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Northern Dancer S5×S5×M5

マルカデスティニーの15
父 ショウナンカンプ　青鹿毛　2015年5月9日生　生産 岡田スタッド

　当クラブ所属で3勝を挙げ活躍中のディスティンダリ
アの全弟。また1歳上の半姉デスティニーソングは2歳
夏の小倉で初勝利を飾っており、母マルカデスティニー
は仔出しの良さから年々評価が高まっています。一方、
父ショウナンカンプは名種牡馬サクラバクシンオーの
後継として、卓越したスピード能力を産駒へと伝えて
おり、JRAで30頭以上の勝ち馬を輩出。ニュージーラ
ンドTに優勝し、G1の朝日杯FSでも2着に好走したシ
ョウナンアチーヴは、母の父がサンデーサイレンスとい
うことで、本馬と同じニックスが施されていました。

本馬のポイント
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鹿 1999 *ラミリテア Tanz（1）

母マルカデスティニー（99 *サンデーサイレンス）２戦。産駒
ファートゥム（04 騸 栗 エアジハード）１勝
メリトゥム（05 騸 芦 *スウェプトオーヴァーボード）入着，南関東�１勝，兵

庫�３勝，�
デステニーアロー（06 牝 黒鹿ウイングアロー）１勝，兵庫�３勝，�
メローペ（10 牝 黒鹿 *アルデバランⅡ）東海�１勝
ディスティンダリア（12 牝 鹿ショウナンカンプ）２勝，東海�１勝，�
デスティニーソング（14 牝 鹿メイショウボーラー）１勝，�

祖母 *ラミリテア La Militaire（93 General Holme）仏国産，仏２勝。産駒
サイレンスブランド（牝 *サンデーサイレンス）３勝，八甲田山特別
マルカジャガー（牡 Be My Guest）１勝
スズヨジハード（牡エアジハード）障１勝

曽祖母タンズ Tanz（88 Sadler’s Wells）英１勝。産駒
ムーン シスター Moon Sister：英２勝，John Musker Fillies S-L２着，
ダリアＳ-G3４着

タンジラ Tanzilla：英１勝，Masaka S-L２着，Cheshire Oaks-L３着
四代母ガル ヌーク Gull Nook（83 Mill Reef）英２勝，リブルスデイルＳ

-G2。産駒
*ペンタイア Pentire：英愛８勝，キングジョージ六世＆クイーン エリザベ

スＳ-G1，同２着，愛チャンピオンＳ-G1，キング エドワード七世Ｓ
-G2，グレイトヴォルティジュールＳ-G2，クラシックトライアル-G3，エ
クリプスＳ-G1３着，仏入着，フォワ賞-G3２着。種牡馬

スプリング Spring：英伊３勝，ローマヴェッキア賞-G3，ジョン ポーターＳ
-G3２着，セントサイモンＳ-G3２着，仏入着，ポモーヌ賞-G2２着

キティウェイク Kittiwake：英１勝，John Musker Fillies S-L２着。産駒
ケーニッヒスティーガー Konigstiger：独伊４勝，伊グランクリテリ
ウム-G1，ウニオーンレンネン-G2。種牡馬

カラヴェル Karavel：独２勝，ドイツ統一賞-G3，独オークス-G1２
着，ヴィンターケーニギン賞-G3３着

カラ Kalla：仏３勝，ミネルヴ賞-G2，Prix Melisande-L

ＢＭＳ*サンデーサイレンスは米国産，米年度代表馬，北米９勝，ケンタッキ
ーダービー-G1。本邦チャンピオンサイアー。本邦ＢＭＳチャンピオン。主な産
駒：ディープインパクト（年度代表馬・２回，三冠）。母の父としてドゥラメン
テ（ダービー-G1，皐月賞-G1），アドマイヤムーン（ジャパンＣ-G1），スクリー
ンヒーロー（ジャパンＣ-G1），ロゴタイプ（安田記念-G1）を出す
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牡 馬

関 西 入 厩
松下武士厩舎 予定

募集口数 400口 総額 1,360万円 1口価格 34,000円

一次募集

母系

母の父


