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アイチャン 21
父

SIRE

ニューベイ

New Bay 2012 年生 栗毛

競走成績

英国産

種牡馬成績

11戦5勝

《主な活躍》
2015（3歳）
1着 仏ダービー-G1（仏国 芝2100）
1着 ニエル賞-G2（仏国 芝2400）
1着 ギヨームドルナーノ賞-G2（仏国 芝2000）
2着 仏2000ギニー-G1（仏国 芝1600）
3着 凱旋門賞-G1（仏国 芝2400）
2016（4歳）
1着 ゴントービロン賞-G3（仏国 芝2000）

ⓒBallylinch Stud

母の父

BROODMARE SIRE

ドリームアヘッド

Dream Ahead

競走成績 9戦6勝
2011 欧州最優秀短距離馬
《主な勝鞍》
2011 ジュライC-G1（英国 芝6F）
2011 ヘイドックススプリントC-G1（英国 芝6F）
2011 フォレ賞-G1（仏国 芝1400）
2010 ミドルパークS-G1（英国 芝6F）
2010 モルニ賞-G1（仏国 芝1200）
種牡馬成績

《主な産駒》
ドリームオブドリームスDream Of Dreams
2021 ダイアモンドジュビリーS-G1（英国 芝6F）
2020 ヘイドックススプリントC-G1（英国 芝6F）
アルヴケールAl Wukair
2017 ジャックルマロワ賞-G1（仏国 芝1600）
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《プロフィール》
エネイブルやフランケルといった名馬を所
有してきたハーリド・アブドゥラ殿下の所有
馬としてフランスのA.ファーブル調教師の下
で現役生活を送った。キャリアのハイライト
は仏ダービー制覇。ドバウィの後継種牡馬と
してアイルランドのバリーリンチスタッドで
種牡馬入り。昨年初年度産駒がデビューして
おり、2頭が重賞勝ちをおさめている。
《主な産駒》
ニューマンデイトNew Mandate
2020 ロイヤルロッジS-G2（英国 芝8F）
サフロンビーチSaffron Beach
2020 オーソーシャープS-G3（英国 芝7F）
2021 英1000ギニー-G1 2着（英国 芝8F）

2008 年生

黒鹿毛

米国産

母の父として
《主な活躍馬》
ライトセイバーLightsaber
2021 サイヤーズプロデュースS-G2（豪州 芝1400）
フェアリーダストFairy Dust
2020 セントヒューズFS-L 2着（英国 芝5F）
オペラティックOperatic
2021 スプリントシリーズH（英国 芝5F）
ダイナミックフォースDynamic Force
2021 コンディションズS 2着（英国 芝6F）
インスティンクティブムーブInstinctive Move
2021 ナースリーH 4着（英国 芝6F）

Ai Chan 21
母

系

FAMILY

母アイチャン 愛出走
ダンディーズデーヴァDandy's Diva 現役
祖母アムアイAm I 米1勝
クエスチョニングQuestioning 英2勝 アールオヴセフトンS-G3 サン
ダウンマイル-G2 2着 ダーリーS-G3 3着 ドンカスターマイル-L 2
着 ヘイドックシュペリアーマイルS-L 2着
モーニングミューズMorning Muse スペイン2勝
曾祖母アイサートゥンリーアムI Certainly Am 米1勝
サートゥンリークラシックCertainly Classic 米4勝 グレイS-G3 トロ
ントC-G3 2着 サマーS-L 2着
マーフースMahfooth アラブ英仏4勝 シュマンドフェルデュノール賞
-G3 ミュゲ賞-G2 3着 ジャツクドブレモン賞-L 2着 シティオヴ
ヨークS-L 2着 アラドゥラユードリー賞-L 3着
チヌークキャットChinook Cat 米4勝 ハリウッドプレヴューS-G3 2着
バレッツジュヴェナイルS 3着
インシステント 不出走
カネトシバニラ 1勝
メイショウオオラカ 1勝
ゴールドサーベラス 4勝 岩手石川2勝 幕張S カシオペア賞
キングオブシャムKing of Siam 米カナダ7勝
レットアスサプライズユーLetussoupriseyou 米2勝 GオールS 3着
アイアムオーサムI Am Awesome 米カナダ19勝
四代母アイマフラッシュImaflash 米10勝 テンプテドS-L 3着
アイマロベルトトゥImaroberto To 米1勝
フォーンロベルトPhone Roberto 米6勝 ポトレログランデH-G3 3
着 エルコネホH-L グレイスルーピーS-L 3着
リアリーフラッシーReally Flashy 米4勝 ヴァージニアH-L 3着 スイー
テストチャントS 3着
アレッジドリーフラッシングAllegedly Flashing 不出走
シェッドサムライトShed Some Light 米20勝 ホールオヴフェイム
H-G3 2着 ナショナルJCH-G3 3着 2回 スポーツマンズパーク
BCH-L 2着 ダストコマンダーS-L 2着
メディフラッシュMedi Flash 伊2勝 リディアテシオ賞-G2
ラフアンドビーメリーLaugh and Be Merry 米9勝 フラワーボール
H-G1 クイーンシャーロットH-G3 バックラムオークH-G3 ニュー
ヨークH-G2 2着 オーキッドH-G2 2着 クイーンシャーロットH-G3
2着 シープスヘッドベイH-G2 3着 ダイアナH-G2 3着
オールザレイジAll the Rage 米入着
スウィートサイエンスSweet Science 米4勝 ビウィッチS-G3
3着 ロバートGディックメモリアルBCH-L 2着
オンザタウンオンOn the Town 米出走
アンクルサムUncle Sam 米2勝 スワップスS-G2 3着
ルックダガーズLook Daggers 米英4勝 ラトガーズH-G3 シープス
ヘッドベイH-G2 2着 ロレンスリアリゼイションH-G3 2着 グレンズ
フォールズS-L 2着 ワヤS-L 2着
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