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アドマイヤカグラ 17
父

SIRE

アドマイヤムーン

Admire Moon 2003 年生 鹿毛

早来産

競走成績 17戦10勝
2007 JRA年度代表馬
2007 JRA最優秀4歳以上牡馬
《主な活躍》
2005（2歳）
1着 札幌2歳S-G3（札幌 芝1800）
2006（3歳）
1着 弥生賞-G2（中山 芝2000）
1着 札幌記念-G2（札幌 芝2000）
2着 香港C-G1（香港 芝2000）
3着 天皇賞秋-G1（東京 芝2000）
2007（4歳）
1着 ドバイDフリー-G1（アラブ 芝1777）
1着 宝塚記念-G1（阪神 芝2200）
1着 ジャパンC-G1（東京 芝2400）

ⓒDarley

母の父

BROODMARE SIRE

スペシャルウィーク

Special Week

1995 年生

黒鹿毛

門別産

競走成績

母の父として

種牡馬成績

《主な活躍馬》
リオンディーズ
2007 JRA最優秀2歳牡馬
ディアドラ
2017 秋華賞-G1（京都 芝2000）
2018 クイーンS-G3（札幌 芝1800）
クラリティスカイ
2015 NHKマイルC-G1（東京 芝1600）
エピファネイア
2014 ジャパンC-G1（東京 芝2400）
ヴェルデグリーン
2014 AJCC-G2（中山 芝2200）
サンライズソア
2018 平安S-G3（京都 D1900）

17戦10勝
1999 JRA特別賞
《主な勝鞍》
1998 日本ダービー-G1（東京 芝2400）
1999 天皇賞春-G1（京都 芝3200）
1999 天皇賞秋-G1（東京 芝2000）
1999 ジャパンC-G1（東京 芝2400）
《主な産駒》
ブエナビスタ
2010 JRA年度代表馬
シーザリオ
2005 JRA最優秀3歳牝馬
トーホウジャッカル
2014 菊花賞-G1（京都 芝3000）
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種牡馬成績
《主な産駒》
ファインニードル
2018 高松宮記念-G1（中京 芝1200）
2017 セントウルS-G2（阪神 芝1200）
セイウンコウセイ
2017 高松宮記念-G1（中京 芝1200）
ムーンクエイク
2018 京王杯スプリングC-G2（東京 芝1400）
ハクサンムーン
2013 セントウルS-G2（阪神 芝1200）
ブラックムーン
2018 京都金杯-G3（京都 芝1600）
ワンスインナムーン
2017 スプリンターズS-G1 3着（中山 芝1200）

Admire Kagura 17
母

系

FAMILY

母アドマイヤカグラ 入着
アドマイヤナイト 現役 4勝 千葉日報杯 別府特別
キングラディウス 現役 3勝
ストームフレイバー 現役 南関入着
祖母シーズライクリオ 米2勝 ラッキーラヴェンダーガールH 3着
シーサイドリトリートSeaside Retreat 米加7勝 ニジンスキーS-G2
スカイクラシックS-G2 2着 レインズエンドS-G2 2着 ヴァージ
ニアダービー-G2 2着 ノーザンダンサーターフS-G1 3着
ショウナンカルメン 出走
ショウナンサニー 現役 1勝
サダムグランジュテ 5勝 初日の出S 鶴見特別
サルトアトランテ 現役 入着
リオグランデ 1勝
ステラストリーム 1勝
カルナヴァレスコ 1勝
曾祖母リーディングライムLeading Rhyme 不出走
クレヴァーライムClever Rhyme 米9勝
キルケーCirce 米6勝
四代母ゲイソネットGay Sonnet 米2勝
スペシャルチャームSpecial Charm 米3勝
カサレリアCassaleria 種牡馬 米5勝 エルカミノレアルS-G2 ロ
ングエイカーズダービー-G3 シルヴァースクリーンH-G2 2着
スワップスS-G1 3着 サンフェリペH-G2 3着
チャーミングローリCharming Rori 伊4勝 ファウスタ賞 2着
スウィーテストチャントSweetest Chant 米12勝 オーキッドH-G2
アーリントンメイトロンH-G2 スワニーリヴァーH-G3 2着 ラプレ
ヴォワイヤントH-G3 2着 フォールズシティH-G3 2着
ダンジグズビューティDanzig's Beauty 米3勝 ガーデニアS-G2
エイコーンS-G1 2着
ディストーテッドヒューモアDistorted Humor 種牡馬 米8勝
チャーチルダウンズH-G2 コモンウェルスBCS-G2 アクア
クH-G3 サルヴェイターマイル-G3 ジェロームH-G2 2着
ファイエットS-G2 2着 シガーマイル-G1 3着
ダンシングガルチDancing Gulch 米豪8勝 ターフウェイパー
クH-G2 3着 ショッカーTH
スウィーテストエンプレスSweetest Empress 米1勝
プレイスマートPlay Smart 米3勝 ジャイプールH-G3 3着
ミスインポータンスMiss Importance 米4勝 シーウエイS 2着
リジューLisieux 米4勝
ローブLaoub アラブ1勝
バノックB a n n o c k 現役 英3勝 リッチモンドS-G2 2着
ジュライS-G2 3着 ロッキンガムS
ネヴァーリトリートNever Retreat 米加11勝 ファーストレイディ
S-G1 カナディアンS-G2 ダンススマートリーS-G2 ジェニー
ワイリーS-G2 ハニーフォクスS-G3
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