3

アルボランシー 17
父

SIRE

ヘニーヒューズ

Henny Hughes 2003 年生 栗毛 米国産

競走成績 10戦6勝
《主な活躍》
2005（2歳）
1着 サラトガスペシャルS-G2（米国 D6F）
2着 BCジュヴェナイル-G1（米国 D8.5F）
2着 ホープフルS-G1（米国 D7F）
2着 シャンペインS-G1（米国 D8F）
2006（3歳）
1着 キングズビショップS-G1（米国 D7F）
1着 ヴォスバーグS-G1（米国 D6F）
1着 ジャージーショアS-G3（米国 D6F）

母の父

BROODMARE SIRE

ロックオブジブラルタル

Rock of Gibraltar 1999 年生 鹿毛 愛国産

競走成績

母の父として

種牡馬成績

《主な活躍馬》
ミッキーアイル
2016 JRA最優秀短距離馬
ジェネラーレウーノ
2018 セントライト記念-G2（中山 芝2200）
2018 京成杯-G3（中山 芝2000）
ダノンチェイサー
2019 きさらぎ賞-G3（京都 芝1800）
グレイル
2017 京都2歳S-G3（京都 芝2000）
ロジチャリス
2017 ダービー卿チャレンジT-G3（中山 芝1600）
グッドスカイ
2017 新潟ジャンプS-JG3（新潟 芝3250）

13戦10勝
2002 欧州年度代表馬
2002 欧州最優秀3歳牡馬
《主な勝鞍》
2002 英2000ギニー-G1（英国 芝8F）
2002 愛2000ギニー-G1（愛国 芝8F）
2002 ムーランドロンシャン賞-G1（仏国 芝1600）
《主な産駒》
プリンスジブラルタル Prince Gibraltar
2015 バーデン大賞-G1（独国 芝2400）
サミター
2012 愛1000ギニー-G1（愛国 芝8F）
エイシンオスマン
2011 ニュージーランドT-G2（阪神 芝1600）
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種牡馬成績
《主な産駒》
ビホルダーBeholder
2012・2013 米最優秀2歳牝馬・3歳牝馬
2015〜2016 米最優秀4歳以上牝馬
アジアエクスプレス
2013 JRA最優秀2歳牡馬
モーニン
2016 フェブラリーS-G1（東京 D1600）
ドンフォルティス
2017 北海道2歳優駿-Jpn3（門別 D1800）
オーヴァルエース
2019 ヒヤシンスS-L（東京 D1600）
プロミストリープ
2018 浦和桜花賞（浦和 D1600）

Alboran Sea 17
母

系

FAMILY

母アルボランシー 1勝
ローブドール 現役
祖母フィーユドゥレーヴ 2勝 函館2歳S-G3 フィリーズレビュー-G2 3着
ローレルベオウルフ 佐賀8勝
オソレイユ 3勝
曾祖母ランフォザドリーム 5勝 朝日チャレンジC-G3 マーメイドS-G3 エ
リザベス女王杯-G1 2着 中山牝馬S-G3 2着 京都牝馬特別-G3 2着
フジキドリーム 南関5勝
ヤマノランボー 1勝
オウケンサクラ 3勝 フラワーC-G3 桜花賞-G1 2着 こぶし賞
プラーナ 現役
ヤマノウィザード 現役 2勝 高知9勝 青葉賞-G2 3着 梅花賞
デナリ 2勝
ケアリイカイ 高知5勝
四代母ミルフォードスルー 3勝 シンザン記念-G3 函館3歳S-G3 京都牝馬
特別-G3 2着 阪神3歳S-G1 3着 サンスポ4歳牝馬特別-G2 3着
ローレルマロン 1勝
ロードナイト 2勝
五代母スピードキヨフジ 南関7勝
メロウマダング 南関3勝
ロジータ 南関三冠馬 南関10勝 川崎記念 東京大賞典 東京王冠賞
ニューイヤーカップ 東京ダービー 羽田盃 浦和桜花賞 京浜杯
シスターソノ 2勝 エルフィンS 2着 もちの木賞
イブキコマンダー 3勝 フリージア賞
レギュラーメンバー 種牡馬 3勝 岩手南関3勝 JBCクラ
シック-G1 川崎記念-G1 ダービーGP-G1
オースミサンデー 2勝 弥生賞-G2 2着
イブキガバメント 8勝 鳴尾記念-G3 朝日チャレンジC-G3
カネツフルーヴ 種牡馬 6勝 南関東海4勝 帝王賞-G1 川崎
記念-G1 オグリキャップ記念-G2 ダイオライト記念-G2
JBCクラシック-G1 3着 フェブラリーS-G1 4着
エルフィン 1勝
ビバサムシング 2勝 すずらん賞 2着 礼文特別
エネスク 現役 4勝 北海道2歳優駿-Jpn3 3着 下総S
プラタナス賞
アクイレジア 3勝 ジャパンDダービー-G1 2着 関東オークス
-G3 2着 端午S
パイオニアシーザー 現役 1勝 南関1勝
イズミバード 1勝
メイプルキング 3勝 日野特別
リヴィエールジータ 1勝
ヤマノボンディール 2勝
ゴーストノート 1勝
ネコワシ 現役 3勝 チバテレ杯
オースミイレブン 5勝 甲南S
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