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カリオンレディの16
父 タイキシャトル　黒鹿毛　2016年4月3日生　生産 大道牧場

　世界的名マイラーのタイキシャトル、NHKマイルC
と日本ダービーをレースレコードで圧勝したキングカ
メハメハ、快速スプリンターとして名を馳せたデイジ
ュール。スピードが身上なこの3頭の配合だけあって、
短距離向きの体型をしています。加えてよく発達した
筋肉、薄い皮膚など、素質馬の雰囲気が窺える点も
魅力です。JRA通算200勝以上、しかも3頭のG1馬
を含む7頭の重賞ウイナーを擁する名門ケイティーズ
系の出身であることが納得できる好馬体。芝・ダート
を問わず、勝ち星を量産することを期待しています。

本馬のポイント

FAMILY

BROOD MARE SIRE

24
牡 馬

関 東 入 厩
青木孝文厩舎 予定

募集口数 400口 総額 960万円 1口価格 24,000円

二次募集

母系

母の父
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黒鹿 2006 *ヒシレイホウ Katies（7）

母カリオンレディ（06 キングカメハメハ）１戦。産駒
ステキナカレン（11 牝 黒鹿ブラックタイド）入着，兵庫�４勝
クールテゾーロ（12 牡 黒鹿スペシャルウィーク）南関東�５勝，鎌倉記念

２着，�
タケノスカーレット（13 牝 黒鹿ディープスカイ）佐賀�３勝
カワキタロマン（15 牡 黒鹿 *ノヴェリスト）１戦，�

祖母 *ヒシレイホウ（95 Dayjur）米国産，わが国で４勝，白河特別，クレマチス
賞，小野川湖特別。産駒
ヒシセーブル（牝 *エルコンドルパサー）１戦。産駒

プルーフポジティブ（牡ゴールドアリュール）３勝，茶臼山高原特別，
佐賀�４勝，六角川賞，鶴見岳賞，宝満山賞

ヒシシャトル（牝 *ボストンハーバー）１勝
ヒシサッチモ（牡アドマイヤコジーン）１勝

曽祖母ケイティーズ Katies（81 *ノノアルコ）英３歳牝馬チャンピオン，英愛
４勝，愛1000ギニー-G1，コロネーションＳ-G2，クイーンエリザベス二世Ｓ
-G2２着，チャイルドＳ-G3２着，プリンセスエリザベスＳ-G3３着。産駒
*ヒシアマゾン：最優秀２・３歳・古牝馬，10勝，エリザベス女王杯-JPN1，

阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1，京都大賞典-JPN2，オールカマー-JPN2，ロー
ズＳ-JPN2，ジャパンＣ-G1２着，有馬記念-JPN1２着

*ヒシピナクル：４勝，ローズＳ-JPN2，秋華賞-JPN1３着
*ヒシナイル：２勝，フェアリーＳ-JPN3，ターコイズＳ-OP２着（２回）
*ケイティーズファースト Katies First：英仏４勝，Remembrance Day S

-L，Prix du Cercle-L。アドマイヤムーン（年度代表馬，最優秀古牡
馬，ジャパンＣ-G1，ドバイデューティフリー-G1）の祖母

*ホワットケイティーディド What Katy Did：英仏３勝，Prix Tantieme-L，
独入着，Preis von Koln-L２着。スリープレスナイト（最優秀短距
離馬，スプリンターズＳ-G1，ＣＢＣ賞-G3，北九州記念-G3）の母，
ベルーガ（ファンタジーＳ-G3）の祖母

ジェットルート Jet Route：北米３勝，Queen Breeders' Cup S-L２着。プ
レイアンドリアル（京成杯-G3）の曽祖母

ＢＭＳキングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1，
ＮＨＫマイルＣ-JPN1。チャンピオンサイアー。主な産駒：ドゥラメンテ（ダービ
ー-G1，皐月賞-G1），レイデオロ（ダービー-G1）。母の父としてモズカッチャ
ン（エリザベス女王杯-G1），デニムアンドルビー（フローラＳ-G2，ジャパンＣ
-G1２着），タガノエスプレッソ（デイリー杯２歳Ｓ-G2）を出す
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