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ジペッサの2020
スキャット ダディ

ジャスティファイ

!Justify
牡・栗 "
4/5生 %
'*ジペッサ

! Scat Daddy
$ステイジ マジック
栗 2015 ' Stage Magic
シティジップ

# *ヨハネスブルグ
& Love Style
# Ghostzapper
& Magical Illusion
# Carson

City

! City Zip
& Baby Zip
$ プレシャス プリンセス
# Horse Chestnut
栗 2012 ' Precious Princess & Dootsie
（9）

[Baby Zip 3DX4S, Mr. Prospector 4SX4D]

１
歳

厩
舎
⑩
︱
１２

父ジャスティファイ Justify は米国産，
米年度代表馬，
米３歳牡馬チャンピオ
ン，
北米６戦全勝，
ケンタッキー ダービー-G1，
プリークネスＳ-G1，
ベルモント
Ｓ-G1，
サンタ アニタ ダービー-G1。
１歳が初年度産駒。
父はチリチャンピオン
サイアー，
レイディオーレリア
（キングズ スタンドＳ-G1）
を出す
母 *ジペッサ Zipessa は米国産，
北米５勝，
ファーストレイディＳ-G1（芝８
Ｆ）
，
ドクター ジェイムズ ペニー メモリアルＨ-G3
（芝8.5Ｆ）
，
ロデオ ドライ
ヴＳ-G1２着，
ケンタッキー ダウンズ レイディーズ ターフＳ-G3２着，
ロバ
ートＧ.ディ
ック メモリアルＳ-G3２着，
ビヴァリー ディーＳ-G1３着，
イート
ンタウンＳ-G3３着，
ミント ジュレップＨ-G3３着，
チャーチル ダウンズ ディ
スタフ ターフ マイルＳ-G2４着。
本馬は第２仔
祖母プレシャス プリンセス Precious Princess
（04）
北米３勝，
Omnibus S３
着
マジェスティック コード Majestic Code
（牡 Honor Code）
パナマ１勝，
Clasico Familia Fernandez，
Clasico Jose Antonio Remon Cantera
３着
モニードントスペンイッ
トセルフ Monydontspenitself
（騸 Street Boss）
北
米10勝
シャープ プリンセス Sharp Princess
（牝 Rock Hard Ten）
北米１勝
プレシャス ラヴ Precious Love
（牝 City Zip）
北米１勝
ユキオ Yukio
（牡 Frosted）
北米１勝
曽祖母ドッツィー Dootsie
（96 Dixieland Band）
北米４勝，
Little Silver S，
プライアリスＳ-G2４着
リアムズ ソング Liam's Song：北米10勝，
Governor's Cup H３着
ケオウィー クレイ Keowee Clai：北米６勝
ディアレスト Dearest：北米５勝，
シュガー スワールＳ-G3，
同４着，
Azalea S-L，
Royal Palm S，
プライアリスＳ-G2２着，
ダヴォナ
デイルＳ-G2３着，
インサイド インフォメイションＳ-G2３着，
プリ
ンセス ルーニーＳ-G2４着
四代母スカイボックス Skybox
（91 Spend a Buck）
北米１勝，
Jersey Jumper
S２着
サンド リッジ Sand Ridge：北米17勝，
Iowa Sprint H-L，
同２着，
同３
着，
Bob Feller S-L，
Prairie Express S-L，Bob Feller S，Prairie
Meadows Sprint S，
エセックスＨ-G3２着。
種牡馬
ストップショッピ ングマリア Stopshoppingmaria：北 米 ４ 勝 ，Ladies
Turf Sprint S，
フリゼッ
トＳ-G1２着。
オールウェイズ ショッピング
Always Shopping
（ガゼルＳ-G2，
ラ プレヴォワイヤントＳ-G3）
，
モ
ー ショッピング Mo Shopping
（Light Hearted S）
の母
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