
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。

1000

100

50

0
1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 m

C:C型

C:T型

T:T型

C:C型

C:T型

T:T型

25 30 35 40（月齢）

平均初出走月齢

C:C型

C:T型

T:T型

平均初勝利月齢

Roberto
Gris Vitesse
Danzig
Graceful Touch
Halo
Wishing Well
*ノーザンテースト
モデルスポート
Northern Dancer
Fairy Bridge
Riverman
Derna
Lyphard
*ノーラツク
*フイデイオン
メジロボサツ
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Nijinsky
*シル
*セントクレスピン
ミスアシヤガワ
Mr. Prospector
Secrettame
The Minstrel
Mofida
Northern Dancer
Fairy Bridge
Ela-Mana-Mou
Welsh Flame

Silver Hawk

Ameriflora

*サンデーサイレンス

ダイナアクトレス

Sadler's Wells

Detroit

*モガミ

メジロクインシー

Halo

Wishing Well

マルゼンスキー

レデイーシラオキ

Gone West

Zaizafon

Sadler's Wells

Welsh Love

*グラスワンダー

ランニングヒロイン

*カーネギー

メジロモントレー

*サンデーサイレンス

キャンペンガール

Zafonic

*カタリスト

鹿毛 2011
モーリス

栗毛 2007
ステラリード

栗毛 2004

鹿毛 2001

黒鹿毛 1995

栗毛 1999

スクリーンヒーロー

メジロフランシス

スペシャルウィーク

*ウェルシュステラ

Maurice

Stellar Lead

Screen Hero

Mejiro Frances

Special Week

Welsh Stellar

2021年2月12日撮影2021年2月12日撮影

　半姉に秋華賞４着パラスアテナ、全兄にオープン馬カイザーノヴァがいる信頼の血脈。繁殖牝馬としてのポテンシ
ャルを存分に発揮し始めた母の底知れない魅力、さらにはモーリスとの相性の良さもあり、ミドルサイズの垢抜けた
馬体は理想的なバランスと骨格、肉付きを誇っている。誕生から現在に至るまでの成長度、引き手から伝わってくる
力強さ、前向きな気性など、あらゆる点において高い水準に達している本馬。姉兄に続き、芝のマイルから中距離あ
たりの大舞台を意識したい。

〔父〕モーリス Maurice（内国産） 〔母の父〕スペシャルウィーク Special Week（内国産）
納得の出来映えに高鳴る心、旬な血統が大舞台へ弾みをつける。

※成績は2021年2月8日現在母系
ステラリード（07 スペシャルウィーク）２勝，母

● ステラバレット（14 牝 青鹿 *シンボリクリスエス）東海(公)６勝

● プシュケ（16 牝 青鹿 *ノヴェリスト）不出走
● エンジェルリード（15 牝 鹿 *ワークフォース）入着

● ショウナンラーゼン（15 牡 キングカメハメハ）１勝，

● ニコルハイウェイ（15 牡 ブラックタイド）１勝，
● ボルドープリュネ（17 牝 ワールドエース）東海(公)６勝，

３勝，大森浜特別。産駒
阿寒湖特別，富良野特別

*ウェルシュステラ（99 Zafonic）愛国産，
● ゴッドフロアー（10 牝 ハーツクライ）３勝，

祖母

カーネーションＣ● レトロクラシック（12 牝 ディープインパクト）３勝，
東海(公)２勝● シーザライト（15 牝 ルーラーシップ）入着，

● ジョビアーレ（09 牝 ゴールドアリュール）入着
● ウェルシュハープ（11 牝 スペシャルウィーク）１戦
● スパーブアゲイン（16 牡 ジャスタウェイ）２戦
● デネブ（13 牝 ハーツクライ）４戦
*カタリスト Catalyst（93 Sadler's Wells）愛国産，曽祖母 愛１勝。産駒

ひまわり賞-OP３着，

函館２歳Ｓ-JPN3(芝1200ｍ)。産駒

● パラスアテナ（17 牝 鹿 ルーラーシップ）２勝，
カーネーションＣ(芝1800ｍ)，紫苑Ｓ-G3２着，秋華賞-G1４着，ラジオ
ＮＩＫＫＥＩ賞-G3４着，現

● カイザーノヴァ（18 牡 鹿 モーリス）２勝，
クローバー賞-OP(芝1500ｍ)，デイリー杯２歳Ｓ-G2５着，函館２歳Ｓ
-G3５着，現

● ヒカルドウキセイ（01 牝 *サンデーサイレンス）３勝，
トウカイテイオーメモリアル，ローズＳ-JPN2４着。産駒

ウェルシュ ラヴ Welsh Love（86 Ela-Mana-Mou）愛１勝，四代母 Diamond S-L２着。産駒
● セカンド エンパイア Second Empire（95 牡 Fairy King）愛２歳チャンピオン，

仏愛４勝，仏グランクリテリウム-G1，シェーヌ賞-G3，デズモンドＳ
-G3，愛2000ギニー-G1３着，ムーランドロンシャン賞-G1３着，英入
着，クイーン エリザベス二世Ｓ-G1３着。種牡馬

● バレストリニ Balestrini（00 牡 *デインヒル）愛・北米２勝，
バリサックスＳ-G3，ベイメドウズＢＣＨ-G3３着，仏入着，リュパン賞
-G1４着。種牡馬

● アジバ Ajhiba（96 牝 Barathea）英２勝，
Upavon Fillies ' S-L。ベレヌス Belenus（02 牡 Dubai 
Millennium：ソヴリンＳ-G3)の母

● イーティラム Ihtiram（92 牡 *ロイヤルアカデミーⅡ）英豪９勝，
Steventon S-L，C. W. Heron S-L２着，Gala S-L３着，グレイト ヴォ
ルティジュールＳ-G2４着。種牡馬

● ヘミングウェイ Hemingway（98 牡 Spectrum）英愛２勝，Acomb S-L。種牡馬
● *バーズウイング Bird's Wing（91 牝 Bluebird）愛独入着。

(公)メイショウアイアン（10 牡マヤノトップガン：北海道スプリントＣ
-JPN3)の祖母

出雲崎特別，東海　１勝

管理予定調教師プロフィール

矢作 芳人
※所属予定厩舎は、諸事情により変更となる場合もございます。あらかじめご了承ください。

Yoshito Yahagi

1961年3月20日生　東京都出身
免許取得：2004年
通算成績：7276戦720勝・２着662回、連対率0.190
表彰受賞履歴：ＪＲＡ賞（最多勝利調教師）３回、
　　　　　　 ＪＲＡ賞（最多賞金獲得調教師）２回、
　　　　　　 ＪＲＡ賞（優秀技術調教師）１回、優秀厩舎賞（関西）７回、
　　　　　　 優秀調教師賞（関西）５回、関西競馬記者クラブ賞１回

※成績は2021年2月8日現在

【歴代活躍馬】
◆リスグラシュー：コックスプレート（豪G1）、有馬記念（Ｇ1）、宝塚記念（Ｇ1）、
　　　　　　　　エリザベス女王杯（Ｇ1）、東京新聞杯（Ｇ3）、アルテミスS（Ｇ3）、
　　　　　　　　香港ヴァーズ（香G1）2着、ヴィクトリアＭ（Ｇ1）2着、秋華賞（Ｇ1）2着、
　　　　　　　　桜花賞（Ｇ1）2着、阪神ＪＦ（Ｇ1）2着、QE２世C（香G1）3着
◆グランプリボス：ＮＨＫマイルＣ（Ｇ1）、朝日杯ＦＳ（Ｇ1）、マイラーズＣ（Ｇ2）、
　　　　　　　　スワンＳ（Ｇ2）、京王杯２歳Ｓ（Ｇ2）、安田記念（Ｇ1）2着2回、
　　　　　　　　マイルＣＳ（Ｇ1）2着、香港マイル（香G1）3着、スプリンターズＳ（Ｇ1）4着
◆モズアスコット：安田記念（Ｇ1）、フェブラリーＳ（Ｇ1）、根岸Ｓ（Ｇ3）、
　　　　　　　　MCS南部杯（Jpn1）2着、チャンピオンズカップ（Ｇ１）5着
【主な現役馬】
◆コントレイル：東京優駿（日本ダービー）（Ｇ1）、菊花賞（G1）、皐月賞（Ｇ1）、
　　　　　　　ホープフルＳ（Ｇ1）、神戸新聞杯（G2）、東京スポーツ杯２歳Ｓ（Ｇ3）、
　　　　　　　ジャパンＣ（Ｇ１）2着
◆ラヴズオンリーユー：優駿牝馬（Ｇ1）、忘れな草賞（L）、エリザベス女王杯（G1）3着2回
◆ダノンファラオ：ジャパンダートダービー（Jpn1）、浦和記念（Jpn2）、
　　　　　　　  川崎記念（Jpn1）3着、JBCクラシック（Jpn1）5着
◆ジャスティン：東京盃（Jpn2）、カペラS（G3）、東京スプリント（Jpn3）、千葉S（OP）
◆マルシュロレーヌ：レディースプレリュード（Jpn2）、ＴＣＫ女王盃（Jpn3）、
　　　　　　　　　JBCレディースクラシック（Jpn1）3着
◆ステイフーリッシュ：京都新聞杯（Ｇ2）、ホープフルＳ（Ｇ1）3着
◆サトノインプレッサ：毎日杯（Ｇ3）、東京優駿（日本ダービー）（Ｇ1）4着
◆サトノガーネット：中日新聞杯（Ｇ3）
◆エントシャイデン：安土城Ｓ（L）、京都金杯（G3）3着、中京記念（G3）3着
◆ミッキーブリランテ：ニューイヤーS（L）、シンザン記念（Ｇ3）3着
◆ホウオウアマゾン：野路菊Ｓ（OP）、デイリー杯２歳Ｓ（Ｇ2）2着
◆オールザゴー：マーガレットＳ（OP）、ＮＨＫマイルＣ（Ｇ1）5着

募集馬コード

入厩予定／

202006-1

ステラリード’20
Stellar Lead’20
2020年2月24日生　牡馬
鹿毛　新ひだか産

栗東・矢作芳人厩舎

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新規入会・ステップアップ特典

総口数 ３,０００口
¥３９,０００,０００ ¥１３,０００

クロス サンデーサイレンス：M3×S4 Sadler's Wells：S4×M4

【競走成績】

【供用履歴】

【種牡馬成績】

２～５歳時、18戦11勝。2015年年度代表馬、2015年
最優秀短距離馬、香港Ｃ（香Ｇ１）、香港マイル（香Ｇ１）、
香港チャンピオンズ マイル（香Ｇ１）、天皇賞・秋（Ｇ１）、
安田記念（Ｇ１）、同２着、マイルチャンピオンシップ（Ｇ
１）、ダービー卿チャレンジＴ（Ｇ３）、スピカＳ、若潮賞、万
両賞、札幌記念（Ｇ２）２着、白百合Ｓ（ＯＰ）３着、スプリン
グＳ（Ｇ２）４着、シンザン記念（Ｇ３）５着
2017年日本にて供用
2020年２歳サイアーランキング３位、2020年ファース
トシーズンサイアーランキング２位
◆ピクシーナイト：シンザン記念（Ｇ３）
◆ルークズネスト：シンザン記念（Ｇ３）２着
◆インフィナイト：サウジアラビアロイヤルＣ（Ｇ３）２着
◆レガトゥス：クロッカスＳ（Ｌ）２着
◆テンバガー：京成杯（Ｇ３）３着
◆ストゥーティ：アルテミスＳ（Ｇ３）４着
◆カイザーノヴァ：クローバー賞（ＯＰ）、
　　　　　　　　デイリー杯２歳Ｓ（Ｇ２）５着、
　　　　　　　　函館２歳Ｓ（Ｇ３）５着

【競走成績】

【供用履歴】
【母の父として】

２～４歳時、17戦10勝。ダービー（ＪＰＮ１）、ジャパンＣ
（Ｇ１）、同３着、天皇賞・春（ＪＰＮ１）、天皇賞・秋（ＪＰＮ
１）、阪神大賞典（ＪＰＮ２）、アメリカＪＣＣ（ＪＰＮ２）、弥
生賞（ＪＰＮ２）、京都新聞杯（ＪＰＮ２）、きさらぎ賞（ＪＰ
Ｎ３）、菊花賞（ＪＰＮ１）２着、有馬記念（ＪＰＮ１）２着、
宝塚記念（ＪＰＮ１）２着、皐月賞（ＪＰＮ１）３着
2000年日本にて供用。2018年死亡
◆サートゥルナーリア：最優秀３歳牡馬、皐月賞（Ｇ１）、
　　　　　　　　　 ホープフルＳ（Ｇ１）、神戸新聞杯（Ｇ２）、
　　　　　　　　　 金鯱賞（Ｇ２）、有馬記念（Ｇ１）２着、
　　　　　　　　　 ダービー（Ｇ１）４着、宝塚記念（Ｇ１）４着
◆リオンディーズ：最優秀２歳牡馬、
　　　　　　　   朝日杯フューチュリティＳ（Ｇ１）、
　　　　　　　  ダービー（Ｇ１）５着、皐月賞（Ｇ１）５着
◆エピファネイア：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）、
　　　　　　　　ダービー（Ｇ１）２着、皐月賞（Ｇ１）２着、
　　　　　　　　香港クイーン エリザベス二世Ｃ（香Ｇ１）４着、
　　　　　　　　有馬記念（Ｇ１）５着

交

● リアクションレート（07 牝 *スウェプトオーヴァーボード）北海道(公)１勝，
フローラルＣ２着。産駒

現

クイーンＣ，現
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