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　本年もインゼルサラブレッドクラブのカタログを手に取って戴いた皆さ
ま、誠にありがとうございます。昨年は手探りの中でスタートした初年度
の募集でしたが、想像を遥かに超える反響を戴きまして、これもひとえに
会員さまのご支援、関係者の皆さまのお力添えあっての賜物です。ス
タッフ一同を代表し、感謝申し上げます。

　早くも1年が経ち、2022年度の募集を迎えました。おかげ様で当クラ
ブ1期生となった募集馬たちが各地でデビューしてくれています。6月の
函館でデビューしたクリダームがデビュー戦を武豊騎手を背に快勝し、
クラブの初出走、初勝利を飾ってくれました。その後の函館2歳ステー
クスでも2着と好走、オープン入り。7月の札幌ではアンテロースがデ
ビュー2戦目で勝ち上がるなど、素晴らしいスタートになったと思います。
競走用馬ファンドを運用するにあたり、一つ一つ丁寧に勝ち星を重ね
ていくことはもちろんのこと、より大きな舞台での活躍を求められること
は言うまでもありません。しっかりと結果を残していけるよう、関係各所と
密に連携し、スタッフ一丸となって「会員さまファースト」を貫く所存です。

　今年の募集馬も社台ファームさま、ノーザンファームさま、クールモア
スタッドさま、三嶋牧場さま、日高地方の優秀な牧場の方々などから多
岐にわたる良血馬の御提供を賜りました。多種多様な募集馬がライン
ナップされた、このカタログを読み進むうちに、皆さまの期待感はぐっと高
まリ、貴重な競走馬と出会える機会を御提供できることをお約束します。
そして1年後、会員さまと直接喜びをわかち合えることを信じてやみませ
ん。厳しい制限がかけられてきたコロナ禍で立ち上がったクラブであるか
らこそ、動画や写真の提供はもちろんのこと、時代に即したサービスの
提供を検討し、進化していく必要性を感じています。会員さまのニーズ
に迅速にお応えできるよう、おもてなしの心でサービスを追求していきた
いと思っております。インゼルサラブレッドクラブにご期待ください。

株式会社インゼルサラブレッドクラブ 代表取締役　大住拓哉
株式会社インゼルレーシング 代表取締役　松島悠衣

Greeting
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What's
INSEL

インゼルサラブレッドクラブでは独自のネットワークで、

世界中で活躍馬を輩出するトップブリーダーとの連携により、

魅力ある良血馬の提供を可能としています。

今年度のラインナップは、社台ファーム様、ノーザンファーム様、

三嶋牧場様、日高地方の優秀な牧場の方々からセレクトされた

質の高い競走馬の提供を戴きました。

また、アイルランドを本拠地として活躍するクールモアスタッドからも

競走馬の提供を受け、日本のみならず世界の大舞台で

活躍出来る競走馬の輩出を目標とし、

皆様とハイレベルな夢を分かち合いたいと考えています。

世界で活躍する
トップブリーダーとの連携

初年度から大好評を戴いた、人気種牡馬の産駒がワンパッケージになった

オリジナル商品「Insel Fun Fund（インゼルファンファンド）」が、

今年度は全頭パッケージになります。

競馬に少しでも興味のある方々へリーズナブルな出資金額で、

愛馬を応援する機会を増やし、毎週末の競馬ライフを

より楽しいものにして戴きたいと考えています。

ロードカナロア、エピファネイア、シルバーステート、ブリックスアンドモルタル、

リアルスティール、キズナなど、リーディングサイアー上位に名を連ねる

人気種牡馬や新種牡馬の産駒はもちろん、

世界でも注目されているジャスティファイ、ゴールデンホーンの産駒など、

全ての産駒がワンパッケージになった魅力ある商品となっています。

「Insel Fun Fund（インゼルファンファンド）2022」にご期待ください。

競馬を身近なものに

サラブレッドをレースに出場させることで

生業を営んでいるクラブ法人として競馬界の

持続可能性と向き合うことは責務ではないかと考えております。

競走馬のセカンドライフを支援する団体様への寄付活動や、

多くの競馬界関係者様と意見交換をさせていただきながら、

「競走馬を大切にするサイクル」を考え、

持続可能性に向けたアクションを実践していきます。

競馬界における
持続可能性の追求
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6/12（日）函館 2歳新馬　芝1200m　1着

クリダーム（牡2）

父・ハーツクライ　

母・ブーケトウショウ

母の父・サクラバクシンオー

厩舎：栗東・須貝尚介

生産：杵臼牧場

01

6/12（日）函館 2歳新馬　芝1200m　パドック 7/16（日）函館 函館2歳ステークス（GⅢ）芝1200m　2着

2021年募集馬が、早くも競馬場で活躍を見せています。

インゼルサラブレッドクラブ初出走となった6月12日（日）2歳

新馬（函館・芝1200m）にてクリダーム（武豊騎手騎乗）が

勝利をあげ、クラブ初出走・初勝利となり、これ以上ない滑り

出しとなりました。

その後、函館2歳S（GⅢ）に挑戦し2着と好走。はやくも重賞

戦線で活躍しています。

また、アンテロースが7月23日（土）にクラブ2勝目をあげ、続く

コスモス賞（2歳OP）で4着と健闘しました。

この後もインゼルサラブレッドクラブ初年度募集馬たちが、

続々とデビューを迎えます。

INSEL 2021 募集馬デビュー！

Debut
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アンテロース（牡2）

父・モーリス　

母・シャブリ

母の父・ディープインパクト

厩舎：栗東・岡田稲男

生産：桑田牧場

02

シュバルツガイスト（牡2）

父・キタサンブラック

母・フリーティングスピリット

母の父・Invincible Spirit

厩舎：美浦・国枝栄

生産：ノーザンファーム

03

シュニー（牝2）

父・マインドユアビスケッツ

母・チカリータ

母の父・クロフネ

厩舎：栗東・⼩崎憲

生産：ノーザンファーム

05

フォミルマジック（牝2）

父・Saxon Warrior

母・Bewitched

母の父・Dansili

厩舎：栗東・藤原英昭

生産：Coolmore Stud（IRE）
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7/23（土）札幌 2歳未勝利　芝1800m　1着

8/27（土）札幌 2歳新馬　5着

7/24（日）札幌 2歳新馬　芝1800m　7着

8/7（日）新潟 2歳新馬　芝1600m　15着

※8月28日時点 5
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募集馬一覧

募集要項

募集馬の手術歴等

募集要項

（500口）

（Insel Fun Fund 2022）

2022 LINE UP
募集
NO. 募集馬名 父 性別 毛色 生年月日

（2021年） 総額 一口価格 募集
口数 厩舎 所属 10口

商品 IFF

22-01 ヴィニーの21 ロードカナロア 牡 黒鹿 1/19 5,500万円 110,000円 500口 池江泰寿 栗東 10口

22-02 チカリータの21 ロードカナロア メス 芦 3/13 4,000万円 80,000円 500口 小崎憲 栗東 ─

22-03 外  ローリーポーリーの21 Justify メス 鹿 2/24 12,500万円 250,000円 500口 蛯名正義 美浦 10口

22-04 テルアケリーの21 シルバーステート メス 鹿 5/4 9,200万円 184,000円 500口 友道康夫 栗東 10口

22-05 ゴルトキルシェの21 レッドファルクス 牡 鹿 2/17 1,800万円 36,000円 500口 大久保龍志 栗東 ─

22-06 サラフィナの21 ブリックスアンドモルタル 牡 鹿 2/22 6,000万円 120,000円 500口 友道康夫 栗東 ─

22-07 マーブルカテドラルの21 エピファネイア メス 黒鹿 3/27 3,500万円 70,000円 500口 松永幹夫 栗東 ─

22-08 レトⅡの21 エピファネイア 牡 黒鹿 4/28 5,000万円 100,000円 500口 国枝栄 美浦 ─

22-09 スカイダイヤモンズの21 リアルスティール メス 鹿 1/13 3,600万円 72,000円 500口 鹿戸雄一 美浦 ─

22-10 エレクトラムの21 リアルスティール メス 鹿 2/23 2,800万円 56,000円 500口 手塚貴久 美浦 ─

22-11 外  ラルクの21 Golden Horn 牡 鹿 4/13 3,000万円 60,000円 500口 松永幹夫 栗東 ─

22-12 外  ダンシングオンエアの21 Saxon Warrior 牡 鹿 3/19 4,200万円 84,000円 500口 四位洋文 栗東 ─

22-13 外  ヤンキーブライトの21 Practical Joke メス 栗 2/14 2,600万円 52,000円 500口 森秀行 栗東 ─

22-14 ユイフィーユの21 レイデオロ 牡 鹿 2/24 4,000万円 80,000円 500口 武幸四郎 栗東 10口

22-15 シャブリの21 エピファネイア メス 青鹿 2/2 2,800万円 56,000円 500口 岡田稲男 栗東 ─

22-16 アルーリングハートの21 ブリックスアンドモルタル メス 栗 3/13 1,500万円 30,000円 500口 須貝尚介 栗東 ─

22-17 エルパンドールの２１ エピファネイア メス 鹿 2/16 2,000万円 40,000円 500口 石橋守 栗東 ─

22-18 ムーンライトベイの21 キズナ メス 鹿 3/21 3,000万円 60,000円 500口 渡辺薫彦 栗東 ─

22-19 モーニングリズの21 キタサンブラック 牡 黒鹿 3/30 2,800万円 56,000円 500口 清水久詞 栗東 ─

22-20 ヤマンの21 ドレフォン 牡 栗 3/25 2,600万円 52,000円 500口 小崎憲 栗東 ─

全頭歩様動画

・募集馬／2021年生産の1歳馬（来年6月以降にデビュー予定）
・募集頭数／20頭（関東入厩馬4頭、関西入厩馬16頭）
・1頭の口数／500口
・1口の金額／3万円〜25万円
・1頭の総額／1,500万円〜12,500万円
・お支払方法／一括払い（2%のポイントバック）※先行募集による出資申込みに限ります。
　　　　　　 分割払い（最長7回払い）※10口商品出資時のみ
・金額には消費税相当が含まれています。
・入厩予定先の厩舎は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
・募集方法については別項にてご案内いたします。
※分割回数は出資申込日により自動的に決定されます。なお、分割払いは2023年4月9日までのお申込みとさせていただきます。

・募集馬／2022年度インゼル募集馬
・募集頭数／20頭
・1口の金額／16,480円
・お支払方法／一括払い
・金額には消費税相当が含まれています。
・入厩予定先の厩舎は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
・募集方法については別項にてご案内いたします。

募集No.22-07マーブルカテドラルの21は、2022年1月12日に左飛節OCD手術を行っております。
募集No.22-12 外  ダンシングオンエアの21は、2022年5月11日に右飛節OCD手術を行っております。

OCD：離断性骨軟骨症（Osteochondritis Dissecans）のことで、主に2歳以下の若駒に起こりやすく、関節（主に飛節、球節、後膝、肩）の軟骨から軟骨片が剥
離し、炎症、関節液が増えることで関節の腫脹が起きる症状です。関節鏡手術による軟骨片摘出、増量した関節液を抜いた後にヒアルロン酸を注入するなどで予
後は良好で、早い段階で処置すれば、術後も競走能力に影響を及ぼさないとされています。

※先行募集では、1頭につき最大5口までのお申込みとさせていただきます。
※2022年度募集馬のうち4頭の各募集口数（500口）の40%（200口）の口数は、10口を1つの商品として販売します。 

なお、先行募集では1頭につき最大3つまでのお申込みとさせていただきます。詳しくはP59「出資イメージ」をご確認ください。
※2022年度募集馬全頭の各募集口数（500口）の5%（25口）の口数は、Insel Fun Fund 2022として販売します。

：Insel Fun Fund 2022該当馬

10口：10口商品該当馬
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母

｜
｜

｜
｜
｜

四代母

曽祖母

祖母

母の父

Mr. Prospector：4S×5D

ロードカナロア
鹿　2008

キングカメハメハ
鹿　2001

ヴィニー
鹿　2014

ディープインパクト
鹿　2002

レディブラッサム
鹿　1996

*コケレール
Coquerelle
鹿　2004

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

*ラストタイクーン

Pilot Bird

Storm Bird

Terlingua

Cormorant

Super Luna

*サンデーサイレンス

Storm Cat

Zamindar

*マンファス

*ウインドインハーヘア

*サラトガデュー

Cracovie

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Gone West

Zaizafon

Caerleon

Luth de Saron (22)

ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】キセキ（菊花賞-G1），ブロウアウト（ファースト レイ
ディＳ-G1），アリストテレス（アメリカＪＣＣ-G2），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），ワン
ダフルタウン（青葉賞-G2），アンドヴァラナウト（ローズＳ-G2），ファンタジスト（京王杯２歳Ｓ 
-G2），ルークズネスト（ファルコンＳ-G3），プレサージュリフト（クイーンＣ-G3）

ヴィニー（14 ディープインパクト）１勝。産駒
ドルヴァル（20 牡 鹿 ロードカナロア）未出走

*コケレール Coquerelle（04 Zamindar）愛国産，仏４勝，サンタラリ賞-G1，北
米入着，クイーン エリザベス二世チャレンジ カップＳ-G1３着。産駒
ラヴィエベール（牡 ディープインパクト）３勝，日高特別
カルカソンヌ Carcassonne（牝 Montjeu）不出走。産駒

マグノリア Magnolea（牝 Acclamation）仏２勝，Prix Casimir Delama-
rre-L２着，クロエ賞-G3３着，Prix des Lilas-L３着，Prix Petite Etoile 
-L３着

クラコヴィー Cracovie（96 Caerleon）仏入着。産駒
スプリング マスター Spring Master：仏２勝，リス賞-G3，Prix de l'Avre-L２着
クリームケイク Creamcake：仏２戦。産駒

グレイ ミステール Grey Mystere：仏１勝，Grand Criterium de Borde-
aux-L２着

クラコヴィア Crackovia：仏１勝。産駒
ヴィクトリア プラカ Victoria Placa：スウェーデン２勝，Lanwades Stud S，

独入着，Grosser Preis der Stadtsparkasse Dusseldorf-L２着，Gros-
ser Preis der Burckhardt Gruppe-L３着

ウイニング シークエンス Winning Sequence：仏１勝。産駒
フィユシャ Fiuise：不出走。産駒

バービル Barbill：英３勝，Doncaster S-L２着，コーンウォリスＳ-G3３着，
愛１勝，仏１勝，Prix Yacowlef-L，Prix de la Vallee d'Auge-L２着

リュート ド サロン Luth de Saron（77 Luthier）仏４勝，マルレ賞-G2，ヴァン
トー賞-G3，ノネット賞-G3３着，仏オークス-G1４着。ロワ ノルマン Roi Normand
（サンセットＨ-G1，アークラテクスＨ-G3），トランポリ Trampoli（ロング アイランド
Ｈ-G2），リュート ダンサー Luth Dancer（リス賞-G3）の母

Pedigree

歩様動画 ▶▶

Details

Family Line

Comment 調教師コメント

Blood 血統情報

Body 馬体情報

01

父

母

母の
父

ロ
ー
ド
カ
ナ
ロ
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× 

ヴ
ィ
ニ
ー

　
［
牡
］

01ヴィニーの21 1口 110,000円 全500口／総額：5,500万円

ロードカナロア

ヴィニー

ディープインパクト

2021年1月19日生牡 黒鹿毛

VIGNY 21

ノーザンファーム産 ノーザンファーム育 池江泰寿調教師（栗東）厩

IFF

ヴィニーの21
牡／黒鹿毛／2021.1.19

父の産駒の特徴である均整の取れた骨格に腰
部分を覆う雄大な筋肉の持ち主です。本馬は
誕生した時から牧場で非常に高い評価を得て
おり、全兄ドルヴァルと比較して、同様に骨量も
豊富で安定感抜群と感じています。バランスの
良いフレームを備えつつ、1月生まれでもあるた
め、すらりと伸びた脚と筋肉にも張りがあり引き
締まっています。肩の出もスムーズで、常歩では
体幹が優れているため、中心がぶれることなく
安定感のある歩様を見せています。また前肢は
もちろん、後肢の蹴り出す捌きの運動性が良い
ので動きに無駄がありません。昼夜放牧では運
動量も多く、並みはずれた体力と丈夫さも兼ね
備え、スピード・パワー・切れの三拍子が揃っ
た動きを見せています。芝の王道路線での活躍
を見込んでおり、回転の速いフットワークで競争
相手を置き去りにする姿を期待してやみません。

◎母ヴィニーはGⅠサンタラリ賞（芝2,000m）
の勝ち馬であるコケレールを母に持つ良
血。

◎父ロードカナロア、母の父ディープインパ
クトの組み合わせは、GⅡ京王杯2歳S（芝
1,400m）の勝ち馬ファンタジストやGⅠ皐
月賞（芝2,000m）4着のアドマイヤハダル
など。

◎父系キングカメハメハと母の父ディープイ
ンパクトの組み合わせは、GⅠ菊花賞（芝
3,000m）の勝ち馬キセキやGⅡ青葉賞

（芝2,400m）の勝ち馬ワンダフルタウン
など。

兄ドルヴァルと雰囲気が似ており、重苦しい
ところはまったくなく、父と母の配合で非常
に品の良い馬ですね。スピードとパワーを兼
ね備えているので、芝のマイルから2000ｍ
での活躍を期待しており、大物に育つ可能
性を秘めています。

10口
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募集馬ページの見方

① 募集馬には名前がついておらず母馬名及び生年で表示され
ています。馬名は2023年春頃決定いたします。

② 募集馬価格には消費税相当額が含まれています。
③ 生産牧場、育成牧場、入厩先
　 （育成牧場、入厩先は変更になる場合がございます。）
④ 募集馬写真撮影（2022年7月4日〜8月5日）
⑤ 馬体情報
⑥ 血統情報
⑦ 調教師コメント
⑧ Insel Fun Fund 2022該当馬
⑨ 10口商品該当馬
⑩ 募集馬歩様動画
⑪  ブラックタイプ

母系を把握していただくためにブラックタイプ方式を採用しております。母、祖母、曽祖母、四代母…と母系を紐解き、その近親（子孫）にどのような馬が
いたか、その馬がどのような活躍を遂げたかを見やすく表にしたもので、馬名の書体によって、以下のように区分されます。

❶ ❷
❸

❺

❹

⓫

❽❾

❿

❻

❼

鼻
び

梁
りょう

項
うなじ

首

背 腰
ひばら

尻

トモ

尾

胸
肩

目

蹄
てい

冠
かん

飛
ひ

節
せつ

口
こう

角
かく

繋
つなぎ

鼻
び

孔
こう

管
かん

キ甲
こう

球
きゅう

節
せつ

脛
すね

蹄
ひづめ

中央 地方 海外
極太字

（例） ヴィニー
重賞競走及び、International Catalog 
uing Standards Book（以下ICSB）掲
載のL/LRレース勝馬。

ダートグレード（以下DG）競走の勝馬。 DG
競走導入（1997年4月）以前の南関東重
賞、東海三大競走（東海ダービー、東海菊
花賞、東海桜花賞）及び、その他の主要競
走（1着賞金3000万円以上）の勝馬。

国際G1·2·3及び、加（カナダ）ローカルG
レース（G制度導入以前のこれらに準ず
るレースも含む）の勝馬。ICSBのパートⅠ
に掲載されるL/LRレースとそれに準ずる
北米ステークスの勝馬。

中太字
（例） ヴィニー

オープン特別競走（1984年以降の平地
競走でICSBに未掲載のレース）の勝馬。
上記競走（極太字対象レース）の2·3着馬。

DG競走2·3着馬。上記以外の主要競走
（1着賞金1000万円以上）の勝馬。

国際G1·2·3及び、加ローカルGレース2
〜4着馬。ICSBのパートⅠに掲載される
L/LRレースと、それに準ずる北米ステー
クスの2·3着馬。

太字
（例） ヴィニー

条件特別競走（平地）の勝馬。オープン
特別競走の2·3着馬。重賞競走の4·5着
馬。平地4勝以上の馬。障害オープン特
別競走勝馬。障害レース3勝以上の馬。

DG競走4·5着馬。DG競走導入以前の
南関東重賞、東海三大競走及び、その
他の主要競走（1着賞金3000万円以
上）の2·3着馬。前記以外の重賞競走
の勝馬。

ICSBのパートⅡ·Ⅲに掲載される競走の
勝馬。その他主要競走（平地）の勝馬。

細字
（例） ヴィニー

その他の馬。

【馬体の見方】※各馬の競走成績は2022年8月14日までを収録致しました。
※その他のデータ表記は以下の様になっています。

血統欄の＊は輸入馬。現は現役馬、交は中央所属馬の地方で
の交流競走における成績。競走馬名の後のレース名は主な優
勝レース。G1·G2·G3は国内外の国際格付を得た競走（国際G
レース）。JPN1·JPN2·JPN3は国内（中央・地方）のICSB掲載
競走のうちパートⅡ時のローカルグレード格付け、及び、パートⅠ時
の国際格付を得ていないJpn格の競走。CAN1·CAN2·CAN3
はカナダのローカルGレース（1978年〜98年）。Lは上記以外の
国内及び、海外（パートⅠ）のICSB掲載競走。OPは国内（中央）
のL格付けを得ていない平地オープン特別競走（1984年以降）。
母馬の直仔の馬名に続く（ ）内は（生年 性別 毛色 父馬名）。
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Mr. Prospector：4S×5D

ロードカナロア
鹿　2008

キングカメハメハ
鹿　2001

ヴィニー
鹿　2014

ディープインパクト
鹿　2002

レディブラッサム
鹿　1996

*コケレール
Coquerelle
鹿　2004

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

*ラストタイクーン

Pilot Bird

Storm Bird

Terlingua

Cormorant

Super Luna

*サンデーサイレンス

Storm Cat

Zamindar

*マンファス

*ウインドインハーヘア

*サラトガデュー

Cracovie

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Gone West

Zaizafon

Caerleon

Luth de Saron (22)

Pedigree

父

母

母の
父

01ヴィニーの21
ロードカナロア

ヴィニー

ディープインパクト

2021年1月19日生牡 黒鹿毛

VIGNY 21

ヴィニーの21
牡／黒鹿毛／2021.1.19
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母

｜
｜

｜
｜
｜

四代母

曽祖母

祖母

母の父 ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】キセキ（菊花賞-G1），ブロウアウト（ファースト レイ
ディＳ-G1），アリストテレス（アメリカＪＣＣ-G2），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），ワン
ダフルタウン（青葉賞-G2），アンドヴァラナウト（ローズＳ-G2），ファンタジスト（京王杯２歳Ｓ 
-G2），ルークズネスト（ファルコンＳ-G3），プレサージュリフト（クイーンＣ-G3）

ヴィニー（14 ディープインパクト）１勝。産駒
ドルヴァル（20 牡 鹿 ロードカナロア）未出走

*コケレール Coquerelle（04 Zamindar）愛国産，仏４勝，サンタラリ賞-G1，北
米入着，クイーン エリザベス二世チャレンジ カップＳ-G1３着。産駒
ラヴィエベール（牡 ディープインパクト）３勝，日高特別
カルカソンヌ Carcassonne（牝 Montjeu）不出走。産駒

マグノリア Magnolea（牝 Acclamation）仏２勝，Prix Casimir Delama-
rre-L２着，クロエ賞-G3３着，Prix des Lilas-L３着，Prix Petite Etoile 
-L３着

クラコヴィー Cracovie（96 Caerleon）仏入着。産駒
スプリング マスター Spring Master：仏２勝，リス賞-G3，Prix de l'Avre-L２着
クリームケイク Creamcake：仏２戦。産駒

グレイ ミステール Grey Mystere：仏１勝，Grand Criterium de Borde-
aux-L２着

クラコヴィア Crackovia：仏１勝。産駒
ヴィクトリア プラカ Victoria Placa：スウェーデン２勝，Lanwades Stud S，

独入着，Grosser Preis der Stadtsparkasse Dusseldorf-L２着，Gros-
ser Preis der Burckhardt Gruppe-L３着

ウイニング シークエンス Winning Sequence：仏１勝。産駒
フィユシャ Fiuise：不出走。産駒

バービル Barbill：英３勝，Doncaster S-L２着，コーンウォリスＳ-G3３着，
愛１勝，仏１勝，Prix Yacowlef-L，Prix de la Vallee d'Auge-L２着

リュート ド サロン Luth de Saron（77 Luthier）仏４勝，マルレ賞-G2，ヴァン
トー賞-G3，ノネット賞-G3３着，仏オークス-G1４着。ロワ ノルマン Roi Normand
（サンセットＨ-G1，アークラテクスＨ-G3），トランポリ Trampoli（ロング アイランド
Ｈ-G2），リュート ダンサー Luth Dancer（リス賞-G3）の母

歩様動画 ▶▶

Details

Family Line

Comment 調教師コメント

Blood 血統情報

Body 馬体情報

01

ロ
ー
ド
カ
ナ
ロ
ア 

× 

ヴ
ィ
ニ
ー
　［
牡
］

1口 110,000円 全500口／総額：5,500万円

ノーザンファーム産 ノーザンファーム育 池江泰寿調教師（栗東）厩

IFF

父の産駒の特徴である均整の取れた骨格に腰
部分を覆う雄大な筋肉の持ち主です。本馬は
誕生した時から牧場で非常に高い評価を得て
おり、全兄ドルヴァルと比較して、同様に骨量も
豊富で安定感抜群と感じています。バランスの
良いフレームを備えつつ、1月生まれでもあるた
め、すらりと伸びた脚と筋肉にも張りがあり引き
締まっています。肩の出もスムーズで、常歩では
体幹が優れているため、中心がぶれることなく
安定感のある歩様を見せています。また前肢は
もちろん、後肢の蹴り出す捌きの運動性が良い
ので動きに無駄がありません。昼夜放牧では運
動量も多く、並みはずれた体力と丈夫さも兼ね
備え、スピード・パワー・切れの三拍子が揃っ
た動きを見せています。芝の王道路線での活躍
を見込んでおり、回転の速いフットワークで競争
相手を置き去りにする姿を期待してやみません。

◎母ヴィニーはGⅠサンタラリ賞（芝2,000m）
の勝ち馬であるコケレールを母に持つ良
血。

◎父ロードカナロア、母の父ディープインパ
クトの組み合わせは、GⅡ京王杯2歳S（芝
1,400m）の勝ち馬ファンタジストやGⅠ皐
月賞（芝2,000m）4着のアドマイヤハダル
など。

◎父系キングカメハメハと母の父ディープイ
ンパクトの組み合わせは、GⅠ菊花賞（芝
3,000m）の勝ち馬キセキやGⅡ青葉賞

（芝2,400m）の勝ち馬ワンダフルタウン
など。

兄ドルヴァルと雰囲気が似ており、重苦しい
ところはまったくなく、父と母の配合で非常
に品の良い馬ですね。スピードとパワーを兼
ね備えているので、芝のマイルから2,000ｍ
での活躍を期待しており、大物に育つ可能
性を秘めています。

10口
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Nureyev 5S×4D, Northern Dancer 5S×5D

ロードカナロア
鹿　2008

キングカメハメハ
鹿　2001

チカリータ
芦　2013

*クロフネ
Kurofune
芦　1998

レディブラッサム
鹿　1996

サルスエラ
青　2005

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

*ラストタイクーン

Pilot Bird

Storm Bird

Terlingua

Cormorant

Super Luna

*フレンチデピュティ

Storm Cat

マンハッタンカフェ

*マンファス

*ブルーアヴェニュー

*サラトガデュー

*ハルーワソング

Deputy Minister

Mitterand

Classic Go Go

Eliza Blue

*サンデーサイレンス

*サトルチェンジ

Nureyev

Morn of Song (12)

Pedigree

父

母

母の
父

02チカリータの21
ロードカナロア

チカリータ

クロフネ

2021年3月13日生メス 芦毛

CHIKARITA 21

チカリータの21
メス／芦毛／2021.3.13
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母

母の父

｜

｜

｜
｜　｜
｜　｜
｜
｜　｜
｜
｜
｜

曽祖母

祖母

*クロフネは米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート-JPN1。【ＢＭＳ：
主な産駒】クロノジェネシス（有馬記念-G1，宝塚記念-G1 ２回，秋華賞-G1），ノームコア

（香港Ｃ-G1，ヴィクトリアマイル-G1），レイパパレ（大阪杯-G1），ノーヴァレンダ（全日本２
歳優駿-JPN1），プラダリア（青葉賞-G2），リオンリオン（青葉賞-G2），シャイニングレイ（ホ
ープフルＳ-G2），カラフルデイズ（関東オークス-JPN2），ベンジニ（ＢＲＣブリスベンＣ-G2）

チカリータ（13 *クロフネ）２勝。産駒
シュニー（20 牝 芦 *マインドユアビスケッツ）未出走
サルスエラ（05 マンハッタンカフェ）不出走。産駒

ヴェルステルキング（牡 サクラバクシンオー）５勝，白秋Ｓ，心斎橋Ｓ，山陽特別
リーブルミノル（牡 キングカメハメハ）２勝，アザレア賞，○現
トロハ（牝 *ワークフォース）２勝，東海（公）２勝
ラバピエス（牡 *タートルボウル）２勝

*ハルーワソング Halwa Song（96 Nureyev）米国産，不出走。産駒
マーティンボロ：７勝，新潟記念-G3，中日新聞杯-G3，飛鳥Ｓ，小倉記念-G3２着，同

５着。種牡馬
フレールジャック：４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3，西宮Ｓ，ニューイヤーＳ-L２着，神戸

新聞杯-G2３着，鳴尾記念-G3４着
ベルディーヴァ：３勝，醍醐特別，淀短距離Ｓ-L３着
ハルーワスウィート：５勝。産駒
シュヴァルグラン：７勝，ジャパンＣ-G1，同３着，阪神大賞典-G2，同２着，アルゼ

ンチン共和国杯-G2，オリオンＳ，天皇賞（春）-G1２着（２回），同３着，有馬記
念-G1３着（２回），UAE入着，ドバイ シーマ クラシック-G1２着。種牡馬

ヴィブロス：最優秀古牝馬，３勝，秋華賞-G1，府中牝馬Ｓ-G2２着，UAE１勝，
ドバイ ターフ-G1，同２着（２回），香港入着，香港マイル-G1２着

ヴィルシーナ：５勝，ヴィクトリアマイル-G1（２回），クイーンＣ-G3，エリカ賞，オーク
ス-G1２着，桜花賞-G1２着，秋華賞-G1２着，エリザベス女王杯-G1２着，
ローズＳ-G2２着，宝塚記念-G1３着。ブラヴァス（新潟記念-G3）の母

ラプソディーア：３勝，小豆島特別，白藤賞
スペードエース：２勝，アルメリア賞
ラスティングソング：入着，兵庫（公）１勝。産駒
インヴィクタ：２勝，梅花賞，若葉Ｓ-L３着

歩様動画 ▶▶

Details

Family Line

Comment 調教師コメント

Blood 血統情報

Body 馬体情報

02

ロ
ー
ド
カ
ナ
ロ
ア 

× 

チ
カ
リ
ー
タ
　［
メ
ス
］

1口 80,000円 全500口／総額：4,000万円

ノーザンファーム産 ノーザンファーム育 小崎憲調教師（栗東）厩

IFF

ダートを中心に堅実に走った母の2番仔にな
ります。落ち着いた性格を伝える父を配合し
たことで、競走年齢に達した頃には、より実
戦に適した性格へと変貌を遂げるはずです。
体高は低いながらも、エンジンである筋肉量
が豊富で牝馬とは思えないほどの質量を
誇っています。普段の常歩から前進気勢が強
く感じられ、オンとオフの切り替えもうまくで
きています。放牧地ではひとたび動き出すと
バネを感じさせ、ストライドの伸びた走りで他
馬を凌ぐ勢いがあります。一旦スイッチが入る
ことで、豊かなスピードを示すのは間違いな
く、父と母との配合がマッチしたといえるで
しょう。手先の軽さは申し分なく、芝、ダート
を問わず、最大の長所が活きる短距離からマ
イル戦が主戦場になると考えられ、鞍上の指
示に素早く反応して勝ち星を積み重ねます。

◎母チカリータは27戦中13連対と無類の安
定感でダートの1,400m～1,800mを中心
に活躍。

◎父ロードカナロアと母の父クロフネの組み
合わせは、GⅢ京阪杯2着などGⅢ2着3回
の実績をもつカレンモエなど。

◎父系キングカメハメハと母の父クロフネの
組み合わせは、GⅠオークス（芝2,400m）
2着のリリーノーブルやGⅡセントライト記
念（芝2,200m）の勝ち馬リオンリオンな
ど。

◎曽祖母ハルーワソングはGⅠ馬シュヴァル
グランやヴィブロス、ヴィルシーナの母ハ
ルーワスウィートを輩出。

本馬を当歳時から見ていますが、どちらか
と言えば母親に似ています。父がロードカナ
ロアに変わって幅のある馬に育っており、窮
屈なところもありません。スピードを前面に
押し出すと思われ、芝・ダート兼用でコンス
タントに走れるタイプです。
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Mr. Prospector 4S×5D, Storm Cat 5S×4D, Northern Dancer 4D×5D

ジャスティファイ
Justify
栗　2015

スキャットダディ
Scat Daddy
黒鹿　2004

ローリーポーリー
Roly Poly
鹿　2014

ウォーフロント
War Front
鹿　2002

ステイジマジック
Stage Magic
栗　2007

ミスティフォーミー
Misty For Me
鹿　2008

*ヨハネスブルグ
*ヘネシー

Myth

Mr. Prospector

Likeable Style

Awesome Again

Baby Zip

Pulpit

Voodoo Lily

Danzig

Ghostzapper

Galileo

Love Style

Starry Dreamer

Magical Illusion

Butterfly Cove

Northern Dancer

Pas de Nom

Rubiano

Lara's Star

Sadler's Wells

Urban Sea

Storm Cat

Mr. P's Princess (16)

Pedigree

父

母

母の
父

03○外ローリーポーリーの21
Justify

Roly Poly

War Front

2021年2月24日生メス 鹿毛

ROLY POLY 21

○外 ローリーポーリーの21
メス／鹿毛／2021.2.24
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母

｜
｜
｜

｜

｜
｜

｜

祖母

曽祖母

母の父 ウォー フロント War Front は米国産，北米４勝，アルフレッドＧ.ヴァンダービルト
ＢＣＨ-G2。【ＢＭＳ：主な産駒】エノラ ゲイ（アパラチアンＳ-G2），ターンド アサイド（クイッ
ク コールＳ-G3），チャート（オンタリオ コリーンＳ-G3），カラカロ（トラヴァーズＳ-G1２着），イ
シリアル ロード（レベルＳ-G2２着），ミルフィーユ（デムワーゼルＳ-G2２着），ウジャイ（ヒュ
ーストン レイディーズ クラシックＳ-G3２着）。主な産駒：*デクラレーションオブウォー

ローリー ポーリー Roly Poly（14 War Front）愛２勝，バランシーンＳ-G3
（芝６Ｆ），愛1000ギニー -G1２着，英３勝，サン チャリオットＳ-G1（芝８Ｆ），ファルマ
スＳ-G1（芝８Ｆ），ダッチェス オブ ケンブリッジＳ-G2（芝６Ｆ），コロネーションＳ-G1２
着，チェヴァリー パークＳ-G1２着，ロウザーＳ-G2２着，仏１勝，ロートシルト賞-G1（芝
1600ｍ）。本馬が初仔

ミスティ フォー ミー Misty For Me（08 Galileo）全欧２歳牝馬チャンピオ
ン，愛４勝，愛1000ギニー -G1，モイグレア スタッドＳ-G1，プリティ ポリーＳ-G1，デビュ
ータントＳ-G2２着，愛メイトロンＳ-G1３着，仏１勝，マルセル ブサック賞-G1，北米入着，
ＢＣフィリー＆メア ターフ-G1３着。産駒
ユー エス ネイヴィ フラッグ U S Navy Flag（牡 War Front）全欧２歳牡

馬チャンピオン，愛２勝，ラウンド タワーＳ-G3，愛2000ギニー -G1２着，Marble 
Hill S-L３着，フィーニクスＳ-G1４着，英３勝，ジュライＣ-G1，デューハーストＳ-G1，
ミドル パークＳ-G1，ジュライＳ-G2２着。種牡馬

カヴァー ソング Cover Song（牝 Fastnet Rock）北米２勝，オータム ミスＳ-G3
シンプリー グロリアス Simply Glorious（牝 War Front）愛２勝，Vinnie 

Roe S-L2着
エリザビーサン Elizabethan（牝 War Front）愛１勝

バタフライ コウヴ Butterfly Cove（01 Storm Cat）不出走。産駒
バリードイル Ballydoyle：英１勝，英1000ギニー-G1２着，Chesham S-L２着，愛

１勝，デビュータントＳ-G2，モイグレア スタッドＳ-G1２着，仏１勝，マルセル ブサッ
ク賞-G1。マンデー Monday（Ingabelle S-L）の母

トワール Twirl：愛２勝，Hurry Harriet S-L，パーク エクスプレスＳ-G3２着，英入
着，ムシドラＳ-G3２着，北米入着，Blushing K. D. H３着

エイプリル シャワーズ April Showers：愛１勝，キルボーイ エステイトＳ-G2２着
クッド イット ビー Could It Be：不出走。ムバリス Mubariz（ATC Tattersalls 

Club Cup-L２着）の母
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× R
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1口 250,000円 全500口／総額：12,500万円ROLY POLY 21

Coolmore・Ashford Stud （USA）産 ノーザンファーム育 蛯名正義調教師（美浦）厩

数 の々海外GⅠのタイトルを積み重ねた両親を
持つ超良血馬がクラブに登場しました。今年
デビューした父の産駒は、米国でジャストシン
ディがダートG3スカイラヴィルS勝ちし、アイル
ランドではスタテュエットが芝で重賞を制覇し、
早くも二刀流の種牡馬としての成功が約束され
ています。本馬は牝馬ながら全体的に筋肉質
の馬体で、骨格もしっかりとしており、見た目の
イメージどおりの高性能なエンジンを兼ね備え
ています。また、昼夜放牧時でも躍動感の溢
れるキャンターで、身体能力の高さを活かした
力強い脚捌きを見せています。現状の馬体と動
きの良さに加えて脚腰の強さもあるため、スムー
ズにこれからの騎乗調教に移行できるでしょう。
前進気勢を前面に押し出した走りでいかなる
舞台にも適応できると考えられ、中距離以上
の舞台で同世代のライバル達をねじ伏せます。

◎母Roly Polyは英GⅠサンチャリオットS
（芝8F）など海外GⅠ3勝の名牝。名伯楽
エイダン・オブライエン調教師や主戦騎
手ライアン・ムーア騎手も、その才能を高
く評価していた。

◎父Justifyは41年ぶりの無敗の米3冠馬。
初年度産駒Statuetteが愛GⅡエアリース
タッドS（芝6F）にてJustify産駒として初
の重賞初勝利。

◎祖母Misty For Meが全欧2歳牝馬チャ
ンピオン、叔父に全欧2歳牡馬チャンピオ
ンのU S Navy Flagなど、近親に活躍馬
多数。

◎Mr. Prospector 4×5のクロスを持つ馬に
はGⅠ3勝のタイトルホルダーなど活躍馬多数。

まず世界的良血の両親を持つ血統が素晴
らしいですね。幅のある馬体からもかなり
のスピードを感じさせます。これからの成長
を楽しみに見守りながら、大きな期待をもっ
て手掛けていきたいと思っています。

IFF10口
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Hail to Reason 5S×5S, Nijinsky 5S×5D

シルバーステート
青鹿　2013

ディープインパクト
鹿　2002

*テルアケリー
Tell a Kelly
栗　2008

タピット
Tapit
芦　2001

*シルヴァースカヤ
Silverskaya
黒鹿　2001

エヴロビ
Evrobi
栗　1997

*サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Roberto

Gris Vitesse

Niniski

Frenetique

Pulpit

Silver Hawk

*タバスコキャット

*ウインドインハーヘア

Tap Your Heels

Boubskaia

Shakela

A. P. Indy

Preach

Unbridled

Ruby Slippers

Storm Cat

Barbicue Sauce

Alydar

Jellatina (22)

Pedigree

父

母

母の
父

04テルアケリーの21
シルバーステート

テルアケリー

Tapit

2021年5月4日生メス 鹿毛

TELL A KELLY 21

テルアケリーの21
メス／鹿毛／2021.5.4
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母

｜

｜

｜

祖母

曽祖母

四代母

母の父 タピット Tapit は米国産，北米３勝，ウッド メモリアルＳ-G1。北米総合・２歳チ
ャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】グランアレグリア（桜花賞-G1），ハラデイ（フォー
スターデイヴＨ-G1），トリポリ（パシフィック クラシックＳ-G1），ハーヴェイズ リル ゴイル（クイ
ーン エリザベス二世チャレンジ カップＳ-G1），レキシトニアン（アルフレッドＧ.ヴァンダービ
ルトＨ-G1），カルタ エンブルハーダ（亜オークス-G1，亜1000ギニー -G1）

*テルアケリー Tell a Kelly（08 Tapit）米国産，北米２勝，デル マー デビュ
ータントＳ-G1（ＡＷ７Ｆ），オーク リーフＳ-G1２着，ハリウッド スターレットＳ-G1３着。
産駒
プリズマティコ（15 牝 鹿 Medaglia d'Oro）１勝
シティーオブスター（16 牡 黒鹿 ハーツクライ）２勝，南関東（公）４勝，○現
レフトゥバーズ（18 牝 黒鹿 ディープインパクト）２勝，○現
ケリーズノベル（19 騸 鹿 ハーツクライ）入着，○現
トラマンダーレ（20 牡 鹿 ドゥラメンテ）未出走
エヴロビ Evrobi（97 *タバスコキャット）北米１勝。産駒

ウェイト フォー ナイロビ Wait for Nairobi（牝 Carpe Diem）北米３勝，Ci-
ncinnati Trophy S，Wishing Well S２着，Latonia S３着，Wintergreen 
S３着
シェイケラ Shakela（89 Alydar）英愛入着。産駒

サブライム ビューティ Sublime Beauty：愛２勝，Silver S-L２着，北米１勝
ソラス Sorus：北米５戦。産駒

レイズ アウェイ Ray's Away：北米７勝，Victoria S-L
スウィート レキシー メイ Sweet Lexy May：不出走。産駒

フォーチュン ライターズ Fortune Writers：北米２勝，ローレンス リアライ
ゼイションＳ-G3３着

ジェラティナ Jellatina（66 *フォルティノ）愛１勝。産駒
ノースジェット Northjet：仏チャンピオンマイラー，伊仏８勝，ジャック ル マロワ賞

-G1，ムーラン ド ロンシャン賞-G1，メルトン賞-G2。種牡馬
*マダング Madang：伊仏11勝，グロシェーヌ賞-G3，メルトン賞-G3，アベイユ ド ロン

シャン賞-G1２着。種牡馬
ジェンダリ Jendali：英２勝，クイーンズ ヴァーズ-G3。種牡馬
マクスド Maksud：英２勝，Alycidon S-L

歩様動画 ▶▶

Details

Family Line

Comment 調教師コメント

Blood 血統情報

Body 馬体情報

04

シ
ル
バ
ー
ス
テ
ー
ト 

× 

テ
ル
ア
ケ
リ
ー
　［
メ
ス
］

1口 184,000円 全500口／総額：9,200万円

ノーザンファーム産 ノーザンファーム育 友道康夫調教師（栗東）厩

本馬は、2022年1歳セレクトセールにて8,800万
円（税込）で落札されました。能力はG1クラス
と目されていた父シルバーステートは初年度産
駒から重賞勝ち馬を輩出し、種牡馬としての素
質の高さをすでに証明しています。牝馬で5月生
まれですが、馬格があり、伸びやかな胴とマッ
チして、あきらかに中距離適性を思わせる造りと
なっています。優れた運動神経は父譲りで柔軟
性に富んでおり、後躯の可動域の広さを放牧地
で思う存分見せつけ、大きなストライドで駆け抜
けていました。競走馬になってからはひとつひと
つの課題をクリアして、操縦性の高さを確実に
見せつけながらレースでは脚をしっかりと溜めて
直線で豪快に他馬を躱す、そんな姿をいまから
描いています。3歳時は牝馬クラシックの大舞台
へ、古馬になってからも牝馬戦線の中心として
活躍できる要素を兼ね備えているでしょう。

◎母テルアケリーは米GⅠデルマーデビュー
タントS（ＡＷ7F）の勝ち馬。

◎父シルバーステートは初年度産駒ウォー
ターナビレラがGⅢファンタジーS（芝
1,400m）勝ちなど、今後の活躍が期待
されている。

◎父系にディープインパクト、母の父にTapit
の 組 み合 わ せは、GⅠ安 田 記 念（芝
1,600m）などGⅠ6勝を挙げたグランアレ
グリアやGⅢマーメイドS（芝2,000m）勝
ち馬シャムロックヒルなどがいる。

◎Hail to Reason 5×5のクロスを持つ馬
にはGⅠ6勝のモーリスやGⅡ3勝のウイン
マリリンなど活躍馬多数。

セレクトセールでも拝見し、牝馬で5月生ま
れですが、非常にしっかりとした馬体の持ち
主です。父がシルバーステートなので瞬発力
とスピードを兼ね備えており、距離の長短
を問わず、万能型の競走馬に育つと考えて
います。

IFF10口
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*サンデーサイレンス 3S×3D

レッドファルクス
芦　2011

*スウェプトオーヴァーボード
Swept Overboard
芦　1997

ゴルトキルシェ
鹿　2015

ステイゴールド
黒鹿　1994

ベルモット
栗　1997

*ダリシア
Dalicia
鹿　2001

*エンドスウィープ
*フォーティナイナー

Broom Dance

Cutlass

Hey Dolly A.

Halo

Wishing Well

Affirmed

Katonka

*サンデーサイレンス

*サンデーサイレンス

Acatenango

Sheer Ice

ゴールデンサッシュ

*レガシーオブストレングス

Dynamis

Halo

Wishing Well

*ディクタス

ダイナサッシュ

Surumu

Aggravate

*ダンシングブレーヴ

Diasprina (1)

Pedigree

父

母

母の
父

05ゴルトキルシェの21
レッドファルクス

ゴルトキルシェ

ステイゴールド

2021年2月17日生牡 鹿毛

GOLD KIRSCHE 21

ゴルトキルシェの21
牡／鹿毛／2021.2.17
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母

｜
｜
｜

｜

｜

祖母

曽祖母

母の父 ステイゴールドは白老産，中央・UAE・香港７勝，香港ヴァーズ-G1。【ＢＭＳ：主
な産駒】アランバローズ（全日本２歳優駿-JPN1），ライオンボス（アイビスサマーダッシュ
-G3），クリスマス（函館２歳Ｓ-G3），ブラックバゴ（アンドロメダＳ-L），ショウナンマグマ（ラジ
オＮＩＫＫＥＩ賞-G3２着），トーセンナチュラル（スイートピーＳ-L２着），キボウノダイチ（ラジ
オＮＩＫＫＥＩ賞-G3３着）。主な産駒：オルフェーヴル（年度代表馬，三冠）

ゴルトキルシェ（15 ステイゴールド）入着。産駒
エリカキルシェ（20 牝 栗 *マインドユアビスケッツ）入着，○現

*ダリシア Dalicia（01 Acatenango）独国産，独２勝，シュパルカッセン フィナ
ンツグルッペ賞-G3，Jean Harzheim-Rennen-L２着，ヘッセン ポカル-G3３着，ユ
ーロＣ-G2４着，独オークス-G1５着，仏入着，Grand Prix de Compiegne-L３着，
コリダ賞-G2４着，プランス ドランジュ賞-G3４着，北米１勝，ビヴァリー ヒルズＨ-G2４
着。産駒

*アニマルキングダム Animal Kingdom（牡 Leroidesanimaux）米３歳牡馬
チャンピオン，北米４勝，ケンタッキー ダービー -G1，スパイラルＳ-G3，プリークネス
Ｓ-G1２着，ＢＣマイル-G1２着，ガルフストリーム パーク ターフＨ-G1２着，UAE
１勝，ドバイ ワールドＣ-G1。種牡馬

サトノダムゼル（牝 ディープインパクト）４勝，佐渡Ｓ，白井特別，ディセンバーＳ-L２
着，福島牝馬Ｓ-G3３着，府中牝馬Ｓ-G2５着，新潟記念-G3５着

ディープキング（牡 ディープインパクト）１勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3３着，○現
サトノキングダム（牡 ディープインパクト）５勝，阿武隈Ｓ，オリエンタル賞，新発田城

特別，セントポーリア賞
サトノメサイア（牡 ハーツクライ）３勝，湯川特別
サトノキングベル（牡 ネオユニヴァース）１勝
デコラシオン（牡 ロードカナロア）１勝，○現
ダイナミス Dynamis（91 *ダンシングブレーヴ）ジャージー１勝。産駒

ダーウィニア Darwinia：独４勝。産駒
ダヴェロン Daveron：独２勝，Preis der Hotellerie Baden-Baden-L，北米

５勝，ボールストン スパＳ-G2，ボウゲイＳ-G3，Dr. James Penny Memo-
rial H-L，Scoot S，ファースト レイディＨ-G1３着。マーチ トゥ ジ アー
チ March to the Arch（ワイズ ダンＳ-G2），グローバル アクセス 
Global Access（加３歳牡馬チャンピオン， オンタリオ ダービー-G3）の母
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1口 36,000円 全500口／総額：1,800万円GOLD KIRSCHE 21

社台ファーム産 社台ファーム育 大久保龍志調教師（栗東）厩

IFF

放牧地では力強く走り続け、その活気に満
ちた様子はスプリント界の王者に君臨した
父の姿が重なっています。柔軟に収縮した
筋肉が各関節に滑らかに連携することで推
進力を生みだしており、厚みがある後躯を
みていると高い瞬発力が備わっていそうで
す。シルエットから早くも逞しさが増して、放
牧地での著しいスピードから、早期デビュー
も可能といえます。母の父がステイゴールド、
祖母の産駒にはケンタッキーダービーとドバ
イWCを制したアニマルキングダム（本邦輸
入種牡馬）がおり、非常に魅力のある血統
です。周りをよく観察しながら行動する落ち
着いた性格も後押しとなり、丈夫に育って
いますので、距離の融通性も感じられ、芝・
ダートを問うことなく、馬場の良い悪いに関
係ない走りで持てる力を存分に発揮します。

◎父レッドファルクスは初年度産駒が2022
年デビュー。ナックブレイブが新馬勝ち。

◎叔父アニマルキングダムはGⅠドバイWC
（AW2,000m）などGⅠ2勝。米3歳牡馬
チャンピオンに輝いた。父としてGⅠ3勝馬
Regal Gloryなど輩出。

◎祖母ダリシアはGⅢシュパルカッセン フィ
ナンツグルッペ賞（芝2,000m）勝ち馬。

◎サンデーサイレンス3×3のクロスを持つ馬
にはJpnⅠかしわ記念（ダ1,600m）勝ち
馬のショウナンナデシコやGⅢ札幌2歳S

（芝1,800m）勝ち馬のトラスト、GⅢシン
ザン記念（芝1,600m）勝ち馬のキョウヘ
イなど。

父を彷彿させるスピードはもちろんあると感
じていますが、母の父がステイゴールドとい
うのが魅力です。丈夫な馬ですので、母系
から距離も克服できそうで期待しています。
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Storm Bird 4S×4S, Northern Dancer 5S×5S×4D

*ブリックスアンドモルタル
Bricks and Mortar
黒鹿　2014

ジャイアンツコーズウェイ
Giant's Causeway
栗　1997

*サラフィナ
Sarafina
鹿　2007

リフューズトゥベンド
Refuse To Bend
鹿　2000

ビヨンドザウェイヴズ
Beyond the Waves
黒鹿　1997

サナリヤ
Sanariya
黒鹿　1996

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

Rahy

*イメンス

Storm Bird

S. S. Aroma

Exceller

Broadway Lullaby

Sadler's Wells

Ocean Crest

Darshaan

Mariah's Storm

Market Slide

Excedent

Sanamia

Northern Dancer

Fairy Bridge

Gulch

Grenzen

Shirley Heights

Delsy

Top Ville

Santalina (8)

Pedigree

父

母

母の
父

06サラフィナの21
ブリックスアンドモルタル

サラフィナ

Refuse To Bend

2021年2月22日生牡 鹿毛

SARAFINA 21

サラフィナの21
牡／鹿毛／2021.2.22
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母

｜

｜

｜

｜

｜
｜

｜
｜

｜

祖母

母の父 リフューズ トゥ ベンド Refuse To Bend は愛国産，愛英７勝，英2000ギニ
ー -G1，エクリプスＳ-G1。【ＢＭＳ：主な産駒】サヴァラン（オマール賞-G3），ジェニアル（メ
シドール賞-G3），*グレイトペイジ（カルヴァドス賞-G3），ブレス ヒム（ベット365マイル-G2
２着），ライフ イン モーション（サンドリンガム賞-G2２着），ゴータイミング（ラジオＮＩＫＫＥＩ
賞-G3３着）。主な産駒：*サラフィナ（仏オークス-G1），ウェイヴァリング（サンタラリ賞-G1）

*サラフィナ Sarafina（07 Refuse To Bend）仏国産，仏６勝，仏オークス-G1
（芝2100ｍ），サンクルー大賞典-G1（芝2400ｍ），サンタラリ賞-G1（芝2000ｍ），フォ
ワ賞-G2（芝2400ｍ），コリダ賞-G2（芝2100ｍ），ガネー賞-G1２着，凱旋門賞-G1３
着，ヴェルメイユ賞-G1３着，北米入着，ＢＣターフ-G1４着。産駒
ジェニアル Geniale（14 牡 鹿 ディープインパクト）２勝，仏１勝，メシドール賞-G3

（芝1600ｍ）。種牡馬
プリュス（15 牝 鹿 ヴィクトワールピサ）２勝，清洲特別（芝1400ｍ）
ゴータイミング（16 牡 鹿 ディープインパクト）３勝，野分特別（芝1800ｍ），ラジオ

ＮＩＫＫＥＩ賞-G3３着
サヴァラン Savarin（17 牝 鹿 ディープインパクト）仏２勝，オマール賞-G3（芝

1600ｍ）
マイプレシャス（18 牡 鹿 ヴィクトワールピサ）２勝，○現
ブラックヒル（20 牡 鹿 キタサンブラック）未出走
サナリヤ Sanariya（96 Darshaan）英入着。産駒

サンダジール Sandagiyr（牡 Dr Fong）仏２勝，Prix de Pontarme-L，UAE
１勝，ファイアブレイクＳ-G3，ザビール マイル-G2４着

サナヤ Sanaya（牝 Barathea）仏３勝，Prix Casimir Delamarre-L，サンタラリ
賞-G1２着，ペネロープ賞-G3２着，クレオパトル賞-G3２着，レゼルヴワール賞
-G3２着，UAE１勝，Cape Verdi-L

サンジダ Sanjida（牝 Polish Precedent）仏１勝，Prix Volterra-L２着，Prix 
Occitanie-L２着，コンデ賞-G3３着，ペネロープ賞-G3３着，クレオパトル賞-G3
３着。シムカ ミル Simca Mille（リス賞-G3）の祖母

サマドリサ Samadrisa（牝 Oasis Dream）仏１勝。シミーン Simeen（Prix 
Volterra-L）の母

サナダ Sanada（牝 Priolo）仏１勝。サン ルー Saint Loup（ラ フォルス賞-G3
２着）の母

歩様動画 ▶▶

Details

Family Line

Comment 調教師コメント

Blood 血統情報

Body 馬体情報
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1口 120,000円 全500口／総額：6,000万円

社台ファーム産 社台ファーム育 友道康夫調教師（栗東）厩

IFF

繁殖として期待されている母の産駒がクラブに登
場しました。父ブリックスアンドモルタルの初年度
産駒で非常に注目を集めており、産駒は育成段
階から全身の柔らかさと全体的にまとまりがある馬
体が強調されて好評価を得ています。本馬は自分
のペースを守って扱いやすく、オンとオフの切り替
えもできています。それに伴った放牧地でのキャン
ターの動きは他馬を圧倒し、疲れを見せない体力
面に驚くしかありません。馬体を横から眺めると均
整が取れているため、中サイズの馬体ながら大き
く見せています。兄姉が欧州で重賞勝ちがあり、
舞台が日本に変わっても確実に花が開くことで
しょう。母から距離適性を受け継ぐのは間違いな
く、仏重賞ウィナーである半兄ジェニアルがマイ
ル戦で切れ味を発揮しているように、スピードも
兼ね備えているはずです。そこに芝の最強中距離
馬といわれた父を背景に世代の頂点に輝きます。

◎父ブリックスアンドモルタルは21年産が
初年度産駒。2022年セレクトセールでは
アウェイクの2022が3億4,100万円（税込）
で落札されるなど、生産者からの評価も
高い期待の新種牡馬。

◎母サラフィナはGⅠ仏オークス（芝2,100m）
などGⅠ3勝。GⅠ凱旋門賞3着の実績を
持つ。

◎半兄ジェニアルは仏GⅢメシドール賞（芝
1,600m）勝ち馬。

◎Northern Dancer 4×5のクロスを持つ
馬にはGⅠフェブラリーS（ダ1,600m）勝
ち馬のメイショウボーラーなどがいる。

父の産駒らしく全体が非常に柔らかい馬で
す。幅もありますし、背中に伸びもあるので
レベルの高い馬と断言します。血統からは
芝の中距離型ですが、いろいろな条件の馬
場やコースで走れると思われ、非常に楽し
みにしています。
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*サンデーサイレンス 4S×3D, Hail to Reason 5S×5D, Northern Dancer 5S×5D×5D, Fairy Bridge 5S×5D

エピファネイア
鹿　2010

*シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿　1999

マーブルカテドラル
鹿　2011

ダイワメジャー
栗　2001

シーザリオ
青　2002

ヘルスウォール
鹿　1999

Kris S.
Roberto

Sharp Queen

Gold Meridian

Tri Argo

*サンデーサイレンス

キャンペンガール

Sadler's Wells

Querida

*サンデーサイレンス

スペシャルウィーク

*エリシオ

Tee Kay

スカーレットブーケ

*キロフプリミエール

*サラトガフラッシュ

Halo

Wishing Well

*ノーザンテースト

*スカーレットインク

Fairy King

Helice

Spectacular Bid

Solo Haina (4)

Pedigree

父

母

母の
父

07マーブルカテドラルの21
エピファネイア

マーブルカテドラル

ダイワメジャー

2021年3月27日生メス 黒鹿毛

MARBLE CATHEDRAL 21

マーブルカテドラルの21
メス／黒鹿毛／2021.3.27
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母

｜

｜

｜
｜
｜
｜

祖母

曽祖母

四代母

母の父 ダイワメジャーは千歳産，最優秀短距離馬（２回），９勝，皐月賞-JPN1。２歳チャ
ンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】ショウナンナデシコ（かしわ記念-JPN1，エンプレス
杯-JPN2），ナミュール（チューリップ賞-G2，オークス-G1３着），グランブリッジ（関東オーク
ス-JPN2），アルサトワ（大阪城Ｓ-L），ストライプ（クロッカスＳ-L），ヴェスターヴァルト（ファル
コンＳ-G3３着），タケルペガサス（鳳雛Ｓ-L２着，ＵＡＥダービー -G2４着）

マーブルカテドラル（11 ダイワメジャー）３勝，アルテミスＳ-L（芝1600ｍ），芙蓉
Ｓ-OP（芝1600ｍ），ターコイズＳ-L２着，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1５着，新潟２
歳Ｓ-G3５着。産駒
ピエナファリア（17 牡 黒鹿 ストロングリターン）入着，南関東（公）３勝，○現
グランオフィシエ（18 牡 鹿 キングカメハメハ）３勝，オリエンタル賞（芝2000ｍ），

○現
アンテロープ（19 牝 鹿 ロードカナロア）入着，○現

ヘルスウォール（99 *エリシオ）３勝，チューリップ賞-JPN3，ダリア賞-OP，函館２
歳Ｓ-JPN3３着，ファンタジーＳ-JPN3４着，桜花賞-JPN1５着。産駒
アサクサダンディ（牡 フジキセキ）２勝，ニュージーランドＴ-JPN2３着，スプリング

Ｓ-JPN2４着
オースミカテドラル（牡 ダイワメジャー）３勝，羊ヶ丘特別，○現

*サラトガフラッシュ Saratoga Flash（85 Spectacular Bid）米国産，北米２
戦。産駒
サラトガビューティ：２勝，ラベンダー賞-OP，デイリー杯３歳Ｓ-JPN2２着，函館３歳

Ｓ-JPN3２着，阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1４着。産駒
ポートラヴ：５勝，安達太良Ｓ，フィリピンＴ
ユキノチャンプ：１勝。産駒
ユキノスライダー：３勝，障３勝

*ウッドスペクター：３勝，鳥栖特別
ソロ ハイナ Solo Haina（76 Solo Landing）北米13勝，Criterium S，Del-

ray S，Office Queen S，Columbiana H２着，Azalea S２着，Begonia S２着，
Vizcaya S２着，オーキッドＨ-G2３着。ポリッシュト ブラス Polished Brass（サ
ンフォードＳ-G3）の母，ティズデジャヴ Tizdejavu（アメリカン ダービー -G2，ジェ
ファースン カップＳ-G2）の祖母,テール ア テール Terre a Terre（オペラ賞
-G1）,カシュゲ Kachgai（Prix Pelleas-L）の曽祖母

歩様動画 ▶▶

Details

Family Line

Comment 調教師コメント

Blood 血統情報

Body 馬体情報

07

エ
ピ
フ
ァ
ネ
イ
ア 

× 

マ
ー
ブ
ル
カ
テ
ド
ラ
ル
　［
メ
ス
］

1口 70,000円 全500口／総額：3,500万円MARBLE CATHEDRAL 21

社台ファーム産 社台ファーム育 松永幹夫調教師（栗東）厩

IFF

全体的に伸びのある体型に加えて適度な柔
軟性もあり、クッションの効いた繋部分か
らは競走時においてトップスピードを発揮
するタイプといえます。競走能力に関しては
父と母から良い部分を受け継いでおり、育
成から調教段階に入っても変わらぬ姿で、
一定のスピードから加速する能力に長けて
います。母や祖母が主戦場としたマイル戦
に標準を合わせるのが一番の近道かもしれ
ません。普段は手のかからないタイプです
が、放牧地では一旦スイッチが入ると、そ
の瞬発力は圧巻で、他馬と比較して桁違い
の脚を披露していました。毎年重賞勝ち馬
を輩出する父との配合で兄以上の活躍を期
待しており、道中は自分のリズムでレースを
進め、最高峰のレースに一歩届かなかった
母と祖母の悲願は本馬がその夢を叶えます。

◎母マーブルカテドラルはLアルテミスS（芝
1,600m）勝ち馬。牝馬クラシック路線を
走り抜いた。

◎近親は半兄ピエナファリアの33戦をはじ
め、多くのレースに出走するタフさを持ち
合わせている。

◎祖母ヘルスウォールはGⅢチューリップ賞
（芝1,600m）勝ち馬。

◎サンデーサイレンスの3×4のクロスは「奇
跡の血量」と呼ばれ、3冠牝馬デアリン
グタクトやGⅠ安田記念（芝1,600m）勝
ち馬ソングラインなど活躍馬多数。

まとまりのある馬体が目につきます。素直な
性格で、物わかりの非常に良い馬です。祖
母、母と同じく3代続けてマイル路線での活
躍を期待しています。
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Northern Dancer 5S×4D

エピファネイア
鹿　2010

*シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿　1999

*レトⅡ
Leto
鹿　2003

ダイイシス
Diesis
栗　1980

シーザリオ
青　2002

*ランジェリー
Lingerie
鹿　1988

Kris S.
Roberto

Sharp Queen

Gold Meridian

Tri Argo

*サンデーサイレンス

キャンペンガール

Sadler's Wells

Querida

Sharpen Up

スペシャルウィーク

Shirley Heights

Tee Kay

Doubly Sure

*キロフプリミエール

Northern Trick

*エタン

Rocchetta

Reliance

Soft Angels

Mill Reef

Hardiemma

Northern Dancer

Trick Chick (4)

Pedigree

父

母

母の
父

08レトⅡの21
エピファネイア

レトⅡ

Diesis

2021年4月28日生牡 黒鹿毛

LETO 21

レトⅡの21
牡／黒鹿毛／2021.4.28
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母

｜

｜
｜

｜

｜

｜

｜

｜

｜

祖母

母の父 ダイイシス Diesis は英国産，全欧２歳チャンピオン，英３勝，デューハーストＳ 
-G1。【ＢＭＳ：主な産駒】ディラン トーマス（全欧年度代表馬，凱旋門賞-G1，愛ダービー
-G1），マスタリー（英セントレジャー -G1），ルカーノ（英セントレジャー -G1），シックスティー
ズアイコン（英セントレジャー -G1），*ホームカミングクイーン（英1000ギニー -G1），クリン
プリン（愛1000ギニー -G1），クイーンズ ロジック（チェヴァリー パークＳ-G1）

*レトⅡ Leto（03 Diesis）米国産，仏２戦。産駒
ハンティング ゴッデス Hunting Goddess（08 牝 Galileo）愛１勝
キング オブ デューズ King of Dudes（09 騸 Dansili）愛２勝，英障２勝，豪２勝，

豪障２勝
ラトーナ（10 牝 鹿 Dansili）１勝。産駒
ディロス（騸 ステイゴールド）２勝，野路菊Ｓ-OP２着，高知（公）４勝
キタサンシンドー（牝 ワールドエース）１勝，○現

アドマイヤアリエル（17 牝 鹿 *キンシャサノキセキ）１勝，○現
ドゴン（19 牡 鹿 ディーマジェスティ）入着，兵庫（公）１勝，○現
ホウオウジュビリー（20 牝 鹿 リアルスティール）１戦，○現

*ランジェリー Lingerie（88 Shirley Heights）英国産，仏入着。産駒
ライト シフト Light Shift（牝 Kingmambo）英４勝，英オークス-G1，Cheshire 

Oaks-L。ユリシーズ Ulysses（全欧古馬チャンピオン，エクリプスＳ-G1）の母
シーヴァ Shiva（牝 *ヘクタープロテクター）英愛４勝，タタソールズ ゴールドＣ 

-G1，アール オブ セフトンＳ-G3，ブリガディア ジェラードＳ-G3
リムノス Limnos（牡 *ヘクタープロテクター）仏４勝，ジャン ド ショードネイ賞-G2，

フォワ賞-G2，Prix Le Fabuleux-L。種牡馬
バーニング サンセット Burning Sunset（牝 Caerleon）英仏２勝，Prix Solit-

ude-L。スモーキング サン Smoking Sun（アルクール賞-G2）の母
ストロベリー フレッジ Strawberry Fledge（牝 Kingmambo）仏入着。クロス 

オブ スターズ Cloth of Stars（ガネー賞-G1，凱旋門賞-G1２着）の母
モラシズ Molasses（牝 Machiavellian）不出走。マガダン Magadan（エドゥヴ

ィル賞-G3，パリ大賞典-G1３着）の母
ライト ブロウ Light Blow（牝 Kingmambo）英１勝。ソウル ヴォランテ Sole 

Volante（サムＦ.デイヴィスＳ-G3），エクスプロウド Explode（加ダービー
-G3）の母

歩様動画 ▶▶

Details

Family Line

Comment 調教師コメント

Blood 血統情報

Body 馬体情報
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1口 100,000円 全500口／総額：5,000万円

ノーザンファーム産 ノーザンファーム育 国枝栄調教師（美浦）厩

IFF

4月生まれですが、狂いのない骨格と骨量豊
かな丈夫な四肢で形成されており、それを支
える蹄部分もしっかりとしています。首差しや
胴もゆったりとしているため、全体的なバラン
スの良さが目立つ1頭で、いずれ父親似の筋
肉量豊富な馬体に変化していくことでしょう。
性格は物怖じすることなく、素直な気性で牧
場スタッフの指示にはきちんと反応しています。
放牧地では各関節が柔らかいため、目につく
キャンターを披露しており、ダッシュ力もありま
す。いざ動き出すと前肢と比例して後肢の送り
もスムーズで、大きなストライドで駆けていま
した。芝の中距離以上での活躍を見込んでお
り、伝統ある欧州出身の母と、年度代表馬を
輩出して活躍中の父との配合は魅力一杯です。
能力の高さと噛みあうことで、圧倒的な存在
感を示してクラシックロードへと駒を進めます。

◎母レトⅡは、GⅠ英オークス（芝12F10Y）
勝ち馬のLight ShiftやGⅠタタソールズ
ゴールドC（芝10F110Y）勝ち馬のShiva
などを輩出したランジェリーを母に持つ
良血。

◎近親にはGⅠガネー賞（芝2,100m）勝ち
馬のCloth of Starsや、GⅠエクリプスS

（芝10F56Y）勝ち馬のUlyssesなど。
◎Northern Dancer 4×5のクロスを持つ

馬にはGⅠフェブラリーS（ダ1,600m）勝
ち馬のメイショウボーラーなどがいる。

4月下旬生まれですが、骨格がしっかりとし
ているので、先々は筋肉量が豊富な馬体に
なると予想しています。性格に問題なく、血
統から距離が延びての活躍を見込んでおり、
今後の成長が楽しみです。
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Storm Cat 3S×5D, Mr. Prospector 4S×5D

リアルスティール
鹿　2012

ディープインパクト
鹿　2002

*スカイダイヤモンズ
Skye Diamonds
栗　2013

ファーストデュード
First Dude
鹿　2007

*ラヴズオンリーミー
Loves Only Me
鹿　2006

イグゾネレイティド
Exonerated
鹿　2005

*サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Storm Bird

Terlingua

Mr. Prospector

Miesque

Stephen Got Even

Storm Cat

*ヨハネスブルグ

*ウインドインハーヘア

Run Sarah Run

Monevassia

Ladies Night In

A. P. Indy

Immerse

Smart Strike

Breech

*ヘネシー

Myth

Peteski

Ladies' Day (8)

Pedigree

父

母

母の
父

09スカイダイヤモンズの21
リアルスティール

スカイダイヤモンズ

First Dude

2021年1月13日生メス 鹿毛

SKYE DIAMONDS 21

スカイダイヤモンズの21
メス／鹿毛／2021.1.13
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母

｜

｜
｜
｜
｜
｜
｜

四代母

曽祖母

祖母

母の父

五代母

ファースト デュード First Dude は米国産，北米４勝，ハリウッド ゴールド カップ
Ｈ-G1，アリシーバＳ-G3，プリークネスＳ-G1２着。【ＢＭＳ：主な産駒】コルージョン イリュー
ジョン（ビング クロスビーＳ-G1，ベスト パルＳ-G2，ラザロ バレラＳ-G3）。主な産駒：シャムロ
ック ローズ（ＢＣフィリー＆メア スプリント-G1），*スカイダイヤモンズ（グレイト レイディ エム
Ｓ-G2），マムズ オン ストライク（ビウィッチＳ-G3）

*スカイダイヤモンズ Skye Diamonds（13 First Dude）米国産，北米10
勝，グレイト レイディ エムＳ-G2（Ｄ6.5Ｆ），同２着，ランチョ ベルナルドＨ-G3（Ｄ6.5
Ｆ），同３着，Ｌ.Ａ.ウーマンＳ-G3（Ｄ6.5Ｆ），Dream of Summer S，サンタ モニカＳ 
-G2３着，ラス フローレスＳ-G3３着，ＢＣフィリー＆メア スプリント-G1４着。産駒
ドウフォルス（20 牡 鹿 ハーツクライ）未出走

イグゾネレイティド Exonerated（05 *ヨハネスブルグ）北米３勝。産駒
イグゾネレイティド プレズ Exonerated Prez（騸 First Dude）北米１勝

レイディーズ ナイト イン Ladies Night In（96 Peteski）北米５勝，Mont-
clair State College S２着，Omnibus S-L３着。産駒
ディキシー ナイト アウト Dixie Nite Out：北米２勝

レイディーズ デイ Ladies' Day（90 Ascot Knight）北米１勝。産駒
ヒーズ ノー パイ イーター He's No Pie Eater：豪５勝，ＡＪＣチッピング ノートン

Ｓ-G1，ＳＴＣローズヒル ギニー -G1，STC The Run to the Rose S-L２着，Ａ
ＪＣスプリング チャンピオンＳ-G1３着，ＡＪＣダービー -G1４着

ショウ レイディ Show Lady（76 Sir Ivor）不出走。産駒
グレイト リージェント Great Regent：北米４勝，カップ＆ソーサーＳ-CAN1。種

牡馬
ダンシング ショウ Dancing Show：北米１勝。ハリケーン スカイ Hurricane 

Sky（ＶＡＴＣブルー ダイヤモンドＳ-G1，ＡＪＣオール エイジドＳ-G1），ウマティ
ラ Umatilla（ＷＡＴＣカラカッタ プレート-G1）の母，リダウツ チョイス Re-
doute's Choice（ＶＡＴＣブルー ダイヤモンドＳ-G1），プラティナム シザー
ズ Platinum Scissors（ＡＪＣスプリング チャンピオンＳ-G1），マンハッタン 
レイン Manhattan Rain（ＡＪＣサイアーズ プロデュースＳ-G1），アル マハ
ー Al Maher（ＶＲＣカドベリー オーストラリアン ギニー -G1）の祖母

*ダンシンインザレイン Dancinintherain：北米２勝。トーホウシデン（中山金杯
-JPN3，菊花賞-JPN1２着）の祖母

歩様動画 ▶▶

Details

Family Line

Comment 調教師コメント

Blood 血統情報

Body 馬体情報
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1口 72,000円 全500口／総額：3,600万円

ノーザンファーム産 ノーザンファーム育 鹿戸雄一調教師（美浦）厩

IFF

今年デビューした父リアルスティールの産駒は、母
系の良さを出すタイプより、父の良い面を持ち合わ
せている馬が多いと感じています。長めの四肢、首
差しから背中、それに伴う腰部分にかけての形は
父の良い面を表しているといえるでしょう。牡馬と牝
馬に違いがありますが、兄ドウフォルスの1歳時と
比較して体型も似ています。放牧地では見た目の
印象より手先が軽く、瞬時にトップスピードに加速
し、身体を使って走れていました。勝ち気な性格
で群れの中でも自己主張する頼もしさもあり、理
解力も高いものがあります。2歳時からのデビュー
を見込んでおり、マイル戦から使い出して、スピー
ド豊かな走りを披露することで、先 は々母系とうま
くマッチして距離延長にも対応できると思われます。
ハイレベルな運動センスを武器に、より大きな舞
台で真価を発揮するタイプであり、本馬にかかる
期待は日を増すごとに高まっていくはずです。

◎母スカイダイヤモンズはGⅡグレイトレイ
ディエムS（ダ6.5F）の勝ち馬。24戦中
10勝とアメリカのダート重賞戦線にて活
躍。

◎父系にサンデーサイレンス、母系に
Sadler's Wellsを持つ馬は、GⅠ6勝の
モーリスやGⅠ天皇賞（秋）（芝2,000m）
勝ち馬のヘヴンリーロマンスなど。

◎四代母Ladies' Dayの産駒に豪GⅠ2勝
のHe's No Pie Eater。

◎Mr. Prospector 4×5のクロスを持つ馬
にはGⅠ3勝のタイトルホルダーなど活躍
馬多数。

穏やかな性格の馬で、父の産駒らしくしっか
りとしています。筋肉量が豊富ながら手先
も軽くバランスの良い馬ですので、中距離を
中心に活躍を見込んでいます。万能型に育
ちそうで楽しみにしています。
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Northern Dancer 5S×4D

リアルスティール
鹿　2012

ディープインパクト
鹿　2002

*エレクトラム
Elektrum
鹿　2011

ハイシャパラル
High Chaparral
鹿　1999

*ラヴズオンリーミー
Loves Only Me
鹿　2006

キャロリネスシークレット
Carolines Secret
栗　2004

*サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Storm Bird

Terlingua

Mr. Prospector

Miesque

Sadler's Wells

Storm Cat

Inchinor

*ウインドインハーヘア

Kasora

Monevassia

Blodwen

Northern Dancer

Fairy Bridge

Darshaan

Kozana

Ahonoora

Inchmurrin

Mister Baileys

Ma Biche (1)

Pedigree

父

母

母の
父

10エレクトラムの21
リアルスティール

エレクトラム

High Chaparral

2021年2月23日生メス 鹿毛

ELEKTRUM 21

エレクトラムの21
メス／鹿毛／2021.2.23
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母

｜

｜
｜
｜

四代母

曽祖母

祖母

母の父 ハイ シャパラル High Chaparral は愛国産，米芝牡馬チャンピオン（２回），
愛英・北米10勝，英ダービー -G1，愛ダービー -G1。【ＢＭＳ：主な産駒】ザ ワウ シグナル

（モルニ賞-G1），*アレイヴィングビューティ（ジャスト ア ゲイムＳ-G1），ヴォラタイル ミックス
（ＳＡＪＣサウス オーストラリアン ダービー -G1），メディア センセイション（ＣＪＣ ＮＺ1000
ギニー -G1），ヘレン パラゴン（香港スチュワーズＣ-G1）

*エレクトラム Elektrum（11 High Chaparral）愛国産，仏２勝，Prix de Th-
iberville-L３着，北米３勝，ジョンＣ.マビーＳ-G2（芝９Ｆ），同３着，ドウェイジャーＳ-G3

（芝12Ｆ），ロデオ ドライヴＳ-G1２着，レッド カーペットＨ-G3２着，ゲイムリーＳ-G1３着，
同４着，Osunitas S３着，ゴルディコヴァＳ-G2４着。産駒
チュウワエンジェル（18 牝 鹿 ハーツクライ）１勝，○現
ジャパンブルー（19 牝 栗 モーリス）入着，○現
ドラータ（20 牝 鹿 ダイワメジャー）未出走

キャロリネス シークレット Carolines Secret（04 Inchinor）独１勝，Nerei-
de-Rennen-L２着，Junioren-Preis-L３着，フェールホファー牝馬賞-G3４着，伊入
着，ドルメーロ賞-G3３着。産駒
モードリン マグダレン Maudlin Magdalen（牝 Dylan Thomas）愛７勝
ブロドウェン Blodwen（98 Mister Baileys）英８戦。産駒

オスターディ Ostaadi：英１勝
マ ビシュ Ma Biche（80 Key to the Kingdom）仏２歳牝馬チャンピオン，仏

５勝，フォレ賞-G1，ロベール パパン賞-G1，Prix La Fleche-L，Prix Imprudence 
-L，モルニ賞-G1３着，ジャック ル マロワ賞-G1４着，英２歳牝馬チャンピオン，英２勝，
英1000ギニー -G1，チェヴァリー パークＳ-G1。産駒
カスバーン Kassbaan：英３勝，UAE10勝，Nad Al Sheba Sprint，Nad Al Sh-

eba Mile
ブラッシング ピンク Blushing Pink：仏入着。サンデーズ ブランチ Sunday's 

Brunch（グイド ベラルデリ賞-G3），ブレシド ラック Blessed Luck（ドルメ
ーロ賞-G3），サイレント キラー Silent Killer（Premio Tullio Righetti 
-L）の祖母

ミス ファイオア Miss Fyor：不出走。チャーミング プリンス Charming Prince
（Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles-L），ティアン シャン Ti-
an Shan（Heritage S-L）の祖母

歩様動画 ▶▶

Details

Family Line

Comment 調教師コメント

Blood 血統情報

Body 馬体情報
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1口 56,000円 全500口／総額：2,800万円

ノーザンファーム産 ノーザンファーム育 手塚貴久調教師（美浦）厩

IFF

評価の高い父リアルスティールの産駒は、順調
に早期からデビューしています。本馬は放牧地
でみせる股関節の柔軟性が活かされており、弾
力性に富んだ走りが際立っています。また脚捌
きの一歩一歩に活力がみなぎっており、ピリッと
した気性も持ちあわせています。また物分かり
が良く、いろいろと教え込んでいくことでしっか
りと理解してくれるタイプでしょう。父親似の馬
体は美しく、身体の成長とともに運動量が増加
していくことでさらなる成長を見込んでいます。父
は中距離のスペシャリストでもあったため、本馬
も父同様にスピードを兼ね備えつつ中距離以上
もこなし、素晴らしいパフォーマンスをみせてく
れるはずです。ハイレベルな運動センスの持ち
主であり、2歳時のデビューから確実に力を発
揮しクラシック路線に名乗りを挙げ、古馬になっ
てからもさらに花を咲かすことができるはずです。

◎父リアルスティールはGⅠドバイターフ（芝
1,800m）勝ち馬。初年度産駒が2022年
デビュー。全妹に日本調教馬として初の
BCフィリー＆メアターフ（芝11F）を制し
たラヴズオンリーユーがおり、生産者の
期待も高い。

◎母エレクトラムはGⅡジョンC.マビーS（芝
9F）など、米重賞2勝。

◎四代母Ma Bicheは仏・英2歳牝馬チャン
ピオン、GⅠ英1000ギニー（芝8F）などG
Ⅰ4勝。

◎Northern Dancer 4×5のクロスを持つ
馬にはGⅠフェブラリーS（ダ1,600m）勝
ち馬のメイショウボーラーなどがいる。

父親似で脚が長く体高のある馬です。しな
やかな造りの馬でシルエットも綺麗ですし、
歩き方も堂々としています。早熟ではなく、
成長曲線はゆっくりでしょうが、中距離を中
心に古馬になってからも活躍を見込んでい
ます。
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Northern Dancer 5S×5S

ゴールデンホーン
Golden Horn
鹿　2012

ケイプクロス
Cape Cross
黒鹿　1994

ラルク
鹿　2013

ディープインパクト
鹿　2002

フレシュドール
Fleche d'Or
鹿　2006

*ライラックスアンドレース
Lilacs and Lace
栗　2008

Green Desert
Danzig

Foreign Courier

Ahonoora

Balidaress

Kingmambo

Mysterial

Nureyev

Loralane

*サンデーサイレンス

Dubai Destination

Flower Alley

Park Appeal

*ウインドインハーヘア

Nuryana

Refinement

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Distorted Humor

*プリンセスオリビア

Seattle Slew

*ステラマドリッド (6)

Pedigree

父

母

母の
父

11○外ラルクの21
Golden Horn

ラルク

ディープインパクト

2021年4月13日生牡 鹿毛

L'ARC 21

○外 ラルクの21
牡／鹿毛／2021.4.13
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母
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｜
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｜
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｜
｜

｜
｜

祖母

曽祖母

四代母

母の父 ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】キセキ（菊花賞-G1），ブロウアウト（ファースト レイ
ディＳ-G1），アリストテレス（アメリカＪＣＣ-G2），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），ワン
ダフルタウン（青葉賞-G2），アンドヴァラナウト（ローズＳ-G2），ファンタジスト（京王杯２歳Ｓ 
-G2），ルークズネスト（ファルコンＳ-G3），プレサージュリフト（クイーンＣ-G3）

ラルク（13 ディープインパクト）３勝。産駒
*ラブソル（20 牝 栗 Frankel）未出走

*ライラックスアンドレース Lilacs and Lace（08 Flower Alley）米国産，
北米３勝，アシュランドＳ-G1，California Oaks-L，Corte Madera S-L２着，バーボ
ネット オークス-G3４着。産駒
ラッキーライラック（牝 オルフェーヴル）最優秀２歳牝馬，７勝，大阪杯-G1，エリ

ザベス女王杯-G1（２回），阪神ジュベナイルフィリーズ-G1，チューリップ賞-G2，
アルテミスＳ-G3，桜花賞-G1２着，中山記念-G2２着（２回），オークス-G1３着，
札幌記念-G2３着，府中牝馬Ｓ-G2３着，有馬記念-G1４着，ヴィクトリアマイル
-G1４着，香港入着，香港ヴァーズ-G1２着

ライル（騸 ディープインパクト）２勝
グランメテオール（牡 ダイワメジャー）１勝，○現
リファインメント Refinement（94 Seattle Slew）北米２戦。産駒

ソーシャル サヴィー Social Savvy：北米２戦。産駒
ステラ マーク Stella Mark：北米６勝，Tiznow S，ローン スター パークＨ 

-G3３着
ワード アソシエイション Word Association：北米３勝，Cat's Cradle S

２着
セララダ Serralada：北米４勝。産駒

セントメナト Sentmenat：チリ６勝，カルロス アジェンデ ナバロ賞-G3３着，
Premio Constancio Silva Mandiola-L３着（２回）

フィギュアヘッド Figurehead：不出走。産駒
コメティン Cometin：北米５勝，Bear's Den S３着
ダニー キュー Danny Q：北米１勝，Barretts Juvenile S３着

*ステラマドリッド Stella Madrid（87 Alydar）米国産，北米６勝，フリゼット
Ｓ-G1，エイコーンＳ-G1。ダイヤモンドビコー（阪神牝馬Ｓ-JPN2）の母

歩様動画 ▶▶

Details

Family Line

Comment 調教師コメント

Blood 血統情報

Body 馬体情報
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1口 60,000円 全500口／総額：3,000万円

Coolmore Stud（IRE）産 三嶋牧場育 松永幹夫調教師（栗東）厩

IFF

欧州で凱旋門賞を含むG1レース4勝を挙げ、
頂点を極めた父ゴールデンホーンとの配合
となりました。その一挙一動に注目を集め
ており、闘争心を秘めた勝ち気な性格で、
視線は常に先を見据えているようです。現
時点では小柄な馬体ですが均整が取れてお
り、首差しから背中のラインも素晴らしく、
脚元は繋の角度も理想的で、四肢の先ま
で完璧さが見受けられます。手先は柔軟性
に富んでおり、放牧地ではリズム良くしなや
かなフットワークで駆け抜け、小気味良い
キャンターを披露していました。マイルの距
離からスタートし、積極的なレースを重ねて
経験値を積むことで、芝の中距離以上も克
服させたいと考えています。華やかな大一
番を目指して、見据える先には最高峰のス
テージが待っています。

◎父Golden Hornは、GⅠ凱旋門賞（芝
2,400m）などGⅠ4勝。

◎叔母にGⅠ阪神JF（芝1,600m）、GⅠエリ
ザベス女王杯（芝2,200m）2勝などGⅠ4
勝馬のラッキーライラック。

◎祖母ライラックスアンドレースはGⅠアシュ
ランドS（AW8.5F）の勝ち馬。

◎四代母ステラマドリッドはGⅠエイコーンS
（ダ8F）などGⅠ4勝。彼女を母系に持つ
馬はGⅠマイルCS（芝1,600m）勝ち馬の
ミッキーアイルやGⅠNHKマイルC（芝
1,600m）勝ち馬アエロリットなど活躍馬
多数。

思い入れのある母の2番仔で、現時点では
小柄な馬体ですが、体調面や脚元に心配
はありませんね。全体的に非常にバランス
の良い馬ですので、今後のさらなる成長に
期待しています。
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*デインヒル 4S×3D, Sadler's Wells 4S×3D, Northern Dancer 5S×4D×5D

サクソンウォリアー
Saxon Warrior (JPN)
鹿　2015

ディープインパクト
鹿　2002

ダンシングオンエア
Dancing On Air
鹿　2013

ファストネットロック
Fastnet Rock
鹿　2001

*メイビー
Maybe
鹿　2009

ラワビ
Rawabi
鹿　1999

*サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Sadler's Wells

Urban Sea

*デインヒル

Rain Flower

*デインヒル

Galileo

Sadler's Wells

*ウインドインハーヘア

Piccadilly Circus

Sumora

Flying Melody

Danzig

Razyana

*ロイヤルアカデミーⅡ

Gatana

Northern Dancer

Fairy Bridge

Auction Ring

Whispering Star (26)

Pedigree

父

母

母の
父

12○外ダンシングオンエアの21
Saxon Warrior

Dancing On Air

Fastnet Rock

2021年3月19日生牡 鹿毛

DANCING ON AIR 21

○外 ダンシングオンエアの21
牡／鹿毛／2021.3.19
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母

｜

｜

｜
｜
｜

｜
｜

｜

　　｜

祖母

曽祖母

母の父 ファストネット ロック Fastnet Rock は豪州産，豪６勝，ＶＲＣライトニングＳ-G1。
豪チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】グリント オブ ホープ（ＳＡＪＣオーストラレイ
シアン オークス-G1），ティヴァチ（ＡＴＣオール エイジドＳ-G1），サンタ アナ レイン（ＡＴＣ 
Ｔ.Ｊ.スミスＳ-G1），ガイトラッシュ（ＶＲＣライトニングＳ-G1），ラシアン エンペラー（香港ゴー
ルドＣ-G1），プリモシーン（関屋記念-G3），*ショックアクション（新潟２歳Ｓ-G3）

ダンシング オン エア Dancing On Air（13 Fastnet Rock）愛１勝。産駒
ベリッシーメ Bellissime（18 牝 No Nay Never）英１勝，King Charles II S 

-L３着，北米１勝
ミコノス Mykonos（19 牡 Ribchester）未出走
ナジディヤー Najdiyah（20 牝 サクソンウォリアー Saxon Warrior）未出走

ラワビ Rawabi（99 Sadler's Wells）不出走。産駒
オナー システム Honour System（騸 *キングズベスト）仏３勝，Prix Georges 

Trabaud-L３着，UAE２勝，英障２勝
チョコレート ヒルズ Chocolate Hills（牝 Exceed And Excel）愛１勝。産駒

アルモハンデサー Almohandesah（牝 Postponed）英１勝，ネル グウィン
Ｓ-G3２着

フライング メロディ Flying Melody（79 Auction Ring）仏２勝。産駒
ロイヤル アプローズ Royal Applause：全欧チャンピオンスプリンター，英９勝，

スプリントＣ-G1，ミドル パークＳ-G1，ジムクラックＳ-G2，コーク＆オラリーＳ-G3，デ
ューク オブ ヨークＳ-G3，コヴェントリーＳ-G3，Cammidge Trophy S-L，ジュラ
イＣ-G1２着，仏入着，アベイユ ド ロンシャン賞-G1３着。種牡馬

リリック ファンタジー Lyric Fantasy：全欧２歳牝馬チャンピオン， 英６勝，ナン
ソープＳ-G1，クイーン メアリーＳ-G3，Charlotte S-L，National S-L，チェヴァリ
ー パークＳ-G1２着

イン コマンド In Command：英２勝，デューハーストＳ-G1，シャンペンＳ-G2２着，ミ
ドル パークＳ-G1３着，グリーナムＳ-G3４着。種牡馬

ファンタジー トゥ リアリティ Fantasy to Reality：不出走。産駒
キャップ ジャルカ Cap Juluca：不出走。アンク モーポーク Ankh Morpo-

rk（ＭＶＲＣビル スタットＳ-G2３着）の母
ホーム トゥ リアリティ Home To Reality：不出走。キーホッパー Keyhop-

per（Tyros S-L３着）の母

歩様動画 ▶▶

Details

Family Line

Comment 調教師コメント

Blood 血統情報

Body 馬体情報
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1口 84,000円 全500口／総額：4,200万円DANCING ON AIR 21

三嶋牧場育 四位洋文調教師（栗東）厩

IFF

今年デビューした父サクソンウォリアーの産駒
の評価は上々で、仏国ではサーセッドがデ
ビュー戦を制しました。本馬の骨太な骨格に
充分な量の筋肉からはすべての面で良血を感
じさせ、日本産馬初の英クラシックウイナーに
輝いた父の良い面を受け継いでいます。現時
点では腰部分が高いのでこれから馬体も増え
てくると思われ、常歩時の一歩一歩の力強さか
らは捌きに硬さを感じさせず、好印象を与えて
います。気性はおっとりとしていますがオンとオ
フの切り替えもできており、その堂 と々した走り
からはかなりのスピードを秘めていると思われま
す。調教が始まる頃にはさらにパワーを兼ね備
えることで、デビュー時はマイル戦から使い出
すことになりそうです。成長力が豊かな奥行き
と大一番で瞬時にギアを上げる瞬発力で、頂
点を決める舞台で輝きを思う存分に放ちます。

◎父Saxon Warriorは、GⅠ英2000ギニー
などGⅠ2勝。日本産馬初の英クラシック
制覇。初年度産駒は2022年デビュー。
ThornbrookやSer Sedが愛・仏にて初出
走初勝利。

◎近親にはGⅠ2勝の全欧チャンピオンスプ
リンターRoyal Applause、GⅠナンソー
プS（芝5F）勝ち馬の全欧2歳牝馬チャン
ピオンLyric Fantasyなど活躍馬多数。

◎デインヒル3×4のクロスを持つ馬にはGⅠ
3勝WellingtonやGⅠフューチュリティトロ
フィS（芝8F）勝ち馬のLuxembourgな
ど活躍馬多数。

厩舎初のサクソンウォリアー産駒で非常に
楽しみにしています。母系もスピードのある
血統ですし日本の馬場に適応出来ると思っ
ています。現時点でもしっかりした馬体をし
ていますがこれからも順調に成長して欲し
いですね。

Coolmore Stud（IRE）産
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Mr. Prospector 5S×4D, Northern Dancer 5D×5D

プラクティカルジョーク
Practical Joke
鹿　2014

イントゥミスチーフ
Into Mischief
鹿　2005

ヤンキーブライト
Yankee Bright
鹿　2007

イルーシヴクオリティ
Elusive Quality
鹿　1993

ヘイローヒューマー
Halo Humor
栗　2003

シャープミニスター
Sharp Minister
鹿　1996

Harlan's Holiday
Harlan

Christmas in Aiken

Tricky Creek

Crystal Lady

*フォーティナイナー

Danzig's Beauty

Gilded Time

Careless Halo

Gone West

Distorted Humor

Deputy Minister

Leslie's Lady

Touch of Greatness

Gilded Halo

Sharp Call

Mr. Prospector

Secrettame

Hero's Honor

Ivory Wand

Vice Regent

Mint Copy

Sharpen Up

Savage Call (23)

Pedigree

父

母

母の
父

13○外ヤンキーブライトの21
Practical Joke

Yankee Bright

Elusive Quality

2021年2月14日生メス 栗毛

YANKEE BRIGHT 21

○外 ヤンキーブライトの21
メス／栗毛／2021.2.14
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母

｜

｜
｜
｜

｜
｜
｜
｜
｜
｜

祖母

曽祖母

母の父 イルーシヴ クオリティ Elusive Quality は米国産，北米９勝，ジャイパーＨ-G3。
北米チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】キャッスル レイディ（仏1000ギニー -G1），
エッセンシャル クオリティ（ＢＣジュヴェナイル-G1），ロイ エイチ（ＢＣスプリント-G1 ２回），
シャムロック ローズ（ＢＣフィリー＆メア スプリント-G1），ノー ネイ ネヴァー（モルニ賞-G1），
ゴモ（アルシバイアディーズＳ-G1），ショウナンアデラ（阪神ジュベナイルフィリーズ-G1）

ヤンキー ブライト Yankee Bright（07 Elusive Quality）英入着。産駒
クレダロラ Credarola（13 牝 Duke of Marmalade）伊５勝
グッド ラッド Good Lad（14 牡 Royal Applause）スウェーデン５勝
ビーチ ロード Beach Road（15 牝 Congrats）北米３勝
リュディガー Rudiger（16 騸 Paddy O'Prado）北米５勝
ジャコバ Jacoba（18 騸 Laoban）北米２勝
デヴィアス ステアズ Devious Stares（20 牝 Practical Joke）未出走

シャープ ミニスター Sharp Minister（96 Deputy Minister）北米２戦。産駒
ディジェール Dijeerr（牡 Danzig）英４勝，ホーリス ヒルＳ-G3，サマーヴィル タタ

ソールＳ-G3２着，Fortune S-L２着，UAE１勝，Zabeel Mile-L２着
アドヴェンティスト Adventist（騸 Any Given Saturday）北米６勝，グリーン

ウッド カップＳ-G3，Bernardini S，Ohio Derby-L２着，Queens County S-L
２着，ウッド メモリアルＳ-G1３着，ゴータムＳ-G3３着，ウィザーズＳ-G3３着，Jazil 
S３着，ピーター パンＳ-G2４着

イズント ヒー クレヴァー Isn't He Clever（騸 Smarty Jones）北米12勝，
Zia Park Distance Championship H-L，Borderland Derby-L，Riley Al-
lison Futurity-L，Downs At Albuquerque H，同２着，Sunland Park H，
同２着，Bill Thomas Memorial S，同２着，同３着，San Juan County Co-
mmissioners H，同２着，Veterans S，同３着，Ruidoso Thoroughbred 
Derby，サンランド ダービー -G3２着，Clever Trevor S-L２着，Ruidoso Do-
wns Thoroughbred Championship H３着（２回），Curribot H３着

シャープ ライター Sharp Writer（牡 Capote）北米５勝，Alamedan H，Wa-
lnut Creek S，バークリーＨ-G3２着，Golden Gate Derby-L２着，San Ma-
tean H２着

シャープ コール Sharp Call（85 Sharpen Up）北米２勝，オンタリオ コリーン
Ｓ-CAN2２着。フラッグダウン Flag Down（パン アメリカンＨ-G2）の母

歩様動画 ▶▶

Details

Family Line

Comment 調教師コメント

Blood 血統情報

Body 馬体情報
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1口 52,000円 全500口／総額：2,600万円YANKEE BRIGHT 21

George E. Bates Trustee（USA）産 三嶋牧場育 森秀行調教師（栗東）厩

IFF

日本到着後も環境の変化にもすぐに順応で
きています。牝馬ながら胸前の筋肉の発達が
著しく、骨格も他馬を凌いでいますが、脚捌
きの軽さが目につく1頭です。スナップが利い
た俊敏なこなしで、放牧地をさっそうと駆け抜
ける姿は脚腰の強さと同時に、一完歩ごとに
加速していくための推進力の強さを感じます。
また、2月生まれで従順な性格なので、成長
や走り方に関しても早い仕上がりが期待でき、
2歳時からの出走が可能だと思われます。純
粋で感度が良く熱量が豊富な気性も持ち合
わせた本馬が、四肢から繰り出す圧倒的な
ピッチ走法で、馬群の中で怯むことなくあらゆ
る展開にも対応しライバル達をねじ伏せてくれ
る姿がいまから目に浮かびます。また芝ダート
両方でスピードを前面に押し出した競馬で、行
く手には海外での活躍も期待出来るでしょう。

◎父Practical JokeはGⅠ米シャンペンS（ダ
8F）勝ちなどGⅠ3勝。産駒には米重賞2
勝のWitなど、種牡馬としてこれからの活
躍が期待されている。

◎兄姉はRudigerをはじめ、各国にてコンス
タントに勝利を挙げている。

◎叔父にGⅢホーリスヒルS（芝7F）勝ち馬
のDijeerr。

◎Mr. Prospector 4×5のクロスを持つ馬
にはGⅠ3勝のタイトルホルダーなど活躍
馬多数。

父は若い種牡馬でイントゥミスチーフの後継
馬です。父の産駒デュガを管理しています
が、牡と牝との違いはありますが良く似てい
ます。本馬は骨格もあり筋肉質でスピード
も秘めていますので、2歳の早い時期からの
デビューを考えています。
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*ウインドインハーヘア 4S×3D, Mr. Prospector 4S×5S

レイデオロ
鹿　2014

キングカメハメハ
鹿　2001

ユイフィーユ
青鹿　2014

ディープインパクト
鹿　2002

ラドラーダ
青鹿　2006

*スクービドゥー
Scoubidou
鹿　2004

Kingmambo
Mr. Prospector

Miesque

*ラストタイクーン

Pilot Bird

Kris S.

Tee Kay

Seeking the Gold

*ウインドインハーヘア

*サンデーサイレンス

*シンボリクリスエス

Johan Cruyff

*マンファス

*ウインドインハーヘア

*レディブロンド

Simply Red

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

*デインヒル

Teslemi

Dashing Blade

Schalmai (16)

Pedigree

父

母

母の
父

14ユイフィーユの21
レイデオロ

ユイフィーユ

ディープインパクト

2021年2月24日生牡 鹿毛

YUI FILLE 21

ユイフィーユの21
牡／鹿毛／2021.2.24
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母

｜
｜

｜
｜

｜

｜

曽祖母

祖母

母の父 ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】キセキ（菊花賞-G1），ブロウアウト（ファースト レイ
ディＳ-G1），アリストテレス（アメリカＪＣＣ-G2），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），ワン
ダフルタウン（青葉賞-G2），アンドヴァラナウト（ローズＳ-G2），ファンタジスト（京王杯２歳Ｓ 
-G2），ルークズネスト（ファルコンＳ-G3），プレサージュリフト（クイーンＣ-G3）

ユイフィーユ（14 ディープインパクト）１勝。産駒
ミカヅキ（20 牝 青鹿 ルーラーシップ）未出走

*スクービドゥー Scoubidou（04 Johan Cruyff）独国産，伊１勝，ドルメーロ
賞-G3，独１勝，Jean Harzheim-Rennen-L，独オークス トライアル-G2２着，独オー
クス-G1４着，ケルン牝馬マイレ-G3４着。産駒
プリンセスムーン（牝 アドマイヤムーン）６勝，韋駄天Ｓ-OP，駿風Ｓ，驀進特別，アイ

ビスサマーダッシュ -G3３着。産駒
メイショウグラニー（牝 ロードカナロア）１勝，中京２歳Ｓ-OP３着，○現

メイショウメイゲツ（牝 ディープインパクト）４勝，隅田川特別，アネモネＳ-L２着，ク
イーンＣ-G3５着，フェアリーＳ-G3５着。産駒
メイショウイヌワシ（牡 ロードカナロア）１勝，○現

タイキプレミアム（牡 Montjeu）３勝，江坂特別
サウンドビバーチェ（牝 ドゥラメンテ）２勝，菜の花賞，チューリップ賞-G2４着，○現
メイショウチギリ（牡 ディープインパクト）２勝

シンプリー レッド Simply Red（97 Dashing Blade） 独１勝。産駒
ソムリエ Sommelier：独５勝，Wildenfels Steher-Cup-L，独セントレジャー -G3２着
スローフット Slowfoot：独４勝，ウベルトゥス リブレヒト記念賞-G3２着，伊入着，伊

セントレジャー -G3３着，英障２勝
シュルツ Schulz：独３勝，Iffezheimer Derby Trial-L２着
ズトラ Sutra：独１勝，Preis von Schlenderhan-L２着
シスター ルル Sister Lulu：独１勝，BMW Preis Dusseldorf-L２着
ゾマーメルヘン Sommermarchen：独１勝。ゾマーリート Sommerlied（南アフ

リカ フィリーズ スプリント-G1）の母
シャドウ クイーン Shadow Queen：独１勝。サーヴェイ Survey（シュヴァルツゴ

ルト レンネン-G3），シャドウ サドネス Shadow Sadness（フリューヤールス
賞-G3）の母

歩様動画 ▶▶

Details

Family Line

Comment 調教師コメント

Blood 血統情報

Body 馬体情報
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1口 80,000円 全500口／総額：4,000万円

三嶋牧場産 三嶋牧場育 武幸四郎調教師（栗東）厩

近年、世紀の大種牡馬サンデーサイレンスの
血を持たない種牡馬が多くなり、父レイデオ
ロもそのうちの1頭で初年度からセールで高評
価を受けていました。本馬は当歳時から非常
に見栄えが良く、1年以上を経過してもなおそ
の雄姿に変わりはありません。また姿勢が良
く安定感のある馬体は理想どおりに成長して
いるといえます。体型は姉ミカヅキに似ていま
すが、均整が取れた母系由来の骨格や父譲
りの筋肉は相乗効果を生んでおり、柔軟性に
富んだ繋部分やバネの効いた歩様は、芝で
こそ真価を発揮することでしょう。息の長い競
走生活を送るための土台は既に築かれており、
賢い性格で人間との信頼関係も厚いといえま
す。展開やコースに関係なく安定した走りで、
中距離戦からデビューし王道を歩むことでク
ラシックG1制覇の夢を見据えています。

◎父レイデオロは2021年産が初年度産駒。
現役時代はGⅠ日本ダービーなどGⅠ2勝。
サンデーサイレンスの血を持たない種牡
馬として、生産者の期待は高い。

◎祖母スクービドゥーはGⅢドルメーロ賞（芝
1,600m）勝ち馬。伊2歳牝馬チャンピオ
ン。

◎伯母プリンセスムーンはOP韋駄天S（芝
1,000m）を含む6勝、獲得賞金は1億円
を超える。

◎大種牡馬ディープインパクトの母ウインド
インハーヘアの4×3のクロスを持つ魅力
的な血統。

父レイデオロには技術調教師時代に関わっ
ていたので思い入れがあり力が入ります。立
派な馬体をしていますし父より距離の融通
性があるように見えますので楽しみです。配
合面でも夢があって魅力ある馬ですね。

IFF10口

37



*サンデーサイレンス 4S×3D, Hail to Reason 5S×5D

エピファネイア
鹿　2010

*シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿　1999

シャブリ
鹿　2014

ディープインパクト
鹿　2002

シーザリオ
青　2002

スカイノダン
黒鹿　2006

Kris S.
Roberto

Sharp Queen

Gold Meridian

Tri Argo

*サンデーサイレンス

キャンペンガール

Sadler's Wells

Querida

*サンデーサイレンス

スペシャルウィーク

サクラバクシンオー

Tee Kay

*ウインドインハーヘア

*キロフプリミエール

シビル

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

サクラユタカオー

サクラハゴロモ

Wild Again

*シャロン (2)

Pedigree

父

母

母の
父

15シャブリの21
エピファネイア

シャブリ

ディープインパクト

2021年2月2日生メス 青鹿毛

CHABLIS 21

シャブリの21
メス／青鹿毛／2021.2.2
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母

｜
｜
｜
｜

四代母

曽祖母

祖母

母の父

五代母

ディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】キセキ（菊花賞-G1），ブロウアウト（ファースト レイ
ディＳ-G1），アリストテレス（アメリカＪＣＣ-G2），ステラヴェローチェ（神戸新聞杯-G2），ワン
ダフルタウン（青葉賞-G2），アンドヴァラナウト（ローズＳ-G2），ファンタジスト（京王杯２歳Ｓ 
-G2），ルークズネスト（ファルコンＳ-G3），プレサージュリフト（クイーンＣ-G3）

シャブリ（14 ディープインパクト）入着。産駒
ファイブジー（19 牡 鹿 ルーラーシップ）４戦，○現
アンテロース（20 牡 鹿 モーリス）１勝，○現

スカイノダン（06 サクラバクシンオー）４勝，鞍馬Ｓ，鷹ヶ峰特別，北九州記念
-G3２着，福島民友Ｃ-L２着，京洛Ｓ-OP３着，京阪杯-G3４着。産駒
スマートモノリス（牡 ハーツクライ）２勝
スマートアリエル（牝 キングカメハメハ）２勝，○現
ゼロドラゴン（牝 ブラックタイド）１勝，○現
スカイノメジャー（牡 ダイワメジャー）入着，兵庫（公）５勝

シビル（99 Wild Again）５戦，入着。産駒
ジャスタウェイ：最優秀古牡馬，５勝，天皇賞（秋）-G1，安田記念-G1，中山記念-G2，

アーリントンＣ-G3，ジャパンＣ-G1２着，毎日王冠-G2２着（２回），エプソムＣ-G3
２着，関屋記念-G3２着，新潟２歳Ｓ-G3２着，中山金杯-G3３着，有馬記念-G1
４着，きさらぎ賞-G3４着，東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3４着，京都記念-G2５着，
UAE１勝，ドバイ デューティ フリー -G1。種牡馬

タガノシビル：兵庫（公）２勝，中央２勝
*シャロン Charon（87 Mo Exception）米国産，北米７勝，ＣＣＡオークス-G1，

ブラックアイド スーザンＳ-G2，ランパートＨ-G2，ボニー ミスＳ-G2，フォワード ギャルＳ 
-G3，マザー グースＳ-G1２着，アシュランドＳ-G1２着，アラバマＳ-G1２着，アップル ブ
ラッサムＨ-G2２着，シクスティ セイルズＨ-G3２着，ガゼルＨ-G1４着。産駒
シグナリオ：４勝，成田特別，開成山特別
シャロン フルーツ Charon Fruits：北米３勝。産駒

デル プレイス Dell Place：北米８勝，Columbia S３着
ダブル ウィグル Double Wiggle（78 Sir Wiggle）北米２勝。*トーヨーレ

インボー（シリウスＳ-JPN3，中京記念-JPN3），ローレルズ ウィグル Laurel's 
Wiggle（My Dear Girl S）の母，フォーエバーモア（クイーンＣ-G3）の祖母

歩様動画 ▶▶

Details

Family Line

Comment 調教師コメント

Blood 血統情報

Body 馬体情報
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1口 56,000円 全500口／総額：2,800万円

桑田牧場産 三嶋牧場育 岡田稲男調教師（栗東）厩

IFF

ゆったりとした首差しと胴部分からは、非常
にバランスの良い馬体を見せています。その
全体像は、すっきりとした腹回りによりさら
に好印象を与えており、腰部分の筋肉も発
達しているため非力な面はみられず、牡馬
と見違えてしまうほどです。放牧地でひとた
び動き出せば前肢とそれに伴う後肢の送り
がスムーズで、非常に目立った動きを披露し
ており、兄アンテロース同様にスピード感溢
れる走りをみせています。また四肢が滑ら
かに回転するフットワークも持ち合わせてお
り、その動きからは加速する能力と柔らか
さも見受けられます。気持ちのオンとオフの
切り替えもうまく、レースでは自分のリズム
で進むことが出来るでしょう。父エピファネ
イア産駒の実績同様、芝の中距離でも存
分に力を発揮してくれるはずです。

◎祖母の半弟にGⅠドバイデューティフリー
（芝1,800m）をレコードタイムで圧勝し日
本競馬史上初の国際レーティング1位を
獲得したジャスタウェイ。父としてGⅠホー
プフルS（芝2,000m）勝ち馬ダノンザキッ
ドなど多くの活躍馬を輩出。

◎父エピファネイア、母の父ディープインパ
クトを持つ馬には、GⅡアメリカジョッキー
クラブC（芝2,200m）勝ち馬のアリストテ
レスなど。

◎サンデーサイレンスの3×4のクロスは「奇
跡の血量」と呼ばれ、3冠牝馬デアリン
グタクトやGⅠ安田記念（芝1,600m）勝
ち馬ソングラインなど活躍馬多数。

牝馬ですが兄アンテロースの1歳時より馬格
はありますし、馬体全体の伸びも感じられ
ます。歩きをみていると動き自体も軽く、皮
膚も薄いので、父エピファネイア似で非常
に楽しみで兄以上の活躍を期待しています。
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Storm Bird 4S×4S, Northern Dancer 5S×5S×5D

*ブリックスアンドモルタル
Bricks and Mortar
黒鹿　2014

ジャイアンツコーズウェイ
Giant's Causeway
栗　1997

アルーリングハート
栗　2013

ダイワメジャー
栗　2001

ビヨンドザウェイヴズ
Beyond the Waves
黒鹿　1997

アルーリングボイス
鹿　2003

Storm Cat
Storm Bird

Terlingua

Rahy

*イメンス

Storm Bird

S. S. Aroma

Exceller

Broadway Lullaby

*サンデーサイレンス

Ocean Crest

*フレンチデピュティ

Mariah's Storm

スカーレットブーケ

Excedent

アルーリングアクト

Halo

Wishing Well

*ノーザンテースト

*スカーレットインク

Deputy Minister

Mitterand

*エンドスウィープ

*チャーミングファピアノ (9)

Pedigree

父

母

母の
父

16アルーリングハートの21
ブリックスアンドモルタル

アルーリングハート

ダイワメジャー

2021年3月13日生メス 栗毛

ALLURING HEART 21

アルーリングハートの21
メス／栗毛／2021.3.13
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母

｜
｜

｜

｜

四代母

曽祖母

祖母

母の父 ダイワメジャーは千歳産，最優秀短距離馬（２回），９勝，皐月賞-JPN1。２歳チャ
ンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】ショウナンナデシコ（かしわ記念-JPN1，エンプレス
杯-JPN2），ナミュール（チューリップ賞-G2，オークス-G1３着），グランブリッジ（関東オーク
ス-JPN2），アルサトワ（大阪城Ｓ-L），ストライプ（クロッカスＳ-L），ヴェスターヴァルト（ファル
コンＳ-G3３着），タケルペガサス（鳳雛Ｓ-L２着，ＵＡＥダービー -G2４着）

アルーリングハート（13 ダイワメジャー）北海道（公）１勝。産駒
イルクオーレ（18 騸 鹿 ロードカナロア）３勝，○現
ブレスバイルーラー（19 騸 鹿 ルーラーシップ）入着，○現

アルーリングボイス（03 *フレンチデピュティ）４勝，小倉２歳Ｓ-JPN3，ファンタ
ジーＳ-JPN3，ききょうＳ-OP，北九州記念-JPN3２着，福島民友Ｃ-L３着，セントウルＳ 
-G2４着，フィリーズレビュー -JPN2４着，ＣＢＣ賞-G3５着。産駒
アンヴァル（牝 ロードカナロア）４勝，オパールＳ-L，福島２歳Ｓ-OP，ＣＢＣ賞-G3２着，

淀短距離Ｓ-L２着，同３着，バーデンバーデンＣ-OP２着，北九州記念-G3３着，同
４着，フィリーズレビュー -G2４着，シルクロードＳ-G3４着，京阪杯-G3４着（２回）

オールザゴー（牡 ステイゴールド）４勝，マーガレットＳ-L，白梅賞，ＮＨＫマイルＣ-G1
５着，○現

アーマークラッド（騸 アグネスタキオン）３勝，高知（公）３勝
クリーミーボイス（牝 キングカメハメハ）入着。産駒

マテンロウボイス（牝 *ドレフォン）１勝，○現
アルーリングアクト（97 *エンドスウィープ）２勝，小倉３歳Ｓ-JPN3，４歳牝馬特

別（西）-JPN2５着。産駒
オースミマーシャル：２勝，野路菊Ｓ-OP，中京２歳Ｓ-OP３着
アルーリングライフ：４勝，紫川特別，秋吉台特別。産駒

アルーリングウェイ：２勝，エルフィンＳ-L，○現
アメージングタクト：５勝，陽春Ｓ，夙川特別
アルティシムス：４勝，宇治川特別，青島特別，こぶし賞，障１勝
アルーア：６戦。産駒
タガノディアーナ：３勝，五色沼特別，チューリップ賞-G2４着，ローズＳ-G2５着，

○現
*チャーミングファピアノ Charming Fappiano（86 Fappiano）米国産，北米

２勝。カット ザ チャーム Cut The Charm（ダヴォナ デイルＳ-G3）の母

歩様動画 ▶▶

Details

Family Line

Comment 調教師コメント

Blood 血統情報

Body 馬体情報
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1口 30,000円 全500口／総額：1,500万円ALLURING HEART 21

杵臼牧場産 吉澤ステーブル育 須貝尚介調教師（栗東）厩

IFF

父ブリックスアンドモルタルの初年度産駒として
注目が集まってきており、中サイズの骨格はもち
ろん、美しい毛色で放牧地を颯爽と駆ける姿
からはアイドルホースになれる要素が感じられ
ます。身のこなしは軽快で、胸のすくような弾
けるステップを披露しており、鋭い加速力はス
ピード馬としての活躍を予感させています。現時
点では幼い体型ですが今後は上背も伸びると
考えられ、体質が丈夫で野性味も感じられる
ことからこれからの更なる成長が見込める1頭
です。父の産駒は育成段階で動きの柔らかさを
感じさせる馬が多く、本馬も芝の中距離にて無
類の強さを誇った父との配合がうまくマッチして
おり、芝・ダートを問わず魅力的な競走生活
が待っているでしょう。2歳戦から短距離で活
躍している母系を背景に早期デビューを目指し
ており、その期待にいまから胸が膨らみます。

◎父ブリックスアンドモルタルは21年産が
初年度産駒。2022年セレクトセールでは
アウェイクの2022が3億4,100万円（税込）
で落札されるなど、生産者からの評価も
高い期待の新種牡馬。

◎半兄イルクオーレは2連勝で3勝クラスに
到達。これからの活躍が期待される。

◎伯父アンヴァルはGⅢCBC賞2着など。獲
得賞金は1億3,000万円を超える。

◎祖母アルーリングボイスはGⅢファンタ
ジーS（芝1,400m）など重賞2勝。

綺麗な馬というのが第一印象です。横幅も
あるので今後は体型も変化するでしょうし、
母系からも仕上がれば早期デビューが考え
られます。現段階ではマイル前後が活躍の
場ですが、距離が延びても融通が利きそう
です。
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*サンデーサイレンス 4S×3D, Roberto 4S×5D, Hail to Reason 5S×5D

エピファネイア
鹿　2010

*シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿　1999

エルパンドール
黒鹿　2013

ネオユニヴァース
鹿　2000

シーザリオ
青　2002

オータムブリーズ
鹿　1998

Kris S.
Roberto

Sharp Queen

Gold Meridian

Tri Argo

*サンデーサイレンス

キャンペンガール

Sadler's Wells

Querida

*サンデーサイレンス

スペシャルウィーク

*ティンバーカントリー

Tee Kay

*ポインテッドパス

*キロフプリミエール

セプテンバーソング

Halo

Wishing Well

Kris

Silken Way

Woodman

Fall Aspen

*リアルシャダイ

ダイナフェアリー (9)

Pedigree

父

母

母の
父

17エルパンドールの21
エピファネイア

エルパンドール

ネオユニヴァース

2021年2月16日生メス 鹿毛

ELLE PAIN D'OR 21

エルパンドールの21
メス／鹿毛／2021.2.16
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母

｜

｜
｜　｜
｜　｜
｜　｜
｜　｜
｜

｜
｜
｜
｜
｜
｜

祖母

母の父 ネオユニヴァースは千歳産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー -JPN1，皐月賞-JPN1。
【ＢＭＳ：主な産駒】ルヴァンスレーヴ（最優秀ダートホース，チャンピオンズＣ-G1），アエロ
リット（ＮＨＫマイルＣ-G1），ビーアストニッシド（スプリングＳ -G2），ビリーバー（アイビスサ
マーダッシュ -G3），ジョーカナチャン（アイビスサマーダッシュ -G3），コズミックフォース（プ
リンシパルＳ-L，ダービー -G1３着），サルファーコスモス（エルフィンＳ-L）

エルパンドール（13 ネオユニヴァース）１勝，高知（公）３勝。産駒
カイザーブリッツ（20 牡 黒鹿 ロードカナロア）未出走
オータムブリーズ（98 *ティンバーカントリー）２勝，障１勝。産駒

アイアンテーラー（牝 ゴールドアリュール）５勝，平城京Ｓ，インディアＴ，南関東
○交１勝，クイーン賞-JPN3，マリーンＣ-JPN3２着

マエストラーレ（牝 ネオユニヴァース）４勝，江戸川特別。産駒
ルヴァンスレーヴ（牡 *シンボリクリスエス）最優秀ダートホース，４勝，チャン

ピオンズＣ-G1，ユニコーンＳ-G3，プラタナス賞，伏竜Ｓ-OP２着，ダートグレー
ド競走特別賞馬，南関東・岩手○交３勝，マイルチャンピオンシップ南部杯
-JPN1，ジャパンダートダービー -JPN1，全日本２歳優駿-JPN1，かしわ記念
-JPN1５着。種牡馬

キングスフィリア（牝 キングカメハメハ）２勝，○現
チュウワブロッサム（牝 デュランダル）３勝，瀬波温泉特別，石川○交１勝。産駒
チュウワウィザード（牡 キングカメハメハ）最優秀ダートホース，６勝，チャン

ピオンズＣ-G1，同２着，同４着，平安Ｓ-G3，オークランドレーシングクラブＴ，
麒麟山特別，東海Ｓ-G2２着，師走Ｓ-L２着，東海・南関東○交５勝，ＪＢＣクラ
シック-JPN1，同３着，川崎記念-JPN1（２回），ダイオライト記念-JPN2，名古
屋グランプリ-JPN2，帝王賞-JPN1２着（２回），同３着，石川○交入着，ＪＢＣク
ラシック-JPN1３着，UAE入着，ドバイ ワールドＣ-G1２着，同３着，○現

コルポディヴェント（牡 フジキセキ）５勝，丹沢Ｓ，総武Ｓ
アイキャンテーラー（牡 フリオーソ）２勝，南関東（公）２勝
トウカイバレット（牡 ネオユニヴァース）１勝，高知（公）９勝
オータムカラー（牝 ダンスインザダーク）１勝
セプテントリオ（騸 ステイゴールド）１勝
ブリズデロートンヌ（牝 *シンボリクリスエス）１勝。産駒

コウエイキズナ（牡 *キンシャサノキセキ）南関東○交１勝，○現

歩様動画 ▶▶

Details

Family Line

Comment 調教師コメント

Blood 血統情報

Body 馬体情報
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1口 40,000円 全500口／総額：2,000万円ELLE PAIN D'OR 21

杵臼牧場産 三嶋牧場育 石橋守調教師（栗東）厩

IFF

本馬の母系であるファンシミン系の名牝ダイナフェ
アリーから続いている血統は今もなお日本の競馬
を支えています。クラシックロードにおいて父エピ
ファネイアの産駒が多く活躍していることも、本馬
にとって力強いアドバンテージといえるでしょう。牝
馬らしく絶妙な中サイズの馬体、弾力のある筋肉と
薄い皮膚は見栄えが良く、その馬体を支える脚
元にも問題は皆無だと思われます。放牧地での力
強さとスピードを前面に押し出した走りからは馬体
の柔らかさも垣間見えており、また従順な性格か
らはレースでの操縦性の高さをうかがわせていま
す。近親にはダートG1馬チュウワウィザードがおり、
ダート適性が高いと思われますが、バネが非常に
ある馬ですので、父との配合によって芝レースでの
活躍も考えられます。伝統ある一族が競走時に
おいて王道を歩むだけの資質があるのは間違い
なく、ノンストップで一気に階段を駆け上がります。

◎近親にGⅠチャンピオンズC（ダ1,800m）
などGⅠ4勝のルヴァンスレーヴ、GⅠドバ
イワールドＣ（ダ2,000m）2着の実績を
持つGⅠ4勝のチュウワウィザードなど活
躍馬多数。

◎四代母に中央重賞5勝の名牝ダイナフェ
アリー。母としてもGⅢ青葉賞（芝2,400m）
勝ち馬のサマーサスピションやGⅡ目黒記
念（芝2,500m）など重賞4勝のローゼン
カバリーなど輩出。

◎サンデーサイレンス4×3のクロスは「奇跡
の血量」と呼ばれ、3冠牝馬デアリング
タクトやGⅠ安田記念（芝1,600m）勝ち
馬ソングラインなど活躍馬多数。

馬体のバランスが非常に良い馬ですね。牝
馬ですがトモがしっかりしていて馬格もあり
ます。一つ星の品のある顔していて楽しみで
すね。初めてのインゼルサラブレッドクラブ
の担当馬ですので頑張ります。
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Northern Dancer 5S×4D×5D

キズナ
青鹿　2010

ディープインパクト
鹿　2002

ムーンライトベイ
鹿　2006

ハイシャパラル
High Chaparral
鹿　1999

*キャットクイル
Catequil
鹿　1990

*ムーンライトダンス
Moonlight Dance
栗　2002

*サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Storm Bird

Terlingua

Damascus

Fiji

Sadler's Wells

Storm Cat

Sinndar

*ウインドインハーヘア

Kasora

Pacific Princess

Style of Life

Northern Dancer

Fairy Bridge

Darshaan

Kozana

Grand Lodge

Sinntara

The Minstrel

Bubinka (8)

Pedigree

父

母

母の
父

18ムーンライトベイの21
キズナ

ムーンライトベイ

High Chaparral

2021年3月21日生メス 鹿毛

MOONLIGHT BAY 21

ムーンライトベイの21
メス／鹿毛／2021.3.21
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母

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜

｜
｜

祖母

曽祖母

母の父 ハイ シャパラル High Chaparral は愛国産，米芝牡馬チャンピオン（２回），
愛英・北米10勝，英ダービー -G1，愛ダービー -G1。【ＢＭＳ：主な産駒】ザ ワウ シグナル

（モルニ賞-G1），*アレイヴィングビューティ（ジャスト ア ゲイムＳ-G1），ヴォラタイル ミックス
（ＳＡＪＣサウス オーストラリアン ダービー -G1），メディア センセイション（ＣＪＣ ＮＺ1000
ギニー -G1），ヘレン パラゴン（香港スチュワーズＣ-G1）

ムーンライトベイ（06 High Chaparral）不出走。産駒
シゲルピンクダイヤ（16 牝 黒鹿 ダイワメジャー）１勝，桜花賞-G1２着，チューリ

ップ賞-G2２着，中日新聞杯-G3２着，同３着，秋華賞-G1３着，ターコイズＳ-G3
３着，ローズＳ-G2４着，ヴィクトリアマイル-G1５着，京成杯オータムＨ-G3５着

シゲルピンクルビー（18 牝 栗 モーリス）３勝，フィリーズレビュー -G2（芝1400
ｍ），鞍馬Ｓ-OP（芝1200ｍ），北九州記念-G3４着，京都牝馬Ｓ-G3４着，京阪
杯-G3５着，○現

シゲルローズマリー（19 牡 青鹿 シルバーステート）１勝，○現
ショウナンマラマ（20 牝 黒鹿 ダイワメジャー）１戦，○現

*ムーンライトダンス Moonlight Dance（02 Sinndar）愛国産，愛３勝，愛イ
ンタナショナルＳ-G3。産駒
ムーンリットレイク（牡 ディープインパクト）６勝，福島テレビオープン-L，ＴＶｈ賞，

ノベンバーＳ，白井特別，犬吠埼特別，福島民報杯-L２着，プリンシパルＳ-L２
着，白富士Ｓ-L３着，メイＳ-OP３着

ヒュッゲ（牡 ハーツクライ）３勝，白百合Ｓ-L，エリカ賞
ストーミーバローズ（牡 オルフェーヴル）３勝，豊中特別，高知（公）２勝，○現
クラヴェジーナ（牝 アグネスタキオン）入着，兵庫（公）１勝。産駒

ジャカランダシティ（牡 *ヨハネスブルグ）２勝，福島２歳Ｓ-OP
パンデイア（牝 ディープインパクト）入着。産駒

アバンチュリエ（牡 モーリス）２勝，○現
スタイル オブ ライフ Style of Life（85 The Minstrel）愛２勝。産駒

グレイ スワロー Grey Swallow：愛５勝，愛ダービー-G1，タタソールズ ゴールドＣ 
-G1，キラヴーランＳ-G3，Leopardstown 2000 Guineas Trial S-L，愛2000ギ
ニー-G1３着，北米１勝，ジム マレイ メモリアルＨ-G2。種牡馬

スタイル フォー ライフ Style for Life：仏２勝，Prix Panacee-L３着。ナイト 
スタイル Night Style（伊グラン クリテリウム-G1）の母

歩様動画 ▶▶

Details

Family Line

Comment 調教師コメント

Blood 血統情報

Body 馬体情報
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1口 60,000円 全500口／総額：3,000万円MOONLIGHT BAY 21

天羽牧場産 三嶋牧場育 渡辺薫彦調教師（栗東）厩

IFF

父キズナの現役時代を彷彿させる可動域の広さ、
柔らかさと力強さがミックスした滑らかなフォーム
は必見です。またクッションとなる関節をうまく使
えており、その一連の動作が際立っています。本
馬は姉のシゲルピンクルビーに似ていますが、1
歳のこの時期として本馬のほうが馬体に伸びもあ
り、聡明さがあふれています。物事の理解力の
高さ、指示に対する反応の早さもあるため、育
成場に移動しても環境の変化にも動じることはあ
りませんでした。メリハリのある気性が動きをさら
に上質なものとし、調教段階からアドバンテージ
を握ることになるはずです。レースでは洋芝や高
速馬場にも対応できると思われ、常に優位に立
つことで、3歳時の晴れやかな桜の舞台を目指し
ていくことになるでしょう。また父キズナからは距
離の融通が期待でき、古馬になってからも牝馬
戦線の中心としての役割を担ってくれるはずです。

◎父キズナはGⅠ安田記念（芝1,600m）勝
ち馬のソングラインやGⅡゴドルフィンマイ
ル（ダ1,600m）勝ち馬のバスラットレオ
ンなど、国内外に多数の活躍馬を輩出。

◎半姉シゲルピンクダイヤはGⅠ桜花賞（芝
1,600m）2着、シゲルピンクルビーはGⅡ
フィリーズレビュー（芝1,400m）勝ち馬。

◎Northern Dancer 4×5×5のクロスを持
つ馬には、GⅠ天皇賞（秋）（芝2,000m）
勝ち馬のスピルバーグなど。

生まれた時から見ていますが姉2頭の良いと
こ取りをした馬体と性格を持ち合わせてい
ますね。父がキズナに代わって距離の融通
が利いて欲しいですね。牝馬クラシック路
線で姉以上の活躍を目指したいです。
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Surumu 3D×4D, Lyphard：5S×5S

キタサンブラック
鹿　2012

ブラックタイド
黒鹿　2001

*モーニングリズ
Morning Rise
黒鹿　2004

アカテナンゴ
Acatenango
栗　1982

シュガーハート
鹿　2005

モーニングライト
Morning Light
黒鹿　1997

*サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

サクラユタカオー

サクラハゴロモ

*ジャッジアンジェルーチ

*ティズリー

Surumu

サクラバクシンオー

Law Society

*ウインドインハーヘア

Aggravate

オトメゴコロ

Mosella

Literat

Surama

Aggressor

Raven Locks

Alleged

Bold Bikini

Surumu

Monasia (8)

Pedigree

父

母

母の
父

19モーニングリズの21
キタサンブラック

モーニングリズ

Acatenango

2021年3月30日生牡 黒鹿毛

MORNING RISE 21

モーニングリズの21
牡／黒鹿毛／2021.3.30
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母

｜

｜
｜

｜
｜
｜

｜

祖母

曽祖母

母の父 アカテナンゴ Acatenango は独国産，独古牡馬チャンピオン，独仏16勝，独
ダービー -G1。独チャンピオンサイアー。【ＢＭＳ：主な産駒】*アニマルキングダム（ケンタ
ッキー ダービー -G1，ドバイ ワールドＣ-G1），ヴァルドパルク（独ダービー -G1），*ミスティッ
クリップス（独オークス-G1），ケラリ（共和国大統領賞-G1），エンポリ（オイロパ賞-G1），ラ
ヴリン（伊ジョッキー クラブ大賞典-G1），ワールドプレミア（菊花賞-G1）

*モーニングリズ Morning Rise（04 Acatenango）独国産，不出走。産駒
トゥルリー スクランプシャス Trulee Scrumptious（09 牝 Strategic Prince）英

７勝
ヤコビ Jakoby（14 騸 Frozen Fire）愛障１勝
オールド ビル バーリー Old Bill Barley（17 騸 Apsis）愛障１勝
チカレンヌ（19 牝 黒鹿 Kingman）入着，○現
チュウワモーニング（20 牝 黒鹿 キズナ）１戦，○現

モーニング ライト Morning Light（97 Law Society）独２勝。産駒
ブラムト Brametot（牡 Rajsaman）仏６勝，仏ダービー-G1，仏2000ギニー-G1，

フォンテンブロー賞-G3，Grand Criterium de Bordeaux-L，Criterium du 
Fonds Europeen de l'Elevage-L２着。種牡馬

ムーラン Mulan（騸 Marju）独２勝，スウェーデン２勝，ノルウェー２勝，ウォルタ
ー ニールセンズ ミネロップ -G3２着，Valley Chapel Memorial２着，仏入着，
Grand Prix du Nord-L２着

モゼラ Mosella（85 Surumu）独１勝，Las Vegas-Slenderella Rennen-L，
Der Continentale Versicherungs-Preis-L３着。独最優秀繁殖牝馬。産駒
モンズーン Monsun：独12勝，オイロパ賞-G1（２回），アラル ポカル-G1，同２着，ヘ

ルティー大賞典-G2，ゲルリンク賞-G2（２回），ハンザ賞-G2，シュタイゲンベルガ
ー ホテル大賞典-G3，独ダービー -G1２着，バーデン大賞典-G1２着，仏入着，
コンセイユ ド パリ賞-G2２着。独チャンピオンサイアー

モンタリア Montaria：独仏３戦。ピラシカーバ Piracicaba（Prix Joubert-L）の
母

モーニング クイーン Morning Queen：独１勝。モリー マローン Molly Malone
（カドラン賞-G1），ウィキーラ Wekeela（クロエ賞-G3，サンタラリ賞-G1２着）
の祖母，*アントパール Aunt Pearl（ＢＣジュヴェナイル フィリーズ ターフ
-G1），モーガン ル フェイ Morgan le Faye（コリダ賞-G2）の曽祖母

歩様動画 ▶▶

Details

Family Line

Comment 調教師コメント

Blood 血統情報

Body 馬体情報
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1口 56,000円 全500口／総額：2,800万円MORNING RISE 21 IFF

思い入れのあるキタサンブラックの産駒で
すので非常に楽しみにしています。種牡馬と
して１年目から結果も出ていますし、真面目
な性格や距離の融通性など父の良いところ
を受け継いで欲しいですね。父同様クラ
シックでの活躍を期待しています。

昨年度に続いて父キタサンブラックの産駒が
クラブに登場しました。ゆったりとした伸び
のある馬体は父とよく似ており、肩部分の傾
斜もよく、前後躯を覆う筋肉も引き締まって
います。放牧地では身のこなしが素晴らしく、
飛節をしっかりと伸ばした、四肢を一杯に
使った走りからは体幹の強さがうかがえます。
その強さが推進力を生むことでレースではス
ピード感あふれる走りが期待できるでしょう。
性格は落ち着いており、人の指示を理解す
る賢さを持ち合わせています。中距離を中心
に活躍を見込んでおり、経験を積んで安定
感を増していった父の競走成績を踏まえれ
ば、父同様の息の長い活躍が期待できます。
条件不問のレース巧者として、どんな位置取
りからも鞍上の思いどおりに立ち回り、ビッ
クタイトルを手に入れる日が楽しみです。

◎父キタサンブラックは初年度産駒からGⅠ
日本ダービー2着のイクイノックスをはじめ、
多くの活躍馬を輩出。

◎叔父Brametotは、GⅠ仏ダービー（芝
2,100m）などGⅠ2勝。種牡馬としてこれ
からの活躍が期待されている。

◎曽祖母Mosellaは、GⅠオイロパ賞（芝
2,400m）連覇などGⅠ3勝のMonsunの
母。Monsunは父として、GⅠ仏オークス

（芝2,100m）などGⅠ6勝のスタセリタを
輩出。スタセリタはGⅠオークス（芝
2,400m）勝ち馬ソウルスターリングの母
としても知られる。

チャンピオンズファーム産 チャンピオンズファーム育 清水久詞調教師（栗東）厩
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Mr. Prospector 5S×5D

*ドレフォン
Drefong
鹿　2013

ジオポンティ
Gio Ponti
鹿　2005

ヤマン
鹿　2013

*ハービンジャー
Harbinger
鹿　2006

エルティマース
Eltimaas
鹿　2007

*バブルドリーム
Bubble Dream
鹿　1993

Tale of the Cat
Storm Cat

Yarn

Alydar

Salt Spring

Awesome Again

Baby Zip

Trempolino

Sue Warner

Dansili

Ghostzapper

Akarad

Chipeta Springs

Penang Pearl

Najecam

*バブルプロスペクター

*デインヒル

Hasili

Bering

Guapa

Labus

Licata

Miswaki

*バブルカンパニー (1)

Pedigree

父

母

母の
父

20ヤマンの21
ドレフォン

ヤマン

ハービンジャー

2021年3月25日生牡 栗毛

YAH MAN 21

ヤマンの21
牡／栗毛／2021.3.25
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母

｜
｜
｜
｜　｜
｜　｜
｜
｜
｜
｜

｜
｜

｜

曽祖母

祖母

母の父 *ハービンジャー Harbinger は英国産，英６勝，キング ジョージ六世＆クイーン 
エリザベスＳ-G1。【ＢＭＳ：主な産駒】メイケイエール（京王杯スプリングＣ-G2，チューリッ
プ賞-G2），バジオウ（プリンシパルＳ-L），ドゥラドーレス（毎日杯-G3３着），ゴールドハイア
ー（伏竜Ｓ-OP３着），ヴェールクレール（ききょうＳ-OP３着）。主な産駒：ブラストワンピース

（有馬記念-G1），ディアドラ（ナッソーＳ-G1），ノームコア（香港Ｃ-G1）

ヤマン（13 *ハービンジャー）５戦，入着。産駒
サカジロゴー（19 牡 鹿 *キンシャサノキセキ）入着，○現
サンバデルンバ（20 牝 鹿 キズナ）未出走

*バブルドリーム Bubble Dream（93 Akarad）仏国産，不出走。産駒
*ラヴアンドバブルズ Love And Bubbles（牝 Loup Sauvage）仏３勝，クロエ

賞-G3，Grand Criterium du Languedoc-L，クレオパトル賞-G3２着，Prix 
des Sablonnets-L２着，プシケ賞-G3４着。産駒
ディープブリランテ（牡 ディープインパクト）３勝，ダービー -G1，東京スポー

ツ杯２歳Ｓ-G3，スプリングＳ-G2２着，共同通信杯-G3２着，皐月賞-G1３
着。種牡馬

ハブルバブル（牝 ディープインパクト）１勝，フラワーＣ-G3２着
ゼウスバローズ（牡 ディープインパクト）４勝，調布特別
ラヴインザダーク（牝 ダンスインザダーク）２勝，インディアＴ
ラヴアンドドラゴン（牝 ディープインパクト）２勝，城崎特別

ジュン ドリーム Jeune Dream（牡 Jeune Homme）伊５勝，Premio Merano 
-L，Premio Giuseppe de Montel-L２着，Premio Botticelli-L３着，ミラノ大
賞典-G1４着

ブルーリッチ（牡 ダンスインザダーク）１勝，若駒Ｓ-OP３着
*バブルプロスペクター Bubble Prospector（84 Miswaki）米国産，愛１勝。

産駒
ザッツザプレンティ：３勝，菊花賞-JPN1，ラジオたんぱ杯２歳Ｓ-JPN3。種牡馬
マニックサンデー：２勝，４歳牝馬特別（東）-JPN2。エポワス（キーンランドＣ-G3，

大阪－ハンブルクＣ-L）の母
ウインシュナイト：５勝，巴賞-L，下鴨Ｓ，小倉大賞典-JPN3２着

*バブルウイングス Bubble Wings：英４勝。ショウナンパントル（最優秀２歳牝
馬，阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1）の母

歩様動画 ▶▶

Details

Family Line

Comment 調教師コメント

Blood 血統情報

Body 馬体情報
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1口 52,000円 全500口／総額：2,600万円

チャンピオンズファーム産 チャンピオンズファーム育 小崎憲調教師（栗東）厩

IFF

ドレフォン産駒らしく骨格があり、筋肉質の
馬で馬体に幅もありますね。スピードは間
違いなくありますし、皐月賞で父の産駒が
勝利したので選択肢も広がると思っており、
芝・ダート兼用での活躍を見込んでいます。

初勝利から一気にG1レースを含む5連勝を飾っ
た父ドレフォンは、北米ダートの快速馬ですが
脚捌きに硬さがなく、柔らかい身のこなしをして
いたため、産駒は日本の競馬にマッチし、初年
度産駒からクラシックホースを輩出しました。本
馬はあか抜けた骨格に丈夫な肢骨や厚みのあ
る筋肉を持ち合わせており、放牧地では適度
な重厚感と機動性のある素軽い動きを披露し、
重心を低くしながらピッチ走法で駆けていまし
た。また、日本ダービー馬ディープブリランテ、菊
花賞馬ザッツザプレンティなど、G1勝ち馬がを
多数輩出している母系との配合で、距離の融
通は効くと思われます。メリハリの利いた逞しい
メンタルを持っているので、早期から世代をリー
ドし、2歳時でタイトルを獲得し、3歳を迎えて
からも芝・ダートを問わずグレードレースで躍進
する可能性を描いています。

◎父ドレフォンはGⅠBCスプリント（ダ6F）
などGⅠ3勝。初年度産駒であるジオグリ
フがGⅠ皐月賞（芝2,000m）勝ち、カワ
キタレブリーがGⅠNHKマイル C（芝
1,600m）3着など、活躍馬を輩出。

◎近親にGⅠ日本ダービー（芝2,400m）勝
ち馬ディープブリランテやGⅠ菊花賞（芝
3,000m）勝ち馬のザッツザプレンティな
ど活躍馬多数。

◎Mr. Prospector 5×5のクロスを持つ馬
には、GⅠ仏ダービー（芝2,100m）などG
Ⅰ5連勝を成し遂げたSt Mark's Basilica
がいる。
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種牡馬一覧

STALLIONS LIST

エピファネイア Epiphaneia

2010年生 鹿毛 安平産

競走成績 2〜5歳時日本・香港・UAEで14戦6勝

主な1着 G1菊花賞（3000m） 
G1ジャパンC（2400m）

代表産駒 エフフォーリア（年度代表馬/最優秀3歳牡馬）
デアリングタクト（牝馬3冠）

募集馬No. 22-07 マーブルカテドラルの21 
22-08 レトⅡの21
22-15 シャブリの21
22-17 エルパンドールの21

シンボリクリスエス

シーザリオ

スペシャルウィーク

父
母

母の
父

キズナ Kizuna

2010年生 青鹿毛 新冠産

競走成績 2〜5歳時日本・仏で14戦7勝

主な1着 G1日本ダービー（2400m） 
G2産経大阪杯（2000m） 
G2ニエル賞（2400m）

代表産駒 ソングライン（安田記念）
アカイイト（エリザベス女王杯）
ディープボンド（阪神大賞典2回）

募集馬No. 22-18 ムーンライトベイの21

ディープインパクト

キャットクイル

Storm Cat

父
母

母の
父

キタサンブラック Kitasan Black

2012年生 鹿毛 日高産

競走成績 3〜5歳時日本で20戦12勝
16·17年年度代表馬・最優秀古牡馬

主な1着 G1ジャパンC（2400m） 
G1有馬記念（2500m）
G1天皇賞・春（3200m）2回
G1天皇賞・秋（2000m） 
G1大阪杯（2000m）

代表産駒 イクイノックス（東スポ杯2歳S）

募集馬No. 22-19 モーニングリズの21

ブラックタイド

シュガーハート

サクラバクシンオー

父
母

母の
父
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シルバーステート Silver State

2013年生 青鹿毛 安平産

競走成績 2〜4歳時日本で5戦4勝

主な1着 垂水S（1600万下）（1800m）
オーストラリアT（1000万下）（1800m）

代表産駒 ウォーターナビレラ（ファンタジーS）
セイウンハーデス（プリンシパルS）
ロン（野路菊S）

募集馬No. 22-04 テルアケリーの21

ディープインパクト

シルヴァースカヤ

Silver Hawk

父
母

母の
父

ブリックスアンドモルタル Bricks and Mortar

2014年生 黒鹿毛 米国産

競走成績 3〜5歳時米で13戦11勝

主な1着 G1ＢＣターフ（12F）
G1アーリントンミリオンS（10F） 
G1ターフクラシックS（9F）
G1マンハッタンS（10F）

代表産駒 2022年1歳馬が初年度産駒

募集馬No. 22-06 サラフィナの21
22-16 アルーリングハートの21

Giant's Causeway

Beyond the Waves

Ocean Crest

父
母

母の
父

ドレフォン Drefong

2013年生 鹿毛 米国産

競走成績 2〜4歳時米で9戦6勝

主な1着 G1BCスプリント（ダ6F）
G1フォアゴーS（ダ7F）
G1キングズビショップＳ（ダ7F）

代表産駒 ジオグリフ（皐月賞）
デシエルト（若葉S）

募集馬No. 22-20 ヤマンの21

Gio Ponti

Eltimaas

Ghostzapper

父
母

母の
父
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レイデオロ Rey de Oro

2014年生 鹿毛 安平産

競走成績 2〜5歳時日本・UAEで17戦7勝
17年最優秀3歳牡馬・18年最優秀古牡馬

主な1着 G1日本ダービー（2400m）
G1天皇賞・秋（2000m） 
G2オールカマー（2200m） 
G2神戸新聞杯（2400m）

代表産駒 2022年1歳馬が初年度産駒

募集馬No. 22-14 ユイフィーユの21

キングカメハメハ

ラドラーダ

シンボリクリスエス

父
母

母の
父

レッドファルクス Red Falx

2011年生 芦毛 千歳産

競走成績 2〜7歳時日本・香港で29戦10勝
17年最優秀短距離馬

主な1着 G1スプリンターズS（1200m）2回
G2京王杯スプリングS（1400m） 
G3CBC賞（1200m）

代表産駒 初年度産駒が2022年デビュー

募集馬No. 22-05 ゴルトキルシェの21

スウェプトオーヴァーボード

ベルモット

サンデーサイレンス

父
母

母の
父

ロードカナロア Lord Kanaloa

2008年生 鹿毛 新ひだか産

競走成績 2〜5歳時日本・香港で19戦13勝
13年年度代表馬・最優秀短距離馬

主な1着 G1香港スプリント（1200m）2回
G1スプリンターズS（1200m）2回 
G1安田記念（1600m）

代表産駒 アーモンドアイ（ジャパンC・ドバイターフ・牝馬3冠他）
ダノンスマッシュ（香港スプリント・高松宮記念他）

募集馬No. 22-01 ヴィニーの21 
22-02 チカリータの21

キングカメハメハ

レディブラッサム

Storm Cat

父
母

母の
父

リアルスティール Real Steel

2012年生 鹿毛 安平産

競走成績 2〜6歳時日本・UAEで17戦4勝

主な1着 G1ドバイターフ（1800m） 
G2毎日王冠（1800m） 
G3共同通信杯（1800m）

代表産駒 初年度産駒が2022年デビュー

募集馬No. 22-09 スカイダイヤモンズの21 
22-10 エレクトラムの21

ディープインパクト

ラヴズオンリーミー

Storm Cat

父
母

母の
父
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JUSTIFY 

2015年生 栗毛 米国産

競走成績 3歳時米で6戦6勝
18年米国年度代表馬

主な1着 G1サンタアニタダービー（ダ9F） 
G1ケンタッキーダービー（ダ10F） 
G1プリークネスS（ダ9.5F）
G1ベルモントS（ダ12F）

代表産駒 スタテュエット（バランシーンS）
ジャストシンディ（スカイラヴィルS）

募集馬No. 22-03 ローリーポーリーの21

Scat Daddy

Stage Magic

Ghostzapper

父
母

母の
父

PRACTICAL JOKE
2014年生 鹿毛 米国産

競走成績 2〜3歳時米で12戦5勝

主な1着 G1米シャンペンS（ダ8F）
G1ホープフルS（ダ7F）
G1HアレンジャーケンズS（ダ7F）

代表産駒 エルオリエンテ（タンテオデポトリージョス）
ウィット（ベイショアS）
ガールウィズアドリーム（フォワードギャルS）

募集馬No. 22-13 ヤンキーブライトの21

Into Mischief

Halo Humor

Distorted Humor

父
母

母の
父

SAXON WARRIOR
2015年生 鹿毛 安平産

競走成績 2〜3歳時愛・英で9戦4勝

主な1着 G1英2000ギニー（8F）
G1レーシングポストトロフィー（8F） 
G2ベレスフォードS（8F）

代表産駒 初年度産駒が2022年デビュー

募集馬No. 22-12 ダンシングオンエアの21

ディープインパクト

メイビー

Galileo

父
母

母の
父

GOLDEN HORN 

2012年生 鹿毛 英国産

競走成績 2〜3歳時米・英・愛で9戦7勝
15年欧州年度代表馬

主な1着 G1凱旋門賞（2400m）
G1英ダービー（12F）
G1エクリプスS（10F） 
G1愛チャンピオンS（10F）

代表産駒 ウエストエンドガール（スイートソレラS）
ボタニク（ルー賞）

募集馬No. 22-11 ラルクの21

Cape Cross

Fleche d’Or

Dubai Destination

父
母

母の
父
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池江泰寿 Yasutoshi Ikee

所属：栗東
1969年1月13日生 免許取得年：2003年
JRA通算勝利数：791勝

栗 東

主な
管理馬

預託予定馬

オルフェーヴル
ドリームジャーニー
サトノダイヤモンド

22-01. ヴィニーの21

岡田稲男 Inao Okada

所属：栗東
1960年11月3日生 免許取得年：2002年
JRA通算勝利数：411勝

主な
管理馬

預託予定馬

メイショウハリオ
テーオーロイヤル
マスクゾロ

22-15. シャブリの21

四位洋文 Hirofumi Shii

須貝尚介 Naosuke Sugai

所属：栗東
1972年11月30日生 免許取得年：2020年
JRA通算勝利数：22勝

所属：栗東
1966年6月3日生 免許取得年：2008年
JRA通算勝利数：465勝

主な
管理馬

預託予定馬

リャスナ
サマービート
タイミングナウ
22-12. ダンシングオンエ
アの21

主な
管理馬

預託予定馬

ゴールドシップ
ジャスタウェイ
ソダシ
22-16. アルーリングハー
トの21

石橋守 Mamoru Ishibashi

所属：栗東
1966年10月23日生 免許取得年：2013年
JRA通算勝利数：111勝

主な
管理馬

預託予定馬

スマートダンディー
スマートリアン
ロン
22-17. エルパンドール
の21

大久保龍志 Ryuji Okubo

所属：栗東
1966年1月6日生 免許取得年：2001年
JRA通算勝利数：542勝

主な
管理馬

預託予定馬

ディープボンド
アサクサキングス
ダノンシャーク
22-05. ゴルトキルシェの
21

小崎憲 Ken Kozaki

所属：栗東
1971年3月30日生 免許取得年：2006年
JRA通算勝利数：271勝

主な
管理馬

預託予定馬

スマートファルコン
エーシンヴァーゴウ
エイシンドーバー
22-02. チカリータの21
22-20. ヤマンの21

清水久詞 Hisashi Shimizu

武幸四郎 Koshiro Take 友道康夫 Yasuo Tomomichi

所属：栗東
1972年7月4日生 免許取得年：2009年
JRA通算勝利数：341勝

所属：栗東
1978年11月3日生 免許取得年：2017年
JRA通算勝利数：108勝

所属：栗東
1963年8月11日生 免許取得年：2003年
JRA通算勝利数：646勝

主な
管理馬

預託予定馬

キタサンブラック
メールドグラース
トウケイヘイロー
22-19. モーニングリズの
21

主な
管理馬

預託予定馬

ウォーターナビレラ
ハッピーアワー
セキフウ
22-14. ユイフィーユの
21

主な
管理馬

預託予定馬

ドウデュース
シュヴァルグラン
ワグネリアン
22-04. テルアケリーの21
22-06. サラフィナの21

預託調教師一覧

TRAINER LIST
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※勝利数は2022年8月1日現在

美 浦

鹿戸雄一 Yuichi Shikato

蛯名正義 Masayoshi Ebina

松永幹夫 Mikio Matsunaga

渡辺薫彦 Kunihiko Watanabe

手塚貴久 Takahisa Tezuka

国枝栄 Sakae Kunieda

森秀行 Hideyuki Mori

所属：美浦
1962年5月23日生 免許取得年：2007年
JRA通算勝利数：377勝

所属：美浦
1969年3月19日生 免許取得年：2021年
JRA通算勝利数：3勝

所属：栗東
1967年4月10日生 免許取得年：2006年
JRA通算勝利数：431勝

所属：栗東
1975年4月5日生 免許取得年：2015年
JRA通算勝利数：114勝

所属：美浦
1964年9月20日生 免許取得年：1998年
JRA通算勝利数：604勝

所属：美浦
1955年4月14日生 免許取得年：1989年
JRA通算勝利数：1001勝

所属：栗東
1959年3月12日生 免許取得年：1993年
JRA通算勝利数：758勝

主な
管理馬

預託予定馬

エフフォーリア
スクリーンヒーロー
ビッシュ
22-09. スカイダイヤモン
ズの21

主な
管理馬

預託予定馬

フィフティシェビー
ダイナストーン
バニシングポイント
22-03. ローリーポーリー
の21

主な
管理馬

預託予定馬

ラッキーライラック
リオンリオン
レッドディザイア
22-07. マーブルカテドラルの21
22-11. ラルクの21

主な
管理馬

預託予定馬

シゲルピンクルビー
ヴァルディゼール
シゲルピンクダイヤ
22-18. ムーンライトベイ
の21

主な
管理馬

預託予定馬

フィエールマン
ユーバーレーベン
シュネルマイスター
22-10 . エレクトラムの
21

主な
管理馬

預託予定馬

アーモンドアイ
ダノンプラチナ
アパパネ

22-08. レトⅡの21

主な
管理馬

預託予定馬

エアシャカール
レガシーワールド
ジャングロ
22-13. ヤンキーブライト
の21
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会員募集概要



① 500口募集 ② Insel Fun Fund 2022

募集時期

募集開始日（2022年10月1日）から募集馬ごとに
・募集口数が満口になった時点
・競走馬登録を申請する時点
・2023年7月末日
のいずれか早い日までとなります。

募集開始日（2022年10月1日）から
・募集口数が満口になった時点
・対象馬が1頭でも競走馬登録を申請する時点
・2023年3月10日
のいずれか早い日までとなります。

入会金 ご入会時に入会金11,000円が必要となります。 ご入会時に入会金3,300円が必要となります。

月会費
＊ホワイト会 員：会員1名あたり1,980円
＊シルバー会員：会員1名あたり2,480円
＊プレミアム会員：会員1名あたり2,980円

会員1名あたり800円（税込）
※原則年1回、まとめて9600円（12ヶ月分）お支払いいた

だきます。

・月会費は入会の翌月から発生いたします。
・複数種類の商品に投資された会員様は、会費・入会金の重複はございません。
　例：500口募集馬1口とIFFに出資された会員様はホワイト会員の会費・入会金となります。
・入会金、会費が違う商品に異なるタイミングで出資された会員様は既にお支払いいただいている額に過不足がある場合、原則翌月に精算させていただきます。

クラブポイント制度

※ポイントに期限はございません。退会されるとポイントは無効となります。詳しくは会員規約をご確認ください。
※Insel Fun Fund 2022に対してクラブポイント制度は適用されません。
　そのため購入時のポイント付与、およびポイント利用はできませんので、ご留意ください。

左記のポイント
付与対象額の５％

競走馬出資金－
クラブポイント充当分
=ポイント付与対象額

付与される
クラブポイント

（1ポイント未満切り捨て）

クラブ概要

※2021年度募集の保有口数は上記に含みません。ただし、2021年度募集馬を保有されている会員は、2022年度
募集による会費価格と2021年度募集による会費価格のいずれか高い会費をお支払いいただくことになります。

ホワイト会 員：2022年度募集以降の500口募集馬の出資口数が1～4口までの会員様
シルバー会員：2022年度募集以降の500口募集馬の出資口数が5～9口までの会員様
プレミアム会員：2022年度募集以降の500口募集馬の出資口数が10口以上の会員様または10口商品出資会員様

＊

出資馬の飼育管理費用（育成費、厩舎預託料、各種登録料、治療費、及び輸送費等）を2歳1月より会員
様にご負担いただきます。まず維持費出資金の初回金として1頭当たり100万円（500口の場合2,000円）
をお支払いいただきます。これは費用出費に備えるものでクラブ法人は毎月生じる維持費をこの初回金から
出費します。その後、出費により減じた不足分額を維持費出資金として毎月お支払いいただきます。毎月の
お支払額は一定ではなく変動いたします。支払義務発生後に会員が出資申込みした場合であっても、2歳1
月分からの維持費出資金は遡及して会員様にご負担いただく事となり初回の競走馬出資金と合わせてお
支払いいただきます。なお、初回金は出資馬の引退時に精算のうえ分配させていただきます。

◎ 維持費出資金

出資にかかわる費用

馬代金に相当するもので1頭につき500分の1の金額です。
Insel Fun Fund 2022は対象募集馬20頭の募集総額の5%を2,500口にした際の1口の金額です。

◎ 競走馬出資金

年度 2022年 2023年

精算書初回掲載月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

分割回数 7回 6回 5回 4回 3回 2回

一括払い
先行募集時による出資申込みにて2%のクラブポイントが付与されます。（Insel Fun Fund 2022は除く）

分割払い（10口商品出資時のみ）
分割払いの場合は2023年5月までに完納する必要があることからお申込み時期により分割回数が変わります。ただし既存会員様による2023年4月10日以
降の出資契約成立の場合、一括払いのみとなります。

2歳時（2023年1月1日に加入）は競走馬出資
金の100%に加入とし保険出資額はその3%の
予定です。3歳時以降は馬齢により変動いたしま
す。年1回毎年12月にお支払いいただきます。
出資のお申込みをした日が2022年12月以降に
なる場合は、初回の競走馬出資金をお支払いい
ただく月に合わせてお支払いいただきます。

◎ 保険料出資金

表　精算書初回掲載月ごとの分割回数
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Insel Fun Fund 2022とは

インゼルサラブレッドクラブでは競馬の魅力や楽しみ方をより多くの方々にお伝えする事を目的としたInsel Fun Fund 2022
をご用意いたしました。 2022年度インゼル募集馬全20頭全てに夢を託していただく事でお客様が競馬に関わる機会が増
え毎週末の競馬ライフを楽しみにしていただけるプランとなっております。
是非この機会にインゼルサラブレッドクラブでしか体験できない新しいクラブライフをお楽しみください。

・ 月会費800円は原則年1回、まとめて9,600円（12ヶ月分）をお支払いいただきます。
・ 他年度のInsel Fun Fund を保有されているInsel Fun Fund会員の場合、各募集年度の規約に即した方法にて会費を試算し、そ

の一番高い会費をお支払いいただきます。
・ ご購入のタイミングに関わらず2歳1月以降の維持費・保険料出資金はご負担いただきます。
・ 維持費・保険料出資金は年単位で見直します。2023年は年135円/頭数で試算しております。
　2024年以降に関しては愛馬会が発行する精算書にて通知いたします。
　また、Insel Fun Fund 2022の運用終了時、維持費・保険料出資金に過不足が生じた場合は運用終了精算分配にてご精算させ

ていただきます。
・ 入会月の翌月から同年12月までの会費分を初回にお振込みいただきます。
・ 配当、出資返戻金は原則12月25日の1回、分配いたします。
・ P60、61記載の「ご注意点ー競走用馬ファンドのリスク等特徴について」およびInsel Fun Fund 2022会員規約をお読みになり

理解された上でお申込みください。

注意事項

Insel Fun Fund 2022は、2022年度インゼル募集馬全20頭の募集価格の5%を合計した金額をパッケージ化し2,500口
として募集します。

仕組み

2,500口として
販売

20頭全ての馬に出資することで
毎週末の競馬ライフの楽しみが

増えます

1口16,480円
 総額4,120万円/2,500口

対象募集馬20頭の
募集価格総額の5%

5%

5%

5%

5%

20頭全ての馬に
出資できる

月会費と維持費・保険料出資金

月会費 維持費・保険料出資金

2023年、2024年（3歳まで）
800円
※原則年1回、まとめて9,600円（12ヶ月

分）をお支払いいただきます。 1頭あたり135円
※翌年の維持費・保険料出資金、および

運用終了精算時にて過不足分を精算
いたします。2025年1月～（4歳以降）

1頭あたり60円
※前年12月末の当該出資馬群の頭数

に応じて会費を変更します。上限額は
月800円とします。
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1. 500口募集馬

募集頭数：20頭
1頭総額：1,500万円～12,500万円
1口募集価格：3万円～25万円

［募集馬］
No.22-01 ヴィニーの21～No.22-20 ヤマンの21

【出資例】

No.22-01 ヴィニーの21の場合（一口価格11万円）

入会時費用
・ 入会金：1万1,000円
・ 競走馬出資金：11万円
・ 初回維持費出資金：2,000円
計：12万3,000円 

毎月の費用
・ 月会費：1,980円
・ 維持費出資金（目安）：600円～1,600円
計：約2,580円～約3,580円
※維持費出資金は実際にかかる金額を請求しますので参考値となります。

その他費用
・ 保険料出資金：3,300円（競走馬出資額の3%） 

※一口出資した場合

※一商品出資した場合

入会時費用
・ 入会金：3,300円
・ 競走馬出資金：1万6,480円
・ 月会費：9,600円※2023年1月～12月分
・ 維持費・保険料出資金：2,700円
計：3万2,080円

毎年の費用
・ 月会費：800円×12ヶ月
（原則年1回まとめて、9,600円お支払いいただきます）
・ 2023年維持費・保険料出資金：135円/頭・年×20頭
※2024年以降に関しては愛馬会が発行する精算書にて通知します。

出資イメージ

3. Insel Fun Fund 2022

対象頭数：20頭
募集口数：2,500口
 1口募集価格：1万6,480円

［対象馬］
No.22-01 ヴィニーの21～No.22-20 ヤマンの21

【出資例】

2. 500口募集馬（10口商品）

募集頭数：4頭
1頭総額：4,000万円～12,500万円
1商品募集価格：80万円～250万円

［募集馬］
No.22-01 ヴィニーの21 
No.22-03 ローリーポーリーの21
No.22-04 テルアケリーの21
No.22-14 ユイフィーユの21

【出資例】

No.22-01 ヴィニーの21の場合（1商品価格110万円）

入会時費用
・ 入会金：1万1,000円
・ 競走馬出資金：110万円
・ 初回維持費出資金：2万円
計：113万1,000円

毎月の費用
・ 月会費：2,980円
・ 維持費出資金（目安）：6000円～1万6,000円
計：約8,980円～約1万8,980円
※維持費出資金は実際にかかる金額を請求しますので参考値となります。

その他費用
・ 保険料出資金：3万3,000円（競走馬出資額の3%）

59



クラブ法人
株式会社

インゼルレーシング

競走馬の
現物出資

（匿名組合契約）

競走用馬ファンドの仕組み

【500口】

株式会社インゼルサラブレッドクラブ
京都府京都市中京区木屋町通
三条上ル上大阪町515番地 MIYUKIビル5階
代表取締役：大住拓哉
資本金：1000万円
登録番号：近畿財務局長（金商）
第418号

● 愛馬会法人

株式会社インゼルレーシング
京都府京都市中京区木屋町通
三条上ル上大阪町515番地 MIYUKIビル5階
代表取締役：松島悠衣
資本金：1000万円
登録番号：近畿財務局長（金商）
第419号

● クラブ法人
会 員

募集

金銭出資
（匿名組合契約）

ご注意点──競走用馬ファンドのリスク等特徴について （2022年10月1日現在）

愛馬会法人
株式会社

インゼルサラブレッドクラブ

出資の仕組み

◎ 顧客（会員）は、愛馬会法人が交付する『2022年度募集馬カタログ』記載のう
ちから競走用馬を選択し、当該馬に出資することにより獲得賞金等の分配を受
けます。当該出資馬は愛馬会法人より、ＪＲＡ（日本中央競馬会）に馬主登録の
あるクラブ法人に現物出資された後、競走の用に供されます。会員の支払う馬
代金相当額、競走馬の維持費、保険料等は出資金として扱われ、会員の受領
する賞金、事故見舞金、売却代金、保険金等はすべて分配金（利益若しくは出
資金の返還）として扱われます。

◎ 競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退することがあ
り、また、出走した場合においても、競走成績不振により出資元本を上回る賞金
を獲得できないことがあります。したがいまして、競走用馬ファンドは、収入の保証
されているものではなく、また、会員が出資した元本の保証はありません。

◎ 本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づいており、
匿名組合営業者（「愛馬会法人」及び「クラブ法人」を包括的にさし、以下「営
業者」といいます）の報酬は、当該出資馬が獲得した賞金・褒賞金の5%（その他
では、賞品売却分配金、サラブレッドオークションに関わる事務経費22,000円

（消費税込）、及び、競走馬・種牡馬として売却する場合［種牡馬賃貸契約を含
む］には純利益金が500万円を超える場合、累進計算により段階的に10％～
40%）です。なお、賞金に関わる諸手当のうち特別出走手当及びその他事故見
舞金等収入について、営業者報酬はありません。会員の出資としては、競走馬
の代金に相当する競走馬出資金納入のほか、競走馬の維持費相当額等を毎
月追加出資する仕組みとなります。

◎ 当該出資馬が牝馬の場合は、6歳3月末を引退・運用終了期限とします。引退時
には、その競走成績にかかわらず、提供会社等が募集価格の10％相当額（消
費税込）で買い戻す特約があります（死亡の場合は別に規定）。当該出資馬が
牡馬の場合は、引退時期の定めはありません。

◎ JRAの競走馬登録を抹消して地方競馬に転籍の上、NAR管轄下の地方競馬
の競走に出走させることはありません。

◎ 本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日からとなります。運用開始後は、当
該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失等により運用できなくなった場合を含め、
いかなる理由によっても会員は、支払方法（一括払い・分割払い）にかかわらず、
募集価格全額の競走馬出資金納入義務を免れることはできません。上記運用
開始期日前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失に相当し運用が開始で
きなくなった場合には、本商品投資契約は遡及的に解除となり、納入済みの出
資金は会員宛に返還されます。

◎ 競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条の6（書面による解除）の適用を受
けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度（契約成立直後の一定期間
内における無条件契約解除）はありません（ただし、愛馬会法人がやむを得ない
と認めた場合を除く）。また、本商品投資契約成立から終了までの間に中途解約
がなされた場合、会員に対する愛馬会法人からの返還金はなく、会員資格が失
効するとともに、出資馬に係わる一切の権利が消滅します。

◎ 会員は当該出資馬に関する権利義務（商品投資受益権や維持費出資義務
等）は第三者に譲渡、移転できません。また、当該出資馬に関する出資者の名
義変更は、相続等による包括承継を除いて行うことができません。

◎ 金融商品取引法第47条の3により、顧客は、金融商品取引業者が内閣府令に
基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店において縦覧することができます。

◎ 本商品投資契約の詳細については、競走用馬ファンド（500口）会員規約
（2022年10月1日改定のもの、以下「会員規約」といいます）に記載されていま
す。また、競走用馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先、出資募集の開始前
の手術歴等の公表事項については、『2022年度募集馬カタログ』に記載しま
す。出資募集の開始後から終了までの期間中に上記事由が確認された場合に
は、これについて順次公表します。すべてをよくお読みいただき、競走用馬ファン
ド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご検討くだ
さい。

◎ 会員規約は、金融商品取引法第37条の3に規定する『契約締結前の交付書
面』及び同法第37条の4に規定する『契約締結時の交付書面』を兼ねるもので
す。会員規約に基づいて当該出資馬の運用等が行われますので、愛馬会ホー
ムページよりダウンロードし、契約終了まで保管するようにしてください。

◎ 出資申込みの方法には、A．愛馬会ホームページから『出資申込書』を入力する
方法、B．『出資申込書』を郵送する方法があり、愛馬会法人の案内にしたがって、
会員はいずれかの方法を選択して出資申込みを行います。商品投資契約は、会
員の出資申込みに対して愛馬会法人から受諾の通知が成された日をもって契
約成立となります。愛馬会法人は、契約成立日の記載された『出資契約成立通
知書』を会員宛に発行し、マイページ内に掲載します。
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2022年度募集馬の全20頭の5%（25口）をInsel Fun Fund 2022として組成し、募集予定総額
（4,120万円）を2,500口に分割し、1口単位で販売
※1会員あたり、最大5口まで

募集
NO. 募集馬名 通常

募集価格
通常

募集口数
本投資商品での

販売割合
一頭あたりの
募集予定総額

一頭あたりの
一口金額

22-01 ヴィニーの21 5,500万円 500口 5% 275万円 1,100円
22-02 チカリータの21 4,000万円 500口 5% 200万円 800円
22-03 外 ローリーポーリーの21 12,500万円 500口 5% 625万円 2,500円
22-04 テルアケリーの21 9,200万円 500口 5% 460万円 1,840円
22-05 ゴルトキルシェの21 1,800万円 500口 5% 90万円 360円
22-06 サラフィナの21 6,000万円 500口 5% 300万円 1,200円
22-07 マーブルカテドラルの21 3,500万円 500口 5% 175万円 700円
22-08 レトⅡの21 5,000万円 500口 5% 250万円 1,000円
22-09 スカイダイヤモンズの21 3,600万円 500口 5% 180万円 720円
22-10 エレクトラムの21 2,800万円 500口 5% 140万円 560円
22-11 外 ラルクの21 3,000万円 500口 5% 150万円 600円

22-12 外 ダンシングオンエアの21 4,200万円 500口 5% 210万円 840円

22-13 外 ヤンキーブライトの21 2,600万円 500口 5% 130万円 520円
22-14 ユイフィーユの21 4,000万円 500口 5% 200万円 800円
22-15 シャブリの21 2,800万円 500口 5% 140万円 560円
22-16 アルーリングハートの21 1,500万円 500口 5% 75万円 300円
22-17 エルパンドールの21 2,000万円 500口 5% 100万円 400円
22-18 ムーンライトベイの21 3,000万円 500口 5% 150万円 600円
22-19 モーニングリズの21 2,800万円 500口 5% 140万円 560円
22-20 ヤマンの21 2,600万円 500口 5% 130万円 520円

募集予定総額 4,120万円
販売予定口数 2,500口
一口当たりの金額 16,480円

【500口】 【Insel Fun Fund 2022】

2022年度会員規約はこちら ▶▶

Insel Fun Fund 2022 組成の仕組み

【Insel Fun Fund 2022】
◎ 顧客（会員）は、Insel Fun Fund 2022に出資することにより獲得賞金等の分

配を受けます。愛馬会法人により予め選択された出資の対象となる複数の競走
用馬の総体（以下、その総体を「当該出資馬群」といい、これに属する個々の競
走用馬を「当該出資馬」という。）は愛馬会法人より、ＪＲＡ（日本中央競馬会）に
馬主登録のあるクラブ法人に現物出資された後、競走の用に供されます。会員
の支払う馬代金相当額、競走馬の維持費、保険料等は出資金として扱われ、会
員の受領する賞金、事故見舞金、売却代金、保険金等はすべて分配金（利益若
しくは出資金の返還）として扱われます。

◎ 当該出資馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退すること
があり、また、出走した場合においても、競走成績不振により出資元本を上回る
賞金を獲得できないことがあります。したがいまして、競走用馬ファンドは、収入の
保証されているものではなく、また、会員が出資した元本の保証はありません。

◎ 本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づいており、
匿名組合営業者（「愛馬会法人」及び「クラブ法人」を包括的にさし、以下「営
業者」といいます）の報酬は、当該出資馬が獲得した賞金・褒賞金の5%（その他
では、賞品売却分配金、サラブレッドオークションに関わる事務経費22,000円

（消費税込）、及び競走馬・種牡馬として売却する場合［種牡馬賃貸契約を含
む］には純利益金が500万円を超える場合、累進計算により段階的に10％～
40%）です。なお、賞金に関わる諸手当のうち特別出走手当及びその他事故見
舞金等収入について、営業者報酬はありません。会員の出資としては、当該出
資馬の代金に相当する競走馬出資金納入のほか、競走馬の維持費相当額等
を追加出資する仕組みとなります。

◎ 当該出資馬が牝馬の場合は、6歳3月末を引退・運用終了期限とします。引退時
には、その競走成績にかかわらず、提供会社等が募集価格の10％相当額（消
費税込）で買い戻す特約があります（死亡の場合は別に規定）。当該出資馬が
牡馬の場合は、引退時期の定めはありません。

◎ 当該出資馬は、JRAの競走馬登録を抹消して地方競馬に転籍の上、NAR管轄
下の地方競馬の競走に出走させることはありません。

◎ 本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日からとなります。運用開始後は、当
該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失等により運用できなくなった場合を含め、
いかなる理由によっても会員に、その当該出資馬が占める募集価格相当を返金
することはございません。また、 Insel Fun Fund 2022の募集価格も変更する
ことはございません。上記運用開始期日前に当該出資馬が 死亡もしくは競走能
力喪失に相当し運用が開始できなくなった場合には、その当該出資馬が占める

募集価格相当の出資金は会員宛に返還され、Insel Fun Fund 2022の募集
価格も変更します。

◎ 本商品投資契約の運用終了は、当該出資馬群の中で最後に当該出資馬の売
却・競走馬登録の抹消・競走馬の死亡といった運用終了事由の生じた月となります。

◎ 競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条の6（書面による解除）の適用を受
けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度（契約成立直後の一定期間
内における無条件契約解除）はありません（ただし、愛馬会法人がやむを得ない
と認めた場合を除く）。また、本商品投資契約成立から終了までの間に中途解約
がなされた場合、会員に対する愛馬会法人からの返還金はなく、会員資格が失
効するとともに、Insel Fun Fund 2022に係わる一切の権利が消滅します。

◎ 会員はInsel Fun Fund 2022に関する権利義務（商品投資受益権や維持費
出資義務等）は第三者に譲渡、移転できません。また、Insel Fun Fund 2022
に関する出資者の名義変更は、相続等による包括承継を除いて行うことができ
ません。

◎ 金融商品取引法第47条の3により、会員は、金融商品取引業者が内閣府令に
基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店において縦覧することができます。

◎ 本商品投資契約の詳細については、競走用馬ファンド（Insel Fun Fund 
2022）会員規約（2022年10月1日改定のもの、以下「会員規約」といいます）
に記載されています。また、当該出資馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先、
出資募集の開始前の手術歴等の公表事項については、『2022年度募集馬カ
タログ』に記載します。出資募集の開始後から終了までの期間中に上記事由が
確認された場合には、これについて順次公表します。すべてをよくお読みいただき、
競走用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込
みをご検討ください。

◎ 会員規約は、金融商品取引法第37条の3に規定する『契約締結前の交付書
面』及び同法第37条の4に規定する『契約締結時の交付書面』を兼ねるもので
す。会員規約に基づいてInsel Fun Fund 2022の運用等が行われますので、
愛馬会ホームページよりダウンロードし、契約終了まで保管するようにしてください。

◎ 出資申込みの方法には、A．愛馬会ホームページから『出資申込書』を入力する
方法、B．『出資申込書』を郵送する方法があり、愛馬会法人の案内にしたがって、
会員はいずれかの方法を選択して出資申込みを行います。商品投資契約は、会
員の出資申込みに対して愛馬会法人から受諾の通知が成された日をもって契
約成立となります。愛馬会法人は、契約成立日の記載された『出資契約成立通
知書』を会員宛に発行し、マイページ内に掲載します。
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賞金分配システムについて

出資馬が獲得した総賞金は調教師、騎手、厩務員への進上金、源泉税、クラブ法人・愛馬会法人手数料、
消費税を控除した金額を口数に応じて分配いたします。

◎源泉徴収所得税（JRA源泉税）
総賞金が75万円を超えた場合に課税となります。

（賞金ー（賞金×0.2＋60万円）×10.21％
※東日本大震災復興に関わる復興特別所得税

（源泉徴収すべき所得税の2.1％）が含まれます。

◎クラブ法人・愛馬会法人手数料
総賞金（ただし特別出走手当は除く）の5％

控除される金額

賞金分配システム図

◎進上金
総賞金（ただし、付加賞及び特別出走手当を除く）の20％（障害の場
合は22％）に付加賞の5％（障害の場合は7％）を加算した額。

◎消費税
（賞金ー進上金）×10/100
※消費税率変更により変動します。

1.月次分配（賞金獲得時の翌月に分配）

JRA

クラブ法人

①JRA
源泉税

クラブ法人

愛馬会法人

愛馬会法人

会員 会員

②クラブ法人
源泉税

②クラブ法人
源泉税

③会員様の
源泉税

③会員様の
源泉税

愛馬会法人

会員

賞金

①JRA源泉精算金の分配
「JRA源泉税」をクラブ法人が還付を
受けた後、会員に分配します。

②クラブ法人源泉精算金の分配
「クラブ法人源泉税」を愛馬会法人が
還付を受けた後、会員に分配します。

賞金は出走月の翌月にお支払いいたします。

※Insel Fun Fund 2022では月次分配を実施せず年次分配のみとなります。

①JRA源泉精算金、②クラブ法人源泉精算金をあわせて毎年4月にお支払いいたします。

※ 愛 馬 会 法 人で
立替ますので、源
泉 徴 収 前の金 額
が会員様への分配
対象となります。

※

出資
返戻金

出資
返戻金

出資
返戻金

出資
返戻金

出資
返戻金

利益
分配額

利益
分配額

利益
分配額

利益
分配額

利益
分配額

徴収

徴収 徴収

徴収

2.年次分配（翌年4月に分配）

還
付

還
付

還付

③会員様の
源泉税徴収徴収
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⑦利益分配額

◎ポイント
●出資返戻金：出資返戻金は、源泉徴収の対象となりません。「愛馬会法人」を経由して会員の方にそのまま分配されます。

●利益分配額：利益分配額は20%（復興特別所得税を含めると20.42%）の源泉徴収の後にクラブ法人から愛馬会法人に分配されます。
　愛馬会法人が、会員の方に分配する際に、20%（復興特別所得税を含めると20.42%）の源泉徴収が行われます。

●「JRA等がクラブ法人に賞金を支払う際に行った源泉徴収税額」と「クラブ法人が愛馬会法人に利益分配される際に行った源泉徴収税
額」は、クラブ法人および愛馬会法人がそれぞれ決算において法人税に充当して精算を受けた後、翌年の4月末に会員様に分配いたします

（年次分配）。

◎賞金分配時イメージ図

③保険料出資金
支払累計額

＋
②維持費出資金

支払累計額
＋ 

①競走馬出資金
（累積出資金額の

残高）

④前月までの
出資返戻累積額

前月までに
返戻済みの
出資金

分配対象額

源泉徴収の
対象となるのは
この部分だけです。

⑦利益分配額
※源泉徴収後に分配

⑥出資返戻金
（会員の方に
そのまま分配）
※源泉徴収なし

⑤競走馬の
出走月の簿価

◎用語解説

該当馬へ出資した際の馬代金（消費税込）に該当する金額です。クラブ
ポイントは差し引いた額となります。

①競走馬出資金（実際にお支払いいただいた金額）

前月までに獲得した賞金等によって返戻済みの出資金合計額となります。

④前月までの出資返戻累積額

2歳1月分より出走月までに、追加出資いただいた「維持費出資金」の合
計額となります。1口につき初回金2,000円を含みます。

②維持費出資金支払累計額

「競走馬の出走月の簿価」は次の算式により求めたものとなります。

   「出走月の簿価」=
   「競走馬の取得価格（消費税抜）」-「出走月までの減価償却費累計額」

※競走馬の取得価格（消費税抜）= （「競走馬出資金」+「2歳1月〜3月分の預
託料」）×100/110です。※消費税率の変更により変わります。

※「出走月までの減価償却費累計額」とは、競走馬の取得価格を48ヶ月で 
除して2歳4月から出走月までの月数を乗じたものとなります。

※競走馬の減価償却年数は4年（48ヶ月）とし、2歳4月より減価償却開始となり
ます。

⑤競走馬の出走月の簿価

追加出資いただいた「保険料出資金」の合計額となります。

③保険料出資金支払累計額

返戻金の戻しとして取り扱われます（課税対象となりません。）
※「出資返戻可能額」は賞金等を獲得した場合に出資返戻金として扱

われる予定の範囲を示します。

⑥出資返戻金

賞金等分配時の「出資返戻金」と「利益分配額」の区分方法
賞金等分配の基となる金額（「分配対象額」）を、「出資返戻金」と「利益分配額」とに区分します。

「分配対象額」とは、獲得賞金等から進上金・JRA源泉税・消費税・クラブ法人・愛馬会法人手数料を除いたものとなります。

◎出資返戻可能額の計算式

「分配対象額」のうち、「⑥出資返戻金（出資返戻可能額）」を超えた金額が「⑦利益分配額」となります。

①
競走馬出資金 + + - - ＝

②
維持費出資金
支払累計額

③
保険料出資金
支払累計額

④
前月までの

出資返戻累積額

⑤
競走馬の

出走月の簿価

⑥
出資返戻金

（出資返戻可能額）

利益として扱われます。
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競走馬保険について

出資馬の競走生活における危険負担を考慮し、会員の皆様が安心してご出資できるよう、
１歳末までに運用を断念する場合は全額返金、２歳以降は死亡・競走能力喪失・傷病により未出走となるリスク等を保険が補填します。

１歳末までに傷病などで競走用馬ファンドとしての運用を断念する場合には、お支払いいただいた競走馬出資金、保険料出資金の全額を返金いた
します。

１歳末までの危険負担

概要
保険加入時期 ２歳１月１日とします。2022年度募集馬は２０２３年１月１日より保険加入となり、期間は１年です。

保険料出資金のお支払い

ホワイト会 員
シルバー会員
プレミアム会員

前年の１２月に保険出資金として、翌年度分（１月１日から１年分）の保険料相当額を通常の
月会費などとともにご請求させていただきます。

Ｉ Ｆ Ｆ 会 員
翌年の１月に維持費・保険料出資金として、翌年度分（１月１日から１年分）をご請求させてい
ただきます。

保険加入額と保険料率
２歳馬の保険加入額は、支払方法やクラブポイントの充当の有無にかかわらず、募集価格の１００％とし、保険料
率はその３％（予定）とします。

募集馬は万一の事故、疾病に備えて、２歳１月１日より競走馬保険に加入いたします。２歳以降、死亡・競走能力喪失・未出走引退などのリスクに対
しては、この競走馬保険でカバーします。保険加入額は馬齢を基準としており、２歳馬は募集価格の１００％、３歳馬は７０％、４歳以降については
５０％加入が原則となります。
競走中やJRA施設内での調教中の事故や疾病に対しては、JRAでは事故見舞金規定があって、症例の程度によって一定の金額が支給されます
（６７ページを参照）。一方でこの事故見舞金では補えない、牧場育成時においての競走能力喪失による引退、疾病や傷害での未出走引退に対し
ても、充実した補償内容で対応できるものとなっています。

◎死亡保険金
偶発的な事故や疾病が原因での死亡、または指定獣医師に安楽死と認定された場合に保険金をお支払いいたします。保険金額（保険加入額）は、募集価
格に対して２歳馬１００％、３歳馬７０％、４歳以上馬は５０％のお支払いとなります。ただし、障害競走（障害レース出走のために当該競馬場に搬入した時から
搬出された時まで）に起因する事故の場合は、保険加入額にかかわらず一律２００万円が給付限度となります（特約対象事故も含む）。

競走馬保険

◎見舞金給付特約
総賞金（ただし、付加賞及び特別出走手当を除く）の20％（障害の場合は22％）に付加賞の5％（障害の場合は7％）を加算した額。

①未出走の主に２～３歳馬が競走能力喪失と診断された場合で、かつ中央競馬馬主相互会の事故見
舞金規程３号と４号の支給要件に該当しない場合（いわゆる[未入厩馬]が主に該当）

　　➡保険加入額の５０％給付

②競走能力喪失の診断を受けた場合
　　➡保険加入額の２０％給付

③傷病などにより、未出走引退が確定した場合

　　➡保険加入額の２０％給付

④「手術費用特約」として、全身麻酔を伴う外科手術の費用（主にJRA施設外で行われた手術で保険会
社が認めたもの）を、保険加入額の３％を限度として給付

⑤「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断された場合、保険加入額の５％（限度額は５０万円）
を給付

※①～③は重複して支払われることはありません。
　いずれか１つの給付となります。
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保険適用の条件 … 傷害・疾病が起因であること。 下表の給付割合は、保険加入額に対して給付します。
＊３歳の未出走・未入厩馬にも適用されます。

競走馬保険（見舞金給付特約）①〜③の図解

・募集馬は２歳時（本年度募集馬は２０２３年１月１日）より保険加入することとし、保険期間は１年ごとの更新となります。
・２歳馬の保険加入額は１００％とし、保険料はその３％（予定）です。ホワイト、シルバー、プレミアム会員は前年の１２月に保険料出資金として、IFF会員は翌年の 

１月に維持費・保険料出資金として１年分の保険料相当額をご請求いたします。
・保険料率は翌年以降も保険加入額の３％（予定）です。
・２歳のG１・Jpn１重賞と３歳以上の平地重賞競走（一定の要件に該当する海外のG格付け競走を含む）に優勝した場合は、馬齢にかかわりなく募集価格の

１００％を保険加入額として、増額分の保険料相当額は会員にご負担いただきます。
・海外の競走に出走する場合の輸送やレース中などの事故に対しても、保険料の追徴がないままで本保険の加入額が適用となります。
・不慮の事故や傷病が生じて死亡または引退となった場合は、給付を受けた保険金（特約保険金を含む）をもって、その損害すべてに対する補償とします。
・保険料を含めすべての分配金は、匿名組合の利益金として扱われる場合がありますので、源泉徴収の対象となることがあります。
・競走馬保険については、2022年度会員規約「５.（3）保険料出資金」の項で詳述しておりますので、よくお読みください。

【競走馬保険についての要約および注意点】

1歳 2歳

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

保険加入なし 保険加入

牧場調教 牧場調教 厩舎在厩 放牧

※運用開始前に運用断念
全額返金

未入厩での引退 　 入厩後の未出走引退 　 出走後の競走能力喪失

① 競走能力喪失による引退
５０％給付

③ 未出走での引退
２０％給付

③ 未出走での引退
２０％給付

② 能力喪失による引退の場合のみ
２０％給付

JRA事故見舞金支給なし
JRA事故見舞金支給あり

（在厩６０日以上、抹消給付金支給対象）

入厩 出走
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賞金・手当について 2022年度賞金体系（中央競馬）

賞金・手当体系は日本中央競馬会の規定を要約、抜粋した原則的なもので、2022年度の実績です。

第1着～第5着馬に対して交付されます。賞金は番組ごとに定められており、第1着馬の本賞金を100%とした場合、2着馬以降について
は原則として下表の比率にて交付されます。

重賞競走および重賞競走以外の平地オープン競走は第10着まで、その他の競走は第8着までの競走馬に対し、第1着本賞に下表の
比率を乗じた額が交付されます。

※タイム制限該当馬に対しては、不交付（平地のオープン競走、障害の特別競走を除く）。
※未出走馬および未勝利馬が平地のオープン競走に出走し、規定の時間を超えて入線した場合は不交付。

特別登録料は、その総額を7：2：1の割合で按分され、それぞれ第1着馬、第2着馬、第3着馬に付加賞として交付されます。

3（4）歳以上の芝1,800m以上の平地競走に出走した第1着～第10着の競走馬に対し、下記の金額が交付されます。
また第1着馬の金額を100%とした場合、第2着～第10着の競走馬については下表の比率にて交付されます。

日本国内で生まれた競走馬が以下の平地競走において第1着～第5着になった際に交付されます。

さらに、牝馬限定ではない新馬競走および平地未勝利競走において、内国産の牝馬が第1着～第5着となった
場合には下記の通り内国産牝馬奨励賞が交付されます。

着順
本賞金

第1着 第2着 第3着 第4着 第5着
第1着本賞金に対する割合 100% 40% 25% 15% 10%

競走 第6着 第7着 第8着 第9着 第10着

重賞競走
重賞競走以外の平地オープン競走

8% 7% 6% 3% 2%

その他の競走 8% 7% 6% 3% ─

競走 芝1,800m 芝1,800m超 芝2,000m超 第2着 第3着 第4着 第5着 第6着 第7着 第8着 第9着 第10着

3（4）歳以上
平地競走

オープン競走・
リステッド競走

（重賞競走を除く） 140万円 260万円 380万円
40% 25% 15% 10% 8% 7% 6% 3% 2%3勝クラス競走

2勝クラス競走
1勝クラス競走
（特別競走のみ） 80万円 140万円 200万円

①本賞金

②出走奨励金

③付加賞

④距離別出走奨励賞

⑤内国産馬所有奨励賞

競走 第1着 第2着 第3着 第4着 第5着
G1競走 350万円 140万円 88万円 53万円 35万円

G1競走以外の重賞競走 250万円 100万円 63万円 38万円 25万円
リステッド競走 220万円 88万円 55万円 33万円 22万円

その他のオープン競走 200万円 80万円 50万円 30万円 20万円
3勝クラス競走 160万円 64万円 40万円 24万円 16万円
2勝クラス競走 130万円 52万円 33万円 20万円 13万円

競走 第1着 第2着 第3着 第4着 第5着

1勝クラス
競走

2・3歳 110万円 44万円 28万円 17万円 11万円
3（4）歳以上 80万円 32万円 20万円 12万円 8万円

新馬競走
2歳 190万円 76万円 48万円 29万円 19万円
3歳 150万円 60万円 38万円 23万円 15万円

未勝利
競走

2歳 150万円 60万円 38万円 23万円 15万円

3歳
春季競馬 110万円 44万円 28万円 17万円 11万円
夏季競馬 60万円 24万円 15万円 9万円 6万円

競走 第1着 第2着 第3着 第4着 第5着

2歳
新馬競走 160万円 64万円 40万円 24万円 16万円
未勝利競走 100万円 40万円 25万円 15万円 10万円

3歳
新馬競走 100万円 40万円 25万円 15万円 10万円

未勝利競走（春季競馬において行う競走に限る） 50万円 20万円 13万円 8万円 5万円
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古馬G1および芝1,800m以上の古馬G2競走において、出走奨励金が交付されない第11着以下の競走馬については特別出走奨励金が交付されます。

競走馬がJRAの施設内にて発生した事故により3ヶ月以上休養する場合は事故見舞金が支給されます。ただし、状況により減額、または一部返還しなくてはならな
い場合があります。

競走 特別出走手当

重賞競走 46.3万円
重賞競走以外の特別出走 45.4万円

一般競走
1勝クラス以上の競走 45.2万円
新馬・未勝利競走 44.2万円

交付対象競走 該当する競走条件 第11着以下

G1競走

大阪杯・天皇賞（春）・宝塚記念・天皇賞（秋）・ジャパンカップ・有馬記念

オープン馬

200万円

フェブラリーS・高松宮記念・ヴィクトリアマイル・安田記念・スプリンターズS・エリザベス女王杯・マイル
チャンピオンシップ・チャンピオンズカップ 150万円

G2競走
日経新春杯・アメリカジョッキークラブC・京都記念・中山記念・金鯱賞・阪神大賞典・日経賞・目黒記
念・札幌記念・オールカマー・毎日王冠・京都大賞典・府中牝馬S・アルゼンチン共和国杯・ステイヤー
ズS

オープン馬 100万円

3勝クラスの馬 50万円

⑥特別出走手当

⑦特別出走奨励金

⑧事故見舞金

⑨競走馬登録抹消給付金・同付加金

JRA所属馬が各地方競馬場で開催される交流競
走に出走したさいの賞金基準額です。現地主催者
の賞金にJRAからの差額補助金が加算されるため、
結果として、どこの競馬場であっても、各クラスごと
に右表の金額が保証されます。

JRAの競走馬登録を抹消するさいに支給されるも
のです。「抹消給付金」と「付加金」の2本立てと
なっており、抹消時期、出走歴の有無によって異な
りますが、2022年度においては右表のとおりの日
程で45万円～235万円が支給されます。

原則的に1回の出走につき右表の通り交付されます。ただし、
競走条件、勝ち馬とのタイム差、当該馬の馬齢と収得賞金額
によって、増減額の変動および不交付の場合があります。

⑩地方交流競走差額交付基準額

※地方競馬におけるダートグレード重賞については、上表のようなJRAからの差額補
助金はなく、主催者が定める賞金および手当の額がそのまま交付されます。

※第3号から第12号までの事故とは、骨折、脱臼、外傷又は腱断裂をいう。

2歳
3歳

4歳
5歳 6歳

以上～4/22 ～6/3 ～7/29 ～12/31 ～6/3 6/4～
5走以上 235万円 230万円 190万円 170万円 195万円 155万円 140万円
3・4走 215万円 210万円 170万円 150万円 175万円 135万円 120万円
2走 175万円 170万円 130万円 110万円 135万円 95万円 80万円
1走 150万円 145万円 105万円 85万円 110万円 70万円 55万円
未出走 140万円 135万円 95万円 75万円 100万円 60万円 45万円

交流競走 第1着 第2着 第3着 第4着 第5着

2勝クラス 800万円 320万円 200万円 120万円 80万円
1勝クラス 650万円 260万円 160万円 98万円 65万円
未勝利 450万円 180万円 110万円 68万円 45万円

事故の種類 見舞金の額

1 競走中の事故により死亡し、又は死にひんし救うことののできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 645万円

2 調教中又は輸送中の事故により死亡し、又は死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 630万円

3 競走中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 610万円

4 調教中又は輸送中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 595万円

5 競走中の事故により事故発生の日から12ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 405万円

6 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から12ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 390万円

7 競走中の事故により事故発生の日から9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 370万円

8 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 355万円

9 競走中の事故により事故発生の日から6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 320万円

10 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 305万円

11 競走中の事故により事故発生の日から3ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 255万円

12 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から3ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 240万円

13 競馬会の施設内において、法定伝染病以外の疾病、負傷、天災地変、火災、暴動等により死亡し、または死にひんし救うことのできな
い状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 620万円

17 競走馬登録後の最初に出走した日以降に、競馬会の施設内において発生した腱炎（屈腱炎を除く）、関節炎、蹄病（蹄葉炎を除く）、骨瘤、骨膜炎、
眼病、鼻出血、心房細動、肺炎、胸膜炎、フレグモーネ、跛行により、ひき続き6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなかった場合 175万円

18 競馬会の施設内において発生した、屈腱炎、蹄葉炎、胸膜炎、変位疝により9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 335万円
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会員サービス

インターネットで
愛馬の情報提供サービス
公式HPのマイページでは、皆様の大切な愛
馬の情報提供を行っております。また、愛馬の
牧場や競馬場での姿を動画や写真で会員の
皆様と共有致します。

愛馬命名
馬名命名の応募につきましては、弊社HPをご
覧下さい。命名希望者から寄せられた馬名（ご
出資1口につき1案）をJRAの規定を基にクラ
ブで複数選択したのち、出資会員の皆様に投
票いただき決定いたします。名付け親となられ
た方には命名証明書を進呈致します。

優勝賞品の提供
愛馬が出走レースにて優勝した場合、獲得し
た純金メダルなどの賞品を出資会員様の中か
ら希望される方に売却致します。なお、売却代
金は出資会員様に分配致します。
詳しくは会員規約をご確認ください。

G1優勝祝賀会
G1レース優勝の際には、調教師、騎手など関
係者をお招きした祝賀会を開催します。

（費用は優勝馬の会員様負担となります。）

プレミアムパーティーの開催
年1回会員様同士やクラブ関係者との親睦を
図るためにプレミアムパーティーを開催します。
クラブ所属馬を管理する調教師や騎手をはじ
めとした競馬サークルで活躍されている関係者
も多数参加いただく予定です。

愛馬の優勝ゼッケン
プレゼント
愛馬が出走レースにて優勝した場合、実際に
レースで使用したゼッケンを騎手のサイン入り
で出資会員様に抽選で1名様にプレゼント致
します（諸事情によりご提供ができない場合も
ございますのでご了承ください）。

重賞レース
優勝記念品の制作
愛馬が重賞レースに優勝した際は、記念品を
制作・販売いたします。

マツシマHD飲食ご優待
マツシマHD関連レストラン等でご優待サービ
スを提供いたします。

※ 社会情勢にて一部サービスを取り止める場合があります。

※ 詳しくは弊社HPをご確認ください。

ゴール前優勝写真
愛馬が出走レースにて優勝した場合、HPにて
ゴール前優勝写真をダウンロードしていただく
ことが出来ます。

優勝時記念撮影
（口取り式）へのご参加

愛馬が出走レースにて優勝した場合、出資会
員様の方に抽選にて通常は10名様まで、重
賞等は20名様までご参加いただくことが出来
ます。

ホワイト会員 Insel Fun Fund会員シルバー会員プレミアム会員
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