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※成績は2022年4月25日現在母系

サンライズシェル（15 *キンシャサノキセキ）５戦，母

産駒

シェルズレイ（03 *クロフネ）３勝，祖母

大阪杯-G1，同２着，チャレンジＣ-G3，大原Ｓ，糸魚川特別，金鯱賞-G2２着，宝塚記念-G1３着，オー
ルカマー-G2４着，

ホープフルＳ-G2，ＣＢＣ賞-G3，安土城Ｓ-OP

オイスターチケット（98 ウイニングチケット）２勝，曽祖母

ナムラピアリス（84 トウショウボーイ）不出走。四代母

● レイパパレ（17 牝 ディープインパクト）６勝，

福寿草特別，ＮＨＫマイルＣ-JPN1２着，弥生賞-JPN2２着，神戸新聞杯-JPN2２着，ホープフルＳ-L
２着，ダービー-JPN1３着

産駒ヤマニサクラ（67 *タリヤートス）３勝。五代母

● ウーマンパワー（79 牝 シルバーランド）４勝，

● ドラゴンシュバリエ（13 牡 ダイワメジャー）４勝，
● ククイナッツレイ（09 牡 ディープインパクト）１勝，京都新聞杯-G2４着
● オーキッドレイ（10 牝 ディープインパクト）３勝，忘れな草賞-OP３着
● ダノンクライム（14 牡 ヴィクトワールピサ）兵庫(公)３勝，中央１勝

栄特別
● ヴィジャイ（08 牡 ディープインパクト）２勝，夏木立賞

● リンカーンブラッド（99 牡 *スキャン）南関東(公)６勝

● カアナパリビーチ（11 牝 ディープインパクト）１勝
● サトノブラーヴ（18 牡 オルフェーヴル）１勝，
● レイフル（19 牝 ドゥラメンテ）入着，現

すずらん賞-OP，ファンタジーＳ-JPN3３着。産駒

西宮Ｓ，ローズＳ-JPN2２着，チューリップ賞-JPN3２着，マーメイドＳ-G3４着，桜花賞-JPN1５着，秋華
賞-JPN1５着。産駒

● ブラックシェル（05 牡 *クロフネ）２勝，

オリオンＳ，ゴールデンブーツＴ，春日山特別，アンドロメダＳ-L２着，白百合Ｓ-OP２着，アイルランドＴ
-OP３着

● ダブルティンパニー（02 牡 *サンデーサイレンス）５勝，
つわぶき賞，フィリーズレビュー-G2２着，朱鷺Ｓ-L２着，福島テレビオープン-OP３着，

寿賞，水仙賞，阪神４歳牝馬特別４着。産駒

● モンテジョオー（75 牝 *スティンティノ）北海道(公)１勝。産駒
太宰府特別

● アンコールプリュ（15 牝 ディープインパクト）２勝，

● ゲットアテープ（11 牡 ディープインパクト）３勝，

● シャイニングレイ（12 牡 ディープインパクト）４勝，

● ミコマザーパール（20 牝 鹿 ミッキーアイル）未出走
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Shells Lei

　母は新馬戦でフィエールマンの僅差２着、その妹にＧⅠ馬レイパパレがいる魅惑の血統馬。恵まれた馬格、豊富な骨量などは父の特
長を色濃く継承しており、放牧地を息切れすることなくパワフルに駆け上がっていく姿が勇ましく、食欲旺盛な健康体は全身のバランス
を保ったまま大きく育ってきている。性格に癖はなく、人とのコミュニケーションも良好。ダートの短距離からマイルあたりで快速を飛
ばす活躍が容易に想像できる一方、その血統背景から二刀流の優れたパフォーマンスまで期待したい。

〔父〕ヘニーヒューズ Henny Hughes（米国産） 〔母の父〕キンシャサノキセキ Kinshasa no Kiseki（豪州産）

叔母に大阪杯の覇者レイパパレ、絶対的な強さと速さを堪能したい。

クロス なし

【競走成績】

【供用履歴】
【種牡馬成績】

２～３歳時、10戦６勝。ヴォスバーグＳ（米Ｇ１）、キングズ ビショップＳ（米Ｇ１）、サラ
トガ スペシャルＳ（米Ｇ２）、ジャージー ショアＢＣＳ（米Ｇ３）、Tremont S（米Ｌ）、Ｂ
Ｃジュヴェナイル（米Ｇ１）２着、シャンペンＳ（米Ｇ１）２着、ホープフルＳ（米Ｇ１）２着
2007年米国、2014年日本にて供用
◆ビホルダー：ＢＣディスタフ（米Ｇ１）２回、ＢＣジュヴェナイル フィリーズ（米Ｇ１）、
　　　　　    パシフィック クラシックＳ（米Ｇ１）、ヴァニティ マイルＳ（米Ｇ１）、
　　　　　    クレメントＬ.ハーシュＳ（米Ｇ１）、ゼニヤッタＳ（米Ｇ１）３回、
　　　　　    サンタ アニタ オークス（米Ｇ１）、ラス ヴィルヘネスＳ（米Ｇ１）
◆アジアエクスプレス：朝日杯フューチュリティＳ（Ｇ１）
◆モーニン：フェブラリーＳ（Ｇ１）
◆アランバローズ：全日本２歳優駿（ＪＰＮ１）
◆ワイドファラオ：かしわ記念（ＪＰＮ１）
◆ウェルドーン：関東オークス（ＪＰＮ２）
◆セキフウ：兵庫ジュニアグランプリ（ＪＰＮ２）

【競走成績】

【供用履歴】
【種牡馬成績】

【代表産駒】

【母の父として】

２～８歳時、31戦12勝。2010年最優秀短距離馬、高松宮記念（Ｇ１）２回、阪神
Ｃ（Ｇ２）２回、スワンＳ（Ｇ２）、オーシャンＳ（Ｇ３）、函館スプリントＳ（ＪＰＮ３）、
キャピタルＳ（Ｌ）、谷川岳Ｓ（Ｌ）、ジュニアＣ（ＯＰ）
2011年日本にて供用
2014年ファーストシーズンサイアーランキング２位、2015年２歳サイアーラン
キング４位
◆ガロアクリーク：スプリングＳ（Ｇ２）、皐月賞（Ｇ１）３着
◆ルフトシュトローム：ニュージーランドＴ（Ｇ２）
◆モンドキャンノ：京王杯２歳Ｓ（Ｇ２）、朝日杯フューチュリティＳ（Ｇ１）２着
◆シュウジ：阪神Ｃ（Ｇ２）、小倉２歳Ｓ（Ｇ３）
◆サクセスエナジー：東京盃（ＪＰＮ２）、さきたま杯（ＪＰＮ２）、兵庫ゴールドＴ（ＪＰＮ３）、
　　　　　　　　　オーバルスプリント（ＪＰＮ３）、黒船賞（ＪＰＮ３）、かきつばた記念（ＪＰＮ３）
◆カシアス：函館２歳Ｓ（Ｇ３）
◆テーオーディエス：十日町特別

募集馬コード
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サンライズシェル’21
Sunrise Shell’21
２０２１年２月６日生　牡馬　鹿毛　新冠産

栗東・清水久詞厩舎

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
¥ ３０,０００,０００
¥ １５,０００

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）
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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。

札幌３歳Ｓ-JPN3，古都Ｓ-OP２着，障２勝，阪神障害Ｓ３着，京都大障害４着
● インターボイジャー（87 牡 タイテエム）２勝，

● アグネスハヤテ（83 牡 *ジムフレンチ）４勝，
● シャークサクラ（74 牝 *プロント)不出走。産駒

吹田特別● ワカゼダン（81 牡 *ゼダーン）３勝，

寒桜賞。産駒● グランドウイナー（88 牝 ニホンピロウイナー）２勝，
● レイナロバリー（92 牝 *ジェイドロバリー）１勝，
エルフィンＳ-OP３着。レイナワルツ（00牝 *ブラックタイアフェアー：ＪＢＣクラシック-JPN1３着)
の母，スーサンジョイ（12 牡 *エンパイアメーカー：ポラリスＳ-L)の祖母

入着。産駒

大雪Ｈ

現

現

現

20-21


