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マイディアソングの18
父 ディスクリートキャット　鹿毛　2018年4月29日生　生産 いとう牧場

　祖母フィールドソングはダート1400ｍ以下で3勝、
叔母ビウイッチアスは芝1400ｍ以下で3勝、そして母
マイディアソングはディープインパクト産駒ながらダ
ート1200ｍ以下で3勝と、非常にスプリント色の濃い
母系背景です。さらにスピードとパワーを兼備したデ
ィスクリートキャットを父に迎えたことで、より速さ
が強調されたと言えるでしょう。現に馬体は首が短く
て太く、馬体もコンパクトで短距離向きの体型。パン
と張った後躯の推進力を武器に、芝だけでなく、ダー
トでもスピードや先行力を十分発揮すると思われます。

FAMILY

BROOD MARE SIRE

関 西 入 厩
新規開業厩舎 予定

募集口数 400口 総額 1,280万円 1口価格 32,000円
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青鹿 2008 *フィールドソング A Kiss for Luck（3）

母マイディアソング（08 ディープインパクト）３勝。産駒
ティーアウリイ（15 牝 黒鹿 ルーラーシップ）岩手�４勝，�
ディザイアソング（16 牝 鹿 *ハービンジャー）１勝，�
アメージングラン（17 牡 鹿 *ヘニーヒューズ）入着，�

祖母 *フィールドソング（92 Gulch）米国産，３勝，室蘭特別，さざんか賞。産駒
ビウイッチアス（牝ダイワメジャー）３勝，バーデンバーデンＣ-L，カンナ

Ｓ-OP，フィリーズレビュー-G2２着，福島２歳Ｓ-OP２着，ＵＨＢ賞
-L３着，クリスマスローズＳ-OP３着，セントウルＳ-G2５着

フィールドバースト（牡ナリタブライアン）３勝
ナムラウィッシュ（牝 *シンボリクリスエス）１勝，東海�１勝
フィールドガイア（牝ジェニュイン）１勝
フィールドブラスト（牡 *ウォーニング）１勝
フィールドマーチ（牡 *カリズマティック）１勝

曽祖母ア キス フォー ラック A Kiss for Luck（79 Reflected Glory）北米
８勝，ヴァニティＨ-G1，アノアキアＳ-G3，オークリーフＳ-G1２着，マス
キットＳ-G1２着，ミレイディＨ-G2２着。産駒
*ゴールデンチェリー：５勝，ウェルカムＳ，越後Ｓ，岩手・東海�２勝，クラ

スターＣ-JPN3，北海道�入着，北海道スプリントＣ-JPN3３着
キスフォーシックス Kiss for Six：北米２勝，テンプティドＳ-G3４着。ア

ルファベットキシズ Alphabet Kisses（ラブレアＳ-G1）の母
*シンコウエンジェル：２勝。クィーンズバーン（阪神牝馬Ｓ-G2），ワイルド

ソルジャー（名古屋グランプリ-JPN2），ダノンカモン（名古屋大賞
典-JPN3，南部杯-JPN1２着）の母，ウキヨノカゼ（キーンランドＣ
-G3，福島牝馬Ｓ-G3，クイーンＣ-G3）の祖母

キッシン マイフレンズ Kissin My Friends：北米２勝。キッシン マイ ラ
ヴ Kissin My Love（カルロスカンピーニョ賞-G2），アモーレ ミオ
Amore Mio（Premio Armada de Chile-L）の母

ダッチェスキス Duchess Kiss：北米１勝。アズ ユー ライク As You
Like（Premio del Piazzale-L，ヴィトリオ ディカプア賞-G1３着）の
母

ＢＭＳディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠，ジャパン
Ｃ-G1。チャンピオンサイアー（７回）。主な産駒：ジェンティルドンナ（年度代
表馬２回，ジャパンＣ-G1），ロジャーバローズ（ダービー-G1）。母の父として
キセキ（菊花賞-G1），ファンタジスト（京王杯２歳Ｓ-G2），ラストドラフト
（京成杯-G3），ハッピーアワー（ファルコンＳ-G3）を出す
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青鹿 2008 *フィールドソング A Kiss for Luck（3）

母マイディアソング（08 ディープインパクト）３勝。産駒
ティーアウリイ（15 牝 黒鹿 ルーラーシップ）岩手�４勝，�
ディザイアソング（16 牝 鹿 *ハービンジャー）１勝，�
アメージングラン（17 牡 鹿 *ヘニーヒューズ）入着，�

祖母 *フィールドソング（92 Gulch）米国産，３勝，室蘭特別，さざんか賞。産駒
ビウイッチアス（牝ダイワメジャー）３勝，バーデンバーデンＣ-L，カンナ

Ｓ-OP，フィリーズレビュー-G2２着，福島２歳Ｓ-OP２着，ＵＨＢ賞
-L３着，クリスマスローズＳ-OP３着，セントウルＳ-G2５着

フィールドバースト（牡ナリタブライアン）３勝
ナムラウィッシュ（牝 *シンボリクリスエス）１勝，東海�１勝
フィールドガイア（牝ジェニュイン）１勝
フィールドブラスト（牡 *ウォーニング）１勝
フィールドマーチ（牡 *カリズマティック）１勝

曽祖母ア キス フォー ラック A Kiss for Luck（79 Reflected Glory）北米
８勝，ヴァニティＨ-G1，アノアキアＳ-G3，オークリーフＳ-G1２着，マス
キットＳ-G1２着，ミレイディＨ-G2２着。産駒
*ゴールデンチェリー：５勝，ウェルカムＳ，越後Ｓ，岩手・東海�２勝，クラ

スターＣ-JPN3，北海道�入着，北海道スプリントＣ-JPN3３着
キスフォーシックス Kiss for Six：北米２勝，テンプティドＳ-G3４着。ア

ルファベットキシズ Alphabet Kisses（ラブレアＳ-G1）の母
*シンコウエンジェル：２勝。クィーンズバーン（阪神牝馬Ｓ-G2），ワイルド

ソルジャー（名古屋グランプリ-JPN2），ダノンカモン（名古屋大賞
典-JPN3，南部杯-JPN1２着）の母，ウキヨノカゼ（キーンランドＣ
-G3，福島牝馬Ｓ-G3，クイーンＣ-G3）の祖母

キッシン マイフレンズ Kissin My Friends：北米２勝。キッシン マイ ラ
ヴ Kissin My Love（カルロスカンピーニョ賞-G2），アモーレ ミオ
Amore Mio（Premio Armada de Chile-L）の母

ダッチェスキス Duchess Kiss：北米１勝。アズ ユー ライク As You
Like（Premio del Piazzale-L，ヴィトリオ ディカプア賞-G1３着）の
母

ＢＭＳディープインパクトは早来産，年度代表馬（２回），12勝，三冠，ジャパン
Ｃ-G1。チャンピオンサイアー（７回）。主な産駒：ジェンティルドンナ（年度代
表馬２回，ジャパンＣ-G1），ロジャーバローズ（ダービー-G1）。母の父として
キセキ（菊花賞-G1），ファンタジスト（京王杯２歳Ｓ-G2），ラストドラフト
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