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ミンナノアイドル 17
父

SIRE

ゴールドアリュール

Gold Allure 1999 年生 栗毛 追分産

競走成績 16戦8勝
2002 JRA最優秀ダートホース
2002 NARグランプリ特別表彰馬
2002 Dグレード競走最優秀馬
《主な活躍》
2002（3歳）
1着 ジャパンDダービー-G1（大井 D2000）
1着 東京大賞典-G1（大井 D2000）
1着 ダービーGP-G1（盛岡 D2000）
1着 端午S（京都 D1800）
2003（4歳）
1着 フェブラリーS-G1（中山 D1800）
1着 アンタレスS-G3（京都 D1800）

母の父

BROODMARE SIRE

オグリキャップ

Oguri Cap 1985 年生 芦毛 三石産

競走成績

32戦22勝
1988 JRA最優秀3歳牡馬
1990 JRA年度代表馬
1990 JRA最優秀4歳以上牡馬
《主な勝鞍》
1988・1990 有馬記念-G1（中山 芝2500）
1989 マイルチャンピオンS-G1（京都 芝1600）
1990 安田記念-G1（東京 芝1600）

種牡馬成績

《主な産駒》
アラマサキャップ
1995 クイーンS-G3 2着（中山 芝2000）
オグリワン
1994 小倉2歳S-G3 2着（小倉 芝1200）
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種牡馬成績
2014・2016〜2018 総合ダート種牡馬ランキング1位
《主な産駒》
ゴールドドリーム
2017 JRA最優秀ダートホース
コパノリッキー
2015 JRA最優秀ダートホース
エスポワールシチー
2009〜2010 JRA最優秀ダートホース
グレイスフルリープ
2018 JBCスプリント-Jpn1（京都 D1200）
ララベル
2017 JBCLクラシック-Jpn1（大井 D1800）
サンライズノヴァ
2018 武蔵野S-G3（東京 D1600）

母の父として
《主な活躍馬》
ストリートキャップ
2014 芙蓉S 3着（新潟 芝1800）
2016 3歳以上500万下（新潟 芝1800）
ギンケイ
2009 手稲山特別（札幌 芝1500）
シティボス
2009 伏拝特別（福島 芝1200）
トッケンショウブ
2007 刈谷特別（中京 芝1200）
フジローレル
2003 二本松特別（福島 芝1800）
タヤスルビー
2001 浦和桜花賞 3着（浦和 D1600）

Minnano Idol 17
母

系

FAMILY

母ミンナノアイドル 出走
ストリートキャップ 3勝 芙蓉S 3着
祖母グレイスクイン 不出走
ヤマジュンシャトー 南関3勝
ティプシーラス 東海2勝
プラグレス 南関3勝
曾祖母ミミートウショウ 2勝
パステルグレイ 1勝
タイガーブライト 南関2勝
ゼンノビャッコ 南関3勝
タイガーフリーク 南関5勝
四代母フアストブルー 不出走
グリーントウシヨウ 出走
サンバトウショウ 出走
レオショウグン 4勝 八海山特別 千葉TV杯
トウショウジゴロ 1勝 尖閣湾特別
マダムビオーレ 3勝 八坂特別
ジョウヨーファスト 2勝 芦ノ湖特別
ブルーバタフライ 不出走
セントアニメ 2勝
ブルーボックスボウ 1勝
ザトゥルーエアー 3勝 東海2勝 名古屋日刊スポ杯 鳥栖特別
フロンテアクイーン 現役 3勝 中山牝馬S-G3 クイーンS-G3
2着 中山牝馬S-G3 2着 ターコイズS-G3 2着 福島牝
馬S-G3 2着 クイーンC-G3 2着 府中牝馬S-G2 3着
五代母ブルートウシヨウ 5勝
ピユアートウシヨウ 出走
トウショウユードラ 4勝 悠久山特別 舞子特別
グロリアトウショウ 4勝 淀短距離S 伊吹山特別 岩谷特別
トウシヨウレオ 種牡馬 6勝 小倉大賞典-G3 2回 京阪杯-G3 中京
記念-G3 函館3歳S-G3 2着 きさらぎ賞-G3 2着 金杯-G3 2着
サンケイ大阪杯-G2 3着 金杯-G3 3着
トウショウゼウス 4勝 八ヶ岳特別 オホーツクH 両津湾特別
デイジートウシヨウ 1勝
トウショウエクセル 5勝 晩春S 飯坂特別
ニーストウシヨウ 出走
スカイゴーラン 3勝 岩手5勝 背振山特別
トウショウトカチ 4勝 北海H
トウショウライデン 4勝 高知12勝 佐渡S かきつばた賞 寺泊特別
六代母ソシアルバターフライ 米2勝
トウシヨウピツト 種牡馬 9勝 中山記念 関屋記念 クモハタ記念
ソシアルトウシヨウ 2勝 オークス 2着 アルメリア賞
トウシヨウボーイ 年度代表馬 最優秀3歳牡馬 種牡馬 10勝 有馬記
念 皐月賞 宝塚記念 京都新聞杯 神戸新聞杯 日本ダービー 2着
札幌記念 2着 菊花賞 3着
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