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モンプティクール 17
父

SIRE

オルフェーヴル

Orfevre 2008 年生 栗毛 白老産

競走成績 21戦12勝
2011 JRA年度代表馬
2011 JRA最優秀3歳牡馬
2012〜2013 JRA最優秀4歳以上牡馬
2015 JRA顕彰馬
《主な活躍》
2011（3歳）
1着 皐月賞-G1（東京 芝2000）
1着 日本ダービー-G1（東京 芝2400）
1着 菊花賞-G1（京都 芝3000）
1着 有馬記念-G1（中山 芝2500）
2012（4歳）
1着 宝塚記念-G1（阪神 芝2200）
2013（5歳）
1着 有馬記念-G1（中山 芝2500）
母の父

BROODMARE SIRE

クロフネ

Kurofune 1998 年生

競走成績

10戦6勝
2001 JRA最優秀ダートホース
2001 Dグレード競走最優秀馬
《主な勝鞍》
2001 ジャパンCダート-G1（東京 D2100）R
2001 NHKマイルC-G1（東京 芝1600）
2001 武蔵野S-G3（東京 D1600）R
2001 毎日杯-G3（阪神 芝2000）

種牡馬成績

2009〜2010 JRAダート種牡馬ランキング1位
《主な産駒》
カレンチャン
2012 JRA最優秀4歳以上牝馬
スリープレスナイト
2008 JRA最優秀短距離馬
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種牡馬成績
《主な活躍馬》
ラッキーライラック
2017 JRA最優秀2歳牝馬
2017 阪神JF-G1（阪神 芝1600）
2018 チューリップ賞-G2（阪神 芝1600）
2017 アルテミスS-G3（東京 芝1600）
2018 桜花賞-G1 2着（阪神 芝1600）
2018 オークス-G1 3着（東京 芝2400）
エポカドーロ
2018 皐月賞-G1（中山 芝2000）
2018 日本ダービー-G1 2着（東京 芝2400）
2018 スプリングS-G2 2着（中山 芝1800）
ロックディスタウン
2017 札幌2歳S-G3（札幌 芝1800）

芦毛

米国産

母の父として
《主な活躍馬》
シャイニングレイ
2014 ホープフルS-G2（中山 芝1600）
2017 CBC賞-G3（中京 芝1200）
カラフルデイズ
2011 関東オークス-Jpn2（川崎 D2100）
カワキタエンカ
2018 中山牝馬S-G3（中山 芝1800）
メドウラーク
2018 七夕賞-G3（福島 芝2000）
アドマイヤミヤビ
2017 クイーンC-G3（東京 芝1600）
リリーノーブル
2018 オークス-G1 2着（東京 芝2400）
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母

系

FAMILY

母モンプティクール 3勝
ヴレクール 2勝
ブランシェクール 現役 4勝 TCK女王杯-Jpn3 2着 成田特別
ノーヴァレンダ 現役
祖母ゲートドクール 仏2勝
ココパシオン 仏4勝 シェーヌ賞-G3 ドルメーロ賞-G3 3着
パシオンノーブル 3勝 柏崎特別
セクシーココナッツ 1勝
ラルティスタ 3勝 雷光特別
パシオンルージュ 3勝 閃光特別
プレノタート 3勝 フィリーズレビュー-G2 3着 若戸大橋特別
ザラストロ 2勝 新潟2歳S-G3
ココナッツパンチ 1勝 目黒記念-Jpn2 2着 弥生賞-Jpn2 2着
リトルオードリー 3勝 報知4歳牝馬特別-G2 オークス-G1 3着 紅梅賞
ポポラス 出走
シャッセロール 3勝 祇園特別
ラディウス 現役 3勝 逢坂山特別
リュバンドール 2勝
バイモユリ 1勝
ボンセルヴィーソ 現役 1勝 デイリー杯2歳S-G2 2着 ファ
ルコンS-G3 2着 NHKマイルC-G1 3着 朝日杯フュー
チュリティS-G1 3着 ニュージーランドT-G2 3着
ディアマンブルー 1勝
ファイヤーロック 4勝 松戸特別
曾祖母ゲイアパレルGay Apparel 米3勝
ボールドアパレルBold Apparel 伊仏4勝 ウンブリア賞-G2 プティク
ヴェール賞-G3 サンフィールマン賞 2着
バシリアBasilea 仏入着
ポンタヴェンPont-Aven 仏3勝 サンジョルジュ賞-G3 仏1000ギ
ニー-G1 2着 プティクヴェール賞-G3 2着
サントマリネSainte Marine 仏5勝 グロシェーヌ賞-G2 グロ
シェーヌ賞-G2 サンジョルジュ賞-G3
ヨスルアルガルードJosr Algarhoud 種牡馬 英仏3勝 ジムク
ラックS-G2 ポルトマイヨ賞-G3 ビーズウィングS-G3
パンポレーズPaimpolaise 仏入着
シェイクスピアリアンSha k e sp e a r e a n 愛英5勝 ハンガー
フォードS-G2 ソラリオS-G3 スーパーラティヴS-G2 3着
ゲイルウォーニングGale Warning 仏1勝
ペンヌガルPennegale 仏入着
リリーオブザヴァレー 仏7勝 オペラ賞-G1 ノネット賞-G3
ムブタヒージMubtaahij 現役 米アラブ4勝 オーサムアゲイン
S-G1 UAEダービー-G2 ドバイワールドC-G1 2着
モーラズゲストMaura's Guest 不出走
レインボウフォオールRainbows for All 愛2勝 デビュターントS-G3
コンテグリマルディConte Grimaldi 伊9勝 オメノーニ賞-G3
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