
５代目までのインブリードなし

*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

Marital Spook

Cherokee Run
Yonaguska
黒鹿　１９９８

Etoufee
栗　１９９９

Earth Living
*アースリヴィング
鹿　２００６ Tabasco Cat

*タバスコキャット

Allouette
Madame Defage
Proud Birdie
Barbicue Sauce
Storm Cat
Homewrecker
Silver Ghost
Cherokee Dame
Runaway Groom

　当愛馬会所属馬として、特別を含む３勝を挙げた他、
UAE1000ギニー２着、UAEオークス２着などの実績を
残したアースリヴィングの３番仔となります。３才春に
敢行した海外遠征で、気候も環境も全く異なる中、上質
のパフォーマンスを見せた母の精神面の強さは、特筆モ
ノと言えましょう。
　本馬の父オルフェーヴルも、凱旋門賞で２年連続２着
となった馬ですから、まさに世界の頂きに手をかけた馬

同士の配合となっているわけです。
　そして、本馬の大きな魅力がそのフィジカルにありま
す。バランスの良い好馬体と、しなやかで躍動感ある歩
様を、ビデオ映像でぜひご確認ください。母はダートが
主戦場でしたが、本馬は芝適性が高く、おそらくは瞬発
力を活かす競馬をするタイプに育つことが予想されま
す。世界の檜舞台で、両親の雪辱を果たす活躍を見せて
ほしいものです。
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アースリヴィングの2017
父　オルフェーヴル

総額：2000万円　　口数：200口　　１口：100,000円
美浦 小笠倫弘厩舎予定栗毛　5月15日生　吉田ファーム生産牡馬

Earth Living 2017
Family

Pedigree 4代血統

22
No.No.

Point

Earth Living 2017

19

Broodmare Sire

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（25
00ｍ）2回，宝塚記念-G1（2200ｍ），フォ
ワ賞-G2（2400ｍ）2回，凱旋門賞-G1 2
着（2回）。2014年に種牡馬となる。

主な産駒：エポカドーロ（皐月賞-G1，
ダービー-G1 2着），ラッキーライラッ
ク（最優秀2歳牝馬，阪神ジュベナイル
フィリーズ-G1，チューリップ賞-G2，
桜花賞-G1 2着，オークス-G1 3着），
ロックディスタウン（札幌2歳Ｓ-G3）。

［白老産］
オルフェーヴル

北米6勝，ホープフルS-G1（7Ｆ），ハッ
チスンS-G2（7Ｆ），フォール ハイウェ
イトH-G2（6Ｆ），スポート ペイジH-G3

（6.5Ｆ）。

主な産駒：マスキット マン（イリノイ 
ダービー-G2），コーヒー ボーイ（キャリ
ー バックS-G2）。

母の父としての主な産駒：コ コーラ（オ
ールド ハットS-G3 2着），キャッチ マ
イ ドリフト（ベルデイムS-G1 3着），キ
ングダム ロード（ペルー ジョッキー ク
ラブ賞-G1 3着），レグルドール（ひまわ
り賞-OP）。

［米国産］
Yonaguska

Earth Living 2017

2

2

牡・栗
５/15

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*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

�
�
�

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，わが国で３勝，河口湖特別
（Ｄ1600ｍ），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）入着，�
アースビルボード（16 牡 栗 オルフェーヴル）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
ガレトワール Galetoire（牝 Songandaprayer）北米１勝。産駒
ドリーム ベイビードリーム Dream Baby Dream（牡 Into Mischief）

北米１勝，サンランドダービー-G3２着
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
ワーリン カーリン Whirlin Curlin：北米２勝，Maryland Juve-

nile Futurity
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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牝・鹿
２/13

�
�
�
�

�
�
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�
�
Kingmambo

キングカメハメハ *マンファス
ロードカナロア

�
�
Storm Cat

鹿 2008 レディブラッサム *サラトガデュー

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ダンスインザダーク *ダンシングキイ
ナショナルホリデー

�
�
*ディクタス

栗 2004 ナショナルフラッグ ダイナワールド（23）
*ハニードリーマー系

母ナショナルホリデー（04 ダンスインザダーク）３勝，鳥屋野特別（芝1800
ｍ）。産駒
フロールシータ（11 牝 栗 エアジハード）１勝，北海道�１勝，ノースクイ

ーン賞５着
マルカベッカム（13 牡 鹿 *ワークフォース）１勝
ペイドバケーション（16 牡 鹿ロードカナロア）未出走

祖母ナショナルフラッグ（86 *ディクタス）４勝，阿寒湖特別，積丹特別，青葉
城特別。産駒
インターフラッグ（牡 *ノーザンテースト）８勝，ステイヤーズＳ-JPN2，同
５着，嵐山Ｓ-OP，同３着，札幌日経オープン-OP，松籟Ｓ，清水Ｓ，
睦月賞，尖閣湾特別，ブラッドストーンＳ-OP２着，万葉Ｓ-OP２着，
ハーベストＳ-OP２着，道新杯-OP２着，メキシコＣ-OP３着，日経賞
-JPN2４着，鳴尾記念-JPN2４着，目黒記念-JPN2４着，アルゼンチ
ン共和国杯-JPN2４着，岩手・山形・熊本�４勝，東北サラブレッド大
賞典，マーキュリーＣ-JPN3４着。種牡馬

マルカコマチ（牝 *サンデーサイレンス）４勝，京都牝馬特別-JPN3，矢車
賞，カシオペアＳ-OP２着，カウントダウンＳ-OP２着，エルフィンＳ
-OP２着，朝日チャレンジＣ-JPN3３着，京阪杯-JPN3３着，小倉大
賞典-JPN3３着，マーメイドＳ-JPN3３着，ポートアイランドＳ-OP３
着，アネモネＳ-OP３着，中山牝馬Ｓ-JPN3４着。産駒
アスクデピュティ（牝 *フレンチデピュティ）５勝，ウェルカムＳ，白富士

Ｓ-OP３着，紫苑Ｓ-OP３着。産駒
ミュゼスルタン（牡キングカメハメハ）３勝，新潟２歳Ｓ-G3，

青梅特別，ＮＨＫマイルＣ-G1３着。種牡馬
マルカアイチャン（牝 *フレンチデピュティ）２勝，つわぶき賞。産駒

シャドウアプローチ（牡ジャングルポケット）２勝，ききょうＳ-OP，
朝日杯フューチュリティＳ-G1３着，京王杯２歳Ｓ-G2３着

シルバーウエイブ（牡ジャングルポケット）２勝，水仙賞
セトノフラッパー（牝 *タイキシャトル）３勝，西郷特別

フラッグシップ（牝 *サンデーサイレンス）３勝，織姫賞，福島牝馬Ｓ-G3
２着

ダイワジアン（牡 *ノーザンテースト）６勝，白秋Ｓ，本栖湖特別，アプロー
ズ賞，福島テレビオープン-OP２着，中山記念-JPN2３着

ラバンディエーラ（牝 *サンデーサイレンス）４勝，摂津特別。産駒
ブレークビーツ（騸ジャングルポケット）３勝，日高特別，北斗特別，
岩手�２勝，桂樹杯，かきつばた賞，ＯＲＯカップ２着
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