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オーデュボンパークの2019
パイオニアオブ ザ ナイル

# *エンパイアメーカー

! Pioneerof the Nile & Star of Goshen
American Pharoah $リトルプリンセスエマ
!
# Yankee Gentleman
鹿 2012 ' Littleprincessemma &
アメリカン フェロー

めす・栗 "
キャンディライド
2/15生 %
! Candy Ride
'*オーデュボンパーク$

鹿 2013 ' *ゼラスキャット

Exclusive Rosette

# Ride the Rails
& Candy Girl
# Storm Cat
& Trail Robbery
（13）

[Storm Cat 3DX4S, Fappiano 5SX5D]
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父アメリカン フェロー American Pharoah は米国産，
米年度代表馬，
米２・
３歳牡馬チャンピオン，
北米９勝，
米三冠。
主な産駒：
フォー ホイール ドライヴ
（ＢＣジュヴェナイル ターフ スプリント-G2）
，
スウィート メラニア
（ジェサミンＳ
-G2）
，
メイヴェン
（ボワ賞-G3）
，
*カフェファラオ
（ヒヤシンスＳ-L）
母 *オーデュボンパーク Audubon Park は米国産，
北米１勝
ホワッ
ト エルス イズ ニュー What Else Is New
（18 牡 Distorted Humor）
未出走
祖母 *ゼラスキャッ
ト Zealous Cat
（06）
米国産，
北米１勝
タピキャット Tapicat
（牝 Tapit）
北米４勝，
フロリダ オークス-G3，
Voodoo Dancer S，
Pebbles S-L２着，
ブエナ ヴィスタＳ-G2３着，
レイク
ジョージＳ-G2３着
*ジェラスキャッ
ト Jealous Cat
（牝 Tapit）
北米３勝
デュードヴァン
（牡 *デクラレーションオブウォー）
３勝，
青竜Ｓ-OP，
カ
トレア賞，
ユニコーンＳ-G3２着，
!
サトノポーラスター
（牡 ダイワメジャー）
１勝，
!
曽祖母トレイル ロバリー Trail Robbery
（91 Alydar）
北米入着
ポヘイヴ Pohave：北米５勝，
トリプル ベンドＢＣ招待Ｈ-G1，
ロサンジェ
ルス タイムズＨ-G3，
ビング クロスビーＢＣＨ-G1２着，
エンシャント
タイ
トルＢＣＨ-G1２着，
トゥルー ノースＢＣＨ-G2３着，
サン カルロ
スＨ-G2３着
四代母トラック ロバリー Track Robbery
（76 No Robbery）
米古牝馬チャン
ピオン，
北米22勝，
アップル ブラッサムＨ-G1，
ヴァニティＨ-G1，
同２着，
スピンスターＳ-G1，
サンタ アナＨ-G2，
ビヴァリー ヒルズＨ-G3，
ウイルシ
ャーＨ -G3 ，California Jockey Club H ，San Gorgonio H ，Children's
Hospital H，
Good Life S，
Lady and the Dove S，
Turf Club Centre H，
Turn of the Century H，
サンタ マルガリータ招待Ｈ-G1２着
トレイン ロバリー Train Robbery：北米８勝，
モンマス パークＢＣＨ
-G3，
ハニービーＳ-G3，
Remington Park Oaks-L，
Rolling Meadows S，
ジョンＡ.モーリスＨ-G1２着，
ゴー フォー ワンドＳ-G1２着
キャット シーフ Cat Thief：北米４勝，
ＢＣクラシック-G1，
スワップ
スＳ-G1，
ブリーダーズ フューチュリティ-G2，
ホイッ
トニーＨ-G1
２着，
ハスキル招待Ｈ-G1２着。
種牡馬
キャッチャー Catcher：北米２勝，
Bassinet S-L２着
サンド ダラー Sand Dollar：北米入着。
ラシアン グリーク Russian
Greek
（California Derby-L，
Gold Rush S-L）
の母
スルー ザ ロバー Slew the Robber：北米３勝，
Waltz Song S３着
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