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イズミコマンダーの16
父 キンシャサノキセキ　鹿毛　2016年5月21日生　生産 タガミファーム

　スラッと脚を長く見せ、キュッと前後が詰まった体
型は、スプリンターとして一時代を築いた父キンシャ
サノキセキを彷彿させるシルエットです。いかにも抜
群のスピード能力が武器になりそうな予感がしていま
す。一方、母イズミコマンダーは、ここまで中央でデ
ビューした産駒3頭が、いずれも勝利を獲得するなど、
賢母ぶりを披露。しかも3頭とも2歳時にデビューを
果たしています。もともとキンシャサノキセキ産駒は
仕上がりの早さに定評がありますが、本馬の場合、母
系背景からも2歳戦での活躍を意識させています。

本馬のポイント

FAMILY

BROOD MARE SIRE
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牡 馬

関 西 入 厩
杉山晴紀厩舎 予定

募集口数 400口 総額 1,320万円 1口価格 33,000円

一次募集
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鹿 2006 *イズミレディ Gold and Purple（13）

母イズミコマンダー（06 *コマンダーインチーフ）１勝。産駒
マユキ（11 牝 栗 *タイキシャトル）３勝，�
ゼンテイバンリ（12 牝 鹿 スズカマンボ）北海道�１勝，岩手�入着，岩

手ダービーダイヤモンドＣ４着，ひまわり賞４着，�
シゲルキハダマグロ（13 牡 栗カンパニー）１勝，�
ポルタディソーニ（14 牝 鹿 ネオユニヴァース）１勝，東海�４勝，�
シグナルコール（15 牡 鹿 ルーラーシップ）未出走

祖母 *イズミレディ Izumi Lady（91 Bletchingly）豪州産，ＮＺ１勝。産駒
イズミナイナー（牝 *フォーティナイナー）４勝
ブレッチングスキー（牡 *ピルサドスキー）３勝
イズミデヒア（牡 *デヒア）２勝，南関東�１勝
イズミプリンス（牡 *ロドリゴデトリアーノ）１勝，東海�11勝

曽祖母ゴールドアンドパープル Gold and Purple（84 Golden Fleece）不出
走。産駒
ジュリー ラ ルース Julie la Rousse：愛・北米７勝，スワニーリヴァーＨ

-G3，Solonaway Race-L，Bayakoa H-L，My Charmer H-L，愛1000
ギニー-G1２着，オールアロングＳ-G2２着。産駒
マリーンスキー Mariensky：仏・北米５勝，シープスヘッド ベイＨ

-G2，ジャストアゲイムＢＣＨ-G3，Criterium de Lyon-L
ジュリー ジャルース Julie Jalouse：愛・北米４勝，オーキッドＨ-G2，

Denny Cordell Lavarack Memorial S-L
ラウジング ヴィクトリー Rousing Victory：北米４勝，John Henry

S，ジャマイカＨ-G2２着，レッドスミスＨ-G2２着
ラグタイムランブル Ragtime Rumble：不出走。産駒

ザンバ カヌータ Zamba Canuta：ペルー・北米３勝，ペルーダービ
ー-G1２着，ペルーオークス-G1２着，パンプローナ賞-G1２着

*コリンヌドゥブルイェール Colline de Bruyere：仏入着。産駒
アオバコリン：南関東�７勝，ＴＣＫ女王盃-JPN3３着，マリーンＣ

-JPN3３着，スパーキングレディーＣ-JPN3４着，東京大賞典
-JPN1５着，エンプレス杯-JPN2５着

ＢＭＳ*コマンダーインチーフ Commander in Chief は英国産，全欧３歳牡
馬チャンピオン，英５勝，英ダービー-G1，愛ダービー-G1。主な産駒：レギュラ
ーメンバー（ＪＢＣクラシック-JPN1），アインブライド（阪神３歳牝馬Ｓ
-JPN1）。母の父としてリトルアマポーラ（エリザベス女王杯-G1），コスモオオ
ゾラ（弥生賞-G2），エキマエ（兵庫チャンピオンシップ-JPN2）を出す
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