
12. フレンチカクタス18

出産予定日4月3日

@· 牝 ）琵毛 ・ 十月 J__ 日生
＊サンデ 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 ン
栗 2008 オリエンタ ルア ート

エレクトロアート
Devil's Bag

＊タイキシャトル
＊ウェルシュマフィン

フレンチカクタス
＊ブラッシュウィズテキーラ

Broad Brush
黒鹿 2008 

Shelia Tequila (4) 

母フレンチカクタスは3勝， フィ） 一 スレビュ ―-G2(芝1400m). ひいら
ぎ買（芝1600m). クイ 一ンC-G34滸。 産駒

カクタスバンガ ー (14牡 青鹿 マンハッタンカフェ）岩手（公） 2勝，

I 国）
ドゥ エ ベリ ーニ (15 牝 青 マンハッタンカフェ） 3戦， ＠

(17 牡 栗 ジャスタウエイ）
祖母＊ ブラッシュウィズテキ ー ラ Brush With Tequilaは米国産， 北米5勝．

Davona Dale S -L 2沿。 産駒
レッドライフセイヴァ ー RedLifesaver : 北米8勝， Valid Expecta

tions S-L. Santa Teresa H. 同2粋 Harry W. Henson Bree
ders'Cup H-L 2着 Dr. A B. Leggio Memorial Breeders'Cup S 
2着， DelicadaS 2粋Bold Ego H2滸， Lady'sSecret S 2 

Suthern Accent S 3粋Czaria H 3着， New Braunfels S 3 
産駒
クリムゾンケイト CrimsonKate : 北米5勝

ダイワキングコン：3勝， 伏泡S-OP, カトレア買， 弥生1知G2 4
I 兵HII⑮入粋兵庫チャンピオンシップ-JPN25

ダイワフラッグ：3勝， 巻磯山特別， 高田城特別， 南関東（公）1勝
ゥェルカムフラワ ー：入沿， 兵!JII (公）1勝。 産駒

ヒルノドンカルロ：3勝． 松前特別， メルボルンT. ⑬
ウォ ータ ーメアヌイ：2勝
クラッシュハイト：南関東（公）12勝

ワインダ ークシ ー Wine Dark Sea : 南アフリカ1勝。 産駒
クールシャルドネCool Chardonnay : 南アフリカ 4勝， Aqua

haut H-L( 2 IITI). ゴールドボウ尼G22滸
曽祖母シエイラテキー ラ Sheila Tequilaは北米9勝， Kamar H. Daffodil 

H. Senorita H, プリティッシュコロンビアオ ークス-G33着。 産駒
ラッキ ー アセットLucky Asset : 北米9勝， Honeymoon S 2
ハイオンテキ ー ラHigh on Tequila: 北米8勝， Turf Distance Series

Invitational S 3倍

13. ホクラニミサ18

出産予定日4月9日

⑪•牝晟毛 ・ テ月11- 日生

Kingmambo 
キングカメハメハ

＊マンファス
口 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 サイレンス
ディープイ ンパクト

＊ウィンドインハーヘア
ホクラニミサ

＊ブフイアンズタイム
黒鹿 2011 ェルメスティアラ

＊シンコウ工ルメス

母ホクラニミサは2勝， デイジ 一 質（芝1800m)。 本馬が初仔
祖母ェルメスティアラは不出走。 産駒

(4) 

ティ 一マジェスティ：4勝， 皐月化G1. セントライト記念-G2. 共
I 同通信杯-G3. ダ ービ ―-G13着菊花‘此G14滸。 種牡馬

セイクレットレ 一 ヴ：2勝， クロッカスS-OP. 二ュ ージ ーランドT
-G22着 ジュニアC-OP2荘 エプソムC-G34着 NHKマイ
ルC-G15着⑬

ワールドレ 一 ヴ：3勝， 陣馬特別， 日野特別， 札幌日経オ ープン-OP
I 3着， ⑬

ェルメスグリ ーン：2勝。 産駒
I ハナサキ：2勝

デイ 一グランデ：1勝， ⑬
ェルミラ ージュ：不出走。 産駒

ユ ースフル：2勝
アキノアッパ ― : l勝， 南関東（公） 3勝， 兵）収（公） l勝， ⑬

曽祖母＊ シンコウェルメスは愛 国産， わが国で1戦， 入沿。 産駒
レイクトー ヤLake Toya: 英仏4勝， PrixCaravelle-L, フロ ール買

-G33着 ロワイヨモン＇此G34着。 産駒
ソーベッSobetsu: 英仏3勝， サンタラリ‘此G1. ノネット買

-G2. ナッソ ーS-G13着⑬
＊スノ ーパイン Snow Pine: 仏2勝。 産駒

タワーオフロンドン：3勝， 京王杯 2歳S-G2, ききょうS-OP, ク
ロ ーバ ー 1't-OP2沿朝日杯フュ ーチュリティS-G13沿国

ェルノヴァ：5勝， HTB杯 ， 秩父特別， ステイヤ ー ズS-G22着，

クイ 一ンS-G32滸， エリザベス女王杯-G13 
四代母ドフザダ ー ビ ー Doff the Derbyは不出走。 産駒

＊ジェネラスGenerous: 全欧3歳チャンピオン ， 英愛6勝， 英ダ ービ
-G1. 愛 ダ ービ ―-G1. キングジョ ージ六W:&クイ 一ン エリザベ
スS-G1. デュ ーハ ーストS-G1。 種牡馬

イマジンImagine: 英愛 4勝， 英オ ークス-G1. 愛1000ギニ ―-G1
預託馬




