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Queen Spumante 2015

年度代表馬，５勝，ジャパンC-G1（24
00m），ダービー-JPN1（2400m），天
皇賞・春-JPN1２着。

主な産駒　ジャングルロケット（NZ
オークス-G1），ジャガーメイル（天皇
賞・春-G1），トーセンジョーダン（天
皇賞・秋-G1），クィーンスプマンテ（エ
リザベス女王杯-G1）。

母の父として主な産駒　ソルヴェイグ
（フィリーズレビュー-G2，函館スプリ
ントS-G3），ロッカフラベイビー（スイ
ートピーS-OP３着）

［早来産］
ジャングルポケット

Broodmare Sire

中央・UAE・香港７勝，香港ヴァーズ-G
1（2400m），ドバイシーマクラシック
-G2（2400m），目黒記念-JPN2（250
0m）。

主な産駒　オルフェーヴル（年度代表
馬，三冠，有馬記念-G1・２回），ゴール
ドシップ（皐月賞-G1，菊花賞-G1，有
馬記念-G1），ドリームジャーニー（有
馬記念-G1），ナカヤマフェスタ（宝塚
記念-G1），フェノーメノ（天皇賞・春-G
1・２回），レッドリヴェール（阪神ジュ
ベナイルフィリーズ-G1）

［白老産］
ステイゴールド

Sire

関西入厩

５代目までのインブリード *ノーザンテースト 4x4,Northern Dancer 5x5x5,Princely Gift 5x5

*ロイヤルサッシュ
*ノーザンテースト
Doronic
Sanctus
Mountain Flower
Understanding

Wishing Well

HaloSunday Silence
*サンデーサイレンス
青鹿　１９８６

ゴールデンサッシュ
栗　１９８８

ステイゴールド
黒鹿　１９９４ Dictus

*ディクタス

ダイナサッシュ

Cosmah
Hail to Reason

Dance Charmer
*ダンスチャーマー

Tony Bin
*トニービンジャングルポケット

鹿　１９９８

センボンザクラ
栗　１９９２

クィーンスプマンテ
栗　２００４

サクラユタカオー

ダイナフランダース
*レディフランダーズ
*ノーザンテースト
アンジェリカ
*テスコボーイ
Skillful Joy
Nureyev
Severn Bridge
*カンパラ

クィーンスプマンテの2015
父　ステイゴールド
栗東 高野友和厩舎予定 総額：2,000万円　口数：200口　１口：100,000円

栗毛　4月21日生　社台ファーム生産牝馬

　父ステイゴールドの特徴は激しい気性からくる闘争
心、並外れた心肺機能、柔軟な馬体から繰り出すバネの
効いたフットワーク等が挙げられますが、本馬もそんな
特徴が随所に見られます。小柄ではありますが全身を目
一杯使い躍動感溢れる動きを見せ、真っ直ぐに伸びた
クッションの利いた四肢はしっかりとその動きを受け
止めています。気性に関しては放牧が主体の現時点では

あまり激しい面を見せていませんが、今後馴致そして騎
乗しての調教が始まればきっとそんな面も出てくるはず
です。母は持久力あるスピードを武器に競馬を使いつつ、
徐々に力をつけ遂にはG1を制した実力馬、本馬も芝の
中距離辺りのレースを得意とし、何れは大きいところを
狙える器と見ています。
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Halo

*サンデーサイレンス Wishing Well
ステイゴールド

�
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*ディクタス

黒鹿 1994 ゴールデンサッシュ ダイナサッシュ
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*トニービン

ジャングルポケット *ダンスチャーマー
クィーンスプマンテ

�
�
サクラユタカオー

栗 2004 センボンザクラ ダイナフランダース（4）
*レディフランダーズ系

母クィーンスプマンテ（04 ジャングルポケット）６勝，エリザベス女王杯-G1
（芝2200ｍ），みなみ北海道Ｓ-OP（芝2600ｍ），八甲田山特別（芝2600
ｍ），鳥屋野特別（芝1800ｍ）。産駒
ディアスプマンテ（13 牝 栗ヴィクトワールピサ）１勝，�
レーヌジャルダン（14 牝 鹿ディープインパクト）未出走

祖母センボンザクラ（92 サクラユタカオー）４勝，若水賞，蔵王特別，ローズマ
リー賞。産駒
ナリタカービン（牡 *ホワイトマズル）３勝，兵庫�入着，兵庫ジュニアグラ
ンプリ-JPN2３着

モスフロックス（牝 *サンデーサイレンス）５戦，入着。産駒
ドリームガードナー（牡 *トワイニング）２勝，ベゴニア賞，シンザン記

念-JPN3２着，ディセンバーＳ-OP２着，鳴尾記念-G3３着
プラントハンター（牡 *クロフネ）４勝，�
ラインオブナイト（牡 *バトルライン）３勝
レッツサッチャー（牝 *フレンチデピュティ）２勝，�
ワンボーイ（牡 *フレンチデピュティ）２勝，�

クイーンズシアター（牝ディープインパクト）１勝，�
デンカノホウトウ（牡デュランダル）入着，石川�５勝，�
ロージーチークス（牝デュランダル）入着，北海道�１勝，�

曽祖母ダイナフランダース（79 *ノーザンテースト）６勝，ブラッドストーンＳ，ル
ビーＳ，みなみ北海道Ｓ，伏拝特別，オールカマー４着，ダイヤモンドＳ
-JPN3５着，中山牝馬Ｓ-JPN3５着。産駒
ルーベンスメモリー：６勝，迎春Ｓ，幕張特別，秩父特別，みなみ北海道Ｓ

-OP２着，エイプリルＳ-OP３着
フリースピリット：３戦。産駒

ユレルオモイ：５勝，南関東�入着，クイーン賞-JPN3４着
ニューイチトク：４勝，白川郷Ｓ，舞鶴特別
エリットビーナス：３戦，入着。産駒
マルトク：５勝。レッツゴードンキ（桜花賞-G1，阪神ジュベナイ

ルフィリーズ-G1２着）の母
スーパーマルトク：３勝，函館日刊スポーツ杯
スーパーボス：３勝，西脇特別
クィーンマルトク：３勝，ＳＴＶ賞

四代母 *レディフランダーズ Lady Flanders（69 Chieftain）米国産，不出走。
レディゴシップ（ＵＨＢ杯-OP，札幌日経賞-OP，ターコイズＳ-OP，中山記
念-JPN2２着，クイーンＳ-JPN3２着）の母
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キングマンボ
�
�
Mr. Prospector

Kingmambo Miesque
キングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

鹿 2001 *マンファス Pilot Bird
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*サンデーサイレンス

ステイゴールド ゴールデンサッシュ
バウンシーチューン

�
�
*トニービン

鹿 2008 リーインフォースト ティアラ（13）
*サイクラス系

母バウンシーチューン（08 ステイゴールド）２勝，フローラＳ-G2（芝2000ｍ）。
本馬が初仔

祖母リーインフォースト（98 *トニービン）４戦。産駒
カネトシツヨシオー（牡タヤスツヨシ）６勝，福島テレビオープン-OP，ゴー

ルデンホイップＴ，京橋特別，太宰府特別，京都金杯-G3３着，金鯱
賞-G2５着

ピエネヴェーレ（牝サクラバクシンオー）１勝。産駒
カネトシボヌール（牡タニノギムレット）１勝，�

カネトシコンジョオ（牡ゴールドアリュール）１勝
ドラゴンツヨシ（牡タヤスツヨシ）１勝

曽祖母ティアラ（86 *ノーザンテースト）３勝，カーネーションＣ-OP，牝馬東京タ
イムズ杯-JPN3２着，ラジオたんぱ賞-JPN3３着。産駒
エタンセル：１勝
ガーランド：１勝
エクラン：１勝

四代母シャダイサイクル（76 *ヒッティングアウェー）５戦，入着。産駒
イブキスイセイ：１勝，障１勝

五代母 *サイクラス Cyclas（68 Sword Dancer）米国産，北米３勝。産駒
ルナパーク：２勝，北越特別，クイーンＳ２着。産駒
ペガサス：３勝，福島記念 -JPN3，同４着，同５着，新潟３歳Ｓ

-JPN3，中山記念-JPN2４着，金杯�-JPN3４着
ナリタルナパーク：４勝，中山牝馬Ｓ-JPN3，羊ヶ丘特別，奥尻特
別，秋華賞-JPN1２着，阪神牝馬特別-JPN2４着，同５着，京都
牝馬特別-JPN3４着，同５着，ローズＳ-JPN2５着，新潟記念
-JPN3５着

ルミネッセンス：５勝，ターコイズＳ-OP，飯豊特別，相川特別
オースミサツキ：１勝。産駒
カワキタフウジン：東海�３勝，中央３勝，名古屋城Ｓ，中京ス

ポーツ杯，美濃特別，朝日チャレンジＣ-G3２着
ライフサイクル：１戦。産駒
ビッググランプリ：２勝，小倉３歳Ｓ-JPN3３着，フェニックス賞-OP３

着，デイリー杯３歳Ｓ-JPN2５着，障１勝
シャダイアイレス：不出走。産駒
ミツワイーグル：２勝。産駒

ミツワトップレディ：７勝，クイーンＳ-JPN3，朱雀Ｓ，丹波特
別，山陽特別，阪神牝馬Ｓ-JPN2４着
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