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[Northern Dancer 3DX5SX5S, Special 4DX5S]

父ゴールデン ホーン Golden Horn は英国産，
全欧年度代表馬，
全欧３歳
牡馬チャンピオン，
英愛仏７勝，
英ダービー-G1，
凱旋門賞-G1，
愛チャンピオ
ンＳ-G1，
エクリプスＳ-G1。
主な産駒：
ウエスト エンド ガール
（スウィート ソレラ
Ｓ-G3）
，
ゴールド メイズ
（ベレスフォードＳ-G2３着）

当
歳

厩
舎
④
︱
６

母 *キティウェルズ Kitty Wells は英国産，
英１勝
エンペラー ワルツ Emperor Waltz
（13 騸 Fastnet Rock）
愛３勝
キティブー Kitty Boo
（14 牝 Invincible Spirit）
英１勝
ロドリゴ ディアス Rodrigo Diaz
（17 騸 Golden Horn）
英３戦
エル ケニー El Caney
（18 牡 Golden Horn）
未出走
祖母キサンガ Kithanga
（90）
英３勝，
セント サイモンＳ-G3，
Galtres S-L，
パ
ーク ヒルＳ-G3２着，
Godolphin S-L３着，
愛入着，
愛セントレジャー-G1
３着
ミラン Milan
（牡 Sadler's Wells）
愛１勝，
Ballysax S-L２着，
英２勝，
英セントレジャー-G1，
グレイ
ト ヴォルティジュールＳ-G2，
キング エド
ワード七世Ｓ-G2４着，
仏・北米入着，
ＢＣターフ-G1２着，
リュパン
賞-G1３着。
種牡馬
クーラ Koora
（ 牝 Pivotal）
英２勝，
セント サイモンＳ-G3，
ミドルトンＳ
-G2２着，
Galtres S-L２着，
愛入着，
プリティポリーＳ-G1４着
ゴー フォー ゴールド Go For Gold
（騸 Machiavellian）
愛１勝，
英入着，
ゴードンＳ-G3２着，
グレイ
ト ヴォルティジュールＳ-G2３着，
Glasgow S-L３着
カハラ Kahara
（牝 Sadler's Wells）
英３勝，
Gillies Fillies' S-L３着
カルピノ Karpino
（牡 Cape Cross）
独３勝，
独2000ギニー-G2，
ドク
トル ブッシュ記念-G3
キバラ Kibara
（牝 Sadler's Wells）
英１勝
デュバラ Dubara
（牝 Dubawi）
英２勝，
北米１勝，
Marie G. Krantz Memorial S，
Blushing K. D. S３着，
Ellis Park Turf S３
着
キング キンシャサ King Kinshasa
（騸 Pivotal）
英２勝，
豪１勝，
Ａ
ＴＣキングストン タウンＳ-G3４着，
ＡＴＣコリン スティーヴン
Ｈ-G3４着
曽祖母カラタ Kalata
（84 Assert）
仏１戦
カンティコイ Kantikoy：不出走
デリケイ
ト チャーム Delicate Charm：不出走
ヌメリアン Numerian：愛３勝，Devoy S-L，
ダイヤモンドＳ
-G3２着，
ムーアズブリッジＳ-G2３着，
アレッジドＳ-G3３
着，
Patton S-L３着
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