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デアリングバードの17
父 エピファネイア　青鹿毛　2017年4月15日生　生産 長谷川牧場

　菊花賞、ジャパンCを圧勝したエピファネイアの注目
の初年度産駒です。しかも祖母が重賞3勝、NHKマイ
ルC2着、桜花賞3着と大活躍したデアリングハート、
母系はキングカメハメハ、サンデーサイレンス、
Danzigと超一流種牡馬で形成されており、紛れもない
良血馬と断言できるでしょう。馬体にもその風格が早く
も漂っており、特に頭からお尻まで実に均整の取れた
美しいシルエット。スラッとした長い四肢は父を彷彿
させるものがあります。馬体、血統背景から、やはり
クラシック戦線を目指すべき逸材と考えています。
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黒鹿 2011 デアリングハート *デアリングダンジグ（1）

母デアリングバード（11 キングカメハメハ）１戦。本馬は第２仔
祖母デアリングハート（02 *サンデーサイレンス）４勝，府中牝馬Ｓ-G3，同

-JPN3，クイーンＳ-JPN3，同４着，ＮＨＫマイルＣ-JPN1２着，フィリーズレ
ビュー-JPN2２着，桜花賞-JPN1３着，ヴィクトリアマイル-JPN1３着，紅梅
Ｓ-OP３着，エプソムＣ-JPN3４着，阪神ジュベナイルフィリーズ-JPN1５
着，南関東�入着，ＴＣＫ女王盃-JPN3２着，クイーン賞-JPN3３着。産
駒
デアリングエッジ（牝キングカメハメハ）１勝
ラヴファンシフル（牝 *ハービンジャー）１勝，�
ハートリッチ（牡 *ハービンジャー）石川�５勝，�

曽祖母 *デアリングダンジグ Daring Danzig（90 Danzig）米国産，不出走。
産駒
エクトン パーク Ecton Park：北米６勝，スーパーダービー-G1，ジムダ
ンディＳ-G2，Risen Star S-L，William Donald Schaefer H-L，ステ
ィーヴンフォスターＨ-G2２着，オハイオダービー-G2２着，パシフィ
ッククラシック-G1３着，ルイジアナダービー-G2３着，アーカンソー
ダービー-G2３着，ニューオーリンズＨ-G3３着。種牡馬

ピットファイター：中央・岩手・北海道�10勝，武蔵野Ｓ-G3，アンタレス
Ｓ-JPN3，マーキュリーＣ-JPN3，師走Ｓ-OP，秋嶺Ｓ，羊蹄山特別，津
軽海峡特別，土湯特別，ペルセウスＳ-OP２着

*サクラシーキング：４勝，春望賞，河口湖特別，柏崎特別。種牡馬
スマートカイザー：３勝，花見山特別。種牡馬

四代母インペテュアス ギャル Impetuous Gal（75 Briartic）北米10勝，アー
リントンメイトロンＨ-G2，La Prevoyante H，Cleopatra H。産駒
バンカーズレイディ Banker's Lady：北米８勝，レイディーズＨ-G1，トッ
プフライトＨ-G1，シュヴィーＨ-G1。バンカーズ ゴールド Banker's
Gold（ピーターパンＳ-G2，トムフールＨ-G2）の母

アイダベル Idabel：北米４勝，アークラテクスＨ-G3。種牡馬
デヴィルズディスピュートDevil's Dispute：北米入着。デイジー ディヴァ

イン Daisy Devine（ジェニーワイリーＳ-G1）の母

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）。母の父としてワグネリアン（ダービー-G1），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），ステイフーリッシュ（京都新聞杯-G2）を出す
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