3

ダンシングロイヤル 19
父

SIRE

モーリス

Maurice

2011 年生

鹿毛

門別産

競走成績

18戦11勝
2015 JRA年度代表馬
2015 JRA最優秀短距離馬
2016 JRA特別賞
《主な活躍》
2015（4歳）
1着 安田記念-G1（東京 芝1600）
1着 マイルチャンピオンS-G1（京都 芝1600）
1着 香港マイル-G1（香港 芝1600）
1着 ダービー卿ChT-G3（中山 芝1600）
2016（5歳）
1着 チャンピオンズマイル-G1（香港 芝1600）
1着 天皇賞秋-G1（東京 芝2000）
1着 香港C-G1（香港 芝1600）
2着 安田記念-G1（東京 芝1600）

母の父

BROODMARE SIRE

サクラバクシンオー

Sakura Bakushin O

競走成績 21戦11勝
1994 JRA最優秀スプリンター
《主な勝鞍》
1993 スプリンターズS-G1（中山 芝1200）
1994 スプリンターズS-G1（中山 芝1200）R
種牡馬成績

《主な産駒》
グランプリボス
2010 JRA最優秀2歳牡馬
2010 朝日杯FS-G1（中山 芝1600）
2011 NHKマイルC-G1（東京 芝1600）
ビッグアーサー
2016 高松宮記念-G1（中京 芝1200）
ショウナンカンプ
2002 高松宮記念-G1（中京 芝1200）
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種牡馬成績
2017年から種牡馬供用
初年度産駒は2020年デビュー
《プロフィール》
日本、香港でG1競走を6勝。新馬戦をレコード
で快勝し、2歳時は3戦2勝。3歳時は未勝利も、
4歳時には6戦全勝でJRA年度代表馬に選出。
《主な産駒》
カイザーノヴァ
2020 クローバー賞（札幌 芝1500）
2020 函館2歳S-G3 5着（函館 芝1200）
ストゥーティ
2020 2歳新馬（新潟 芝1600）
ルドヴィクス
2020 2歳新馬（新潟 芝1800）

1989 年生

鹿毛

早来産

母の父として
《主な活躍馬》
キタサンブラック
2016〜2017 JRA年度代表馬
2016〜2017 JRA最優秀4歳以上牡馬
キタサンミカヅキ
2018 NAR年度代表馬
モンドキャンノ
2016 京王杯2歳S-G2（東京 芝1400）
ハクサンムーン
2013 セントウルS-G2（阪神 芝1200）
ビアンフェ
2019 函館2歳S-G3（函館 芝1200）
クレイジーアクセル
2019 クイーン賞-Jpn3（船橋 D1800）

Dancing Royal 19
母

系

FAMILY

母ダンシングロイヤル 2勝 黒松賞
ワンネス 1勝
ヴァルムチェーナ 現役 1勝
祖母デビルインマインド 2勝
トニーポケット 現役 3勝 障害1勝 石川兵庫5勝 北國王冠
メイショウハート 現役 1勝 高知3勝
曾祖母シーキングロイヤル 1勝
ゴーオンマイウェイ 3勝
ジョイフルスマイル 1勝 函館2歳S-Jpn3 2着
スマイルフォース 現役 2勝 石川7勝
アドマイヤランディ 5勝 堺S 愛宕特別
リヴァイアサン 2勝 ニセコ特別
ロイヤルインパクト 4勝 白鳥大橋特別
ジンギ 現役 兵庫10勝 摂津盃 菊水賞 園田ユースC
ステーキ 1勝
曾祖母カヌードリングCanoodling 米5勝
トーヨーデヘア 2勝 岩手5勝 NHKマイルC-G1 2着 エプソムC-G3
2着 ダービー卿ChT-G3 3着 ジュニアC 菖蒲S 2着 OROC
ケイアイサクラ 米6勝 オーデュボンオークス
四代母インスタントシンInstant Sin 米1勝
メナージュアトロワMenage a Trois 米6勝
スリーフライツアップThree Flights 米3勝
レイジースルサンLazy Slusan 米12勝 ミレイディH-G1
ミスギビングスMisgivings 米8勝 クリサンシマムH-G3 フリゼット
S-G1 2着 アディロンダックS-G3 3着 ラムチョップH
アットリスク 英2勝 ロックフェルS-G3
イブキドルフィン 4勝 障害1勝 大分1勝 日南特別
ラッシュパッドLush Pad 不出走
ウェルパッデドWell Padded 米3勝
キングオブザヒープKing of the Heap 米4勝 マリブS-G1
ニンブルフォリーNimble Folly 不出走
コントルダンスContredance 米8勝 アーリントンワシントンラッ
シーS-G1 アディロンダックS-G2 メイトロンS-G1 3着
ホッコービューティ 3勝 阪神牝馬特別-G2 3着 フラワー
C-G3 2着 シンザン記念-G3 2着 中山牝馬S-G3 3着
シンタナスSintanous 不出走
レイズスズラン 7勝 障害1勝 南関3勝 浦和記念-G2 さきた
ま杯-G3 2回 日本TV盃-G2 2着 群馬記念-G3 2着
ニンブルフィートNimble Feet 米1勝
フォレストガゼルForest Gazelle 米6勝 LAH-G3
エルティッシュEltish 英5勝 ロイヤルロッジS-G2
ショティシェShotiche 種牡馬 米5勝 ローリンググリーンH-G3
フリットFlit 英1勝
ウィンスWince 英4勝 英1000ギニー-G1
スキンブルSkimble 米9勝 ウィルシャーH-G2 ダリアH-G2
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