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ポポチャン 17
父

SIRE

スクリーンヒーロー

Screen Hero 2004 年生 栗毛 千歳産

競走成績 23戦5勝
2008 JRA最優秀4歳以上牡馬
《主な活躍》
2007（3歳）
2着 ラジオNIKKEI賞-G3（福島 芝1800）
3着 セントライト記念-G2（中山 芝2200）
2008（4歳）
1着 ジャパンC-G1（東京 芝2400）
1着 アルゼンチン共和国杯-G2（東京 芝2500）
2009（5歳）
2着 天皇賞秋-G1（東京 芝2000）

母の父

BROODMARE SIRE

トウカイテイオー
競走成績

Tokai Teio 1988 年生 鹿毛 新冠産

12戦9勝
1991 JRA年度代表馬
1991 JRA最優秀3歳牡馬
1993 JRA特別賞
《主な勝鞍》
1991 皐月賞-G1（中山 芝2000）
1991 日本ダービー-G1（東京 芝2400）
1992 ジャパンC-G1（東京 芝2400）
1993 有馬記念-G1（中山 芝2500）

種牡馬成績

《主な産駒》
ヤマニンシュクル
2003 JRA最優秀2歳牝馬
トウカイポイント
2002 JRA最優秀父内国産馬
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種牡馬成績
《主な産駒》
モーリス
2015 JRA年度代表馬
トラスト
2016 NAR最優秀ターフ馬
ゴールドアクター
2015 有馬記念-G1（中山 芝2500）
ジェネラーレウーノ
2018 セントライト記念-G2（中山 芝2200）
グァンチャーレ
2015 シンザン記念-G3（京都 芝1600）
2019 洛陽S-L（京都 芝1600）
クリノガウディー
2018 朝日杯FS-G1 2着（阪神 芝1600）

母の父として
《主な活躍馬》
ブレイブスマッシュBrave Smash
2018 フュチュリティS-G1（豪州 芝1400）
2016 ファルコンS-G3 2着（中京 芝1400）
ヴィーヴァヴォドカ
2009 フラワーC-G3（中山 芝1800）
マイネルアトラクト
2012 シンザン記念-G3 2着（京都 芝1600）
ケントオー
2016 中京記念-G3 3着（中京 芝1600）
マイネルアウラート
2016 東京新聞杯-G3 3着（東京 芝1600）
オツウ
2016 福島牝馬S-G3 3着（福島 芝1800）

Popochan 17
母

系

FAMILY

母ポポチャン 不出走
ケントヒーロー 2勝
ケントオー 現役 5勝 中京記念-G3 3着 米子S 小倉日経OP 2着
洛陽S 3着 2回 六甲S 3着 新春S
ブライトエンプレス 石川11勝 兼六園ジュニアC
ポンポン 現役 1勝
ベストクィーン 現役 入着
祖母アトラクト 不出走
アトラクティヴ 1勝 岩手4勝
ノーザンコンダクト 3勝 ラジオたんぱ杯3歳S-G3 共同通信杯4歳
S-G3 2着 京都3歳S 3着 エリカ賞
イブキピンクレディ 2勝 有田特別
イブキコンテッサ 出走
フサイチサガントス 佐賀19勝 九州ダービー栄城賞 2着
モエレトレジャー 兵庫南関15勝 彩の国浦和記念-G2 川崎記念
-G1 5着 埼玉新聞杯 戸塚記念 しらさぎ賞
モエレフェニックス 2勝 佐賀熊本10勝 クローバー賞 九州王冠
栄冠賞 2着 はがくれ大賞典 3着 むらさき賞
コンセンチメント 1勝
モエレピンクレディ 北海兵庫2勝 エーデルワイス賞-Jpn3 3着
レディー 2勝 すずらん賞 2着
ナリタリュウセイ 1勝
ウインミッション 1勝
曾祖母アゼースAzeez 米1勝
エンペラーレクスEmperor Rex 米7勝 ソールシルバーマンH-G3 ラウ
ンドテイブルH-G3 スターズ＆ストライプスH-G2 2着 WLマクナ
イトH-G3 3着
オブラズトソヴィObraztsovy 米英10勝 サンフアンカピストラーノ
H-G1 ハードウィックS-G2 ジョッキークラブS-G3 セントサイモ
ンS-G3 サンルイスレイS-G1 2着 ベルリン大賞-G1 2着
ジーザZeeza 英入着 サーチャールズクロアメモリアルS 3着
リーガルミスLegal Miss 不出走
アメリカンジャスティスAmerican Justice 米5勝 プレミアー
ズH-G3 プレミアーズH-G3 2着
スルーパーシグナルSlew Per Signal 南アフリカ8勝 アルカンシエ
ルパドックS-G1 2着 ナタリアS-G2 3着
四代母ルドーファンLa Dauphine 不出走
ダシュアDashua 米出走
ドゥニアDunia 米入着
パワーフィリーPower Filly 南アフリカ4勝 ガーデンプロヴィ
ンスS-G1 2着 アルカンシエルパドックS-G1 3着
ファイアリーフレッドFier y Fred 南アフリカ7勝 デイリー
ニューズ2000-G1 ジョンスキーピングトロフィ-G2 2着
コルテザンCourtesan 不出走
パンチラインパティPunchline Patty 米7勝 メドーランズBCH-G3 3着

45

