
18

Arw
en 2015

Arwen 2015

伊仏15勝，凱旋門賞-G1（2400m）。
本邦チャンピオンサイアー。

主な産駒　ジャングルポケット（年度
代表馬，ジャパンC-G1，ダービー-JPN
1），エアグルーヴ（年度代表馬，天皇
賞・秋-JPN1）。

母の父として主な産駒　ハーツクラ
イ（最優秀古牡馬，ドバイシーマクラ
シック-G1），アドマイヤグルーヴ（最
優秀古牝馬，エリザベス女王杯-G1・
２回），アドマイヤベガ（ダービー-JPN
1），ルーラーシップ（香港クイーンエリ
ザベス二世C-G1）

［愛国産］
*トニービン

Broodmare Sire

最優秀３歳・古牡馬，７勝，有馬記念
-G1（2500ｍ），皐月賞-G1（2000m），
中山記念-G2（1800m），弥生賞-G2
（2000m），ラジオNIKKEI杯２歳S-JP
N3（2000m），ダービー-G1３着，ジャ
パンC-G1３着，UAE１勝，ドバイワール
ドC-G1（2000m）。2012年に種牡馬
となる。

主な産駒　ジュエラー（桜花賞-G1，
シンザン記念-G3２着），パールコード
（ミモザ賞，フローラS-G2２着），ジョ
ルジュサンク（すみれS-OP）

［千歳産］
ヴィクトワールピサ

Sire

関西入厩

５代目までのインブリードなし

Short Rations
Bustino
Coup de Folie
Mr. Prospector
Silken Way
KrisPointed Path

*ポインテッドパス

Sunday Silence
*サンデーサイレンスネオユニヴァース

鹿　２０００

Whitewater Affair
*ホワイトウォーターアフェア
栗　１９９３

ヴィクトワールピサ
黒鹿　２００７

Machiavellian

Much Too Risky

Wishing Well
Halo

Severn Bridge

Kampala
*カンパラTony Bin

*トニービン
鹿　１９８３

アドラーブル
栗　１９８９

アルウェン
栗　１９９９ Northern Taste

*ノーザンテースト

Ecorche
*エコルシュ Idmon

Big Spruce
Lady Victoria
Northern Dancer
Priddy Fair
Hornbeam
State Pension
Kalamoun

アルウェンの2015
父　ヴィクトワールピサ
栗東 今野貞一厩舎予定 総額：1,200万円　口数：200口　１口：60,000円

黒鹿毛　4月30日生　ノーザンファーム生産牝馬

　初年度産駒から桜花賞馬ジュエラーを輩出した父、
ヴィクトワールピサ産駒の登場です。やや遅生まれのた
め、まだ体高は低めの印象ですが深い胸にゆったりとし
た肩、容積量に富んだトモなど随所に父のシルエットと
重なります。真っ直ぐな脚元と安定感のある骨格フレー
ムから体幹力の良さが伺えます。短めの背を基点として
しなりの効いた動きは弾力性に富んでおり、走る姿は力

強く体全体を使った柔軟なフットワークを見せていま
す。放牧地では他馬に対して威嚇するなど悍性の強さを
見せる反面、普段の性格は大人しく、人の指示に対して
は従順に従います。スプリンター色が強かった母ですが、
母系は底力のある血統であり中距離戦線での活躍が期待
できます。
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*サンデーサイレンス

ネオユニヴァース *ポインテッドパス
ヴィクトワールピサ

�
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Machiavellian

黒鹿 2007 *ホワイトウォーターアフェア Much Too Risky
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*カンパラ

*トニービン Severn Bridge
アルウェン

�
�
*ノーザンテースト

栗 1999 アドラーブル *エコルシュ（14）

母アルウェン（99 *トニービン）１勝。産駒
ルーシエン（06 牝 鹿 ネオユニヴァース）北海道�２勝
ギンザボナンザ（07 牝 青 ゼンノロブロイ）５勝，アネモネＳ-OP（芝1600

ｍ），ポプラＳ（芝2000ｍ），かもめ島特別（芝1800ｍ），ひいらぎ賞
（芝1600ｍ），ターコイズＳ-OP２着，ニューイヤーＳ-OP３着

レッドサイファー（09 牡 栗フジキセキ）１勝
サンライズウェイ（10 牡 栗ゴールドアリュール）３勝，中ノ岳特別（Ｄ1800

ｍ），�
レッドルシアン（11 牝 栗 ゼンノロブロイ）１勝，�
カンポデフィオーリ（14 牝 黒鹿 ゼンノロブロイ）未出走

祖母アドラーブル（89 *ノーザンテースト）３勝，オークス-JPN1，チューリップ賞
-OP，桜花賞-JPN1２着，紅梅賞-OP２着，エリザベス女王杯-JPN1４着。
産駒
エモシオン（牡 *トニービン）５勝，京都記念-JPN2，すみれＳ-OP，カシオ
ペアＳ-OP，つわぶき賞，日経新春杯-JPN2２着，中京３歳Ｓ-OP２
着，菊花賞-JPN1３着，皐月賞-JPN1４着

サリーレ（牡 *トニービン）２勝，すみれＳ-OP，京都４歳特別-JPN3４着
フサイチキャプテン（牡 *トニービン）２勝，桑折特別
ショウケイ（牡 *サンデーサイレンス）２勝，文知摺特別，東海�６勝，東

海ゴールドＣ５着
マイネルバイファル（牡 *サンデーサイレンス）２勝，高知�10勝
アドラシオン（牝 *ティンバーカントリー）１勝

曽祖母 *エコルシュ Ecorche（82 Big Spruce）米国産，北米５勝。産駒
ノーザンレインボー：７勝，アクアマリンＳ，金蹄Ｓ，ステイヤーズＳ

-JPN3５着，最優秀障害馬，障７勝，中山大障害，東京障害特別，京
都大障害２着。種牡馬

デリキット：３勝，ニセコ特別。産駒
デリキットピース：３勝，忘れな草賞-OP，石清水Ｓ

エアシャロン：１勝。産駒
エアピエール：中央・佐賀�８勝，佐賀記念-JPN3，トパーズＳ-OP，
内外タイムス杯，相模特別，ペルセウスＳ-OP２着，マーチＳ
-JPN3３着，エルムＳ-JPN3４着，武蔵野Ｓ-G3５着，東海�入
着，名古屋大賞典-JPN3３着

ハウンドコップ：４勝，塩沢特別，胎内川特別
ウォーライクトニー：４勝，北海Ｈ，障１勝
アグネスマクシマム：４勝，竜飛崎特別
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Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
ルーラーシップ

�
�
*トニービン

鹿 2007 エアグルーヴ ダイナカール
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*フレンチデピュティ

*クロフネ *ブルーアヴェニュー
クローズホールド

�
�
Silver Hawk

芦 2008 *ズーナクア Made in America（5）

母クローズホールド（08 *クロフネ）入着。産駒
ランファースト（13 牝 芦 ハーツクライ）南関東�１勝，�

祖母 *ズーナクア Zoonaqua（90 Silver Hawk）米国産，北米５勝，オークリ
ーフＳ-G1，ソレントＳ-G3，カウンテスファーガーＨ-G3，Harold C.Ram-
ser Sr.H-L，ゴールデン ポピーＨ-G3２着，リヴァー シティーズＢＣＳ
-G3２着，Sandy Blue H２着，イエローリボン招待Ｓ-G1３着，デル マ
ーデビュータントＳ-G2３着，ヒルズボローＨ-G3３着，同４着，Miesque
S-L３着，Brown Bess Breeders’ Cup H-L３着，ビヴァリーヒルズＨ-G1
４着，メイトリアークＳ-G1４着。産駒
トウカイトリック（牡 *エルコンドルパサー）９勝，阪神大賞典-G2，同２

着，同３着，ステイヤーズＳ-G2，同３着（２回），同-JPN2２着，ダイ
ヤモンドＳ-JPN3，同３着，万葉Ｓ-OP（２回），同２着，比叡Ｓ，京橋
特別，こけもも賞，アルゼンチン共和国杯 -JPN2２着，福島記念
-JPN3２着，天皇賞�-G1３着，同５着

レオパステル（牝 キングカメハメハ）５勝，轟Ｓ，稲妻特別，吾妻小富士
賞，雪うさぎ賞，アイビスサマーダッシュ-G3４着

スーパーボルト（騸ダイワメジャー）１勝，�
*ダリカラノテガミ（牡 Broad Brush）１勝

曽祖母メイドイン アメリカ Made in America（77 Explodent）北米５勝，Im-
peratrice H２着，Candy Eclair S２着，Hydrangea H３着。産駒
ディアブロアミーゴ Diablo Amigo：北米６勝，His Majesty’s Council
S，President’s Cup S２着

グウェッダ Gwedda：北米４勝，Dr. A.B. Leggio Memorial H２着。産
駒
アウトオブ グウェッダ Out of Gwedda：北米７勝，Tremont S-L，

Spectacular Bid S-L２着，ハッチスンＳ-G2３着
ガタップ Gatap：北米５勝。産駒

ジェニーズ プロスペクター Jenny’s Prospector：米４勝，Hoosier
Debutante S-L，Gowell S３着

ミッドウェイホリデー Midway Holiday：北米３勝，バーボネットオー
クス-G3３着，ヴァージニアオークス-G3４着

アフタヌーントリックAfternoon Trick：北米１勝。トリックマイスター
Trickmeister（サバーバンＨ-G2３着）の母

シャワーティー Shawaatee：北米２戦。産駒
セクレタSecreta：亜１勝。シー ブラバ Sea Brava（フランシスコＪ.

ベアスレイ賞-G3，亜オークス-G1２着）の母
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