
※成績は2022年4月25日現在母系

デプロマトウショウ（09 *ファスリエフ）２勝。母

アルメリア賞，オークス２着。産駒

ＮＨＫ杯-JPN2。種牡馬
東京新聞杯-JPN3。種牡馬

マザートウショウ（90 *スティールハート）４勝，祖母

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

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

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

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

クイーンＣ-JPN3，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

エイティトウショウ（78 *ダンディルート）９勝，曽祖母

ソシアルトウショウ（72 *ヴェンチア）２勝，四代母

● トウショウトリガー（97 牡 *ソヴィエトスター）５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
● トウショウフォース（05 牡 *クロフネ）入着，

● トウショウペガサス（79 牡 *ダンディルート）８勝，

● トウショウマリオ（85 牡 *ノノアルコ）４勝，
● ペギートウショウ（77 牝 *クロケット）１勝。

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

● ソヴールトウショウ（12 牝 スズカフェニックス）石川(公)３勝
南関東(公)１勝

● ブーケトウショウ（10 牝 サクラバクシンオー）３戦。産駒
東海(公)３勝，

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

● トウショウヒューイ（88 牡 *ロイヤルスキー）５勝，

仲冬Ｓ，ＴＵＦ杯，千葉日報杯，桜草特別，福島民報杯-OP３着

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

● 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● トウショウクルーゾ（86 牡 *グランディ）１勝，

● トウショウサミット（82 牡 *サンシー）５勝，

● トウショウガナー（04 牡 *フォーティナイナー）４勝，

● アームズトウショウ（06 牝 *コロナドズクエスト）２勝

● スピリトゥス（17 牝 黒鹿 ディープインパクト）１勝
● ヴィジャーヤ（18 騸 鹿 オルフェーヴル）兵庫(公)３勝

産駒

● スマートキングダム（19 牡 鹿 ハーツクライ）２戦，現
● カフェノワール（20 牝 鹿 ドゥラメンテ）未出走
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　次代のトップサイアーと名門ソシアルバターフライ系の融合に秘められた夢多き未来のスター候補生。全体のスケールや立派な腹袋
など父の産駒特有の体型は順調に成長が進んでおり、放牧地における個性豊かな振る舞いがひときわ愛らしく、人からも馬からも好か
れる人気者として自由奔放に力強く駆け回っている。２歳戦から期待できる優秀な母系の特色をうまく継承しているようにも思われ、
比較的早い時期からの始動も可能と見る。芝のマイルから中距離あたりで本領を発揮してくれそうだ。

〔父〕キズナ Kizuna（内国産） 〔母の父〕ファスリエフ Fasliyev（米国産）

日本の競馬史を彩る名門の血、信頼の絆を迎えて令和に燦然と輝く。

クロス　Northern Dancer：M4×S5

【競走成績】

【供用履歴】
【種牡馬成績】

２～５歳時、14戦７勝。2013年最優秀３歳牡馬、日本ダービー（Ｇ１）、大阪杯（Ｇ
２）、同２着、京都新聞杯（Ｇ２）、ニエル賞（仏Ｇ２）、毎日杯（Ｇ３）、黄菊賞、京都記念
（Ｇ２）３着、ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ（Ｇ３）３着、凱旋門賞（仏Ｇ１）４着、天皇賞・
春（Ｇ１）４着、弥生賞（Ｇ２）５着
2016年日本にて供用
2019年ファーストシーズンチャンピオンサイアー、2019年２歳サイアーランキン
グ２位、2020年２歳サイアーランキング４位、2021年サイアーランキング４位
◆アカイイト：エリザベス女王杯（Ｇ１）
◆ディープボンド：フォワ賞（仏Ｇ２）、阪神大賞典（Ｇ２）２回、京都新聞杯（Ｇ２）
◆バスラットレオン：ゴドルフィン マイル（ＵＡＥ Ｇ２）、ニュージーランドＴ（Ｇ２）
◆ソングライン：富士Ｓ（Ｇ２）、1351ターフ スプリント（ＫＳＡ Ｇ３）
◆マルターズディオサ：チューリップ賞（Ｇ２）、紫苑Ｓ（Ｇ３）
◆ファインルージュ：紫苑Ｓ（Ｇ３）、フェアリーＳ（Ｇ３）、秋華賞（Ｇ１）２着
◆ビアンフェ：函館スプリントＳ（Ｇ３）、函館２歳Ｓ（Ｇ３）、葵Ｓ（Ｌ）

【競走成績】

【供用履歴】
【種牡馬成績】

【母の父として】

２歳時、５戦全勝。1999年全欧２歳牡馬チャンピオン、モルニ賞（仏Ｇ１）、フィー
ニクスＳ（愛Ｇ１）、コヴェントリーＳ（英Ｇ３）
2000年愛国／豪州、2008年日本にて供用。2013年死亡
2003年仏２歳チャンピオンサイアー、2003年仏ファーストシーズンチャンピオ
ンサイアー、2003年英愛２歳サイアーランキング３位
◆ビッグ オレンジ：ゴールドＣ（英Ｇ１）
◆デスパッチ：ＳＡＪＣグッドウッドＨ（豪Ｇ１）
◆フェル スウープ：ＢＲＣヴィクトリーＳ（豪Ｇ２）
◆ミス ローズ デ ラゴ：ＭＶＲＣサンラインＳ（豪Ｇ２）
◆メリオラ：ＭＲＣアンガス アルマナスコＳ（豪Ｇ２）
◆インディアン オーシャン：ＳＴＣマジック ナイトＳ（豪Ｇ２）
◆ケイム フロム ザ ダーク：コラール チャージ スプリント（英Ｇ３）
◆ラズリ：パレス ハウスＳ（英Ｇ３）
◆アルシンディ：オー ソー シャープＳ（英Ｇ３）
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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 e8645）

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

● ミトノブラック（15 牡 ゴールドヘイロー）１勝，

交

現

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

牝馬買戻金対象外 本馬は牝馬買戻金（5％ルール代金）対象外となります。詳細は会員規約をご参照ください。
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