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ウェイクミーアップの2021
! ハーツクライ
!スワーヴリチャード $
栗 2014 ' *ピラミマ

# *サンデーサイレンス
& アイリッシュダンス
# Unbridled's

Song

& *キャリアコレクション
めす・栗 "
# *デインヒル
3/13生 %
*ロックオブジブラルタル &
Offshore Boom
'*ウェイクミーアップ !
$

ヒム オブ ザドーン
# Phone Trick
栗 2007 ' Hymn of the Dawn & Colonial Debut
（4）

[Northern Dancer 5DX5D, His Majesty 5DX5D]

父スワーヴリチャードは早来産，
６勝，
ジャパンＣ-G1，
同３着，
大阪杯-G1，
金
鯱賞-G2，
アルゼンチン共和国杯-G2，
共同通信杯-G3，
ダービー-G1２着，
東
京スポーツ杯２歳Ｓ-G3２着，
宝塚記念-G1３着，
安田記念-G1３着，
UAE
入着，
ドバイ シーマ クラシック-G1３着。
当歳が初年度産駒

当
歳

厩
舎
⑧
︱
２９

母 *ウェイクミーアップ Wake Me Up は愛国産，
愛７戦
サンテルメーテ Santermete
（13 牝 Intense Focus）
伊２勝
ジュンヴァルロ
（15 牡 栗 New Approach）
２勝，
黄菊賞
（芝2000ｍ）
祖母ヒム オブ ザドーン Hymn of the Dawn
（99）
愛５戦
ドーン アプローチ Dawn Approach
（牡 New Approach）
愛４勝，
愛ナ
ショナルＳ-G1，
Rochestown S-L，
英４勝，
英2000ギニー-G1，
セント
ジェイムズ パレスＳ-G1，
デューハーストＳ-G1，
コヴェントリーＳ-G2，
サセックスＳ-G1２着，
クイーン エリザベス二世Ｓ-G1４着。
種牡馬
ヘラルド ザ ドーン Herald The Dawn
（牡 New Approach）
愛２勝，
フ
ューチュリティＳ-G2，
愛ナショナルＳ-G1２着
ファーニャ Fainne
（牝 *パントレセレブル）
愛１戦
サヌス ペル アクアム Sanus Per Aquam
（牡 Teofilo）
愛２勝，
タ
イロスＳ-G3２着，
チャンピオンズ ジュヴェナイルＳ-G3３着，
愛
インタナショナルＳ-G3４着，
英１勝，
サマーヴィル タタソールＳ
-G3，
デューハーストＳ-G1３着
モーニング ミクス Morning Mix
（騸 Teofilo）
愛１勝，
King George V Cup-L２着，
バリーローンＳ-G3４着
曽祖母コロニアル デビュー Colonial Debut
（94 Pleasant Colony）
北米入着
ギャランタス Galantas：愛１勝，
フューチュリティＳ-G2２着，
北米３勝，
Sea O Erin H-L２着，
ウッドバイン マイル-G1３着，
ロバートＦ.ケア
リー記念Ｈ-G3３着。
種牡馬
四代母キティホークミス Kittihawk Miss
（86 Alydar）
北米１勝
エア ミス Air Miss：北米５勝，
Searching S２着
スキップ ア デア Skip a Dare：北米１戦
スーナー スーパースター Sooner Superstar：北米５勝，
Red Earth S
（２回）
，
Oklahoma Classics Distaff Turf S２着，
RPDC
Classic Distaff S２着
フレイガ Freyga：北米入着，
ナタルマＳ-G3２着，
Ice Water S-L３
着
五代母キティウェイク Kittiwake
（ 68 Sea Bird）
北米18勝，
コランビアナＨ
-G2。
ミス オセアナ Miss Oceana
（エイコーンＳ-G1）
，
キットウッド Kitwood
（ジャン プラ賞-G1）
，
ラリダ Larida
（オーキッ
ドＨ-G2）
の母
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