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一次募集

父 ディープブリランテ 栗毛

募集口数

牝馬

400 口

2017年5月3日生

総額

960 万円

関 西 入 厩
河内洋厩舎 予定

生産 木村秀則

1口価格

24 , 000 円
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母系

� ディープインパクト � *ウインドインハーヘア
�
ディープブリ
ランテ
�
� Loup Sauvage
鹿 2009 � *ラヴアンドバブルズ

�
�
�

� *バブルドリーム

ニュー アプローチ

� Galileo

� New Approach
� Park Express
�
ニューコローラ
� Monsun
鹿 2012 � *モンスーンウェディング

� Hyabella
（13）

FAMILY

母ニューコローラ
（12 New Approach）
１戦。
本馬が初仔
祖母 *モンスーンウェディング Monsoon Wedding
（ 04 Monsun）
英国産，
英
１勝。
産駒
ベンスーン Bensoon
（ 騸 Refuse to Bend）
愛２勝，
サニー Sunny の名
でシンガポール４勝，
マレーシア３勝
シルクトレイン Silk Train
（牝 Rail Link）
英１勝
ライオネルカズマ
（牡 キングカメハメハ）
２勝，
�
曽祖母ハイアベラ Hyabella
（ 88 Shirley Heights）
英３勝，
Ben Marshall S
-L，
Atalanta S-L。
産駒
ポエト Poet：愛４勝，
キルターナンＳ-G3，
Ruby S-L，
ソロナウェーＳ-G3
２着，
Trigo S-L２着，
デズモンドＳ-G3３着，
英３勝，
ローズ オブ
ランカスターＳ-G3，
Doonside Cup S-L，
Steventon S-L，
セント サイ
モンＳ-G3２着，
ゴードン リチャーズＳ-G3２着，
ブリガディア ジェラ
ードＳ-G3２着，
セレクトＳ-G3３着，
ジョン ポーターＳ-G3３着，
独
入着，
ヘッセン ポカル-G3３着，
英障１勝
ホッ
トハイファー Hothaifah：仏２勝，
エクリプス賞-G3２着，
クリテリウムド
メゾンラフィ
ッ
ト-G2４着
ハイパースペクトラ Hyperspectra：英１勝。
産駒
フランス France：愛２勝，
テトラークＳ-G3，
愛2000ギニー-G1２着，
2018‐09‐18
愛インタナショナルＳ-G2 ３着，
仏・北米入着，仏2000ギニー
-G1４着，
セクレタリアトＳ-G1４着。
種牡馬
メディア ハイプ Media Hype：英５勝，
Wild Flower S-L，
スウェーデ
ン入着，
ストックホルムＣ国際-G3３着
ヒッピー ヒッピー シェイク Hippy Hippy Shake：英３勝，
Lyric S-L，
Upavon S-L２着
スペクトラル スター Spectral Star：英１勝。
シロッコ スター Shirocco Star（英オークス-G1２着，
愛オークス-G1２着）
の母
産駒
ヴェンチュラ ハイウェイ Ventura Highway：不出走。
アレッサンドロ ヴォルタ Alessandro Volta：愛英２勝，
英ダービー
トライアルＳ-G3，
Eyrefield S-L，
愛ダービー-G1４着
ＢＭＳニュー アプローチ New Approach は愛国産，
全欧２・３歳牡馬チャ
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母ニューコローラ
（12 New Approach）
１戦。
本馬が初仔
祖母 *モンスーンウェディング Monsoon Wedding
（ 04 Monsun）
英国産，
英
１勝。
産駒
ベンスーン Bensoon
（ 騸 Refuse to Bend）
愛２勝，
サニー Sunny の名
でシンガポール４勝，
マレーシア３勝
シルクトレイン Silk Train
（牝 Rail Link）
英１勝
ライオネルカズマ
（牡 キングカメハメハ）
２勝，
�
曽祖母ハイアベラ Hyabella
（ 88 Shirley Heights）
英３勝，
Ben Marshall S
-L，
Atalanta S-L。
産駒
ポエト Poet：愛４勝，
キルターナンＳ-G3，
Ruby S-L，
ソロナウェーＳ-G3
２着，
Trigo S-L２着，
デズモンドＳ-G3３着，
英３勝，
ローズ オブ
ランカスターＳ-G3，
Doonside Cup S-L，
Steventon S-L，
セント サイ
モンＳ-G3２着，
ゴードン リチャーズＳ-G3２着，
ブリガディア ジェラ
ードＳ-G3２着，
セレクトＳ-G3３着，
ジョン ポーターＳ-G3３着，
独
入着，
ヘッセン ポカル-G3３着，
英障１勝
ホットハイファー Hothaifah：仏２勝，
エクリプス賞-G3２着，
クリテリウムド
*サンデーサイレンス
メゾンラフィ
ッ
ト-G2４着
ディープインパクト
*ウインドインハーヘア
ハイパースペク
トラ Hyperspectra：英１勝。
産駒
ディ
ープブリランテ
フランス France：愛２勝，
テトラークＳ-G3，
愛2000ギニー-G1２着，
Loup Sauvage
2009 鹿 愛インタナショナルＳ-G2 ３着，仏・北米入着，
仏2000ギニー
*ラヴアンドバブルズ
-G1４着，
セクレタリアトＳ-G1４着。
種牡馬 *バブルドリーム
メディア ハイプ Media Hype：英５勝，
Wild Flower
S-L，
スウェーデ
Galileo
ン入着，
ストックホルムＣ国際-G3３着
New Approach
Park Express
ニューコローラ
ヒッピー ヒッピー シェイク Hippy Hippy Shake：英３勝，
Lyric S-L，
Monsun
2012 鹿 Upavon S-L２着
スペクトラル スター *モンスーン
Spectral Star
：英１勝。
ウェデ
ィング シロッコ スター ShiHyabella の母
rocco Star（英オークス-G1２着，
愛オークス-G1２着）
産駒 Miswaki S5×M5
ヴェンチュラ ハイウェイ Ventura Highway：不出走。
アレッサンドロ ヴォルタ Alessandro Volta：愛英２勝，
英ダービー
トライアルＳ-G3，
Eyrefield S-L，
愛ダービー-G1４着

母の父

BROOD MARE SIRE

ＢＭＳニュー アプローチ New Approach は愛国産，
全欧２・３歳牡馬チャ
ンピオン，
愛英８勝，
英ダービー-G1，
愛チャンピオンＳ-G1 ，
チャンピオンＳ
-G1。
主な産駒：マサー
（英ダービー-G1）
，
ドーン アプローチ
（英2000ギニー
-G1）
，
タレント
（英オークス-G1）
，
メイズ ドリーム
（ＳＡＪＣオーストラレイシ
アン オークス-G1）
，
*ベストアプローチ
（青葉賞-G2２着）

本馬のポイント
栄光の日本ダービー馬である父ディープブリランテ
は現在種牡馬として活躍中。G3のラジオNIKKEI賞、
中山金杯を優勝したセダブリランテスなど、産駒は主
に芝で勝利を挙げています。一方、母ニューコローラ
は名門・藤沢和雄厩舎に所属した素質馬。その父である
ニューアプローチは全欧2・3歳牡馬チャンピオンにも
輝いた英ダービー馬であり、父としても英ダービー馬
マサーを輩出した欧州の一流サイアーです。以上のよ
うな血統背景、バランスの良い馬体の作りなどを考え
ると、やはり芝向きのタイプと考えていいでしょう。

ニューコロ

