
競走距離別の勝馬に占める各遺伝子型の割合
（プラスビタール社調べ）

プラスビタール社調べ
（学術文献：PLoS One.2010.5 e6645）

C:T型 中距離適性
※検査結果は、個体の競走能力（距離適性
等）を保証するものではありません。
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※成績は2020年6月15日現在母系

母ベネディーレ（07 *クロフネ）１勝。母 産駒

南関東(公)３勝，

兵庫(公)６勝，
京成杯-G3２着

現

現

産駒ブレッシング（94 マルゼンスキー）１勝。
● アズマシャトル（11 牡 ゼンノロブロイ）４勝，

祖母

● アグネスハビット（09 牡 *アグネスワールド）３勝，
● アグネススターダム（13 牡 *アグネスデジタル）２勝，
● アグネスミニッツ（11 牡 *グラスワンダー）２勝

● キングスバレイ（16 牡 ゼンノロブロイ）１勝，

はなのき賞
川俣特別，

中央入着。産駒

現

現

● アグネスデイジー（08 牝 タニノギムレット）１勝
● アグネスフィズ（10 牝 *アグネスデジタル）１勝
● アグネスジュレップ（14 牝 *アグネスデジタル）１勝

● ピサノパテック（02 牡 *サンデーサイレンス）６勝，

● アグネスマジカル（03 牝 アグネスタキオン）４戦，産駒

● サンライズイーグル（08 牡 フジキセキ）２勝

小倉記念-G3，白富士Ｓ-L，ＴＶｈ賞，ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-G3２着，カシオペアＳ-L２着，
ポートアイランドＳ-L２着，鳴尾記念-G3３着，チャレンジＣ-G3４着，毎日杯-G3５着

ＵＨＢ杯-L，晩春Ｓ，立春賞，陸奥湾特別，白富士Ｓ-L２着，福島テレビオープン-L２着，
テレビ愛知オープン-L２着，セントライト記念-JPN2３着，巴賞-L３着，谷川岳Ｓ-L３着

● スティルインラブ（00 牝 *サンデーサイレンス）５勝，

● ビッグバイアモン（93 牡 *バイアモン）３勝，

● ダイワネバダ（01 牡 *スターオブコジーン）２勝，滝桜賞，ラジオたんぱ賞-JPN3４着

最優秀３歳牝馬，桜花賞-JPN1，オークス-JPN1，秋華賞-JPN1，紅梅Ｓ-OP，
エリザベス女王杯-JPN1２着，チューリップ賞-JPN3２着，府中牝馬Ｓ-JPN3３着，ローズＳ-JPN2５着

スワニー リヴァーＨ-G3，Flower Girl H，オーキッドＨ-G2３着。*ローブデコルテ（04 牝 Cozzene：
オークス-JPN1)の祖母

ラジオたんぱ賞-JPN3，ほうせんか賞，プリンシパルＳ-OP３着，神戸新聞杯-JPN2５着

*ブラダマンテ Bradamante（86 Roberto）米国産，曽祖母

スレマイフ Sulemeif（80 Northern Dancer）北米３勝，四代母

● ゼロレボルシオン（12 牡 鹿 *シンボリクリスエス）中央・岩手　入着交

● ブリーズリー（13 牡 鹿 ナカヤマフェスタ）入着，
● ガンサリュート（14 牡 黒鹿 ダノンシャンティ）１勝，
● ミルトシャトル（15 牡 栗 *タイキシャトル）入着，

クローバー賞-OP２着● パブロフテソーロ（16 牡 鹿 *タイキシャトル）１勝，
現

● マーチャンフェイス（18 牝 鹿 キズナ）未出走
● エッグベネディクト（17 牝 鹿 スクリーンヒーロー）２戦，

● スマイルキング（06 騸 マンハッタンカフェ）１勝
● サトノジェミニ（10 牡 ネオユニヴァース）１勝
● シーガルサリー（04 牝 *フレンチデピュティ）兵庫(公)２勝，

● ザタイキ（07 牡 アグネスタキオン）２勝，
産駒
アーリントンＣ-G3２着

● フローラルレディ（97 牝 *トニービン）２勝。

● トシザフリート（00 牝 *アフリート）佐賀(公)７勝
佐賀(公)４勝

不出走。産駒

● ティーハウス（13 牝 *キンシャサノキセキ）高知(公)７勝，
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　半兄ガンサリュート（京成杯2着）に相通ずる骨格に恵まれた迫力あるサイズと筋肉量の多いパワフルな体つき。放牧地での走りにも
力感が漲っており、加えてスピーディさを窺わせるあたりは、“ダート馬のように見えて芝でもやれる母系”の特色が表れている。母の牝駒
の中では最もしっかりとしている印象があり、トモに緩さを感じさせないことから、早期デビューにも対応してくれそうだ。初年度から牝
馬の超大物を輩出した父の爆発力にも期待がかかる。

〔父〕エピファネイア Epiphaneia（内国産） 〔母の父〕クロフネ Kurofune（米国産）

恵まれた骨格に迫力の筋肉、漲るパワーが女王への道を切り開く。

クロス：マルゼンスキー：M3×S5 Roberto：S4×M4 Northern Dancer：S5×M5×M5

【競走成績】

【供用履歴】
【種牡馬成績】

２～５歳時、14戦６勝。ジャパンＣ（Ｇ１）、菊花賞（Ｇ１）、神戸新聞杯（Ｇ２）、ラジオ
ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ（Ｇ３）、京都２歳Ｓ（Ｌ）、日本ダービー（Ｇ１）２着、皐月賞（Ｇ１）
２着、大阪杯（Ｇ２）３着、香港クイーンエリザベス二世Ｃ（香Ｇ１）４着、弥生賞（Ｇ
２）４着、有馬記念（Ｇ１）５着
2016年日本にて供用（北半球シーズン）
2019年２歳サイアーランキング５位
◆デアリングタクト：オークス（Ｇ１）、桜花賞（Ｇ１）
◆シーズンズギフト：ニュージーランドＴ（Ｇ２）２着
◆スカイグルーヴ：京成杯（Ｇ３）２着、フローラＳ（Ｇ２）５着
◆ヴァルナ：京王杯２歳Ｓ（Ｇ２）３着、シンザン記念（Ｇ３）５着
◆ロールオブサンダー：京都２歳Ｓ（Ｇ３）３着
◆アリストテレス：すみれＳ（Ｌ）２着、若駒Ｓ（Ｌ）２着
◆イズジョーノキセキ：忘れな草賞（Ｌ）２着
◆フェルミスフィア：アネモネＳ（Ｌ）３着

【競走成績】

【供用履歴】
【種牡馬成績】

【母の父として】

２～３歳時、10戦６勝。最優秀ダートホース、ダートグレード競走最優秀馬、ジャ
パンＣダート（ＪＰＮ１）、ＮＨＫマイルＣ（ＪＰＮ１）、武蔵野Ｓ（ＪＰＮ３）、毎日杯
（ＪＰＮ３）、神戸新聞杯（ＪＰＮ２）３着、ラジオたんぱ杯３歳Ｓ（ＪＰＮ３）３着
2002年日本にて供用
2011年サイアーランキング２位、2010年サイアーランキング３位、2008・
2009・2012年サイアーランキング５位、2009年２歳サイアーランキング２
位、2012年２歳サイアーランキング３位、2007年２歳サイアーランキング４
位、2011年２歳サイアーランキング５位
2019年ＢＭＳランキング３位、2018年ＢＭＳランキング５位
◆クロノジェネシス：秋華賞（Ｇ１）
◆ノームコア：ヴィクトリアマイル（Ｇ１）
◆ノーヴァレンダ：全日本２歳優駿（ＪＰＮ１）
◆リオンリオン：セントライト記念（Ｇ２）
◆シャイニングレイ：ホープフルＳ（Ｇ２）
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