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パッションレッドの16
父 ロードカナロア　黒鹿毛　2016年4月19日生　生産 酒井牧場

　スラッとした四肢に、ガッシリとした骨格。逞しく
盛り上がったボリューム感のある胸前とトモの筋肉が
ひと際目を引きます。2017年夏に初年度産駒がデビュ
ーし、早くも快進撃を見せている父ロードカナロア。
勝ち上がった産駒には本馬のような体型の馬が多いだ
けに、自ずと期待が募ります。しかも祖母が重賞2勝
馬のレッドチリペッパー、いとこにも2017年のフィ
リーズレビューの優勝馬カラクレナイがいる良血。3歳
春あたりから頭角を現すタイプが多いファミリーです
ので、やはり桜花賞を強く意識したくなる逸材です。

本馬のポイント

FAMILY

BROOD MARE SIRE

2
牝 馬

関 西 入 厩
安田隆行厩舎 予定

募集口数 40口 総額 2,160万円 1口価格 540,000円

一次募集

母系

母の父
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栗 2004 *レッドチリペッパー Raise a Carter（10）

母パッションレッド（04 アグネスタキオン）３勝，木津川特別（芝1600ｍ），アネ
モネＳ-OP３着。産駒
セカンドネイチャー（14 牝 栗 *クロフネ）岩手�３勝，あやめ賞４着，ひま

わり賞５着，留守杯日高賞５着，�
レッドテソーロ（15 牝 黒鹿 *ノヴェリスト）未出走

祖母 *レッドチリペッパー（96 Unbridled）米国産，５勝，富士Ｓ-JPN3，中山
牝馬Ｓ-JPN3，クロッカスＳ-OP，白梅賞，クイーンＣ-JPN3２着，フラワーＣ
-JPN3２着，ＮＨＫマイルＣ-JPN1３着，銀嶺Ｓ-OP３着，ラジオたんぱ
賞-JPN3４着，スプリンターズＳ-JPN1５着。産駒
ハラペーニョペパー（牝 ゼンノロブロイ）３勝，伊良湖特別
ホットチリペッパー（牡 ネオユニヴァース）２勝，紫川特別，沖の島特別，

南関東・兵庫�２勝，兵庫�２勝，園田ＦＣスプリント５着
バーニングレッド（牝アグネスタキオン）１勝。産駒

カラクレナイ（牝ローエングリン）３勝，フィリーズレビュー-G2，万両
賞，桜花賞-G1４着，�

ホワイトペッパー（牝 *サンデーサイレンス）２勝。産駒
アンプラグド（騸ジャングルポケット）３勝，�

ペパーミントラヴ（牝 *シンボリクリスエス）３勝
ジェイド（牡 ハーツクライ）１勝
ゴルディオス（牡アグネスタキオン）入着，兵庫�４勝

曽祖母レイズアカーター Raise a Carter（90 Dr. Carter）北米２勝。産駒
プラウドエアレス Proud Heiress（牝 Broken Vow）北米５勝，ウィムジ
カルＳ-G3，同３着，Wishing Well S（２回），ヘンドリーＳ-G3２着，
Satin and Lace S-L２着，Queen S２着（２回）

四代母レイズ アン エアレス Raise an Heiress（83 Raise a Native）北米２
勝。産駒
レインシンフォニー Rain Symphony：不出走。産駒
*エイシンコジーン：６勝，京洛Ｓ，轟Ｓ，伊吹山特別，疾風特別，ポー

トアイランドＳ-OP３着，アイビスサマーダッシュ-JPN3４着
*ノーモアクライ：３勝，湯沢特別，伏拝特別

ＢＭＳアグネスタキオンは千歳産，４戦全勝，皐月賞-JPN1。総合・２歳チャ
ンピオンサイアー。主な産駒：ダイワスカーレット（有馬記念-G1），ディープス
カイ（ダービー-JPN1），キャプテントゥーレ（皐月賞-JPN1）。母の父としてノ
ンコノユメ（ジャパンダートダービー-JPN1），アクティブミノル（セントウルＳ
-G2），ジューヌエコール（デイリー杯２歳Ｓ-G2）を出す
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Mr. Prospector S4×M5,  Raise a Native S5×M5


