
Queen Spumante 2016

年度代表馬，5勝，ジャパンC-G1（24
00ｍ），ダービー-JPN1（2400ｍ）

主な産駒：ジャングル ロケット（NZオ
ークス-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）

母の父としての主な産駒：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，スプリンターズS-G1３
着），ドロウアカード（フラワー C-G3３
着），ミッキースワロー（ひめさゆり賞，
京都新聞杯-G2５着）

［早来産］
ジャングルポケット

Broodmare Sire

年度代表馬，最優秀3歳牡馬，最優秀
古牡馬（2回），中央・仏12勝，ダービ
ー -G1（2400ｍ），皐月賞-G1（2000ｍ），
菊 花 賞-G1（3000ｍ），有 馬 記 念-G1

（2500ｍ）2回，宝 塚 記 念-G1（2200ｍ），
フォワ賞-G2（2400ｍ）2回，凱旋門賞
-G1２着（2回）。2014年に種牡馬となる

父は香港ヴァーズ-G1など7勝，ゴー
ルドシップ（最優秀3歳牡馬，皐月賞
-G1，菊花賞-G1）を出す。全兄にドリ
ームジャーニー（最優秀2歳・古牡馬，
有馬記念-G1，宝塚記念-G1）がいる

［白老産］
オルフェーヴル

Sire

５代目までのインブリード *ノーザンテースト 4x4x5,Northern Dancer 5x5x5

*グランマスティーヴンス
*ノーザンテースト
メジロオーロラ
メジロティターン
ダイナサッシュ

*ディクタス
ゴールデンサッシュ

Sunday Silence
*サンデーサイレンスステイゴールド

黒鹿　１９９４

オリエンタルアート
栗　１９９７

オルフェーヴル
栗　２００８

メジロマックイーン

エレクトロアート

Wishing Well
Halo

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
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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
オルフェーヴル

�
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メジロマックイーン

栗 2008 オリエンタルアート エレクトロアート
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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）１勝，�
レーヌルネサンス（15 牝 栗ステイゴールド）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
ワンボーイ（牡 *フレンチデピュティ）３勝，�
レッツサッチャー（牝 *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�６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，高松宮記念-G1

２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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　母クィーンスプマンテも早13歳、産駒はこれまで牝
馬ばかりでしたが5産目でようやく待望の牡馬が生まれ
ました。5月生まれと言う事もあり現時点ではやや小柄
で子どもっぽさが残りますが、ここに来て徐々に全体の
筋肉量も増し、特に後駆にはしっかりとした力強さが出
てきました。気性も少々臆病な面など幼さが見られまし
たが、広い放牧地での昼夜放牧で十分リラックスできて
いるのか、落ち着いた大人の雰囲気が出てきました。今

後も更なる心身の成長が見込め、秋からの騎乗調教に良
い形で入っていけそうです。父母、兄弟は総じて中サイ
ズ、500kgを優に超えるような大型馬はおらず、本馬
も450kg前後の競馬になると見ています。適性は芝の
中距離、実力は超一流ながら何をしでかすか分からない
ところもあった父に、あっと驚く大逃げでエリザベス女
王杯を制し大穴を開けた母、本馬がどんなレースを見せ
てくれるのか非常に楽しみです。
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クィーンスプマンテの2016
父　オルフェーヴル

総額：2400万円　　口数：200口　　１口：120,000円
美浦 新規開業厩舎予定栗毛　5月3日生　社台ファーム生産牡馬

Queen Spumante 2016
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Pedigree 4代血統Pedigree 4代血統

Photo:上田美貴子
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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
オルフェーヴル

�
�
メジロマックイーン

栗 2008 オリエンタルアート エレクトロアート

�
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ヨナグスカ
�
�
Cherokee Run

Yonaguska Marital Spook
*アースリヴィング エトゥーフィー �

�
*タバスコキャット

鹿 2006 Etoufee Allouette（13）

母 *アースリヴィング（06 Yonaguska）米国産，３勝，河口湖特別（Ｄ1600
ｍ），兵庫�入着，兵庫ジュニアグランプリ-JPN2２着，UAE入着，UAE
1000 Guineas-L２着，UAE Oaks-L２着。産駒
シネマソングス（15 牝 黒鹿 ハーツクライ）未出走

祖母エトゥーフィー Etoufee（99 *タバスコキャット）北米１勝。産駒
ストルーヴズスター Strueves Star（騸 Henrythenavigator）北米11勝
ハウユー How You（騸 Lookin At Lucky）北米４勝
バーボン セントブルーズ Bourbon St. Blues（牝 Songandaprayer）北

米１勝
オリーフリプトリクOllie Fliptrik（牡 Essence of Dubai）独１勝
ガレトワール Galetoire（牝 Songandaprayer）北米１勝

曽祖母アルーエットAllouette（80 Proud Birdie）北米３勝。産駒
ナナール Nannerl：北米10勝，ディスタフＨ-G2，ベドーロージズＨ-G2，
ヴェイグランシーＨ-G3，シャーリージョーンズＨ-G3，ゴーフォーワン
ドＳ-G1２着，ラフィアンＨ-G1３着，バレリーナＳ-G1３着。産駒
マジカルミステリーキャット Magicalmysterycat：北米６勝，スカイ
ラヴィルＳ-G2，ランダルーシＳ-G2，Valley Stream S-L。産駒
エーピーマジック A. P. Magic：北米３勝，トロピカルターフＨ

-G3３着，Ft.Lauderdale S-L３着
バーミラ Burmilla：北米４勝，オナラブルミスＨ-G2。産駒
スノウベル Snowbell：北米３勝，カムリーＳ-G3

*ツムジカゼ：北関東�１勝，中央６勝，納屋橋Ｓ，恵山特別，オホー
ツクＨ，シリウスＳ-JPN3２着，マーチＳ-G3４着

*レキシントンガール：１勝。産駒
レキシントン ストリート Lexington Street：北米３勝，Maryland

Million Lassie S
フューチョイスワーズ Few Choice Words：北米３勝。産駒

サイレントヴァロア Silent Valor：北米２勝，サプリングＳ-G3
ミスジーンキャットMiss Jeanne Cat：北米２勝，Time to Leave S

-L，ランダルーシＳ-G3４着。産駒
ムルジャン Murjan：ペルー・北米４勝，ペルー2000ギニー-G1

ウェル セッドWell Said：北米３勝，マインシャフトＨ-G3３着
レジーナズタイム Regina's Time：不出走。産駒

ビクトリアレジーナ Victoria Regina：北米２勝。ビクトリー デ
インジャー Victory Danger（エスティムロ大賞典-G2）の
母
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