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 Fair of the Furze

 マルゼンスキー

*デザーテッド
Northern Dancer M5×M5

ラドランファーマの16
父 マツリダゴッホ　鹿毛　2016年4月20日生　生産 岡田スタッド

　父はマツリダゴッホですが、白い鼻筋が印象的な美
顔、ゆったりとした馬体のシルエットなど、母ラドラ
ンファーマや、母の父ホワイトマズルの特徴が色濃く
出ています。その母は2歳秋の中山芝1600ｍで新馬勝
ちを飾り、ベゴニア賞では牡馬を相手に快勝。さらに
3歳時のクイーンCでは、最後の直線で先頭に立つ見せ
場たっぷりの好内容で3着に入るなど、クラシック路
線で高い能力を披露しました。また芝だけに限らず、
ダートでも勝ち星を獲得するなど、器用な一面も見ら
れ、本馬も様々なレース選択肢を持っていそうです。

本馬のポイント

FAMILY

BROOD MARE SIRE

20
牝 馬

関 東 入 厩
栗田博憲厩舎 予定

募集口数 400口 総額 1,040万円 1口価格 26,000円

一次募集

母系

母の父
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鹿 2002 ヒデアスタイアー *デザーテッド（1）

母ラドランファーマ（02 *ホワイトマズル）３勝，ベゴニア賞（芝1600ｍ），クイー
ンＣ-JPN3３着，フラワーＣ-JPN3４着。産駒
ダンツエンペラー（13 牡 鹿ヴァーミリアン）１勝，�

祖母ヒデアスタイアー（92 マルゼンスキー）１勝。産駒
トゥルーピース（牡 *カーネギー）１勝，東海・北海道�２勝
エイユーラブリー（牝 *ミシエロ）東海�１勝，兵庫�６勝
ヤマイチハジメ（牡 *バゴ）入着，熊本�７勝
ハタノバウンティ（騸 *ホワイトマズル）南関東�12勝
パレスマドンナ（牝 *ヘクタープロテクター）兵庫�２勝

曽祖母 *デザーテッド Deserted（83 Sassafras）米国産，英１勝。産駒
ミスターユニコン：６勝，ウェルカムＳ，北野特別，障１勝，東海�１勝
サンニベル Sunnibel：不出走。産駒
ヒーローズ サン Hero's Son：ブラジル８勝，ベントゴンサルヴェス

大賞典-G1（２回），９月７日記念-G3，パラナ大賞典-G1２
着，サン パウロ競馬場賞-G2３着，リオ デ ジャネイロ市長賞
-G3４着

ファイティング アイリッシュ Fighting Irish：ブラジル３勝，プロテトラ
ドテュルフ大賞典-G2２着，ベントゴンサルヴェス大賞典-G1３
着

イメImme：不出走。産駒
ポーカー スター Poker Star：ブラジル１勝，ルイスフェルナン
ドシルネリマ賞-G3４着

四代母デザートラヴ Desert Love（62 Amerigo）北米11勝，ヴァニティＨ，サ
ンタスザナＳ，ポストデブＳ，パジャントＨ，ディクシーＨ３着。産駒
カクティCacti：北米１勝，ネクストムーヴＨ-G3４着。産駒

ディミニュエンド Diminuendo：英愛３歳牝馬チャンピオン，英愛８
勝，英オークス-G1，愛オークス-G1，ヨークシャーオークス-G1。
*カランド Calando（メイヒルＳ-G3）の母

シスターソフィー Sister Sophie：北米１勝。ポート ルカヤ Port Lu-
caya（ヴィトリオディカプア賞-G1）の母

ＢＭＳ*ホワイトマズルは英国産，伊３歳チャンピオン，英伊仏６勝，伊ダービ
ー-G1，ドーヴィル大賞典-G2。主な産駒：ニホンピロアワーズ（ジャパンＣダー
ト-G1），イングランディーレ（天皇賞・春-JPN1），アサクサキングス（菊花賞
-JPN1）。母の父としてスマートレイアー（阪神牝馬Ｓ-G2），プラチナムバレ
ット（京都新聞杯-G2），アスカリーブル（関東オークス-JPN2）を出す
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