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キネオダンサーの2018
ダイム ダイヤモンド

! Dyhim Diamond
クララ ボウ
!*タートルボウル $
鹿 2002 ' Clara Bow

めす・鹿 "
4/23生 %
'キネオダンサー

T0743‐32

# Night Shift
& Happy Landing
# Top Ville
& Kamiya
# *サンデーサイレンス

! ディープインパクト & *ウインドインハーヘア
$
# Street Cry
鹿 2011 ' *オールアイキャンセイイズワウ & Crown of Jewels（A29）

[５代までにクロスなし]

父*タートルボウル Turtle Bowl は愛国産，
仏７勝，
ジャン プラ賞-G1。
主な
産駒：ルカヤン
（仏2000ギニー-G1）
，
フレンチ フィフティーン
（クリテリウム アンテ
ルナシオナル-G1）
，
プルーヴァン
（ワイズ ダンＳ-G2）
，
キャンディード
（トーマス
ブライアン賞-G3）
，
トリオンフ
（小倉記念-G3，
小倉大賞典-G3）
母キネオダンサーは３勝，
桑折特別
（芝2000ｍ）
。
本馬が初仔
祖母 *オールアイキャンセイイズワウ Allicansayis Wow
（05）
米国産，
愛１
勝，
Salsabil S-L２着，
ブルー ウインドＳ-G3４着，
北米２勝，
デル マー
マイルＨ-G2２着，
ミレイディＨ-G2３着
プレミアイヴェント Premier Event
（騸 *エンパイアメーカー）
北米３勝
ディープエクシード
（牡 ディープインパクト）
２勝。
種牡馬
曽祖母クラウン オブ ジュエルズ Crown of Jewels
（95 Half a Year）
北米１
勝
コミック クイーン Comic Queen：北米３勝，
San Ramon S３着
四代母フィティ
ド クラウン Fitted Crown
（90 Chief's Crown）
北米３戦
エクセレント ミーティング Excellent Meeting：北米８勝，
ハリウッド ス
ターレッ
トＳ-G1，
サンタ アニタ オークス-G1，
オークリーフＳ-G1，
ラ
ス ヴィルヘネスＳ-G1，
デル マー デビュータントＳ-G2，
ファンタジー
Ｓ-G2，
プリンセスＳ-G2，
ＢＣジュヴェナイル フィ
リーズ-G1２着，
ソ
レントＳ-G2２着，
ハリウッド オークス-G2２着，
ホーソーンＨ-G2２
着，
ミレイディＢＣＨ-G1３着，
ヴァニティＨ-G1３着，
ランダルーシＳ
-G2３着
クーガー キャット Cougar Cat：愛・北米４勝，
アングルシーＳ-G3２
着，
アリスタイズＢＣＳ-G3２着，
Iowa Sprint H-L２着，
Icecapade S-L３着，
Temperence Hill S３着，
ノーフォークＳ-G3４
着，
エセックスＨ-G3４着。
種牡馬
クラウン オブ クリムズン Crown of Crimson：北米３勝，
Pocahontas
S-L，
オークリーフＳ-G1４着
クラウニング ミーティング Crowning Meeting：北米14勝，
Forty Niner H-L，
San Carlos H，
Seattle H，
同３着，Fox Sports Network
H，
Emerald H-L２着
（２回）
，
C. B. Afflerbaugh S２着，
Mt. Rainier Breeders' Cup H-L３着
五代母クローズ コントロール Close Control
（68 Dunce）
北米１勝。
アーリー
パイオニア Early Pioneer
（ハリウッド ゴールドＣ-G1）
，
ダンレイル コ
ート Doneraile Court
（ジェロームＨ-G2 ），アドヴァンシング スター
Advancing Star
（ハリウッ
ド ターフ イクスプレスＨ-G3）
，
ダービー フェア
Darby Fair
（カリフォルニア ジュヴェナイルＳ-G3）
の祖母
販売者・所有者：社台ファーム＝千歳市東丘
生 産 牧 場： 同 上
飼 養 者： 同 上
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