5

コンフォータブル 17
父

SIRE

ヴィクトワールピサ

Victoire Pisa 2007 年生 黒鹿毛 千歳産

競走成績 15戦8勝
2010 JRA最優秀3歳牡馬
2011 JRA最優秀4歳以上牡馬
《主な活躍》
2009（2歳）
1着 ラジオNIKKEI杯2歳S-Jpn3（阪神 芝2000）
2010（3歳）
1着 皐月賞-G1（中山 芝2000）
1着 有馬記念-G1（中山 芝2500）
1着 弥生賞-G2（中山 芝2000）
3着 日本ダービー-G1（東京 芝2400）
3着 ジャパンC-G1（東京 芝2400）
2011（4歳）
1着 ドバイワールドC-G1（アラブ AW2000）
1着 中山記念-G2（中山 芝1800）
母の父

BROODMARE SIRE

ザール

Xaar 1995 年生 黒鹿毛 英国産

競走成績

11戦5勝
1997 欧州最優秀2歳牡馬
《主な勝鞍》
1997 デューハーストS-G1（英国 芝7F）
1997 サラマンドル賞-G1（仏国 芝1400）
1998 クレイヴァンS-G3（英国 芝8F）

種牡馬成績

《主な産駒》
エクステンション Xtension
2011〜2012 チャンピオンズM-G1（香港 芝1600）
2009 ヴィンテージS-G2（英国 芝7F）
エーシーデューシー Acey Ducey
2008 ATCファーラップS-G2（豪州 芝1500）
ロイヤルパワー Royal Power
2006 独2000ギニー-G2（独国 芝1600）
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種牡馬成績
2015 JRA新種牡馬ランキング1位
《主な産駒》
ジュエラー
2016 桜花賞-G1（阪神 芝1600）
ミッシングリンク
2018 TCK女王盃-Jpn3（大井 D1800）
ウォーリングステイツWarring States
2017 バヴァーリアンC-G3（独国 芝2000）
マイネルフラップ
2019 シンザン記念-G3 2着（京都 芝1600）
ブレイキングドーン
2019 弥生賞-G2 3着（中山 芝2000）
エールヴォア
2019 フラワーC-G3 2着（中山 芝1800）

母の父として
《主な活躍馬》
ヤンキーローズ Yankee Rose
2016 サイアーズプロデュースS-G1（豪州 芝1400）
2016 スプリングチャンピオンS-G1（豪州 芝2000）
エクセレンスⅡ XcellenceⅡ
2014 アンプリュダンス賞-G3（仏国 芝1400）
2014 仏1000ギニー-G1 3着（仏国 1600）
2014 仏オークス-G1 3着（仏国 2100）
ハギノアップロード
2018 コスモス賞 3着（札幌 芝1800）
エイシンライアン
2014 リボン賞（阪神 D1400）
スペランツァデーア
2016 西海賞 2着（小倉 芝2000）

Comfortable 17
母

系

FAMILY

母コンフォータブル 入着
祖母ローズホーラー 2勝
タイガーホーラー 2勝 障害1勝
フジノテンビー 1勝 南関東海12勝 デイリー杯3歳S-G2 ユニコーン
S-G3 2着 報知オールスターC ゴールドジュニア 兼六園ジュニア
C 秋風ジュニア
ウイングオブタイム 1勝
ローレルメモワール 東海4勝
エレガンスローズ 岩手4勝
ダイリンウィーク 佐賀南関11勝 九州ジュニアCh 九州ダービー栄
城賞 2着 飛燕賞 2着
エレガンスヘイロー 現役 南関2勝
ホッコーイェーガー 1勝
ローレルイニシオ 北海南関9勝
リュウノヘイロー 現役 南関6勝
ツウローゼズ 3勝
曾祖母ミステイローズ 出走
コイジョウ 入着
プリンセスジョー 不出走
クロユリジョウ 3勝 清滝特別 ガーベラ賞
ポリッシュジョー 1勝 障害1勝
フブキジョウ 2勝
シュンカジョウ 3勝
ヤマトツバキ 1勝
四代母サクラタニマサ 不出走
サクラソフイア 5勝 信濃川特別 秩父特別
サクラソフテイー 不出走
カンセイクィーン 東海15勝
カンセイグローバル 東海8勝 駿蹄賞 ライデンリーダー記念
兼六園ジュニアC 3着
レジェンドハンター NAR2歳最優秀馬 2勝 石川東海24勝 デイ
リー杯3歳S-G2 全日本サラブレッドC-G3 朝日杯3歳S-G1 2
着 兵庫ゴールドT-G3 3着 かきつばた記念-G3 3着 黒船賞
-G3 3着 TV愛知OP 東海桜花賞 兼六園ジュニアC
メガマンジュデン 2勝
ワタリスペシャル 山形南関4勝 2歳優駿若駒賞 3着
ローレルハンバーバ 1勝 障害2勝
ローレンサクラ 2勝 石川8勝 本宮特別
タケハナホープ 石川2勝
タケハナオペラ 5勝 カブトヤマ記念-G3 2着 大阪城S 2着 す
みれS 3着 ゴールデンホイップT 但馬S
ディーエスメイドン 北海南関4勝 関東オークス-G3 2着 東京プ
リンセス賞
メイプルリンカーン 1勝
ヒミノオペラ 1勝
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