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　チャペルコンサートの血統で父タートルボウルというと、芝のイメージを持たれる
方がいるかもしれません。しかしタートルボウルの産駒は中央でもダートでの成績が
芝を上回っており、地方でもアンジュジョリー（東京プリンセス賞）、フライングショッ
ト（サッポロクラシックカップ）といった重賞勝ち馬を出しています。母チャペルプ
リンセスは未勝利ですが入着賞金で600万円以上を稼ぎ、また園田転入後は４戦３勝
で底を見せないまま引退した馬。実際に園田の馬場をこなした母にダート適性のある
父の組み合わせです。
　本馬は母の初仔にあたりますが、サイズ的に小さいということは全く無く、むしろ
同時期に生まれた他の馬たちと比べても測尺の数字はやや大きめです。パーツひとつ
ひとつの作りもしっかりしており、歩きにも力強さがあります。このまま順調に成長
すれば、今回募集される３頭のエース格として、出資者の期待に応えてくれることで
しょう。
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Happy Landing
Night Shift

５代目までのインブリードなし

チャペルプリンセスの2016
父　*タートルボウル

園田 田中範雄厩舎予定

総額：830万円 口数：50口 １口：166,000円
栗毛　3月25日生　山際辰夫生産牡馬

PointPoint SireSire

FamilyFamily

*タートルボウル 【愛国産】
仏７勝，ジャン プラ賞-G1（1600ｍ)，ジョンシェール賞-G3（1600ｍ)，
イスパーン賞-G1２着，ジャック ル マロワ賞-G1３着，クイーン アンＳ
-G1３着。本邦初産駒は３歳

主な産駒：ルカヤン（仏2000ギニー-G1)，フレンチフィフティーン（ク
リテリウムアンテルナシオナル-G1），プルーヴェン（ワイズダンＳ-G2），
キャンディード（トーマスブライアン賞-G3），アンジュジョリー（南関東・
東京プリンセス賞）

Chapel Princess 2016Success Isabella 2016
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地方競馬
ファンド
地方競馬
ファンド
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　雄大な馬格と他馬を遥かに上回る骨量で、セリ場の比較展示でも購買者たちの目を
惹き付けていた１頭です。４月生まれでこの時期からこれだけのスケール感を出す１
歳馬はそうそういないでしょう。一方で単に大きいだけではなく脚捌きには軽さもあ
り、生産牧場における放牧中にも俊敏な動きを見せているとのことでした。
　父のトビーズコーナーは中央競馬のファンにはなじみが薄いかもしれませんが、大
井の優駿スプリントで３着したジョワラルムなど、地方競馬における産駒はよく走っ
ています。本馬を生産した伏木田牧場はトビーズコーナーに力を入れており、本馬の
全兄リシュリュー、そしてソイカウボーイと、レベルの高いホッカイドウ競馬におい
て認定競走を複数回優勝する生産馬を出しています。本馬も認定競走勝ちを期待され
るのはもちろん、その馬格から東海公営でトップに君臨するような活躍もイメージで
きます。
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サクラハゴロモ
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Mrs. Bumble
Mister FriskyBrandon's Ride

Bellamy RoadToby's Corner
*トビーズコーナー
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サクセスイザベラ
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サクラバクシンオー

*アワーミスレッグス

Hurry Home Hillary
Concerto

５代目までのインブリードなし

サクセスイザベラの2016
父　*トビーズコーナー

笠松 尾島徹厩舎予定

総額：600万円 口数：50口 １口：120,000円
黒鹿毛　4月3日生　（有）伏木田牧場生産牡馬

PointPoint SireSire

FamilyFamily

*トビーズコーナー 【米国産】
米５勝，ウッドメモリアルＳ-G1（D9F）。初産駒は３歳

主な産駒：ジョワラルム（南関東・優駿スプリント３着），マルヨアキト（東
海・駿蹄賞２着），ホープライズ（岩手・知床賞３着）

父はウッドメモリアルＳ-G1，クレイドルＳ-G3など４賞。コンステレイ
ション（ラブレアＳ-G1）を出す

5252No.No.

地方競馬
ファンド
地方競馬
ファンド

（須田鷹雄談）
（須田鷹雄談）

857チャペルプリンセスの２０１６ 牡・栗 ３／２５

＊タートルボウル
鹿 2002

チャペルプリンセス
栗 2009

Dyhim Diamond
ディヒムダイアモンド

Clara Bow
クララボー

キングカメハメハ

チャペルコンサート

Night Shift
Happy Landing
Top Ville
Kamiya
Kingmambo

＊マンファス
＊サンデーサイレンス
＊リープフォージョイ

体高

胸囲

管囲

（Futility ～ Love-Oil） 1 l
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 チャペルプリンセス（09 栗 キングカメハメハ）入着７回， ３勝
初仔

２代母 チャペルコンサート（99 青鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，オークス ２着，マー
メイドＳ ３着，チューリップ賞 ３着，米子Ｓ ，エルフィンＳ ，etc.
グランドチャペル（07 牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，障害２勝

３代母 ＊リープフォージョイ（92 GB栗 Sharpo）愛・英・伊・仏３勝，オメノーニ賞 （２回），
ダイアデムＳ ３着，フィーニクススプリント ３着，チェルトサ賞 ２着，etc.
ラストリゾート（00 牝 ＊ノーザンテースト）１勝

サーリセルカ（05 牝 ＊ウォーエンブレム）出走
メイショウタチマチ（13 牝 スペシャルウィーク） ２勝，忘れな草賞 ３着

ムードインディゴ（05 牝 ダンスインザダーク）３勝，府中牝馬Ｓ ，秋華賞 ２
着，ローズＳ ２着，忘れな草賞
ノガロ（13 牡 キングカメハメハ） ３勝，野分特別

４代母 ハンブルパイ Humble Pie（85 GB栗 Known Fact）英２勝，ローズボールＳ ３着
［子］ ワッフルオンWaffle On（90 牝 Chief Singer）英・仏２勝，ロヴラス賞 ３着
［孫］ キングズチャペル King's Chapel（00 牡 ＊キングオブキングス）豪・新１０勝，

オタキマオリ馬齢Ｓ ，テレグラフＨ ，ＮＺ２０００ギニー ，ジョージメ
インＳ ２着，ベイヤークラシック ３着，etc.，種牡馬

イクスプレスウィッシュ Express Wish（04 牡 Danehill Dancer）愛・英３勝，
シュプリームＳ ，種牡馬

コプラー Coprah（08 Bertolini） 那・丁・典・愛・英６勝，ストックホルム
ストラプライス ，ストックホルムストラプライス ３着，マリットスヴ
ェアースミネロップ ３着（２回），スウェーデンオープンマイル，etc.

デザートアルケミー Desert Alchemy（99 牝 Green Desert）英２勝，オークトリ
ーＳ ，オクトーバーＳ ２着

マディドMadid（01 牡 Cape Cross）英２勝，サリーＳ
［曾孫］ ヴァティカン Vatican（08 God's Own） 豪８勝，ＨＤＦマクニールＳ ３

着，ドヴトンＳ ，ＳＡＪＣマニヒクラシック ２着，ＷＪアダムズＳ
２着，ＳＡＪＣライトニングＳ ２着，etc.

販売申込者： ㈱山際牧場＝日高町豊郷 01456-2-6550
所 有 者： ㈱山際牧場
生 産 牧 場： 山際 辰夫
飼 養 者： ヤシ・レーシングランチ＝日高町福満 080-6044-0416

545サクセスイザベラ２０１６ 牡・黒鹿 ４／ ３

＊トビーズコーナー
栗 2008

サクセスイザベラ
鹿 2005

Bellamy Road
ベラミーロード

Brandon's Ride
ブランドンズライド

サクラバクシンオー

＊アワーミスレッグス
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体高

胸囲
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（Hillbrook ～ Stepinanna） 4 r
Northern Dancer M 5×M 5

価格： 購買者：
母 サクセスイザベラ（05 鹿 サクラバクシンオー）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
リシュリュー（14 牡 鹿 ＊トビーズコーナー） ４勝
サクライザベル（15 牝 栗 ＊プリサイスエンド） 不出走

２代母 ＊アワーミスレッグス（93 USA黒鹿 Deputy Minister）仏１勝
サクセスリー（98 牝 Woodman）１勝，障害２勝

バトルアステア（07 牡 フジキセキ）入着２回， ９勝，園田ＣｈＣ２着
サクセスビューティ（99 牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー ，菜の

花賞
サクセスブロッケン（05 牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，フェブラリーＳ ，フ

ェブラリーＳ ３着，etc.，日本レコ－ド（１６００）， ２勝，東京大賞典
，ジャパンＤダービー ，ＪＢＣクラシック ２着，etc.

サクセスオネスティ（06 牡 ＊クロフネ）３勝，アプローズ賞， １勝
サクセスグローリー（11 牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，浜名湖特別

サクセスウイッチ（00 牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
マカニビスティー（07 牡 ゼンノロブロイ）３勝，日経新春杯 ３着，天皇賞（春）

４着，大沼Ｓ ，etc.， ２勝，名古屋ＧＰ ２着，東京ダービー，etc.
ヴェリイブライト（10 牡 メジロベイリー） ８勝，すずらん賞，ハイセ

イコー記念２着，くろゆり賞２着，不来方賞２着，名港盃３着
フォクシーレッグス（04 牝 ＊フォーティナイナー）出走

テイエムボンドン（13 牡 ディープスカイ）入着４回， ２勝，佐賀皐月賞３着，
錦江湾賞３着，佐賀弥生賞３着

３代母 コロニアルウォーターズ Colonial Waters（85 USA黒鹿 Pleasant Colony）米６勝，
ジョンＡモリスＨ ，レイディーズＨ ，ジョニーウォーカークラシック ，ＢＣデ
ィスタフ ２着，アシュランドＳ ３着，etc.
パナマカナル Panama Canal（94 牝 Gulch）米４勝，ネクストムーヴＨ
アルヤAlya（95 牝 Deputy Minister）英出走

サルザバーバー Sal the Barber（06 牡 Alphabet Soup） 米４勝，コールダーダービ
ー ，ホールオヴフェイムＳ ２着，フォートマーシーＳ ３着，インデペン
デンスデイＳ ２着，米・障害１勝

販売申込者： ㈲伏木田牧場＝浦河町姉茶 0146-27-4150
所 有 者： ㈲伏木田牧場
生 産 牧 場： ㈲伏木田牧場
飼 養 者： ㈲伏木田牧場＝浦河町姉茶 0146-27-4150
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（Futility ～ Love-Oil） 1 l
5 代までにクロスなし

価格： 購買者：
母 チャペルプリンセス（09 栗 キングカメハメハ）入着７回， ３勝
初仔

２代母 チャペルコンサート（99 青鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，オークス ２着，マー
メイドＳ ３着，チューリップ賞 ３着，米子Ｓ ，エルフィンＳ ，etc.
グランドチャペル（07 牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，障害２勝

３代母 ＊リープフォージョイ（92 GB栗 Sharpo）愛・英・伊・仏３勝，オメノーニ賞 （２回），
ダイアデムＳ ３着，フィーニクススプリント ３着，チェルトサ賞 ２着，etc.
ラストリゾート（00 牝 ＊ノーザンテースト）１勝

サーリセルカ（05 牝 ＊ウォーエンブレム）出走
メイショウタチマチ（13 牝 スペシャルウィーク） ２勝，忘れな草賞 ３着

ムードインディゴ（05 牝 ダンスインザダーク）３勝，府中牝馬Ｓ ，秋華賞 ２
着，ローズＳ ２着，忘れな草賞
ノガロ（13 牡 キングカメハメハ） ３勝，野分特別

４代母 ハンブルパイ Humble Pie（85 GB栗 Known Fact）英２勝，ローズボールＳ ３着
［子］ ワッフルオンWaffle On（90 牝 Chief Singer）英・仏２勝，ロヴラス賞 ３着
［孫］ キングズチャペル King's Chapel（00 牡 ＊キングオブキングス）豪・新１０勝，

オタキマオリ馬齢Ｓ ，テレグラフＨ ，ＮＺ２０００ギニー ，ジョージメ
インＳ ２着，ベイヤークラシック ３着，etc.，種牡馬

イクスプレスウィッシュ Express Wish（04 牡 Danehill Dancer）愛・英３勝，
シュプリームＳ ，種牡馬

コプラー Coprah（08 Bertolini） 那・丁・典・愛・英６勝，ストックホルム
ストラプライス ，ストックホルムストラプライス ３着，マリットスヴ
ェアースミネロップ ３着（２回），スウェーデンオープンマイル，etc.

デザートアルケミー Desert Alchemy（99 牝 Green Desert）英２勝，オークトリ
ーＳ ，オクトーバーＳ ２着

マディドMadid（01 牡 Cape Cross）英２勝，サリーＳ
［曾孫］ ヴァティカン Vatican（08 God's Own） 豪８勝，ＨＤＦマクニールＳ ３

着，ドヴトンＳ ，ＳＡＪＣマニヒクラシック ２着，ＷＪアダムズＳ
２着，ＳＡＪＣライトニングＳ ２着，etc.

販売申込者： ㈱山際牧場＝日高町豊郷 01456-2-6550
所 有 者： ㈱山際牧場
生 産 牧 場： 山際 辰夫
飼 養 者： ヤシ・レーシングランチ＝日高町福満 080-6044-0416




