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ヴィリエルバクルの2019
# Kingmambo

!キングカメハメハ & *マンファス
$
!ドゥラメンテ
# *サンデーサイレンス
鹿 2012 ' アドマイヤグルーヴ &

牡・鹿 "
シー ザ スターズ
1/28生 %
Sea The Stars
'*ヴィリエルバクル !
$
ミス ハワイ

栗 2011 ' Miss Hawai

エアグルーヴ

# Cape Cross
& Urban Sea
# *パントレセレブル
& Miss Tahiti
（10）

[Mr. Prospector 4SX5D, Nureyev 4DX5S]

父ドゥラメンテは早来産，
最優秀３歳牡馬，
５勝，
ダービー-G1，
皐月賞-G1，
中山記念-G2，
宝塚記念-G1２着，
共同通信杯-G3２着，
UAE入着，
ドバイ シ
ーマ クラシック-G1２着。
１歳が初年度産駒。
母は最優秀古牝馬，
エリザベス
女王杯-JPN1
（２回）
勝馬。
祖母は年度代表馬，
天皇賞!-JPN1勝馬
母 *ヴィ
リエルバクルは英国産，
わが国で２戦
ユアソーラ
（17 牡 鹿 *キンシャサノキセキ）
未出走
祖母ミス ハワイ Miss Hawai
（00）
不出走
ビーチ バニー Beach Bunny
（牝 High Chaparral）
愛３勝，
Dance Design S-L，
プリティポリーＳ-G1２着，
同４着，
ブランドフォードＳ-G2
２着，
ノーブレスＳ-G3２着，
ＴＲＩイクエストリアンＳ-G3２着，
アメ
ジストＳ-G3３着，
メルドＳ-G3４着，
デニー コーデル ラヴァラックＳ
-G3４着
ナーディア Naadirr
（ 騸 Oasis Dream）
英５勝，
Garrowby S-L，
Cammidge Trophy-L，
ベンゴーフＳ-G3２着，
Carnarvon S-L
２着，
Hopeful S-L２着，
Leisure S-L３着，
英パークＳ-G2４
着，
ハックウッ
ドＳ-G3４着，
伊入着，
トゥディニ賞-G3３着
ビ ーチ ベル Beach Belle（牝 Invincible Spirit）愛２勝，Fillies
Sprint S-L，
フィーニクスＳ-G1４着
ロビンソン クルーソー Robinson Cruso
（ 牡 Footstepsinthesand）
英１
勝，
スロヴァキア３勝，
Cena Mysa，
ハンガリー４勝，
オランダ１勝
ジュネス ルル Jeunesse Lulu
（牝 Montjeu）
仏入着
キング デイヴィッ
ド King David
（牡 Elusive City）
デンマーク７勝，
Danish Jockey Club Cup，
スウェーデン１勝
曽祖母ミス タヒティ Miss Tahiti
（93 Tirol）
仏２勝，
マルセル ブサック賞
-G1，
サンタラリ賞-G1２着，
仏オークス-G1２着，
オマール賞-G3２着，
ヴ
ェルメイユ賞-G1３着，
グロッ
ト賞-G3３着
ミス フランス Miss France：仏英３勝，
英1000ギニー-G1，
オー ソー シ
ャープＳ-G3，
サン チャリオッ
トＳ-G1２着，
ロートシルト賞-G1２着
メール ド コライユ Mer de Corail：仏２勝，
Coupe du Fonds Europeen de l'Elevage-L，
Prix d'Automne-L，
ロワイヨモン賞-G3２着。
ア
ルザス ロレイン Alsace Lorraine
（Upavon Fillies' S-L）
の母
マキシマム セキュリティ Maximum Security：仏３勝，
Prix Right Royal
-L２着，
Prix de Reux-L２着，
ドーヴィル大賞典-G2４着。
種牡馬
マレヴィッチ Malevitch：仏２勝，
オカール賞-G2４着
ミション セクレト Mission Secrete：仏１勝。
マスク オブ タイム Mask of
Time
（ＭＲＣクーンジーＣ-G3）
の母

当
歳

厩
舎
⑧
︱
６３

販売者・所有者：㈲ノーザンレーシング＝安平町早来源武 ℡0145
（22）
3737
生 産 牧 場：ノーザンファーム＝安平町早来源武 ℡0145
（22）
3737
飼 養 者： 同 上

価

2018‐05‐27

格：

ヴィリエルバクル

購買者：

2018セレクト当歳ＮＦ

ヴィリエルバクル

