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2019セレクト１歳ＮＦ
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ストールンハートの2018
# *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
!リアルインパクト $
# Meadowlake
鹿 2008 ' *トキオリアリティー &

めす・栗 "
ステューカ
1/25生 %
Stuka
'*ストールンハート !
$

ストーレン ウーマン

栗 2005 ' Stolen Woman

What a Reality

ドハンター
# *ジェイ
& Caerleon's Success
# Stagecraft
& Nannarela
（4）

[Raise a Native 5SX5D]

１
歳

厩
舎
⑥
︱
２５

父リアルインパクトは早来産，
中央・豪５勝，
ＡＴＣジョージ ライダーＳ-G1，
安田記念-G1，
阪神Ｃ-G2
（２回）
，
ＡＴＣドンカスター マイル-G1２着，
朝日
杯フューチュリティＳ-G1２着，
毎日王冠-G2２着，
京王杯２歳Ｓ-G2２着，
富
士Ｓ-G3２着，
ＮＨＫマイルＣ-G1３着。
２歳が初年度産駒
母 *ストールンハート Stolen Heart はチリ産，
チリ３歳牝馬チャンピオン，
チ
リ５勝，
エル エンサーヨ-G1
（芝2400ｍ）
，
チリポーリャ デ ポトランカス-G1
（芝1700ｍ）
，
Premio Geoffrey Bushell-L３着，
エル ダービー-G1４着
コンフェッシオン
（12 牝 栗 ダイワメジャー）
東海"３勝
クインズゴールド
（14 牝 鹿 ステイゴールド）
１勝
ビップセーラ
（16 牝 栗 ヴィクトワールピサ）
４戦，
!
タイズオブハート
（17 牝 鹿 キズナ）
未出走
祖母ストーレン ウーマン Stolen Woman
（98）
チリ１勝
シンプリシタ Simplicita
（牝 Total Impact）
チリ３勝，
パドックＳ-G3３着
シー ユー ラター See You Latter
（牡 Fusaichi Pegasus）
チリ７勝
ラドロン デ スエーニョス Ladron de Suenos
（騸 Special Quest）
チリ３勝
曽祖母ナナレラ Nannarela
（92 Noble Fighter）
チリ１勝
ノンノ Nonno：チリ４勝，
チリ金杯-G2４着
四代母フラッシュダンス Flashdance
（80 Carral）
チリ１勝
レッド フラッシュ Red Flash：チリ
・ペルー14勝，
ペルー ジョッキー クラブ
賞-G1，
オノール大賞典-G2，
ペドロ デル リオ タラベラ賞-G2，
リベル
タドール ベルナルド オイギンスリケルメ賞-G3，
Premio Ejercito de
Chile-L，
Premio Julio Prado Amor-L，
チリ競馬場大賞典-G1２着，
同４着，
フランシスコ アスタブルアガ アリスティア賞-G3４着。
種牡
馬
サー アレックス Sir Alex：チリ11勝，
チリコンパラシオン賞-G2，
Premio
Gonzalo Larrain Gandarillas-L
（２回）
，
Premio Ciudad de Santiago-L，
Premio Carabineros de Chile-L，
チリＨ-G2３着，
リベルタド
ール ベルナルド オイギンスリケルメ賞-G2３着，
Premio Bernardo
Zegers Navarrete-L３着，
北米４勝
ステラ ノヴァ Stella Nova：チリ１勝
ワールド ノヴァ World Nova：チリ４勝。
エリセア Elisea
（クリアドレス
大賞典−サルバドール エスリベロス-G2）
の祖母
ヌ
トゥラム Nutram：不出走
ゴー オン ダンシング Go On Dancing：不出走。
チェニ Cheni
（Premio Asociacion de Propietarios F. S. de Carrera A. G.-L，
アルフレードＬ.Ｓ.ジャクソン賞-G3２着）
の母
販売者・所有者：㈱レイクヴィラファーム＝洞爺湖町成香 ℡0142
（82）
5565
生 産 牧 場： 同 上
飼 養 者：ノーザンファームYearling＝安平町早来富岡 ℡0145
（22）
2822
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