
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）
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※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。

※成績は2020年10月4日現在母系

ソヴールトウショウ（12 スズカフェニックス）石川(公)３勝。母 産駒
入着

クイーンＣ-JPN3，マザートウショウ（90 *スティールハート）４勝，

● トウショウトリガー（97 牡 *ソヴィエトスター）５勝，

祖母

● スピリトゥス（17 牝 ディープインパクト）１勝，

● トウショウヒューイ（88 牡 *ロイヤルスキー）５勝，
ジャニュアリーＳ，欅Ｓ，テレビ埼玉杯，夏木立賞，東京新聞杯-JPN3２着，エプソムＣ-JPN3３着，七
夕賞-JPN3３着

ブラッドストーンＳ，アクアマリンＳ，相模湖特別，若鮎賞，京葉Ｓ-OP２着，福島民友Ｃ-OP３着，岩手
　入着，クラスターＣ-JPN3３着，障１勝

函館３歳Ｓ-JPN3，３歳牝馬Ｓ(東)-JPN3，菖蒲Ｓ-OP３着，阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1５着。産駒

中山記念(２回)，同-JPN2２着，金杯(東)，ラジオたんぱ賞，フラワーＣ，東京新聞杯２着(２回)，オーク
ス４着，エリザベス女王杯４着。産駒

仲冬Ｓ，ＴＵＦ杯，千葉日報杯，桜草特別，福島民報杯-OP３着

エイティトウショウ（78 *ダンディルート）９勝，曽祖母

アルメリア賞，オークス２着。産駒ソシアルトウショウ（72 *ヴェンチア）２勝，四代母

● トウショウルーイ（91 牡 *クリスタルグリッターズ）５勝，

奥多摩Ｓ，七重浜特別，高尾特別，桐花賞
● トウショウスペリア（87 牡 *ラッキーソブリン）５勝，

障２勝，中山大障害５着

中山記念-JPN2，ダービー卿チャレンジＴ-JPN3，府中３歳Ｓ。種牡馬

● トウショウクルーゾ（86 牡 *グランディ）１勝，

● ボルドーソヴール（18 牝 黒鹿 ウインバリアシオン）岩手(公)２戦，

● アームズトウショウ（06 牝 *コロナドズクエスト）２勝
産駒● デプロマトウショウ（09 牝 *ファスリエフ）２勝。

● トウショウシュート（00 牡 *ダンシングブレーヴ）１勝
● ナウシカトウショウ（01 牝 メジロライアン）１勝

● トウショウウインド（96 牡 *セクレト）２戦
● トウショウロケット（02 牡 *デヒア）１戦

● トウショウペガサス（79 牡 *ダンディルート）８勝，

ＮＨＫ杯-JPN2，富士Ｓ-OP，金杯(東)-JPN3３着，函館記念-JPN3３着(２回)。種牡馬
● トウショウサミット（82 牡 *サンシー）５勝，

東京新聞杯-JPN3，京成杯-JPN3，クリスマスＳ-OP，弥生賞-JPN2２着。種牡馬
● トウショウマリオ（85 牡 *ノノアルコ）４勝，

トウショウドリーム（82 牡 *ホーント：東京障害特別２回)の母，グランリーオ（00 牡 サニーブライ
アン：中日新聞杯-JPN3)の祖母

● ペギートウショウ（77 牝 *クロケット）１勝。

南関東(公)１勝● トウショウフォース（05 牡 *クロフネ）入着，
産駒

東海(公)２勝，

● ブーケトウショウ（10 牝 サクラバクシンオー）３戦。
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　本世代も名門ソシアルバターフライの血を継ぐ良質馬が登場。現時点ではやや小柄ながら、全体的に調和のとれた馬体は筋肉質で
十分な胴回りがあり、前駆の発達も顕著。環境の変化に対する順応性が高く、性格は穏やかで飼葉をしっかりと食べてくれるため、良
好な健康状態を維持できる点も強調材料のひとつと言えよう。適性はダートの短・中距離あたりと推測されるが、そのスムーズな身のこ
なしや伸びゆく余地などから、マルチな活躍があっても何ら不思議ではない。

〔父〕パイロ Pyro （米国産） 〔母の父〕スズカフェニックス Suzuka Phoenix（内国産）

砂に刻みたい輝かしき軌跡、天駆ける名門の逆襲が始まる。

クロス：なし

【競走成績】

【供用履歴】
【種牡馬成績】

２～４歳時、17戦５勝。フォアゴーＳ（米Ｇ１）、ルイジアナ ダービー（米Ｇ２）、リズン 
スターＳ（米Ｇ３）、ノーザン ダンサーＳ（米Ｇ３）、ＢＣジュヴェナイル（米Ｇ１）２着、
シャンペンＳ（米Ｇ１）２着、インディアナ ダービー（米Ｇ２）２着、ジム ダンディＳ（米
Ｇ２）２着、トラヴァーズＳ（米Ｇ１）３着
2010年日本にて供用
◆デルマルーヴル：名古屋グランプリ（ＪＰＮ２）、兵庫ジュニアグランプリ（ＪＰＮ２）
◆ラインカリーナ：関東オークス（ＪＰＮ２）
◆ケンシンコウ：レパードＳ（Ｇ３）
◆ビービーバーレル：フェアリーＳ（Ｇ３）
◆シゲルカガ：北海道スプリントＣ（ＪＰＮ３）
◆アクアリーブル：関東オークス（ＪＰＮ２）２着
◆オルトグラフ：兵庫ジュニアグランプリ（ＪＰＮ２）２着
◆クインズサターン：武蔵野Ｓ（Ｇ３）２着
◆ミューチャリー：ジャパンダートダービー（ＪＰＮ１）３着

【競走成績】

【供用履歴】
【種牡馬成績】

２～６歳時、29戦８勝。高松宮記念（Ｇ１）、同３着、阪神Ｃ（ＪＰＮ２）、東京新聞
杯（Ｇ３）、阪急杯（Ｇ３）２着、同３着、マイルチャンピオンシップ（Ｇ１）３着、京王
杯スプリングＣ（Ｇ２）３着、富士Ｓ（Ｇ３）３着、スプリンターズＳ（Ｇ１）４着、スワ
ンＳ（Ｇ２）４着、朝日チャレンジＣ（ＪＰＮ３）４着、安田記念（Ｇ１）５着２回、京都
金杯（Ｇ３）５着
2009年日本にて供用
◆マイネルホウオウ：ＮＨＫマイルＣ（Ｇ１）、ジュニアＣ（ＯＰ）、
　　　　　　　　   ポートアイランドＳ（Ｌ）２着、コスモス賞（ＯＰ）２着、
　　　　　　　　   スプリングＳ（Ｇ２）３着、谷川岳Ｓ（Ｌ）３着
◆ウインフェニックス：いちょうＳ（Ｌ）２着、ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（Ｇ３）３着
◆ジュニエーブル：京成杯（Ｇ３）４着
◆スズカフェラリー：ファンタジーＳ（Ｇ３）４着
◆スズカバーディー：クローバー賞（ＯＰ）２着
◆ハンターバレー：赤倉特別、茶臼山高原特別
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201914-1

ソヴールトウショウ’19
Sauveur Tosho’19
２０１９年３月２９日生　牝馬　青鹿毛　新冠産

美浦・和田雄二厩舎

販売総額

一口価格

出資口数計４口まで競走馬出資金無料でご提供

竹内啓安氏による血統診断
オフィシャルサイトにて無料掲載中。ご参照ください。

新規入会・ステップアップ特典

総口数 ２,０００口
¥ １２,０００,０００
¥ ６,０００

交

● トウショウガナー（04 牡 *フォーティナイナー）４勝，
葛飾特別，八海山特別，石川(公)２勝，東海(公)１勝，白銀争覇，広島(公)入着，マイル争覇２着

現

● ミトノブラック（15 牡 ゴールドヘイロー）１勝， 現

産駒● クロストウショウ（07 牝 アグネスタキオン）不出走。
● ワスカランテソーロ（17 牡 スクリーンヒーロー）１勝，現
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