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カーリンズビーエフエフの2021
# *サンデーサイレンス

! ハーツクライ
& アイリッシュダンス
Yoshida（JPN） $
!
# Canadian Frontier
鹿 2014 ' *ヒルダズパッション &
ヨシダ

牡・鹿 "
カーリン
4/3生 %
! Curlin
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ネイジェカム

栗 2011 ' Najecam

Executricker

# Smart Strike
& Sherriff's Deputy
# Trempolino
& Sue Warner
（1）

[Mr. Prospector 4DX5S]

父ヨシダ Yoshida は早来産，
北米５勝，
ウッドウォードＳ-G1，
同３着，
オール
ド フォレスター ターフ クラシックＳ-G1，
ヒル プリンスＳ-G3，
James W. Murphy S-L，
ホイッ
トニーＳ-G1２着，
競馬博物館名誉の殿堂Ｓ-G2２着，
サラナク
Ｓ-G3２着，
ＢＣクラシック-G1４着。
当歳が初年度産駒

当
歳

厩
舎
①
︱
２１

母 *カーリンズビーエフエフ Curlins B F F は米国産，
北米３戦
カーリンズ カポ Curlins Capo
（16 牡 Beta Capo）
北米１勝
ハームズ クラウン Herms Crown
（18 牡 Gemologist）
北米２戦
祖母ネイジェカム Najecam
（93）
北米６勝，
プリンセスＳ-G2２着，
サン クレメ
ンテＨ-G2３着，
ハニムーンＨ-G3３着，
Kenneth L. Graf Memorial H
３着
アクション ディス デイ Action This Day
（牡 Kris S.）
米２歳牡馬チャ
ンピオン，
北米２勝，
ＢＣジュヴェナイル-G1。
種牡馬
エルティマース Eltimaas
（牝 Ghostzapper）
不出走
*ドレフォン Drefong
（ 牡 Gio Ponti）
米牡馬チャンピオンスプリンタ
ー，
北米６勝，
ＢＣスプリント-G1，
キングズ ビショップＳ-G1，
フ
ォアゴーＳ-G1。
種牡馬
*スイ
（牝 Candy Ride）
２勝，
!
*シシリーⅡ Sicily
（牝 Kris S.）
英１勝
ラファダリ
（牝 Singspiel）
３勝
ダイナカム Dynacam
（牝 Dynaformer）
英１勝
キング モナーク King Monarch
（騸 Monarchos）
北米１勝
曽祖母シュー ワーナー Sue Warner
（88 Forli）
不出走
レイディイルスリー Lady Ilsley：仏２勝，
Prix de la Cochere-L２着
ロード アドミラル Lord Admiral：愛４勝，
バリコラスＳ-G3，
Glencairn S-L，
Knockaire S-L，
UAE２勝，
ジェベル ハッタ-G2，
同２
着，
アル ラシディヤ-G3。
種牡馬
リンウッド チェイス Lynnwood Chase：仏２戦。
スター キャッチャー
Star Catcher
（ 愛オークス-G1，
ヴェルメイユ賞-G1）
，
キャノッ
ク チェイス Cannock Chase（カナディアン国際Ｓ-G1）
，
ピス
コ サワー Pisco Sour（ユジェーヌ アダム賞-G2）
の母
クワイエット ダウン Quiet Down：北米１勝，
Blue Helen S-L３着
クワイエット メドウ Quiet Meadow:北米３勝，
L and D Farm
Turf Distaff S，
マッチメイカーＳ-G3２着。
スペシャル ミサイ
ル Special Missile
（SRC Scone Cup-L）
の母
シスター イン アームズ Sister in Arms：北米２勝。
バンキット Bankit
（Commentator S，
Sleepy Hollow S，
レイザーバックＨ-G3
２着）
の母
販売者・所有者：㈲村上欽哉牧場＝新冠町新栄
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