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マーガレットメドウの2021
# *サンデーサイレンス

! ディープインパクト & *ウインドインハーヘア
リアルスティール $
!
# Storm Cat
鹿 2012 ' *ラヴズオンリーミー &

牡・鹿 "
ディストーティ
ド ヒューマー
3/8生 %
! Distorted Humor
'*マーガレットメドウ $
マリブ プレアー

鹿 2014 ' Malibu Prayer

Monevassia

# *フォーティナイナー
& Danzig's Beauty
# Malibu Moon
& Grand Prayer
（9）

[Mr. Prospector 4SX4DX5D, Northern Dancer 5SX5D]

父リアルスティールは早来産，
中央・UAE４勝，
ドバイ ターフ-G1，
同３着，
毎
日王冠-G2，
共同通信杯-G3，
皐月賞-G1２着，
菊花賞-G1２着，
天皇賞#
-G1２着，
同４着，
スプリングＳ-G2２着，
神戸新聞杯-G2２着，
中山記念-G2
３着，
ダービー-G1４着，
ジャパンＣ-G1５着。
１歳が初年度産駒

当
歳

厩
舎
①
︱
１５

母 *マーガレッ
トメ
ドウ Marguerite Meadow は米国産，
不出走
クロパラントゥ
（18 騸 黒鹿 キズナ）
北海道"３勝，
!
ベルモナーク
（19 牡 黒鹿 キズナ）
未出走
祖母マリブ プレアー Malibu Prayer
（06）
北米６勝，
ラフィアン招待Ｈ-G1，
チルッキＳ-G2，
Lighthouse S-L，Cat Chat S，
マザー グースＳ-G1 ２
着，
デラウェア オークス-G2２着，
モリー ピッチャーＳ-G2２着，
モンマス
オークス-G3２着
アイストラテ Iced Latte
（牝 Pioneerof the Nile）
北米１勝
曽祖母グランド プレアー Grand Prayer
（01 Grand Slam）
北米３勝，
Without Feathers S，
Victory Ride S-L２着
ヴァリッド Valid：北米12勝，
モンマス カップＳ-G2，
同２着，
フィ
リップＨ.
アイスリンＳ-G3，
同３着，
スキップ アウェイＳ-G3，
フレッドＷ.フーパ
ーＨ-G3，
同２着，
Harlan's Holiday S-L，
Eight Miles West S，
Groomstick S，
ドンＨ-G1２着，
ハルズ ホープＳ-G3 ２着，
同４着，
Mountainview H-L２着，
Majestic Light S-L２着，
Harlan's Holiday S２着，
ガルフストリーム パークＨ-G2３着
（２回）
，
サルヴェイター
マイルＳ-G3３着
（２回）
四代母リリカル プレアー Lyrical Prayer
（90 The Minstrel）
不出走
スワッガー ジャック Swagger Jack：北米５勝，
カーターＨ-G1，
ガルフス
トリーム パークＨ-G2２着，
ガルフストリーム パーク スプリント チャン
ピオンシップＳ-G3２着。
種牡馬
タップ ダンス Tap Dance：北米５勝，
ボニー ミスＳ-G2，
Omnibus S２
着，
Navajo Princess S２着，
ブラックアイド スーザンＳ-G2３着，
セ
イビンＨ-G3３着，
オーキッドＨ-G2４着，
スワニー リヴァーＨ-G3４
着。
メイル Mail
（Traskwood S）
の母
プレザントリリックス Pleasant Lyrics：北米１勝，
Boiling Springs S-L２
着。
スピニング トップ Spinning Top
（Tomboy S）
の祖母
リリカル ゴースト Lyrical Ghost：北米４勝，
Serena's Song S２着。
シル
ヴァーサイド Silverside
（ゴルデネ パイチェ-G2）
の母
ポイントミスト Point Missed：北米２勝，
Brookmeade S３着
ゴースト プレアー Ghost Prayer：北米１勝。
ロッキン ロックスター Rockin' Rockstar
（Tom Ridge S-L）
の母
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