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タッソーニー 17
父

SIRE

ルーラーシップ

Rulership 2007 年生 鹿毛 安平産

競走成績 20戦8勝
《主な活躍》
2010（3歳）
1着 鳴尾尾記-G3（阪神 芝1800）
1着 プリンシパルS（東京 芝2000）
2011（4歳）
1着 日経新春杯-G2（京都 芝2400）
1着 金鯱賞-G2（京都 芝2000）
2012（5歳）
1着 Qエリザベスニ世C-G1（香港 芝2000）
1着 AJCC-G2（中山 芝2200）
2着 宝塚記念-G1（阪神 芝2200）
3着 天皇賞秋-G1（東京 芝2000）
3着 ジャパンC-G1（東京 芝2400）
3着 有馬記念-G1（中山 芝2500）
母の父

BROODMARE SIRE

テンビー
競走成績

Tenby 1990 年生 鹿毛 英国産
10戦5勝

《主な勝鞍》
1992 仏グランクリテリヨム-G1（仏国 芝1600）
1993 ダンテS-G2（英国 芝10.5F）

種牡馬成績

《主な産駒》
フジノテンビー
2000 デイリー杯3歳S-G2（京都 芝1600）
2001 ユニコーンS-G3 2着（東京 D1600）
ストロベリーフィールズ Strawberry Fields
1998 グイドベラルデリ賞-G2（伊国 芝1800）
1999 ダウミエル賞（伊国 芝1600）
サンツェッペリン
2007 京成杯-Jpn3（中山 芝2000）
2007 皐月賞-Jpn1 2着（中山 芝2000）
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種牡馬成績
2016 JRA新種牡馬ランキング1位
《主な産駒》
キセキ
2017 菊花賞-G1（京都 芝3000）
ダンビュライト
2019 京都記念-G2（京都 芝2200）
テトラドラクマ
2018 クイーンC-G3（東京 芝1600）
サンリヴァル
2018 皐月賞-G1 2着（中山 芝2000）
リリーノーブル
2018 オークス-G1 2着（東京 芝2400）
ウラヌスチャーム
2019 中山牝馬S-G3 2着（中山 芝1800）

母の父として
《主な活躍馬》
ローレルゲレイロ
2009 JRA最優秀短距離馬
ベアフットレディ Barefoot Lady
2012 カナディアンS-G2（加国 芝1800）
2011 ネルグウィンS-G3（英国 芝7F）
ラインシュナイダー
2017 サマーチャンピオン-Jpn3（佐賀 D1400）
リキサンマックス
2011 きさらぎ賞-G3 2着（京都 芝1800）
アメージングムーン
2012 ファンタジーS-G3 3着（京都 芝1400）
ローレルブレット
2012 プリンシパルS 2着（東京 芝2000）

Tassoni 17
母

系

FAMILY

母タッソーニー 2勝
ローレルブレット 4勝 プリンシパルS 2着 汐留特別 千両賞
テルス 高知13勝
ゼトス 現役 兵庫7勝
カフジビーナス 1勝
ウィンドライジズ 現役 3勝
レユシット 1勝
祖母プリヴィレッジ 出走
シャコーブラザーズ 2勝 北関3勝
曾祖母シユアンス 入着
リアルブライトン 3勝 東海1勝 くろゆり賞 2着 香椎特別
スロクルージュ 2勝
リンガスエリート 4勝 関越S 2着 麒麟山特別 猪苗代特別
ディナースペシャル 3勝 江戸川特別 両津湾特別
セクシーディナー 南関6勝 TCK女王盃-G3 2着 ファーストレ
ディー賞 ロジータ記念 リリーC 2着
リヴァーレ 3勝 秋華賞-G1 5着 三面川特別
ゼセル 現役 1勝
リンガスロバリー 3勝
ゼンノコーラル 6勝 千葉S ジャニュアリーS
ウインカーディナル 5勝 銀蹄S
ローレルレガリス 3勝
シャコーグレイド 3勝 皐月賞-G1 2着 アルゼンチン共和国杯-G2 2
着 京都新聞杯-G2 2着 AJCC-G2 2着 新潟大賞典-G3 2着
日経賞-G2 3着 2回 新潟大賞典-G3 3着 金杯-G3 3着 菊花
賞-G1 5着 東スポ杯 葉牡丹賞
クインモール 入着
クインアロー 1勝 障害1勝 石川2勝
テンジンショウグン 6勝 障害2勝 日経賞-G2 日経賞-G2 3着 メト
ロポリタンS 2着 オクトーバーS 早春賞 日本海S 早春賞
ソワールムーン 入着
パワーラン 2勝
ムーヴスター 1勝 佐賀16勝
スチュードベーカー 3勝 障害2勝
シュアンスビュート 入着
ケイアイコンジン 1勝
ビレッジスマイル 1勝
四代母スタームーン 出走
ブラツクスキー 種牡馬 7勝 新潟記念-G3 福島記念-G3 皐月賞-G1
4着 マーチS 福島民報杯 ひいらぎ賞 福島3歳S
ロイヤルクロス 入着
イエロードリーム 1勝 岩手新潟北関11勝 佐賀記念-G3 3着
ヤワラブライト 不出走
ドングラシアス 1勝 障害3勝 小倉サマージャンプ-JG3
ウインクルセイド 2勝 スプリングS-G2 2着 葉牡丹賞
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