
※成績は2022年4月25日現在母系

サンドクイーン（15 ゴールドアリュール）１勝。母

フィエラメンテ（08 タニノギムレット）６戦。祖母

６勝，エリザベス女王杯-JPN1，阪神牝馬特別-JPN2，クイーンＳ-JPN3，府中牝馬Ｓ-JPN3，UAE入
着，ドバイ ワールドＣ-G1２着。産駒

*フェアリードール Fairy Doll（91 Nureyev）米国産，曽祖母

● カレンソナーレ（16 牝 オルフェーヴル）１勝
● トモノメジェール（13 牝 ゼンノロブロイ）兵庫(公)２勝。

武蔵野Ｓ-G3，シンザン記念-JPN3，佐賀　１勝，佐賀記念-JPN3。種牡馬
● サイレントディール（00 牡 *サンデーサイレンス）６勝，

英１戦。産駒

産駒

● サンデュエル（20 牡 鹿 ロードカナロア）未出走
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　セレクトセールにおいて早くもミリオンホースが誕生した父の初年度産駒であり、名牝フェアリードールの流れを汲む募集本馬。ボ
リューム満点の群を抜く体格が目を惹くだけではなく、放牧地で見せる動き出しの重厚感や踏み込みの力強さ、軸のブレない走りにも
好感。それでいてトップスピードにいち早く乗れるあたりは父譲りとも言えよう。性格は何事もソツなくこなす優等生タイプ。スピードが
問われるダート競馬への適性の高さは疑いようがなく、文字通り“砂の女王”の座を勝ち取りたい。

〔父〕ブリックスアンドモルタル Bricks and Mortar（米国産） 〔母の父〕ゴールドアリュール Gold Allure（内国産）

米年度代表馬×ＳＳ系の好配合、砂の新女王へ豪快に突き進む。

クロス  Storm Bird：S4×S4 Nureyev：M4×M4 Northern Dancer：S5×S5×M5×M5 Roberto：S5×M5

【競走成績】

【供用履歴】
【種牡馬成績】

３～５歳時、13戦11勝。2019年米年度代表馬、2019年米芝牡馬チャンピオ
ン、ＢＣターフ（米Ｇ１）、ペガサス ワールド カップ ターフ招待Ｓ（米Ｇ１）、アーリ
ントン ミリオン（米Ｇ１）、オールド フォレスター ターフ クラシックＳ（米Ｇ１）、マ
ンハッタンＳ（米Ｇ１）、ムニスメモリアルＨ（米Ｇ２）、競馬博物館名誉の殿堂Ｓ
（米Ｇ２）、Manila S（米）、ヒル プリンスＳ（米Ｇ３）３着、サラナクＳ（米Ｇ３）３着
2020年日本にて供用
2021年産が初年度産駒

【競走成績】

【供用履歴】
【種牡馬成績】
【代表産駒】

【母の父として】

２～４歳時、16戦８勝。2002年最優秀ダートホース、フェブラリーＳ（ＪＰＮ１）、
東京大賞典（ＪＰＮ１）、ダービーグランプリ（ＪＰＮ１）、ジャパンダートダービー（Ｊ
ＰＮ１）、アンタレスＳ（ＪＰＮ３）、端午Ｓ（ＯＰ）
2004年日本にて供用。2017年死亡
2014年サイアーランキング５位、2007年ファーストシーズンサイアーランキング５位
◆ナランフレグ：高松宮記念（Ｇ１）
◆コパノリッキー：フェブラリーＳ（Ｇ１）２回、東京大賞典（Ｇ１）、
　　　　　　　  ＪＢＣクラシック（ＪＰＮ１）２回、帝王賞（ＪＰＮ１）、
　　　　　　　  かしわ記念（ＪＰＮ１）３回、
　　　　　　　  マイルチャンピオンシップ南部杯（ＪＰＮ１）２回
◆オメガパフューム：東京大賞典（Ｇ１）４回、帝王賞（ＪＰＮ１）、
　　　　　　　　   アンタレスＳ（Ｇ３）、平安Ｓ（Ｇ３）、シリウスＳ（Ｇ３）
◆ハービンマオ：関東オークス（ＪＰＮ２）
◆ツーエムマイスター：パラダイスＳ（Ｌ）２着
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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。
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日経新春杯-G2，日経賞-G2，京都記念-G2，鳴尾記念-G3。種牡馬
● トゥザグローリー（07 牡 キングカメハメハ）８勝，

弥生賞-G2，若駒Ｓ-L，皐月賞-G1２着，有馬記念-G1２着。種牡馬
● トゥザワールド（11 牡 キングカメハメハ）４勝，

中山牝馬Ｓ-G3，ジェンティルドンナメモリアル，難波Ｓ，クイーンＳ-G3２着
● トーセンビクトリー（12 牝 キングカメハメハ）６勝，

リオンリオン（16 牡 ルーラーシップ：青葉賞-G2，セントライト記念-G2)，メドウラーク（11 牡 タ
ニノギムレット：七夕賞-G3，阪神ジャンプＳ)の母

● アゲヒバリ（04 牝 *クロフネ）南関東(公)４勝。

京都２歳Ｓ-L，リゲルＳ-OP

フローラＳ-G2，ローズＳ-G2，ジャパンＣ-G1２着，宝塚記念-G1２着

● トリップ（09 牡 *クロフネ）４勝，

● デニムアンドルビー（10 牝 ディープインパクト）３勝，

福島牝馬Ｓ-G3，中山牝馬Ｓ-G3，同３着，君子蘭賞，紫苑Ｓ-G3２着，
● フェアリーポルカ（16 牝 ルーラーシップ）４勝，

陽春Ｓ，大山崎特別，岩手　１勝，クラスターＣ-JPN3● オウケンビリーヴ（13 牝 *クロフネ）５勝，

南関東(公)９勝，マリーンＣ-JPN3，東京シンデレラマイル，しらさぎ賞
● ラーゴブルー（14 牝 ハーツクライ）入着，

すみれＳ-L，皐月賞-G1５着。種牡馬● キタノコマンドール（15 牡 ディープインパクト）２勝，

● トモノボーイ（牡 *アジアエクスプレス）１勝，現
● アウトストラーダ（18 牡 ジャスタウェイ）入着，
● ギルフォード（19 牝 *キンシャサノキセキ）南関東　入着，

● トゥザヴィクトリー（96 牝 *サンデーサイレンス）最優秀古牝馬，

南関東　１勝，クイーン賞-JPN3，エンプレス杯-JPN2２着。産駒
● ビーポジティブ（99 牝 *サンデーサイレンス）２勝，

● ベネンシアドール（06 牝 キングカメハメハ）不出走。

産駒● ビスクドール（98 牝 *サンデーサイレンス）入着。

入着。産駒● フェアリーダンス（09 牝 アグネスタキオン）４戦，

現

現

産駒

産駒

産駒

交

交

交

現

交

エニフＳ-L，南関東　入着，クイーン賞-JPN3３着。アイスジャイアント（19 牡 *ダンカーク：ＪＢＣ２
歳優駿-JPN3)の母

● アイスドール（03 牝 *キャプテンスティーヴ）６勝，

プロフェット（13 騸 *ハービンジャー：京成杯-G3)，クラージュゲリエ（16 牡 キングカメハメハ：京
都２歳Ｓ-G3)の母

● ジュモー（06 牝 タニノギムレット）３勝。

交

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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