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　母は当クラブ所属で、秋華賞まで駒を進めた活躍馬で
すが、残念なことに昨年亡くなっており、本馬が最初で
最後の産駒となりました。初仔と言う事もあり１月生ま
れの割りには若干身体は小さめですが、バランスの取れ
た線の綺麗な馬体は、真直ぐで頑健な四肢と合わせ、理
想的なシルエットを描いています。そして柔軟性に富ん
だ筋肉と可動域の広い関節からは軽快な動きを生み出
し、流れるようなフォームで放牧地を疾走してます。い

かにもサラブレッドらしい研ぎ澄まされた感性が更に
その動きを強調させます。芝中距離で安定した成績を残
した母に、G1は香港芝2000ｍのクイーンエリザベス２
世Cのみですが、出遅れ癖がなければもういくつかの
G1を勝てたであろう父、本馬も自身の力を最も発揮す
るのは芝の中距離と見ています。今後の更なる鍛錬に耐
え、母の果たせなかった重賞制覇へ向け、しっかりと堅
実に前進していきます。
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リボントリコロールの2017
父　ルーラーシップ

総額：1800万円　　口数：200口　　１口：90,000円
美浦 田中博康厩舎予定黒鹿毛　1月25日生　社台ファーム生産牝馬

Ribbon Tricolour 2017
Family

Pedigree 4代血統

44
No.No.

Point

Ribbon Tricolour 2017
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Broodmare Sire

Sire

Ribbon Tricolour 2017

4

中央・香港8勝，香港クイーン エリザベ
ス二世C-G1（2000ｍ），日経新春杯-G2

（2400ｍ），アメリカJCC-G2（2200ｍ），
金鯱賞-G2（2000ｍ）。2013年に種牡馬
となる。

主な産駒：キセキ（菊花賞-G1），ダンビ
ュライト（アメリカJCC-G2，皐月賞-G1
3着），テトラドラクマ（クイーンC-G3），
サンリヴァル（芙蓉Ｓ-OP，皐月賞-G1 
2着），リリーノーブル（オークス-G1 2着，
桜花賞-G1 3着），パイオニアバイオ（フ
ローラS-G2 2着）。

［安平産］
ルーラーシップ

仏4勝，パリ大賞典-G1（2000ｍ），リュ
パン賞-G1（2100ｍ），トーマス ブラ
イアン賞-G3（1600ｍ），仏ダービー
-G1 2着，ニエル賞-G2 3着。

主な産駒：ヴィジオン デタ（仏ダービ
ー -G1)，ソノワ（仏ダービー -G1），ブ
レック（モーリス ド ニュイユ賞-G2），
キングズオブザサン（NHKマイルC-G1 
3着）。

母の父としての主な産駒：ナワール（グ
ラディアトゥール賞-G3 2着），モモ
トンボ（紫苑S-OP 3着），ファストラ
イフ（フローラS-G2 5着）。

［仏国産］
*チチカステナンゴ
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牝・黒鹿
１/25
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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

�
�
�

�
�
Smadoun

*チチカステナンゴ *スマラ
リボントリコロール

�
�
*サンデーサイレンス

芦 2010 リボンアート スカーレットリボン（4）
*スカーレットインク系

母リボントリコロール（10 *チチカステナンゴ）２勝，出雲崎特別（芝2200ｍ），
紫苑Ｓ-OP２着，秋華賞-G1５着。本馬が初仔

祖母リボンアート（01 *サンデーサイレンス）６勝，朱雀Ｓ，小郡特別，西部日
刊スポーツ杯，舞子特別。産駒
アートギャラリー（牡 *ファルブラヴ）東海�１勝
リプカ（牝 *ハービンジャー）入着，東海�２勝
レッドヴェレーナ（牝 *シンボリクリスエス）入着，岩手�１勝

曽祖母スカーレットリボン（85 *ノーザンテースト）３勝，４歳牝馬特別�
-JPN2，紅梅賞，カンナ賞-OP２着，ヒヤシンス賞-OP２着，ターコイズＳ-OP
３着，牝馬東京タイムズ杯-JPN3４着，ダービー卿チャレンジＴ-JPN3４
着，スワンＳ-JPN2５着。産駒
タヤスアンティーム：６勝，洞海湾Ｓ，春待月Ｓ，成田特別，ブリリアントＳ

-OP２着，北陸Ｓ-OP２着，関越Ｓ-OP２着，東海Ｓ-JPN2３着，エニ
フＳ-OP３着

リボンアンドボウ：４勝，玄海特別，英彦山特別
グレイトグレイス：新潟�入着。産駒

キーンゲイル：４勝，御嶽特別，加古川特別
オースミマイカ：２勝，忘れな草賞-OP３着

サンセットバレー：６戦。産駒
クリムゾンベガ：４勝，若潮賞，汐留特別，佐賀�２勝
セトノメジャー：４勝
カウントオンミー：岩手�２勝，中央１勝。産駒
ドライヴナイト：６勝，すばるＳ-OP，貴船Ｓ，はこべら賞，ギャラク

シーＳ-OP３着，�
四代母 *スカーレットインク Scarlet Ink（71 Crimson Satan）米国産，北米１
戦。産駒
スカーレットブーケ：６勝，クイーンＣ-JPN3，京都牝馬特別-JPN3，中山

牝馬Ｓ-JPN3，札幌３歳Ｓ-JPN3。ダイワメジャー（皐月賞-JPN1），
ダイワスカーレット（有馬記念-G1），ダイワルージュ（新潟３歳Ｓ
-JPN3）の母，ダイワファルコン（福島記念-G3・２回）の祖母

スカーレットローズ：２勝。ヴァーミリアン（最優秀ダート馬，ジャパンＣダー
ト-G1，フェブラリーＳ-G1），ソリタリーキング（東海Ｓ-G2），サカラ
ート（東海Ｓ-JPN2），キングスエンブレム（シリウスＳ-G3）の祖母

スカーレットブルー：１勝。クォークスター（セントライト記念-G2），�トー
センジョウオー（エンプレス杯-JPN2）の祖母，ブレイブスマッシュ
（ＭＲＣフューチュリティＳ-G1）の曽祖母
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牝・鹿
２/10
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Kris S.

*シンボリクリスエス Tee Kay
ストロングリターン

�
�
Smart Strike

鹿 2006 *コートアウト *アザール

�
�
�

�
�
Silver Hawk

*グラスワンダー Ameriflora
ファビュラスセンス

�
�
*サンデーサイレンス

栗 2006 ファビラスターン カッティングエッジ（22）
*ナイトライト系

母ファビュラスセンス（06 *グラスワンダー）１勝。産駒
デルマサダヤッコ（13 牝 栗 *タイキシャトル）東海�６勝，�
ムスメジントーヨー（14 牝 鹿 *タートルボウル）東海�１勝，�
ファビュラスギフト（16 牝 鹿 エイシンフラッシュ）入着，�

祖母ファビラスターン（94 *サンデーサイレンス）１勝，北海道�１勝。産駒
シャドウゲイト（牡 *ホワイトマズル）６勝，中山金杯-G3，中京記念-G3，

同２着，香取特別，グリーンチャンネルＣ，大森浜特別，大阪杯-G2
２着，アメリカＪＣＣ-G2２着，金鯱賞-G2２着，プリンシパルＳ-OP
２着，中山記念-G2４着，七夕賞-G3４着，福島記念-JPN3５着，新
潟大賞典-G3５着，南関東�入着，川崎記念-JPN1３着，かしわ記
念-JPN1５着，シンガポール１勝，シンガポール航空国際Ｃ-G1，愛
１勝。種牡馬

サトノタイガー（牡キングカメハメハ）５勝，秋風Ｓ，スピカＳ，テレビ山梨
杯，水仙賞，カペラＳ-G3２着，ＮＡＲ最優秀短距離馬，南関東�
３勝，アフター５スター賞，川崎マイラーズ，岩手�入着，ＪＢＣスプ
リント-JPN1２着，�

ネローリ（牝 *ラムタラ）南関東�５勝。産駒
シークロム（牡ローレルゲレイロ）入着，岩手�７勝，青藍賞，スプリン
グＣ，イーハトーブマイル，南関東�６勝，�

クレバーフウジン（騸タニノギムレット）入着，フウジンブライトFujin Bright
の名でシンガポール５勝，Colonial Chief S４着

曽祖母カッティングエッジ（86 *ファバージ）６勝，クイーンＣ-JPN3，３歳牝
馬Ｓ�-JPN3，クリスマスＳ-OP（２回），ニューイヤーＳ-OP，牝馬東京タイ
ムズ杯-JPN3２着，東京新聞杯-JPN3４着，クイーンＳ-JPN3４着。産駒
テーオーギャング：３勝，須賀川特別，筑紫特別
プロミネントカット：不出走。産駒

ハノハノ：６勝，京洛Ｓ-OP，船橋Ｓ，西日本スポーツ杯，帆柱山特
別，筑紫特別，バーデンバーデンＣ-OP２着，鞍馬Ｓ-OP３着

ガンダーラプソディ：１勝。産駒
イコピコ：４勝，神戸新聞杯-JPN2，白百合Ｓ-OP，菊花賞-JPN1
４着，鳴尾記念-G3４着

リノリオ：３勝，二王子特別，熊野特別，�
四代母メルドスポート（79 *ノーザンテースト）不出走。産駒

ディヴァインライト：４勝，高松宮記念-JPN1２着。種牡馬
メルロースウィート：４勝，紅葉特別。アグネスワルツ（フローラＳ-G2２着，

マーメイドＳ-G3２着，オークス-G1３着）の母
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