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栗 1992 Mitterand Laredo Lass
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*サンデーサイレンス

フジキセキ *ミルレーサー
キョウエイトルース

�
�
*プラウドデボネア

栗 1997 キョウエイヨシノ キョウエイミート（22）
*キョウエイオリーブ系

母キョウエイトルースは２勝，東海�１勝。産駒
コンフォーコ（05 騸 栗 *トワイニング）５勝，初日の出Ｓ（Ｄ1200
ｍ），�

コンフェルヴォーレ（06 騸 栗 タニノギムレット）障１勝
ツインクルスター（09 牝 栗 サクラバクシンオー）３勝，�
サウンドトゥルー（10 牡 栗 *フレンチデピュティ）２勝，ユニ
コーンＳ-G3３着，�

祖母キョウエイヨシノは４勝，貴船Ｓ，桜島特別，さざんか賞。産駒
アンダーゴールド：岩手�３勝，ひまわり賞
キョウエイマリー：南関東�６勝。産駒
ローンウルフ：３勝，障１勝
チェアユーアップ：２勝

インターマーベラス：３勝
インターソウル：佐賀�４勝
ステラファイター：岩手�１勝，�

曽祖母キョウエイミートは２勝。産駒
ワールドウッド：４勝，深秋特別
インターリミテッド：２勝
インターフォーラム：１勝

四代母 *キョウエイオリーブは米国産，わが国で１戦。産駒
キョウエイエール：３勝，寒狭川特別，勝山城特別，新潟�１勝
キョウエイポイント：２勝，呉竹賞

五代母フィオリータ Fiorita は不出走。産駒
ノーフェ Nophe：英１勝，チェリー ヒントンＳ-G3２着，独入着，
ツークンフツ レンネン-G2３着

リベラル Liberal：米７勝,Charles W. Bidwill Memorial S。種牡馬
ヴィレッジャー Villager：米６勝，Cleveland Gold Cup
オールド グレネイダ Old Grenada：米３勝。産駒
*キクカローバート：１勝。サンツェッペリン（京成杯-JPN3）の

祖母

ＢＭＳフジキセキは千歳産，最優秀２歳牡馬，４戦全勝，朝日杯３歳Ｓ
-JPN1。主な産駒：サン クラシーク（ドバイ シーマ クラシック-G1），
サダムパテック（マイルチャンピオンシップ-G1）。母の父としてヨウ
セイ（ＡＪＣサイアーズ プロデュースＳ-G1），ルミア（ゴールデン ス
リッパー-G1），アリゼオ（スプリングＳ-G2）を送る
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Storm Bird

栗 2004 *パウダーストーム Powder Break（1）

母スマートストームは２勝。産駒
スマートラムダ（11 牝 鹿 スマートギルド）未出走

祖母 *パウダーストーム Powder Storm は米国産，米入着。産駒
*シンコウエドワード：３勝，新春Ｓ，ひいらぎ賞，ＮＨＫマイルＣ

-JPN1２着，ダービー卿チャレンジトロフィー-JPN3２着，東京
新聞杯-JPN3２着，ニューイヤーＳ-OP２着，オーロＣ-OP３着
（２回），安田記念-JPN1４着，函館記念-JPN3４着

トーセンレーサー：４勝，赤倉特別，吾妻小富士賞
ソラメンテウナベス：４勝
*キャラバンラグ：１勝
ヴィジョン オーゴールド Vision o’ Gold：米５勝

曽祖母パウダー ブレイク Powder Break は米11勝，パン アメリカンＨ
-G1，ニュー ヨークＨ-G2，ラ プレヴォワイヤント招待Ｈ-G3，オ
ーキッドＨ-G2２着，ブラック ヘレンＨ-G2２着，ヴァインランド
Ｈ-G3３着，ハイアリア ターフ カップＨ-G1４着。産駒
ローンチング パウダー Launching Powder：米２勝

四代母ボールド ジー ジー Bold Gee Gee は米１勝。産駒
ミス ラ ローク Miss La Roque：米11勝，Venus S，Zippy Do H２
着，Chris Evert H２着。産駒
ティー マイナス テン T. Minus Ten：米６勝，Norway House
H，Scott County S２着

ボールドウィナー Baldwinner：米３勝，Cicada S
ナイト ジー ジー Night Gee Gee：米８戦。産駒
ナイト アウル スペシャル Night Owl Special：米４勝，Francis
Scott Key S３着。ウェル ノーティド Well Noted（レイザ
ーバックＨ-G3）の母，アーチ ホール Arch Hall（エクリ
プスＳ-G3）の祖母

五代母カーガージー Kahgahgee は米３勝，アルシバイアディーズＳ２
着。産駒
サポウズ スピード Sapose Speed：米５勝，オーク リーフＳ２着

ＢＭＳアグネスタキオンは千歳産，４戦全勝，皐月賞-JPN1，弥生賞
-JPN2。主な産駒：ディープスカイ（ダービー-JPN1），キャプテントゥ
ーレ（皐月賞-JPN1），ダイワスカーレット（桜花賞-JPN1，有馬記念
-G1），リトルアマポーラ（エリザベス女王杯-G1）。母の父としてエミ
ーズパラダイス（エンプレス杯-JPN2２着）を送る
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