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ドルドラムズの2019
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'*ドルドラムズ

バーナーディニ

! Bernardini
$アピーリング ストーム
鹿 2010 ' Appealing Storm

# Kingmambo
& *マンファス
# Storm Cat
& *サラトガデュー
# A. P. Indy
& Cara Rafaela
# Valid Appeal
& Storm o' Fire
（7）

[Storm Bird 4SX4D, In Reality 4DX5S, Secretariat 5SX5D]

父ロードカナロアは三石産，
年度代表馬，
中央・香港13勝，
香港スプリント-G1
（２回）
。
主な産駒：
アーモンドアイ
（ジャパンＣ-G1，
牝馬三冠）
，
サートゥルナーリ
ア
（皐月賞-G1，
ホープフルＳ-G1）
，
ステルヴィオ
（マイルチャンピオンシップ
-G1）
，
ファンタジスト
（京王杯２歳Ｓ-G2）
，
ケイデンスコール
（新潟２歳Ｓ-G3）
母 *ドルドラムズ Doldrums は米国産，
英２勝
ジュエドール Jouet d'Or
（16 牡 Exceed And Excel）
仏５戦
イドラ
（17 牝 栗 Curlin）
未出走
祖母アピーリング ストーム Appealing Storm
（96）
北米２勝
*ヴァケア Vacare
（牝 Lear Fan）
北米８勝，
クイーン エリザベス二世チャ
レンジ カップＳ-G1，
ファーストレイディＳ-G2，
パロマーＨ-G2，
ダリア
Ｈ-G2，
パッカー アップＳ-G3，
Magna Distaff S-L，
イエロー リボンＳ
-G1２着，
ボールストン スパＨ-G2２着，
ゲイムリーＢＣＳ-G1３着，
ＢＣフィ
リー＆メア ターフ-G1４着，
ダイアナＳ-G1４着
アブタール Abtaal
（騸 Rock Hard Ten）
仏２勝，
トーマス ブライアン賞
-G3，
ジェベル賞-G3２着，
ダフニス賞-G3３着，
La Coupe de Marseille-L３着，
北米７勝
シングル ソリューション Single Solution
（牝 Flatter）
北米４勝，
ヴァリ
ー ヴューＳ-G3，
Blushing K. D. H２着，
パッカー アップＳ-G3３着
ノー フォルト オブ マイン No Fault of Mine
（牝 Blame）
北米５
勝，
Wayward Lass S，
ゴールデン ロッドＳ-G2２着，
アーリント
ン メイ
トロンＳ-G3２着，
Minaret S２着，
One Dreamer S２着
ノーバディズ フォルト Nobody's Fault
（牝 Blame）
北米４勝，
Unbridled Sidney Overnight S，
Giant's Causeway S-L２着，
ロイヤル ノー
スＳ-G3３着
キャプティヴェイティング ムーン Captivating Moon
（牡 Malibu Moon）
北米２勝，
アメリカン ターフＳ-G2２着，
トランシルヴァニアＳ-G3２
着，
アメリカン ダービー-G3２着，
Arlington-Washington Futurity-L
２着，
Columbia S-L２着，
Dueling Grounds Derby-L３着，
Mystic
Lake Derby-L３着，
Jefferson Cup S-L３着
デボラ アン Debora Ann
（牝 Belong to Me）
不出走
ポジティヴ サイド Positive Side
（騸 Johar）
北米３勝，
シェイカータ
ウンＳ-G3２着，
Arlington Sprint S-L２着，
Colonel Power S
２着，
ツイン スパイアーズ ターフ スプリントＳ-G3３着
アピーリング オードリー Appealing Audrey
（牝 Malibu Moon）
北米１勝
曽祖母ストーム オー ファイア Storm o' Fire
（89 Storm Bird）
北米１戦。
スト
ーム フォーキャスト Storm Forcast
（Cover Girl H）
，
ヴァデイム Vadheim
（Harvest Futurity）
の祖母
販売者・所有者：㈲日高大洋牧場＝日高町旭町
生 産 牧 場： 同 上
飼 養 者： 同 上
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