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Nijinsky M4×M5,  Raise a Native S5×M5,  Northern Dancer S5×M5

グーテデロワの15
父 サウスヴィグラス　黒鹿毛　2015年4月29日生　生産 田中裕之

　胴が詰まり気味で腹袋のある体型、よく発達した胸
前と後肢。ダート界の名スプリンターとして大活躍し
た、父サウスヴィグラスの影響を強く感じる好馬体の
持ち主です。同産駒は父似タイプの活躍馬が非常に多
いので、これはいい傾向ではないでしょうか。一方、
母系は日本では珍しい南米チリの血統。祖母シャーパリ
はチリのダート1500ｍの2歳G１ウイナーである他、
近親にも南米の重賞ウイナーが多数存在する名門ファ
ミリーです。卓越したスピード能力を活かして、早い
時期から活躍が期待できそうな下地が整っています。
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黒鹿 2007 *シャーパリ Shapur（3）

母グーテデロワ（07 スペシャルウィーク）１勝。産駒
ボヘミアン Bohemian（13 牝 黒鹿ヴァーミリアン）シンガポール入着
スズカグラーテ（14 牝 黒鹿 *サウスヴィグラス）入着，�

祖母 *シャーパリ Shahpari（92 Winning）チリ産，チリ４勝，タンテーオデ ポ
トランカス-G1，ホセサーベドラバエーサ賞-G3。産駒
*マンボカーニバル（牝 Kingmambo）１勝。産駒

スリーカーニバル（牝 マンハッタンカフェ）４勝，道新スポーツ杯，湯
沢特別，�

エアリーズ（牡 *スキャターザゴールド）３勝，障１勝，高知�８勝
*ロケットスタート（牝 *スピニングワールド）１勝，北海道�１勝
グランドメープル（牝スマートボーイ）１勝，兵庫�４勝
*ウイニングタイム（牡 Gilded Time）１勝，北海道�２勝
パスクア（牡 *アサティス）南関東�１勝，中央１勝

曽祖母シャパー Shapur（84 Sharp-Eyed Quillo）チリ３勝，ホセ サーベドラ
バエーサ賞-G3３着。産駒
シューマン Schuman：チリ12勝，カルロスベリョシルバ賞-G3，コンパラシ
オン賞-G3，フェルナンドモリャー ボルデウ賞-G2２着，ホセミゲル
カレラベルドゥゴ将軍賞-G3２着。種牡馬

ラインペニテンテ La Impenitente：チリ８勝，Premio Victor Raby-L，ビ
ーニャデルマール市賞-G2２着（２回）

サラエボ Sarajevo：チリ２勝，チリ2000ギニー-G1４着
シンプリー Simply：チリ１勝。産駒

ラ オハ セカ La Hoja Seca：ペルー１勝，アウグストＢ.レギーアナ
シオナル大賞典-G1，ポスティン賞-G2３着

カシノロワイヤル Casino Royale：チリ10勝，ラコーパ-G3，チリ金
杯-G2２着，インビエルノセルヒオデル サンテＭ.賞-G3２着

アシ デ シンプレ Asi de Simple：チリ４勝，カルロスバルデスイス
キエルド賞-G3２着

スパルタコ Spartaco：チリ10勝，バルパライソスポーティング クラブ
賞-G3３着

ＢＭＳスペシャルウィークは門別産，10勝，ジャパンＣ-G1，ダービー-JPN1。
主な産駒：ブエナビスタ（年度代表馬，ジャパンＣ-G1），シーザリオ（最優秀
３歳牝馬，アメリカン オークス-G1，オークス-JPN1）。母の父としてエピファネ
イア（ジャパンＣ-G1，菊花賞-G1），リオンディーズ（朝日杯フューチュリティＳ
-G1），クラリティスカイ（ＮＨＫマイルＣ-G1）を出す
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牡 馬

関 東 入 厩
伊藤圭三厩舎 予定

募集口数 400口 総額 1,080万円 1口価格 27,000円

二次募集

母系

母の父


