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父：ディープインパクト
母：フラワーパーク　母の父：ニホンピロウイナー Vincennes鹿毛　2009年生　白老産

ヴァンセンヌ

母　　系競走成績

種牡馬成績

種牡馬成績 種牡馬成績

母　　系母　　系競走成績 競走成績

A Shin Hikari父：ディープインパクト
母：*キャタリナ　母の父：Storm	Cat

エイシンヒカリ
芦毛　2011年生　新ひだか産

2020年より供用開始。

母スターペスミツコ（02	*カーネギー）１勝。産駒
メイショウナルト（08	騸	鹿	ハーツクライ）６勝，七夕賞-G3，同
４着，小倉記念-G3，同３着，三田特別，筑後川特別，オール
カマー -G2２着，野路菊Ｓ-OP２着，デイリー杯２歳Ｓ-G2３
着，福島記念-G3３着，きさらぎ賞-G3５着，障１勝

ダノンアーチスト（09	牡	鹿	ハーツクライ）１勝
オーディンバローズ（11	牡	青鹿	ハーツクライ）１勝
パールフューチャー（13	牡	黒鹿	ネオユニヴァース）１勝，岩手

(公)３勝
エピカリス：本馬
ヤマノメーカー	Yamano	Maker（15	牡	鹿	*エンパイアメー
カー）北米１勝

キムケンドリーム（17	牝	鹿	オルフェーヴル）１勝，○現
祖母マーチンミユキ（89	マルゼンスキー）３勝。産駒
フレンドレイ（牝	*デインヒル）２戦。産駒

タガノデンジャラス（牡	*エンドスウィープ）５勝，オース
トラリアＴ-L，道頓堀Ｓ，初夢賞，つばき賞，若葉Ｓ-L２
着，中京２歳S-OP，2着大阪杯-G24着，障１勝

バアゼルリバー（牡	フジキセキ）４勝，白川特別，障3勝，
阪神スプリングジャンプ-JG2，淀ジャンプS，中山グ
ランドジャンプ-JG1２着，中山大障害-JG12着

ラッシュライフ（牝	サクラバクシンオー）２勝，ＴＶｈ杯，
函館２歳Ｓ-JPN32着，ファンタジーＳ-JPN32着，谷
川岳Ｓ-L3着。アデイインザライフ（牡	ディープイ
ンパクト：新潟記念-G3)の母

ラフアップ（牝	*クロフネ）１勝。シングルアップ（牡	*キ
ンシャサノキセキ：マーガレットＳ-L3着)の母

２歳時　JRA・NAR　３戦３勝
３歳時　JRA・UAE　４戦１勝２着１回３着１回
【収得賞金】	２歳時	 ￥37,189,000
	 ３歳時	 ￥28,429,000 ／ US$	400,000

【2歳】 2016年	 １着	 北海道２歳優駿-JPN3	 門別・Ｄ1800ｍ
	 １着	 プラタナス賞	 東京・Ｄ1600ｍ
	 １着	 新馬	 新潟・Ｄ1800ｍ

【３歳】 2017年	 １着	 ヒヤシンスＳ-L	 東京・Ｄ1600ｍ
	 ２着	 ＵＡＥダービー -G2	 UAE・Ｄ1900ｍ
	 ３着	 レパードＳ-G3	 新潟・Ｄ1800ｍ

黒鹿毛　2014年生　浦河産
エピカリス 父：ゴールドアリュール

母：スターペスミツコ　母の父：*カーネギー Epicharis

Eishin Flash父：*キングズベスト
母：*ムーンレディ　母の父：Platini黒鹿毛　2007年生　千歳産

エイシンフラッシュ

母　　系競走成績

種牡馬成績

母フラワーパーク（92	ニホンピロウイナー）最優秀短距離馬，最
優秀父内国産馬,７勝，スプリンターズＳ-JPN1，高松宮杯
-JPN1，シルクロードＳ-JPN3，ＣＢＣ賞-JPN2２着，陽春
Ｓ-OP２着。産駒
フィレンツェ（01	牡	黒鹿	*サンデーサイレンス）５勝，須磨

特別（２回），クリスマスキャロル賞，あすなろ賞，すみれ
Ｓ-OP３着，毎日杯-JPN3４着

メイカ（04	牝	鹿	ダンスインザダーク）２勝
クリアンサス（08	牝	鹿	Redoute's	Choice）３勝，マーガレッ

トＳ-L，春菜賞
ヴァンセンヌ：本馬

祖母ノーザンフラワー（77	*ノーザンテースト）不出走。産駒
ミラクルムテキ（牝	*キャロルハウス）不出走。産駒

エムオーウイナー（牡	ニホンピロウイナー）７勝，シルク
ロードＳ-G3，新春Ｓ，桶狭間特別，鷹ヶ峰特別，江
差特別，オーシャンＳ-JPN3２着，福島民友Ｃ-L２
着。種牡馬

エムオーミラクル（牝	タヤスツヨシ）２勝。産駒
エムオータイショウ（牡	*スウェプトオーヴァーボー

ド）北海道（公）５勝，イノセントＣ，サッポロクラ
シックＣ，中央入着，○現

フラワーカーペット（牝	*ルドゥターブル）１勝。産駒
ユキノダンディ（牡	*リファーズスペシャル）山形（公）２勝，

３歳優駿，岩手（公）３勝
ハナドケイ（牝	*ルドゥターブル）１戦，入着。産駒
カガミダリア（牝	バンブーアトラス）２勝，西脇特別

曽祖母	*ファイアフラワー（72	Dike）愛国産，不出走。ダイナカーペ
ンター（京都記念-JPN2，阪神大賞典-JPN2）の母

3 ～ 6歳時　JRA　16戦６勝２着３回３着０回
【収得賞金】￥160,942,000

【３歳】2012年	１着	 未勝利	 阪神・芝1800ｍ

【４歳】201３年	１着	 500万下	 京都・芝1800ｍ

【５歳】2014年	１着	 元町Ｓ	 阪神・芝1600ｍ
	 １着	 エクセレントジョッキーズＴ	東京・芝1600ｍ
	 １着	 小峰城特別	 福島・芝1800ｍ

【６歳】2015年	１着	 東京新聞杯-G3	 東京・芝1600ｍ
	 ２着	 安田記念-G1	 東京・芝1600ｍ
	 ２着	 京王杯スプリングＣ-G2	 東京・芝1400ｍ

2016年より種牡馬として供用中。
イロゴトシ（17	牡	BMS：*クロフネ）ひまわり賞-OP
ヤマニンプレシオサ（17	牝	BMS：*ホワイトマズル）１勝，新馬
グリンデルヴァルト（17	牝	BMS：*コロナドズクエスト）１勝
マジカルフェイス（17	牡	BMS：*フレンチデピュティ）北海道・兵庫２勝
パークフォンテン（17	牝	BMS：*シャンハイ）南関東１勝
クモキリ（17	牝	BMS：アグネスタキオン）北海道１勝
クイーンズセンヌ（17	牝	BMS：*タイキシャトル）高知１勝

新種牡馬
2020

FRESHMAN
SIRE

2020

母	*キャタリナ	Catalina（94	Storm	Cat）米国産，北米３勝。産駒
*サンファンガール（00	牝	芦	Pleasant	Colony）東海（公）１勝，

中央入着。産駒
エーシングレーソロ（牡	*グラスワンダー）２勝，東海（公）

３勝，オータムＣ，名港盃２着
*エーシンピーシー（04	牡	芦	Fusaichi	Pegasus）３勝，オリエ

ンタル賞，セントポーリア賞，スプリングＳ-JPN２３着
*エーシングッチーフ（05	騸	栗	Mr.	Greeley）１勝
*エーシンクールディ（06	牝	芦	Distorted	Humor）３勝，テレ

ビ静岡賞，伊丹Ｓ，根岸Ｓ-G3４着，石川・兵庫○交２勝，東
海（公）７勝，笠松グランプリ（２回），秋桜賞、くろゆり賞，
サマーＣ，かきつばた記念-JPN3４着，石川（公）２勝，読売
レディス杯（２回），兵庫（公）１勝，兵庫サマークイーン賞，
佐賀・南関東（公）入着，レディスプレリュード-L３着，同４
着，サマーチャンピオン-JPN3４着。産駒
スマイルカナ（牝	ディープインパクト）３勝，フェアリー

Ｓ-G3，ひいらぎ賞，○現
エーシンシャラク（08	牡	芦	*タイキシャトル）兵庫（公）７勝，中

央２勝，中京スポニチ賞，東海（公）１勝，岩手（公）10勝，早池
峰スーパースプリント

エイシンヒカリ：本馬
エイシンティンクル（13	牝	芦	ディープインパクト）５勝，豊明
Ｓ，小豆島特別，粟島特別，関屋記念-G3３着，都大路Ｓ-L3
着，クイーンＳ-G35着

祖母カロライナ	サガ	Carolina	Saga（80	Caro）不出走。産駒
サー ボウフォート	Sir	Beaufort（牡	Pleasant	Colony）北米

10勝，サンタ	アニタＨ-G1,サン	カルロスＨ-G2

2017年より種牡馬として供用中。初産駒は本年デビュー。

■R	:レコード
【３歳】 2014年	１着	 アイルランドトロフィー -L	 東京・芝2000ｍ
	 １着	 ムーンライトＨ	 阪神・芝2000ｍ
	 １着	 三木特別	 阪神・芝1800ｍ
	 １着	 500万下	 京都・芝1800ｍ
	 １着	 未勝利	 京都・芝1800ｍ

【４歳】 2015年	１着	 香港C-G1■R		 香港・芝2000ｍ
	 １着	 毎日王冠-G2	 東京・芝1800ｍ
	 １着	 エプソムＣ-G3	 東京・芝1800ｍ
	 １着	 都大路Ｓ-L	 京都・芝1800ｍ

【５歳】 2016年	１着	 イスパーン賞-G1	 仏国・芝1800ｍ

3 ～ 5歳時　JRA・仏国・英国・香港　15戦10勝２着０回３着０回
【収得賞金】
￥197,315,000	/	HK$14,250,000	/	€142,850	/	￡10,125

母	*ムーンレディ	Moonlady（97	Platini）独国産，独５勝，独セン
トレジャー -G2，ドイッチャー	ヘロルト賞-G3，独シュトゥ
ーテン賞-G3，Slenderella-Rennen-L３着，北米１勝，ロング	
アイランドＨ-G2，Reluctant	Guest	S-L２着。産駒
*マザイ	Mazai（05	牝	鹿	*ファスリエフ）スウェーデン入着。

産駒
メジャータイフーン（牝	ダイワメジャー）１勝，函館２歳

Ｓ-G3２着
*マーモリー	Marmorea（06	牝	鹿	Tiger	Hill）不出走。産駒

ミスター ビッグ シャッフル	Mister	Big	Shuffle（騸	Big	
Shuffle）独１勝，伊入着，キウスーラ賞-G3３着，ノルウ
ェー２勝，Norsk	2000	Guineas，Norsk	Derby３着

エイシンフラッシュ：本馬
ダノンムーン（09	牡	鹿	ディープインパクト）４勝，小豆島特
別，高山特別

祖母ミッドナイト	フィーヴァー	Midnight	Fever（91	Sure	Blade）
不出走。エイム トゥ プリーズ	Aim	to	Please（牝	Excellent	
Art：ベルトラン	ド	タラゴン賞-G3）の曽祖母

【３歳】 2010年	１着	 ダービー -G1	 東京・芝2400ｍ
	 １着	 京成杯-G3	 中山・芝2000ｍ
	 ２着	 神戸新聞杯-G2	 阪神・芝2400ｍ
	 ３着	 皐月賞-G1	 中山・芝2000ｍ

【４歳】 2011年	２着	 天皇賞（春）-G1	 京都・芝3200ｍ				
	 ２着	 有馬記念-G1	 中山・芝2500ｍ		
	 ３着	 宝塚記念-G1	 阪神・芝2200ｍ
	 ３着	 大阪杯-G2	 阪神・芝2000ｍ

【５歳】 2012年	１着	 天皇賞（秋）-G1	 東京・芝2000ｍ

【６歳】 201３年	１着	 毎日王冠-G2	 東京・芝1800ｍ	
	 ３着	 Ｑエリザベス二世Ｃ-G1	 香港・芝2000ｍ
	 ３着	 天皇賞（秋）-G1	 東京・芝2000ｍ			
	 ３着	 大阪杯-G2	 阪神・芝2000ｍ	

2 ～６歳時　JRA・UAE・香港　27戦６勝２着３回３着7回
【収得賞金】￥756,072,000／US$	200,000／HK$	1,400,000

2014年より種牡馬として供用中。2017年全日本（中央＆地方）新種
牡馬リーディング４位。2017年中央新種牡馬リーディング４位。
【主な産駒】
エイムアンドエンド（15 牡 BMS：*サンデーサイレンス）共同通信杯-G3
３着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3５着
コスモイグナーツ（15 牡 BMS：スペシャルウィーク）アイビーＳ-OP
ルタンブル（16 牝 BMS：アグネスタキオン）忘れな草賞-L２着
アーデルワイゼ（15 牝 BMS：アグネスタキオン）もみじＳ-OP２着
アーデントリー（16 牡 BMS：リンカーン）もみじＳ-OP３着，フェニ

ックス賞-OP３着，小倉２歳Ｓ-G3４着
ウスベニノキミ（15 牝 BMS：ステイゴールド）フラワーＣ-G3４着
ジェシー（15 牡 BMS：*トニービン）西宮Ｓ，千里山特別
カヴァル（15 牡 BMS：*サンデーサイレンス）マレーシアC
メリーメーキング（16	牡	BMS：*サンデーサイレンス）戎橋特別
ナンヨーイザヨイ（16 牡 BMS：スペシャルウィーク）九州スポーツ杯
クリノフラッシュ（15 牝 BMS：*サンデーサイレンス）春待月賞
カリオストロ(17	牝	BMS：フジキセキ）万両賞
ココロノトウダイ（17 牡 BMS：アグネスタキオン）きんもくせい特別
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