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ヴィクトワールの17
父 フリオーソ　鹿毛　2017年5月7日生　生産 賀張中川牧場

　バランスの取れた好馬体、四肢をスラッと長く見せ
る点など、容姿的には芝向きの印象。サンデーサイレ
ンス系である母の父アドマイヤベガの特徴が、よく出
ているように映ります。フリオーソ産駒といえば、昨秋
からオープン馬が続々登場し、現在評価が急上昇中。
本馬と同じ父フリオーソ×母の父サンデーサイレンス
系の配合からも、テルペリオン（仁川S）が出ていま
す。また父ロベルト系×母の父アドマイヤベガの配合
には、今年のヒヤシンスS2着馬ヴァイトブリックが存
在。父の実績、配合面から将来が楽しみな1頭です。
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黒鹿 2005 ラハンヌ *レンデュシエール（22）

母ヴィクトワール（05 アドマイヤベガ）南関東�８勝。産駒
コレット（13 牝 鹿 *アメリカンボス）南関東�１勝
ニシノレディー（14 牝 黒鹿リーチザクラウン）１勝，�
ダンツスピリット（16 牡 黒鹿リーチザクラウン）入着，�

祖母ラハンヌ（96 *デインヒル）南関東�９勝，トゥインクルレディー賞２着，リリ
ーＣ２着，ロジータ記念４着。産駒
アリューアレーヌ（牝ゴールドアリュール）南関東�９勝
マリアンヌカフェ（牝マンハッタンカフェ）南関東�１勝

曽祖母 *レンデュシエール Reine du Ciel（86 Kenmare）仏国産，仏１勝，オ
マール賞-G3２着，マルセルブサック賞-G1３着。産駒
オンブルドリュヌ Ombre de Lune：仏３勝，クロエ賞-G3４着。産駒
アンファンドリュヌ Enfant de Lune：仏２勝，Derby de l'Ouest-L３

着，英障４勝
ルナットーリLunattori：仏入着。産駒
ビラボン Billabong：モロッコ９勝，仏２勝，Prix Lord Sey-

mour-L，ルー賞-G3３着，伊入着，ミラノ大賞典-G1２着
四代母スケルダ Skelda（68 La Varende）仏２歳牝馬チャンピオン，仏４勝，
コンデ賞，ポモーヌ賞-G3，ヴァントー賞-G3２着。産駒
ソレイユ ノワール Soleil Noir：仏３勝，パリ大賞典-G1，エスペランス賞

-G3，英入着，英セントレジャー-G1２着。種牡馬
ジューヌ ルー Jeune Loup：仏５勝，Prix de Reux-L，ドーヴィル大賞典

-G2２着，ヴィシー大賞典-G3２着
フェリー ボーリアル Feerie Boreale：仏１勝，オマール賞-G3２着，マル

セルブサック賞-G1３着。産駒
メアオーフィーズ Mare Aux Fees：仏１勝。ジュークボックス ジュ

アリー Jukebox Jury（オイロパ賞-G1，愛セントレジャー-G1），
*ベルアリュールⅡ Belle Allure（アシーニアＳ-G3）の母，ア
ドマイヤリード（ヴィクトリアマイル-G1）の祖母

アフィランドラ Aphilandra：仏１勝，Prix Belle de Nuit-L２着。産駒
ハイランドラ Hylandra：仏５勝，Prix des Sablonnets-L

ＢＭＳアドマイヤベガ は早来産，４勝，ダービー-JPN1，京都新聞杯-JPN2。
主な産駒：キストゥヘヴン（桜花賞-JPN1），ブルーメンブラット（マイルチャン
ピオンシップ-G1）。母の父としてニホンピロアワーズ（ジャパンＣダート-G1），
タガノアザガル（ファルコンＳ-G3），ボンデイジャー（ＳＡＪＣロードリーム
ズＳ-G3，ＶＲＣヴィクトリアダービー-G1２着）を出す
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