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Hail to Reason S4×M5,  Nashua S5×S5,  Northern Dancer S5×M5,  Riverman S5×M5

オープンシャッセの17
父 フリオーソ　黒鹿毛　2017年5月31日生　生産 風ノ丘ファーム

　がっしりとした厚みのある馬体、短くて太い首差し、
四肢を長く見せるシルエットなど、父フリオーソの特
徴が良く出ています。その父は中央、地方を問わず多
くの勝ち馬を輩出しており、次代を担う新鋭種牡馬と
して赤丸急上昇中。父フリオーソ×母の父ダンスイン
ザダークに現在準オープンで活躍中のテルペリオンが
おり、また母系の代表馬ニシノブルームーンがタニノ
ギムレット（その父ブライアンズタイム）の産駒であ
ることを考えると、父系と母系の相性は間違いなく良
いでしょう。父同様、息の長い活躍を期待しています。
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募集口数 400口 総額 1,080万円 1口価格 27,000円
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青鹿 2007 ニシノエルハーブ *カプリッチョーサ（14）

母オープンシャッセ（07 ダンスインザダーク）入着。産駒
カゼノオー（13 牡 鹿 *ホワイトマズル）佐賀�４勝，�
ブルーフォレスト（14 牝 栗 *パイロ）南関東�３勝，�
イダテン（15 牡 黒鹿タニノギムレット）南関東�１勝，�

祖母ニシノエルハーブ（96 *エルハーブ）３勝。産駒
クルンプホルツ（牝 *シンボリクリスエス）２勝。産駒

スターストラック（牡トーセンホマレボシ）３勝，桧山特別
ハクサンタイヨウ（牡ブラックタイド）１勝，�

ヒルトップシーン（牡マンハッタンカフェ）１勝，兵庫�１勝
マロウブルー（牡セイウンスカイ）１勝

曽祖母 *カプリッチョーサ Capricciosa（88 Alzao）愛国産，愛２歳牝馬チャ
ンピオン，英愛４勝，チェヴァリーパークＳ-G1，モイグレアスタッドＳ-G1，
デビュータントＳ-G3。産駒
ニシノブルームーン：６勝，中山牝馬Ｓ-G3，府中Ｓ，鎌ヶ谷特別，マーメ
イドＳ-G3２着，同４着，ヴィクトリアマイル-G1３着，愛知杯-G3５着

ブランドキャリー：４勝，萩特別
四代母クランジングル Clanjingle（80 Tumble Wind）英愛９戦。産駒
ポリッシュリズム Polish Rhythm：英１勝，Joel S-L３着
コールミーアリスCall me Alice：愛６戦。産駒

コール ミー ビッグ Call me Big：独４勝，ベナツェトレンネン-G3，
Dortmunder Fliegerpreis-L，Silberne Peitsche-L，ゴルデネ
パイチェ-G2３着，ホルステントロフィー-G3３着。種牡馬

コールミーイーグル Call me Eagle:独２勝，Oppenheim-Rennen
-L３着

クランデスタンアフェア Clandestine Affair：英３戦。産駒
ラセルベサ La Cerveza：伊３勝，Premio Buontalenta-L２着

五代母フィルシフランテ Fille Sifflante（65 Whistler）英入着。産駒
ファシノケイン Facino Cane：伊13勝，ウンブリア賞-G3４着
パイプライン Pipeline：英１勝。ヴァイスロイ Viceroy（ホルステントロフィ
ー-G3２着）の祖母

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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