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鹿毛　2000 年生　千歳産
父：*サンデーサイレンス
母：*ポインテッドパス　母の父：KrisNeo Universe

ネオユニヴァース

母　　系競走成績

種牡馬成績

母　　系競走成績

【３歳】	2012年	 １着	 ジョッキークラブ大賞典-G1	 伊国・芝2400ｍ
	 	 １着	 ウニオーンレンネン-G2	 独国・芝2200ｍ
	 	 １着	 フリューヤールス賞-G3	 独国・芝2000ｍ
	 	 ２着	 独ダービー -G1	 独国・芝2400ｍ
	 	 ４着	 バーデン大賞典-G1	 独国・芝2400ｍ

【４歳】	2013年	 １着	 Kジョージ六世＆QエリザベスＳ-G1■R	 英国・  芝12Ｆ
	 	 １着	 サンクルー大賞典-G1	 仏国・芝2400ｍ
	 	 １着	 バーデン大賞典-G1	 独国・芝2400ｍ
	 	 １着	 ウンテルネーメン大賞典-G2	 独国・芝2200ｍ

２～４歳時　独国・伊国・仏国・英国　11戦９勝２着１回３着０回
【収得賞金】€726,560 ／￡603,962

2005年より種牡馬として供用中。2008年全日本(中央＆地方)２歳リ
ーディング３位，中央２歳リーディング２位，全日本新種牡馬リ
ーディング２位，中央新種牡馬リーディング２位。2009年全日本
２歳リーディング５位。2011年中央ダートリーディング４位，全
日本ダートリーディング５位。2012年中央ダートリーディング５
位，全日本２歳リーディング５位。2013年中央２歳リーディング
４位，全日本２歳リーディング５位。
【主な産駒】
ヴィクトワールピサ（07 牡 BMS：Machiavellian）最優秀３歳牡馬，

最優秀４歳以上牡馬，ドバイ ワールドＣ-G1，皐月賞-G1，
有馬記念-G1，中山記念-G2，弥生賞-G2

ロジユニヴァース（06 牡 BMS：Cape Cross）最優秀３歳牡馬，ダー
ビー -JPN1，弥生賞-JPN2

アンライバルド（06 牡 BMS：Sadler's Wells）皐月賞-JPN1
ネオリアリズム（11 牡 BMS：Meadowlake）香港クイーン エリザベ

ス二世Ｃ-G1，中山記念-G2，札幌記念-G2，香港Ｃ-G1３着
デスペラード（08 牡 BMS：*トニービン）京都記念-G2，ステイヤーズ

Ｓ-G2	(２回)

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５位。2017年中央新種牡馬リーディング５位。
【主な産駒】
ラストドラフト（16 牡 BMS：ディープインパクト）京成杯-G3，アルゼン

チン共和国杯-G2２着，中日新聞杯-G3２着
ウォルフ（15 騸 BMS：*サンデーサイレンス）ＭＲＣクーンジーＣ-G3
ヴァルコス（17 牡 BMS：ダンスインザダーク）ゆきやなぎ賞，青葉賞
-G2２着，セントライト記念-G2５着
ヴェスターヴァルト（17 牡 BMS：ダイワメジャー）飛騨Ｓ，ファルコン

Ｓ-G3３着，橘Ｓ-L３着

イタリアンレッド（06 牝 BMS：Indian Ridge）府中牝馬Ｓ-G2，小倉
記念-G3，七夕賞-G3
グレンツェント（13 牡 BMS：Kingmambo）東海S-G2，レパードＳ-G3
アムールポエジー（10 牝 BMS：*トニービン）関東オークス-JPN2
ウェスタールンド（12 騸 BMS：Marquetry）アンタレスＳ-G3，東京

大賞典-G1３着
サンデーウィザード（12 牡 BMS：Include）新潟大賞典-G3
フラアンジェリコ（08 牡 BMS：*ジャッジアンジェルーチ）京成杯オータ

ムＨ-G3
ネオヴァンドーム（07 牡 BMS：*トニービン）きさらぎ賞-G3
ゴールスキー（07 牡 BMS：Nureyev）根岸Ｓ-G3
フォーエバーモア（11 牝 BMS：Pentelicus）クイーンＣ-G3
ブライトエンブレム（12 牡 BMS：*ウォーエンブレム）札幌２歳Ｓ-G3
オールアズワン（08 牡 BMS：ナリタブライアン）札幌２歳Ｓ-G3
オメガハートロック（11 牝 BMS：*エルコンドルパサー）フェアリーＳ-G3
スティールパス（07 牝 BMS：*ブライアンズタイム）スパーキングレデ

ィーＣ-JPN3，マリーンＣ-JPN3３着
ヴィータアレグリア（11 牝 BMS：Lion Heart）マリーンＣ-JPN3

ローゼンクリーガー（16 牝 BMS：フジキセキ）秋明菊賞，ダリア賞-OP
２着，ファルコンＳ-G3３着
コスモカレンドゥラ（16 牡 BMS：アグネスタキオン）レインボーＳ，黄

菊賞，アイビーＳ-L２着，ホープフルＳ-G1４着
ヴァイザー（15 牡 BMS：アドマイヤベガ）小倉２歳Ｓ-G3４着
アウトウッズ（17 牡 BMS：フジキセキ）昇竜Ｓ-OP２着
ニシノベースマン（15 牡 BMS：アグネスタキオン）ダリア賞-OP３着
コパノビアンカ（17 牝 BMS：*ブライアンズタイム）ダリア賞-OP３着
バラックパリンカ（16 牡 BMS：ジャングルポケット）御堂筋Ｓ
アビーム（15 牝 BMS：ダンスインザダーク）フリーウェイＳ，府中特別

母 *ポインテッドパス Pointed Path（84 Kris）英国産，仏入着。産駒
スター ポイント Star Point（89 牝 *シャーラスタニ）不出

走。セディチオーザ Sediciosa（牝 Rail Link：ロワイヨ
モン賞-G３）の祖母，サン ヒュベルト San Huberto（牡 
Speightstown：ヴィコムテス ヴィジェール賞-G2），デュ
ビアス Dubious（牡 Not a Single Doubt：ＢＲＣシャンペ
ン クラシック-G2）の曽祖母

フェアリー パス Fairy Path（92 牝 Irish River）仏２勝，カル
ヴァドス賞-G3,Prix Amandine-L

ネオユニヴァース：本馬

【３歳】2003年 １着 ダービー -JPN1 東京・芝2400ｍ
	 １着	 皐月賞-JPN1	 中山・芝2000ｍ
	 １着	 スプリングＳ-JPN2	 中山・芝1800ｍ
	 １着	 きさらぎ賞-JPN3	 京都・芝1800ｍ

【４歳】2004年 １着	 大阪杯-G2	 阪神・芝2000ｍ

2 ～ 4歳時　JRA　13戦７勝2着０回3着３回
【収得賞金】￥613,376,000

ＪＲＡ賞
最優秀
３歳牡馬

母ナイト ラグーン Night Lagoon（01 Lagunas）独２歳牝馬チャン
ピオン，独２勝，ヴィンターケーニギン賞-G3。産駒
*ノヴェリスト Novellist：本馬
ヌンティウス Nuntius（10 牡 Dalakhani）独３勝，シュパルカッ

セン フィナンツグルッペ賞-G3２着，Bavaria-Preis-L２着
ニンフェア Ninfea（11 牝 Selkirk）独１勝，Grosser Preis der 

Landschaftlichen Brandkasse Hannover-L２着。産駒
ネメアン ライオン Nemean Lion（牡 Golden Horn）仏１

勝，ショードネイ賞-G2２着
ナヤラ Nayala（牝 Maxios）独２勝，Grosser Preis der 

Burckhardt Metall Glas GmbH-L３着
ネルド Nerud （14 牡 Bernardini）独１勝，XTIP Derby-Trial-L

２着
祖母ネヌファー Nenuphar（94 Night Shift）独３勝，Dusseldorfer 

BMW Preis-L。産駒
ナイト タンゴ Night Tango（牡 Acatenango）独２勝，Kolner 

Sommer Trophy-L，Grosser Freiberger Premium 
Preis-L，独ダービー -G1２着。種牡馬

種牡馬成績

黒鹿毛　2009 年生　愛国産
父：Monsun
母：Night Lagoon　母の父：LagunasNovellist
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新入厩
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