
15

M
lle de Paris 2015

Mlle de Paris 2015

米年度代表馬，北米９勝，ケンタッ
キーダービー-G1（10F）。本邦チャン
ピオンサイアー13回。本邦BMSチャ
ンピオン９回。

主な産駒　ディープインパクト（年度
代表馬，三冠），ハーツクライ（ドバイ
シーマクラシック-G1）。

母の父として主な産駒　ドゥラメン
テ（最優秀３歳牡馬，ダービー-G1，皐
月賞-G1），アドマイヤムーン（年度代
表馬，ジャパンＣ-G1），ロゴタイプ（最
優秀２歳牡馬，皐月賞-G1），カラコン
ティー（仏2000ギニー-G1）

［米国産］
*サンデーサイレンス

Broodmare Sire

最優秀ダート馬，６勝，ジャパンCダー
ト-JPN1（2100m，レコード），NHKマ
イルC-JPN1（1600m）。

主な産駒　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），
カレンチャン（最優秀短距離馬，スプ
リンターズS-G1），フサイチリシャール
（最優秀２歳牡馬，朝日杯フューチュ
リティS-JPN1），クラリティスカイ（N
HKマイルC-G1），ホエールキャプチャ
（ヴィクトリアマイル-G1）

［米国産］
*クロフネ

Sire

関西入厩

５代目までのインブリードなし

*コレラ
Icecapade
Classic Perfection
Pago Pago
Laredo Lass
Hold Your Peace

Mitterand

Deputy MinisterFrench Deputy
*フレンチデピュティ
栗　１９９２

Blue Avenue
*ブルーアヴェニュー
芦　１９９０

Kurofune
*クロフネ
芦　１９９８ Classic Go Go

Eliza Blue

Mint Copy
Vice Regent

Wishing Well

HaloSunday Silence
*サンデーサイレンス
青鹿　１９８６

Admise
*アドマイス
芦　１９９２

マドモアゼルドパリ
芦　２００１

Highest Honor

Admiration
Prue
Kashmir
High River 
Kenmare
Mountain Flower
Understanding
Cosmah
Hail to Reason

マドモアゼルドパリの2015
父　*クロフネ
栗東 松元茂樹厩舎予定 総額：1,800万円　口数：200口　１口：90,000円

芦毛　2月21日生　社台ファーム生産牝馬

　現在活躍中の半姉マキシマムドパリの同時期と比較す
ると骨量、筋肉量共にアップし、牝馬らしからぬ雄大な
馬格に恵まれました。連日の昼夜放牧で鍛え上げたはち
きれんばかりの馬体は底知れぬパワーを感じさせ、それ
を支えるしっかりとした四肢は綺麗に真直ぐ伸びていま
す。体の割に少々神経質で繊細な面がありますが、この
牝系には時々見られるもので、むしろ競馬に行っての集

中力に繋がっているようです。母も姉も芝の中距離での
活躍が目立ちますが、父クロフネの主な産駒は圧倒的に
芝のスピードタイプが多く、本馬も自身の体型と合わせ、
その傾向が強いと見ています。500kg前後になるであ
ろう馬体を駆使し広い馬場を一気に駆け抜ける迫力ある
姿が今からとても楽しみです。
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Deputy Minister

*フレンチデピュティ Mitterand
*クロフネ
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Classic Go Go

芦 1998 *ブルーアヴェニュー Eliza Blue
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Halo

*サンデーサイレンス Wishing Well
マドモアゼルドパリ

�
�
Highest Honor

芦 2001 *アドマイス Admiration（5）

母マドモアゼルドパリ（01 *サンデーサイレンス）６勝，飛鳥Ｓ（芝1800ｍ），外
房特別（芝1600ｍ），早春賞（芝1800ｍ）。産駒
マキシマムドパリ（12 牝 芦 キングカメハメハ）３勝，衣笠特別（芝1800

ｍ），甲武特別（芝2200ｍ），秋華賞-G1３着，フローラＳ-G2３着，
愛知杯-G3４着，�

サトノエトワール（13 牡 青鹿キングカメハメハ）２勝，�
祖母 *アドマイス Admise（92 Highest Honor）仏国産，仏２勝，Prix Edell-
ic-L，Prix Charles Laffitte-L２着，Prix Solitude-L３着，北米３勝，オー
クトゥリーターフチャンピオンシップＳ-G1，Matching H-L，Honey Fox H
-L，ダリアＨ-G2３着，イエローリボン招待Ｓ-G1４着。産駒
ハシッテホシーノ（牝 アグネスタキオン）３勝，三面川特別，フローラＳ

-JPN2３着。産駒
エジーサンドレ（牝 *チチカステナンゴ）１勝

ブラックカフェ（牡 *サンデーサイレンス）６勝，卯月Ｓ，両国特別，野島崎
特別，オンワードゼアメモリアル，葉牡丹賞，カシオペアＳ-OP２着，ダ
ービー卿チャレンジＴ-G3５着，京成杯-JPN3５着

アップルティー（牝 *サンデーサイレンス）入着。産駒
キンショーユキヒメ（牝メイショウサムソン）２勝，デイジー賞，�

カピオラニパレス（牡アグネスタキオン）２勝，�
ハイエストホワイト（牝アグネスタキオン）１勝。産駒
ヴァルコイネン（牡 *ホワイトマズル）１勝，�

曽祖母アドミレイション Admiration（78 Kashmir）仏４勝，Prix Rieussec-L
（２回）。産駒
アドヴァラー Advalor：仏１勝。産駒

アドヴァリン Advaline：仏４勝，Prix Rose de Mai-L３着
四代母プルー Prue（68 Nasram）仏２勝。産駒
アンミラージュUn Mirage：仏８勝

五代母パラセル Paracelle（61 *ヴィミー）仏１勝。産駒
プラグマティク Pragmatic：英６勝，ヨークシャーＣ-G2，Sagaro S-L，ヘ
ンリー二世Ｓ-G3２着，Old Newton Cup H-L２着，アスコットゴール
ドＣ-G1４着，ハードウィックＳ-G2４着。種牡馬

パラコ Parako：仏３勝，オカール賞-G2３着，ダリュー賞-G2４着，仏障１
勝

パラスカPalaska：不出走。産駒
テバルド ブルサート Tebaldo Brusato：伊14勝，Premio Viminale

-L，エリントン賞-G3３着
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Kingmambo

*キングズベスト Allegretta
*ワークフォース ソヴィエトムーン �

�
Sadler’s Wells

鹿 2007 Soviet Moon Eva Luna

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

スペシャルウィーク キャンペンガール
チャイナドール

�
�
*ノーザンテースト

鹿 2001 ダイナチャイナ アスコットラップ（3）
*ディープディーン系

母チャイナドール（01 スペシャルウィーク）４勝，伊良湖特別（Ｄ1700ｍ）。産駒
ラプスドール（08 牝 鹿キングカメハメハ）入着，兵庫�１勝
チャイナキッス（09 牝 鹿 *シンボリクリスエス）入着，高知�８勝
ボーンチャイナ（10 牝 栗ジャングルポケット）岩手�３勝
モーリーファ（14 牝 黒鹿ヴァーミリアン）未出走

祖母ダイナチャイナ（83 *ノーザンテースト）７勝，ユートピアＳ，阿武隈特別，
原町特別。産駒
アグネスカミカゼ（牡 *サンデーサイレンス）５勝，目黒記念-JPN2，メイ
Ｓ，テレビ埼玉杯。種牡馬

レットルダムール（牝 *トニービン）３勝，アジアジョッキーズ。産駒
アーネストリー（牡 *グラスワンダー）10勝，宝塚記念-G1，同３着，
金鯱賞-G2，同３着，札幌記念-G2，オールカマー-G2，中日新
聞杯-G3，大原Ｓ，御堂筋Ｓ，北野特別，アルゼンチン共和国
杯-G2２着，天皇賞�-G1３着，日経賞-G2４着，鳴尾記念
-G3５着，新潟大賞典-G3５着。種牡馬

ドリームゴスペル（牡 *アグネスデジタル）４勝，芦ノ湖特別，グッドラ
ックＨ，佐賀�２勝，鏡山賞，唐津湾賞，はがくれ大賞典２着

ゴールドレジェンド（騸 *ゴールデンフェザント）３勝，積丹特別，ステイヤー
ズＳ-JPN2５着

フサイチスター（牡 *クリエイター）４勝，金北山特別，万代特別
フサイチトマホーク（牡 *トニービン）３勝，能勢特別
オッティミスタ（牡 *ジェイドロバリー）３勝，高瀬川特別
ビスキットスロー（牡 *リアルシャダイ）３勝
チャイニーズフレア（牝タヤスツヨシ）３勝
アジアンビューティ（牝ニホンピロウイナー）１勝
シャンスイ（牝 *スウェプトオーヴァーボード）１勝。産駒

ルヴァンカー（牡ステイゴールド）１勝，南関東�１勝，�
パフューマー（牡 ハーツクライ）石川�１勝，�

曽祖母アスコットラップ（76 *エルセンタウロ）不出走。産駒
ギャロップダイナ：10勝，天皇賞�-JPN1，安田記念-JPN1，東京新聞杯

-JPN3，道新杯-OP（２回），北斗賞，有馬記念-JPN1２着。種牡馬
エイシンオーシャン：４勝，シクラメンＳ-OP，五頭連峰特別。種牡馬
ワンボールドビッド：不出走。産駒

フラワータテヤマ：６勝，栗東Ｓ-OP，大和特別，南関東�入着，スパ
ーキングレディーＣ-JPN3３着。ヴァンクルタテヤマ（プロキオ
ンＳ-G3，サマーチャンピオン-JPN3２回）の母
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