
５代目までのインブリード　Mr. Prospector 4x4,Northern Dancer 5x5x5  

シャダイフェザー
*ノーザンテースト
Severn Bridge
*カンパラ
Pilot Bird
*ラストタイクーンManfath

*マンファス

Kingmambo
キングカメハメハ
鹿　２００１

エアグルーヴ
鹿　１９９３

ルーラーシップ
鹿　２００７ Tony Bin

*トニービン

ダイナカール

Miesque
Mr. Prospector

Bubble Company
*バブルカンパニー

Sunday Silence
*サンデーサイレンスバブルガムフェロー

鹿　１９９３

Lace
*レース
鹿　１９９２

レースウィング
鹿　１９９９

Gulch

Key Flyer
*キーフライヤー Key Partner

Nijinsky
Jameela
Mr. Prospector
Prodice
Lyphard
Wishing Well
Halo
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Family

Pedigree 4代血統

Lacewing 2018
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Broodmare Sire

Sire

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(22
00ｍ)。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），リ
オンリオン（青葉賞-G2），メールドグ
ラース（鳴尾記念-G3），テトラドラク
マ（クイーンＣ-G3），サンリヴァル（芙
蓉Ｓ-L，皐月賞-G1２着），リリーノ
ーブル（オークス-G1２着），パイオニ
アバイオ（フローラＳ-G2２着），ムイ
トオブリガード（アルゼンチン共和国
杯-G2２着）。

［安平産］
ルーラーシップ

最優秀２歳牡馬，７勝，天皇賞(秋)-J
PN1(2000ｍ)，同２着，朝日杯３歳
Ｓ-JPN1(1600ｍ)。

主な産駒：ロッカバブル（Te Aroha Ｎ
ＺブリーダーズＳ-G1），キャンディ
ヴェイル（ＭＶＲＣサンラインＳ-G2），
コンフェクショナー（ＶＲＣクレイグ
リーＳ-G2）。

母の父としての主な産駒：マジンプロ
スパー（阪急杯-G3，スプリンターズ
Ｓ-G1４着），ロックマジック（ＷＡＴ
ＣカーネルリーヴスＳ-G3），プリン
セスメモリー（オーロＣ-L，クイーン
Ｃ-G3２着）。

［千歳産］
バブルガムフェロー

Lacew
ing 2018
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牝・鹿
４/１

�
�
�
�

�
�
�

�
�
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

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

バブルガムフェロー *バブルカンパニー
レースウィング

�
�
Gulch

鹿 1999 *レース *キーフライヤー（7）

母レースウィング（99 バブルガムフェロー）５勝，羊蹄山特別（Ｄ1700ｍ），層
雲峡特別（Ｄ1700ｍ）。産駒
ポイマンドレース（06 騸 栗 マヤノトップガン）４勝，平尾台特別（Ｄ1700

ｍ），蹴上特別（Ｄ1900ｍ）
グリッターウイング（07 牡 栗 *クロフネ）４勝，下総Ｓ（Ｄ1800ｍ），若狭

湾特別（Ｄ1800ｍ），レパードＳ-L２着，霜月Ｓ-L２着，フェアウェル
Ｓ-OP３着，障１勝，小倉サマージャンプ３着

クローバーリーフ（08 牝 鹿タニノギムレット）３勝。産駒
プレシャスリーフ（騸オルフェーヴル）２勝，�
イベリスリーフ（牝 *ヘニーヒューズ）１勝，�

ボビンレース（11 牝 栗 *コンデュイット）入着，南関東�２勝
ハイドロフォイル（13 騸 鹿 *クロフネ）２勝，�
エンジェルウィング（15 牝 鹿 *ヘニーヒューズ）１勝
イシュタルゲート（16 牡 鹿 ベルシャザール）１勝，�
コバルトウィング（17 牡 芦 *クロフネ）未出走

祖母 *レース Lace（92 Gulch）米国産，北米１勝。産駒
トーセンアレス（牡アドマイヤドン）５勝，伏竜Ｓ-OP，金蹄Ｓ，利根川特

別，ブリリアントＳ-L３着，南関東�入着，ジャパンダートダービー
-JPN1５着，障１勝，南関東�４勝，スパーキングサマーＣ，同５
着，埼玉新聞栄冠賞，オーバルスプリント-L２着，同-JPN3４着，報知
グランプリＣ２着，浦和記念-JPN2３着，同４着，同５着，日本テレビ
盃-JPN2４着，東京記念５着

アドマイヤリッチ（牝 *サンデーサイレンス）６勝，雅Ｓ，フィリピンＴ。産駒
レッドソロモン（牡メイショウサムソン）５勝，若葉Ｓ-L，アンドロメダ

Ｓ-L，下鴨Ｓ，五稜郭Ｓ，�
レッドオリヴィア（牝ジャングルポケット）４勝，三面川特別

アドマイヤシャトル（牡ジャングルポケット）５勝，平城京Ｓ，鳥取特別，柏
崎特別，端午Ｓ-OP２着，高知�10勝

アドマイヤレース（牡 *サンデーサイレンス）５勝，シドニーＴ，東山特別
曽祖母 *キーフライヤー Key Flyer（86 Nijinsky）米国産，北米３勝，Palis-
ades S-L，シープスヘッドベイＨ-G3２着，ニューヨークＨ-G2３着。産駒
*スプリングマンボ：不出走。産駒

スズカマンボ：４勝，天皇賞�-JPN1，朝日チャレンジＣ-JPN3，萩Ｓ
-OP，京都新聞杯-JPN2２着，ダービー-JPN1５着。種牡馬

スズカエルマンボ：３勝。クイーンマンボ（関東オークス-JPN2，レディ
スプレリュード-JPN2，平安Ｓ-G3２着）の母
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　１勝するのが難しい競馬の世界において、種牡馬を
選ばずコンスタントに勝ち上がってきた産駒を輩出し
抜群の安定感がある母系と恵まれた骨量からなる均整
のとれた骨格、心肺機能の高さを感じさせる造りの深
い胸、長めの四肢、繋ぎと太い首さしは、持久力性に
優れ良質な筋肉を身にまとい次々と活躍馬を送り出す
ルーラーシップの特性が多く体現されている本馬。牡
馬にも見劣りしない雄大かつ美しいシルエットと優雅
さを兼ね備えた牝馬らしい馬体、自己を強く出し内面

から湧き上がる「走りたい」という気持ちが他馬を圧
倒し、広い放牧地を縦横無尽に駆け抜けていく本馬を
見ていると資質の高さを感じずにはいられません。
母、兄姉達はダートでの勝ち鞍のみで、ダート色の強
い血統背景ではありますがルーラーシップとの配合
で母系の力強さとスピード、父のしなやかさと持久性
の高さが合致した本馬が芝での質の高いパフォーマ
ンスを披露する青写真は描けています。

Point

父　ルーラーシップ
鹿毛　4月1日生　ノーザンファーム生産牝馬

総額：1400万円 口数：200口 １口：70,000円
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牝・栗
４/１

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*ヘネシー

*ヘニーヒューズ Meadow Flyer
*アジアエクスプレス

�
�
Running Stag

栗 2011 *ランニングボブキャッツ Backatem

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ネオユニヴァース *ポインテッドパス
ノーブルリーズン

�
�
*ホワイトマズル

黒鹿 2012 カメリアローズ カプリコーン（19）
*スキャタリング系

母ノーブルリーズン（12 ネオユニヴァース）２勝。本馬が初仔
祖母カメリアローズ（00 *ホワイトマズル）４勝，津田沼特別，カンナＳ-OP３着，
フェアリーＳ-JPN3４着。産駒
ダローネガ（牡 ダイワメジャー）４勝，小倉日経オープン-L，野路菊Ｓ

-OP，湘南Ｓ，デイリー杯２歳Ｓ-G2２着，中京記念-G3３着，小倉
大賞典-G3３着，富士Ｓ-G3４着，新潟２歳Ｓ-G3４着，朝日杯フュ
ーチュリティＳ-G1５着，障１勝

ディキシーナイト（牡ダイワメジャー）２勝，クロッカスＳ-L，スプリングＳ
-G2３着，ジュニアＣ-L３着，�

アブラハムダービー（牡 *ロージズインメイ）１勝
フェザリータッチ（牡ダイワメジャー）１勝

曽祖母カプリコーン（82 キタノカチドキ）８戦。産駒
レディクーリア（牝ミスタールマン）１勝

四代母 *スキャタリング Scattering（69 Busted）英国産，英１勝。産駒
*アッパーテン：３勝，赤倉特別。産駒

カルカネット：４勝，犬吠埼特別。産駒
ストラスアイラ：２勝，芙蓉Ｓ-OP

五代母ムワンザ Mwanza（61 Petition）英２勝。産駒
*トライバルチーフ Tribal Chief：英３勝，ノーフォークＳ，ニューＳ，パレス

ハウスＳ４着。種牡馬
六代母レイクタンガニーカ Lake Tanganyika（45 Ujiji）英１勝。産駒
アザニア Azania：英入着。産駒

アクラニア Acrania：英３勝，ジョッキークラブＳ，Paradise S２着，
英障２勝。種牡馬

レイクラヴァンドゥLake Lavandou：英１勝。産駒
キスリング Quisling：英10勝，コーク＆オラリーＳ２着，ハンガーフォ

ードＳ２着，Phoenix S３着，Maher Nursery H３着。種牡馬
アクアレジア Aqua Regia：英４勝，Epsom Sprint H３着。産駒
アクイリージア Aquilegia：英伊２勝，ブラジル５勝，共和国宣

言大賞典-G3２着
スーパーガール Super Girl：不出走。産駒

スーパー スカイ Super Sky：伊17勝，ウンブリア賞-G3（２
回），同-G2２着，Premio Aniene-L，Premio dell'Avveni-
re-L，Premio Eupili-L，Premio Mediterraneo-L。種牡馬

ステラフィランテ Stella Filante：伊８勝，Premio Carlo Chi-
esa-L，Premio Allevamento Sant' Apollinare-L３着
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