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サマーロコガールの18
父 アイルハヴアナザー　芦毛　2018年4月3日生　生産 岡田スタッド

　当クラブ所属の全兄ボーイズオブサマーなど、アイ
ルハヴアナザー産駒は父似に出る傾向が強いですが、
本馬は芦毛の馬体から分かるように、母系の特徴が良
く出ています。祖母マンデームスメは芝1200ｍで全6
勝を獲得、母サマーロコガールは800～1600ｍで地方
11勝。どちらも短距離戦で実績を残したスピードタイ
プでした。馬体もコンパクトにまとまったスプリンタ
ー体型で、すでによく発達したトモの筋肉は爆発的な
スピードの源になりそうです。おそらく1200ｍ戦を中
心に、芝・ダート不問の活躍を見せてくれるでしょう。

FAMILY

BROOD MARE SIRE

関 東 入 厩
伊藤圭三厩舎 予定

募集口数 400口 総額 800万円 1口価格 20,000円
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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�９勝，�
プリティロコガール（15 牝 芦 *タートルボウル）東海�４勝，�
ボーイズオブサマー（16 牡 栗 *アイルハヴアナザー）１勝，�
バンクオブクラウズ（17 牡 芦 *ロージズインメイ）未出走

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

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），インディチャンプ（安田記念-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）を出す
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