
母系
*ダンカーク
 2006　芦

 エレガンテココ
 2008　青

 Unbridled's Song

 Secret Status

*ブラックホーク

 エイシンサイレンス

 Unbridled

 Trolley Song

 A.P. Indy

 Private Status

 Nureyev

*シルバーレーン

*サンデーサイレンス

*コンキスタドアブルー
Mr. Prospector S5×M5

エレガンテココの18
父 ダンカーク　芦毛　2018年4月21日生　生産 岡田スタッド

　父ダンカークは米リーディングサイアーのアンブラ
イドルズソングと、ケンタッキーオークス馬のシーク
レットステータスとの間に生まれた超良血馬。2013
年の米新種牡馬チャンピオンに輝くなど、アメリカや
南米でG1馬を輩出しており、日本でも葉牡丹賞をレコ
ード勝ちし、京成杯でも1番人気に推されたシークレ
ットランなどを送り出しています。本馬は芦毛の容姿
が示す通り、父似の印象。しかし、馬体の作りに重苦
しさはなく、軽やかな動きから、ダートだけでなく、
芝にも適性を示しそうな雰囲気を醸し出しています。
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募集口数 400口 総額 1,160万円 1口価格 29,000円
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青 2008 エイシンサイレンス *コンキスタドアブルー（3）

母エレガンテココ（08 *ブラックホーク）南関東�２勝，中央１勝。産駒
クロスロード（16 牝 栗トーセンジョーダン）東海�１勝，�
チェスナットホーク（17 牡 栗 *アイルハヴアナザー）未出走

祖母エイシンサイレンス（96 *サンデーサイレンス）１戦。産駒
エイシンサンバレー（牝 *エイシンワシントン）２勝，マリーゴールド賞-OP

２着，ダリア賞-OP３着，南関東�入着，関東オークス-JPN3３着。産
駒
エーシンユリシーズ（牡 *サウスヴィグラス）１勝，兵庫�７勝，園田
ユースＣ，兵庫ジュニアグランプリ-JPN2３着，東海�１勝，スプ
リングＣ，佐賀�３勝，池田湖賞，カンナ賞

ノーブルサイレンス（牝 *マイネルラヴ）１勝，高知�３勝，�
テイエムプレストン（牡 *エイシンプレストン）１勝
エイシンテンドー（牡 *エリシオ）入着，東海・高知・岩手�11勝
エイシンシギサン（牡 *ロドリゴデトリアーノ）北関東�５勝，佐賀�１勝

曽祖母 *コンキスタドアブルー Conquistador Blue（84 Conquistador Cielo）
米国産，不出走。産駒
アジンコート Agincourt：北米４勝，フューチュリティＳ-G1，ドゥワイアＳ

-G2，ペガサスＨ-G1３着，レクシントンＳ-G2３着，キングズビショッ
プＳ-G2３着。種牡馬

スクラッピング Scrapping：北米入着。産駒
ファイティング スピーディFighting Speedy：北米６勝，Union Ave-

nue S３着，Broadway H３着
エレガンテチカElegante Chica：北米８勝。産駒

スムーズ アンド サヴィ Smooth and Savvy：北米５勝，Santana
Mile H-L３着

四代母ノー ブルーズ No Blues（73 Nashua）北米入着。産駒
ラッドサンディLad Sandy：不出走。産駒

スコッツ ダンサー Scott's Dancer：北米８勝，Witch's Brew S３着
五代母ロイヤル エントランス Royal Entrance（65 Tim Tam）北米７勝。ダヴ
ォナ デイル Davona Dale（ＣＣＡオークス-G1）の母

ＢＭＳ*ブラックホークは英国産，９勝，安田記念-JPN1，スプリンターズＳ
-JPN1，スワンＳ-JPN2。主な産駒：チェレブリタ（京都牝馬Ｓ-G3），クーヴェ
ルチュール（キーンランドＣ-JPN3），ナニハトモアレ（アンタレスＳ-G3２着）。
母の父としてラッキー ハスラー（ＭＲＣトゥーラクＳ-G1，ＭＶＲＣウィリアム
リードＳ-G1），アガラス（東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3２着）を出す
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