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キリーンガールの16
父 タニノギムレット　鹿毛　2016年3月9日生　生産 森政巳

　ウオッカ、スマイルジャック、ブラックスピネルな
ど、タニノギムレット産駒の活躍馬は、白い鼻筋など、
父の容姿にそっくりなタイプが非常に多いですが、本
馬も例に漏れることなく、父似の顔、ゆったりとした
馬体の作りなどが印象的です。芝の中長距離で活躍し
そうな雰囲気がありますが、母の全姉エイシンバーリ
ンが、シルクロードSで当時の芝1200ｍの日本レコー
ドをマークしたことを考えると、短距離戦にも対応で
きる爆発的なスピード能力も秘めていそうです。今後は
様々な選択肢を持ちながら長所を伸ばしていきます。

本馬のポイント

FAMILY

BROOD MARE SIRE

26
牡 馬

関 東 入 厩
上原博之厩舎 予定

募集口数 400口 総額 840万円 1口価格 21,000円

二次募集

母系

母の父
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*ブライアンズタイム Kelley's Day
タニノギムレット
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*クリスタルパレス

鹿 1999 タニノクリスタル *タニノシーバード
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Cozzene Ride the Trails
*キリーンガール ブレイドオブラック �

�
Blade

芦 2000 Blade of Luck Arundo（20）

母 *キリーンガール（00 Cozzene）米国産，わが国で１勝。産駒
エーシンクライン（06 牝 鹿 *エイシンプレストン）東海�１勝
エーシンスノーマン（09 牡 芦 *ファスリエフ）入着，東海�６勝
ヴィクトリーマイ（11 牝 鹿 *ティンバーカントリー）南関東�１勝
ジャーマテーラ（12 牡 芦 *アルカセット）入着，岩手�１勝，�
アドラーブルヒナノ（14 牝 栗スターリングローズ）兵庫�１勝，�
ホッカイノソラ（15 牝 黒鹿 *ベーカバド）北海道・兵庫�６戦，�

祖母ブレイドオブ ラック Blade of Luck（81 Blade）北米６勝，John Long-
den S３着。産駒
*エイシンバーリン（牝 Cozzene）６勝，シルクロードＳ-JPN3，同５着，京

都牝馬特別-JPN3，アーリントンＣ-JPN3，クイーンＣ-JPN3，キャピタル
Ｓ-OP，高松宮杯-JPN1２着，同３着，ＣＢＣ賞-JPN2２着（２回），
スワンＳ-JPN2２着，京成杯３歳Ｓ -JPN2２着，函館スプリントＳ
-JPN3２着，フェアリーＳ-JPN3２着，阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1３着

*エイシンウォーレン（牡 Cozzene）２勝，マカオジョッキークラブＴ，障２勝
*エイシンアッチソン（牡 Cozzene）１勝，高知�２勝

曽祖母アランド Arundo（73 Sir Wiggle）不出走。産駒
フォトファナティックFotofanatic：北米入着。産駒

ブリンジェムユング Bringem Jung：北米４勝，サンミゲルＳ-G3４
着

四代母ローマンロンダ Roman Ronda（56 The Rhymer）北米３勝。産駒
ダービー デイボーイ Derby Day Boy：北米８勝，Oceanside H，Foot-

hill S２着，Governor's Cup２着。種牡馬
イニャーラ Inyala：北米５勝，Fashion S２着。産駒
レイディグロースタークLady Graustark：北米２勝。産駒

ベル ボライド Bel Bolide：英・北米９勝，ジムクラックＳ-G2，ア
メリカンＨ-G2，英2000ギニー-G1３着。種牡馬

エキサイテイブル Excitable：北米３勝，Miss Tropical H，ブラ
ックヘレンＨ-G2３着。バズ ライトイヤー Buzz Light-
year（ＣＪＣ ＮＺ2000ギニー-G1）の祖母

ＢＭＳコジーン Cozzene は米国産，米芝牡馬チャンピオン，北米10勝，ＢＣ
マイル-G1。主な産駒：アルファベット スープ（ＢＣクラシック-G1），*ローブ
デコルテ（オークス-JPN1），アドマイヤコジーン（安田記念-JPN1）。母の父と
してピヴォタル（ナンソープＳ-G1），タンジェリントゥリーズ（アベイユドロ
ンシャン賞-G1），イスラボニータ（最優秀３歳牡馬，皐月賞-G1）を送る
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Halo

*サンデーサイレンス Wishing Well
ブラックタイド
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Alzao

黒鹿 2001 *ウインドインハーヘア Burghclere
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Nureyev

*ファスリエフ Mr. P's Princess
フォーハピネス

�
�
*トニービン

鹿 2009 トーセンフォーユー *オールドスタッフ（9）

母フォーハピネス（09 *ファスリエフ）北海道�１勝，南関東�８勝。本馬が初
仔

祖母トーセンフォーユー（00 *トニービン）１戦。産駒
ジャストフォーユー（牡スペシャルウィーク）２勝，�
ガイアクローバー（牝キングカメハメハ）南関東�２勝
ブルーミングガール（牝 サクラバクシンオー）３戦，入着。産駒
ビリーヴザワン（騸マツリダゴッホ）１勝，�

曽祖母 *オールドスタッフ Old Stuff（85 Irish River）米国産，不出走。産駒
アンティックオークション Antique Auction：北米４勝，スターシュート
Ｓ-CAN2，Fanfreluche S，マイディアＳ-CAN3２着，Glorious Song
S２着，Bold Jill H-L３着
*インディアナカーヴ：５勝，三宮特別，蓬莱峡特別。エクセラントカ

ーヴ（京成杯オータムＨ-G3，クイーンＣ-G3３着）の母
*アンティークコイン：５勝，仲秋特別，保津峡特別，マカオジョッキーク

ラブＴ，九重特別，障１勝
*ドリーミーペガサス：４勝，伊良湖特別，桧山特別
*ストーンウェア：５勝，湘南Ｓ，ノベンバーＳ，賢島特別，御在所特別，

若駒Ｓ-OP２着，�
*ネットオークション：１勝，南関東�２勝。コレクターアイテム（アル

テミスＳ，阪神ジュベナイルフィリーズ-G1４着）の母
ダイナマイトスタッフ Dynamite Stuff：北米２勝，アチーヴメントＳ-CAN3

３着
マルブツカイウン：３勝，吉野ヶ里特別，あずさ賞，中京２歳Ｓ-OP３着
フランシール：３勝，まりも特別
*アンティークルーカスAntique Ruckus：不出走。産駒

クラウドシティCloud City：北米６勝，Klassy Briefcase S３着
*クライングフォーモア Cryingformore：北米入着。産駒

クライウィズジョイ：入着。サトノノブレス（日経新春杯-G2，小倉記念
-G3，中日新聞杯-G3，鳴尾記念-G3，菊花賞-G1２着，オール
カマー-G2２着，金鯱賞-G2２着）の母

ＢＭＳ*ファスリエフは米国産，全欧２歳牡馬チャンピオン，仏英５勝，モルニ
賞-G1，フィーニクスＳ-G1。仏２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：キャリー
オン ケイティー（チェヴァリー パークＳ-G1）。母の父としてビッグ オレンジ
（ゴールドＣ-G1），インディアン オーシャン（ＳＴＣマジックナイトＳ-G2），
ミスローズ デ ラゴ（ＭＶＲＣサンラインＳ-G2）を出す
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*ブライアンズタイム Kelley's Day
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*クリスタルパレス

鹿 1999 タニノクリスタル *タニノシーバード
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Cozzene Ride the Trails
*キリーンガール ブレイドオブラック �

�
Blade

芦 2000 Blade of Luck Arundo（20）

母 *キリーンガール（00 Cozzene）米国産，わが国で１勝。産駒
エーシンクライン（06 牝 鹿 *エイシンプレストン）東海�１勝
エーシンスノーマン（09 牡 芦 *ファスリエフ）入着，東海�６勝
ヴィクトリーマイ（11 牝 鹿 *ティンバーカントリー）南関東�１勝
ジャーマテーラ（12 牡 芦 *アルカセット）入着，岩手�１勝，�
アドラーブルヒナノ（14 牝 栗スターリングローズ）兵庫�１勝，�
ホッカイノソラ（15 牝 黒鹿 *ベーカバド）北海道・兵庫�６戦，�

祖母ブレイドオブ ラック Blade of Luck（81 Blade）北米６勝，John Long-
den S３着。産駒
*エイシンバーリン（牝 Cozzene）６勝，シルクロードＳ-JPN3，同５着，京

都牝馬特別-JPN3，アーリントンＣ-JPN3，クイーンＣ-JPN3，キャピタル
Ｓ-OP，高松宮杯-JPN1２着，同３着，ＣＢＣ賞-JPN2２着（２回），
スワンＳ-JPN2２着，京成杯３歳Ｓ -JPN2２着，函館スプリントＳ
-JPN3２着，フェアリーＳ-JPN3２着，阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1３着

*エイシンウォーレン（牡 Cozzene）２勝，マカオジョッキークラブＴ，障２勝
*エイシンアッチソン（牡 Cozzene）１勝，高知�２勝

曽祖母アランド Arundo（73 Sir Wiggle）不出走。産駒
フォトファナティックFotofanatic：北米入着。産駒

ブリンジェムユング Bringem Jung：北米４勝，サンミゲルＳ-G3４
着

四代母ローマンロンダ Roman Ronda（56 The Rhymer）北米３勝。産駒
ダービー デイボーイ Derby Day Boy：北米８勝，Oceanside H，Foot-
hill S２着，Governor's Cup２着。種牡馬

イニャーラ Inyala：北米５勝，Fashion S２着。産駒
レイディグロースタークLady Graustark：北米２勝。産駒

ベル ボライド Bel Bolide：英・北米９勝，ジムクラックＳ-G2，ア
メリカンＨ-G2，英2000ギニー-G1３着。種牡馬

エキサイテイブル Excitable：北米３勝，Miss Tropical H，ブラ
ックヘレンＨ-G2３着。バズ ライトイヤー Buzz Light-
year（ＣＪＣ ＮＺ2000ギニー-G1）の祖母

ＢＭＳコジーン Cozzene は米国産，米芝牡馬チャンピオン，北米10勝，ＢＣ
マイル-G1。主な産駒：アルファベット スープ（ＢＣクラシック-G1），*ローブ
デコルテ（オークス-JPN1），アドマイヤコジーン（安田記念-JPN1）。母の父と
してピヴォタル（ナンソープＳ-G1），タンジェリントゥリーズ（アベイユドロ
ンシャン賞-G1），イスラボニータ（最優秀３歳牡馬，皐月賞-G1）を送る
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