
 ゴールドシップ
 2009　芦

 トーセンフォーユー
 2000　鹿

 ステイゴールド

 ポイントフラッグ

*トニービン

*オールドスタッフ

*サンデーサイレンス

 ゴールデンサッシュ

 メジロマックイーン

 パストラリズム

*カンパラ

 Severn Bridge

 Irish River

*アンティックヴァリュー
5代までにクロスなし

トーセンフォーユーの17
父 ゴールドシップ　芦毛　2017年4月15日生　生産 岡田スタッド

　G1を6勝した実力もさることながら、一際目立つ芦毛
のルックスなどで大人気を集めた父ゴールドシップ。
その待望の初年度産駒にあたる本馬は、父譲りのグッ
ドルッキングホース。芦毛の馬体、白い鼻筋の通った
顔はまさしく父そのもので、がっしりした前駆やトモ
の筋肉にもゴールドシップらしさを感じます。一方、
母系はエクセラントカーヴ、サトノノブレス、さらに
曽祖母まで遡ると二冠牝馬のベガ、ダービー馬アドマ
イヤベガなどもいる活躍馬の宝庫。本馬も芝レースを
中心に、競走生活を進めることになるでしょう。

FAMILY

BROOD MARE SIRE

20
牝 馬

関 東 入 厩
矢野英一厩舎 予定
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鹿 2000 *オールドスタッフ *アンティックヴァリュー（9）

母トーセンフォーユー（00 *トニービン）１戦。産駒
ブルーミングガール（05 牝 黒鹿 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，佐賀・東海�３勝，�

ガイアクローバー（07 牝 栗キングカメハメハ）南関東�２勝
フォーハピネス（09 牝 鹿 *ファスリエフ）北海道�１勝，南関東�８勝。

産駒
タイドオブハピネス（牡ブラックタイド）１勝，�

ジャストフォーユー（12 牡 鹿スペシャルウィーク）２勝，�
ブラックヘルト（14 騸 鹿ブラックタイド）兵庫�３勝，中央入着，�

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（牝 Geiger Counter）北
米４勝，スターシュートＳ-CAN2，マイディアＳ-CAN3２着。産駒
*インディアナカーヴ（牝 A. P. Indy）５勝，三宮特別。エクセラント

カーヴ（牝ダイワメジャー：京成杯オータムＨ-G3）の母
*ストーンウェア（牡 Birdstone）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，小倉記念-G3５着，�
*アンティークコイン（牡 Theatrical）５勝，保津峡特別，仲秋特別，九

重特別，マカオジョッキークラブＴ，障１勝
*ドリーミーペガサス（牡 Fusaichi Pegasus）４勝，伊良湖特別
*ネットオークション（牝 Storm Bird）１勝，南関東�２勝。コレクター

アイテム（牝 ハーツクライ：アルテミスＳ）の母
ダイナマイトスタッフ Dynamite Stuff（牡 Dynaformer）北米２勝，アチ
ーヴメントＳ-CAN3３着

マルブツカイウン（牡 *トニービン）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（牝アグネスタキオン）３勝，まりも特別
*クライングフォーモア Cryingformore（牝 Always Run Lucky）北米入

着。産駒
クライウィズジョイ（牝 *トニービン）入着。サトノノブレス（牡 ディープ

インパクト：日経新春杯-G2，菊花賞-G1２着）の母

ＢＭＳ*トニービンは愛国産，全欧古牡馬チャンピオン，伊仏15勝，凱旋門賞
-G1。本邦チャンピオンサイアー。主な産駒：ジャングルポケット（年度代表馬，
ジャパンＣ-G1），エアグルーヴ（年度代表馬，天皇賞・秋-JPN1）。母の父とし
てハーツクライ（ドバイシーマクラシック-G1），ルーラーシップ（香港クイー
ンエリザベス二世Ｃ-G1），アドマイヤベガ（ダービー-JPN1）を出す
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本馬のポイント


