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フェアリーバニヤン 21
父

SIRE

エピファネイア

Epiphaneia 2010 年生

競走成績

鹿毛

安平産

種牡馬成績

14戦6勝

《主な活躍》
2012（2歳）
1着 ラジオNIKKEI杯2歳S-G3（阪神 芝2000）
2013（3歳）
1着 菊花賞-G1（京都 芝3000）
1着 神戸新聞杯-G2（阪神 芝2400）
2着 皐月賞-G1（中山 芝2000）
2着 日本ダービー-G1（東京 芝2400）
2014（4歳）
1着 ジャパンC-G1（東京 芝2400）
3着 産経大阪杯-G2（阪神 芝2000）

母の父

BROODMARE SIRE

オナーアンドグローリー

Honour and Glory

競走成績 17戦6勝
《主な勝鞍》
1996 メトロポリタンH-G1（米国 D8F）
1996 サンラファエルS-G2（米国 D8F）
1996 キングスビショップS-G2（米国 D7F）
1995 ブリーダーズフュチュリティ-G2（米国 D8.5F）
種牡馬成績

《主な産駒》
インディオグロリオソIndio Glorioso
2007/2008 アルゼンチン最優秀3歳牡馬
カレシングCaressing
2000 米最優秀2歳牝馬
ネームヴァリュー
2003 帝王賞-G1（大井 D2000）
2003 TCK女王盃-G3（大井 D2000）
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《主な産駒》
デアリングタクト
2020 JRA最優秀3歳牝馬
エフフォーリア
2021 皐月賞-G1（中山 芝2000）
2021 日本ダービー-G1 2着（東京 芝2400）
アリストテレス
2021 AJCC-G2（中山 芝2200）
2020 菊花賞-G1 2着（京都 芝3000）
オーソクレース
2020 ホープフルS-G1 2着（中山 芝2000）
シーズンズギフト
2020 ニュージーランドT-G2 2着（中山 芝1600）
2020 フラワーC-G3 3着（中山 芝1800）

1993 年生

鹿毛

米国産

母の父として
《主な活躍馬》
ザグレートデイThe Great Day
2018 CEクラシック-G1（アルゼンチン D2000）
2017 亜2000ギニー-G1（アルゼンチン D1600）
ウエストコーストWest Coast
2017 トラヴァーズS-G1（米国 D10F）
ビガーピクチャーBigger Picture
2017 UネイションズS-G1（米国 芝2200）
ヒーランズアウェイHe Runs Away
2016 亜JC大賞-G1（アルゼンチン 芝2000）
ロンドンタウン
2017 エルムS-G3（札幌 D1700）
ダッシングブレイズ
2017 エプソムC-G3（東京 芝1800）

Fairy Banyan 21
母

系

FAMILY

母フェアリーバニヤン 南関2勝
マクロバニヤン 北海南関7勝
カゼノサファイア 2勝 南関1勝
フラワーハート 1勝
シャンパンサーベル 1勝
ロンドンタウン 種牡馬 5勝 佐賀1勝 韓国2勝 エルムS-G3 佐賀記
念-Jpn3 コリアカップ 2回 日本TV盃-Jpn2 2着 マーチS-G3 2着
アンタレスS-G3 2着 アンタレスS-G3 3着
ケンパラドックス 南関2勝
ロンリーハート 現役 1勝
グレートバニヤン 現役 2勝
アクアヒナ 現役
祖母キャタラクト 米出走
ペルルノワール 4勝
ローレルブレイズ 入着 南関4勝 福寿草特別
ミヤジエルビス 5勝 アクアラインS ドンカスターC 鹿島特別
テイエムタービン 東海11勝 パンジー特別 かんむり座特別
アーミークィーン 現役 東海4勝
リュウールドレ 入着
曾祖母クィーントゥッタQueen Tutta 米5勝 トップフライトH-G1 2着
ランパートH-G2 2着 ジョーネイマスH-G3 2着 セイビンH-G3 3着
四代母トゥッタTutta 不出走
五代母ゴールドマインGold Mine 不出走
ハートオブアメリカHeart of America 不出走
アメリカンチャンプAmerican Champ 種牡馬 米9勝 フォールハ
イウエイトH-G2 2着 デミトリアスS-L BターンズS-L
セイントバディSaint Buddy 米4勝 サンタアニタH-G1 3着 サン
シメオンH-G3 2着 サーボーフォートS-L 2着
ストリートシアターStreet Theatre 米2勝 アーリントンクラシック
-G2 2着 ウィルロジャーズS-G3 3着
プレアデス 出走
シゲルキョクチョウ 2勝 障害3勝 小倉2歳S-G3 2着
エスケイゴールド 2勝 洞爺湖特別
ベルモントファラオ 3勝 北海南関7勝 北海道スプリントC-G3 3着
東京シティ盃 アフター5スター賞 2着
六代母ゴールドディガーGold Digger 米10勝 ギャロレットS 2回 コロン
ビアナH マリーゴールドS ケンタッキーオークス 2着
ミスタープロスペクターMr. Prospector 種牡馬 米7勝 カーターH-G2
2着 ファイアクラッカーH-G3 2着 ポモノクH-G3 3着
スループリンセスSlew Princess 米2勝
マートルウッドラスMyrtlewood 米2勝
アメリアベアハートAmelia Bearhart 米最優秀繁殖牝馬 米1勝
チーフベアハート 加顕彰馬 加年度代表馬 2回 加最優秀芝馬
2回 米最優秀芝馬 加最優秀古牡馬 種牡馬 B Cターフ
-G1 マンハッタンH-G1 カナダ国際S-G1
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