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最優秀３歳牡馬，５勝，菊花賞-JPN1
（3000m），弥生賞-JPN2（2000m）。

主な産駒　デルタブルース（VRCメル
ボルンC-G1，菊花賞-JPN1），ツルマ
ルボーイ（安田記念-G1），ザッツザプ
レンティ（菊花賞-JPN1），スリーロー
ルス（菊花賞-JPN1）。

母の父として主な産駒　ラブリーデ
イ（最優秀古牡馬，天皇賞・秋-G1，宝
塚記念-G1），メイショウカンパク（京
都大賞典-G2），アルバート（ステイ
ヤーズＳ-G2），ショウリュウムーン（朝
日チャレンジＣ-G3）

［千歳産］
ダンスインザダーク

Broodmare Sire

最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN
1（2400m，レコード），NHKマイルＣ-
JPN1（1600m）。チャンピオンサイ
アー。

主な産駒　ロードカナロア（年度代
表馬，香港スプリント-G1・２回，スプ
リンターズS-G1・２回），ドゥラメンテ
（最優秀３歳牡馬，ダービー-G1，皐月
賞-G1），ラブリーデイ（最優秀古牡
馬，天皇賞・秋-G1，宝塚記念-G1），リ
オンディーズ（最優秀２歳牡馬，朝日
杯フューチュリティS-G1）

［早来産］
キングカメハメハ

Sire

関西入厩

５代目までのインブリード Northern Dancer 5x5x5x5

The Dancer
Blakeney
Mill Princess
*トライマイベスト
Pasadoble
Nureyev

Miesque

Mr. Prospector
Kingmambo
鹿　１９９０

Manfath
*マンファス
黒鹿　１９９１

キングカメハメハ
鹿　２００１ Last Tycoon

*ラストタイクーン

Pilot Bird

Gold Digger
Raise a Native

Dancing Key
*ダンシングキイ

Sunday Silence
*サンデーサイレンスダンスインザダーク

鹿　１９９３

オスティエンセ
鹿　２０００

オルトリンデ
栗　２００６ Helissio

*エリシオ

Ostia Antica
*オステアアンティカ Antique Auction

A. P. Indy
Helice
Fairy King
Key Partner
Nijinsky
Wishing Well
Halo

オルトリンデの2015
父　キングカメハメハ
栗東 小崎憲厩舎予定 総額：2,000万円　口数：200口　１口：100,000円

栗毛　2月21日生　社台ファーム生産牝馬

　母は当クラブ所属でコンスタントに走り続け22戦3
勝、獲得賞金は5000万円を超えました。やや薄めなが
らバランスの取れた栗毛の馬体は母の特徴が良く出てお
り、さらに肩から胸、そして腰回りから尻、大腿へと付
くべきところにしっかりと筋肉が付いて来て、着実に競
走馬としての準備が整いつつ有ります。気性は鋭くサラ
ブレッドらしい敏感かつ繊細な面が随所に見られ、それ

に伴った動きは俊敏性に溢れ、群れの中でもひときわ目
立つパフォーマンスで放牧地を縦横無尽に走り回ってい
ます。父は言わずと知れた芝・ダート、距離の長短を問
わぬ万能タイプの名種牡馬、母の良さをそのまま強調し、
芝のマイル前後で秀でたスピードと確かな末脚を発揮し
てくれることでしょう。
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Mr. Prospector

Kingmambo Miesque
キングカメハメハ

�
�
*ラストタイクーン

鹿 2001 *マンファス Pilot Bird
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*サンデーサイレンス

ダンスインザダーク *ダンシングキイ
オルトリンデ

�
�
*エリシオ

栗 2006 オスティエンセ *オステアアンティカ（9）

母オルトリンデ（06 ダンスインザダーク）３勝，新発田城特別（芝1400ｍ）。産
駒
オルティンド（13 牝 栗ジャングルポケット）５戦，�
ホウオウステップ（14 牡 栗 *ハービンジャー）未出走

祖母オスティエンセ（00 *エリシオ）２勝，織姫賞。産駒
サンライズブレット（牡ステイゴールド）４勝，春光Ｓ，和布刈特別，エニフ

Ｓ-OP３着，アハルテケＳ-OP３着，�
サンバジーリオ（牡スペシャルウィーク）３勝，八丈島特別
サトノスーペリア（騸 ハーツクライ）２勝，伏竜Ｓ-OP３着，�
ポルトゥエンセ（牝ネオユニヴァース）１勝，佐賀�３勝

曽祖母 *オステアアンティカ（95 A. P. Indy）米国産，不出走。産駒
アウトディスタンス：１勝，新潟２歳Ｓ-JPN3３着
コーヒータイム：５戦，入着。産駒

ジョリフェロー：１勝
四代母アンティック オークション Antique Auction（90 Geiger Counter）
北米４勝，スターシュートＳ-CAN2，Fanfreluche S，マイディアＳ-CAN3２
着，Glorious Song S２着，Bold Jill H-L３着。産駒
*インディアナカーヴ：５勝，蓬莱峡特別，三宮特別。産駒

エクセラントカーヴ：６勝，京成杯オータムＨ-G3，新潟日報賞，江
の島特別，クイーンＣ-G3３着，関屋記念-G3４着

フローラルカーヴ：１勝，アネモネＳ-OP２着，さざんかＳ-OP３着
アルトゥーナ：１勝，�

*アンティークコイン：５勝，保津峡特別，仲秋特別，九重特別，マカオジョッ
キークラブＴ，障１勝

*ドリーミーペガサス：４勝，伊良湖特別，檜山特別
*ストーンウェア：４勝，湘南Ｓ，賢島特別，御在所特別，若駒Ｓ-OP２着，

�
*ネットオークション：１勝，南関東�２勝。産駒

コレクターアイテム：３勝，アルテミスＳ，鷹巣山特別，阪神ジュベ
ナイルフィリーズ-G1４着，デイリー杯２歳Ｓ-G2４着

ハンマープライス：４勝
オークションキャットAuction Cat：不出走。産駒
キャットカトルズ Cat Quatorze：北米４勝，Likely Exchange S

五代母 *オールドスタッフ Old Stuff（85 Irish River）米国産，不出走。産駒
*クライングフォーモア Cryingformore：北米入着。サトノノブレス（日経新

春杯-G2，鳴尾記念-G3，小倉記念-G3，中日新聞杯-G3）の祖母
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Halo

*サンデーサイレンス Wishing Well
ステイゴールド

�
�
*ディクタス

黒鹿 1994 ゴールデンサッシュ ダイナサッシュ

�
�
�

�
�
*トニービン

ジャングルポケット *ダンスチャーマー
クィーンスプマンテ

�
�
サクラユタカオー

栗 2004 センボンザクラ ダイナフランダース（4）
*レディフランダーズ系

母クィーンスプマンテ（04 ジャングルポケット）６勝，エリザベス女王杯-G1
（芝2200ｍ），みなみ北海道Ｓ-OP（芝2600ｍ），八甲田山特別（芝2600
ｍ），鳥屋野特別（芝1800ｍ）。産駒
ディアスプマンテ（13 牝 栗ヴィクトワールピサ）１勝，�
レーヌジャルダン（14 牝 鹿ディープインパクト）未出走

祖母センボンザクラ（92 サクラユタカオー）４勝，若水賞，蔵王特別，ローズマ
リー賞。産駒
ナリタカービン（牡 *ホワイトマズル）３勝，兵庫�入着，兵庫ジュニアグラ
ンプリ-JPN2３着

モスフロックス（牝 *サンデーサイレンス）５戦，入着。産駒
ドリームガードナー（牡 *トワイニング）２勝，ベゴニア賞，シンザン記

念-JPN3２着，ディセンバーＳ-OP２着，鳴尾記念-G3３着
プラントハンター（牡 *クロフネ）４勝，�
ラインオブナイト（牡 *バトルライン）３勝
レッツサッチャー（牝 *フレンチデピュティ）２勝，�
ワンボーイ（牡 *フレンチデピュティ）２勝，�

クイーンズシアター（牝ディープインパクト）１勝，�
デンカノホウトウ（牡デュランダル）入着，石川�５勝，�
ロージーチークス（牝デュランダル）入着，北海道�１勝，�

曽祖母ダイナフランダース（79 *ノーザンテースト）６勝，ブラッドストーンＳ，ル
ビーＳ，みなみ北海道Ｓ，伏拝特別，オールカマー４着，ダイヤモンドＳ
-JPN3５着，中山牝馬Ｓ-JPN3５着。産駒
ルーベンスメモリー：６勝，迎春Ｓ，幕張特別，秩父特別，みなみ北海道Ｓ

-OP２着，エイプリルＳ-OP３着
フリースピリット：３戦。産駒

ユレルオモイ：５勝，南関東�入着，クイーン賞-JPN3４着
ニューイチトク：４勝，白川郷Ｓ，舞鶴特別
エリットビーナス：３戦，入着。産駒
マルトク：５勝。レッツゴードンキ（桜花賞-G1，阪神ジュベナイ

ルフィリーズ-G1２着）の母
スーパーマルトク：３勝，函館日刊スポーツ杯
スーパーボス：３勝，西脇特別
クィーンマルトク：３勝，ＳＴＶ賞

四代母 *レディフランダーズ Lady Flanders（69 Chieftain）米国産，不出走。
レディゴシップ（ＵＨＢ杯-OP，札幌日経賞-OP，ターコイズＳ-OP，中山記
念-JPN2２着，クイーンＳ-JPN3２着）の母
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