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リュミエール ルージュ

栗 2012 ' Lumiere Rouge

# Zafonic
& Pastorale
# Primo Dominie
& Susquehanna Days
# Galileo
& Speirbhean
# Indian Ridge
& Lumen Dei
（10）

[Ahonoora 4DX5S, Northern Dancer 5SX5D, Danzig 5SX5D]
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父ウートン バセット Wootton Bassett は英国産，
英仏５勝，
ジャン リュック ラ
ガルデール賞-G1。
主な産駒：アルマンゾル
（仏ダービー-G1，
チャンピオンＳ
-G1）
，
アウダーリャ
（ＢＣフィ
リー＆メア ターフ-G1，
ジャン ロマネ賞-G1）
，
ウッデ
ィ
ド
（アベイユド ロンシャン賞-G1）
，
アンカルヴィル
（サンタラリ賞-G1）
母 *アトラクティヴレディ Attractive Lady は英国産，
仏１勝
マンドリン Mandoline
（18 牝 Muhaarar）
仏２戦
祖母リュミエール ルージュ Lumiere Rouge
（99）
仏入着
デゼール ブラン Desert Blanc
（牡 Desert Style）
仏８勝，
パン賞-G3，
Prix de Tourgeville-L，
プランスドランジュ賞-G3３着，
北米１勝，
マンハッタンＨ-G1，
フォート マーシーＳ-G3２着。
種牡馬
リュミエール ノワール Lumiere Noire
（牝 Dashing Blade）
仏３勝，
独
１勝，
Grosser Preis der HTP Cup-L，
Europa Sprint-L２着
ウィチタ Wichita
（牡 No Nay Never）
英２勝，
英パークＳ-G2，
サ
マーヴィル タタソールＳ-G3 ，英2000ギニー-G1 ２着，Flying
Scotsman S-L２着，
デューハーストＳ-G1３着，
セント ジェイム
ズ パレスＳ-G1３着，
愛１勝
リュミエール アストラーレ Lumiere Astrale
（ 牝 Trempolino）
仏１勝，
Prix de Thiberville-L３着
テーマ アストラル Theme Astral
（騸 Cape Cross）
仏１勝，
リュテス
賞-G3３着
エル ディアマンテ El Diamante
（牝 Royal Applause）
英２戦
アジンコート Agincourt
（牝 *デクラレーションオブウォー）
英４勝，
Rosemary S-L，
デューク オブ ケンブリッジＳ-G2２着，
Conqueror S-L２着，
Pipalong S-L３着
曽祖母ルーメン デイ Lumen Dei
（84 Raise a Native）
仏入着，
Prix de Lieurey-L３着
シニュ ディヴァン Signe Divin：仏４勝，
クリテリウム ド メゾンラフィッ
ト
-G2，
ダフニス賞-G3，
Prix du Haras de la Huderie-L，
仏グラン クリ
テリウム-G1２着，
Prix Djebel-L２着，
ジャック ル マロワ賞-G1４着，
伊入着，
ヴィ
トリオ ディカプア賞-G1２着。
種牡馬
イソラ デルバ Isola d'Elba：仏２勝
カヤーソラ Kahyasola：仏１勝，
Criterium de l'Ouest-L２着，
レゼ
ルヴワール賞-G3３着
ストーリア デリソラ Storia Dell'isola：仏入着
グローリー メイカー Glory Maker：仏２勝，伊１ 勝 ，Premio
Merano，
伊障１勝
販売者・所有者：㈲PRIDE ROCK＝新ひだか町静内古川町 ℡0146
（45）
0189
生 産 牧 場： 同 上
飼 養 者：㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 ℡0146
（45）
0189
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Lumiere Rouge
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