牡・栗
２/26
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No.

Family

*エメラルドスター アレ ヴァリ
鹿 2011  Ares Vallis

Emerald Star 2020

栗東 西園正都厩舎予定

牡馬 栗毛
総額：2000万円

2月26日生

口数：200口

 Caerleon
 Hoedown Honey
（4）

社台ファーム生産
１口：100,000円

Sunday Silence

Point
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ハーツクライ
鹿 2001

父の産駒にしては迫力のある重心の低い馬体構成

した動きは柔軟性があり、深く踏込んで力強く蹴り返

は、重厚な欧州血脈を配してきた牝系からの遺伝子を
強く受け継いだもの。傾斜角の良い深い胸部から伸び
やかな背腰へと広がりを見せる筋肉は容積のある臀部
を滑らかに包み込んでいます。首差しが太くどっしり

す後肢の動きには抜群の弾力性と滑らかさがありま
す。少々のことには動じない精神力に加え、他馬に果
敢に向かっていく闘争心も持ち合わせており資質の高
さがうかがえ安定したパフォーマンスを発揮してくれ

とした構えでいかにも丈夫なつくり。四肢の関節は
しっかりとしたサイズで程良い角度の繋ぎが支えてお

ることでしょう。古馬となってから更に強さを増した
父の成長力を加味すると、個性ある走りで進化し続け

り、ここまでのところ脚元への不安をいっさい感じさ
せません。父から受け継いだ伸縮性のある筋肉を駆使

る活躍を期待せずにはいられません。

*サンデーサイレンス
青鹿 1986

Emerald Star

*エメラルドスター
鹿 2011

Ares Vallis
鹿 1996

［千歳産］

最 優 秀 古 牡 馬,中央・UAE5勝,ドバイシ
ーマクラシック-G1
（2400m）,有馬記念
-JPN1
（2500m）
。2007年に種 牡 馬と
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なる。
主な産駒：リスグラシュー
（年度代表馬,
有馬記 念-G1,宝 塚 記 念-G1）,ジャスタ
ウェイ
（最優秀古牡馬,天皇賞・秋-G1）,
スワーヴリチャード
（ ジャパンC-G1）,
シュヴァルグラン
（ジャパンC-G1）,ワン
アンドオンリー
（ダービー-G1）,ヌーヴォ
レコルト
（オークス-G1）
,サリオス
（朝日杯
フューチュリティS-G1）
,タイムフライヤー
（ホープフルS-G1）,ヨシダ
（ウッドウォー
ドS-G1）。

［英国産］

Halo
Wishing Well
*トニービン
Buper Dance

*ビューパーダンス
Rock of Gibraltar

Mount Nelson
鹿 2004

ハーツクライ

Mount Nelson

Tony Bin

アイリッシュダンス
鹿 1990

Sire

Broodmare Sire

Pedigree ４代血統
2021‐07‐03

Emerald Star 2020

Emerald Star 2020

母 *エメラルドスター Emerald Star
（11 Mount Nelson）
英国産，
独１勝，
シュヴァルツゴルトレンネン-G3３着，
英１勝，
チャートウェル フィリーズＳ
-G3
（芝７Ｆ）
。
産駒
モノポリーアイズ
（17 牝 黒鹿 Le Havre）
入着，

イザベルクイーン
（19 牝 鹿 ジャスタウェイ）
未出走
祖母アレ ヴァリ Ares Vallis
（96 Caerleon）
仏１勝，
Prix de la Seine-L，
Prix
d'Angerville-L２着，
Prix Melisande-L２着，
プシケ賞-G3３着。
産駒
アレ シュワ Ares Choix
（牝 Choisir）
英１勝，
仏入着，
Prix de la Vallee
d'Auge-L３着
フォンガレス Fongares
（牝 Dr Fong）
仏障４勝
北米１勝。
曽祖母ホーダウン ハニー Hoedown Honey
（88 Country Light）
産駒
マスター アル Master Al：独３勝
四代母ノーブル チック Noble Chick
（77 Vaguely Noble）
北米４勝。
産駒
ノーダヴァノ Nordavano：英１勝，
北米３勝，
Cedar Key H-L，
Find H
３着，
Summing S３着
ノーブル ヴァイス Noble Vice：北米３戦。
産駒
フランジェリカ Franjelica：豪５勝，
VRC Anzac Day S-L
産駒
レッ
ド ライ
ト Red Light：不出走。
スカーレティニ Scarletini：豪３勝，
ＷＡＴＣウエスタン オース
トラリアン オークス-G3４着。
エンジェル オブ トゥルース
Angel Of Truth
（ＡＴＣダービー-G1）
の母
*ノーブルプライド
：４戦，
入着。
産駒
コパノベンザイテン：入着。
産駒
ハドソンホーネッ
ト
：南関東・岩手９勝，
みちのく大賞典
ワッ
トロンクン：岩手・南関東・北海道・佐賀15勝，
白嶺賞
五代母マルガレーゼン Margarethen
（62 Tulyar）
北米16勝，
マーゲイトＨ，
Beverly H
（２回）
。
トリリオン Trillion
（ガネー賞-G1）
の母，
*ジェネラ
（英
ス Generous
（英ダービー-G1，
愛ダービー-G1）
，
イマジン Imagine
オークス-G1）
，
トリプティク Triptych
（チャンピオンＳ-G1）
，
サボナ Sabona
（カリフォルニアンＳ-G1 ），*オースミタイクーン（マイラーズＣ
-JPN2）
，
バージャー Barger
（ヴァントー賞-G3 ）
，
ウェディング ブーケ
Wedding Bouquet
（愛パークＳ-G3）
の祖母，
ジュヴェニア Juvenia
（マ
ルセル ブサック賞-G1）
，
トレブル Treble
（サンタラリ賞-G1）
，
ホレイショ
ネルソン Horatio Nelson
（ジャン リュック ラガルデール賞-G1）
，
ファン
ゴッホ Van Gogh
（クリテリウム アンテルナシオナル-G1）
の曽祖母

エメラルドスターの2020
父 ハーツクライ

ハーツクライ
 *トニービン
鹿 2001  アイリッシュダンス  *ビューパーダンス

マウント ネルソン

 *ロックオブジブラルタル
Mount Nelson

 Independence



*ロックオブジブラルタル
Independence
Caerleon
Hoedown Honey
５代目までのインブリード

Hail to Reason

エメラルドスター
愛 仏 英3勝,エクリプ スS-G1
（10F7Y）
,

Cosmah
Understanding

クリテリウムアンテルナシオナル-G1
（1600m）
。

Mountain Flower
*カンパラ
Severn Bridge
Lyphard
My Bupers
*デインヒル
Offshore Boom
Selkirk
Yukon Hope
Nijinsky
Foreseer
Country Light

主な産駒：リブリサブリーズ（英チャン
ピオンズスプリントS-G1）
,*エントロピア
（クリアドレス大賞典-G1）
,バークシャー
（ロイヤルロッジS-G2）
,ハイランズクイー
ン（ポモーヌ賞-G2）
,ボスカッチオ（ウニ
オーンレンネン-G2）
,タイムレスコール
（ビセンテL.カサーレス賞-G2）
。
母の父としての主な産駒：クオルト（愛
ナショナルS-G1）
｡

Noble Chick
Northern Dancer 5x5
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