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外 ライラックローズ 18
○
父

SIRE

ミッキーアイル

Mikki Isle 2011 年生

鹿毛

安平産

競走成績

20戦8勝
2016 JRA最優秀短距離馬
《主な活躍》
2014（3歳）
1着 NHKマイルC-G1（東京 芝1600）
1着 スワンS-G2（京都 芝1400）
1着 アーリントンC-G3（阪神 芝1600）
1着 シンザン記念-G3（京都 芝1600）
2015（4歳）
2着 阪急杯-G3（阪神 芝1400）
3着 高松宮記念-G1（中京 芝1200）
2016（5歳）
1着 マイルチャンピオンS-G1（京都 芝1600）
1着 阪急杯-G3（阪神 芝1400）
1着 スプリンターズS-G1（中山 芝1200）
2着 高松宮記念-G1（中京 芝1200）

母の父

BROODMARE SIRE

ヘンリーザナビゲーター

Henrythenavigator 2005 年生 黒鹿毛 米国産

競走成績 11戦6勝
《主な勝鞍》
2008 英2000ギニー-G1（英国 芝8F）
2008 愛2000ギニー-G1（愛国 芝8F）
2008 セントジェイムズパレスS-G1（英国 芝8F）
2008 サセックスS-G1（英国 芝8F）
種牡馬成績

《主な産駒》
スディルマンSudirman
2013 フィーニクスS-G1（愛国 芝6F）
2013 ナショナルS-G1 2着（愛国 芝7F）
ジョージヴァンクーヴァーGeorge Vancouver
2012 BCジュヴェナイルターフ-G1（米国 芝8F）
ペドロザグレートPedro The Great
2012 フィーニクスS-G1（愛国 芝6F）
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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》
2歳レコードタイムで初勝利を飾ったデビュー
2戦目から5連勝でNHKマイルカップに優勝。
5歳時には春秋スプリントG1で連続2着の後
にマイルチャンピオンシップを制してJRA最
優秀短距離馬に輝いたディープインパクト産
駒のスピードスター。
《主な産駒》
デュアリスト
2020 2歳新馬（阪神 D1200）
メイケイエール
2020 2歳新馬（小倉 芝1200）

母の父として
《主な活躍馬》
ホウオウカトリーヌ
2019 フェアリーS-G3 2着（中山 芝1600）
2018 カンナS 2着（中山 芝1200）
2018 黒松賞（中山 芝1200）
プレシャスガール
2020 3歳未勝利（新潟 D1200）
2020 3歳新馬 2着（東京 D1400）
ショウナンマルーン
2020 3歳未勝利（東京 D1400）
レオ
2019 3歳未勝利（中山 芝2200）
クワイエット
2019 2歳未勝利 2着（阪神 芝1600）

Lilac Rose 18
母

系

FAMILY

母ライラックローズLilac Rose 出走
祖母ライラックスアンドレース 米3勝 アシュランドS-G1 カリフォルニア
オークス コルテマデラS 2着
ラッキーライラック JRA最優秀2歳牝馬 現役 6勝 大阪杯-G1 エリ
ザベス女王杯-G1 阪神ジュベナイルフィリーズ-G1 チューリップ賞
-G2 アルテミスS-G3 桜花賞-G1 2着 香港ヴァーズ-G1 2着
中山記念-G2 2着 2回 オークス-G1 3着 府中牝馬S-G2 3着
ライル 現役 1勝
曾祖母リファインメントRefinement 米出走
ソシアルサヴィーSocial Savvy 米出走
ステラマークStella Mark 米6勝 ローンスターパークH-G3 3着
ワードアソシエイションWord Association 米3勝 キャッツクレイ
ドルS 2着
フィギュアヘッド 不出走
ダニーキューDanny Q 米1勝 ベアーズデンS 3着
コメティンCometin 現役 米5勝 バレッツジュヴェナイルS 3着
セララダSerralada 米4勝
セントメナトSentmenat 現役 チリ6勝 カルロスAナバロ賞-G3
3着 コンスタンシオSマンディオラ賞 3着 2回
四代母ステラマドリッド 米6勝 エイコーンS-G1 フリゼットS-G1 メイト
ロンS-G1 スピナウェイS-G1 プライオレスS-G2 2着 マザーグース
S-G1 3着 BCジュヴェナイルフィリーズ-G1 3着
アイルドフランス 米仏6勝 ヒルズバーロウH-G3 ミネルヴ賞-G3 マ
ルセルブサック賞-G1 2着 パロマーH-G3 3着
スターアイル 2勝
ミッキーアイル JRA最優秀短距離馬 種牡馬 8勝 NHKマイル
C-G1 マイルチャンピオンS-G1 スワンS-G2 阪急杯-G3
アーリントンC-G3 シンザン記念-G3 スプリンターズS-G1
2着 高松宮記念-G1 2着 阪急杯-G3 2着
タイセイスターリー 2勝 シンザン記念-G3 2着
スターリーステージ 現役 3勝 岡崎特別
キングレオポルド 5勝 ラピスラズリS 2着 淀屋橋S 勝浦特別
アステリックス 出走
アエロリット 4勝 NHKマイルC-G1 毎日王冠-G2 クイーン
S-G3 安田記念-G1 2着 2回 毎日王冠-G2 2着 中山
記念-G2 2着 クイーンC-G3 2着 フェアリーS-G3 2着
アカリAkari 現役 豪州3勝 PJベルS-G3 3着
エアラグドール 不出走
マキャヴィティ 5勝 兵庫ジュニアGP-Jpn2 2着 全日本2歳優駿
-Jpn1 4着 ジャニュアリーS ダリア賞 越後S 初春S
ダイヤモンドビコー JRA最優秀4歳以上牝馬 7勝 阪神牝馬S-G2 ロー
ズS-G2 府中牝馬S-G3 中山牝馬S-G3 エリザベス女王杯-G1 2
着 クイーンS-G3 2着 2回 京都牝馬S-G3 2着
ステラマリス 不出走
バーナードループ 現役 2勝 兵庫1勝 兵庫チャンピオンS-Jpn2
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