勝2着１回    
2001年欧州3歳牡馬チャンピオン
英ダービー（英GⅠ・芝12F）, 愛ダービー（愛GⅠ・芝12F）, 
キングジョージⅥ&クイーンエリザベスS（英GⅠ・芝12F）
2008，2010～2020年 英愛リーディングサイアー
１６頭のチャンピオン，９２頭のGⅠ勝馬を含む２４１頭の重賞勝馬を輩出
【主な産駒】
フランケル／14戦14勝 欧州年度代表馬（2回）, 欧州2・3歳牡馬・

古馬チャンピオン 英2000ギニー（英GⅠ・芝8F）, セントジェームズ
パレスS（英GⅠ・芝8F）, サセックスS（英GⅠ・芝8F）2勝, クイーン
エリザベスⅡS（英GⅠ・芝8F）, ロッキンジS（英GⅠ・芝8F）, クイーン
アンS（英GⅠ・芝8F）, 英インターナショナルS（英GⅠ・芝
10F88Y）, 英チャンピオンS（英GⅠ・芝10F）, デューハーストS

（英GⅠ・芝7F）  種牡馬
マインディング／欧州年度代表馬、欧州2・3歳牝馬チャンピン
　英オークス（英GⅠ・芝12Ｆ），英1000ギニー（英GⅠ・芝8Ｆ），　　

クイーンエリザベスⅡS（英GⅠ・芝8Ｆ），　　　　　　　　　　
ナッソーS（英GⅠ・芝9F192Y），プリティポリーS（愛GⅠ・芝10Ｆ） 

ニューアプローチ／欧州2・3歳牡馬チャンピオン
　英ダービー（英GⅠ・芝12F）, 愛チャンピオンS（愛GⅠ・芝10F）, 　

英チャンピオンS（英GⅠ・芝10F）, ナショナルS（愛GⅠ・芝7F）, 
デューハーストS（英GⅠ・芝7F）  種牡馬

ファウンド／欧州古馬チャンピオン 
　凱旋門賞（仏GⅠ・芝2400m），BCターフ（米GⅠ・芝12Ｆ）
テオフィロ／5戦5勝 欧州2歳牡馬チャンピオン ナショナルS
（愛GⅠ・芝7F）, デューハーストS（英GⅠ・芝7F）  種牡馬

グレンイーグルス／欧州2歳牡馬チャンピオン 
　英2000ギニー（英GⅠ・芝8F）, 愛2000ギニー（愛GⅠ・芝8F）,
　セントジェームズパレスＳ（英GⅠ・芝8F）, ナショナルＳ（愛GⅠ・

芝7F）  種牡馬
ノーブルミッション／欧州古馬チャンピオン 
　英チャンピオンS（英GⅠ・芝10F）, サンクルー大賞（仏GⅠ・

芝2400m）, タタソールズゴールドカップ（愛GⅠ・芝10F110Y）  種牡馬
オーストラリア／英ダービー（英GⅠ・芝12F）, 愛ダービー（愛GⅠ・

芝12F）, 英インターナショナルS（英GⅠ・芝10F88Y）  種牡馬
チャーチル／欧州2歳牡馬チャンピオン 
　デューハーストS（英GⅠ・芝７Ｆ），ナショナルS（愛GⅠ・芝７Ｆ）  

種牡馬
リリーオブザヴァレー（FR）／欧州2・3歳牝馬チャンピオン 
　オペラ賞（仏GⅠ・芝2000m），産駒ヴァンキッシュラン（青葉賞GⅡ）
メイビー（IRE）／欧州2歳牝馬チャンピオン 
　モイグレアスタッドS（愛GⅠ・7F）, 産駒サクソンウォリアー
（英2000ギニー·英ＧⅠ、レーシングポストトロフィー英ＧⅠ）  種牡馬

2～3歳時 英･愛･米 8戦6勝2着１回    
2001年欧州3歳牡馬チャンピオン
英ダービー（英GⅠ・芝12F）, 愛ダービー（愛GⅠ・芝12F）, 
キングジョージⅥ&クイーンエリザベスS（英GⅠ・芝12F）
2008，2010～2020年 英愛リーディングサイアー
１６頭のチャンピオン，９２頭のGⅠ勝馬を含む２４１頭の重賞勝馬を輩出
【主な産駒】
フランケル／14戦14勝 欧州年度代表馬（2回）, 欧州2・3歳牡馬・

古馬チャンピオン 英2000ギニー（英GⅠ・芝8F）, セントジェームズ
パレスS（英GⅠ・芝8F）, サセックスS（英GⅠ・芝8F）2勝, クイーン
エリザベスⅡS（英GⅠ・芝8F）, ロッキンジS（英GⅠ・芝8F）, クイーン
アンS（英GⅠ・芝8F）, 英インターナショナルS（英GⅠ・芝
10F88Y）, 英チャンピオンS（英GⅠ・芝10F）, デューハーストS

（英GⅠ・芝7F）  種牡馬
マインディング／欧州年度代表馬、欧州2・3歳牝馬チャンピン
　英オークス（英GⅠ・芝12Ｆ），英1000ギニー（英GⅠ・芝8Ｆ），　　

クイーンエリザベスⅡS（英GⅠ・芝8Ｆ），　　　　　　　　　　
ナッソーS（英GⅠ・芝9F192Y），プリティポリーS（愛GⅠ・芝10Ｆ） 

ニューアプローチ／欧州2・3歳牡馬チャンピオン
　英ダービー（英GⅠ・芝12F）, 愛チャンピオンS（愛GⅠ・芝10F）, 　

英チャンピオンS（英GⅠ・芝10F）, ナショナルS（愛GⅠ・芝7F）, 
デューハーストS（英GⅠ・芝7F）  種牡馬

ファウンド／欧州古馬チャンピオン 
　凱旋門賞（仏GⅠ・芝2400m），BCターフ（米GⅠ・芝12Ｆ）
テオフィロ／5戦5勝 欧州2歳牡馬チャンピオン ナショナルS
（愛GⅠ・芝7F）, デューハーストS（英GⅠ・芝7F）  種牡馬

グレンイーグルス／欧州2歳牡馬チャンピオン 
　英2000ギニー（英GⅠ・芝8F）, 愛2000ギニー（愛GⅠ・芝8F）,
　セントジェームズパレスＳ（英GⅠ・芝8F）, ナショナルＳ（愛GⅠ・

芝7F）  種牡馬
ノーブルミッション／欧州古馬チャンピオン 
　英チャンピオンS（英GⅠ・芝10F）, サンクルー大賞（仏GⅠ・

芝2400m）, タタソールズゴールドカップ（愛GⅠ・芝10F110Y）  種牡馬
オーストラリア／英ダービー（英GⅠ・芝12F）, 愛ダービー（愛GⅠ・

芝12F）, 英インターナショナルS（英GⅠ・芝10F88Y）  種牡馬
チャーチル／欧州2歳牡馬チャンピオン 
　デューハーストS（英GⅠ・芝７Ｆ），ナショナルS（愛GⅠ・芝７Ｆ）  

種牡馬
リリーオブザヴァレー（FR）／欧州2・3歳牝馬チャンピオン 
　オペラ賞（仏GⅠ・芝2000m），産駒ヴァンキッシュラン（青葉賞GⅡ）
メイビー（IRE）／欧州2歳牝馬チャンピオン 
　モイグレアスタッドS（愛GⅠ・7F）, 産駒サクソンウォリアー
（英2000ギニー·英ＧⅠ、レーシングポストトロフィー英ＧⅠ）  種牡馬

血　統 Pedigree
父 ガリレオ  Galileo（IRE）

インブリーディング：Native Dancer S5×M5

【主な産駒】【主な産駒】

ランスオブプラーナ （母の父：マンハッタンカフェ） 
　毎日杯（GⅢ・1800m），きさらぎ賞（GⅢ・1800m）3着，　　　　

アルメリア賞（500万・1800m）
ドウドウキリシマ （母の父：ゴールドアリュール）
　ＢＳイレブン賞（3勝クラス・ダ1400m），尾頭橋特別（2勝クラス・ダ1400ｍ）
オクラホマ （母の父：Mr. Greeley） JRA3勝
スズノウメ （母の父：バチアー（IRE）） JRA3勝
アイブランコ （母の父：シンボリクリスエス（USA））
　安房特別（2勝クラス・2500m），春日山特別（1勝クラス・2000m），

青嵐賞（2勝クラス・2400m）2着
チビラーサン （母の父：アグネスタキオン） JRA2勝
　鷹巣山特別（2勝クラス・1400m）2着
ヒラボククイーン （母の父：ダンスインザダーク）
　3歳新馬（中山･ダ1800ｍ）
グランデルカク （母の父：ゴールドアリュール）
　2歳新馬（京都･ダ1800m）
ロッキーブレイヴ （母の父：クロフネ（USA））
　笠松・オータムＣ（ダ1900ｍ）

ランスオブプラーナ （母の父：マンハッタンカフェ） 
　毎日杯（GⅢ・1800m），きさらぎ賞（GⅢ・1800m）3着，　　　　

アルメリア賞（500万・1800m）
ドウドウキリシマ （母の父：ゴールドアリュール）
　ＢＳイレブン賞（3勝クラス・ダ1400m），尾頭橋特別（2勝クラス・ダ1400ｍ）
オクラホマ （母の父：Mr. Greeley） JRA3勝
スズノウメ （母の父：バチアー（IRE）） JRA3勝
アイブランコ （母の父：シンボリクリスエス（USA））
　安房特別（2勝クラス・2500m），春日山特別（1勝クラス・2000m），

青嵐賞（2勝クラス・2400m）2着
チビラーサン （母の父：アグネスタキオン） JRA2勝
　鷹巣山特別（2勝クラス・1400m）2着
ヒラボククイーン （母の父：ダンスインザダーク）
　3歳新馬（中山･ダ1800ｍ）
グランデルカク （母の父：ゴールドアリュール）
　2歳新馬（京都･ダ1800m）
ロッキーブレイヴ （母の父：クロフネ（USA））
　笠松・オータムＣ（ダ1900ｍ）

カリフォルニアゴールドラッシュ Californiagoldrush（母の父：Shamardal） 
　サンズポイントS（米GⅡ・芝9Ｆ），デルマーオークス（米GⅠ・芝9F）3着
ダークプリンセス Dark Princess（母の父：Montjeu） 
　トンプソンＨ（新GⅢ・芝1600m）
シェッキーシェバズ Shekky Shebaz（母の父：Red Ransom） 

ＢＣターフスプリント（米GⅠ･芝5F）3着，トロイS（米ＧⅢ･芝5.5F）2着，
ラッキーコインＳ（米R･芝5.5F），ベルモントターフ招待Ｓ（米L･芝6F）2着

マセット Masetto（母の父：Montjeu） 
ワイカトＣ（新GⅢ・芝2400m）2着，タージノトロフィー(新GⅠ・
芝1400m)2着，トレンタムＳ（新GⅢ・芝2100m）3着

ブランコベラ Blanco Belle（母の父：Montjeu） 
　デザートゴールドS（新GⅢ・芝1600m）2着，フィリーズS（新L・

芝1200m）2着
オーエンジェル O'Angel（母の父：Zabeel） 
　ロトルアS（新GⅢ・芝1400m）3着
スルダ Zurda（母の父：Monashee Mountain） 
　エルネストＡパルド賞（秘L・芝2000m）,パンプローナ賞（秘GⅠ・

芝2000m）3着
ストームエビータ Storm Evita（母の父：キングオブキングス(IRE)） 
　アルゼンチン共和国賞（秘GⅢ・芝2000m）3着
チェングア Qian Gua（母の父：One Cool Cat）

マカオゴールドカップ（マカオ・芝1800m）3着

カリフォルニアゴールドラッシュ Californiagoldrush（母の父：Shamardal） 
　サンズポイントS（米GⅡ・芝9Ｆ），デルマーオークス（米GⅠ・芝9F）3着
ダークプリンセス Dark Princess（母の父：Montjeu） 
　トンプソンＨ（新GⅢ・芝1600m）
シェッキーシェバズ Shekky Shebaz（母の父：Red Ransom） 

ＢＣターフスプリント（米GⅠ･芝5F）3着，トロイS（米ＧⅢ･芝5.5F）2着，
ラッキーコインＳ（米R･芝5.5F），ベルモントターフ招待Ｓ（米L･芝6F）2着

マセット Masetto（母の父：Montjeu） 
ワイカトＣ（新GⅢ・芝2400m）2着，タージノトロフィー(新GⅠ・
芝1400m)2着，トレンタムＳ（新GⅢ・芝2100m）3着

ブランコベラ Blanco Belle（母の父：Montjeu） 
　デザートゴールドS（新GⅢ・芝1600m）2着，フィリーズS（新L・

芝1200m）2着
オーエンジェル O'Angel（母の父：Zabeel） 
　ロトルアS（新GⅢ・芝1400m）3着
スルダ Zurda（母の父：Monashee Mountain） 
　エルネストＡパルド賞（秘L・芝2000m）,パンプローナ賞（秘GⅠ・

芝2000m）3着
ストームエビータ Storm Evita（母の父：キングオブキングス(IRE)） 
　アルゼンチン共和国賞（秘GⅢ・芝2000m）3着
チェングア Qian Gua（母の父：One Cool Cat）

マカオゴールドカップ（マカオ・芝1800m）3着

国 内 調 教 馬

海 外 調 教 馬

２０２２年アイブランコが安房特別（２勝クラス・芝２５００m）優勝、ＪＲＡ３勝目をあげる！
地方競馬ではロッキーブレイヴが笠松・オータムＣ（ダ1900m）優勝　重賞制覇！

本邦初年度産駒よりＧⅢ毎日杯優勝、ＧⅢきさらぎ賞･３着ランスオブプラーナを輩出
愛ダービー、愛チャンピオンＳ＆アーリントンミリオンなどＧⅠ･５勝　２０１１年米芝牡馬チャンピオン

栗毛　2007年生

九州種馬場 〒899-8313
鹿児島県曽於郡大崎町野方3995 TEL 099-478-3011  FAX 099-478-3013

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

10 万円10 万円
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