
黒鹿毛　2001年生バ　ゴ （FR）
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インブリーディング：Natalma M4×M5　Nearco S5×M5　Native Dancer M5×M5

血　統 Pedigree

種牡馬成績 Stud Record

競走成績 Race Record

クロノジェネシスが宝塚記念連覇 牝馬初のグランプリ３連覇達成！
ステラヴェローチェがGⅡ神戸新聞杯優勝 重賞2勝目を挙げる

父 ナシュワン  Nashwan（USA）

2～3歳時に英・仏で7戦6勝3着1回, 欧州3歳チャンピオン 
英ダービー（GⅠ）, 英2000ギニー（GⅠ）, エクリプスS（GⅠ）, 
KジョージVI&QエリザベスS（GⅠ）
【主な産駒】
スウェイン／欧州古馬チャンピオン  愛チャンピオンＳ（GⅠ）, 

ＫジョージVI&QエリザベスS（GⅠ）2回, コロネイションＣ（GⅠ）  種牡馬 
ワンデスタ／米芝牝馬チャンピオン  メイトリアークS（GⅠ）, 

サンタバーバラH（GⅠ）, サンタアナH（GⅠ） 
ワンソーワンダフル／英インターナショナルS（GⅠ）, 

サンチャリオットS（GⅡ） 
ナディア／サンタラリ賞（GⅠ）, 仏オークス（GⅠ）2着
アカーリド／フィリーズマイル（GⅠ）, 英1000ギニー（GⅠ）2着

母 ムーンライツボックス  Moonlight’s Box（USA）

不出走
【主な産駒】
マクシオス／ムーランドロンシャン賞（GⅠ），イスパーン賞（GⅠ）　種牡馬
ベータ／クリテリウムドヴィテッス（L）, カブール賞（GⅢ）2着, 
　アランベール賞（GⅢ）3着

2～3歳時に仏・英・米で9戦4勝, 仏2歳牝馬チャンピオン
モルニ賞（GⅠ）, サラマンドル賞（GⅠ）, 英1000ギニー（GⅠ）3着, 
カブール賞（GⅢ） 
【主な産駒】
デネボラ／仏2歳牝馬チャンピオン マルセルブサック賞（GⅠ）, 
　カブール賞（GⅢ）, フォレ賞（GⅠ）2着, モルニ賞（GⅠ）3着
ラヴィングカインドネス／カブール賞（GⅢ）, モルニ賞（GⅠ）3着
スネークマウンテン／クイーンズカウンティH（GⅢ）, 

スタイヴェサントH（GⅢ）, アケダクトH（GⅢ）
曾孫にエモリエント／アシュランドS（GⅠ）、アメリカンオークス（GⅠ）

2代母 クードジェニー  Coup de Genie（USA）

2～3歳時に仏・米で7戦4勝,
オマール賞（GⅢ）, マルセルブサック賞（GⅠ）3着
【主な産駒】
マキャヴェリアン／欧州2歳チャンピオン モルニ賞（GⅠ）, 

サラマンドル賞（GⅠ）, 英2000ギニー（GⅠ）2着   種牡馬
エグジットトゥノーホエア／ジャックルマロワ賞（GⅠ）, 

ミュゲ賞（GⅢ）, エドモンブラン賞（GⅢ）  種牡馬
ハイドロカリド（USA）／アスタルテ賞（GⅡ）, 仏1000ギニー（GⅠ）2着, 
　産駒に シンコウカリド（セントライト記念（GⅡ）），

孫に フィフティーワナー（USA）（アンタレスS（GⅢ）） 
オーシャンオヴウィズダム／ラロシェット賞（GⅢ）, 

仏グランクリテリウム（GⅠ）3着 種牡馬

3代母 クードフォリー  Coup de Folie（USA）

1着 凱旋門賞　Prix de l’Arc de Triomphe  …（GⅠ・芝2400m）
1着 パリ大賞典　Grand Prix de Paris ………（GⅠ・芝2000m）
1着 クリテリウムインターナショナル
 Criterium International  …………………（GⅠ・芝1600m）
1着 ジャンプラ賞　Prix Jean Prat ……………（GⅠ・芝1800m）
1着 ガネー賞　Prix Ganay ……………………（GⅠ・芝2100m）
1着 シェーヌ賞　Prix des Chenes  …………（GⅢ・芝1600m）
2着 タタソールズゴールドC　Tattersalls Gold Cup …（GⅠ・芝10.5F）
3着 凱旋門賞　Prix de l’Arc de Triomphe …（GⅠ・芝2400m）
3着 Kジョージ VI &QエリザベスS
　   King George VI & Queen Elizabeth S ………（GⅠ・芝12F）
3着 英インターナショナルS　International S  …（GⅠ・芝10.4F）
3着 サンクルー大賞典　Grand Prix de Saint-Cloud …（GⅠ・芝2400m）

欧州2歳・3歳牡馬チャンピオン

クロノジェネシス（母の父：クロフネ（USA））
有馬記念（GⅠ･2500m），宝塚記念（GⅠ･2200m） （2回），秋華賞（GⅠ･2000m），
京都記念（GⅡ･2200m），大阪杯（GⅠ･2000m)2着，ドバイシーマクラシック

（UAE GⅠ·芝2410m）2着，阪神ジュベナイルフィリーズ（GⅠ･1600m）2着，
有馬記念（GⅠ･2500m）3着，天皇賞（秋）（GⅠ･2000m）3着，
オークス（GⅠ･2400m）3着，桜花賞（GⅠ･1600m）3着，クイーンＣ（GⅢ･1600m）
ビッグウィーク（母の父：サンデーサイレンス（USA））

菊花賞（GⅠ・3000m）, 神戸新聞杯（GⅡ・2400m）3着，　　　
玄海特別（1000万・2000m）
ステラヴェローチェ（母の父：ディープインパクト）

神戸新聞杯（GⅡ・2200m），サウジアラビアロイヤルC（GⅢ・1600m），
朝日杯フューチュリティＳ（GⅠ・1600m）2着，日経新春杯（GⅡ・2200m）2着，
日本ダービー（GⅠ・2400m）3着，皐月賞 （GⅠ・2000m）3着
オウケンサクラ（母の父：リアルシャダイ（USA））

フラワーＣ（GⅢ・1800m），桜花賞（GⅠ・1600m）2着，
天皇賞・秋（GⅠ・2000m）4着，オークス（GⅠ・2400m）5着
コマノインパルス（母の父：フジキセキ）

京成杯（GⅢ・2000m）
クリスマス（母の父：ステイゴールド）

函館２歳Ｓ（GⅢ・1200m），函館スプリントＳ（GⅢ・1200m）3着，
阪神ジュベナイルフィリーズ（GⅠ・1600m）4着，
UHB賞（OP・1200m），Tvh杯（1600万・1200m）
トロワボヌール（母の父：サンデーサイレンス（USA））

船橋・クイーン賞（JpnⅢ・ダ1800m）2勝，川崎・スパーキングレディーカップ
（JpnⅢ・ダ1600m）， 盛岡・JBCレディスクラシック（JpnⅠ・ダ1800m）2着, 
大井・レディスプレリュード（JpnⅡ・ダ1800m）2着，大井・JBCレディス　　
クラシック（JpnⅠ・ダ1800m）3着，浦和・さきたま杯（JpnⅡ・ダ1400m）2着
アクティビューティ（母の父：ワツスルタツチ（USA））

船橋・クイーン賞（JpnⅢ・ダ1800m）, 金沢・JBCレディスクラシック
（JpnⅠ・ダ1500m）2着, 川崎・エンプレス杯（JpnⅡ・ダ2100m）
2着, 大井・レディスプレリュード（JpnⅡ・ダ1800m）2着, 船橋・
マリーンC（JpnⅢ・ダ1600m）2着, 船橋・クイーン賞（JpnⅢ・
ダ1800m）2着，大井・TCK女王盃（JpnⅢ・ダ1800m）2着・2回
タガノアザガル（母の父：アドマイヤベガ）

ファルコンS（ＧⅢ・1400ｍ），万両賞（500万・ダ1400m） 
ブラックバゴ（母の父：ステイゴールド）

京成杯(ＧⅢ・2000ｍ)２着，ホープフルS(GⅡ・2000m)３着， 
ＯＲＯカップ(岩手・芝1700m)

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

国 内 調 教 馬

出走国

2003（2歳） FR

FR・GB

FR・GB

JPN
IRE・USA

4 4 0 0

2005（4歳） 7 1 1 3

16 8 1 5

2004（3歳） 5 3 0 2

$ 228,321

$ 1,729,227

  $ 776,051

  $ 2,733,599計

獲得賞金1着 2着 3着出走回数

ミュゼゴースト（母の父：リアルシャダイ（USA））
ラジオNIKKEI賞（ＧⅢ・1800ｍ）2着，山藤賞（500万・2000m）
キボウノダイチ（母の父：ステイゴールド）

ラジオNIKKEI賞（GⅢ・1800m）3着
サカジロロイヤル（母の父：ブライアンズタイム（USA））

京阪杯（GⅢ・1200m）3着, 春雷S（L・1200m）, みちのくS（1600万・
1200m）, 高砂特別（1000万・1200m）, 開聞岳特別（1000万・1200m）
クイーンアルタミラ（母の父：コマンダーインチーフ（GB））
　新潟２歳Ｓ（ＧⅢ・1600ｍ）3着，織姫賞（500万・2000m）
トップウイナー（母の父：テイエムオペラオー）

プロキオンＳ（GⅢ・ダ1700m）2着，欅S(OP･ダ1400m)，
シドニートロフィー(3勝クラス･ダ1200m)
エスカーダ（母の父：オペラハウス（GB））

クリスマスローズS（OP・1200m）

後払受胎後支払後払受胎後支払

ク ロ ノ ジ ェ ネ シ ス がＧⅠ宝 塚 記 念 連 覇 、牝 馬 初 の グ ラ ン プ リ ３ 連 覇 達 成！
GⅡ神戸新聞杯など重賞２勝のステラヴェローチェはＧⅡ日経新春杯２着など活躍！

スズカトップバゴ（中京スポニチ賞　２勝クラス・芝1600m）、オシリスブレイン（２勝クラス・芝1200m）が活躍
父は名馬ナシュワン、祖母は仏２歳牝馬チャンピオン、祖母の全兄は名種牡馬マキャヴェリアン

2023年種付条件・種付料（税込）（条件はP3３参照）

 100万円 100万円
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Height of Fashion(FR)
ハイトオブファッション
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Nureyev(USA)

Coup de Genie(USA)
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Runaway Bride

Bustino

Highclere

Northern Dancer

Special

Mr. Prospector
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インブリーディング：Natalma M4×M5　Nearco S5×M5　Native Dancer M5×M5

血　統 Pedigree

種牡馬成績 Stud Record

競走成績 Race Record

クロノジェネシスが宝塚記念連覇 牝馬初のグランプリ３連覇達成！
ステラヴェローチェがGⅡ神戸新聞杯優勝 重賞2勝目を挙げる

父 ナシュワン  Nashwan（USA）

2～3歳時に英・仏で7戦6勝3着1回, 欧州3歳チャンピオン 
英ダービー（GⅠ）, 英2000ギニー（GⅠ）, エクリプスS（GⅠ）, 
KジョージVI&QエリザベスS（GⅠ）
【主な産駒】
スウェイン／欧州古馬チャンピオン  愛チャンピオンＳ（GⅠ）, 

ＫジョージVI&QエリザベスS（GⅠ）2回, コロネイションＣ（GⅠ）  種牡馬 
ワンデスタ／米芝牝馬チャンピオン  メイトリアークS（GⅠ）, 

サンタバーバラH（GⅠ）, サンタアナH（GⅠ） 
ワンソーワンダフル／英インターナショナルS（GⅠ）, 

サンチャリオットS（GⅡ） 
ナディア／サンタラリ賞（GⅠ）, 仏オークス（GⅠ）2着
アカーリド／フィリーズマイル（GⅠ）, 英1000ギニー（GⅠ）2着

母 ムーンライツボックス  Moonlight’s Box（USA）

不出走
【主な産駒】
マクシオス／ムーランドロンシャン賞（GⅠ），イスパーン賞（GⅠ）　種牡馬
ベータ／クリテリウムドヴィテッス（L）, カブール賞（GⅢ）2着, 
　アランベール賞（GⅢ）3着

2～3歳時に仏・英・米で9戦4勝, 仏2歳牝馬チャンピオン
モルニ賞（GⅠ）, サラマンドル賞（GⅠ）, 英1000ギニー（GⅠ）3着, 
カブール賞（GⅢ） 
【主な産駒】
デネボラ／仏2歳牝馬チャンピオン マルセルブサック賞（GⅠ）, 
　カブール賞（GⅢ）, フォレ賞（GⅠ）2着, モルニ賞（GⅠ）3着
ラヴィングカインドネス／カブール賞（GⅢ）, モルニ賞（GⅠ）3着
スネークマウンテン／クイーンズカウンティH（GⅢ）, 

スタイヴェサントH（GⅢ）, アケダクトH（GⅢ）
曾孫にエモリエント／アシュランドS（GⅠ）、アメリカンオークス（GⅠ）

2代母 クードジェニー  Coup de Genie（USA）

2～3歳時に仏・米で7戦4勝,
オマール賞（GⅢ）, マルセルブサック賞（GⅠ）3着
【主な産駒】
マキャヴェリアン／欧州2歳チャンピオン モルニ賞（GⅠ）, 

サラマンドル賞（GⅠ）, 英2000ギニー（GⅠ）2着   種牡馬
エグジットトゥノーホエア／ジャックルマロワ賞（GⅠ）, 

ミュゲ賞（GⅢ）, エドモンブラン賞（GⅢ）  種牡馬
ハイドロカリド（USA）／アスタルテ賞（GⅡ）, 仏1000ギニー（GⅠ）2着, 
　産駒に シンコウカリド（セントライト記念（GⅡ）），

孫に フィフティーワナー（USA）（アンタレスS（GⅢ）） 
オーシャンオヴウィズダム／ラロシェット賞（GⅢ）, 

仏グランクリテリウム（GⅠ）3着 種牡馬

3代母 クードフォリー  Coup de Folie（USA）

1着 凱旋門賞　Prix de l’Arc de Triomphe  …（GⅠ・芝2400m）
1着 パリ大賞典　Grand Prix de Paris ………（GⅠ・芝2000m）
1着 クリテリウムインターナショナル
 Criterium International  …………………（GⅠ・芝1600m）
1着 ジャンプラ賞　Prix Jean Prat ……………（GⅠ・芝1800m）
1着 ガネー賞　Prix Ganay ……………………（GⅠ・芝2100m）
1着 シェーヌ賞　Prix des Chenes  …………（GⅢ・芝1600m）
2着 タタソールズゴールドC　Tattersalls Gold Cup …（GⅠ・芝10.5F）
3着 凱旋門賞　Prix de l’Arc de Triomphe …（GⅠ・芝2400m）
3着 Kジョージ VI &QエリザベスS
　   King George VI & Queen Elizabeth S ………（GⅠ・芝12F）
3着 英インターナショナルS　International S  …（GⅠ・芝10.4F）
3着 サンクルー大賞典　Grand Prix de Saint-Cloud …（GⅠ・芝2400m）

欧州2歳・3歳牡馬チャンピオン

クロノジェネシス（母の父：クロフネ（USA））
有馬記念（GⅠ･2500m），宝塚記念（GⅠ･2200m） （2回），秋華賞（GⅠ･2000m），
京都記念（GⅡ･2200m），大阪杯（GⅠ･2000m)2着，ドバイシーマクラシック

（UAE GⅠ·芝2410m）2着，阪神ジュベナイルフィリーズ（GⅠ･1600m）2着，
有馬記念（GⅠ･2500m）3着，天皇賞（秋）（GⅠ･2000m）3着，
オークス（GⅠ･2400m）3着，桜花賞（GⅠ･1600m）3着，クイーンＣ（GⅢ･1600m）
ビッグウィーク（母の父：サンデーサイレンス（USA））

菊花賞（GⅠ・3000m）, 神戸新聞杯（GⅡ・2400m）3着，　　　
玄海特別（1000万・2000m）
ステラヴェローチェ（母の父：ディープインパクト）

神戸新聞杯（GⅡ・2200m），サウジアラビアロイヤルC（GⅢ・1600m），
朝日杯フューチュリティＳ（GⅠ・1600m）2着，日経新春杯（GⅡ・2200m）2着，
日本ダービー（GⅠ・2400m）3着，皐月賞 （GⅠ・2000m）3着
オウケンサクラ（母の父：リアルシャダイ（USA））

フラワーＣ（GⅢ・1800m），桜花賞（GⅠ・1600m）2着，
天皇賞・秋（GⅠ・2000m）4着，オークス（GⅠ・2400m）5着
コマノインパルス（母の父：フジキセキ）

京成杯（GⅢ・2000m）
クリスマス（母の父：ステイゴールド）

函館２歳Ｓ（GⅢ・1200m），函館スプリントＳ（GⅢ・1200m）3着，
阪神ジュベナイルフィリーズ（GⅠ・1600m）4着，
UHB賞（OP・1200m），Tvh杯（1600万・1200m）
トロワボヌール（母の父：サンデーサイレンス（USA））

船橋・クイーン賞（JpnⅢ・ダ1800m）2勝，川崎・スパーキングレディーカップ
（JpnⅢ・ダ1600m）， 盛岡・JBCレディスクラシック（JpnⅠ・ダ1800m）2着, 
大井・レディスプレリュード（JpnⅡ・ダ1800m）2着，大井・JBCレディス　　
クラシック（JpnⅠ・ダ1800m）3着，浦和・さきたま杯（JpnⅡ・ダ1400m）2着
アクティビューティ（母の父：ワツスルタツチ（USA））

船橋・クイーン賞（JpnⅢ・ダ1800m）, 金沢・JBCレディスクラシック
（JpnⅠ・ダ1500m）2着, 川崎・エンプレス杯（JpnⅡ・ダ2100m）
2着, 大井・レディスプレリュード（JpnⅡ・ダ1800m）2着, 船橋・
マリーンC（JpnⅢ・ダ1600m）2着, 船橋・クイーン賞（JpnⅢ・
ダ1800m）2着，大井・TCK女王盃（JpnⅢ・ダ1800m）2着・2回
タガノアザガル（母の父：アドマイヤベガ）

ファルコンS（ＧⅢ・1400ｍ），万両賞（500万・ダ1400m） 
ブラックバゴ（母の父：ステイゴールド）

京成杯(ＧⅢ・2000ｍ)２着，ホープフルS(GⅡ・2000m)３着， 
ＯＲＯカップ(岩手・芝1700m)

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

国 内 調 教 馬

出走国

2003（2歳） FR

FR・GB

FR・GB

JPN
IRE・USA

4 4 0 0

2005（4歳） 7 1 1 3

16 8 1 5

2004（3歳） 5 3 0 2

$ 228,321

$ 1,729,227

  $ 776,051

  $ 2,733,599計

獲得賞金1着 2着 3着出走回数

ミュゼゴースト（母の父：リアルシャダイ（USA））
ラジオNIKKEI賞（ＧⅢ・1800ｍ）2着，山藤賞（500万・2000m）
キボウノダイチ（母の父：ステイゴールド）

ラジオNIKKEI賞（GⅢ・1800m）3着
サカジロロイヤル（母の父：ブライアンズタイム（USA））

京阪杯（GⅢ・1200m）3着, 春雷S（L・1200m）, みちのくS（1600万・
1200m）, 高砂特別（1000万・1200m）, 開聞岳特別（1000万・1200m）
クイーンアルタミラ（母の父：コマンダーインチーフ（GB））
　新潟２歳Ｓ（ＧⅢ・1600ｍ）3着，織姫賞（500万・2000m）
トップウイナー（母の父：テイエムオペラオー）

プロキオンＳ（GⅢ・ダ1700m）2着，欅S(OP･ダ1400m)，
シドニートロフィー(3勝クラス･ダ1200m)
エスカーダ（母の父：オペラハウス（GB））

クリスマスローズS（OP・1200m）

後払受胎後支払後払受胎後支払

ク ロ ノ ジ ェ ネ シ ス がＧⅠ宝 塚 記 念 連 覇 、牝 馬 初 の グ ラ ン プ リ ３ 連 覇 達 成！
GⅡ神戸新聞杯など重賞２勝のステラヴェローチェはＧⅡ日経新春杯２着など活躍！

スズカトップバゴ（中京スポニチ賞　２勝クラス・芝1600m）、オシリスブレイン（２勝クラス・芝1200m）が活躍
父は名馬ナシュワン、祖母は仏２歳牝馬チャンピオン、祖母の全兄は名種牡馬マキャヴェリアン

2023年種付条件・種付料（税込）（条件はP3３参照）

 100万円 100万円
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