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父：ゴールドアリュール
母：ケイシュウハーブ　母の父：*ミシシッピアン Smart Falcon栗毛　2005年生　静内産

スマートファルコン

種牡馬成績

母　　系競走成績

２～ 7歳時　JRA・NAR・UAE　34戦23勝２着4回3着1回
【収得賞金】￥	990,736,000

【３歳】 2008年	１着	 浦和記念-JPN2	 浦和・Ｄ2000ｍ

【４歳】 2009年	１着	 ブリーダーズゴールドＣ-JPN2■R		門別・Ｄ2000ｍ

【５歳】 2010年	１着	 ＪＢＣクラシック-JPN1	 船橋・Ｄ1800ｍ
	 １着	 東京大賞典-JPN1■R		 大井・Ｄ2000ｍ
	 １着	 浦和記念-JPN2	 浦和・Ｄ2000ｍ

【６歳】 2011年	１着	 東京大賞典-G1	 大井・Ｄ2000ｍ
	 １着	 ＪＢＣクラシック-JPN1	 大井・Ｄ2000ｍ
	 １着	 帝王賞-JPN1	 大井・Ｄ2000ｍ
	 １着	 ダイオライト記念-JPN2	 船橋・Ｄ2400ｍ
	 １着	 日本テレビ盃-JPN2	 船橋・Ｄ1800ｍ

【７歳】 2012年	１着	 川崎記念-JPN1■R		 川崎・Ｄ2100ｍ

■R	:レコード 母ケイシュウハーブ（88	*ミシシッピアン）南関東（公）２勝。産駒
ワールドクリーク（95	牡	芦	*マジックミラー）中央・南関東○交

８勝，東京大賞典-JPN1,トパーズＳ-OP，赤富士Ｓ，太秦
Ｓ，秋分特別，関越Ｓ-OP３着，北陸Ｓ-OP3着，熊本（公）６
勝，大阿蘇大賞典

キョウエイペルレ（98	牝	芦	*ワージブ）山形○交１勝。産駒
タカヒロスニッツ（牝	*スニッツェル）南関東（公）３勝。産駒
インザフューチャー（牡	ノーザンリバー）東海（公）３

勝，ゴールドウィング賞，○現
キョウエイハツラツ（02	牝	芦	*オペラハウス）１勝。産駒

リッカルド（騸	フサイチリシャール）６勝，エルムＳ-G3,
安達太良Ｓ，霞ヶ浦特別，南関東（公）６勝，大井記念，
ブリリアントＣ，フジノウェーブ記念，報知グランプ
リＣ，帝王賞-JPN1４着，○現

スマートファルコン：本馬
祖母キョウエイシラユキ（80	*クラウンドプリンス）３勝。産駒

キョウエイコロナ（牝	*ノーパスノーセール）３勝，フェニック
ス賞-OP，平尾台特別，小倉３歳Ｓ-JPN3２着

2013年より種牡馬として供用中。2016年全日本（中央&地方）新種
牡馬リーディング５位，地方新種牡馬リーディング２位，全日
本２歳ダートリーディング５位。2019年全日本２歳ダートリー
ディング５位，地方２歳リーディング４位。

【主な産駒】
ティーズダンク（17	牡	BMS：キングカメハメハ）北海道・サンライズC，
全日本２歳優駿-JPN1３着
リワードアンヴァル（16	牡	BMS：*オペラハウス）渡島特別，木古内特
別，鳳雛Ｓ-L２着

リヴェルディ（14	牡	BMS：*フレンチデピュティ）丹沢S，鳳雛Ｓ-OP２着
アシャカダイキ（14	牝	BMS：*キャプテンスティーヴ）春風Ｓ，クラスタ
ーC-JPN３４着

ゲンパチマイティー（17	牡	BMS：Honour	and	Glory）兵庫ジュニアグ
ランプリ-JPN2５着
リコーパイソン（15	牡	BMS：マルゼンスキー）兵庫ジュニアグランプ
リ-JPN2５着
オーヴェルニュ（16 牡 BMS：タニノギムレット）五条坂特別
ブロンディーヴァ（17 牝 BMS：サクラバクシンオー）南関東・ローレル賞

Tanino Gimlet父：*ブライアンズタイム
母：タニノクリスタル　母の父：*クリスタルパレス鹿毛　1999年生　静内産

タニノギムレット

種牡馬成績

母　　系競走成績

2003年より種牡馬として供用中。2006年全日本(中央＆地方)新種牡
馬リーディング２位，中央新種牡馬リーディング２位。
【主な産駒】
ウオッカ（04	牝	BMS：*ルション）年度代表馬(２回)，最優秀２歳牝馬，
最優秀４歳以上牝馬(２回)，ダービー -JPN1，ジャパンＣ-G1，
同３着，天皇賞(秋)-G1，同３着，安田記念-G1(２回)，ヴィ
クトリアマイル-G1，同-JPN1２着，阪神ジュベナイルフィリ
ーズ-JPN1，チューリップ賞-JPN3，エルフィンＳ-OP，桜花賞
-JPN1２着，毎日王冠-G2２着(２回)，秋華賞-JPN1３着

ハギノハイブリッド（11	牡	BMS：*トニービン）京都新聞杯-G2，アイ
ルランドＴ-L，函館記念-G3２着，大阪城Ｓ-L２着
クレスコグランド（08	牡	BMS：*サンデーサイレンス）京都新聞杯-G2，
大阪－ハンブルクＣ-L３着，ダービー -G1５着

ミッドサマーフェア（09	牝	BMS：Kingmambo）フローラＳ-G2，クイ
ーンＳ-G3３着，ターコイズＳ-L３着，東風Ｓ-L３着
スマイルジャック（05	牡	BMS：*サンデーサイレンス）スプリングＳ-JPN2，
東京新聞杯-G3，同３着，関屋記念-G3，六甲Ｓ-OP，ダービ

ー -JPN1２着，京成杯オータムＨ-G3２着，きさらぎ賞-JPN3２
着，安田記念-G1３着(２回)，マイラーズＣ-G2３着

ヒラボクロイヤル（04	牡	BMS：Mr.Prospector）青葉賞-JPN2，ゆきや
なぎ賞，毎日杯-JPN3２着

メドウラーク（11 牡 BMS：*クロフネ）七夕賞-G3，阪神ジャンプＳ-JG3
ブラックスピネル（13	牡	BMS：*アグネスデジタル）東京新聞杯-G3，
萩Ｓ-L，白富士Ｓ-L，白百合Ｓ-OP，鳴尾記念-G3２着

セイクリッドバレー（06	牡	BMS：フジキセキ）新潟大賞典-G3，同２
着，セントライト記念-JPN2２着，関屋記念-G3２着，ダイヤ
モンドＳ-G3２着，新潟記念-G3３着，エプソムＣ-G3３着

アブソリュート（04	騸	BMS：*サンデーサイレンス）富士Ｓ-G3，東京新
聞杯-G3，マイルチャンピオンシップ-G1５着

オールザットジャズ（08	牝	BMS：*サンデーサイレンス）福島牝馬Ｓ-G3(２
回)，中山牝馬Ｓ-G3２着，同３着，愛知杯-G3３着，クイーン
Ｓ-G3３着，エリザベス女王杯-G1５着

ニシノブルームーン（04	牝	BMS：Alzao）中山牝馬Ｓ-G3，マーメイ
ドＳ-G3２着，ヴィクトリアマイル-G1３着

母タニノクリスタル（88	*クリスタルパレス）３勝，アネモネ
Ｓ-OP，日南特別，サファイヤＳ-JPN3３着，チューリップ
賞-OP３着，阪神牝馬特別-JPN3４着。産駒
タニノディオーネ（96	牝	栗	*ポリッシュネイビー）５勝，初凪

賞。（公）ローズジュレップ（牡	*ロージズインメイ：ＮＡＲ
２歳最優秀牡馬，兵庫ジュニアグランプリ-JPN２）の祖母

タニノカリス（97	牝	栗	*ジェネラス）３勝，多治見特別。タニ
ノエポレット（牡	ダンスインザダーク：大阪－ハンブルク
Ｃ-L，万葉Ｓ-L，ダイヤモンドＳ-G33着）の母

タニノギムレット：本馬

【３歳】2002年	１着	 ダービー -JPN1	 東京・芝2400ｍ
	 １着	 スプリングＳ-JPN2	 中山・芝1800ｍ
	 １着	 アーリントンＣ-JPN3	 阪神・芝1600ｍ
	 １着	 シンザン記念-JPN3	 京都・芝1600ｍ

2 ～ 3歳時　JRA　8戦5勝2着1回3着2回
【収得賞金】￥386,010,000

芦毛　2008年生　新冠産
スノードラゴン 父：アドマイヤコジーン

母：マイネカプリース　母の父：タヤスツヨシ

2019年より種牡馬として供用中。初産駒は本年誕生。

母マイネカプリース（98	タヤスツヨシ）３勝，寒竹賞，まりも特別，
桜花賞-JPN1５着。産駒
オルレアンノオトメ（07	牝	鹿	*チーフベアハート）３勝，鳥

屋野特別，中京２歳Ｓ-OP２着
スノードラゴン：本馬
ライトオブホープ（11	牡	栗	*グラスワンダー）１勝
ダイヤクイン（16	牝	芦	*クロフネ）１勝，○現

祖母ダイナカプリ（87	*サウスアトランティック）１戦。産駒
トウケイヒメ（牝	*タイトスポット）３勝

曽祖母ダイナギフト（81	*エルセンタウロ）１勝。産駒
ツカサオー：新潟（公）２勝

四代母*ロイヤルサッシュ Royal	Sash（66	Princely	Gift）英国産，
英入着。産駒
アスコットロイヤル：４勝，中京記念，あさがお賞，アマリリス
賞，北九州記念３着

ダイナホット：５勝，市川Ｓ，欅特別，ながつき賞，オータム
スプリントＳ-OP３着。タマモホットプレイ（スワン
Ｓ-JPN2），タマモベストプレイ（きさらぎ賞-G3），タマ
モナイスプレイ（米子Ｓ-L）の祖母

ダイナサッシュ：入着。サッカーボーイ（マイルチャンピオン
シップ-JPN1，阪神３歳Ｓ-JPN1）の母，ステイゴールド
（香港ヴァーズ-G1），レクレドール（ローズＳ-JPN2）の
祖母，ショウナンパンドラ（ジャパンＣ-G1），バランス
オブゲーム（毎日王冠-G2），フェイムゲーム（目黒記念
-G2），ドリームパスポート（神戸新聞杯-JPN2），ベルー
フ（京成杯-G3），フロンティア（新潟２歳Ｓ-G3），ラウン
ドワールド（アンドロメダＳ-L）の曽祖母

２～ 11歳時　JRA・NAR・HK　61戦８勝２着13回３着７回
【収得賞金】￥387,803,000

【３歳】2011年	３着	 昇竜Ｓ-OP	 京都・Ｄ1400ｍ
【５歳】201３年	１着	 京葉Ｓ-OP	 中山・Ｄ1200ｍ
	 	 １着	 銀蹄Ｓ	 東京・Ｄ1400ｍ
	 	 ２着	 カペラＳ-G3	 中山・Ｄ1200ｍ
【６歳】2014年	１着	 スプリンターズＳ-G1	 新潟・芝1200ｍ
	 	 １着	 ジャニュアリーＳ-OP	 中山・Ｄ1200ｍ
	 	 ２着	 高松宮記念-G1	 中京・芝1200ｍ
	 	 ２着	 オーシャンＳ-G3	 中山・芝1200ｍ
	 	 ２着	 北海道スプリントＣ-JPN3	 門別・Ｄ1200ｍ
【８歳】2016年	３着	 オーシャンＳ-G3	 中山・芝1200ｍ
	 	 ３着	 北海道スプリントＣ-JPN3	 門別・Ｄ1200ｍ	
	 	 ５着	 スプリンターズＳ-G1	 中山・芝1200ｍ
【９歳】2017年	２着	 カペラＳ-G3	 中山・Ｄ1200ｍ
	 	 ３着	 北海道スプリントＣ-JPN3	 門別・Ｄ1200ｍ	
	 	 ４着	 スプリンターズＳ-G1	 中山・芝1200ｍ

【10歳】2018年	３着	 北海道スプリントＣ-JPN3	 門別・Ｄ1200ｍ

Snow Dragon
母　　系競走成績

種牡馬成績

ＪＲＡ賞
最優秀
短距離馬

種牡馬成績

黒鹿毛　2008年生　千歳産
トーセンラー 父：ディープインパクト

母：*プリンセスオリビア　母の父：Lycius Tosen Ra

2015年より種牡馬として供用中。
【主な産駒】
アイラブテーラー（16	牝	BMS：ダンスインザダーク）淀短距離Ｓ-L，桂
川Ｓ，舞子特別，京阪杯-G3２着

ザダル（16	牡	BMS：Lemon	Drop	Kid）プリンシパルＳ-L，セントラ
イト記念-G2３着

ファンシャン（16	牝	BMS：*キャプテンスティーヴ）１勝
トーセンスカイ（16	牡	BMS：Belong	to	Me）１勝
クロムウェル（16	牡	BMS：スターリングローズ）１勝
マサノビジョン（16	牡	BMS：テイエムオペラオー）東海・新春ペガサス
Ｃ５着

母　　系競走成績

【３歳】2011年	１着	 きさらぎ賞-G3	 京都・芝1800ｍ
	 ２着	 セントライト記念-G2	 中山・芝2200ｍ
	 ３着	 菊花賞-G1	 京都・芝3000ｍ

【４歳】2012年	２着	 小倉記念-G3	 小倉・芝2000ｍ
	 ２着	 七夕賞-G3	 福島・芝2000ｍ

【５歳】201３年	１着	 マイルチャンピオンシップ-G1	 京都・芝1600ｍ
	 １着	 京都記念-G2	 京都・芝2200ｍ
	 ２着	 天皇賞（春）-G1	 京都・芝3200ｍ

【６歳】2014年	２着	 京都記念-G2	 京都・芝2200ｍ

２～ 6歳時　JRA　25戦４勝２着５回３着６回
【収得賞金】￥460,976,000

母	*プリンセスオリビア	Princess	Olivia（95	Lycius）米国産，北米
３勝。産駒
フラワー アリー	Flower	Alley（02	牡	Distorted	Humor）

北米５勝，トラヴァーズＳ-G1,レーンズ	エンドＳ-G2,
ジム	ダンディＳ-G2,サルヴェイター	マイルＳ-G3,Ｂ
Ｃクラシック-G1２着，アーカンソー	ダービー -G2２
着，ドゥワイアＳ-G2２着，ジョッキー	クラブ	ゴールド
Ｃ-G1４着。種牡馬

フラワーレット	Flowerette（04	牝	Victory	Gallop）不出走。
産駒
ラン タイム	Run	Time（牡	Gio	Ponti）北米３勝，H.	
Allen	Jerkens	S

アラインメント	Arraignment（騸	Include）北米７勝，ブ
リティッシュ	コロンビア	ダービー -G3３着，Chris	
Loseth	H３着，Richmond	Derby	Trial	H３着

*オールステイ（牡	Cape	Cross）３勝，八雲特別，ひめさゆ
り賞，きさらぎ賞-G3５着。種牡馬

ブルーミングアレー（07	牝	鹿	*シンボリクリスエス）４勝，初
富士Ｓ，おおぞら特別，知床特別，フローラＳ-G2３着，ク
イーンＣ-G3５着。産駒
ランブリングアレー（牝	ディープインパクト）１勝，フラ

ワーC-G3３着，○現
トーセンラー：本馬
スピルバーグ（09	牡	鹿	ディープインパクト）６勝，天皇賞（秋）
-G1,プリンシパルＳ-L，メイＳ-OP，ノベンバーＳ，神奈川新
聞杯，ジャパンＣ-G1３着，毎日王冠-G2３着，共同通信杯
-G3３着，毎日杯-G3３着，大阪杯-G2４着。種牡馬

P70_83データページ.indd   76-77 2020/01/14   17:51:32


