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＊ ヨハネスブルグ
Island Kitty 

鹿 1999 Myth 
＊オジジアン

Yarn 

ダイワメジャー
＊サンデーサイレンス

トップスカ ー レット
スカ レットブケ

栗 2009
＊スルーオール Seattle Slew

Over All (8) 

母トップスカ ーレットは1勝。 産駒
(16 牝 鹿 ＊ ヨ ハネスブルグ）

祖母 ＊スル ー オ ール SlewAllは米国産， 北米入着。 産駒
スル ーレ ート： 2勝， フラワーC-G32着， クイ ーン賞-G33着。 産駒

ハイアーレ ート： 2勝， 札幌2歳S-G33着， いちょうS 5着，南
I 関東②1勝

ビットレート： 2勝， 小郡特別， ⑱
マイティ ースル ー： 4勝， セレブレイション賞， 春菜賞， 関東オーク

ス-JPN24着， フェアリ ーS-G35着。 産駒
マイティゴ ールド： 2勝， 新馬， ⑱
マイティハニー： 1勝， ⑱

＊グラスミライ： 1勝， 東京スポ ーツ杯3歳S-G34着， 岩手（公）3勝
スル ーオープニングSlewOpening : 北米9勝
フロー ザブローFlo the Blo: 北米2勝
オールシアトリカル All Theatrical ・．愛1勝
ケイツ ーリマ ーク：®l勝， 兵庫（公）2勝， 東海（公）5勝
キングスミール：不出走。 産駒

ブルミラコロ： 5勝， 三河 s, 伊勢特別， ⑱
ェクストラゴ ールド： 4勝， 濃尾特別， 舞鶴特別， ⑱
ハクサンルドルフ： 3勝， ⑱
ジャングルスト ー ン： 3勝
シュウギン： 2勝

曽祖母オーヴァーオールOver All は北米6勝， スピナウェイS-G1, メ
イトロンS-G1, ス カ イラヴィルS-G2, アデイロンダックS-G2,
ランダル ースS-G3, Debutante S 2着， ハリウッドジュヴェナイル
チャンピオンシップS-G24着， カムリーS-G24着。 産駒
フォーオールウイノウFor All We Know: 北米4勝， レイヴンラン
I S-G2, C CAオークス-G14着

ロブRobb: 北米6勝， ドゥワイアS-G23着。 種牡馬
ハスラー Hustler: 北米10勝， OmahaH-L 

預託馬
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キングカメハメハ King mambo 

ロー ドカナロア
＊マンファス

鹿 2008 レディブラッサム
Storm Cat 

＊サフトガデュ

＊ ダウンタウンガー ル
City Zip 

Carson City 
Baby Zip 

栗 2010 Beautiful Moment 
Crusader Sword 
Proud Minstrel (13) 

母ダウンタウンガールDowntown Girlは米国産， 北米2勝。 産駒
(15 牝 栗 Point of Entry) 
(16 牝 栗 ＊ ヘニー ヒューズ ）

祖母ビュ ー ティフルモメントBeautifulMoment は北米 1勝， Nursery S 
3着。 産駒

＊ヘニーハウンド： 4勝， ファルコンS-G3, オパ ールS-OP, 鞍馬 s

I -OP, 北九州記念-G35着。 種牡馬
ビュ ーティフルトレジャー Beautiful Treasure : 北米 1勝， Astoria

S-L 2着。 産駒
フライングプライヴェイトFlyingPrivate : 北米2勝， レ ー ンズ

エンドS-G22着， アリシ ー バS-G32着，FifthSeason S-L
2着，Mountain Valley S 2着， Opening Verse S 3着 プリ
ークネスS-G14着

サタディヒ ー ロ ー Saturday Hero : 北米3勝， SanPedro S -L 3着
＊シンフォニーライツ： 2勝。 産駒

I ビップフ ウマ： 1勝， ⑱
ス ーパ ー ヒーロー SuperHero: 北米4勝
デジタルマジックDigitalMagic : 北米4勝

曽祖母プラウドミンストレルProudMinstrelは北米入着。 産駒
ピッティ ンクフラウドBiddingProud : 北米11勝， クリスマスデイH

-G3, Bonaventure S-L, Palisades Breeders'Cup H-L, Resto
ration S, Bet Twice S, アップルトンH-G32着， フォートハロ
ッドS-G32着， ブロワードH-G33着， チョイスH-G33着， オ
ーシャンポ ートH-G34着

ミンストレルショウMinstrelShow : 北米入着。 産駒
ベリヴォ ーBeliveau: 北米2勝， ClarendonS 

四代母ミンストレルレディMinstrel Ladyは北米2戦。 産駒
ローヴィンクミンストレルRovingMinstrel : 北米9勝， ラトガーズH

-G3, ローレンスリアライゼイションS-G2, ハリウッドダ ー ビ ー

-G1 2着
預託馬




