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アイランドリトリートの2020
エーピー インディ

フラッター

! A. P. Indy
$ プレイズ
鹿 1999 ' Praise

!Flatter
牡・栗 "
メダーリアドーロ
5/11生 %
! Medaglia d'Oro
'*アイランドリトリート$
ステイトトレジャー

鹿 2013 ' State Treasure

# Seattle Slew
& Weekend Surprise
# Mr. Prospector
& Wild Applause
# El Prado
& Cappucino

Bay

# Mineshaft
& Private Status
（8）

[A. P. Indy 2SX4D, Mr. Prospector 3SX5D, Raise a Native 4SX5D, Northern Dancer 4SX5D]

父フラッター Flatter は米国産，
北米４勝，
ワシントン パークＨ-G2３着。
主な
産駒：
ウエストコースト
（トラヴァーズＳ-G1）
，
フラッ
ト アウト
（ジョッキー クラブ ゴ
ールド カップＳ-G1２回）
，
タリス
（ヒュマナ ディスタフＳ-G1）
，
パオラ クイーン
（テストＳ-G1）
，
コーベズ バック
（サン カルロスＳ-G2）
母 *アイランドリ
トリート Island Retreat は英国産，
北米１戦
アイソラ Isola
（19 牝 Bernardini）
未出走
祖母ステイ
トトレジャー State Treasure
（06）
北米３勝，
Ladies H-L３着
ダイヴ フォー ゴールド Dive For Gold
（牡 Dubawi）
英１勝
ヴィジョナラ Visionara
（牝 Kingman）
英１勝
テイバー ホール Tabor Hall
（牝 Candy Ride）
北米２勝
曽祖母プライヴェイト ステイタス Private Status
（ 91 Alydar）
北米４勝，
Bourbonette S-L，
Real Delight S２着，
アシュランドＳ-G1３着
シークレット ステイタス Secret Status：北米８勝，
ケンタッキー オーク
ス-G1，
マザー グースＳ-G1，
フロリダ オークス-G3，
アラバマＳ-G1
２着，
フルール ド リスＨ-G3２着，
ＣＣＡオークス-G1３着，
ダヴォ
ナ デイルＳ-G2３着，
ゴールデン ロッ
ドＳ-G3３着
*ダンカーク Dunkirk：北米２勝，
ベルモントＳ-G1２着，
フロリダ ダー
ビー-G1２着。
種牡馬
コード ブック Code Book：北米１勝
シールドメイドン Shieldmaiden：英２勝。
フェア メイドン Fair
Maiden
（ラ ブレアＳ-G1）
の母
アルムニ ホール Alumni Hall：北米９勝，
ベン アリＳ-G3，
同２着，
ファ
イエッ
トＳ-G3，
同３着，
Maxxam Gold Cup-L，
Black Tie Affair H
-L，
メドウランズＢＣＳ-G2２着，
エクリプスＳ-G3２着，
Louisiana H
２着，
ニュー オーリンズＨ-G2３着，
ターフウェイ パーク フォール チ
ャンピオンシップＳ-G3３着。
種牡馬
プライヴェイト ギフト Private Gift：北米５勝，
Truly Bound Breeders'
Cup H-L，
Doubledogdare S-L２着
シー クレット サムワン Secret Someone：北米５勝，Kentucky
Downs Ladies Turf S-L，Lady Canterbury S，
モデスティＨ
-G3３着
プロフェティザ Profetiza：北米２勝，
Catinca S３着，
My Flag S３
着
ギフトリスト Gift List：北米入着
ダンバー ロード Dunbar Road：北米６勝，
アラバマＳ-G1，
マ
ザー グースＳ-G2，
デラウェアＨ-G2，
Shawnee S
販売者・所有者：㈲浜本牧場
（共有代表）
＝日高町豊田 ℡01456
（5）
2466
生 産 牧 場：㈲大作ステーブル
飼 養 者：㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 ℡0144
（58）
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