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ランデブー 19
父

SIRE

ルーラーシップ

Rulership 2007 年生 鹿毛

競走成績

安平産

種牡馬成績

20戦8勝

《主な活躍》
2010（3歳）
1着 鳴尾記念-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

ネオユニヴァース

Neo Universe 2000 年生

競走成績 13戦7勝
2003 JRA最優秀3歳牡馬
《主な勝鞍》
2003 皐月賞-G1（中山 芝2000）
2003 日本ダービー-G1（東京 芝2400）
種牡馬成績

《主な産駒》
ヴィクトワールピサ
2010 JRA最優秀3歳牡馬
2011 JRA最優秀4歳以上牡馬
ロジユニヴァース
2009 JRA最優秀3歳牡馬
2009 日本ダービー-G1（東京 芝2400）
ネオリアリズム
2017 Qエリザベス二世C-G1（香港 芝2000）
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2016 JRA新種牡馬ランキング1位
《主な産駒》
メールドグラース
2019 コーフィールドC-G1（豪州 芝2400）
キセキ
2017 菊花賞-G1（京都 芝3000）
2019〜2020 宝塚記念-G1 2着（阪神 芝2200）
2018 ジャパンC-G1 2着（東京 芝2400）
リオンリオン
2019 青葉賞-G2（東京 芝2400）
ダンビュライト
2019 京都記念-G2（京都 芝2200）
フェアリーポルカ
2020 福島牝馬S-G3（福島 芝1800）

鹿毛

千歳産

母の父として
《主な活躍馬》
ルヴァンスレーヴ
2018 JRA最優秀ダートホース
2018 Dグレード競走特別賞馬
2018 チャンピオンズC-G1（中京 D1800）
2018 ジャパンDダービー-Jpn1（大井 D2000）
2017 全日本2歳優駿-Jpn1（川崎 D1600）
アエロリット
2017 NHKマイルC-G1（東京 芝1600）
2018〜2019 安田記念-G1 2着（東京 芝1600）
ジョーカナチャン
2020 アイビスSD-G3（新潟 芝1000）
コズミックフォース
2018 日本ダービー-G1 3着（東京 芝2400）
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系
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母ランデブー 出走
パンテラ 現役 入着 岩手東海2勝
カンゲキ 南関4勝
ベルウッドアサヒ 現役 石川2勝
祖母モーニングタイド 米1勝
マイネルモルゲン 7勝 京成杯オータムH-G3 2回 ダービー卿ChT-G3
NHKマイルC-G1 3着 デイリー杯2歳S-G2 3着 シリウスS-G3
3着 函館2歳S-G3 3着 ポートアイランドS ベンジャミンS
シンメイレグルス 4勝 南関2勝 昇竜S スパーキングサマーC 2着
関越S 2着 樟葉特別 黒竹賞
ケイアイマイバッハ 2勝
オープンザゲート 3勝 広島1勝
モーニングムーン 1勝
テイエムジョウネツ 3勝 北國新聞杯
ケルベロス 現役 1勝 下北半島特別
曾祖母イースタンドーンEastern Dawn 米仏5勝 オマール賞-G3 ヴァイオ
レットH-G3 2着
ドーンズヘイロー 米出走
アファームドヘイローAffirmed Halo 米2勝
マルターズオリジン 3勝 ジュニアC 3着 浅草特別
ナリタキングオー 5勝 京都新聞杯-G2 スプリングS-G2 共同通
信杯4歳S-G3 デイリー杯3歳S-G2 2着 ラジオたんぱ杯3歳
S-G3 2着 大阪城S 京都3歳S 2着
クローストゥユー 出走
ビヨンドマックス 4勝 障害1勝 中京スポニチ賞 天白川特別
サテライトキャノン 5勝 白川郷S タイランドC
ドッピオエスプレッソDoppio Espresso 米1勝 アストリアS-G3 2着
リスプレンデンシーResplendency 米5勝 ブエナヴィスタH-G3
2着 サンタモニカH-G1 3着 モンロヴィアH
ドーンランサム 仏入着
ブラッドバローズ 3勝 アーリントンC-G3 3着 遠州灘特別
キングストリート 6勝 石川1勝 東京新聞杯-G3 2着 洛陽S
ファイナルS 3着 小倉日経OP 3着 新潟日報賞 節分S
ヒーローズトリビュートHero's Tribute 米8勝 ガルフストリームパーク
H-G2 ピーターパンS-G2 ドンH-G1 2着 クラークH-G2 3着
四代母オイリアンテEuryanthe 不出走
エールディスタンゲイAir Distingue 米仏3勝 オマール賞-G3 仏オー
クス-G1 3着 サンタアナH-G1 3着 モンロヴィアH 2着
ヴァーデビルレディー 不出走
マルカダンガン 4勝 北海4勝 矢作川特別 三河特別
ヴェットーリVettori 種牡馬 英仏2勝 仏2000ギニー-G1 セント
ジェイムズパレスS-G1 3着
バーカーヴィルBarkerville 米英5勝 種牡馬 ファイエットS-G2 トロ
ピカルパークH-G3 ブラワードH-G3 2着 スティーヴンフォスター
H-G3 2着 ワシントンパークH-G2 3着
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