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Halo S4×M4,  Raise a Native S5×M5

サマーロコガールの17
父 ロージズインメイ　芦毛　2017年3月21日生　生産 岡田スタッド

　五代母から脈々と継承されてきた芦毛の馬体に象徴
されるように、母サマーロコガールや祖母でオープン
馬のマンデームスメによく似ています。この母系の特
徴としては、まずスピード。祖母は1200ｍで6勝、母
は1400ｍ以下で9勝、そして、全姉ハニーロコガール
も1400ｍで7勝を獲得しています。また総じて丈夫で
コンスタントに走る馬主孝行タイプが多く、本馬もそう
なる可能性が高いと思われます。父ロージズインメイ
×母の父ミスタープロスペクター系に活躍馬が多いこ
とから、配合的にも楽しみな部分が少なくありません。
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募集口数 400口 総額 960万円 1口価格 24,000円

三次募集
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キングカメハメハ *マンファス
サマーロコガール
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*サンデーサイレンス

芦 2007 マンデームスメ タイムスリップ（1）
*クリスゲリー系

母サマーロコガール（07 キングカメハメハ）入着，東海�11勝。産駒
ハニーロコガール（14 牝 芦 *ロージズインメイ）兵庫�７勝，�
プリティロコガール（15 牝 芦 *タートルボウル）東海�３勝，�

祖母マンデームスメ（99 *サンデーサイレンス）６勝，北九州短距離Ｓ-OP，京
洛Ｓ，佐世保Ｓ，西日本スポーツ杯，有田特別。産駒
マイネルアンファン（牡 *アイルハヴアナザー）３勝，わらび賞，北海道�

入着，北海道２歳優駿-JPN3４着，�
ガッテンムスメ（牝 *タイキシャトル）１勝
コスモヒドラ（牡 *コンデュイット）１勝
コスモフリップ（牝 *アイルハヴアナザー）入着，南関東�２勝

曽祖母タイムスリップ（92 *ブライアンズタイム）東海�５勝。産駒
ディアビリーヴ：２勝，大津特別，南関東�１勝
テーマミュージック：東海�25勝，名古屋記念２着，スプリント２着，尾張名

古屋杯２着，秋桜賞３着，石川�１勝，イヌワシ賞，読売レディス杯
３着，白山大賞典-JPN3５着，兵庫�入着，兵庫クイーンＣ３着

ダンツケンタゴー：兵庫�１勝
ショウズイ：入着，東海�２勝
トーセンブライダル：南関東�入着。産駒

トーセンノーブル：北海道�２勝，南関東�２勝，中央１勝
四代母クリスシルバー（82 マルゼンスキー）３勝，初雛賞，忘れな草賞-OP３

着，若草賞-OP３着，東海�１勝。産駒
グランプリクン：南関東�６勝，ニューイヤーＣ，埼玉新聞杯，金盃，スー
パーダートダービ-JPN2２着，東京王冠賞２着，全日本３歳優駿３
着，ゴールドＣ３着，東京ダービー４着，羽田杯５着，青雲賞５着

五代母 *クリスゲリー Chrisgerry（69 Sovereign Path）英国産，愛１勝。産駒
セイウンツービート：１勝

六代母フィーヴァル Feeval（62 Alcide）愛２勝，Paddy's Sister S３着，パー
クヒルＳ４着。産駒
ラディアント ボーイ Radiant Boy：愛・北米７勝，Fitzwilliam S-L，バリ
モスＳ-G2２着，愛セントレジャー-G1４着。種牡馬

ＢＭＳキングカメハメハは早来産，最優秀３歳牡馬，７勝，ダービー-JPN1，
ＮＨＫマイルＣ-JPN1。チャンピオンサイアー。主な産駒：ドゥラメンテ（ダービ
ー-G1）。母の父としてワグネリアン（ダービー-G1），ブラストワンピース（有
馬記念-G1），モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1），ステイフーリッシュ
（京都新聞杯-G2），デニムアンドルビー（フローラＳ-G2）を出す
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