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2021セレクト当歳一般
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レポゼッションの2021
タピット

! Tapit
$ バフルド
!Constitution
鹿 2011 ' Baffled
コンスティチューション

牡・鹿 "
2/28生 %
'*レポゼッション

ウォー フロント

! War Front
$ライフ ハプンド
鹿 2017 ' Life Happened

# Pulpit
& Tap Your

Heels

# Distorted Humor
& Surf Club
# Danzig
& Starry Dreamer
# *ストラヴィンスキー
& Round It Off
（1）

[Danzig 3DX5S, Ruby Slippers 4SX5D, Northern Dancer 4DX5D, Mr. Prospector 5SX5S, Fappiano 5SX5D]

父コンスティチューション Constitution は米国産，
北米４勝，
ドンＨ-G1。
主な
産駒：
ティズ ザ ロー
（ベルモントＳ-G1，
トラヴァーズＳ-G1）
，
ブレイクポイント
（エ
ル エンサーヨ-G1）
，
アラスカン クイーン
（チリ ポーリャ デ ポトランカス-G1）
，
フ
ァーストコンスティチューション
（チリグラン クリテリウム-G1）

当
歳

厩
舎
①
︱
２５

母 *レポゼッション Repossession は愛国産，
北米１戦。
本馬が初仔
祖母ライフ ハプンド Life Happened
（01）
不出走
テピン Tepin
（牝 Bernstein）
米芝牝馬チャンピオン
（２回）
，
北米12勝，
ＢＣマイル-G1，
同２着，
ウッドバイン マイル-G1，
ジャスト ア ゲイム
Ｓ-G1，
ファーストレイディＳ-G1，
同２着，
ジェニー ワイリーＳ-G1，
チ
ャーチル ディスタフ ターフ マイルＳ-G2（２回），
ヒルズボローＳ
-G2，
デルタ ダウンズ プリンセスＳ-G3，
エンデヴァーＳ-G3，
ダイア
ナＳ-G1２着，
ボールストン スパＳ-G2２着，
サン クレメンテＨ-G2
２着，
Rags to Riches S３着，
英１勝，
クイーン アンＳ-G1
ヴァイジャック Vyjack
（騸 Into Mischief）
北米８勝，
ケルソＨ-G2，
シテ
ィオブ ホープ マイルＳ-G2，
ジェロームＳ-G2，
ゴータムＳ-G3，
Traskwood S，
シービスケッ
トＨ-G2２着，
デル マー マイルＨ-G2２着，
パッ
ト オブライエンＳ-G2２着，
ポーカーＳ-G3２着，
レッド バンクＳ
-G3２着，
Queens County S２着，
Wickerr S２着，
ウッ
ド メモリアル
Ｓ-G1３着，
フォアゴーＳ-G1３着，
Forbidden Apple S３着，
アルフ
レッ
ドＧ.ヴァンダービルトＨ-G1４着，
チャールズ タウン クラシックＳ
-G2４着，
バーナード バルークＨ-G2４着
プライム カット Prime Cut
（牡 Bernstein）
北米３勝，
レキシントンＳ-G3
２着，
ピーター パンＳ-G2３着，
Curlin S-L３着，
ルイヴィルＨ-G3
４着
ブッダ ボップ Buddha Bop
（騸 Buddha）
北米４勝
タニコ Taniko
（騸 Gio Ponti）
北米３勝
曽祖母ラウンド イット オフ Round It Off
（90 Apalachee）
北米３勝，
Gala Lil
S３着
ディスコ リコ Disco Rico：北米９勝，
メリーランドＢＣＨ-G3，
ジャージー
ショアＢＣＳ-G3，
Lite the Fuse S-L，
Fire Plug S-L，
Endless Surprise S-L，
Hoover S-L，
Bobby Hale S，
アムステルダムＳ-G3２着，
ジェネラル ジョージＨ-G2３着。
種牡馬
バブリー ベイリー Bubbly Baily：北米１勝
スキャドゥードゥル Sca Doodle：北米３勝，
Avowal S３着
四代母カップ イット オフ Capp It Off
（82 Double Zeus）北米９勝，
Key
Bridge S-L。
ミス スルーピー Miss Slewpy
（レイディーズＨ-G2）
の母
販売者・所有者：㈲藤澤牧場＝新ひだか町東静内 ℡0146
（44）
2200
生 産 牧 場： 同 上
飼 養 者：エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 ℡090（2059）3193

価

2017‐02‐09

格：

Life Happened

購買者：

2017Futurity59

レポゼッション

