
栗毛　2007年生エスケンデレヤ （USA）

Eskendereya (USA）

F2-d

1着 ウッドメモリアルS Wood Memorial S …………（GⅠ・ダ9F）
1着 ファウンテンオブユースS Fountain of Youth S …（GⅡ・ダ9F）
1着 ピルグリムS Pilgrim S ……………………………（L・ダ8F）

3歳時は無敗の3連勝、2着との着差合計26馬身3/4！

米チャンピオンスプリンター牡馬ミトレを輩出
２頭のチャンピオン、22頭のステークス勝馬を輩出

Race Record
出走国

2009（2歳）

2010（3歳） USA

USA 3
3
6

1
3
4

1
0
1

0
0
0

$ 103,500

$ 622,200

$ 725,700計

獲得賞金1着 2着 3着出走回数

ダイメイコリーダ （母の父：スパイキュール）
大井･ジャパンダートダービー(JpnⅠ･ダ2000m)２着，鳳雛S(Ｌ･ダ1800ｍ)２着

スズカデレヤ （母の父：アドマイヤベガ）
JRA３勝,中京２歳Ｓ（オープン･1600m）２着，薩摩Ｓ（３勝クラス・ダ1700m）2着

アベックフォルス （母の父：サンデーサイレンス（USA））
JRA３勝，鎌ケ谷特別(２勝クラス・ダ1800m)，
丹沢Ｓ（３勝クラス・ダ2100m）3着，いわき特別（２勝クラス・ダ1700m）3着

トライハード （母の父：フジキセキ）
JRA３勝

ハイエストエンド （母の父：フジキセキ）
JRA２勝

プリモスペランツァ （母の父：ダンスインザダーク）
JRA２勝

アレクサンドラ （母の父：Forestry）
JRA２勝

ブルレスカ （母の父：マンハッタンカフェ）
JRA１勝，園田・姫路３勝

スワーヴヨハン （母の父：ゼンノロブロイ）
JRA２勝

シンゼンデレヤ （母の父：ティンバーカントリー（USA））
JRA２勝

キープイットシンポ （母の父：エンパイアメーカー（USA））
JRA２勝，両津湾特別（２勝クラス・ダ1800m）3着

キョウエイパラスト （母の父：バゴ(FR)）
JRA2勝

ルナエクリプス （母の父：アグネスタキオン）
JRA2勝

ナックジーニアス （母の父：ダンスインザダーク）
JRA2勝

メルト （母の父：アドマイヤムーン）
名古屋・名古屋記念（ダ1500m）

クロスフーガ（母の父：マーベラスサンデー）
浦和・川崎20戦9勝

ミトレ Mitole（母の父：Indian Charlie）
米チャンピオンスプリンター牡馬 BCスプリント（米GⅠ・ダ6F），
メトロポリタンＨ（米GⅠ・ダ8F），フォアゴーＳ（米GⅠ・ダ7F），
チャーチルダウンズＳ（米GⅠ・ダ7F） 種牡馬

モースピリット Mor Spirit（母の父：Dixie Union）
メトロポリタンH（米GⅠ·ダ8F），ロスアラミトスフューチュリティ（米
GⅠ・ダ8.5F）, ロバート・Ｂ・ルイスＳ（米GⅢ・ダ8.5F）, テキサスマイルＳ

（米GⅢ・ダ8F）, サンタアニタダービー（米GⅠ・ダ9F）2着 種牡馬
イザベラシングス Isabella Sings（母の父：Lomitas）

ミセスリヴィアS（米GⅡ・芝8.5Ｆ）, エンデバーS（米GⅢ・芝8.5F）, 　　
マイチャーマーH（米GⅢ・芝8.5Ｆ）, イートンタウンS（米GⅢ・芝8.5Ｆ）, 
リトルシルヴァーS. （米L・芝8.5F）, ナタルマS（米GⅡ・芝8F）2着, ヒルズ
ボロS（米GⅡ・芝9F）2着, ボイリングスプリングスS（米GⅢ・芝9F）2着

エスケンフォーマネー Eskenformoney（母の父：Not For Love）
ターンバックジアラームH（米GⅢ・ダ8.5F）, ランパートS（米GⅢ・ダ
8F）, アゼリS（米GⅡ・ダ8.5F）2着, ガルフストリームパークオークス

（米GⅡ・ダ8.5F）2着, モンマスオークス（米GⅢ・ダ8.5F）2着, モリー
ピッチャーS（米GⅢ・ダ8.5F） 2着, パーソナルエンサインS（米GⅠ・ダ9
Ｆ）3着, ベルデイムS（米GⅠ・ダ9Ｆ）3着

サンドダンサー Sand Dancer（母の父：デヒア（USA））
ヒルプリンスS（米GⅡ･芝9F）2着, ウッドヘブンS（芝8.5F）

ダッチパロット Dutch Parrot（母の父：Strong Hope）
レイディジャクリーンS（米L・ダ9F）, フォールズシティＨ（米GⅡ･ダ9F）3着

ライトゼア（USA） Right There（母の父：Deputy Minister）
シャンデリアS（米GⅠ・ダ8.5F）3着, ランダルースS.（米L・ダ5.5F）

インザムード In the Mood（母の父：Kitten's Joy）
バーボネットオークス（米ＧⅢ・AW8F）2着, シンシナティトロフィS

（米L・ＡＷ6.5Ｆ）
コンクエストペースメーカー Conquest Pacemaker
（母の父：Mr. Greeley）, トロントカップS（加L・芝9F）

ソンブレー Sombree（母の父：Unusual Heat）
マウンテニアジュヴェナイルフィリーズS（米L・ダ6F）

エムジー Emmzy（母の父：Rubiano）
インディアナオークス（米GⅡ・ダ8.5F）2着

ワイルドアバウトデブ Wild About Deb（母の父：Smart Strike）
スマーティジョーンズS（米GⅢ・ダ8.5F）2着, ピーターパンS（米GⅡ・
ダ9F）3着, ペンシルヴァニアダービー（米GⅡ・ダ9F）3着

ショウスティーラー Show Stealer（母の父：Carson City）
ラカナダS（米GⅡ・ダ8.5F）2着, サンタマリアH（米GⅡ・ダ8.5F）2着

ライツオブメディナ Lights of Medina（母の父：Thunder Gulch）
ブラックアイドスーザンS（米GⅡ・ダ9F）2着

ラストヴォヤージ Last Voyage（母の父：Pulpit）
UAE2000ギニー（ドバイGⅢ・ダ1600m）3着

種牡馬成績 Stud Record

競走成績 Race Record

【主な産駒】
ブレゾンリー／米2勝, ラサロバレラメモリアルS（米GⅡ） 種牡馬

米国産 3歳時 米国5戦3勝
【主な産駒】
バルモント／英4勝 ミドルパークS（英GⅠ・芝6F）, 

ジムクラックS（英GⅡ・芝6F）, ジュライＣ（英GⅠ・芝6F）3着, 
ゴールデンジュビリーS（英GⅠ・芝6F）3着etc. 種牡馬

ゴドリー（USA）／2勝, 両津湾特別（500万・ダ1800m） 種牡馬

米国産 2～3歳時 英愛仏米国13戦9勝2着4回    
GⅠ・6勝　2000年欧州年度代表馬
英インターナショナルＳ（英GⅠ・芝10F85Y）, エクリプスＳ（英GⅠ・芝10F）, 
愛チャンピオンＳ（愛GⅠ・10F）, 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）, サラマンドル賞（仏GⅠ・芝1400m）
2009～2010, 2012年 米リーディングサイアー
10頭のチャンピオン、114頭の重賞勝馬を輩出
【主な産駒】
ブリックスアンドモルタル／米年度代表馬・米芝牡馬チャンピオン  

ＢＣターフ(米GⅠ･芝12F),アーリントンミリオンＳ(米GⅠ･芝10F）   
ターフクラシックＳ(米GⅠ･芝9F),マンハッタンＳ(米GⅠ･芝10F)    
ペガサスワールドＣターフ招待Ｓ(米GⅠ･芝9.4F)

シャマルダル／欧州2歳牡馬チャンピオン  
仏ダービー（仏GⅠ・芝2100m） , 仏2000ギニー（仏GⅠ・芝1600m）, 
セントジェームズパレスS（英GⅠ・芝8F）, デューハーストS（英GⅠ・
芝7F）

テイクチャージブランディ／米国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・ダ8.5F）, 
スターレットS（米GⅠ・ダ8.5F）

カルペディエム／ブリーダーズフューチュリティ（米GⅠ・ダ8.5F）, 
ブルーグラスS（米GⅠ・ダ9F） 種牡馬

エイシンアポロン（USA）／4勝, マイルチャンピオンシップ（GⅠ・1600m）, 
京王杯2歳S（Jpn Ⅱ・1400m）, 
富士S（GⅢ・1600m）, 朝日杯フューチュリティS

（Jpn Ⅰ・1600m）2着 種牡馬
スズカコーズウェイ／6勝, 京王杯スプリングC（GⅡ・1400m）, 

朱雀S（1600万・1600m）etc. 種牡馬
エーシンジーライン（USA）／6勝・障3勝, 小倉大賞典
（GⅢ・1800m）, 朝日ChC（GⅢ・2000m）2着, 
名古屋大賞典（JpnⅢ・ダ1900m）3着 種牡馬

アスターペガサス（母の父：Trippi）
函館２歳Ｓ（GⅢ・1200ｍ）　

米国産 2～3歳時 英愛仏米国13戦9勝2着4回    
GⅠ・6勝　2000年欧州年度代表馬
英インターナショナルＳ（英GⅠ・芝10F85Y）, エクリプスＳ（英GⅠ・芝10F）, 
愛チャンピオンＳ（愛GⅠ・10F）, 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）, サラマンドル賞（仏GⅠ・芝1400m）
2009～2010, 2012年 米リーディングサイアー
10頭のチャンピオン、114頭の重賞勝馬を輩出
【主な産駒】
ブリックスアンドモルタル／米年度代表馬・米芝牡馬チャンピオン  

ＢＣターフ(米GⅠ･芝12F),アーリントンミリオンＳ(米GⅠ･芝10F）   
ターフクラシックＳ(米GⅠ･芝9F),マンハッタンＳ(米GⅠ･芝10F)    
ペガサスワールドＣターフ招待Ｓ(米GⅠ･芝9.4F)

シャマルダル／欧州2歳牡馬チャンピオン  
仏ダービー（仏GⅠ・芝2100m） , 仏2000ギニー（仏GⅠ・芝1600m）, 
セントジェームズパレスS（英GⅠ・芝8F）, デューハーストS（英GⅠ・
芝7F）

テイクチャージブランディ／米国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・ダ8.5F）, 
スターレットS（米GⅠ・ダ8.5F）

カルペディエム／ブリーダーズフューチュリティ（米GⅠ・ダ8.5F）, 
ブルーグラスS（米GⅠ・ダ9F） 種牡馬

エイシンアポロン（USA）／4勝, マイルチャンピオンシップ（GⅠ・1600m）, 
京王杯2歳S（Jpn Ⅱ・1400m）, 
富士S（GⅢ・1600m）, 朝日杯フューチュリティS

（Jpn Ⅰ・1600m）2着 種牡馬
スズカコーズウェイ／6勝, 京王杯スプリングC（GⅡ・1400m）, 

朱雀S（1600万・1600m）etc. 種牡馬
エーシンジーライン（USA）／6勝・障3勝, 小倉大賞典
（GⅢ・1800m）, 朝日ChC（GⅢ・2000m）2着, 
名古屋大賞典（JpnⅢ・ダ1900m）3着 種牡馬

アスターペガサス（母の父：Trippi）
函館２歳Ｓ（GⅢ・1200ｍ）　

母 アルデバランライト  Aldebaran Light（USA）

2代母 アルタイル  Altair（USA）

【主な産駒】
キャノネイド／ケンタッキーダービー（米GⅠ）etc. 種牡馬

4代母 クイーンスクレ  Queen Sucree（USA）

【主な産駒】
エリモアメジスト／2勝
　【孫】
　エリモマキシム／7勝・障3勝, カシオペアS（L・1800m）, 

　新潟ジャンプS（J･GⅢ・障3250m）etc. 
　トウシンイーグル／5勝, シリウスS（ＧⅢ・ダ2000m）3着, 
　　船橋・ダイオライト記念（Jpn Ⅱ・ダ2400m）2着etc.

3代母 ステラーオデッセイ（USA）

父は米国で総合＆２歳リーディングサイアー,
母系は世界屈指の種牡馬ファミリー

血　統 Pedigree

父 ジャイアンツコーズウェイ  Giant’s Causeway

Giant's Causeway (USA)
ジャイアンツコーズウェイ

Storm Cat (USA)
ストームキャット

栗毛　1997

黒鹿毛　1983

Storm Bird

Terlingua

Rahy

イメンス (USA)

Bold Reasoning

My Charmer

Alydar

ステラーオデッセイ (USA)

Mariah's Storm (USA)
マライアズストーム

鹿毛　1991

Seattle Slew (USA)
シアトルスルー

黒鹿毛　1974

Altair (USA)
アルタイル

鹿毛　1991

Aldebaran Light(USA)
アルデバランライト

鹿毛　1996

Northern Dancer

South Ocean

Secretariat

Crimson Saint

Blushing Groom

Glorious Song

Roberto

Imsodear

Boldnesian

Reason to Earn

Poker

Fair Charmer

Raise a Native

Sweet Tooth

Northern Dancer

Queen Sucree

インブリーディング：Northern Dancer S4×M4　Bold Ruler S5×M5
　　　　　　　　　 Hail to Reason S5×M5

アベックフォルス（鎌ケ谷特別）、スズカデレヤ（豊前Ｓ）２着などが活躍！
地方競馬ではメルトが名古屋・名古屋記念（ダ1500m）優勝 重賞初制覇！

２０１９年米チャンピオンスプリンターのミトレはＢＣスプリントなどＧⅠ・４勝
父は米リーディングサイアー、母は名牝コスマーにさかのぼる活躍馬続出のファミリー

国 内 調 教 馬

海 外 調 教 馬

七戸種馬場 〒039-2501 
青森県上北郡七戸町荒熊内153 TEL 0176-62-2619　FAX 0176-62-6918

2023年種付条件・種付料（税込）（条件はP33参照）

 20万円 20万円

産駒誕生後支払産駒誕生後支払

22
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獲得賞金1着 2着 3着出走回数

ダイメイコリーダ （母の父：スパイキュール）
大井･ジャパンダートダービー(JpnⅠ･ダ2000m)２着，鳳雛S(Ｌ･ダ1800ｍ)２着

スズカデレヤ （母の父：アドマイヤベガ）
JRA３勝,中京２歳Ｓ（オープン･1600m）２着，薩摩Ｓ（３勝クラス・ダ1700m）2着

アベックフォルス （母の父：サンデーサイレンス（USA））
JRA３勝，鎌ケ谷特別(２勝クラス・ダ1800m)，
丹沢Ｓ（３勝クラス・ダ2100m）3着，いわき特別（２勝クラス・ダ1700m）3着

トライハード （母の父：フジキセキ）
JRA３勝

ハイエストエンド （母の父：フジキセキ）
JRA２勝

プリモスペランツァ （母の父：ダンスインザダーク）
JRA２勝

アレクサンドラ （母の父：Forestry）
JRA２勝

ブルレスカ （母の父：マンハッタンカフェ）
JRA１勝，園田・姫路３勝

スワーヴヨハン （母の父：ゼンノロブロイ）
JRA２勝

シンゼンデレヤ （母の父：ティンバーカントリー（USA））
JRA２勝

キープイットシンポ （母の父：エンパイアメーカー（USA））
JRA２勝，両津湾特別（２勝クラス・ダ1800m）3着

キョウエイパラスト （母の父：バゴ(FR)）
JRA2勝

ルナエクリプス （母の父：アグネスタキオン）
JRA2勝

ナックジーニアス （母の父：ダンスインザダーク）
JRA2勝

メルト （母の父：アドマイヤムーン）
名古屋・名古屋記念（ダ1500m）

クロスフーガ（母の父：マーベラスサンデー）
浦和・川崎20戦9勝

ミトレ Mitole（母の父：Indian Charlie）
米チャンピオンスプリンター牡馬 BCスプリント（米GⅠ・ダ6F），
メトロポリタンＨ（米GⅠ・ダ8F），フォアゴーＳ（米GⅠ・ダ7F），
チャーチルダウンズＳ（米GⅠ・ダ7F） 種牡馬

モースピリット Mor Spirit（母の父：Dixie Union）
メトロポリタンH（米GⅠ·ダ8F），ロスアラミトスフューチュリティ（米
GⅠ・ダ8.5F）, ロバート・Ｂ・ルイスＳ（米GⅢ・ダ8.5F）, テキサスマイルＳ

（米GⅢ・ダ8F）, サンタアニタダービー（米GⅠ・ダ9F）2着 種牡馬
イザベラシングス Isabella Sings（母の父：Lomitas）

ミセスリヴィアS（米GⅡ・芝8.5Ｆ）, エンデバーS（米GⅢ・芝8.5F）, 　　
マイチャーマーH（米GⅢ・芝8.5Ｆ）, イートンタウンS（米GⅢ・芝8.5Ｆ）, 
リトルシルヴァーS. （米L・芝8.5F）, ナタルマS（米GⅡ・芝8F）2着, ヒルズ
ボロS（米GⅡ・芝9F）2着, ボイリングスプリングスS（米GⅢ・芝9F）2着

エスケンフォーマネー Eskenformoney（母の父：Not For Love）
ターンバックジアラームH（米GⅢ・ダ8.5F）, ランパートS（米GⅢ・ダ
8F）, アゼリS（米GⅡ・ダ8.5F）2着, ガルフストリームパークオークス

（米GⅡ・ダ8.5F）2着, モンマスオークス（米GⅢ・ダ8.5F）2着, モリー
ピッチャーS（米GⅢ・ダ8.5F） 2着, パーソナルエンサインS（米GⅠ・ダ9
Ｆ）3着, ベルデイムS（米GⅠ・ダ9Ｆ）3着

サンドダンサー Sand Dancer（母の父：デヒア（USA））
ヒルプリンスS（米GⅡ･芝9F）2着, ウッドヘブンS（芝8.5F）

ダッチパロット Dutch Parrot（母の父：Strong Hope）
レイディジャクリーンS（米L・ダ9F）, フォールズシティＨ（米GⅡ･ダ9F）3着

ライトゼア（USA） Right There（母の父：Deputy Minister）
シャンデリアS（米GⅠ・ダ8.5F）3着, ランダルースS.（米L・ダ5.5F）

インザムード In the Mood（母の父：Kitten's Joy）
バーボネットオークス（米ＧⅢ・AW8F）2着, シンシナティトロフィS

（米L・ＡＷ6.5Ｆ）
コンクエストペースメーカー Conquest Pacemaker
（母の父：Mr. Greeley）, トロントカップS（加L・芝9F）

ソンブレー Sombree（母の父：Unusual Heat）
マウンテニアジュヴェナイルフィリーズS（米L・ダ6F）

エムジー Emmzy（母の父：Rubiano）
インディアナオークス（米GⅡ・ダ8.5F）2着

ワイルドアバウトデブ Wild About Deb（母の父：Smart Strike）
スマーティジョーンズS（米GⅢ・ダ8.5F）2着, ピーターパンS（米GⅡ・
ダ9F）3着, ペンシルヴァニアダービー（米GⅡ・ダ9F）3着

ショウスティーラー Show Stealer（母の父：Carson City）
ラカナダS（米GⅡ・ダ8.5F）2着, サンタマリアH（米GⅡ・ダ8.5F）2着

ライツオブメディナ Lights of Medina（母の父：Thunder Gulch）
ブラックアイドスーザンS（米GⅡ・ダ9F）2着

ラストヴォヤージ Last Voyage（母の父：Pulpit）
UAE2000ギニー（ドバイGⅢ・ダ1600m）3着

種牡馬成績 Stud Record

競走成績 Race Record

【主な産駒】
ブレゾンリー／米2勝, ラサロバレラメモリアルS（米GⅡ） 種牡馬

米国産 3歳時 米国5戦3勝
【主な産駒】
バルモント／英4勝 ミドルパークS（英GⅠ・芝6F）, 

ジムクラックS（英GⅡ・芝6F）, ジュライＣ（英GⅠ・芝6F）3着, 
ゴールデンジュビリーS（英GⅠ・芝6F）3着etc. 種牡馬

ゴドリー（USA）／2勝, 両津湾特別（500万・ダ1800m） 種牡馬

米国産 2～3歳時 英愛仏米国13戦9勝2着4回    
GⅠ・6勝　2000年欧州年度代表馬
英インターナショナルＳ（英GⅠ・芝10F85Y）, エクリプスＳ（英GⅠ・芝10F）, 
愛チャンピオンＳ（愛GⅠ・10F）, 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）, サラマンドル賞（仏GⅠ・芝1400m）
2009～2010, 2012年 米リーディングサイアー
10頭のチャンピオン、114頭の重賞勝馬を輩出
【主な産駒】
ブリックスアンドモルタル／米年度代表馬・米芝牡馬チャンピオン  

ＢＣターフ(米GⅠ･芝12F),アーリントンミリオンＳ(米GⅠ･芝10F）   
ターフクラシックＳ(米GⅠ･芝9F),マンハッタンＳ(米GⅠ･芝10F)    
ペガサスワールドＣターフ招待Ｓ(米GⅠ･芝9.4F)

シャマルダル／欧州2歳牡馬チャンピオン  
仏ダービー（仏GⅠ・芝2100m） , 仏2000ギニー（仏GⅠ・芝1600m）, 
セントジェームズパレスS（英GⅠ・芝8F）, デューハーストS（英GⅠ・
芝7F）

テイクチャージブランディ／米国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・ダ8.5F）, 
スターレットS（米GⅠ・ダ8.5F）

カルペディエム／ブリーダーズフューチュリティ（米GⅠ・ダ8.5F）, 
ブルーグラスS（米GⅠ・ダ9F） 種牡馬

エイシンアポロン（USA）／4勝, マイルチャンピオンシップ（GⅠ・1600m）, 
京王杯2歳S（Jpn Ⅱ・1400m）, 
富士S（GⅢ・1600m）, 朝日杯フューチュリティS

（Jpn Ⅰ・1600m）2着 種牡馬
スズカコーズウェイ／6勝, 京王杯スプリングC（GⅡ・1400m）, 

朱雀S（1600万・1600m）etc. 種牡馬
エーシンジーライン（USA）／6勝・障3勝, 小倉大賞典
（GⅢ・1800m）, 朝日ChC（GⅢ・2000m）2着, 
名古屋大賞典（JpnⅢ・ダ1900m）3着 種牡馬

アスターペガサス（母の父：Trippi）
函館２歳Ｓ（GⅢ・1200ｍ）　

米国産 2～3歳時 英愛仏米国13戦9勝2着4回    
GⅠ・6勝　2000年欧州年度代表馬
英インターナショナルＳ（英GⅠ・芝10F85Y）, エクリプスＳ（英GⅠ・芝10F）, 
愛チャンピオンＳ（愛GⅠ・10F）, 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）, サラマンドル賞（仏GⅠ・芝1400m）
2009～2010, 2012年 米リーディングサイアー
10頭のチャンピオン、114頭の重賞勝馬を輩出
【主な産駒】
ブリックスアンドモルタル／米年度代表馬・米芝牡馬チャンピオン  

ＢＣターフ(米GⅠ･芝12F),アーリントンミリオンＳ(米GⅠ･芝10F）   
ターフクラシックＳ(米GⅠ･芝9F),マンハッタンＳ(米GⅠ･芝10F)    
ペガサスワールドＣターフ招待Ｓ(米GⅠ･芝9.4F)

シャマルダル／欧州2歳牡馬チャンピオン  
仏ダービー（仏GⅠ・芝2100m） , 仏2000ギニー（仏GⅠ・芝1600m）, 
セントジェームズパレスS（英GⅠ・芝8F）, デューハーストS（英GⅠ・
芝7F）

テイクチャージブランディ／米国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・ダ8.5F）, 
スターレットS（米GⅠ・ダ8.5F）

カルペディエム／ブリーダーズフューチュリティ（米GⅠ・ダ8.5F）, 
ブルーグラスS（米GⅠ・ダ9F） 種牡馬

エイシンアポロン（USA）／4勝, マイルチャンピオンシップ（GⅠ・1600m）, 
京王杯2歳S（Jpn Ⅱ・1400m）, 
富士S（GⅢ・1600m）, 朝日杯フューチュリティS

（Jpn Ⅰ・1600m）2着 種牡馬
スズカコーズウェイ／6勝, 京王杯スプリングC（GⅡ・1400m）, 

朱雀S（1600万・1600m）etc. 種牡馬
エーシンジーライン（USA）／6勝・障3勝, 小倉大賞典
（GⅢ・1800m）, 朝日ChC（GⅢ・2000m）2着, 
名古屋大賞典（JpnⅢ・ダ1900m）3着 種牡馬

アスターペガサス（母の父：Trippi）
函館２歳Ｓ（GⅢ・1200ｍ）　

母 アルデバランライト  Aldebaran Light（USA）

2代母 アルタイル  Altair（USA）

【主な産駒】
キャノネイド／ケンタッキーダービー（米GⅠ）etc. 種牡馬

4代母 クイーンスクレ  Queen Sucree（USA）

【主な産駒】
エリモアメジスト／2勝
　【孫】
　エリモマキシム／7勝・障3勝, カシオペアS（L・1800m）, 

　新潟ジャンプS（J･GⅢ・障3250m）etc. 
　トウシンイーグル／5勝, シリウスS（ＧⅢ・ダ2000m）3着, 
　　船橋・ダイオライト記念（Jpn Ⅱ・ダ2400m）2着etc.

3代母 ステラーオデッセイ（USA）

父は米国で総合＆２歳リーディングサイアー,
母系は世界屈指の種牡馬ファミリー

血　統 Pedigree

父 ジャイアンツコーズウェイ  Giant’s Causeway

Giant's Causeway (USA)
ジャイアンツコーズウェイ

Storm Cat (USA)
ストームキャット

栗毛　1997

黒鹿毛　1983

Storm Bird

Terlingua

Rahy

イメンス (USA)

Bold Reasoning

My Charmer

Alydar

ステラーオデッセイ (USA)

Mariah's Storm (USA)
マライアズストーム

鹿毛　1991

Seattle Slew (USA)
シアトルスルー

黒鹿毛　1974

Altair (USA)
アルタイル

鹿毛　1991

Aldebaran Light(USA)
アルデバランライト

鹿毛　1996

Northern Dancer

South Ocean

Secretariat

Crimson Saint

Blushing Groom

Glorious Song

Roberto

Imsodear

Boldnesian

Reason to Earn

Poker

Fair Charmer

Raise a Native

Sweet Tooth

Northern Dancer

Queen Sucree

インブリーディング：Northern Dancer S4×M4　Bold Ruler S5×M5
　　　　　　　　　 Hail to Reason S5×M5

アベックフォルス（鎌ケ谷特別）、スズカデレヤ（豊前Ｓ）２着などが活躍！
地方競馬ではメルトが名古屋・名古屋記念（ダ1500m）優勝 重賞初制覇！

２０１９年米チャンピオンスプリンターのミトレはＢＣスプリントなどＧⅠ・４勝
父は米リーディングサイアー、母は名牝コスマーにさかのぼる活躍馬続出のファミリー

国 内 調 教 馬

海 外 調 教 馬

七戸種馬場 〒039-2501 
青森県上北郡七戸町荒熊内153 TEL 0176-62-2619　FAX 0176-62-6918

2023年種付条件・種付料（税込）（条件はP33参照）

 20万円 20万円

産駒誕生後支払産駒誕生後支払

23


