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ウエスタンデンコーの16
父 ヘニーヒューズ　鹿毛　2016年3月16日生　生産 ウエスタンファーム

　5月の北海道トレーニングセールでは、小気味よい
フットワークを披露したほか、軽く気合をつけただけ
で併走馬を突き放す圧巻の走りでした。仕上がりの早
さを武器に、2歳戦から活躍するヘニーヒューズ産駒
らしさが感じられます。セールでの走りからダートは
もちろんのこと、いとこに芝短距離路線で活躍したウ
エスタンダンサー、ウエスタンビーナス、近親にニュ
ージーランドTの優勝馬ジョーストリクトリ、フェア
リーSの優勝馬アポロティアラなどがいる母系背景を
考慮すれば、芝でもスピード能力が活きるでしょう。

本馬のポイント

FAMILY

BROOD MARE SIRE

44
牝 馬

関 東 入 厩
矢野英一厩舎 予定

募集口数 400口 総額 1,080万円 1口価格 27,000円

四次募集

母系

母の父
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鹿 1998 *ミュージカルラーク Sparkalark（9）

母ウエスタンデンコー（98 *ジェネラス）３勝，東海�１勝。産駒
ウエスタンジェミー（08 牝 鹿 ゼンノロブロイ）北海道・広島・高知�10勝
ウエスタンレベッカ（10 牝 鹿 ゼンノロブロイ）４勝，ゴールデンブーツトロ
フィー（芝2000ｍ），愛知杯-G3５着，障１勝

祖母 *ミュージカルラーク Musical Lark（83 Cure the Blues）愛国産，北
米３勝，メイトロンＳ-G1，スピナウェイＳ-G1２着，アスタリタＳ-G2２着，
スカイラヴィルＳ-G3２着，フリゼットＳ-G1４着。産駒
ウエスタンシャープ（牝 *サンデーサイレンス）２勝，フェアリーＳ-JPN3３

着。産駒
ウエスタンビーナス（牝 *ボストンハーバー）６勝，春雷Ｓ-OP，同２

着，バーデンバーデンＣ-OP，ＵＨＢ杯-OP，同２着，韓国馬事
会杯，函館日刊スポーツ杯，フェアリーＳ-JPN3２着，福島民友
Ｃ-OP３着，京洛Ｓ-OP３着，ＣＢＣ賞-G3４着，京阪杯-G3４
着，アイビスサマーダッシュ-G3４着，ファルコンＳ-JPN3４着

ウエスタンクィーン（牝 *エルコンドルパサー）４勝，秋川特別。産駒
ウエスタンラムール（牡 *クロフネ）４勝，尾頭橋特別，�

ウエスタンメジャー（牡 *ダンシングブレーヴ）３勝，勝浦特別，八重
桜賞。種牡馬

マイネルマエストロ（牡 *ブライアンズタイム）２勝，エリカ賞，京成杯
-G3５着

ローマンコーラス Roman Chorus（騸 General Assembly）北米11勝，
ベストターンＳ-G3３着

ウエスタンローズ（牝 *オペラハウス）不出走。産駒
ウエスタンダンサー（牝 *デヒア）６勝，京阪杯-G3，桂川Ｓ，仲秋

特別，京洛Ｓ-OP２着
曽祖母スパーカラーク Sparkalark（70 Cornish Prince）北米２勝，ソロリティ
Ｓ，スカイラヴィルＳ２着。スパークオブ ライフ Spark of Life（レイディ
ーズＨ-G1），アルトビーズ Hartebeest（グロット賞-G3）の母，*フラッシ
ュオブスティール Flash of Steel（愛2000ギニー-G1），ファイア オブ
ライフ Fire of Life（ローマ賞-G1）の祖母

ＢＭＳ*ジェネラスは愛国産，英愛６勝，英ダービー-G1，愛ダービー-G1。主
な産駒：*ミスティックリップス（独オークス-G1），カテラ（Ｅ.Ｌ.Ｅ.ポカル エ
ルドガス賞-G1）。母の父としてゴーラン（英2000ギニー-G1），プロポーショナ
ル（マルセルブサック賞-G1），ナーレイン（オペラ賞-G1），ブラックムーン
（京都金杯-G3），ガルボ（東京新聞杯-G3）を出す
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Northern Dancer S5×M5


