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アンダルシアの13
父 カネヒキリ　鹿毛　2013年4月19日生　生産：大柳ファーム

　“ダートのディープインパクト”の異名を持つ父カネヒ
キリ。昨夏デビューした初年度産駒も父同様にダートを
中心に頭角を現しているが、その特徴は逞しいばかりの
トモ。良質なダートホースには絶対に欠かせないポイン
トであり、本馬のトモも例外ではなさそうだ。
　パワータイプの予感は母系にも見られる。曽祖母ダジ
ルミージョリエをはじめ、米ダート重賞ウイナーが多数
輩出されており、さらに自身がダートで6勝し、ハッピー
スプリントなど産駒もダートで活躍しているアッミラーレ
の名前もある。スペシャリストとしての期待が膨らむ。

本馬のポイント

FAMILY母系

BROOD MARE SIRE母の父
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鹿 2007 メイクアスメリー *ダジルミージョリエ（9）

母アンダルシア（07 *アルカセット）５戦。産駒
スマートプラネット（12 牝 鹿 *ファルブラヴ）２勝，サフラン賞（芝1400

ｍ），アルテミスＳ-G3５着，�
祖母メイクアスメリー（94 Easy Goer）１勝。産駒
レストオブセール（牡 *エルハーブ）３勝，岩手�１勝
セレスコクオー（牡マンハッタンカフェ）２勝
アマクサハイヤ（牡 *ルールオブロー）障１勝，佐賀�２勝
サンエリシオ（牡 *エリシオ）入着，石川�６勝
クインズパール（牝 *サンダーガルチ）石川�２勝，熊本�２勝
フタバサクラ（牝サクラバクシンオー）南関東�２勝

曽祖母 *ダジルミージョリエ Dazzle Me Jolie（88 Carr de Naskra）米国
産，北米７勝，レア パーフュームＳ-G2，Some for All S，Blue Sparkler
S，Candy Eclair S，Dearly Precious S，エイコーンＳ-G1３着。産駒
マルブツエルハーブ：３勝，小名浜特別，障１勝，京都ハイジャンプ３着
アッミラーレ：６勝，欅Ｓ-OP，春待月Ｓ-OP，みちのくＳ，伊良湖特別，エ
ルムＳ-JPN3４着，根岸Ｓ-JPN3４着。種牡馬

プリストマジック：３勝，勝浦特別
エミリア：５勝
ケイアイカルディナ：１勝，東海�７勝，スプリント
ペリウィンクル：２戦，入着。産駒
アピールポイント：１戦，入着。産駒
ロングリバイバル：３勝，あずさ賞，�

四代母モーグリットMawgrit（78 Hoist the Flag）北米１勝。産駒
モーキシュMawkish：不出走。産駒
レアピック Rare Pick：北米３勝，フェアグラウンズオークス-G3

五代母スプリング サンシャイン Spring Sunshine（66 Nashua）北米４勝，
ゴールデンロッドＳ，ジャスミンＳ２着。産駒
ラッキー ソーン ソー Lucky So n’ So：北米５勝，ジュベナイルＳ-G3。

種牡馬
レイズ ア カップ Raise a Cup：北米４勝，トレモントＳ-G3。種牡馬

ＢＭＳ*アルカセットは米国産，英仏・中央６勝，サンクルー大賞典-G1，ジャ
パンＣ-G1，ジョッキークラブＳ-G2。主な産駒：スピークソフトリー（岡崎特
別，チューリップ賞-G3５着），ヒラボクビクトリー（逢坂山特別），アナバティ
ック（ライラック賞），セイエイ（春麗ジャンプＳ，東京ジャンプＳ３着）。母の父
としてスマートプラネット（サフラン賞，アルテミスＳ-G3５着）を送る

2015ノルマンディー３次 T0424‐65

2015‐02‐21 アンダルシア

ＢＴ・産駒型／産駒型台紙３６Ｌ／ブラックタイプ 2015.02.23 16.26.18 Page 2(1)

アンダルシア2013

牡・鹿
/

�
�
�
�

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

フジキセキ *ミルレーサー
カネヒキリ

�
�
Deputy Minister

栗 2002 *ライフアウトゼア Silver Valley

�
�
�

�
�
Kingmambo

*アルカセット *チェサプラナ
アンダルシア

�
�
Easy Goer

鹿 2007 メイクアスメリー *ダジルミージョリエ（9）

母アンダルシア（07 *アルカセット）５戦。産駒
スマートプラネット（12 牝 鹿 *ファルブラヴ）２勝，サフラン賞（芝1400

ｍ），アルテミスＳ-G3５着，�
祖母メイクアスメリー（94 Easy Goer）１勝。産駒
レストオブセール（牡 *エルハーブ）３勝，岩手�１勝
セレスコクオー（牡マンハッタンカフェ）２勝
アマクサハイヤ（牡 *ルールオブロー）障１勝，佐賀�２勝
サンエリシオ（牡 *エリシオ）入着，石川�６勝
クインズパール（牝 *サンダーガルチ）石川�２勝，熊本�２勝
フタバサクラ（牝サクラバクシンオー）南関東�２勝

曽祖母 *ダジルミージョリエ Dazzle Me Jolie（88 Carr de Naskra）米国
産，北米７勝，レア パーフュームＳ-G2，Some for All S，Blue Sparkler
S，Candy Eclair S，Dearly Precious S，エイコーンＳ-G1３着。産駒
マルブツエルハーブ：３勝，小名浜特別，障１勝，京都ハイジャンプ３着
アッミラーレ：６勝，欅Ｓ-OP，春待月Ｓ-OP，みちのくＳ，伊良湖特別，エ
ルムＳ-JPN3４着，根岸Ｓ-JPN3４着。種牡馬

プリストマジック：３勝，勝浦特別
エミリア：５勝
ケイアイカルディナ：１勝，東海�７勝，スプリント
ペリウィンクル：２戦，入着。産駒
アピールポイント：１戦，入着。産駒
ロングリバイバル：３勝，あずさ賞，�

四代母モーグリットMawgrit（78 Hoist the Flag）北米１勝。産駒
モーキシュMawkish：不出走。産駒
レアピック Rare Pick：北米３勝，フェアグラウンズオークス-G3

五代母スプリング サンシャイン Spring Sunshine（66 Nashua）北米４勝，
ゴールデンロッドＳ，ジャスミンＳ２着。産駒
ラッキー ソーン ソー Lucky So n’ So：北米５勝，ジュベナイルＳ-G3。

種牡馬
レイズ ア カップ Raise a Cup：北米４勝，トレモントＳ-G3。種牡馬

ＢＭＳ*アルカセットは米国産，英仏・中央６勝，サンクルー大賞典-G1，ジャ
パンＣ-G1，ジョッキークラブＳ-G2。主な産駒：スピークソフトリー（岡崎特
別，チューリップ賞-G3５着），ヒラボクビクトリー（逢坂山特別），アナバティ
ック（ライラック賞），セイエイ（春麗ジャンプＳ，東京ジャンプＳ３着）。母の父
としてスマートプラネット（サフラン賞，アルテミスＳ-G3５着）を送る

2015ノルマンディー３次 T0424‐65

2015‐02‐21 アンダルシア

ＢＴ・産駒型／産駒型台紙３６Ｌ／ブラックタイプ 2015.02.23 16.26.18 Page 2(1)

17
牡 馬 関東入厩予定募集口数 400口 総額 1,320万円 1口価格 33,000円


