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クイーンナイサーの17
父 トーセンホマレボシ　青鹿毛　2017年3月25日生　生産 タイヘイ牧場

　当クラブの所属馬である半兄ブラックジェイドは、
今年3月の中京で500万下、熊野特別を連勝するなど、
持ち前の先行力を武器に活躍。13戦して6着以下が僅
かに1回という抜群の安定感を誇っています。本馬は父
がトーセンホマレボシに代わりましたが、曽祖父サン
デーサイレンスを彷彿させる美しい漆黒の馬体、伸びの
あるしなやかなシルエットなど、素質馬であることは
一目瞭然。祖父ディープインパクトや、愛1000ギニー
馬である祖母ナイサーからは卓越したスピード能力を
受け継いでいそうで、兄以上の活躍を期待しています。
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鹿 2004 *ナイサー Everything Nice（3）

母クイーンナイサー（04 *フォーティナイナー）入着。産駒
ダークナイサー（09 牡 黒鹿ダンスインザダーク）１勝
カフジナイサー（13 牡 黒鹿 *ワイルドラッシュ）２勝，�
ブラックジェイド（14 牡 黒鹿スペシャルウィーク）３勝，熊野特別（芝2200

ｍ），�
アスタードラゴン（16 牡 栗スペシャルウィーク）未出走

祖母 *ナイサー Nicer（90 Pennine Walk）愛国産，英愛３勝，愛1000ギニー
-G1，コロネーションＳ-G1４着，伊入着，ヴィトリオディカプア賞-G1３着。
産駒
デメテル Demeter（牝 Diesis）英入着。産駒
ピュラー Pyrrha（牝 Pyrus）英４勝，チャートウェル フィリーズＳ

-G3，同３着，オークトゥリーＳ-G3３着
シャブリChablis（牝 Kingmambo）英入着。産駒
ピノグリージョPinot Grigio（騸 O'Reilly）ＮＺ１勝，ＷＲＣウェリン
トン ブリーダーズ ギニー-G2２着，ＡｖＪＣエイヴァンデイル
ギニー-G2２着，ＨＢＪＣホークスベイギニー-G2３着

クイーンシャシャQueen Cha Cha（牝 High Chaparral）不出走。ス
アヴィト Suavito（牝 Thorn Park：ＭＲＣフューチュリティＳ
-G1），スルタン オブ スイング Sultan of Swing（騸 Bachelor
Duke：ＡＲＣダーレー プレート-G3３着），チリー シャ シャ
Chilly Cha Cha（牝 Mastercraftsman：ＡＴＣエイドリアンノッ
クスＳ-G3３着）の母

ウーマンインホワイトWoman in White（牝 Daylami）英入着。産駒
スペクター Specter（騸 Nadeem）豪３勝，VRC Henry Bucks

Best Dressed S-L，ＭＲＣコーフィールド ギニー プレリュード
-G3３着，ＭＲＣコーフィールドギニー-G1４着

曽祖母エヴリシング ナイス Everything Nice（73 Sovereign Path）英・北
米７勝，チェリーヒントンＳ-G3，ムシドラＳ-G3。パッシング セイル
Passing Sale（ジョッキークラブ大賞典-G1），キーンランド ゴールド
Keeneland Gold（ＡＣＳＡベネフィットＨ-G3）の祖母

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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