
12. エルメスティアラ17

® 黒鹿毛. 3 月 29日生

Halo ＊サンデサイレンス
Wishing Well 

＊ト ビンハ ーツクライ
アイリッシュダンス ＊ビューパーダンス鹿2001

Roberto ＊ ブフイアンズタイム
Kelley's Day 

エルメスティアラ Sadler's Wells ＊シンコウエルメス
'Doff the Derby 鹿1998

母エルメスティアラは不出走。産駒
エ ルミラージュ (03牝栗 ＊アフリート） 不出走。産駒

ユースフ ル： 2勝
アキノアッパー：南関東（公）3 勝，中央 1 勝，⑱

(4) 

ティアップタイガー (05牡鹿 アグネスタキオン）東海（公）3勝
エ ルメスグリーン (06牝鹿 アグネスタキオン） 2勝
セイクレットレ＿ヴ(09牡鹿 アドマイヤムーン） 2勝， クロッ

カスS-OP(芝1400m), ニュージーランドT-G2 2着， ジュニア
C-OP 2着， エプソムC-G34着， NHKマイ ルC-G15着⑱

ヮ＿ルドレ ー ヴ(10牡 黒鹿 ＊ ファンタスティックライト） 3勝，
陣馬特別（芝2400m), 日野特別(D2100m), 札幌日経オープン-OP
3着，⑱

ホクラニミサ(11牝黒鹿 デイープインパクト） 2勝， デイジ 一

I 賞（芝1800m)
ティーマジェスティ (13牡鹿 デイープインパクト） 4勝，皐月

I 
貸G1(芝2000m), セントライト記念G2(芝2200m), 共同通信
杯（芝1800m), ダ ー ビ ―-G1 3着，菊花賞-G1 4着，⑱

デイー グランデ (14牡鹿 デイープインパクト） 入着，⑱
ラブセイナ (15牝鹿 デイープインパクト）未出走

祖母 ＊ シンコウエルメスは愛国産，わが国で 1 戦。産駒
レイクト＿ヤLake To y a: 英仏 4勝，Prix Carave lle-L, フロー ル賞
I -G3 3着， ロ ワイヨモン賞-G34着

エルノヴァ： 5勝， HTB杯，秩父特別， ステイヤー ズS-G2 2着，
クイーンS-G32着， エリザベス女王杯-G1 3着

曽祖母ドフザダ ー ビ ー Doff the Derbyは不出走。産駒
＊ジェネラスGe nerous: 全欧3歳チャンピオン，英愛6勝，英ダー ビー

-G1, 愛ダー ビ ― -G1, Kジョー ジ六世&Q エリザベスS-G1,
デュー ハーストS-G1。種牡馬

イマジンIma gine: 英愛 4勝，英オー クス-G1, 愛1000ギニ ―-G1
＊ オース三タイクーン： 10勝， マイラー ズC-G2。種牡馬

預託馬

13. サンドラバロ ー ズ17
出産予定日4月4日

◎牝 鹿毛・ チ月 j'y日生

キングカメハメハ
King mambo 

ルーラーシップ
＊マンファス

鹿2007 エアグルーヴ
＊卜＿—ビン

ダイナカル

ディープインパクト
＊サンデーサイレンス

サンドラバロ ーズ
＊ ウインドインハ ヘア

鹿2011 メジロサンドラ
メジロマックイーン

＊カンパナ (17) 

母サンドラバロ ー ズは入着。本馬が初仔
祖母メジロサンドラは5勝，大阪 ー ハンブ ルクC-OP, 冬至S, HTB賞，万

葉S-OP 2着，札幌日経オープン-OP 2着，同3着，日経新春杯-G2
3着， カブトヤマ記念-G33着，同4着， 大阪城S-OP 3着，府中牝
馬S-G34着。産駒

メジロマリアン： 3勝，織姫賞
メジロミドウ： 2勝
メジロマデイソン：北海道（公）2勝

曽祖母 ＊ カンパナCa mpa naは愛国産，英 2勝。産駒
メジロラフィキ： 3 勝， フィリピン T, 鶴橋特別，障 1 勝
メジロジェニファ ー ： 3勝，定山渓特別
メジロガンバス： 2勝
カラドボルグ：北海道（公）1 勝，岩手（公）1 勝
メジロピカー ル：不出走。産駒

メジロスカイレイ： 3勝
メジロマリシテン： 1 勝，兵庫② 1 勝，兵庫（公）2 勝

四代母トゥ ーリングス Two Rings は北米9勝，Nass au S, Ne ttie H 2 
着。産駒
ノーサンベイピーNorthernBa by: 仏英5勝，英チャンピオンS-G1,

ドラー ル賞-G2, コートノ ルマンド賞-G3, ラフォルス賞-G32 
着， 英ダー ビ ― -G1 3着， エ クリプス賞-G1 3着， ガネー 賞-G1

3着， プランスドランジュ賞-G33着( 2回）。種牡馬
ベイフォードBayford: 加2歳チャンピオン， 北米 3勝， コロネーシ
I ョンフューチュリティ-CAN1, グレイS-CAN2

ジアコモデイタ ー The Acco mo d a tor : 北米5勝， ピ ルグリムS-G3
I 2着

ノ ー ザンリンガ ーNorthern Ringer : 北米 6勝，Su nBe au H。種牡馬
ジェラボー ルJella pore: 北米5戦。スト ー ムリングStorm Ring (プ

リンセスマーガレットS-G33着）の母，キンバーライトバイフ
Kimberlite P ipe (ルイジアナダ ー ビ —-G2)の祖母

預託馬




