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P71
	 	 アグニシャイン	 Agni Shine
	 *	アポロケンタッキー	 Apollo Kentucky

P72
	 	 ヴァンセンヌ	 Vincennes
	 	エイシンヒカリ	 A Shin Hikari

P73
	 	 エイシンフラッシュ	 Eishin Flash
	 	エピカリス	 Epicharis

P74
	 	 オーシャンブルー	 Ocean Blue
	 	コパノリチャード	 Copano Richard
	 	
P75
	 	シルポート	 Silport
	 	スクリーンヒーロー	 Screen Hero

P76
	 	 スノードラゴン	 Snow Dragon
	 	スマートファルコン	 Smart Falcon

P77
	 	 タニノギムレット	 Tanino Gimlet
	 	トーセンラー	 Tosen Ra

P78
	 	 ニホンピロアワーズ	 Nihonpiro Ours
	 	ネオユニヴァース	 Neo Universe

P79
	 	 ハクサンムーン	 Hakusan Moon
	 	パドトロワ	 Pas de Trois

P80
	 *	ビーチパトロール	 Beach Patrol
	 	 フェノーメノ	 Fenomeno

P81
	 	マツリダゴッホ	 Matsurida Gogh
	 	ミッキーグローリー	 Mikki Glory

P82
	 	ユアーズトゥルーリ	 Yours Truly
	 	レガーロ	 Regalo

P83
  レーヴミストラル	 Reve Mistral

P84
サイアーライン＆父解説

* 印は種牡馬または繁殖牝馬として輸入、もしくは日本で競走馬登録された外
国産馬を表します。
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Apollo Kentucky鹿毛　2012年生　米国産
*アポロケンタッキー 父：Langfuhr

母：Dixiana	Delight　母の父：Gone	West

Agni Shine栗毛　2014年生　安平産
アグニシャイン 父：*ハービンジャー

母：ガールオンファイア　母の父：アグネスタキオン

2 ～４歳時　JRA　４戦１勝２着０回３着２回
【収得賞金】￥８,700,000

【２歳】2016年	１着	 未勝利	 東京・芝2000ｍ

2019年より種牡馬として供用中。初産駒は本年誕生。

母　　系競走成績

種牡馬成績

2020年より供用開始。

種牡馬成績

母　　系競走成績

２～７歳時　JRA・NAR・UAE　37戦９勝２着７回３着３回
【収得賞金】￥357,337,000

【2歳】 2014年	 １着	 未勝利	 阪神・Ｄ1800ｍ

【３歳】 2015年	 １着	 1000万下	 東京・Ｄ2100ｍ
	 	 １着	 500万下	 中山・Ｄ1800ｍ

【4歳】 2016年	 １着	 東京大賞典-G1	 大井・Ｄ2000ｍ
	 	 １着	 みやこＳ-G3	 京都・Ｄ1800ｍ
	 	 １着	 ブリリアントＳ-L	 東京・Ｄ2100ｍ
	 	 １着	 仁川Ｓ-L	 阪神・Ｄ2000ｍ
	 	 １着	 金蹄Ｓ	 東京・Ｄ2100ｍ
	 	 ３着	 シリウスＳ-G3	 阪神・Ｄ2000ｍ
	 	 ５着	 チャンピオンズＣ-G1	 中京・Ｄ1800ｍ

【5歳】 2017年	 １着	 日本テレビ盃-JPN2	 船橋・Ｄ1800ｍ
	 	 ４着	 東京大賞典-G1	 大井・Ｄ2000ｍ

【6歳】 2018年	 ２着	 川崎記念-JPN1	 川崎・Ｄ2100ｍ
	 	 ２着	 ダイオライト記念-JPN2	 船橋・Ｄ2400ｍ
	 	 ２着	 日本テレビ盃-JPN2	 船橋・Ｄ1800ｍ

【7歳】 2019年	 ２着	 ダイオライト記念-JPN2	 船橋・Ｄ2400ｍ
	 	 ３着	 かしわ記念-JPN1	 船橋・Ｄ1600ｍ
	 	 ４着	 川崎記念-JPN1	 川崎・Ｄ2100ｍ

新種牡馬
2020

母ガールオンファイア（09	アグネスタキオン）不出走。産駒
アグニシャイン：本馬
ホウオウライジン（16	牡	栗	キングカメハメハ）２勝，ニセコ特

別，○現
祖母	*レディブロンド（98	Seeking	the	Gold）米国産，５勝，セ
プテンバーＳ，ＴＶｈ賞，長万部特別，TVｈ杯，下北半島特
別，スプリンターズＳ-JPN1４着。産駒
ゴルトブリッツ（牡	スペシャルウィーク）北海道（公）２勝，中央・
岩手・南関東○交８勝，帝王賞-JPN1，アンタレスＳ-G3（２
回），マーキュリーＣ-JPN3，仁川Ｓ-L，門司Ｓ，東海Ｓ-G2
５着

ラドラーダ（牝	*シンボリクリスエス）４勝，ユートピアＳ。産駒
レイデオロ（牡	キングカメハメハ）最優秀３歳・古牡馬，７
勝，ダービー -G1，天皇賞（秋）-G1，オールカマー
-G2，同４着，神戸新聞杯-G2，ホープフルＳ-G2，ジャ
パンＣ-G1２着，有馬記念-G1２着，京都記念-G2３着，
UAE入着，ドバイ	シーマ	クラシック-G1４着。種牡馬

レイエンダ（牡	キングカメハメハ）４勝，エプソムC-G3，松
前特別，夏木立賞，セントライト記念-G2２着，富士
S-G3２着，○現

ティソーナ（騸	ダイワメジャー）４勝，マーガレットＳ-L，国
立特別

アブソルティスモ（牡	ダイワメジャー）２勝，こうやまき
賞，サウジアラビアロイヤルC-G3３着，○現

曽祖母	*ウインドインハーヘア	Wind	in	Her	Hair（91	Alzao）愛
国産，英独３勝，アラル	ポカル-G1，Pretty	Polly	S-L。産駒
ディープインパクト：年度代表馬（２回），12勝，ジャパンＣ-G1，

宝塚記念-G1，三冠。総合・２歳チャンピオンサイアー
ブラックタイド：３勝，スプリングＳ-JPN2，若駒Ｓ-OP。種牡馬

母ディキシアナ	デライト	Dixiana	Delight（05	Gone	West）不出
走。産駒
ボウ ラヴェル	Beau	Ravelle（11	牝	Tiz	Wonderful）北米３

勝，Prairie	Rose	S２着，Wilma	Mankiller	Memorial	
S２着

*アポロケンタッキー：本馬
ホンコン	ブルー	Hong	Kong	Blue（13	牡	Old	Fashioned）

韓国１勝
祖母レイク レイディ	Lake	Lady（99	Salt	 Lake）北米４勝，
Tiffany	Lass	S-L，Thelma	S-L，フェア	グラウンズ	オーク
ス-G2２着，ファンタジーＳ-G2２着，シルヴァーブリット
デイＳ-G3４着。産駒
ダイヴ	ダウン	Dive	Down（騸	Broken	Vow）北米７勝

曽祖母スリンキーレイディ	Slinkylady（92	What	a	Hoist）北米
８勝，Assiniboia	Oaks，Manitoba	Sales	S，R.C.Anderson	
S，Hugh	Jackson	Memorial	S２着，Buffalo	S３着。産駒
プライスデイル	キッド	Pricedale	Kid：北米４勝

四代母ドント	コール	デビ	Don't	Call	Debi（86	Native	Royalty）
不出走。産駒
ワン ナイト ラヴァー	One	Night	Lover：北米８勝，J.W.Sifton	

Memorial	S，Gold	Cup	H，Manitoba	S，Buffalo	S，マ
ニトバ	ダービー -CAN3２着

コンフィデンシャル コール	Confidential	Call：北米５勝，
Seattle	Slew	Breeders'	Cup	H２着

ナスティ	ナイン	Nasty	Nine：北米１勝。産駒
リサズ チョイス	Lisa's	Choice：北米４勝，R.C.Anderson	

S，Distaff	S，Jack	Hardy	S２着
ナスティ ミリー	Nasty	Millie：北米２勝，R.C.Anderson	
S
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