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父 アグネスデジタル　鹿毛　2014年5月3日生　生産：グローリーファーム

　芝とダートの両方でGⅠを勝つ快挙を演じた父アグネス
デジタルと母の父クロフネ。ともに1600～2000ｍ路線
で卓越したスピードを武器に大活躍したことでも有名で、
今ではそれらの能力をしっかり産駒へと伝えています。2
歳になったばかりの本馬もすでによく発達した前駆とト
モを手に入れており、ゆくゆくは父や母の父のように、
爆発的な速さで勝負するマイラー兼中距離タイプになり
そうな雰囲気を醸し出しています。また無駄肉が少ない
洗練された好馬体は、ここまでの順調な成長ぶりを物語
っており、早期デビューも視野に入る楽しみな逸材です。

本馬のポイント
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芦 2005 *プリンセスデリーデ Flashy（3）

母アースファイヤー（05 *クロフネ）入着，北海道�４勝，ノースクイーンＣ（Ｄ
1800ｍ）。出走した産駒は１頭

祖母 *プリンセスデリーデ Princesse d’Elide（81 Vaguely Noble）英国産，
仏１勝，Prix du Ranelagh-L２着，フロール賞-G3３着。産駒
ドゥース フランス Douce France（牝 Fabulous Dancer）仏６勝，Prix

Occitanie-L，Prix de la Sorellina-L２着
プリンセスリーベ（牝 *ノーザンテースト）４勝。産駒
ナリタセンチュリー（牡 *トニービン）８勝，京都大賞典-G2，京都記
念-JPN2，松籟Ｓ，初夢賞，宝塚記念-G1２着，中京記念-JPN3
２着，ジャパンＣ-G1５着，天皇賞�-JPN1５着。種牡馬

カネマサゴールド（騸ゴールドヘイロー）北海道・高知�18勝，赤レン
ガ記念

プリンセスメール（牝 Caerleon）４勝，鳥羽特別，高山特別
ヴァンドノワール（牝 *ヘクタープロテクター）１勝。産駒

ブラックエンブレム（牝 *ウォーエンブレム）４勝，秋華賞-JPN1，フ
ラワーＣ-JPN3，きんせんか賞，オークス-JPN1４着。産駒
ブライトエンブレム（牡 ネオユニヴァース）２勝，札幌２歳Ｓ

-G3，弥生賞-G2２着，皐月賞-G1４着，�
アストラエンブレム（牡ダイワメジャー）２勝，フローラルウォーク

賞，サウジアラビアロイヤルＣ３着，ニュージーランドＴ-G2
４着，シンザン記念-G3４着，�

ピースエンブレム（牝 *ウォーエンブレム）４勝，舞浜特別
ノーブルドノール（牝 *ノーザンテースト）５戦，入着。産駒

ニシノナースコール（牝 *ブライアンズタイム）中央・南関東�７
勝，エンプレス杯-JPN2，同２着，名鉄杯-OP，アイルランドＴ，五
頭連峰特別（２回），ブラジルＣ-OP２着，秋華賞-JPN1３着

*プリンセストリステ Princesse Triste（牝 Sadler’s Wells）仏入着。産駒
プリミティブアート（牝 *ドクターデヴィアス）３勝，三河特別

プリンセスバトル（牝 *ノーザンテースト）１勝。産駒
フルオブファイト（牡 *ティンバーカントリー）２勝，伏竜Ｓ-OP２着

ＢＭＳ*クロフネは米国産，最優秀ダートホース，６勝，ジャパンＣダート
-JPN1，ＮＨＫマイルＣ-JPN1。主な産駒：スリープレスナイト（スプリンターズ
Ｓ-G1），カレンチャン（スプリンターズＳ-G1），クラリティスカイ（ＮＨＫマ
イルＣ-G1）。母の父としてシャイニングレイ（ホープフルＳ-G2），カラフルデ
イズ（関東オークス-JPN2），ステファノス（富士Ｓ-G3）を出す
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募集口数 400口 総額 880万円 1口価格 22,000円

4次募集

母系

母の父


