
　おじにダートの活躍馬がずらりと並ぶ、期待の１頭です。母は現役時に６戦しかで
きませんでしたが、アシヤマダムの後継繁殖牝馬として大きな期待がかかっています。
　その母は現役時代430キロ前後とやや小さめでしたが、初仔となるパイロ産駒の牝
馬（現２歳）がデビュー時で448キロ。本馬は２番仔で牡馬ですし、セール時点の測
尺と４月生まれという点を考慮すると、地方のダートで堂々と戦える馬格になってく
るでしょう。
　父エスポワールシチーはサンデーサイレンス系の中でダートの主流となるゴールド
アリュールの後継として、セールでも人気を博しています。未知の魅力とこの母系と
の出会いがどのような結果をもたらすか、おおいに楽しみです。
　配合の素晴らしさに加えて、生産はモーリスを輩出した戸川牧場。プロフィールの
隅々まで魅力に満ちた１頭で、大きな期待をかけたくなります。

（須田鷹雄談）

エスポワールシチー 【門別産】
最優秀ダート馬，中央・南関東・岩手・東海・石川17勝，ジャパンＣ-G1（1800
m），フェブラリーＳ-G1（1600m），JBCスプリント-Jpn1（1400m），かしわ
記念-Jpn1（1600m）３回，南部杯-Jpn1（1600m）３回。2014年に種牡馬と
なる

父は最優秀ダート馬，フェブラリーＳ-Jpn1，ジャパンダートダービー-Jpn1
など８勝。スマートファルコン（東京大賞典-G1），コパノリッキー（最優秀
ダート馬，フェブラリーＳ-G1･２回）を出す。

キヤツトロンシヤン
*ラシアンルーブル
ベガ

*ティンバーカントリー
ヘップバーンシチー

*ブライアンズタイムエミネントシチー

ゴールドアリュールエスポワールシチー
栗　２００５

ブイアスカ
鹿　２００８

アドマイヤドン

アシヤマダム

*ニキーヤ
*サンデーサイレンス

５代目までのインブリード Northern Dancer 5x5x5

ブイアスカの２０１５
515151

No.No.

父　エスポワールシチー
園田 田中範雄厩舎予定 総額：600万円 口数：50口 １口：120,000円

鹿毛　4月2日生　戸川牧場生産牡馬

2015V Asuka

Pedigree 3代血統Pedigree 3代血統

PointPoint
　本馬の父アッミラーレは初年度産駒の血統登録数が11頭というスタートから、産
駒の地方競馬における活躍によって徐々に勢力を拡大。地方競馬における通算アーニ
ングインデックスが1.81、重賞勝ち馬７頭、その中には全日本２歳優駿や東京ダー
ビーで世代の頂点を極めたハッピースプリントが含まれます。
　ブラックタイプを見て、目にとまるのはやはりアローキャリーの名前でしょう。道
営でデビューし桜花賞まで上り詰めた伯母の存在は、性別こそ違えど本馬にとって目
標となる存在。少しでもその目標へ近づいてほしいものです。
　セールにおける本馬は、父の特徴を伝える一方で柔らかい身のこなしが目立ってい
ました。関節の可動域も広く、いわゆる「ダート馬」の概念にとどまらない非凡な素
材です。どのような競走馬に育つか今から楽しみです。

（須田鷹雄談）

アッミラーレ 【浦河産】
６勝，欅Ｓ-OP（1400m），春待月Ｓ-OP（2300m），みちのくＳ（1700m），伊
良湖特別（1700m）

主な産駒　ハッピースプリント（全日本２歳優駿-Jpn1），ミスミランダー（関
東オークス-Jpn2２着），トキノエクセレント（さきたま盃-Jpn2２着），サク
ラサクラサクラ（クイーン賞-Jpn3２着），ヤマノカミ（石川・金沢ヤングCh），
フューチャースター（石川・兼六園ジュニアＣ），ブライトシンプー（東海・尾
張名古屋杯），パフォーマンス（北海道・道営スプリント）

ソーミユール
*サンキリコ
Fire the Groom
Nureyev
Mawgrit
Carr de Naskra*ダジルミージョリエ

*サンデーサイレンスアッミラーレ
黒鹿　１９９７

ワシリーサ
鹿　２００７

*ストラヴィンスキー

アロールーシー

Wishing Well
Halo

５代目までのインブリードなし

ワシリーサの２０１５
525252

No.No.

父　アッミラーレ
佐賀 東眞市厩舎予定 総額：600万円 口数：50口 １口：120,000円

黒鹿毛　4月20日生　（有）沖田牧場生産牡馬

2015Vasilisa

Pedigree 3代血統Pedigree 3代血統

PointPoint SireSire

FamilyFamily

SireSire

FamilyFamily

地方競馬
ファンド
地方競馬
ファンド

地方競馬
ファンド
地方競馬
ファンド

806ブイアスカ２０１５ 牡・鹿 ４／ ２

エスポワールシチー
栗 2005

ブイアスカ
鹿 2008

ゴールドアリュール

エミネントシチー

アドマイヤドン

アシヤマダム

＊サンデーサイレンス
＊ニキーヤ
＊ブライアンズタイム
ヘップバーンシチー

＊ティンバーカントリー
ベガ

＊ラシアンルーブル
キヤツトロンシヤン

体高

胸囲

管囲

（ ～ ＊レデイアリス） 3 f
Hail to Reason S 5×S 5 Northern Dancer S 5×M 5×M 5

価格： 購買者：
母 ブイアスカ（08 鹿 アドマイヤドン） １勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ミスパイロ（14 牝 黒鹿 ＊パイロ） 不出走

２代母 アシヤマダム（95 鹿 ＊ラシアンルーブル）出走
ブイロッキー（00 牡 ジェニュイン）３勝，ユニコーンＳ ２着，昇竜Ｓ ，etc.，

入着，名古屋優駿 ３着，ジャパンＤダービー ４着，ダービーＧＰ ５着
ガッサンルーブル（01 牡 サクラバクシンオー）３勝，クリスマスローズＳ ２着
ダイシンオレンジ（05 牡 ＊アグネスデジタル）７勝，平安Ｓ ，アンタレスＳ ，平

安Ｓ ２着，etc.， 入着２回，名古屋大賞典 ２着，名古屋大賞典
３着，種牡馬

サムライジャパン（07 牡 ネオユニヴァース） ８勝，ステイヤーズＣ，華月賞，ステイ
ヤーズＣ２着，王冠賞２着

３代母 キヤツトロンシヤン（78 栗 ＊シヤトーゲイ）１勝
メジロワース（85 牡 ＊モガミ）６勝，マイラーズＣ ，八坂特別，高砂特別，青島特別，障

害１１勝，中京障害Ｓ，etc.
メジロドロシー（87 牝 ＊ヤマニン）不出走
テンザンルーラ（95 牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，千里山特別，れんげ賞
ガッツフィニッシュ（96 牡 ＊ホワイトマズル）５勝，白馬岳特別，アベリア賞

メジロリリー（90 牝 ＊ベリフア）２勝，サンスポ４歳牝馬特別 ２着，忘れな草賞 ２着

４代母 メジロヒエイ（72 栗 ＊ムーテイエ）出走
［子］ メジロバッカス（80 牡 ＊シヤトーゲイ）３勝，早靹特別

メジロリューテス（81 牡 ＊ネヴアービート）３勝，常陸特別
［孫］ メジロレノンズ（90 牡 ミスターシービー）５勝，嵐山Ｓ，みなみ北海道Ｓ，会

津特別，日本レコ－ド（３０００）
メジロハーネン（83 牡 ヤマニンスキー）４勝，印旛沼特別
タニオブザライアン（95 牝 メジロライアン）３勝，粟島特別

５代母 メジロマジヨルカ（63 栃栗 Doutelle）３勝，クイーンＣ，サンスポ四歳牝馬特別２
着，オークス３着，三歳牝馬Ｓ

販売申込者： 戸川牧場＝日高町豊田 01456-5-2724
所 有 者： 戸川牧場
生 産 牧 場： 戸川牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 090-3117-1319

320ワシリーサの２０１５ 牡・黒鹿 ４／２０

アッミラーレ
黒鹿 1997

ワシリーサ
鹿 2007

＊サンデーサイレンス

＊ダジルミージョリエ

＊ストラヴィンスキー

アロールーシー

Halo
Wishing Well
Carr de Naskra
Mawgrit
Nureyev
Fire the Groom

＊サンキリコ
ソーミユール

体高

胸囲

管囲

（ ～ ＊ストレイトビツド） 21 a
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 ワシリーサ（07 鹿 ＊ストラヴィンスキー）１勝， １勝
〔産駒馬名登録数：２〕
タケルアロー（13 牡 鹿 アドマイヤオーラ） 入着３回
シグラップニコライ（14 牡 鹿 スズカマンボ） 地方不出走

２代母 アロールーシー（91 鹿 ＊サンキリコ）２勝，桐花賞
サイキョウリズム（96 牡 ＊リズム） ９勝，ゴールドウィング賞２着，ジュニアクラウ

ン３着
アローキャリー（99 牝 ＊ラストタイクーン）２勝，桜花賞 ，阪神ジュベナイルフィリ

ーズ ２着，エルフィンＳ ２着，すずらん賞 ３着， １勝
アロープラネット（04 牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
セラフィーナ（12 牝 ゼンノロブロイ） １勝

ランチボックス（05 牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，斑鳩Ｓ，白老特別，ハッピーエ
ンドＣ，すずらん賞 ３着

３代母 ソーミユール（81 黒鹿 アローエクスプレス）１勝
スターアスリート（95 牡 サクラチヨノオー）２勝

４代母 マーキユリーアロー（72 鹿 ＊ミンシオ）出走
［孫］ ブレエトワール（88 牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，北大路特別，鳴滝特別，十和

田湖特別， ４勝

５代母 ストレートアロー（65 鹿 ＊ガバドール）３勝，雲取特別

６代母 ＊ストレイトビツド（54 IRE 鹿 ＊ソロナウエー）英３勝
［孫］ クドフー Coup de Feu（69 牡 ＊ホワイトフアイア）米・英・仏６勝，エクリプ

スＳ ，ウェストベリーＳ ２着，カンバーランドロッジＳ ２着，ジャ
ックルマロワ賞 ３着，クイーンアンＳ ３着，etc.，種牡馬

ペレイド Peleid（70 牡 Derring-Do）英・仏５勝，英セントレジャー ，ジョン
ポーターＳ ２着，ジョッキークラブＳ ３着，マグネットＣ ，ゼット
ランドゴールドＣ ，etc.

販売申込者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 01456-2-0453
所 有 者： ㈲沖田牧場
生 産 牧 場： ㈲沖田牧場
飼 養 者： ㈲ベーシカル・コーチング・スクール＝日高町富浜 01456-2-2448


