
 エイシンフラッシュ
 2007　黒鹿

 キタノシラユリ
 1998　黒鹿

*キングズベスト

*ムーンレディ

 ダンスインザダーク

*ハシノサライ

 Kingmambo

 Allegretta

 Platini

 Midnight Fever

*サンデーサイレンス

*ダンシングキイ

 Sir Tristram

 Malt
5代までにクロスなし

キタノシラユリの17
父 エイシンフラッシュ　黒鹿毛　2017年3月23日生　生産 岡田スタッド

　芝1200～1600ｍで4勝を挙げたオープン馬のウイ
ンドジャズの半妹です。その兄は父サクラバクシンオ
ーの影響が強く、短距離を中心にレースを使われてい
ましたが、ダービー馬のエイシンフラッシュを父に迎え
た本馬は、兄よりも長い距離に適性を示しそうです。
現に馬体を見ると、首が長く、胴にも伸びがある典型
的な中長距離タイプのシルエット。母の父のダンスイン
ザダーク、近親にジャパンCでオグリキャップと激闘を
演じたホーリックスがいる血統背景も相まって、1800
～2400ｍで本領を発揮しそうな雰囲気があります。
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募集口数 400口 総額 880万円 1口価格 22,000円

一次募集

母系

母の父
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*サンデーサイレンス

ダンスインザダーク *ダンシングキイ
キタノシラユリ

�
�
Sir Tristram

黒鹿 1998 *ハシノサライ Malt（10）

母キタノシラユリ（98 ダンスインザダーク）１勝。産駒
ウインドジャズ（07 騸 黒鹿 サクラバクシンオー）４勝，飛騨Ｓ（芝1400

ｍ），賢島特別（芝1400ｍ），高知�１勝
フォンテーヌブロー（08 牡 黒鹿 *ホワイトマズル）兵庫�２勝，中央２勝
イエローライン（09 牝 黒鹿 *グラスワンダー）佐賀�３勝
スチブナイト（10 牡 鹿 *マイネルラヴ）入着，南関東�３勝，兵庫�５

勝，�
ヴァイスフェッター（11 騸 芦 *スウェプトオーヴァーボード）１勝，北海道�

１勝，高知�８勝，�
トウシンスパーク（13 牡 黒鹿キングカメハメハ）入着，兵庫�４勝，�
ダークオブザナイト（16 牡 鹿 *ノヴェリスト）未出走

祖母 *ハシノサライ（90 Sir Tristram）ＮＺ産，わが国で４戦。産駒
トーワスキー（牡ホリスキー）３勝，青島特別，岩手�６勝

曽祖母モルトMalt（78 Moss Trooper）不出走。産駒
ホーリックス Horlicks：豪・ＮＺ・中央17勝，ＶＲＣ Ｌ.Ｋ.Ｓ.マッキノン

Ｓ-G1，ＡＲＣ ＴＶニュージーランドＳ-G1（２回），ＡＲＣ ＤＢド
ラフトクラシック-G1（２回），ジャパンＣ-JPN1。産駒
ブルー Brew：豪７勝，ＶＲＣメルボルンＣ-G1
バブル Bubble：ＮＺ４勝，ＡｖＪＣエイヴォンデイルギニー-G2
ラッテ Latte：ＮＺ入着。フィウミチーノ Fiumicino（ＡＪＣダービー

-G1，ＳＴＣザＢＭＷ-G1）の母
フライザ フラッグ Fly the Flag：ＮＺ２勝。ソロ フライヤー Solo

Flyer（ＳＴＣエイジャックスＳ-G2）の母
ステラアルトワ Stella Artois：不出走。タスカー Tusker（ＡＲＣチ
ャンピオンシップ-G2）の母

ティップル Tipple：不出走。トレメク Tremec（ＡＴＣチェアマンズＨ
-G2２回）の母

スコッチアンドウォーター Scotch and Water：不出走。産駒
ジ エンバシー The Embassy：ＮＺ１勝，豪５勝，ＡＪＣランドウィ
ックシティＳ-G3，マレーシア２勝

ＢＭＳダンスインザダークは千歳産，最優秀３歳牡馬，５勝，菊花賞-JPN1。
主な産駒：デルタブルース（ＶＲＣメルボルンＣ-G1，菊花賞-JPN1），ツルマ
ルボーイ（安田記念-G1）。母の父としてラブリーデイ（天皇賞・秋-G1，宝塚
記念-G1），メイショウカンパク（京都大賞典-G2），アルバート（ステイヤーズ
Ｓ-G2３回），トリオンフ（小倉記念-G3，小倉大賞典-G3）を出す
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本馬のポイント


