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　当クラブの所属馬で本馬の2歳上の半兄カルヴァリオ
が、夏の北海道開催で2連勝を飾るなど、今後の注目株
として話題になっています。兄の活躍に俄然期待が高ま
る本馬は、ケンタッキーダービーとプリークネスSを制
した米二冠馬アイルハヴアナザーの産駒です。父は今夏
にデビューした初年度産駒からすでに6頭（うち新馬勝
ちが4頭）の勝ち馬を輩出するなど、早くもブレイクの兆
しを見せており、先見性を感じる配合です。どっしりと
した安定感のある好馬体、太くて丈夫そうな四肢、良質
な筋肉など、父や母系の特徴が随所に垣間見られます。
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青 2000 クアドリフォリオ ベルファバー（14）
*エアーズ系

母オークルーム（00 *ペンタイア）３勝，エルコンドルパサーメモリアル（芝1600
ｍ）。産駒
イオラニ（11 騸 黒鹿キングカメハメハ）１勝，芙蓉Ｓ-OP２着，�
カルヴァリオ（13 騸 鹿 マツリダゴッホ）３勝，松前特別（芝2000ｍ），奥尻

特別（芝1800ｍ），�
祖母クアドリフォリオ（89ミホシンザン）５勝，弥彦特別。産駒
アサギリ（牡 *ティンバーカントリー）２勝
スターリーパス（牝メジロマックイーン）入着，佐賀�１勝

曽祖母ベルファバー（78 *ファバージ）３戦，入着。産駒
エドベンチャー：１勝
オグリボッカ：東海�８勝
サインドリーム：入着，佐賀�６勝
ドルフィンブルー：新潟�５勝
セリノサクラソウ：南関東�４勝

四代母ベルトップ（71 *ネプテューヌス）４勝，宇治川特別。産駒
トウカイシャトー：新潟�４勝，新潟ダービー，若草賞３着。産駒
トウカイスマイル：５勝。産駒

トウカイパンチ：５勝，朱雀Ｓ，ムーンライトＨ，毎日杯-JPN3３
着，北九州記念-JPN3４着，シンザン記念-JPN3５着

サムシングイブキ：３勝，朝日岳特別，高知・新潟�３勝
ムーンライトレディ：１勝

五代母 *エアーズ Ayers（65 Rockefella）英国産，不出走。産駒
コウイチザン：入着。産駒
コウイチホーク：３勝，東海�２勝。産駒

ニューダイオー：東海�10勝，東海菊花賞２着
六代母リンガーリング Lingering（47 Tehran）不出走。産駒
プレイハリー Pray Hurry：英１勝。プレイェル Pleyel（ブラジル連邦共

和国賞-G3）の祖母，スパルタ Sparta（ラティノアメリカ賞-G3），パシ
ョナント Passionant（ベルグラーノ将軍賞-G2２着），ピッチカート
Pizzicato（オノール大賞典-G1３着）の曽祖母

ＢＭＳ*ペンタイアは英国産，英愛８勝，キングジョージ六世＆クイーン エリ
ザベスＳ-G1，愛チャンピオンＳ-G1。主な産駒：エクセレント（ＮＺダービー
-G1），クラフトワーク（アメリカＪＣＣ-JPN2），マイネルアムンゼン（エプソ
ムＣ-JPN3・２回）。母の父としてシュート アウト（ＡＪＣダービー-G1），ナリ
タクリスタル（新潟記念-G3・２回）を出す
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募集口数 400口 総額 1,560万円 1口価格 39,000円

一次募集

母系

母の父


