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オンワードファニーの16
父 スウェプトオーヴァーボード　鹿毛　2016年3月26日生　生産 神島芳仁

　フォーティナイナーの2×3が施されていることも
あるでしょうが、よく発達した胸前や後躯の筋肉、腹
袋があり、コロンとした体型など、フォーティナイナ
ー系の特徴が随所に感じられます。父の代表産駒であ
るレッドファルクスのように、スピードとパワーを武
器に芝、ダート不問の活躍を見せてくれるのではない
でしょうか。また母系背景も優秀で、祖母オンワード
ノーブルは3歳春にフラワーCに優勝。2、3歳戦で活
躍できる母系背景であり、しかもトレーニングセール
出身馬でもありますので、仕上がりが早そうです。

本馬のポイント
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募集口数 400口 総額 1,000万円 1口価格 25,000円
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鹿 2001 オンワードノーブル オンワードナンシー（12）
*パルフェ系

母オンワードファニー（01 *フォーティナイナー）北海道�７勝。産駒
スターオブグレイス（10 牝 鹿ダンスインザダーク）東海�５勝
シャイニングメゴ（11 牝 鹿 サイレントディール）南関東�２勝
ファニー（12 牝 鹿タニノギムレット）南関東�１勝
サンアンカレッジ（14 牡 栗アッミラーレ）１勝，�

祖母オンワードノーブル（91 アンバーシャダイ）３勝，フラワーＣ-JPN3，芙蓉
Ｓ-OP，府中３歳Ｓ-OP２着，葉月Ｓ-OP２着，アイビーＳ-OP３着，ＢＳ
Ｎオープン-OP３着，３歳牝馬Ｓ�-JPN3４着，クイーンＣ-JPN3５着。産
駒
オンワードキャリー（牝 *マイニング）１勝
オンワードローレル（牡 サクラローレル）１勝

曽祖母オンワードナンシー（85 *ハードツービート）２勝，サフラン賞。産駒
オンワードロゼ：４勝，河北新報杯，印旛沼特別。産駒

オンワードラトゥル：障１勝，京都ハイジャンプ３着。産駒
オンワードデューク：障２勝，京都ハイジャンプ４着，阪神スプリ
ングジャンプ４着，京都ジャンプＳ４着

オンワードアイガー：３勝，韓国騎手招待，北関東�１勝
オンワードコーネル：２勝，荒川峡特別

四代母 *パルフェ Parfait（72 *ゼダーン）仏国産，仏２勝。産駒
オンワードギンガ：１勝，京成杯３歳Ｓ４着，函館３歳Ｓ５着

五代母パテ ブランシュ Patte Blanche（57 Sicambre）仏１勝，Prix de Thi-
berville。産駒
シーウルフ Sea Wolf：仏１勝，Prix Juigne-L３着，仏障７勝

六代母アルバ ノー Alba Nox（51 Coaraze）仏２勝，シェーヌ賞。産駒
ホワイトレイベル White Label：仏４勝，パリ大賞典，ジャン プラ賞，バ
ルブヴィル賞，カドラン賞２着，ベルトゥー賞２着。種牡馬

ホワイトペイパー White Paper：仏１勝，Prix Montenica。産駒
*カーホワイト Carwhite：仏４勝，イスパーン賞-G1，ダリュー賞-G2，

プランスドランジュ賞-G3，ユジェーヌアダム賞-G2２着，ドラー
ル賞-G2２着，アルクール賞-G2３着。種牡馬

ＢＭＳ*フォーティナイナーは米国産，米２歳牡馬チャンピオン，北米11勝，シ
ャンペンＳ-G1。北米チャンピオンサイアー。主な産駒：エディターズ ノート（ベ
ルモントＳ-G1）。母の父としてエポカドーロ（皐月賞-G1，ダービー-G1２着），
ハイ イールド（ホープフルＳ-G1），デア デヴィル（シャンペンＳ-G1），マス
メディア（フォアゴーＳ-G1），テイエムジンソク（東海Ｓ-G2）を出す
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