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Halo S4×S5,  Raise a Native M4×S5,  Secretariat M4×M5

ヘンメイレンの16
父 ヴィクトワールピサ　黒鹿毛　2016年4月19日生　生産 斉藤スタッド

　よく発達した胸前の筋肉、四肢をスラッと長く見せ
るシルエットなど、父ヴィクトワールピサらしさが感
じられる好馬体です。桜花賞馬ジュエラーをはじめ、
同産駒は圧倒的に芝向きのタイプが多い現状を考える
と、本馬も芝のマイルから2000ｍが主戦場になるの
ではないでしょうか。また、母系は米G1を11勝した
歴史的名牝レイディズシークレットが曽祖母にいる一
流の血統背景です。ここを起点に、日本でも多くの勝
ち馬が出ていますし、四代母グレートレイディエムの
孫にG1馬ビリーヴがいることも見逃せないでしょう。

本馬のポイント

FAMILY

BROOD MARE SIRE

32
牝 馬

関 西 入 厩
松永昌博厩舎 予定

募集口数 400口 総額 880万円 1口価格 22,000円

二次募集

母系

母の父
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*サンデーサイレンス

ネオユニヴァース *ポインテッドパス
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黒鹿 2007 *ホワイトウォーターアフェア Much Too Risky
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*タバスコキャット Barbicue Sauce
ヘンメイレン
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栗 2003 *シークレッツトールド Lady's Secret（22）

母ヘンメイレン（03 *タバスコキャット）２勝。産駒
ブルベアバック（14 牡 鹿 *エンパイアメーカー）入着，�
キャッチザクラウン（15 牡 栗ヴィクトワールピサ）未出走

祖母 *シークレッツトールド Secrets Told（90 Alydar）米国産，北米２戦。産
駒
キャステリシークレッツ Castelli Secrets（騸 Leo Castelli）北米11勝，

Tejano Run S-L２着
テイエムハーバー（牝 *ボストンハーバー）２勝，飛竜特別
イダッカリIdazkari（牝 Shadeed）仏１勝。産駒
イサルー Isalou（牝 Unfuwain）仏１勝。産駒

ムーンライトイン パリMoonlight in Paris（牝 Literato）仏３
勝，リウレイ賞-G3３着

曽祖母レイディズ シークレット Lady's Secret（82 Secretariat）米年度代
表馬，米古牝馬チャンピオン，北米25勝，ＢＣディスタフ-G1，同２着，ベ
ルデイムＳ-G1（２回），ラフィアンＨ-G1（２回），マスキットＳ-G1（２回），
ホイットニーＨ-G1，サンタマルガリータ招待Ｈ-G1，ラカナダＳ-G1，シュ
ヴィーＨ-G1，バレリーナＳ-G2，テストＳ-G2，モリーピッチャーＨ-G2。産
駒
*グッドルックス：３勝，鷹ヶ峰特別，醍醐特別。産駒

キョウワハピネス：３勝，ファルコンＳ-JPN3，雪うさぎ賞
*アグネスライナー：１勝，フラワーＣ-JPN3４着
*スリーピングインシアトル Sleepinginseattle：不出走。産駒

サウンドバリアー：２勝，フィリーズレビュー-G2
*マチカネアイーダ：１戦。産駒

スエズ：５勝，白嶺Ｓ，響灘特別，阿蘇Ｓ-OP２着，岩手・南関東�
入着，マーキュリーＣ-JPN3４着，オーバルスプリント５着

*レディダンジグ Lady Danzig：不出走。産駒
ファーストナイナー：２勝。産駒

マイスタイル：２勝，こぶし賞，弥生賞-G2２着，ダービー-G1４
着，シンザン記念-G3５着，�

ＢＭＳ*タバスコキャットは米国産，北米８勝，プリークネスＳ-G1，ベルモント
Ｓ-G1。主な産駒：ハビブティ（ハリウッドスターレットＳ-G1），スノウリッジ（サ
ンカルロスＨ-G1）。母の父としてアイス ボックス（フロリダ ダービー-G1），ジ
ャクソン ベンド（カーターＨ-G1），ラヴ ザウェイ ユーアー（ヴァニティＨ
-G1），アスカノロマン（東海Ｓ-G2）を出す
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キャッチザクラウン（15 牡 栗ヴィクトワールピサ）未出走

祖母 *シークレッツトールド Secrets Told（90 Alydar）米国産，北米２戦。産
駒
キャステリシークレッツ Castelli Secrets（騸 Leo Castelli）北米11勝，

Tejano Run S-L２着
テイエムハーバー（牝 *ボストンハーバー）２勝，飛竜特別
イダッカリIdazkari（牝 Shadeed）仏１勝。産駒
イサルー Isalou（牝 Unfuwain）仏１勝。産駒

ムーンライトイン パリMoonlight in Paris（牝 Literato）仏３
勝，リウレイ賞-G3３着

曽祖母レイディズ シークレット Lady's Secret（82 Secretariat）米年度代
表馬，米古牝馬チャンピオン，北米25勝，ＢＣディスタフ-G1，同２着，ベ
ルデイムＳ-G1（２回），ラフィアンＨ-G1（２回），マスキットＳ-G1（２回），
ホイットニーＨ-G1，サンタマルガリータ招待Ｈ-G1，ラカナダＳ-G1，シュ
ヴィーＨ-G1，バレリーナＳ-G2，テストＳ-G2，モリーピッチャーＨ-G2。産
駒
*グッドルックス：３勝，鷹ヶ峰特別，醍醐特別。産駒

キョウワハピネス：３勝，ファルコンＳ-JPN3，雪うさぎ賞
*アグネスライナー：１勝，フラワーＣ-JPN3４着
*スリーピングインシアトル Sleepinginseattle：不出走。産駒

サウンドバリアー：２勝，フィリーズレビュー-G2
*マチカネアイーダ：１戦。産駒

スエズ：５勝，白嶺Ｓ，響灘特別，阿蘇Ｓ-OP２着，岩手・南関東�
入着，マーキュリーＣ-JPN3４着，オーバルスプリント５着

*レディダンジグ Lady Danzig：不出走。産駒
ファーストナイナー：２勝。産駒

マイスタイル：２勝，こぶし賞，弥生賞-G2２着，ダービー-G1４
着，シンザン記念-G3５着，�

ＢＭＳ*タバスコキャットは米国産，北米８勝，プリークネスＳ-G1，ベルモント
Ｓ-G1。主な産駒：ハビブティ（ハリウッドスターレットＳ-G1），スノウリッジ（サ
ンカルロスＨ-G1）。母の父としてアイス ボックス（フロリダ ダービー-G1），ジ
ャクソン ベンド（カーターＨ-G1），ラヴ ザウェイ ユーアー（ヴァニティＨ
-G1），アスカノロマン（東海Ｓ-G2）を出す

32 2017ノルマンディ２次 T0712‐11

2017‐11‐24 ヘンメイレン

／ＢＴ・産駒型／産駒型台紙３６Ｌ／０１産駒型台紙３６Ｌ 2017.11.27 10.54.25 Page 1009


