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エムケイミラクルの15
父 ショウナンカンプ　黒鹿毛　2015年3月31日生　生産 佐々木牧場

　高松宮記念の優勝馬である父ショウナンカンプは現
在、芝の短距離戦を中心に活躍馬を輩出する快速種牡
馬。一方、母エムケイミラクルは地方の岩手で3勝も、
2歳夏に芝1000ｍ戦でデビュー勝ちを収めていたよう
に、芝向きのスピードを誇っていました。本馬はそん
な両親の長所を受け継いだのか、コンパクトな馬体を
しており、いかにも短距離戦でスピード能力を活かし
た走りを見せてくれそうな雰囲気があります。父より
も母の父であるフジキセキの特徴がよく出ている印象
がありますので、マイル戦にも十分対応できそうです。

本馬のポイント
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募集口数 400口 総額 880万円 1口価格 22,000円
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鹿 2001 レディーマジョラム *スイートマジョラム（13）

母エムケイミラクル（01フジキセキ）岩手�３勝，日高賞４着。産駒
マヨノエンゼル（06 牡 鹿 *キャプテンスティーヴ）岩手�11勝，岩手ダー
ビーダイヤモンドＣ（Ｄ2000ｍ），トウケイニセイ記念（Ｄ1600ｍ），同
３着，青藍賞（Ｄ1600ｍ），阿久利黒賞（Ｄ1600ｍ），桐花賞２着（２
回），不来方賞２着，南部駒賞２着，北上川大賞典３着，若駒賞３
着

マイネルマグレブ（07 牡 青鹿アドマイヤドン）１勝
クリノタブマン（14 牝 青鹿 *ロージズインメイ）５戦，�

祖母レディーマジョラム（96 *アフリート）不出走。産駒
ケイアイプラネット（牡 *タバスコキャット）南関東�10勝，東京記念３着
ケイアイハクスイ（牡 *デヒア）３勝
ケイアイモーガン（牡 *スクワートルスクワート）２勝，高知�４勝
ケイアイカミムスビ（牝 *マイネルラヴ）１勝
ケイアイツバキ（牝 *タップダンスシチー）１勝

曽祖母 *スイートマジョラム（89 Law Society）愛国産，４勝，ＴＶＱ杯，不知
火特別。産駒
ハセノマジョラム：４戦，入着。産駒
ケニアブラック：４勝，エクセレントジョッキーズＴ，汐留特別

四代母 *レディラヴリイ Lady Lavery（83 Northern Dancer）米国産，愛３
戦，入着。産駒
フェイヴァードネイションズ Favoured Nations：愛独・オーストリア５勝，

Lapis S-L，Eyrefield 2-y-o Race-L２着，ブランドフォードＳ-G2３
着，Dallmayr Coupe Lukull-L３着。種牡馬

カプリアティ：不出走。産駒
フィフティーンラブ：１勝，フラワーＣ-JPN3３着

五代母ソサイティコラム Society Column（67 Sir Gaylord）北米７勝，クリサ
ンシマムＨ，フィレンツェＨ２着。リーディング カウンセル Leading
Counsel（愛セントレジャー-G1），シルフ Sylph（プリンセスロイヤルＳ
-G3）の母，チャーマー Charmer（ジェフリーフリアＳ-G2），プリヴィティ
Privity（マルレ賞-G2），ジンダリ Zindari（サンロマン賞-G3）の祖母

ＢＭＳフジキセキは千歳産，最優秀２歳牡馬，４戦全勝，朝日杯３歳Ｓ
-JPN1。主な産駒：イスラボニータ（皐月賞-G1）。母の父としてヨウセイ（ＭＲ
Ｃ1000ギニー-G1），カーマデック（ＡＴＣドンカスター マイル-G1），ルミア
（ケイプフィリーズ ギニー-G1），サウンドトゥルー（チャンピオンズＣ-G1），ホ
ワイトフーガ（ＪＢＣレディスクラシック-JPN1・２回）を出す
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